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は　じ　め　に

特定研究代表

広島市立大学国際学部教授　宇　野　昌　樹

この報告書は、平成15年度国際学術研究費Aを得て立ち上げた、特定研究『グローバル化の中

のマイノリティ文化一文化の支配・被支配関係について』の成果の一部である。

この特定研究は、本学国際学部の篠田知和基教授、田川　玄助教授、柿木仲之講師、並びに本

研究代表の宇野の4名で構成され、まず内部で打ち合わせ等の会合を開くと共に、意見交換を

行った。そして、平成15年12月3日及び4日に、日本ではグローバリゼーション研究では第一人

者の伊稼谷登士翁一橋大学大学院社会学研究科教授、並びに中東和平に絡む国際政治の分野でそ

の活躍が注目を集めている臼杵　陽国立民族博物館教授を本学に招いて、コロキアムと公開シン

ポジウムを開催した。

コロキアムは、 「グローバル化の中のマイノリティ文化」をテーマに開かれ、講演者の伊務谷氏

及び臼杵氏より「グローバリゼーション」や「マイノリティ」を考える上での貴重なお話を伺う

ことができたoまた、本学の教員の方々にも参加して頂き、有意義なコ_メント等を頂いた。コロ

キアムの内容は、本研究の成果の一部としてこの報告書に掲載させて頂いた。ただ、大変に申し

訳なく、また残念なことではあったが、臼杵氏の発言内容が全て録音できず、止む無く割愛させ

て頂いた。

公開シンポジウムは、 『グローバリゼーションを考える-マイノリティの視点から-』と題し

て、学部1年生の必修科目である『国際研究入門』の講義の一環として開催し、上記お二人の講

演者から問題提起をして頂き、続いて本研究の構成員の田川、柿木、宇野の3名がコメンテー

ターとして、それぞれの専門頒域から意見を述べるという形式で進めた。学生から多くの質問も

あり、大変に有意義なシンポジウムであったと思う。

コロキアム、並びにシンポジウムにおいて、大変に貴重で示唆に富む話をしてくださった伊務

谷氏、臼杵氏にこの場を借りて、心から感謝する次第である。また、まだまだ未完成ではあるが、

このような報告書を出版できたのは、特定研究を認めてくれた大学関係者、また事務局のお陰で

ある。心からお礼申し上げる。



分割線を揺り動かす

「グローバリゼーション」の時代にマイナーであることのために-

柿　木　仲　之

人間の現実がほんとうに分割されているように見えるの

はたしかだが、人間の現実を載然と異なったいくつかの

文化や歴史や伝統や社会に、はては人種にまで分割し、

その帰結にもかかわらず人間らしく生き存えることがで

きるのだろうか。

Edward W. Said: Orientalism

宥和があるとすれば、それはもはや敵意を向けあうこと

のない多を、主体としての理性にとっては排斥されるべ

き姿の革まに想起することであろう。

Theodor W. Adorno: Negative Dialektik

偉大で、革命的なのは、マイナーなものだけである。

Gilles Deleuze et Felix Guattari: Kafka

目　次

I　オリエンタリズムは終わらない?

Ⅱ　内なる「アウシュヴィッツ」を越えて

Ⅲ　マイナーであること

Ⅳ　無調の対位法としてのアイデンティティ-

I　オリエンタリズムは終わらない?

現代は「グローバリゼーション」の時代であると言われるようになってすでに久しい。今日で

は人間が、事物が、あるいは貨幣が、未曾有の規模と速度で、国境を越えて行き交うようになっ

ていて、その結果「ボーダーレス」な同時性ないし共時性が瞬時に、しかも地球規模の範囲で成

立するようになっている、というわけである。今や私たちの日常隼活に、いや生きることそれ自

体に、そのよう.な世界的な共時性が浸透しているのかもしれない。自分の生活の現場から遠く離

れたところで起きた出来事が、あるいは人々の決定が、私たちの生活のありように、今ませにな

い速度で大きな影響をおよぼすようになっているのだからO　たとえば、最近<DBSE (牛海綿状脳

症)やSARS (重症急性呼吸器症候群)をめぐる一連の地球規模での騒動は、私たちが今ここで生
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きてゆくことそれ自体の世界性を露呈させるものでもあったのではないだろうか。そして現在、

このような国境を越えた共時性が拡大してゆくなかで、 EUやASEANといった国家間の機構が強

化されるとともに、一国の内部でも社会の制度が再編されようとしていることは、これまでの

「国民国家」といったものを想定してきた「生-政治(bio-politique)」 (ミシェル・フーコー)

が、言わばグローバル化した生のあり方を掌握できなくなってきていることと同時に、近代の

「国家」という枠組み-それは「われわれ」と「他者」の境界を定め、社会の制度を形成して

きた枠組みであり、またそのとき、私たちがそれを通して世界を見る図式でもあっただろう-

自体が揺らいでいることを暗示してもいよう(1)。

さて、このような「グローバリゼーション」と呼ばれる動きの一面は、交通および運送の手段

が進歩をとげたこと以上に、何よりも情報伝達の手段が飛躍的に進歩して、インターネットをは

じめとするそのネットワークがほぼ地球全体にわたって張りめぐらされ、さらにそのなかをこれ

までには考えられなかった速度で膨大な情報が飛び交うようになった、ということを背景として

現出しているはずである。商品や貨幣が、さらには「人材」ませもが、コンピューターのディス

プレイに表示される、誰もが受け取ることができるような「個の情報-と変換され、 「グローバ

ル」な情報伝達のネットワークのなかで管理されうるようになったことが、それらの今までにな

い速度と規模での「ボーダーレス」な移動を可能にしていよう。また、あの「9・11」をはじめ

とする重大な事件の映像情報が、この地球規模のネットワークに乗って「オン・タイム」で世界

じゆうのテレビの画面に映し出されるときこある一つの出来事の情報を同時に共有する共時性が、

一瞬のうちにほぼ地球全体を覆っているのではないだろうか。

こうして、 「グローバル・ヴィレッジ」というどこか狭さを感じさせる名称でも呼ばれる地球規

模の共時性をも仮想的に現出させるような仕方で情報のグローバル化が進行するなか、 「われわ

れ」と「他者」を分割する境界線が世界のあちこちで、新たなかたちで強化されつつあることは、

けっして見過ごすことはできない。パレスチナのヨルダン川西岸地域に、パレスチナ・アラブ人

とユダヤ人を隔てる分離壁がイスラエル政府の手によって建設されていることは、ユダヤ人の居

住地を確保しつつ両者の分割線を強化しようとする動きを象徴するものであろうし、その動きの

なかで、パレスチナのアラブ人たちの移動の自由は、ほとんどゼロに近いととろまで抑圧されて

いるのだ。また、ヨーロッパの各地でいわゆる「極右」的主張、すなわち排他的なナショナリズ

ムがくすぶり続けていて、日本でも、ただ生きることの安全-これが「治安」であり、 「安全保

障」の対象だと言うのだろうか-を排外的な仕方で求めるメンタリティが広が.りを見せている

ことなども、 「われわれ」と「他者」の分割線を強化すること-の志向が人々のあいだに浸透しつ

つあることを暗示していよう。そして何よりも、 「われわれの側につくか、それともテロリストの

(1)とくに1990年代以降「グローバリゼーション」と呼ばれてきた動きのこうした一面-の見通しについては、

伊津谷登士翁の『グローバリゼーションとは何か-液状化する世界を読み解く』 (平凡社、 2002年)ととも

に、 「グローバリゼーション」をテーマとする講義のためのコラボレーションのなかで湯浅正恵から得た示唆

に負うところが大きい。記して感謝申しあげる。なお、フーコーの言う「生-政治」に関しては、彼の『性の

歴史』第1巻『知-の意志』 (Michel Foucault: La volonte de savoir: vol. 1 de Histoire de la sexualite, Paris: Gallimard,

1976)の邦訳(渡辺守章訳、新潮社、 1990年) 171頁以下を参照。
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味方をするか」、というジョージ・W・ブッシュが世界-向けて「対テロ戦争」の始まりを宣言し

た言葉は、この「戦争」なるものが、その「われわれ」と、 「テロリスト」である「他者」とのあ

いだの分割線を力で定めるものであることを宣言するものでもあったと考えられる。

ここで見逃してはならないのが、先に述べた「グローバル・ヴィレッジ」のような仮想空間を

現出させるような情報のグローバル化と、今述べたような「われわれ」と「他者」を隔てる分割

線を強化しようとする動きとが、言わば共犯関係にあることだろう。出来事とそれにかかわる事

物や人間のありようを、ある「わかりやすさ」の型にはめることによって、それをより多くの人々

により速く伝えようとする「情報」は、 1930年代にヴァルター・ベンヤミンも指摘していたよう

に、その受け手を′、伝えられる対象をみずからの言葉で岨噂し、それをみずからの経験にするこ

とから遮断してしまう。そうすると、情報のグローバル化とは、裏を返せば、彼の言う「経験か

らの遮断」が、情報の受け手である世界じゆうの人々のあいだに浸透しつつある、ということで

もあろう(2)このことが進行するなかで、 「情報」のかたちで伝達される対象のステレオタイプだ

けが独り歩きし始めることになる。それによって「われわれ」とは異質な「彼ら」として、 「自

由」の「敵」である「他者」としてイメージされる人々から、自分自身を語る機会も、そのため

の言葉も奪われてゆく。そして、たとえばパレスチナの人々が、今なお次々とイスラエルの軍隊

の圧倒的な力によって殺され、居住空間を狭められ、移動の自由を奪われていることはすぐに忘

れ去られ、要するに「彼ら」は「テロリスト」のシンパ、ということにされてしまう「記憶のエ

コノミーにおける圧倒的な、暴力的なまでの不均衡」が固定されてしまうのだ3)0

このことをいち早く指摘していたのが、 2003年の9月25日に惜しまれつつ世を去ったェドワー

ド・W・サイ-ドだったのではないだろうか1978年に初版が公刊された『オリエンタリズム』

のなかで、彼はこう述べている。 「ポストモダンのエレクトロニクス時代の世界では、オリエント

観のもろもろのステレオタイプが著しく強められてきたという一側面が認められる。テレビ、映

画、その他あらゆるマス・メディアによって、情報にはいよいよ画一的な鋳型がはめられた。オ

リエントに関するかぎり、画一化と文化のステレオタイプ化は「神秘のオリエント」という19世

紀の学問的、かつ想像上の悪魔学の威力をいや増すことになった」 (4)彼の言う「オリエンタリズ

ム」とはひとまず、 「西洋」の「われわれ」と「東洋」の「彼ら」を載然と区別する分割線を引く

ことで、 「彼ら」を「支配されるべき」立場に押し込めてゆくような他者-のまな~ざLを指すもの

と言えよう。サイ-ドによると、それはまた「オリエントがオリエント的なものに仕立て上げら

れる」一定のパターンの言説を再生産し、 「オリエント学」やオリエントを舞台とするさまざまな

(2)マス・メディアの進歩にもとづく情報化の進行とともに人間がみずから物語りうる「経験」から遮断されて

ゆくことに関しては、ベンヤミンが1930年代に書いた二つのエッセイ、 『物語作者-ニコライ・レスコフの

作品についての考察』 (Walter Benjamin: Der Erzdhler: Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows, in: Gesammelte

Schriften Bd. II, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 21989, S, 438ff.)と『ボードレールにおけるいくつかのモティー

フについて』 (Uber einige Motive bei Baudelaire, in: Gesammelte Schriften蝣Bd. I, 31990, S. 605ff.)を参照.

(3)この点に関しては、岡真理「私たちは何者の視点で世界を見るのか」 (『現代思想』 2001年10月臨時増刊『総
特集:これは戦争か』、青土社、 105頁以下)を参照。

(4) EdwardW. Said: Orientalism (1978), NewYork: VintageBooks, 1994, p. 26.邦訳として参照したのは、エド
ワード1W・サイ「ド『オリエンタリズム』、板垣雄三・杉田英明監修、今沢紀子訳、平凡社、 2002年。
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文学作品などが産み出していったそうした言説はやがて整合的な一個の体系を形成する(5)そし

て、この言説の体系と化した「オリエンタリズム」は、一つの権威として機能し始めるのである。

その権威は、 「西洋」による植民地支配を正当化したばかりではない。それは「われわれ」の側に

属する人々のまなざしを、実際にオリエントの地に生きるひとりひとりの人間に、そのそれぞれ

異なった生きざまに向きあうことなしに、 「彼ら」をある固定された異質さ-たとえば思考が

「非論理的」で「性欲」や「復讐心」に富むといった「テロリスト」にふさわしい野蛮さ-に

おいて表象するよう方向づける力としても機能したのである(6)。

こうして、 『オリエンタリズム』のなかでその言説が分析される帝国主義的な政治家をはじめと

する「西洋」の人々によって、 「オリエンタリズム」という権威に依拠した、つまり「彼ら」は

「われわれ」が「知っているがごとくに、存在している」として、オリエントとそこに生きる人

間をじかに経験することのない、 「われわれ」のまなざしが引き受けられてゆくなかで、 「われわ

れ」と「彼_ら」を分割する境界線はますます強化されてゆく(7)サイ-ドによると、そのことは

オリエントの人々にとって.、自分自身をみずから語り出す言葉を奪われた「もの言わぬ他者」で

あり続け、従属階級の地位にとゼまり続けるような「規律-訓練(discipline)」をわが身に引き受

けるこ_とを意味していた(8)。そうして、言わば知のエコノミーの圧倒的な不均衡のうちに形成さ

れる西洋の-ゲモニーのなかで、オリエントの人々の人間ら_しさが剥奪されてゆく状況は、彼め

見るところ、情報のグローバル化が運行するなかでますます悪化している　2001年の8月末、ロ

ンドンで編集されるアラビア語の日刊紙『アル・ハヤート』 (英語版は『アル・アフラーム・

ウイークリー』所載)に寄せた「プロパガンダと戦争」のなかでサイ-ドは、アメリカのマス・

メディアを利用した、われわれこそテロi)ズムの無事の被害者であると主張するイスラエル側の

プロパガンダが成功しているために、アメリカではもう「パレスチナ人はほぼ完全に非人間化さ

れている」と述べている(9) 「パレスチナ人は彼ら自身の物語を通して理解されることもなければ、

人々が容易に共感できる人間らしいイメ一一ジで見られることもない」なかで、つまり「彼ら自身」

の現状とそこに至る歴史が忘却の淵に葬り去られてゆくなかで、イスラエル政府が新たに建設し

ている分離壁が象徴するような仕方で、 「われわれ」と「彼ら」の分割線が強化され、絶望的な

(5) E.W. Said: Orientalism, p. 5.

(6) 「オリエントを午対する西洋文化ゐ内部での一種の知的権威」 (E.W. Said: Orientalism, p. 19)として機能する
言説の体系としてのオリエンタリズムを、サイ-ドはまた一個の「文書館(archiv)」にたとえて、その効果を

次のように説明している。 「ある意味でオリエンタリズムは、情報を共有して、しかもある点では合意のうえ

で保管する図書館もしくは文書館のようなものであった。この文書館を一つに統合していたものは、同系観念

群であり、それは言い換えれば、さまざまな方法で有効性が証明される、 -セットの価値体系なのであった。

この観念群は、東洋人の挙動を説明するものであり、東洋人に一つの心的傾向、一つの系譜、一つの雰囲気を

供給したのであるo　わけても重要なのは、この観念群のおかげで、ヨーロッパ人は東洋人を規則的諸特性が埋

め込まれた一現象として論じたり、眺めたりすることができるようになったということである」 [Orientalism,

pp.41-42)e

(7) E.W. Said: Orientalism, p. 32.

E.W. Said: Orientalism, p. 41. 「規律-訓練(discipline)」というこのフーコーに由来する術語については、彼

の『監獄の誕生-監視と処罰』 (Michel Foucault: Surveiller et punir: Naissance de la prison, Paris: Gallimard, 1978)

田村倣訳、新潮社、 1996年、 141頁以下を参照。

(9) Edward W, Said: Propaganda andwar, in: Al-Ahram Weekly N0, 548.引用は、中野真紀子・早尾貴紀訳『戦争と
プロパガンダ』 (みすず書房、 2002年)所収のE・W　サイ-ド「プロパガンダと戦争」 8貢より。
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「自爆」とそれに対する圧倒的な「報復」攻撃の悪循環が繰り返されることになるのである0功。

さて、ここで忘れてはならないのは、このように、「「東洋人」を創造しつつ、ある意味で人間と

しての彼を抹殺してやまぬような知識と権力の結びつき」としての「オリエンタリズム」が「西

洋人」をも創造したことである(ll)オリエントの地に生きる人々を一括して類型化し、 「われわれ」

~とはある一定の仕方で異質な他者として表象して、 「われわれ」と「彼ら」を分割する境界線を定

めることによって初めて、 「われわれ」の「西洋人」としての、すなわちオリエントの支配者とし

てのアイデンティティが形成されたのである。さらに、 「ヨーロッパ文化が、一種の代理物であ

り、隠された自己でさえあるオリエントからみずからを疎外することによって、みずからの力と

アイデンティティを獲得した」というサイ-ドの言葉は、 「われわれ」にとっての「彼ら」とは

けっして他者自身ではなく、他者を一個のアイデンティティのうちに囲い込みつつ表象する、 「わ

れわれ」の内なる観念にすぎないことを暗示してもいる山。 「オリエンタリズム」とは、他者に対

して「隠された自己」にほかならない手持ちの観念-それはサイ-ドによると「プラトン的本

質(Platonicessence)」である-を投影し、他者を同定し、それをつうじてある一定のアイデン

ティティを引き受けるような「思考に対する弓細rJと制限の集合」でもあるのだ(13)。この「強制と

制限」が他者を「彼ら」として「非人間化」してきたことはもちろんだが、 「われわれ」.自身もあ

る一つの、観念としてのアイデンティティのうちに組み込まれてしまうという点では、この「思

考に対する強制と制限の集合」は、他者を同定する「われわれ」にとっても非人間的であるにち

がいない。そして、おそらく今日問題をさらに複雑にし、敵対をさらに強化しているのは、 「グ

ローバル・ヴィレッジ」に参加でき、 「テロリスト」の影に脅えながらも経済のグローバリゼー

ションの恩恵を享受している「マジョリティ」 -むろんあの『世界がもし百人の村だったら』

の議論を侯つまでもなく、その「マジョリティ」は、数のうえではけっして多数派ではないのだ

けれども-の側に属している人々ばかりでなく、そこから疎外された「マイノリティ」に属す

る人々の思考のうちにも、他者に観念としてのアイデンティティを投影し、それとの区別におい

て固有のアイデンティティを仮構し、それを引き受けてゆくような「強制と制限」が浸透してい

ることであろう。どういうわけか、敵対しあう者たちはやがて似てくろのだ。とりわけ「9-11」

以降に「自爆テロ」事件などの折に触れてマス・メディアで取り上げられることになった、いわ

ゆるイスラーム原理主義組縮餌こよる「犯行声明」ないし「犯行予告声明」のなかで、アメリカと

その同盟者たちが、それこそサイ-ドの言う「想像上の悪魔学」によって「イスラームの敵」と

して表象され、それとともに新たに兄いだされた、と言うよりも「われわれ」のアイデンティティ

と権力のよりどころとして都合がよいように神話化されたイスラームの教えにもとづく「われわ

れ」のアイデンティティが主張されるところに、 「われわれ」と「彼ら」のあいだに分割線を引く

まなざしが引き受けられているのをはっきりと見て取ることができよう。現代版「オリエンタリ

ズム」のマニフェストとも言うべきサミュエル・P ・パンティントンの「文明の衝突」にも似た

(10)同上。

(ll) E.W. Said: Orientalism, p. 27.

E.W. Said: Orientalism, p. 3.

E.W. Said: Orientalism, pp. 38 and 42.
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レトリックを巧妙に用いて「われわれ」と「敵」としての「彼ら」の差異を際立たせ、さらには

「聖戦」をも正当化する「原理主義者」たちのやり方は、たしかにグローバル化した世界のなか

で自己主張を貫くための一つの戦略なのかもしれない伽.しかしそれによって、もとはいずれも

一個の観念でしかない「われわれ」と「彼ら」のあいだの分割線が、グローバリゼーションのな

かで周緑化されている「マイノリティ」の側からも実質的な効力をもつ法として強化され、両者

の敵対が深まることになるばかりか、 「マイノリティ」に属する人々が他者に一定のアイデンティ

ティを投影することで、みずからもまた一個の神話化されたアイデンティティのうちに囲い込ま

れてゆくような「思考に対する強制と制限」によって呪縛されたままで生き続けなければならな

くなるのである。

こうして見てくると、 「グローバリゼーション」と呼ばれる動きが進行するとともに、サイ-ド

がその諸言説を批判的に分析した「オリエンタリズム」の「存在論的・認識論的区別にもとづく

思考様式」が、 「西洋」固有のものであることを越えて、遍在化しているas　そのことが今日、 「わ

れわれ」と「彼ら」のあいだの分割線を強化する動きとなって顕在化してきているのではないだ

ろうか。そうすると、このような新たな「オリエンタリズム」の遍在化とも呼ぶべき状況からの

出口を兄いだすことこそ、世界じゆうに広がろうとしている報復の連鎖を断つためにまず必要な

ことになるだろう。だが、その出口はいったいどこにあるのだろうか。それはおそらく、私たち

の外に、眼に見えるものとして兄いだされることはあるまい。その出口は、私たちのアイデン

ティティをかたちづくってゆく私たち自身の思考のうちに、私たちひとりひとりによってのみ、

兄いだされうるのかもしれない。そして、もしかしたらサイ-ドに先駆けて、私たちの思考のう

ちに根源的な「オリエンタリズム」とでも言うべきものを兄いだし、それに対する内在的な批判

をつうじてそこからの出口を探し求めようとしたのが、 2003年の-よりにもよって-　9月11

日に生誕百周年を迎えることになった哲学者テオドール・W・アドルノだったと考えられる。

(14)パンティントンの言う「文明の衝突」については以下を参照　SamuelP. Huntington: Theclash ofcivilisations

and the remarking of world,order, New York: Touchstone, 1997, p. 19ff.なお、それに対するサイ-ドの批判につい

ては、前掲『戦争とプロパガンダ』所収の「無知の衝突」 (E.W. Said: The clash of ignorance, in: TheNation 22,
Oct.2001)を参照。もちろんこのことは、いわゆる原理主義者がハンテイントンの影響を受けて「文明の衝

突」という世界観をそのまま採用していることを意味するものでをまない。たとえば、アラビア語衛星放送局

「アル・ジャジーラ」が流したその声明のなかでオサマ・ビンニラディンが何よりも力を込めて非難するの

は、サウジアラビアをはじめとするウンマ(ムスリム共同体)の地にアメリカの軍隊が居座り続けているこ
と、そしてパレスチナにおいてムスリムたちがイスラエルの軍隊によって虐殺されている状況を世界が見殺

しにしていることなのである。この点に関して、臼杵陽「世界はムスリムを見殺しにするのか?」 (前掲『現

代思想』 2001年10月臨時増刊『総特集:これは戦争か』所収)を参照。白杵陽によると、そうした怒りが正当

化する「聖戦」と、それにたいする「報復戦争」とによって、 「湾岸戦争から11年目の世界は出口のない迷路

に迷い込んでしまった」。なぜなら、 「「イ云ラム原理主義」という怪物がキリスト教原理主義という怪物と衝

突してしまっているからである」 (前掲論文、 100頁)0 「原理主義」という語の由来、ひとつの脅威としての他

者像をもつくり出すその用法、そしてイスラエルのユダヤ教原理主義に関しては、彼g) 『原理主義』 (岩波書
店、 1999年)を参照。

E.W. Said: Orientalism, p. 2.
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Ⅱ　内なる「アウシュヴィッツ」を越えて

アドルノは、サイ-ドが「オリエンタリズム」と呼んで分析した、自己と他者を載然と分割す

る思考様式が、私たちひとりひとりのうちにあまりにも深く根づいてしまっているのを目のあた

りにするところから出発している。晩年に時代の現実と渡りあうその哲学的思考を集成させた

『否定弁証法』のなかで、アドルノはこう断言しているのだ。 「思考するとは同定する

(identifizieren)ということである」 uO。考えるということは、他の人間であれ、他の事物であれ、

自己とは他なるものを、ある概念のもとに力ずくで包摂することでそのアイデンティティを把握

することから、けっして自由であることはできない。 『否定弁証法』において彼は、思考そのもの

に内在する「同一性の仮象(Scheinvon工dentitat)」とそれに随伴する他者-の暴力を見すえると

ころから出発-しているのであるu刀o　そのことはまた、彼にとって「アウシュヴィッツの後でなお

生きることができるのか」という問いに向きあい、 「アウシュヴィッツ以後」の思考の困難さを引

き受けることも意味していたu邸。なぜなら、概念をもって他者を同定する思考が、人間の「理性

的存在者」としての自己同一的な主体性を確立し、全面的な「脱呪術化(Entzauberung)」として

の「啓蒙(Aufklarung)」のなかで「自然支配(Naturbeherrschung)」を可能にしたばかりでなく、

その「啓蒙」とと.もに形成された市民社会における人間の「自己保存(Selbsterhaltung)」をも可

能にしてきたわけだが、その同じ思考が、 「アウシュヴィッツ」という象徴的な名称で-という

のは、当然ながら「アウシュヴィッツ」とドイツ語で呼ばれる(ポーランド語ではオシフェンチ

ム)土地だけがその現場ではなかったのだから-彼が呼ぶ、 600万人におよぶと言われるユダ

ヤ人をはじめとする人々のあまりにも合理的な虐殺をも可能にしていたのだから09) 「ァ-リア系

人種」の概念をつくり出して、人間を「アーリア系」と「非アーリア系」に二分し、さらには

「ユダヤ人」という人種を発明する。第二次世界大戦中には、 「ユダヤ人問題の最終的解決」のた

めに、強制収容所のみならず、絶滅収容所という、死だけを大量生産する工場をも建設し、そこ

- 「もはや生きるに値しない」者と同意された人々を次々に、合理的なスケジュールにもとづい

て送り込む。それに先だっては、収容所の駅で、封印列車から吐き出された、密閉された空間で

の長い「移送」で疲れ果てて完全に無防備となった人々を、なお搾取しうる者と、もはや生きる

に値しない者とに区別する。こうした、 1933年の政権掌握以来ナチスがおこなってきた数々の命

の「選別」は、どれも思考そのものに内在する「同一性の仮象」にもとづいているのである。と

いうことは、自己と他者を区別するばかりでなく、両者の生命の軽重をも「選別」してしまう潜

在的な可能性が、私たち自身の思考のうちにそもそもの初めから含まれていることになる。アド

Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Bd. 6, Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-

gesellschaft, 1998,S. 17.邦訳として、テオドール・W・アドルノ『否定弁証法』木田元・徳永拘・渡辺祐邦・
三島憲一・須田朗・宮武昭訳、作品社、 1996年を参照。

(17) 「けれども、同一性の仮象は、その純粋な形式によって思考そのものに内在している」 (ibid.),

Th:W. Adorno: Negatiy蝣e Dialektik, S. 355.

(19) 「脱呪術化」としての「啓蒙」における「自然支配」と人間の「自己保存」については、アドルノとマック

ス・ホルクハイマ-の共著『啓蒙の弁証法-哲学的断想』 (Theodor.W. Adomo und Max Horkheimer: Dialektik

derAufldarung, in: Gesammelte Schriften Bd. 3, 1998)徳永拘訳、岩波書店、 1990年を参照。
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ルノが「アウシュヴィッツ」という名称で指し示しているのは、他者たちを抹殺する全体性にお

けるそのポテンシャルの実現なのかもしれない。しかし、私たちの内なる「アウシュヴィッツ」

-の通路を象徴する「同一性という仮象」、それがあまりにも深く私たちの思考のうちに根づいて

しまっているのだとするなら、どのようにしてそれを乗り越えることができると言うのだろう。

アドルノは、私たちの内なる「アウシュヴィッツ」とでも呼ぶべきポテンシャルを乗り越えよ

うとする思考の冒険-赴くにあたって、けっして概念的な思考から逃げようとはしない。 「芸術と

哲学が両者の共通点をもつのは、その形式や形をなす手続きではなく、偽の結晶を斥けるような

立ちふるまい方のうちにである。両者はひたすら対立しあうことによって、固有の内実に対する

忠実さを玲持しているのだ。つまり、芸術はみずからの意義を気にかけないことによって、また

哲学はというと、直接的なものにしがみつかないことによって、という具合に。哲学の概念は、

芸術に概念をもたないものとしての生気を吹き込みつつ、一つの仮象である芸術の直接性の成就

からは逃れ出てゆく、そんな憧憶を断念するわけにはいかない。とはいえ、思考のオルガノンで

はあるが、にもかかわらず思考と思考されるべきものとのあいだに立ちはだかる壁でもある概念

は、その憧憶を否定する。概念によって概念を越え出ようとする労苦こそ、哲学の責務なのであ

る」伽)0. 「概念によって概念を越え出ようとする労苦」、それは概念の内在的な批判であり、概念的

思考の概念的思考による自己批判である。アドルノはこのアクロバティックとも映る試みを、「否

定弁証法」というかたちで引き受けようとする。それは、対象のありのままの存在を否定して、

概念によって高次の次元で同定する肯定によって、積極的に知の全体性を体系として構成しよう

とする--ゲル的な、最終的に同一性のうちに安住することを目指す弁証法とは対照的に、概念

的思考が他なるものを自己の内なる観念の同一性のうちに囲い込むものであることをけっして忘

れることなく、概念による同定にまつわる暴力を見定め、それを批判する「限定的否定(bestimmte

Negation)」を貫く、 「首尾一貫した非同一性(Nichtidentitえt)の意識」としての「弁証法」である位1'。

このように、たしかに「同定することなしに考えることはできないし、いかなる規定も同定で

ある」けれども、 「同一性の仮象を打ち砕くのは、思考自身の力である」即O　では、思考はそのよ

うな「力」をどこから得るのだろう。アドルノは、概念そのもののうちに「同一性の仮象を打ち

砕く」契機を兄いだそうとしている。彼によると、概念はつねに非概念的なものにかかわってい

るはずである。ある意味で当然のことではあるが、概念とは、つねに概念ならざる実在、たとえ

ば自然の事物について、あるいは『オリエンタリズム』の例を借りるならオリエントの地に現に

生きているひとりひとりの人間について、それが「何であるか」もしくは「何者であるか」を言

い表わし、それを支配しようとするものなのだ。 「実際のところ、すべての概念は、哲学的概念に

しても、非概念的なものにかかわっている。なぜなら、概念というものはそれ自体実在の契機な

のであり、実在は-当初は自然支配という目的のために-概念をかたちづくらざるをえなく

するのだから」聖　それゆえ概念による認識とは、非同一的な実在の認識にほかならないO　そのよ

Th.W. Adorno: Negative Dialektik, S. 26f.

Th.W. Adorno: Negative Dialektik, S. 159 u. S. 17.

Th.W. Adorno: Negative Dialektik, S. 152.

Th.W. Adorno: Negative Dialektik, S. 23.
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うな非概念的な実在のことを、アドルノは「非同一的なもの(dasNichtidentische)」と呼ぶのであ

るO　彼によると、思考はこの「非同一的なもの」の認識をこそ目指しているはずなのだ。 「非同一

性は、同定することがひそかに狙っているテロスであり、同定することにあって救い出されるべ

きものである。 〔---〕非同一的なものの認識が言おうとするのは、あるものが何であるか、とい

うことなのである」伽。しかしながら、思考が同一性のうちに安住しようとするとき、思考は、実

在するものをとらえるべく形成された概念を、実在するものから遊離させ、それにあたかもそれ

自体として実在するかのような見せかけ-アドルノが「同一性の仮象」と呼ぶのはこの見せか

けであり、それはサイ-ドにとって、現実の人間ではなくてそれこそが実在するかのように語ら

れる「東洋人」の「プラトン的本質」である-を与えるのである。だが概念は、実在から承離

することによって、現に実在するものについて、それとは別の何かの一例であることしか言えな

くなってしまう。たとえば、そこにいる人間は、どこにもいない「東洋人」なるものの-サンプ

ルでしかない、というように。 「非同一的なものの認識に対して同一性の思考が語るのは、そのあ

るものが何に属するのか、それが何のサンプルあるいは代表例であるのか、ということでしかな

く、要するにそのあるものそれ自身とは別物なのである」脚。そうすると、サイ-ドの批判した

「オリエンタリズム」は、現に実在しているものに向きあうことなく、概念的思考がそこから遊

離したところにつくりあげた虚構としての同一性の内部に安住しようとする「同一性の思考」の

それこそ「代表例」ということになろうが、アドルノはやはりナチズムのうちに、その最も全体

的で、それゆえに最も暴力的でもある実現形態を見て取っているo 「収容所において死んだわは、

個人ではなくサンプルであった」伽o彼は、そのように「同一性の思考」が人間からその死をも収

奪しうることを正視しながら、概念をもって対象を同定しようとする思考そのもののうちに、 「同

一性の仮象を打ち砕く」可能性を兄いだそうとしているのだ。そしてその可能性は、時に実在か

ら乗離した概念の同一性のうちで硬直してしまう思考が、その出発点において「非同一的なもの」

を肯定していて、その認識を目指していた、というところに求められるという。アドルノは、概

念の「限定的否定」としての思考の内在的批判をつうじて、思考の根底にある非概念的な実在-

の回路を兄いだしたのであるO　彼によると、この回路が思考に「同一性の仮象を打ち砕く」よう

な「力」をもたらすのだ。同定する認識が、自分の最初の責務が「非同一的なものの認識」であ

ることを思い起こし、その責務に忠実にこの「非同一的なもの」に接近しようとするなら、同定

するという思考それ自体の形式が揺さぶられることになる。 「思考がみずからの(それは何々であ

る)という言い方を適用すると、思考がにもかかわらずやはり手放すことのできない形式が揺ら

いでしまうのである」脚.そうすると、これまで思考の目標とされてきた同一性は虚構であること

が露呈し、 「概念」は「非同一的なもの」という非概念的な実在が示す、概念に解消できない「非

同一性」を感知し、それに応えて自分自身を解体してとらえかえすもの-と変貌する。アドルノ

が思考の自己省察としての「否定弁証法」をつうじて目指したのは、思考があくまで概念をもっ

Th.W. Adorno: Negative Dialektik, S. 152.
Ibid.

Th.W. Adorno: Negatiy蝣e Dialektik, S. 355.

Th.W. Adorno: Negative Dialektik, S. 152.
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て自己とは他なる対象を同定するものであることをしかと見すえたうえで、そのことのただなか

に「概念をもって概念を越え出ようとする」契機を兄いだし、思考を、この他なるものの「非同

一性」に対して自己批判的に応答するもの-と内側から変えることなのだo 「概念性のこのような

方向性を変え、概念性を非同一的なもの-差し向けるものこそ、否定弁証法という蝶番なのである」脚。

このようにして、アドルノがいわば人間の内なる「アウシュヴィッツ」としてそれを内在的に

批判し、内側から乗り越えようとした「同一-性の思考」とは、サイ-ドが批判した「オリエンタ

リズム」のみならず、 「グローバリゼーション」の時代に生きる私たち自身のうちにも巣くってい

るものである。人々を、マス・メディアなどによって植えつけられたイメージとしての観念にも

とづいて、 「普通」の「われわれ」と、 「異質」で「異常」な「彼ら」とに区別し、 「われわれ」の

内部に安住しようとするとき、私たちの思考は「われわれ」と「彼ら」を隔てる分割線を硬化さ

せると同時に、 「同一性の思考」によってしっかりと初め捕られたところで硬直してしまっている

のだ。アドルノによると、このとき私たちがしがみつこうとする「われわれ」の像も、忌避しよ

うとする「彼ら」の像も、 「同一性の仮象」でしかなく、それらを眼の前にいる一人の人間に当て

はめたとしても、その人間をどこにもいない「われわれ」や「彼ら」の-サンプルとして語るこ

とでしかない。だが、私たちが他者について語り、他者-向けて投げかける言葉として表現され

る、私たちの思考になくてはならない概念、それはこの現にそこにいる、自分がけっして立つこ

とのできない「そこ」にいる、同定する概念にけっして回収されることのない、この他者のこと

を言い表わそうとするものであったはずなのだ。そのことに立ちかえって、このような他者の非

概念的な実在を肯定し、 「非同一的なもの」としての他者のことを語ろうとするなら、それまで自

明だった「われわれ」や「彼ら」といった概念が揺さぶられ、その「同一性の仮象」が打ち砕か

れるばかりではない。今まで「われわれ」に属していた自己のアイデンティティが根底から揺さ

ぶられ、 「われわれ」と「彼ら」のあいだに分割線を引こうとするまなざしが内側から問いたださ

れることにもなろう。

そう考えるなら、アドルノが『否定弁証法』において繰り広げた、概念を「同一性の仮象」と

いう桂棺から解き放ち、 「非同一的なもの」 -と向け変えるような思考の自己省察とは、私たちひ

とりひとりが引き受けうる思考の内在的な批判であるはずだ。私たちは、現にそこにいる他者を

前にして、自己とは他なるものを同定する概念と結びついたみずからの言葉のありようを見つめ

なおし、他者-と向かい、自己と他者を区別しようとするみずからのまなざしを問いただすこと

ができるのではないか。そして、そうするときに初めて私たちは、今や世界のなかに遍在してし

まっている、 「われわれ」と「彼ら」を隔てる人工的な分割線を、思考の力によって揺さぶること

ができるのではないだろうか。こうして、言わば私たちの内側からこの分割線を揺り動かすこと

によってのみ、私たちは先に述べた「グローバリゼ-ショど」の時代における新たな「オリエン

タリズム」の遍在化とも言うべき状況からの出口を兄いだすことができると考えられるのであ

る。では、私たちはいったい何をきっかけに、そのような思考のありようを問いただし、みずか

Th.W.. Adorno: Negative Dialektik, S. 24.
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らのアイデンティティを振動させるような冒険-赴くことができるのだろう。もしかしたら、「わ

れわれ」のものと思われている言語で、 「われわれ」とは異質な自己が、さらにはそのアイデン

ティティの振動が表現されるのに触れるとき、私たちは「われわれ」のあいだにある複数性を再

び兄いだし、みずからの言語を今一度他者のものとして見つめなおすことができるのかもしれな

い。そこで、そのようにアイデンティティの振動を表現する言葉のありかを見定めるため、ジル・

ドゥルーズとフェリックス・.ガタリによる「マイナー文学」論を見ておくことにしたい。その文

学の作家たちは、言わば「自己」と「他者」の分割線とともに、みずからのアイデンティティが

揺さぶられるのをわが身に引き受ける言葉で表現しているのである。

Ⅲ　マイナーであること

ドゥルーズとガタリが二人の共著である『カフカ-マイナー文学のために』のなかで提示し

ている「マイナー文学」とは、たしかにその地域社会においてマイノリティである民族出身の作

家による文学ではあるが、このマイノリティ自身の言語で書かれるものではない。 「マイナーの文

学は、マイナーの言語による文学ではなく、少数民族が広く使われている言語を用いて創造する

文学である」伽)O　マイノリティに属している作家があえてマジョリティの言語で書く文学が、 「マ

イナー文学(litterat思eminei∬e)」と呼ばれているのであるO　たとえば二人が取り上げているフラ

ンツ・カフカは、現在チェコの首都であるプラハに生まれ、そこで育ったユダヤ人の作家である

が、プラハにおいてユダヤ人はやはりマイノリティであったr。そこで人口の圧倒的な多数を占め

ていたのはチェコ人であり、.それに対してユダヤ人は、たとえば20世紀初頭においてはチェコ人

の20分の1ほどにしかすぎない約2万5千人しかプラハに住んでいなかったのである。そのよう

にプラハのマイノリティであるユダヤ人に属していたカフカは、プラハのマジョリティである

チェコ人のチェコ語ではなく、それよりもさらにメジャーな言語である「ドイツ語」で書いた。

彼は、ドイツ国内とハブスブルク帝国の版図の内部で広く用いられていた、第一次世界大戦が終

わるまでプラハの支配者であった他者の言語で創作活動をおこなったのである。

しかしながら、カフカが創作に用いていたドイツ語は、ドイツ国内のドイツ人がみずからの母

語として話すドイツ語とけっして同一のものではない。 「プラハ・ドイツ語」という、ドゥルーズ

とガタリの言い方を借りるなら、 「少数民族による異常な用い方に特有な非領域化された言語」で

カ7'ヵは書いていたGO)。プラハの大多数の住民が用いるチェコ語によって完全に周縁化され、生

活世界から切り離された、カフカと同じく「プラハ・ドイツ語」で書いた作家ヨハネス・ウルツイ

ディ!レに言わせれば「紙の上に書かれた」ドイツ語を、カフカは創作の言語として選び取ったの

だ01)。ユダヤ人は、プラハでは同じくマイノリティであった_ドイツ人、このドイツ語を母語とす

るマイナーな支配者たちからも排除されていたというのにo作家カフカの言語は、自分をさらに

Gilles Deleuze et Felix Guattari: Kafka: Pour une litterature mineure, Paris: Minuit, 1975.邦訳は、ジル・ドゥルー
ズ+フェリックス・ガタリ『カフカ-マイナー文学のために』宇波彰・岩田行一訳、法政大学出版会、 2000
年。引用は、邦訳27頁より。

(30) G・ドゥルーズ+F・ガタリ『カフカ』、 28頁。
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マイナーな立場に追い込む他者の言語なのである。ところで、ドゥルーズとガタリによれば、カ

フカ(こよるこの他者の言語の使用には、 「少数民族に、よる異常な用い方」がある。いったい彼のド

イツ語のどこが異常なのだろう。

19世紀末から第一次世界大戦終結に至るまでの時代に、プラハのドイツ人とユダヤ人のなかか

らは、カフカ以外にも、詩人ライナー・マリア・リルケをはじめ、 『ゴーレム』の作者グスタフ・

マイリンク、作曲家グスタフ・マーラーの死後にその妻だったアルマと結婚することになる作家

フランツ・ヴェルフェル、親友カフカの死後に彼の最初の全集を編纂した作家マックス・ブロー

トなど、'ドイツ語の作品を残した著名な詩人や作家が数多く輩出し,ている。これらプラハのマイ

ノリティに属していた文学者たちが共有していたのが、 「プラハ・ドイツ語」である。この「紙の

上に書かれた」言語、つまりチェコ人というマジョリティの生活空間から切り離されて周縁化さ

れるなかで、書き言葉-と限定され、実際に人と人とのあいだでじかに話されるときにさえ、書

き言葉の語嚢が用いられてしまう丁貧しい」言語である「プラハ・ドイツ語」については、チェ

コ語の口語からの侵食を受けて混冷したドイツ語の-方言であるとか、東方ユダヤ人のイディッ

シュ語の影響が見られるとか、あるいは純粋な人工語に等しい文語であるとかいう具合に諸説あ

るようだが、ドゥルーズとガタリは『カフカ』のなかで、カフカについていくつもの伝記的な著

作を残しているクラウス・ヴァ⊥ゲンバッハの研究に依拠して、 「プラハ・ドイツ語」の具体的な

特徴を挙げている0㌔　たとえば「前置詞の不正確な用法、再帰代名詞の濫用、何にでも通用する

動詞の使用(た、とえば、 《立てる、坐らせる、横たえる、取り去る》といった一連の言葉をgeben

で示し、それによってこの言い方が強度的になる)、副詞をいくつも連続して使うこと」などがそ

の特徴として挙げられるが、これらのすべてがカフカの作品に見られるのであり、これらが示す

その言語の貧しさが逆に、カフカの作品に独特の創造性をもたらしているのである63)彼は「紙

の上に書かれた」言語を、人工的に豊かにすることはしなかった。彼はみずからの作品において、

「プラハ・ドイツ語をそれがあるがままに、その貧しさもろとも選ぶという態度」を示している

のだ。この語嚢が掴渇した言語を、洞渇したままに選び取るというカフカの禁欲的な態度-そ

れを象徴するのが「断食芸人」なのかもしれない-が、彼のドイツ語を「異常」なものにして

いるのである。その「異常さ」は、彼自身も自覚していた。日記のなかで、彼は自分の言葉につ

いて、 「私の書く言葉は、ほとんどどれも他の言葉にしっくりしないし、私は子音が金属的な音を

出してたがいに擦りあい、そして母音は博覧会の黒人のようにそれに合わせて歌っているのを聴

くのだ」、と語っているのである糾。私たちは子音の)イズを、毒虫に変身したグレゴール・ザム

(3D　「プラハ・ドイツ語」のこうしたありようや、カフカが生きた時代のプラハにおける民族分布に関して、平
野嘉彦『カフカ-身体のトポス』 (講談社、 1996年)の16頁以下の記述を参照。
19世紀末以降のプラハのドイツ語文学の状況と「プラハ・ドイツ語」をめぐる議論については、平野嘉彦、

前掲書17頁以下を参照。なお、ドゥルーズとガタリが参照しているヴァ-ゲンバッ-の研究とは、 『若き日の

カフカ』 (Klaus Wagenbach: Franz Kafka: Eine Biographie seiner Jugend 1883-1912, Bern: Francke, 1958)である。

邦訳は、クラウス・ヴァ-ゲンバッハ『若き日のカフカ』中野孝次・高辻和義訳、竹内書店、 1969年。

(33) G・ドゥルーズ+F・ガタリ-『カフカ』、 41頁。

Franz Kafka: Tctgebがcher 1910-1923: Gesammelte Werke Bd. 7, hrsg.von Max Brod, Frankfurt am Main: Fischer,

1992,S..22.邦訳は、決定版カフカ全集第7巻『日記』谷口茂訳、新潮社、 1981年、 23頁。

-12-



ザの言葉を人間には聴き取れないものにしてしまうノイズのうちに、母音の歌を、ネズミのプリ

マ・ドンナ、ヨゼフィーネの歌のうちに聴くことができるだろう.

このようにドゥルーズとガタリによると、 「プラハ・ドイツ語」の掴渇こそが「カフカの創作を

可能にする」(39。そして、その潤渇を引き受けるというドイツ語の「少数民族による異常な用い方」

によって、彼は自分の創作の言語を「強度において振動させる」というOO。母語として語られる

日常言語においては、ひとつひとつの言葉の意味する表現と、それが意味するもの、すなわち指

示対象との結びつきは自明であり、話し手の言葉が意味する内容は聴き手に滞りなく理解される

が、これに対してカフカの選び取った言語においてはこ　意味する表現と意味されるものとのあい

だに鋭い緊張が入り込んでいるのである。彼の書く言葉のひとつひとつは、その何かを指し示そ

うとする表現において振動することになる。つまり、ぶれや屈折をみずからのうちに抱え込むこ

とによって震えているのだ。このことがカフカの言葉に、その禁欲的な表現ならではの強度をも

たらしているのである。とはいえ、そうして「言語の純粋に強度的な使用を、あらゆる象徴的な

使用に対して、あるいは意味作用的な使用に対しても、あるいは単に意味スルモノとしての使用

に対しても対立させる」態度とは、カフカにとって何よりもまず、彼が創作に用いる「プラハ・

ドイツ語」が、他者の言語である、ということを引き受けるものである即O　そのドイツ語はあく

まで、ユダヤ人である自分を疎外して支配する他者の言語なのだ。しかし自分には、真に「自分

の」と言える母語は何も与えられていない。父親がすでにドイツ人に同化していて、息子にも同

化するための教育を受けさせたため、カフカはそもそもの初めからユダヤの伝統から切り離され

ており、 -プライ語にしてもイディッ.シュ語にしても、 「外国語」として学ばなければならないの

だ。それゆえこの掴渇したドイツ語をみずから選び取るほかはないのである伽。 「書かないことの

不可能性、ドイツ語で書くことの不可能性、他の仕方で書くことの不可能性。これにもうーっ第

四の不可能性を付け加えることもできよう;書くことの不可能性だ」09)。

そのような袋小路に足を踏み入れるとき、カフカ自身のアイデンティティが揺らぎ始める。た

とえば、もしその人か母語として話す言語が、その人のアイデンティティの決定的な要素だとす

るならば、彼の手には、アイデンティティのよりどころとなる言語が何ひとつ残らないことに

なってしまうのだ。自分はいったい何者なのか。日常生活のなかでチェコ人たちとチェコ語で話

すときにも、ドイツ語で作品を書くときにも、この問いが彼のなかから拭い去られることはな

かったにちがいない。そうすると、カフカがドイツ語を書き記すとき、その言葉のひとつひとつ

に入り込んでくる振動とは、彼自身のうちにあるアイデンティティの振動でもあることになろ

(35) G・ドゥルーズ+F・ガタリ『カフカ』、 36頁O

(36) G・ドゥルーズ+F・ガタリ『カフカ』、 33頁.

(37)同上。
(38)国勢調査の際、父親の-ルマンが、人口のうえで多数派であるチェコ人が政治的にも勢力を増してきた状況

を考慮して、家族の使用言語を「チェコ語」として届け出ていたにもかかわらず、カフカ自身は申告書に、自
分の使用言語は「ドイツ語」であると記しているという。平野嘉彦、前掲書、 18ページ参照o

Franz Kafka: Brief an Max Brod Juni 1921, in: Briefe 1902-1924: Gesammelte Werke Bd. 8, hrsg. von Max Brod,

Frankfurt am Main: Fischer, 1992, S, 337f.邦訳は、決定堪カフカ全集第9巻『手紙: 1902-1924』吉田仙太郎訳、
新潮社、 1981年、 370頁。
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う。禁欲的であるがゆえに独特の表現の強度をそなえたカフカの「プラハ・ドイツ語」のエクリ

チュール、これを貫く振動とは、そのドイツ語が他者の言語として選び取られていることにまつ

わる緊張と、それとともに生じるみずからのアイデンティティをめぐる緊張を表現しているので

はないか。そして、この振動するエクリチュールとは、そのなかに無数の亀裂が走っているため

に「しっくりしない」言語と、決定的に引き裂かれたアイデンティティとを、 「マイナー文学」と

いうかたちで、ドイツ語を自然な固有の母語として話すマジョリティ-向けて語りかけるものと

言えよう。

こうしてカフカが「異常」な言語使用とともにアイデンティティの震えをマジョリティ-向け

て表現するとは、ドイツ語を自然な母語として使用する人々が想定している「ドイツ語」という

言語の内部に、 「プラハ・ドイツ語」の掴渇を、それがもたらす言語の振動を入り込ませ、 「ドイ

ツ語」を話す「われわれ」のあいだに、それとは異質な自己を忍び込ませることにほかならない。

それをつうじて母語としての「ドイツ語」という自己完結的な統一体のうちに、微細ながらも決

定的な裂け目や歪みが生じるォ0)そうすると、これまで自然な言葉遣いだけが飛び交い、同質の

自己だけが行き交う場であった「ドイツ語」という言語が、不自然で異常な表現に遭遇し、自分

とは異質な他者に出会う場-と変貌するのである。自分の母語であった言語の内部で、そのよう

な言語に棟を打ち込む「マイナー文学」の強度に触れるとき、みずからの言語をもう一度他者の

言語として見つめなおすことができるだろう。そして、この言語がこれまで「われわれ」と「彼

ら」を隔てる分割線を定めてきたとすれば、母語としての言語を他者の言語として見つめなおす

とは、この分割線を内側から揺り動かすことでもあると考えられる。

さて、このように自然な母語として想定される統一体としての言語の内部にわずかな亀裂を走

らせることで、母語としての言語を他者の言語として見つめなおさせるとともに、他者に遭遇す

る場としてとらえかえさせる「マイナー文学」の機能は、何もカフカとドイツ語との関係につい

てのみ言えることではない。ドゥルーズとガタリは、他に「マイナー文学」を代表する文学者と

して、アイルランド人でありながら英語とフランス語で創作したサミュエル・ベケットの名も挙

げているが、ルーマニア領のチェルノヴィッツにユダヤ人として生まれ、後にはパリで生活しな

がら、自分の肉親をガス室の煙にしたドイツ人の言語で詩を書き続けた詩人パウル・ツェランも、

「マイナー文学」の実践者に数えることができよう。また、植民地支配の一環としての「皇民化

教育」によって幼少期に自分から民族の言語を奪った日本人の言語で詩を書き続けている「在日」

朝鮮人の詩人金時鐘は、今なお「マイナー文学」を実践している一人と言うことができるだろ

ラ(41)とりわけ『新潟』、 『猪飼野詩集』、 『光州詩片』といった詩集を残している金時鐘は、エッ

セイにおいても特異な文体を示している。それはどこか乳みを含んでいて、そのために「日本語」

を内側から破砕してしまうような独特の文体であるという的O　それを示す一例として、 「皇民化教

育」のなかで朝鮮語が奪われ、日本語が植えつけられていった幼少期を追想し、その時期からの

(40)この点に関して、守中高明『脱構築』、岩波畢店、 1999年、 57頁参照。 「マイナー文学」の機能全般につい
て、この論考から示唆を受ける点が多かったことも付言しておきたい。

(41)守中高明、前掲書、 56頁参照。
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両親とのぎくしゃくとした関係を見つめなおすことを、両親-の「まみれた祈り」に結晶させよ

うとする、 「クレメンタインの歌」の一節を引いておこう。 「私は私の日本語でもって、実に多く

のことを損ねたo父を見過ったばかりか、父に繋がる《朝鮮》の一切をないがしろにした。 《日本

語》はそのような形でしか、私に居着くことがなかったからだった。同じくらいに父の朝鮮語も、

あまりにも多くのことを閉ざしたままの言葉であったから、私を開かせないことで私を損ねた。

ひとりっ子の安全を願ってのことであったと、後日母はしきりととりなしていたが、けだし皇民

化教育だけが私を盲巨自こしたのではなかったという事実は、動かない。それだけに権力に取り仕

切られる《教育》のもろさとすごさを思い知らせれもし、逆に植民地朝鮮の圧制の苛烈さも、寡

黙だった父の、喉につかえていた言葉として知ることができる。 /それが私のうずきであり、祈

りであるO人並みの知力と才賞をもってして、日帝時下の長い月日を、ただ無為に釣り糸を垂ら

して過ごさあばならなかった父と、そのような父にひたすら尽くし通した母の生涯とが、私の知

力のすべてである日本語と朝鮮語を突き動かして止まないのである」的)。最初の「損ねる」という

動詞にすでに、あるいは「父を見過った」とか「日本語」が「居着く」といった言い方のうちに

も、 「日本語」の乳みを聴くことができるかも,しれない。それに、短く刈り込まれた一文一文が織

りなす文章のリズムは、けっして滑らかなものではないだろう。そこにあるのは、むしろごつご

つとして摩擦の多い文の連なりであり.、それだけに読み手は、ひとつひとつの単語やフレーズが

発する、これまで耳にするのなかった響き-と耳を引き寄せられるのではないだろうか。そして、

この未聞の響きを聴き取るとき、これまで自然な母語であった「日本語」が、にわかに不自然な

他者の言語として立ち現われてくるにちがいない。ひとつの言語を、異質な他者の言語として再

発見すること、それはこの言語のうちから今まで忘れ去られてきた記憶を呼び覚まし、それとと

もに未聞の響きを聴き出してくるような、さらにそのためにこの言語のこれまで自然であった姿

を破壊してしまうような表現の可能性に対して開かれることであると考えられるoそして、この

ような言語の破壊こそが言語の活性化であり、この破壊をつうじて言語を再生させることにこ

そ、言語的な表現の可能性が、つまり私たちが他者たちとのあいだで言葉を語ってゆく可能性が

かかっているのではないだろうか。ドイツ語と日本語の両方で創作活動を続けている作家多和田

葉子は、小説を書く可能性についてこのように語っている。 「ある言語で小説を書くということ

は、その言語が現在多くの人によって使われている姿をなるべく真似するということではない。

同時代の人たちが美しいと信じている姿をなぞってみせるということでもない。むしろ、その言

語の中に潜在しながらまだ誰も見たことのない姿を引き出して見せることの方が重要だろう」仕心O

こうしてみずからの母語を他者の言語として見つめかえすとは、まずはその言語が言い表わし

てきた概念を問いなおすことである。それをアドルノは、概念にまつわる「同一性の仮象」を打

ち砕く「思考の自己省察」と呼んでいるのではないか。みずからの思考の内在的的な批判をつう

(42)金時鐘の文体に関する記述は、細見和之の『アイデンティティ/他者』 (岩波書店、 1999年)の83真以下に
もとづいている。なお、細見によると、金時鐘は詩集『化石の夏』 (1998年)において、日本語を石化するこ
とで、日本語から「在日朝鮮人語」を響き出させようとしている。

(43)金時鐘『「在日」のはぎまで』、平凡社、 2001年、 17頁。
(44)多和田菓子『ェクソフォニー-母語の外-出る旅』、岩波書店、 2003年、 9頁。
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じて、概念の自明性が揺さぶられるならば、すでに述べたように、自分とは他なるものが「同一

性のノ仮象」から解き放たれた、自分とはまさに「他」である相貌において立ち現われせくるばか

りではない。自分自身もまた、これまで引き受けてきた「同一性の仮象」、たとえば「日本人らし

さ」、 「女らしさ」、 「男らしさ」といった概念のなかに自分を押し込めてきた虚像としてのアイデ

ンティティからも解放されることだろう。それによって私たちはひとりの異邦人のようになる。

だが、異邦人であることによってのみ、私たちは、どこまでも他者のものであり続ける言語のう

ちに、自分自身の可能性を兄いだすことができるのではないだろうか(4劫。そのように「自分の言

語のなかで異邦人のようである」ことを、ドゥルーズとガタリは、マイナーな言語使用と名づけ

ているW。そして、このように考えてくると、 「自分の言語についてマイナーな使用をする可能性」

は、カフカをはじめとする「マイナー文学」の作家たちだけのものではなく、私たちひとりひと

りにも開かれていることになる(47) 「マイナー」であることを規定する次のような二人の言葉は、

私たちに向けて語りかけられているのではないだろうか。 「むしろ、 《マイナーの》　という形容詞

は、もはや或る種の文学の特徴を示すものではなく、大文学(確立された文学)の内部での、す

べての文学の革命的な条件の特徴を示すものだと言った方がいいだろう。大文学の国に生まれた

という不幸を負うものでさえも、チェコのユダヤ人がドイツ語で書き、ウズベク人がロシア語で

書くように、彼の言語で書かなくてはならない。そしてそのためには、彼自身の未開発の地点、

彼にとっての隠語、彼にとっての第三世界、彼にとっての砂漠を見出さなければならない」鵬o　こ

のように、ドゥルーズとガタリの言う意味で「マイナー」であることは、ある社会めなかの少数

民族のような現実のマイノリティに属する人々だけに可能なのではなく、マジョリティに属し、

固有の母語が自然にあるかのように生活している人々にも可能なことである。つまり、マイナー

であるとは、自分が他者-向けて話し、書くのに用いている言語を、他者の言語として見つめ、

そのなかから自分が語る可能性を、その言語の未聞の響きにおいて聴き出してくることなのであ

る。そのような言語使用においては、言語のうちにつねにみずからの可能性を、すなわち「彼自

身の未開発の地点、彼にとっての隠語、彼にとっての第三世界、彼にとっての砂漠」を切り開い

ていかなければならない。だが、そのように私たちひとりひとりが「自分の言語のなかで異邦人

のようである」ようなマイナー性を引き受けるときにのみ、マイノリティのものであれマジョリ

ティのものであれ、言語を新たに何ごとかを語る可能性に満ちたものとして兄いだし、その言語

が形成する文化を新たに創造したり、あるいは伝統的な文化とされるものを新たな可能性におい

て再発見したり-そうすることこそが文化の「伝承」であるはずだ-して、それらを「グロー

(45)アルジェに生まれたユダヤ人でありながら他者の言語であるフランス語で書くという「マイナー」な思索を

続けている哲学者ジャック・デリダは、その自伝的な言語論『他者の単一言語使用-起源の補綴』において、

言葉を語るとはつねに他者の言語の「たった一つの、私のものではない吉葉」 -の翻訳であると論じて、私た

ちが通常自然で固有なものとして想定する「母語」というものが、実は虚構にすぎないことを明らかにしてい

るJacques Derrick: Le monolinguisme de Vautre: ou la proth∂蝣se d'origine, Paris: Galilee, 1996.邦訳は、ジャック・

デリダ『たった一つの、私のものではない言葉-他者の単一言語使用』守中高明訳、岩波書店、 2001年。

(46) G・ドゥルーズ+F・ガタリ『カフカ』、 48頁。

47　同上。

(48) G・ドゥルーズ+F・ガタリ『カフカ』、 31頁以下.
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バリゼ-ション」の現在において他者-向けて、他者との差異において表現することができるの

ではないだろうかoそして、私たちがそのようにマイナーであること-赴くきっかけをもたらし

てくれると考えられるのが、他者たちの、それぞれ独特であるような、マイナーな言語使用なの

である.このような、私たちひとりひとりのマイナー性-の通路を開くような他者たちのマイ

ナーな言語使用のことを、ドゥルーズとガタリは「マイナー文学」と呼んでいたのではないだろうか。

ところで、先に引いた『カフカ』の一節において、マイナーな言語使用は「彼にとっ.ての砂漠」

を兄いださなければならない、と述べられていた。みずからの言語を「砂漠」として兄いだすこ

と、それは言語を異質な他者と遭遇する場として再発見することではないだろうか。たとえば沃

野が農村共同体が代表する同類たちの共同体の場だとするなら、砂漠は、それぞれ言語も生活習

慣も、あるいは信仰する宗教も異なるようなノマドたちが行き交う場であろう。そして、たとえ

ば他者のマイナーな言語表現に触れて、みずからの言語を他者に出会う場として見つめなおすと

き、自分自身のアイデンティティが問いただされ、これまで自己と他者を区別してきた分割線が

揺り動かされるばかりでなく、みずからの言葉で他者との関係を新たに築くことが問題になる。

今や言葉を語るとは、新たに兄いだされた自己を他者-向けて露わにすることなのである。ハン

ナ・ア-レントは『人間の条件』において、政治の本義を、自分が「誰(who)」であるかを露呈

させる「活動(action)」と「言論(speech)」をつうじて、他者との新たな関係を築く一つの「始

まり(beginning)」と規定している(49)。一方ドゥルーズとガタリは、 「マイナー文学」は「すべて

が政治的だ」と述べているが、ここでいう「政治」は、ア-レントが提示する、それぞれに特異

であるがゆえに対等な他者たちのあいだで自分自身を表現する「政治」と理解すべきなのではな

いだろうか醐こ　この意味で「政治的」な言語使用において、言語はもはや同類のあいだで定型化

されたコミュニケーションの道具ではない。言語は、他者たちの前で自分が「誰」であるかを語

ることで、新たなコミュニケーションの可能性を切り開く媒体なのであるO

さて、このように新たに兄いだされた自分自身を他者-向けて語りかけ、そうして他者との新

たな関係を築こうとするような言語を語るとき、私たちのアイデンティティもまた、自分が属す

る共同体の側から与えられるものではなく、他者に応答するかたちで私たちがみずから選び取っ

てゆくもの-と変貌していると考えられる。そこで最後に、そのように変貌した、言わばマイナー

なアイデンティティのありよう-の見通しを少しでも開いておきたい。このことはまた、人間を

その内部に閉じこめることで「われわれ」と「彼ら」を隔てる分割線を強化するような「らしさ」

の虚像としてのアイデンティティにあふれる「グローバリゼーション」の時代を生きるもう一つ

の道筋を、新たな「オリエンタリズム」の遍在化とも呼ぶべき状況からの出口を、私たち自身の

うちに求めようとすることでもあろう。

Cf. Hannah Arendt: The human condition, Chicago: University of Chicago Press, 1998, rJ. 175ff.邦訳は、ハンナ・

ア-レント『人間の条件』志水速雄訳、筑摩書房、 1997年.ア-レントは、 「活動と言論がこれほど癒接に関

連しているのは、この原初的で人間に特有である行為が、どの新参者にも問いかけられる「あなたは誰か?」

という問い-の応答を同時に含んでいるからである」 (p.178)と述べたうえで、 「そのうえ活動は、その内容

がいかに特殊なものであっても、つねに関係を打ち立てるものであり、それゆえ一切の制限を解き放ち、一切

の境界線を突破するという固有の傾向を有している」 (p. 190)と述べている。
(50) G・ドゥルーズ+F・ガタリ『カフカ』、 28頁。
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Ⅳ　無調の対位法としてのアイデンティティへ

アドルノは、先に触れた『否定弁証法』に先だって、その「一種の入門篇」として『本来性と

いう隠語』を公刊している61)この著作で彼は、マルテイン・ハイデガーの『存在と時間』にお

ける人間存在の「本来性」を、すなわち人間がみずからに固有の自己を引き受けるべく決意する

ことを説く議論とともに、その影響のもとに「本来的」な人間の生きざまを「高い」ものと称揚

するさまざまな言説を批判的に分析しているが、彼が何よりもまず批判の矛先を向けるのは、 「本

来性」という語が一つの「隠語」として蔓延っているという事態である。 「隠語」が仲間内で自明

のものとして、他所者が入り込めない秘教的な仕方で共有される言葉であるのに対し、 「本来性」

とは、ほかなら申自分に固有の、けっして他人と分かちあうことのできない生きざまのはずだo

にもかかわらず「本来性」は、ハイデガーの『存在と時間』が現われて以来、ドイツでは書物以

外のさまざまなメディアにおいても礼拝の対象として喧伝され、多くの人々によってまさに「隠

語」として、自己批判をまったく受け付けないような仕方で共有されているのである。そのとき

「本来性という隠語」は、 「規格化」されたかたちで同語反復的に再生産され、人々によって自分

に固有なものとして受け容れられている6カo　そして、アドルノによると、このような動きは、 「服

従という目的に思想が順応するよう-たとえ思考がこの目標に反抗していると思っている場合

にすらそうなるように-思想を型にはめてしまう」ことを狙う権力者の意図にもとづいて押し

進められているのである63)ァドルノのまなざしは、受け容れやすい情報のかたちに「規格化」

されたアイデンティティの虚像を、人々が自分にとって「本来的」なものとして、型にはまった

仕方で所有することによって、まさに権力者の思うつぼに-はまってしまうという事態を見抜いて

いるのだ。 『本来性という隠語』に「ドイツ的なイデオロギーによせて」という副題が付いている

のは、思想を「規格化」して支配する一つのイデオロギーとして「ドイツ人」の「本来的」なア

イデンティティが語られているのを、人々が受け容れてしまっている状況を批判的に挟り出すた

めなのである。そして、こうしたアドルノの論点は、今日の日本において、 「日本人らしい心」や

「愛国心」を柔らかな言葉のオブラートに包まれたかたちで喧伝し、 「有事」の際には唯々諾々

と、戦争遂行ですらあるような国策につきしたがう「人材」をつくり出そうとする動きが、教育

現場-も入り込んできていることを思い起こさせるものでもあろう伽。

このように、アドルノが「本来性という隠語」ということで批判しているのは、 「彼ら」よりも

「高い」同質の「われわれ」のあいだで共有されるアイデンティティの虚像が、さまざまなメディ

Theodor W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit: Zur deutschen Ideologie, in: Gesammelte Schriften Bd. 6, Darmstadt:

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, S. 524.邦訳は、テオドール・ W ・アドルノ『本来性という隠語-ド
イツ的なイデオロギーについて』笠原賢介訳、未来社、 1992年。

Cf. T.W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit, S. 415ff.

T.W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit, S. 416.
(54)文部科学省が「道徳」の副教材として「日本人らしい心」を説く『心のノート』を日本全国の′ト中学校に配

布し、 「愛国心」が学校での評価の対象になり始め、国策の実行するエリートとして育てるに値する者と、そ

のエリートにつき従うだけの者とを選別する競争原理が教育現場に導入されようとしている「こころ総動員

法」前夜とも言うべき状況については、高橋哲哉『「心」と戦争』 (晶文社、 2003年)を参照。
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アによって喧伝されていて、それに触れる人々もまた、その虚像を「本来的」なものとして所有

しようとしているという事態であるが、そのようなアイデンティティ-の志向を、同類としての

「われわれ」をつくり出し、その「われわれ」によって規格化されたかたちで所有されるメジャー

なアイデンティティ-の志向と呼ぶことができよう。たしかにそのようなアイデンティティを固

有なものとして手に入れるならば、自分は「普通」なのだと安心できるのかもしれない。だが、

この虚像としてのメジャーなアイデンティティを引き受けてしまうならば、その「同一性の仮象」

のなかで思考が硬直し、それとともに同類である「われわれ」と異質な「彼ら」を選別する分割

線が強化されてしまう。 「われわれ」は「正常」で「高い」人間であり、 「彼ら」は「異常」で

「低い」、 「人間」の名にも値しない奴ら、という見方が固定されてしまうのだ。しかしながら、

これまでその可能性を探ってきた私たちのマイナー`な言語使用が示しているのは、他者の語りか

けに応えて自分自身を問いただすなかで、独異なものとして選び取られる、マイナーなアイデン

ティティがありうる、ということなのである。

ところで、アドルノの『本来性という隠語』に先立つことおよそ四半世紀、最晩年のジークム

ント・フロイトは、 『モーセと一神教』という、ユダヤ人である彼自身のアイデンティティを根底

から揺さぶるような著書を残している脚。エジプトのファラオの支配からユダヤ民族を解放し、

ユダヤ教を創始したモーセという男は、実はエジプト人であり、彼が信仰していたェジプトの一

神教アートン教が、後にユダヤ教-と生まれ変わったのだ、という「恐るべき」歴史を、 「父役

し」、 「抑圧されたものの回帰」といった精神分析の概念も動員しながら解き明かそうとする『モー

セと一神教』、その苦渋に満ちた、形式美といったものを顧みるそぶりを見せない文体のうちに、サ

イ-ドはロンドンのフロイト・ミュージアムでの講演「フロイトと非-ヨーロッパ人」において、

フロイトの「晩年様式(Spatstil)」と言うべきものを兄いだしている鯛。そして、ひたすら自分の

ために書かれたこの「晩年様式」の作品は、サイ-ドにとって、 「人間のアイデンティティについ

て論じたフロイトの作品の根源性」を示すものなのである67) 「ベートーヴェンの晩期作品と同様、

フロイトの晩年様式もまた、モーセとは誰かといった彼個人のアイデンティティ問題だけに回帰

するのではなく-もちろんこの問題は論故の核心部分を構成しているのですが- 、そもそも

(一一とは誰か?)といった疑問を支えるアイデンティティという概念それ自体のまさに要素-

立ち戻ることに意かれていたのです」6砂O

フロイトは、 「ユダヤ人」という「人種」を実体化し、それを「アーリア人」から峻別するナチ

Sigmund Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1938-39), in: Gesammelte Werke Bd. XVI,

FrankfurtamMain:Fischer,61981.邦訳は、ジークムント・フロイト『モーセと一神教』渡辺哲夫訳、筑摩書房、

2003年。

Edward W. Said: Freud and the Non-European, with an introduction by Christopher Bollas and a response by

Jacqueline Rose, published in association w地血e Freud Museum, London. London: Verso, 2003.邦訳は、エドワー

ド・W・サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』長原豊訳・鵜飼哲解説、平凡社、 2003年。以下の引用はす

べてこの邦訳にもとづくが、訳語を変更した箇所もある。なお「晩年療式」という言葉は、アドルノがベー

トーヴェンの晩年の諸作品を論じた『楽興の時』 {Momentsmusicaux)所収のエッセイ「ベートーヴェンの晩

年様式」 (Theodor W. Adorno: Spatstil Beethovens, in: Gesammelte Schriften Bd. 17, Darmstadt; Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, 1998)に由来するもの、である。このエッセイの邦訳は、テオドール・ W・アドルノ『楽興の
時』 (三光長治・川村二郎訳、白水社、 1994年)に収められている。

E・W　サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 25貢。
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ズムが政雇する時代にあって『モーセと一神教』を書くことで、みずからの「ユダヤ人」として

のアイデンティティと、それに対する自分の居心地の悪さに向きあおうとしているわけだが、サ

イ-ドによると、このとき「一方では抜き差しならないほどに反宗教的でありながらもユダヤ人

の出自を誇るフロイトと、他方でシオニズムにたいして苛立ちと明白な反感を表明する別なるフ

ロイト、この二人のフロイト」が浮かびあがっている69)。そして、この「二人のフロイト」 -の

分裂を「モーセと一神教」の歴史として生き抜こうとするフロイトは、その歴史に「聖なるもの

あるいは歴史外的なもの-の譲歩を排して、まったく世俗的な枠組みを与えている」とともに、

「自分の物語がはらんでいる不整合を取り除いて物語を滑らかにしたり、物語に明白な軌跡を与

えるといった努力を一切していない」という(醐Oっまりフロイトは、ある外から、たと'えばユダ

ヤ教のドグマとして与えられる「ユダヤ人」像に依拠したり、モーセとユダヤ教の歴史を、安定

したアイデンティティのよりどころになりうる一貫した連続性において現われるように加工した

りということを拒絶し、どこまでも彼独自の考古学的な考証に忠実であることによって、みずか

らのアイデンティティに一個の協和音としての解決を与えるのではなく、そのアイデンティティ

をどこまでも不協和音として響き出させているのである。

このように、「モーセと一神教」の歴史を書くことによってフロイトがみずからの「非-ヨーロッ

パ人」としてのアイデンティティに対峠するとは、サイ「ドによると、 「ユダヤ教の開祖でありな

がら、構築されることあたわざる非-ユダヤ人でもあるエジプト人モーセという人物に内在する

ある種の裂開を、抜き差しならないかたちで生きることを意味していた」のである(61)。その引き

裂かれた生きざまを『モーセと一神教』の再読というかたちで浮かびあがらせるとき、まずパレ

スチナの地に「ユダヤ人国家」として1948年に建国されたイスラエルが「われわれ」と「彼ら」

のあいだに分割線を法のかたちで引くことによって抑圧し、抹殺しようとした記憶が、現在にお

ける私たちの可能性として呼び覚まされてくるという。イスラエルという国家は、ユダヤ教が物

語るとされる純粋なイユダヤ人」のアイデンティティにもと.づいて、 「ユダヤ人国家」として自己

主張を繰り返してきたわけだが、フロイトの考古学が露呈させたのは、ユダヤ教という「ユダヤ

人」のアイデンティティの起源が、それ自体モーセをはじめとする「非-ユダヤ人」との遭遇の

なかから生まれてきた、雑種的なものであることにほかならない。そして『モーセと一神教』の

うちに立ち現われる「一神教」の雑種性とは、純一な「ユダヤ人」や「アラブ人」のアイデンティ

テンのうちに閉じこもるのではなく、 「非-ユダヤ人」、あるいは「非-アラブ人」であったよう

な他者との新たな関係を築くなかにみずからのアイデンティティを兄いだしてゆくための「和解

空間」を指し示すものなのである。 「ユダヤ人のアイデンティティを考古学的に掘り起こすこと

で、フロイトは、ユダヤ教がそれ自身から始まったのではなく、 『モーセと一神教』でフロイトが

その発見のために遠い過去まで遡ることで証明し、それを綿密な調査として復元したように、む

しろ(ェジプトやアラブ的な)他のアイデンティティとの出会いによって始まったという、巨大

(58) E・、W・サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 40頁o
E蝣W　サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 48頁o

E・W　サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 47頁。

E・W　サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 56頁以下。
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な和解空間の存在を主張したのです」 (5カ。

こうして遠い過去から「ユダヤ人」と「非-ユダヤ人」の「和解空間」の可能性を発掘してく

るものとして、 『モーセと一神教』におけるフロイトの不協和音に満ちた、ぎくしゃくした身ぶり

を際立たせるとは、サイ一一ドにとって、フロイトを「対位法的に理解する」ことであるO　それは

「その作品が時間的、文化的、そしてイデオロギー的な境界線を踏み越え、予想もつかないやり

方で独り立ちし、後年の歴史とそれに引き続く芸術に癒合することで、新たなアンサンブルの一

部としてふたたび出現する、そうした作家あるいは思想家として理解する」ことであるという脚。

つまり、最晩年のフロイトが、ナチズムの脅威に晒されつつみずからの「ユダヤ人」としてのア

イデンティティに関して抱いていたモティーフを、現在の「ユダヤ人」および「非-ユダヤ人」

をめぐる問題というモティーフと呼応させ、新たに展開させることで、フロイトのモティーフの

これまで予想もつかなかったアクチュアリティが取り出されてくるのである。このとき、「ユダヤ

人」と「非-ユダヤ人」の「和解空間」とともに、私たち自身のアイデンティティのありようが、

新たな可能性として浮かびあがっていると言えよう。そして、そこにある私たちの可能性として

のアイデンティティもまた、他者たちと関係するなかにつねに新たに兄いだされるとすれば、 「対

位法的」と言えるのではないだろうか。 「対位法」とは、複数の旋律線を、相互の独立性を維持し

ながら組み合わせてゆく作曲の技法であるが、それを思わせるように、私たちがそれぞれ独異な

他者と遭遇し、それに応えてゆくなかに、他者から独立した特異なものとして、自分自身のアイ

デンティティを構成してゆく可能性が、サイ-ドが「対位法的」に解釈するフロイトのうちに暗

示されていると考えられるのである。.ただしこの「対位法」は、ある主調によって支配されてい

て、協和音での終止-向かうものではなく、むしろ無調の「対位法」と呼ぶべきもわであろう。

来たるべきアイデンティティを構成する「対位法」は、フロイトが経験したような自己の内なる

分裂をくぐり抜けるところから始まって、けっして安定した協和音-は行き着かないからであ

る。サイ-ドによると、フロイトが私たちのアイデンティティについて示しているのは、 「アイデ

ンティティは、それ自身だけでは、思考されえない、あるいは作動しえない」ということであり、

「アイデンティティは根源的に、起源の断絶あるいは抑圧されることのない職痕をともなうこと

なく、みずからを構成したりあるいは想起したりすることができない」ことなのである(Wo

そうすると、サイ-ドが『モーセと一神教』のフロイトのうちに兄いだした無調の「対位法」

としてのアイデンティティが、みずからのうちに根源的な不協和を抱え込んでいることは、私た

ちにこっの可能性を指し示していると考えられる。一つは、自分が今属している共同体が与える、

虚像としてのアイデンティティにけっして回収されることのない特異なアイデンティティを、他

者との差異において選び取ってゆく可能性であり、もう一つは、新たな他者と出会うなかで、こ

れまでのアイデンティティを問いなおし、それをつうじて新たなアイデンティティを兄いだして

ゆく可能性である。私たちがそのような可能性に開かれるとはまさに、自分を問いただす他者の

E・W　サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 59貢以下。

E・W　サイ-ド『`フロイトと非-ヨーロッパ人』、 33貢。

E・W、・サイ-ド『フロイトと非-ヨーロッパ人』、 72貢。

-21-



言葉に対して耳を開くこと、そうして自分とはどこまでも異質な他者を自分自身にとってなくて

はならない存在として発見することにはかならない。その問いかけに応えようとするとき、これ

までひとつの自然として自分のアイデンティティを規定してきた共同体の物語も、それがもとづ

いている自然な母語であった言語も、不自然な、自分にとって居心地の悪いものとして立ち現わ

れてくるだろう。だが、そうした自己の内なる分裂を経験するときに初めて、これまでその物語

の連続性が隠蔽してきた記憶を呼び覚ますことができるだろうし、そのときみずからの言語のな

かから新たな響きを聴き出すこともできるだろうO私たちは「固有なもの」を純粋なものとして

自閉的に仮構することで、同類の共同体の内部に回収されるだけの存在ではない(65)他者と遭遇

するなかで、自分自身の内なる「非同一的なもの」、すなわち既成のアイデンティティに解消でき

ないもの-カフカの短編に登場する異形の生き物たちはその表現なのかもしれない-を兄い

だし、それに向きあうことをつうじて、これまで自分を規定してきた「同一性の仮象」を内側か

ら打ち破って新たな自分を兄いだし、それを他者-向けて表現することができるのではないだろ

うか。そのように他者と関係するなかでつねに新たに選び取られ、他者たち-向けて表現されう

る、ひとつの無調の「対位法」を生きるアイデンティティを、マイナーなアイデンティティと呼

ぶことができよう。それがマイナーであるのは、メジャーなアイデンティティとして求められる

「われわれ」の同質性をつねに逸脱する不協和の経験にもとづいているからであり、またそれを

逸脱することによって、 「われわれ」と「彼ら」を隔てる分割線をつねに揺り動かすからである。

マイナーなアイデンティティの表現は、まさにその分割線を揺さぶることによって、自己と他者

の双方を「同一性の仮象」という桂棺から解き放ちつつ、他者との関係を新たに築くことができ

るだろう。マイナーであることは、自分を他者として見つめなおすことをつうじて、これまでの

アイデンティティに解消されえない新たな自分を兄いだし、それを他者-向けて表現すること

で、他者-の回路を新たに切り開いてゆく可能性の中心と考えられるのである。たしかに、 「グ

ローバリゼーション」の時代にあえてマイナーであることを選び取ることは、もしかしたらひと

つ勇気のいることなのかもしれない。だが、他者の問いかけに応えて自分のなかの不協和に向き

あい、 「われわれ」の同質性を逸脱するマイナー性を引き受けることによってのみ、私たちは歴史

を新たに語り出し、それとともに言語のうちから未聞の響きを引き出し、文化というものを新た

に創造することができるはずであるo　そしてその「文化(cult思e/Kult思)」とは、もはや一方的な

支配でも敵対でもない、他者との新たな関係を築くような「心の陶冶(KulturdesHerzens)」 (ヴァ

ルター・ベンヤミン) -と私たちを導くものでもあろう(防)o　だとすれば、 「グローバリゼーション」

佃　アドルノの『本来性という隠語』は、そのように「固有」のアイデンティティを純粋なものとして仮構し、

所有しようとする「同一性ゐ思考」を批判しているのであり、その批判は「グローバリゼーション」の現在に

おいてこそアクチュアリティをもつという点に関して、2003年9月21日にフランクフルトのユダヤ博物館で聴

いたマーティン.ジェイの講演(Overcoming the stigma ofinauthentic: Adorno's critque ofgenuineness)から示唆

を得た。このユダヤ博物館での講演会(Adomo-Lerntag)と、それに先だって9月16日から18日にかけてチュー

リヒ大学で開催されたアドルノの生誕百周年を記念する学会(uber die Schwierigkeit, nein zu sagen: Eine Tagung

zum 100. GeburtstagvonTheodorW. Adomo)に接することなしに、この論考におけるアドルノの哲学に関する
部分を書くことはできなかっただろう。これらの学会や講演会を聴く機会を与えてくれた広島市立大学特定

研究「グローバル化の中のマイノリティ文化」の研究代表者宇野昌樹をはじめ共同研究者たちに感謝申しあげ

たい。
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の時代にマイナーであることは、貧富の差を拡大しつつ固定し、新たな「オリエンタリズム」の

遍在化をもたらしつつもある、現在の「グローバリゼーション」というもののありようを変えて

ゆく、私たちの内なる力にもなりうるはずである。

さて、サイ-ドが.フロイトのうちに無調の「対位法」としてのアイデンティティを兄いだすこ

とができたのは、何よりもサイ-ド自身が、.パレスチナのアラブ人でありながらアングリカンで

あり、アメリカ国籍をもち、アラビア語と英語の両方を母語とする者として生まれ育ち、その過

程で「故郷」と呼べるものを失ってゆくなかで、、自分白身のなかにある不協和と向きあいながら

生きる手とを身につけていたからであろう。彼は「フロイトと非-ヨーロッパ人」において、

『モーセと一神教』というエクリチュールとして示される、みずからの内なる分裂を挟り出す最

晩年のフロイトの生きざまが、自分のそれ自体「対位法的」な生きざまとポリフォニックに響き

あうのを聴き取っていたのかもしれない。.そこで最後に、サイ-ド自身の生の無調のポリフォ

ニーが描き出されている、彼の自伝『遠い場所の記憶』の末尾の一節を引いておくことにしたい。

「わたしはときおり自分は流れつづける-まとまりの潮流ではないかと感じることがある。堅牢

な固体としての自己という概念、多くの人々があれほど重要性を持たせているアイデンティティ

というものよりも、わたしにはこちらのほうが好ましい。これらわ潮流は人生におけるさまざま

の主旋律のように、覚醒しているあいだは流れつづけ、至高の状態においては折り合いをつける

ことも調和させる努力も必要としない。それらは「離れて」いて、おそらくどこかずれているの

だろうが、少なくともつねに動きつづけている-時に合わせ、場所に合わせ、あらゆる類いの

意外な組み合わせが変転していくとレ,＼うかたちを取りながら、必ずしも前進するわけではなく、

ときには相互に反発しながら、ポリフォニックに、.しかし中心となる主旋律は不在のままに。こ

れは自由の一つのかたちである、とわたしは考えたい-たとえ完全にそう確信しているとはと

ても言えないにせよ。この懐疑的傾向もまた、ずっと保持しつづけたいとわたしが特に強く望ん

でいる主旋律の一つである。これほど多くの不協和音を人生に抱え込んだ結果、かえってわたし

は、どこかぴったりこない、何かずれているあり方のほうを、あえて選ぶことを身につけたので

ある」(67)

(66) 「心の陶冶」をめぐって、ベンヤミンは『暴力批判論』 (Walter Benjamin: ZurKritikder Gewalt, in: Gesammelte

schriften Bd. II)のなかで次のように述べている。 「心の陶冶が人間に合意の純粋な手段を付与したところでは、

至るところに非暴力的な意見の一致が兄いだされるのだ。つまり、すべてことごとく暴力であるあらゆる種類

の合法的手段および違法な手段に対して、非暴力的な手段が対置されてしかるべきなのである」 (S. 191)。

Edward W, Said‥ Out ofplac占: a memoir, New York: Vintage Books, 2000, p. 295.邦訳は、エドワード・ W ・サ

イ-ド『遠い場所の記憶-自伝』中野真紀子訳、みすず書房、 2001年、 341貢。
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フランスのマイノリティ問題
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篠　田　知和基

マイノリティが問題になるのは、 「差別」と「迫害」が生じたときである。少数・多数の問題で

はなく、差別と迫害があるかどうかであるO少数者であっても力をもっていれば、差別も迫害も

されない。植民地インドにおいて、支配階級であるイギリス人はマイノリティだったが、迫害は

されていなかった。逆に、数的に多数であるインド人のほうが差別をこうむっていたのである。

しばらく前までの南アフリカでも同じだった。白人は差別されざるマイノリティだった。:そこで

は、人種差別やカースト制が支配体制に加わっていたが、そのようなばあいではなくとも、昔は

少数の支配者が大多数の民衆を支配していた。マジョリティの力がそれに対して立ち上がって少

数支配を排除したときから、民主主義が成立した。つまり、植民地体制においても、封建制にお

いて-も少数の支酎者が多数を支配したが、近代においては、その支配体制をくつがえした多数が

支配権をにざるのが原則である。

その最初の「多数者」の勝利がかちとられたときは、もうひとつの「少数者」、すなわち今日的

な意味でのマイノリティの問題はまだみえてこなかった。少数者は連合して、多数の力で少数の

支配者を駆逐したのである。

多数決原理にたつ民主主義世界においては、マイノリティは完全な権利を主張することはでき

ない。それが「多数決」の原則である。少数者はなんらかの選択において、多数の利益のために

譲歩せざるを得ないのである。それが植民地主義的支配体制の駆逐のときの原理であった。しか

し、そのばあい、多数のなかに統合された少数者の権利を圧殺することがあってはならない。寄
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り合い所帯の「多数」が勝ちをおさめたあとで、勝利者のなかで、多様性が顔をのぞかせる。 「大

衆」は一色ではないのである。支配者駆逐のためには大同団結ノをしても、それを勝ち取ったあと

では、それぞれの違いがふきだす。そこでも、 「多数」の論理が優先するとしても、丁多数」のた

めに「少数」が犠牲になることはゆるされない。 「多数」はじつはさまざまな「少数」の集合だっ

たのである。そこで常に相対的な「多数」が「少数」を圧殺することを「民主的システム」であ

るとすれば、 「少数」は数の劣勢をのりこえる暴力主義におもむかざるをえない1。

現在、ヨーロッパの「民主主義社会」においては、数のうえでは優勢にたちえない少数民族や、

少数集団が、暴力的に自己主張をする2。しかし絶対多数というものは存在しない。多数も個の集

合であり、個はそれぞれ自己主張をするのであるD　しかし、個は最低限の自己主張をするために、

エゴを排してとなりのものと手をむすんで、多数を形成したのである。そのあとで、実は自分は

他の人たちとは別だといいだすことはできない。違いをこえて団結するか、違いを主張して民族

主義になるか、微妙な選択になる。

それは、少数者にとっては選択の問題であり、行政にとっては同化の問題である。コルシカや

ブルターニュはほかの地域と合同して民主フランスを建設するためにたちあがったのなら、その

とき選択した「連合」の論理を守らなければならない。あるいは、その後にフランスにやってき

た人々、たとえば、フランスにおける外国人労働者については、フランスに来て就労し居住する

ことを選択した以上はその社会の条件にしたがうべきだとされる。しかし、はたして、フランス

にきたことが一方的な自由選択であり、雇用者や受け入れ側にはいかなる責任もないかというと

問題である。行政としては、同化、福祉、フランス語教育などを行うことになる。

民族抗争の結果、民族ごとに小国家が分立した地域では、それぞれのエスニックグループはそ

れぞれの国-行けばいいという意見もある。自己の民族性に合致した国を選択せよということ

だ。だが、生まれ育った土地がほかのエスニックグループの国とされたためにそこを離れ、知ら

ない土地-は行けといわれても、そう簡単にはできないという反応がおおい。となりに同朋の国

があっても、父祖の地をはなれる選択はできず、不自由でも他の民族の国のなかに残留せざるを

えない。個人が自由意志でその存在条件を選択しているかどうかははかりがたい。やむをえない

選択があるのである。イスラエルにもパレスティナ人が残留している。彼らにほか-行ったらい

いというのは、そこで生まれそだった条件、すなわちやむを得ない選択の必然を否定することに

なる。

あるいはイタリアのアオスタの谷の住民たちはフランス語を話し、フランスに対する帰属意識

がかなりあるが、その地域が政治的にイタリアのものとなっていても、そこに代々住んでいる以

上、彼らをフランス-移住させることはけっしてスムースにはいかない。そこでイタリア政府は

アオスタのフランス語住民にフランス語の使用をみとめ、かなりの自治権を与えているのであ

る3。

これは各国にみられる「国境問題」でアルザス、ダンケルクなどにドイツ語やフラマン語を話

す住民がフランスにくみこまれている。この人たちをそれぞれ、ドイツやベルギー-移住させて、

フランスをフランス語使用者だけでまとめようとすることは、今日ではみとめられないO　フラン
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スは多様な人々をかかえこんだ複合国家で、それぞれのマイノリティの権利をみとめつつ、共生

をはからなければならないとされている。ことにEUは多言語主義をとり、各国内の少数言語の

権利をみとめているo 〔かし、それにたいしては「愛国戦線」など、極右勢力が反対しているこ

とは周知のとおりである。フランスの憲法自体がフランス語を唯一の言語とするとうたってい

る。また差別意識が厳然としてあることも否定できない。_旧植民地の人々にたいしては、怠慢で

あるとか、倫理観がない、技術力がおとる、などといった偏見にもとづく差別がなされる。国民

に税負担に対する不満があるときは、外国人をとりこむ福祉政策のために高い税金をはらわされ

ているという意見が「純血主義」のフランス人からもらされ、外国人は自分たちの国にかえった

らどうだと言われる。

そのような、多様性の否定と純血理論はかつてのナチスの迷妄であったと普通はされるが、た

とえば、現在バルカン諸国で進行している状況はそれとおなじであり、各民族がそれぞれ民族自

決を求めているのである。それはフランスの中でも、コルシガなどの一部勢力が分離闘争をおこ

なっているところでは採用されている考えで、_コルシカはフランスとは異なった民族と文化に

よってなりたっている土地だから、フランスから分離・独立されなければならないとするのであ

る。

歴史が多様性-むかって進んでいるとばかりはいえないのは、コルシカだけではなく、まさに

スラブ圏で、他民族問題、あるいはマイノリティ問題で、いままで、社会主義の時代には表面化

しなかった問題がうかびあがってきて、むしろ歴史に逆行しているようにみえることからもあき

らかである。

フランスのロマ(ジプシー)

東ヨーロッパ諸国では、かつての社会主義政権下では、各民族の権利主張などはゆるされず、

国民は一体であるとされ、差異は否定されていたのが、自由化以後は、各民族の差異が強調され、

他民族との共存が否定されてきている。そこで、たとえば、ロマー(ジプシー)が社会主義政権下

では一応、ほかの人々と同等の権利を認められていたのに対し、自串化後の、民族自決の方向で

は、どこからも排除される傾向にあり、こんにち、たとえばフランスにはスラブ圏からのジプ

シーの新規の流入が問題になっている。マイノリティ問題の研究者も古くからいるジプシー

(ツイガンヌ)と、新規流入の「放浪者」を分けようとしている。

彼らジプシーにとっては、現在は民族的な非寛容の時代で、社会主義時代のほうがましだった

ということになる。もっとも社会主義政権下でも、各国でジプシーの問題では同化政策と分離政

策がたえず交代はしていた。同化させようとしても言語、宗教、民族習慣などから違いがおおき

すぎ、そのままでは同化できない。そこで、学校でも特殊学級のようなものをつくって、ならし

ていこうとしていたが、その結果は、結局差別であり、分離であった。そして、他のグループか

らの不利益な待遇をうけるだけであれば、彼らの権利をまもるには、分離、隔離が必要だった。

しかしそれにはそれなりの歴史的背景があったのである。スラブ圏ではジプシーはながく奴隷と
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して売買される存在だった。人間としてあつかわれていなかったから、教育もさずけられなかっ

た。また住居もなかった。したがって、彼らの権利を保護しようとすれば、まず彼らに住むとこ

ろを与えなければならなかったが、それはアメリカ先住民の居留地のようなところ-の囲い込み

だった。ジプシーたちは当然、それをあらたな奴隷状態、あるいは拘束状態とみなして、反抗し

た。かれらは奴隷制の最後の被害者だともいわれるのである。

フランスのジプシーたちは奴隷ではなかった。しかしそれではなんであったかというと、なに

ものでもなかった。つまり、人間として認知されていないことでは、奴隷とかわりはなかった。

フランスの行政システムはいうまでもなく、市町村単位で、かつ、住民台帳にもとづいている。

ところが、フランスの地方の町や村-いってみると、 「このコミューヌに非定住者の滞留を禁ず

る」という立て札がたっている。もちろんジプシーを対象にした禁令で、キャラバン車などで移

動しているかれらは、村内-はいることさえ許されないのである。そうやって市町村から排除さ

れ、どこでもないところに住まわされる。いかなる市町村もかれらの住民登録を受け付けない以

上、かれらは、つねに車にのってあてどなく漂泊していなければならない(1912年にジプシーを

対象として、身分証明書の携行が義務付けられたが、 1969年に廃止される。その後は登録カード

制になったが、いずれにしても、漂泊の権利を否定し、定住させ、管理しようとする試みだった。

そして、市町村がそれを行おうとしても、彼らは自分たちはその市町村ではなく、ほかの市町村

に属しているといえばそれまでだったし、市町村のほうでも、彼らの存在を自分たちの行政地区

内に認めることを好まなかった。そこで、彼らにたいしては、ほかの市町村-行って登録するこ

とが勧告され、つまり、その市町村からは排除され、どの市町村からも排除されることになった

し、国家警察がとりしまっても、いつもは外国に居住しているものが、一時的にフランスに移動

しているだけだといえばそれまでだった)。そして住所がない以上、いかなる市町村にもはいりこ

めないどころか、いかなる福祉も教育もうけられず、就労もできないのである。そして、そのよ

うな状況であれば、国勢調査をおこなってもジプシーの人口が出るはずはないから、フランスに

はジプシーは存在しないということになる。彼らは昔から存在をみとめられていないのである。

(アセオは、 18世紀まではフランスでは比較的認知されていたとしている)。したがって、ヨー

ロッパ中で500万ともそれ以上ともいわれる(アンリエツト・アセオは700万と言う。なお、全世

界では1500万で、日本以外のすべての国にいるとされる)ジプシーの人口が公式の統計では各国

にせいぜい10万人くらいづつしかいないことになる。この数値はかつて、奴隷として登録されて

いた人数がもとになるのである。奴隷ではなかった自由民は自由に漂泊をしており、いかなる国

にもいかなる市町村にも属さず、したがって、存在していないも同然だった。

住所がないと教育をうけられないばかりか、就職もできないのは、ホームレスの場合も同じで、

採用通知をうけとる住所がないと就職はできない。

マイノリティ集団は、言語、習俗、宗教、あるいは出生の同一性で形成される。そしてそれら

のどれかの要素によって、他から差別され、不利益をこうむっているときは、その不公平の是正

をもとめることができる。 「何人もその政治的、宗教的信条によって差別され、不利益をこうむっ

てはならない」のである。しかし、それが反社会的な政治信条、宗教信条であり、法によって禁
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じられているものであるときは別である。その社会集団にたいする権利主張の正当性は、住居、

職業において、ある程度の連続性をもったときから発生する。それは、国籍や居住許可とはかな

らずLも連動しない。不法入国者であっても、生活の実態がその国で定着していれば、そこでの

生活の権利を主張しうるだろうOしかし、ほかに定住地と定職があるものが、短期旅行者として

ある国に滞在する間に、言語、宗教、政治思想上の理由で差別され、不利益をこうむったとして

も、一般にはその主張はとりあげられない。

ジプシーの問題はまさにそこから出てくるOヨーロッパ全域で4-500万人ともいうジプシー、あ

るいはジプシー系のひとびとは、いまでは、彼ら特有の宗教はもたず、イスラムかキリスト教に

改宗しているが、.言語的には彼らのロマニー語の使用頻度は高いし、定住をきらって漂泊する習

慣はいつまでもきえない。 「旅する民族」なのだOそれ以上に、 「ジプシー」イコール「すり」と

いう観念があって、地下鉄などで、ジプシー風の子供たちの集団がのりこんできたりすると、他

の乗客はあわててポケットの財布をたしかめる。かれらは音楽家、あるいは芸人としては卓越し

た才能をもっていて、スペインのフラメンコダンサーにはジプシーがおおいし、芝居でもすぐれ

た俳優を出しているO　また、技術面では、伝統的に蹄鉄屋、あるいは農具などを専門とする′ト鍛

冶では、彼らの専門とみなされているところもある。靴屋もかれらの得意な職業のようで、すく

なくともそのように、差別意識をもってみられている。いずれも漂泊の靴屋、 (靴直し)、鍛冶屋、

(鍵なおし)、蹄鉄屋、 (魔術師)、占い師、 (魔女)、ダンサー、芸人で、日本で芸人や、ある種の

非定着民にたいして抱かれていた偏見と似たものが見出される。 (アメリカでは中古自動車の解

体、組み立てが彼らの仕事として専業化している観もある。フランスでは中古自動車の販売が免

許制になってジプシーが排除されだした)。しかし、教育水準が低く、だいたい、定住しないから

学校-子供を通わせることもむずかしいが、その結果として伝統的な芸人や占い師、鍛冶屋、あ

るいはすり、乞食など以外の職業につきにくい。

メリメの『カルメン』はきわめてロマンティックなジプシー像を描いたが、それでもはじめて

語り手とカルメンが出会ったところでは、相手がジプシーであると聞いて「先週は名だたる山賊

と食事をしたO今日は悪魔の召使とアイスクリームをたべる」と言うOジプシー、すなわち、占

い師、即「魔女」という観念が当時はあったと思われる。ネルヴァルが措いたナポリのジプシー

女も占いをする女と見え、 「幾分魔女的なところがあった」。なお、メリメはそのあとで「カルメ

ンが純粋なジプシーだとは思えなかった」という。美しかったからだ0 『カルメン』が有名になっ

て、 「美しいジプシー」というイメージがひろまったが、そのころは、ジプシー娘がとくに美しい

というイメージはなく、むしろおぞましい存在とみなされていたようだ。

もうひとつ、有名な作品でユゴーの『ノートルダム・ド・パリ』にジプシー娘エスメラルダが

でてくる。ヤギをつれて、タンバリンにあわせて踊りながら客をあつめ、ヤギに簡単な占い芸を

させるので、こちらはむしろ芸人である。彼女とせむし男が実は取替えっ子だった。ジプシーが

子供をさらっていって、かわりに醜い子供をおいてゆくという俗信があったようである。

最近は東ヨーロッパの政体の変化にともない、また、民族浄化政策のあおりで、西-流れてく

るジプシーがおおく、`人口はふえる傾向にあるが、定住していないことから、センサスではつか
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みきれず、また、彼らとしてもジプシー集団-の帰属意識より、身分を隠す傾向があって、はっ

きりした数字はつかめない。 (フランスでは1996年の段階で15万から25万というが、最近のアラ

ン・レニエの研究では35万という)。最近はルーマニアからの難民としてのジプシーがパリ周辺の

イル・ド・フランスに急増し、大多数が自治体のゴミ処理場周辺に居住していることから、保健

衛生上危機的状況といわれる(UNISAT),彼らはフランス語を話さず、通訳を介さなければ保健

医療活動もおこなえない。

フランスのマグレブ人

フランスに在住するマグレブ出身者の代表であるアルジェリア人は、大部分、在日朝鮮人のよ

うに強制的につれてこられたものでもなく、またスペイン系ユダヤ人(セフアルディ)やドイツ

系ユダヤ人(アシュケナージュ)のように迫害をのがれてきたものでもなく、自分の意思で仕事

を求めてやってくる出稼ぎ労働者である。しかし、植民地時代のフランス人の目からは、フラン

ス人より劣ったものとされ、その偏見はいまでもごくこ般的なフランス人の無意識の反応にあら

われる・。ユダヤ人が「金持ち」とみなされるのにたいし、アルジェリア人は「貧乏人」とみなさ

れる。フランス人とユダヤ人の結婚はユダヤ教が課すきびしい条件にもかかわらず、かなり普遍

的だが、宗派をこえた結婚は「ヨーロッパ人とイスラム教徒のあいだではほとんど考えられなかっ

た」 (トッド、 393p)<　宗教的にはイスラム-の帰属意識は強いが、文化的、言語的には、識字率

は低いもののフランス六の同化傾向が強いo　とくに移民の子弟はフランスで生まれていればフラ

ンス国籍を与えられ、フランスの教育を受けさせられるので、フランス人としての意識をもって

いる。ユダヤ人のよう'に強烈な民族意識をもっているということはない。例えば、モスクはある

が、アルジェリア大学校はフランスにはない.しかし、にもかかわらず、フランスのアラブ系ム

スリムでは、なにかことがあるたびに、男性優位、女性蔑視のシステムが表面化したりする。ユ

ダヤ人は歴史的には男性優位社会だったが、現在は男女の差別はもっともすくない民族とみなさ

れる。それに対して、アルジェリアでは、歴史的には母系社会が見られるにもかかわらず、女性

は「生涯の最初から終わりまで未成年者の立場に維持される」 (トッド、 381ページ)。そこから、

フランスに同化したようにみえるアルジテリア系フランス人の社会でも、女性の不倫に対するリ

ンチとか、ヌ親の意思による女子の結婚の押し付けなどは普遍的におこなわれており、また黒人

アフリカ系社会では、フランスでも、女子のクリトリス切除などがおこなわれている。ヨーロッ

パのムスリムはたとえば東南アジアのムスリムなどにくらべてはるかに戦闘的で、かつ熱心な信

者集団を形成している。全世界的な宗教観の希薄化のなかで、彼ら、ヨーロッパのムスリムの宗

教性はことあるごとに文化衝突をひきおこす。スカーフ問題もそのひとつだ。

フテンスでは国家宗教は廃止され、教育の場でも、 「世俗教育」の原則が貫かれている。という

ことは、逆に言うと、教育の場では宗教的な宣伝や教育がされてはならないということで、現在、

フランスの公共教育の場で、イスラム教徒の女性のスカーフ着用が禁じられている。政府のほう

では、教育の世俗性の原則から、学校に特定の宗教の風俗をもちこんではならないとする。それ
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に対してムスリムのほうでは、個人の宗教信条は自由なはずだという。たとえば、女子生徒が十

字架のネックレスをつけているとする。それは、 「特定の宗教の風俗」だろう。それをふつうは禁

じていない。であるのに、なぜスカーフがいけないのかということになる。しかし、ある宗教の

主張をみとめると、たとえば、何らかの学科目について、それはその宗教が認めないとか、ある

特定の時間には、その宗教の礼拝のために授業を中断しなければならないといったことになりか

ねない4。

20世紀後半には、アルジェリア国内の紛争もあり、フランス国内のアルジェリア系住民が100万

とも200万ともいわれるほどになった(公式の居住許可証取得者は60万前後)。マグレブ諸国を合

計し、定住者、フランス国籍取得者、不法滞在者のすべてを合算すれば6000万のフランスの人口

の10%以上がマグレブ人だとも言われる。そこで、この人々に対する感情的排斥が第二次大戦後

は激化した。アルジェリアに政府の政策によって移住し、就労していたフランス人が「現地民」

としてのアルジェリア人を蔑視する感情が残存し、その後、アルジェリア戦争で土地をおわれて、

引き上げてきたいわゆる「ピェ・ノワール」のひとびとの不満感もあり、またアルジェリアから

大量に流入した出稼ぎ労働者-の反感もあり、また、大都市郊外のいわゆる「アラブ人街」にお

ける治安の問題からあらゆる犯罪をアラブ人(あるいはジプシーなどもふくめた「外国人」)のせ

いにする偏見もあれば、そのうえにイスラム教の問題があって、今日のフランス人の差別意識で

は反・アラブ感情が人種偏見ではもっともはっきりしているだろう(イヴ・ラコストによれば、

「文化的マイノリティとしてはムスリムがフランスでは最大」である)が、それ以前は反・ユダ

ヤ感情がはるかに強かったS。

フランスのユダヤ人

特定の宗教の課する義務については、イスラム教徒のみならず、ユダヤ教徒、すなわちユダヤ

人においても彼らの風俗習慣にはフランス政府の「ライシテ(非宗教性)」とは背馳するものがあ

り、あまり表面化してはいないが、問題となる可能性はある。フランスのユダヤ人は、まず、ス

ペインの異端狩りから逃れてきた人々でその数をふやした。彼らはスペイン語系-プライ語を話

すセフアルディで、ボルドーなどに住んで、海外貿易をおこなって富をたくわえた。つぎは、フ

ランス革命が1791年に「ユダヤ人解放令」をだしたことによって、ヨーロッパ中から流入するユ

ダヤ人がふえた。とくにアルザス地方にドイツからのがれてきた貧しいアシュケナージュが定着

した。はじめは、この二つのユダヤ人共同体がそれぞれ、性格も主張もことにしていたが、ドイ

ツ系ユダヤ人もしだいに経済力をつけてきて、 19世紀末には、ユダヤ人がフランス社会の各方面

セェリート層を形成するようになり、それに対する反発がドレフユス事件となって噴出した。第

三共和制期には23人のユダヤ人大臣がでている(ビルンボーム)。なお、そのまえのパナマ疑獄の

主役がユダヤ人だったこともそれを準備したといわれる。さらに大戦中はドイツでの大量虐殺の

結果、フランスがヨーロッパでは最大のユダヤ人人口をかかえることになった。また、戦後、ア
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ルジェリアの独立とイスラム国家樹立はそこからのユダヤ人のフランス-の引き上げをもたらし

た。フランスではふつうはユダヤ人にたいして、特別の差別はないようにみえる。ユダヤ系の金

融業者でも宝石商でもあるいは、思想家でも、ユダヤ系であることも、その特有の名前もいまは

隠すこともしない。しかし、ユダヤ人墓地に対する破壊活動や、シナゴーグの焼き討ちなどがあ

いついでおこっているO.これはむしろめぐまれない多数者の、恵まれた少数者にたいする破壊港

動かもしれない。景気がわるくなると、金持ちにたいするいやがらせ、あるいは、攻撃が行われ

る。昨年『三重苦』というベストセラーを出したリュデッキ-という女性は『SOSテロリスム』

運動の指導者としてしられていたが、じつは自分はエイズ感染者であり、またユダヤ系で、さら

に爆弾テロの犠牲となって下半身不随となった三重苦を背負っていると、その本のなかで告白し

評判になったが、実は彼女は政財界に強力なコネをもった実力者で、まずしいあわれな被差別者

どころではない。たしかに彼女の家族のおおくのものがホロコーストの犠牲になったが、彼女自

身はモード業界の経営者として成功していたのである。ロスチャイルドのように、世界を牛耳る

ひとたちが、自分たちはユダヤ人として迫害されている少数民族であるといいだしても、だれも

同情はしない。むしろ、 6億のインド人を支配していた少数のイギリス人とおなじ、少数の支醍

階級であるとみなされる。

フランスで、早ダヤ人が差別され、迫害されるには、もうひとつはこ　フランス国内のアラブ系

の人々によるパレスティナ支援闘争の意味もあるだろう。だが、ドレフユス事件時代を紡律とさ

せるような反シオニスムの感情も根強く存在するのである。国粋主義の団体はアラブ人もユダヤ

人もともに排斥しようとしている。ユダヤ人とジプシーはフランスの「少数民族」問題では正反

対だとエマニュエル・トッドは言っている。たとえば、識字率で、ユダヤ人がフランスの平均を

はるかにうわまわる数字を挙げるのに対し、ジプシーは反対であり、民族的アイデンティティ意

識でも正反対だという。また、ユダヤ人が「豊かなマイノリティ」であるのに対し、ジプシーは

「まずしいマイノリティ」だ。が、けっして少数ではない「少数民族」であるマグレブ出身者に

おいても、また、ユダヤ人とはさまざまな面で対照的である。そもそもかれらはフランス国内の

「少数民族」ではなく、大多数はアルジェリアの国籍をもった「外国人労働者」であり、 「移民」

でもない。ユダヤ人はそれとは違ってフランス国籍をもったフランス人であり、ただ、文化的独

自性、帰属性を主張する民族集団である。しかし、そのように、 「移民」と「外国人労働者」、 「流

民」と「少数民族」、 「難民」と「政治的亡命者」などを分けようとする-ことは、根本的に多様性

を否定する差別思想だともいわれる。つまり区別をしていけば、ブルトン、バスク、コルシカは

「地域的マイノリティ」であり、.フランスの構成要素であるが、おなじ「地域的マイノリティ」

でも、アルザスやダンケルクのドイツ語やオランダ語をはなすひとびとは、隣接国-くみいれら

れてしかるべき「国境マイノリティ」で、フランスの問題ではないということになりかねない。

そのあげくは、となりの国-の強制移住とか送還になる。トルコやスラブ圏で往々にしてみられ

る騒ぎである。また、ユダヤ人はディアスポラ以来、そしてまたスペインやドイツにおける迫害

のために、のがれてきたものであり、国際的にその権利を保護されるべき「難民」であるが、ジ

プシーは自分たちの意思で流浪してきたもので、彼らを「難民」として認定することはできない
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と言った議論にもなる。あるいはかつての「外国人労働者」あるいは「移民」だったイタリア系、

ポルトガル系のフランス人は完全にフランス社会に同化しているが、アルメニア系の「難民」は、

祖国の国土回復を要求しており、フランス-の帰属意識はすくない。そこで、もしアルメニアが

外国に占頒されている国土を回復したあかつきには、かれら、は祖国-帰るはずであり、もし帰ら

なければ退去をもとめてもいいのだといった議論にもなりかねない。出身や、フランスにきてい

る理由、祖国の有無、経済状態、言語、宗教などの違いをこえて、さまざまな人々が「フランス」

という「共同体」を、それはかならずLも「国家」ではなくとも、共同でつくろうとしていると

きに、なんらかの差別や不利益をこうむっていれば、それが「マイノリティ」なのだとしなけれ

ばならず、それらの人々のなかで区別、差別をすることは許されない。しかし、それでも、それ

ぞれの問題がちがえば、対処のしかたも異なってくる。同化を拒否する集団もいれば、手当てや

補助金にたよる集団もいる。祖国がなくなったものも、祖国はあるけれど帰れないものも、そし

て、祖国ぺ帰る自由はもっているものの、外国人としてフランスに居住し、フランス人とつきあ

い、フランス文化に参加することを選択するものもいる6。

反・ユダヤ感情にも正当な理由、原因がないことは言うまでもないが、 (たとえば、筆者が67年

のころフランスで経験した反日感情は、カフェの主人が自分は第二次大戦時にインドシナにい

て、日本軍につかまってひどい目にあったと言っていたように、ある程度の理由があるものだっ

たし、その後、日本企業が進出してきたのはいいが、フランスの労使関係の約束を無視して工場

を閉鎖して大量の失業者を出したとか、工場で毎朝ラジオ体操をやらされるのがたまらないと

か、また、日本人が金にあかして古い城を買い取って、その歴史的建造物を保存するどころか、

解体して日本にもっていって遊園地にしてしまったといったことで、日本に対する反感が場所に

よっては高まっていることなどは、決して理由なき反感ではない)、歴史的には金貸しなどで巨額

の富を獲得したユダヤ人-のねたみ、逆に差別されて、町外れのゴミ捨て場にすみついたユダヤ

人たち(とくに中世)の貧しさからくる不潔さなど-の反感、ペストがはやったときに、ユダヤ

人がペストをばらまいているという流言(これは共同体が部外者を購罪の羊にしたてあげる構造

だが)、また、異端審問や魔女裁判の時代にユダヤ人が異端として狙い撃ちされたことなどがかか

わってはいる。それ以上に、反・シオニズム感情が根強くのこっていることの背景には、ユダヤ

人のほうに、同化を拒否し、ユダヤ人としてのアイデンティティを強固に保持しようとする意,翠

があったことも作用していよう。自分たちの言語、風習、宗教をすてて、その国に同化していけ

ば、いずれまざりあって、区別もできなくなったはずだが、ユダヤ人はディアスポラのはじめか

ら、 (あるいはエジプト居留のときからでもあろうoジュール・イザックは「反・セミテイスムの

成立」 1998で、エジプト人のユダヤ人排斥感情がその後の世界のユダヤ排斥の最初だという)い

つか祖国を回復すること、外国にいてもユダヤ人共同体を形成して、けっして異属、異宗通婚を

しないことを彼らの存在理由としてきたのであれば、他の共同体との乳棟があるのも当然だっ

た。ただフランスではユダヤ人はイディッシュ語のような独自の言語をつくったり、まもったり

することがなかった点、ドイツ、スペインとはことなっていたし、フランス絶対王政の確立に探
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くかかわっていて、ユダヤ人資本がフランスの国の財政と不可分であったことなどから、現在の

アメリカとおなじように、国家組織にはいりこんでいたことなどが、ほかのヨーロッパ諸国より、

こんにちユダヤ人の数がおおく、また、フランス人化したユダヤ人もおおい理由ではあるだろう。

またフランス人のほうで、比較的人種偏見がすくなかったことも指摘されるだろうO　これは本論

の趣旨と矛盾するようだが、たとえば、新大陸-乗り込んだヨーロッパ人のうち、イギリス人は

現地民を雇用して植民地の農園経営を堅実におしすすめ、現地民とイギリス人との確固たる階級

差別をうちたてたのに対し、中南米のスペイン人はすぐに現地民とまざりあって、混血国家をつ

くりあげ、フランス人はイギリス人のよう車こ定住して農園経営などをすることを嫌って、イン

ディアン部落をたずねあるいて、インディアン娘たちを誘惑していったが、しかしまた、スペイ

ン人のように現地人と結婚して土地にとけこむことはせず、あちこちにフランス系インディアン

の混血児をのこして、やがてフランスに帰っていったといわれることも参考になるだろう。イギ

リス人は異種の人に対して人種、階級の壁をつくって、その壁をこえなかったが、フランス人に

は、その種の差別観がすくなかったと言われる(トッド、 451p),スペイン人のばあいには、ス

ペイン本国-の帰属意識がすくなく、スペインの船乗り自体がジェノワ人コロンブスのように、

さまざまな国からながれてきたものたちだったこと、また長期にわたるウマイヤ卿こよる支配の

歴史から、異民族-の偏見がすくなかったことから、-また、スペインの黄金時代がすぎると、本

国の絶対王政がゆらいできていたこともあって、現地にとけこむことがはやかったのだろう。

つまり、海外植民地での例をみるとフランス人にはイギリス風の差別による支配などはなく、

人種差別がすくなかったようにも見えるが、国家としてはヨーロッパでは早くから統一王朝をつ

くって唯一の言語と宗教を全国におしつけ、農民を土地にしぼりつけて、土地と国家-の帰属意

識を形成させてきた。そして「単一民族国家」という幻想を国民にいだかせてきたのだ。 (植民地

でもアンテイル諸島とテルジェリアやアフリカでは同じではない。アンテイル諸島ではフランス

人は黒人奴隷をいちはやく解放し、かれらと性的交渉をもち、混血児をフランチ人として認知し

ていったが、アルジェリアでは、官僚的植民地統治政策がとられ、イギリス型の差別がしかれ

た)。イタリアは19世紀まで統一国家ができなかったし、ドイツもながくいくつもの国にわかれて

いた。スペインにはウマイヤ朝がいたし、東ヨーロッパ諸国は無数にちかい民族がモザイクのよ

うにいりくんでいる。そこで、いまや民族抗争が激化して、単一民族国家をつくろうとしている。

しかし、歴史的には、多数の少数民族の融和のうえにスラブ圏はなりたってきたのだ。文化的に

もトルコの占額があり、ソヴィェト圏-の組み入れがあった。ビザンチン帝国の時代もあり、

オーストリア・ハンガリー帝国の時代もあった。言語的にもロマンス語、ギリシャ語、スラブ語、

トルコ語が時代と地域によってモザイクを構成している。

フランスではその種の外国勢力に占額されるという事態は第二次大戦中のドイツによる占頒以

外はしらなかった。そもそもはじめは、ケルト人がすんでいたところ-、フランク族がせめてき

たのだ。世界中、どこでも、インディアンを圧殺して定住したアメリカ人のように、移住者が先

住者をおしのけて歴史ができあがってきた。しかし、フランスはかなりなまでに国家的、国民的

同一性の意識をもってきたO　ガリア人というのはケルト人であり、ローマとの混合文化がガロ・
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ロマンで、そこ-やってきた蛮族のフランクは文化的にはガロ・ロマンを継承した。そしてそこ

-、ほかのゲルマン諸族もやってきて、ブルグンドがフランスの半分をしめた時代もあった。ま

た、サラセンがパリ近くまで攻めてきたときもあったし、最近はマグレブ人がなかば非合法には

いりこむ。これも民族移動のひとつとみなされる。それでも、まず言語の問題がある。オック語

とオイル語の違いなど、外国からみれば違いどころではない。全国的にフランス語が通用し、そ

れをもとにした教育も相当すすんでいる。そしてそれによって、中世以来の文学も思想も演劇も

国民すべてに共有されている。宗教的にはいまは国教を否定しているが、宗教戦争以後はフラン

ス国教会をもって国の宗教とし、国王がその代表者をかねていた。すくなくとも∴教会から王権

を認可されていたのである。といっても、少数のプロテスタントが迫害されているという状況は

ない。今日、イスラム教徒が信教の自由を主張しはじめるまでは、フランスでは宗教戦争終結後、

宗教の問題はないかのごとくにされてきたのである。民族としては、南フランスの地中海人種と

北のゲルマン系、それに、旧植民地である海外県や海外債土のクレオル人、あるいは、マグレブ

人、アフリカ人などさまざまで、相当にまざりあっているかのような印象をうける。それでも、

フランス本国人という意識は強固にあり、クレオル人やアフリカ人はフランス「本国人」とはな

かなか同等な権利はあたえられない。

フランスの中国人とヴェトナム人

フランス国内の外国人集団でもはっきりと様変わりがみられるのが、ヴェトナム人で、 30年ほ

どまえは、フランス中どこ-いっても、大勢のヴェトナム人がいて、 2月にはヴェトナム正月テ

トを祝っていたものだが,ここ10年ほど、めだって、ヴェトナム人が減ってきている。いうまで

もなく、本国で戦争が終結し、経済も発展しだして、フランスにのがれてきていた人々がつぎつ

ぎに帰国していったからである(1980年に34483人という数字があったが、 1996年には23485人と

なっている。実際はこの10倍くらいのヴェトナム人がいたと思われるが、どのような数字のとり

方をするかはともかく、おなじような統計でこれだけ減っている。もうひとつの要素は残留した

ヴェトナム人が容易にフランス社会に同化し、外見上も外国人的な特性を喪失しているからだろ

う。 『フランスのベトナム人』でアンケートに答えているフランス在住ヴェトナム出身者のおおく

が、フランスという共同体に同化した意識をしめしている)。それにたいして、華僑系の中国人は

むしろどんどんふえていて、パリの13区は中国人街区だし、 10区でもベルビルはチャイナタウン

になった。これはイギリスでホンコン系の中国人をみかけるのとはちがって、小商売をやってフ

ランス社会にすみついてきた中国人が生活が安定してく尊につれ、中国風の親族意識から同族を

よびよせることによるだろう。また、パリのサンティエ街など、繊維産業の町では、中国系の不

法入国者が闇の針子として、なかば強制労働に従事している。しかし、かれらは生活をしてゆけ

るかぎりはどんな悪条件にも耐え、不満もいわず、よく働くようである。死ぬときには故国の日

のあたる丘の斜面につくられた一族の墓にほうむられることをのぞんでも、それまでは、地上の

いたると.ころ、住めば都で、どこでもはいりこんで、生活圏をひろげてゆく。政治的主張、宗教
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的主張、さらに給料の面での主張も少なく、手がかからず、仕事は律儀で、また、教育水準も決

して低くはない。 (「中国人は移住先の政治には関わりをもた」ない、 『グローバル・ディアスポ

ラ』 146p)(ながれついたあとの定住率は高く、不動産などの購入意欲も高く、子弟の教育にも

熱心である。フランスの繊維産業などでは、不可欠の労働力になりつつある。彼らの労働条件を

問題にするのはむしろフランス人のほうで、人権問題としても、また不当競争の問題としても、

低賃金での強制労働をフランス人が指弾する傾向がつよい。彼ら自身はなにもいわないのであ

る。フランス人のほうでも、伝統的に中国学がすすんでいるように、中国文化-の関心が高く、

中等教育の第二外国語として中国語を選択するものは2002-3年で5384名、これは日本語の倍以上

で、アラビア語とほとんどならんでいる。もっともフランスに在住している中国人を中国の伝統

文化の継承者、代表者とはみなさないようだし、服装なノどでも中国服はほとんどみかけない。自

分たちでは中国語をつかい、中国料理をたべていても、彼らのレストラン-フランス人がやって

くることは歓迎し、けっして閉鎖的な民族文化をつくっているわけでない。食生活でも宗教でも

排他的なところがすくないからだろう。中国人は中国料理をこのんで食べていても、フランス料

理にたいしてもいささかも違和感をもたない。キリスト教に入信するひとはすくないが、宗教的

にキリ・スト教に対立するわけではない。政治的主張もせず、経済的にささやかな利益追求で満足

している7。

コルシカの歴史

それと対折的なのがコルシカである0 18世紀にフランスに身売りされていらい、フランスの一

部とされてきたが、本来、自分たちはフランス人ではないのだという意識は、コルシカのひとは

過激派ならずとももっているだろう。そして、過激派の爆弾テロには批判が集中しても、かれら

のコルシカの尊厳の主張には、大部分のコルシカ人が同調する。過激派内部でも分裂抗争がはげ

しいが、感情的には彼らもコルシカ人だという意識があるだろう。フランスからの分離独立を主

張するか、フランスの中にとどまって、コルシカの独自性をみとめさせるか、また、そのための

闘争手段として、テロを容認するか、否定するかといった違いはあっても、コルシカの魂はほと

んどすべての島民が共有しており、なんらかの権利主張は機会あるごとになされる。中国人がも

のいわぬマイノリティなら、コルシカ人は声高に主張するマイノリティである。コルシカ人に対

する差別はほとんどない。

はじめはもちろんギリシャの植民地となる。ついでローマ人がくる。そのまえにカルタゴ人が

きていたかどうかたしかではない。ローマが分裂するとヴァンダル人が一時、島を占拠したo　そ

れにたいしてはビザンツ帝国が旧ローマ傍の回復のために攻めてくる。彼らが国-戻ると、ゲル

マンの諸部族がまたやってくる。 6世紀になると、コルシカは教皇領になる。地中海をあらした

サラセン人はコルシカにはほとんど興味を示さない。島内にはユロンナ家などの豪族がのしあ

がってくる. 12世紀にはピサが、 13世紀にはジェノワが進出する. 15世紀にはジェノワのサン・

ジョルジオ銀行がコルシカを管理する。しかし島内には山賊集団が政雇する。 16世紀にはララン
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スが進出する。しかし、 17世紀にはサン・ジョルジオ銀行の力が復活する。島内の通貨もリラで

ある。

1730年、その植民地支配に対して、島民たちが反乱をおこす。ヨーロッパはそれをヨーロッパ

の最初の革命と位置づける8。反乱に手をやいたジェノワは1768年のヴェルサイユ条約で、コルシ

カをフランスにゆだねる。しかしそのまえにガフォリによる革命政府が発足している1751年に

はコルシカ王国の憲法が発布されている。そして近代コルシカの独立の志士パスカル・パオリが

1755年にアレリアに到着している。もっともこのときのコルシカは、王国といっても王のいない

王国で、ガフォリが国家総督として最高の指揮をとっていた。ガフォリはジェノワがあやつる刺

客に殺される。そのあとしばらく混乱がつづいていたが、 1755年にパスカル・パオリが登場し、

クレマン・パオリからバトンをうけつぐ。かれはジェノワ人とフランス人をおいだし、島内の旧

勢力を一掃する1765年にはコルティに大学を創設する。パスカルは172-5年にうまれ、ナポリ大

学でまなび、フリーメ-スンになる。当時の進歩的文化人のおおくはメ-スンだった。 55年、兄

のクレマンが帰国を要請する。帰国は4月だった。 7月、カサビアンカの国家代議員会(?)が

ガフォリの寡婦と、反対党のマトラを抑えて、パスカルを国家元首に選出する。 30歳である。

そのころのコルシカは年間900件のヴェンデッタ(仇討ち)が起こっていた。 (いまでも爆弾テ

ロが年間400件と-いう)。

1755年11月に国民議会で議決した「憲章」は、 「自由を獲得したコルシカの合法的主権者である

コルシカ人民によって構成された国民議会は、永続的恒久的形態の政府に永続的、恒久的憲章を

与えるものである」という前文ではじまり、総督が代表する国家評議会(Conseild-Etat)は144名

の議員で構成されること、この議員たちは、司法、軍事、経済を担当する三種の議会に分属する

こと、などをさだめている。もっとも、のちにこの国家評議会の人数は9名に縮小される。

人民投票で選出される国会のほうは、立法、収税、行政を担当するものとし、総督が年一回召

集する。

また刑法によってヴェンデッタは死刑に相当するとさだめられる。

しかし、この「憲章」は国内の反対派によって無視される。マトラが率いる親仏派は島内の南

部で勢力をたもっており、パオリ勢力に戦いをいどんでいた。エマニュエル・マトラは1757年に

暗殺されるが、一族のアントニオとアレリオがジェノワとむすんで、パオリに対抗しつづける。

また、 「山のむこう」の南部ではアントニオ・コロンナがひきいる「親仏党」が独自の議会を結成

し、国家評議会議長を称していた。しかし、 1764年には、ほとんど島内全域をパオリが制圧する。

ヨーロッパでは、市民自決のパイロットとしてパオリの名声がたかまり、ヴオルテールがちょ

うちん持ちをしたし、ルソーは「コルシカの憲法試案」を発表した。

パオリの意図は自立経済に裏打ちされた独立の共和国をつくることで、中心は北部のバステイ

アとイズラ・ロツサだった。そしてその政策の重点としては、犯罪件数の減少、教育の普及(公

立学校と大学の創設)をかかげた。

しかし、彼の理想はヨーロッパの大国の利害に巻き込まれて挫折する。彼の理想を支持したの

はイギリスだったが、それは、ジェノワやフランスを排除してコルシカに利権を確保するため

-37-



だった。ジェノワのほうは、反乱に手を焼いていたが、フランスがのりだしてきたので、フラン

スに肩代わりをさせることにした1764年のコンビエーニュの条約では、フランス軍の駐留がみ

とめられ、 68年のヴェルサイユの条約では以下の点がとりきめられる。

1.ラランスはジェノワから10年にわたって、コルシカにたいするあらゆる権利を譲渡される。

フランスはそれに対して、毎年、 20万ポンドをジェノワに支払う。

2.ジェノワは占領経費をフランスに払い戻したときは、コルシカに対する権利を回復する。

というもので、 10年という期限付きの「使用貸借」契約のように見えるが、ジェノワが権利を回

復するには、掛かった費用をはらいもどすこととなると、 10年たったあとでも、契約は継続され

るのが普通だったろう。ヴォルテールも「それは永久割譲であった」といっている。 (『ルイ15世

の世紀』)

もちろん、パオリは反発する。コルシカ島民にとって最大の屈辱だというわけだ。そして、コ

ルシカの独立を国際的に認知させるために、フランスに対して宣戦布告をする。 68年秋の緒戦は

コルシカにとって悪くなかった。 10月9日のボルグの戦いでは、フランス兵は600名を失い、同数

の捕虜をだした。しかし、翌年5月のおなじボルグの戦いでは、コルシカ軍が4324名の死者をだ

し、 6000名が負傷したo全軍で12000おから、ほとんど壊滅であるOパオリと生き残りは英国の戦

艦にのってまずリグォルノ-逃亡し、ついでロンドンに亡命する。そこで20年の亡命生活を余儀

なくされるが、 1789年、フランス革命が勃発すると、パオリはふたたび、コルシカの自由をもと

めて、島にもどるが、今度は同国人のナポレオンと戦って負けることになる。そして1789年には

フランスの国民議会でコルシカ世身の議員たちもまじえて、コルシカ併合の議決がされる。

いらい、コルシカはフランスの一部となって今日にいたるが、つねに独立分離運動や、すくな

くともコルシカの特殊性をみとめさせようとする運動、コルシカ語を認知させる運動などがつづ

けられる。

フランスに併合されたコルシカは、かつての日本に併合された台湾のようなもので、文化も言

語も住民もフランスよりはイタリアに近かった。もっともフランスでは、シチリアやサルデー

ニヤなら、日本にとっての台湾のようなものでも、コルシカは日本の沖縄のようなもの、つまり

フランスの国内問題だと主張するだろう。日本のばあいはおいておくが、コルシカはローマの支

配いらい、イタリア人がすみつき、イタリアの方言を話していた土地である。今日ではフランス

併合いらい、 200年を経て、フランス語が主たる言語になり、コルシカ語はほろびようとしてい

る。独立分離運動もそれほど絶対多数の支持をえているわけではなく、心情的には独立を欲して

も、経済的には、フランスに依存しており、自立はできないと考えているのが大多数である。し

かし、やはりフランスに併合されたときの状況を思い出してもらいたいということと、地域文化

の特性は認めてもらいたいoコ.ルシカ語もからなずLも第-言語でなくともいいが、選択として

学校でもまなべるようにしてもらいたいというところだ。
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多民族国家フランス

それはバスクやブルトンの自立要求とおなじで、フランス政府には地域経済のための援助を要

求しながら、同時に地域文化の特性を認めさせようとするのである。ただ、コルシカでは、ブル

ターニュなどより政治的要求がつよいだろう。逆にいえば、文化的主張はブルターニュにくらべ

て弱いかもしれない。それは、地方文化として、ブルトン語やプロヴァンス語による文学などに

匹敵するようなものが、過去も現在も見られないということにもよるだろう。ブルターニュでは、

ケルト文化とともに、ブルトン語の文化として、 19世紀はじめに発見された「バルザ・プレーズ」

などがある。プロヴァンス語では、ノーベル賞作家のミストラルの「ミレイユ」などがある。あ

るいは、プロヴァンス語ではないが、プロヴァンス地方の伝統文化をフランス語で描いたパニヨ

ルやジオノ、ボスコ、ド-デなどがいる。コルシカでは、コルシカを措いたメリメの『コロンバ』

はあっても、コルシカ島民による文学で世界的にしられているものは、残念ながらない。じつは、

ひとつの言葉と文化が独自の文学をもつには、 500万人くらいの人口のバックアップを必要とす

る。ケベックでカナダ文学でもなければ、フランス文学でもないケベック文学を成立させている

のは、 500万の人口と政府の出版援助によるのであるoせれでも現代ケベック文学のうち、もっと

もよく知られているアンヌ・エベールはパリに住んで、パリの出版社(スイユ)から本をだして

いる。 25万人のコルシカ人が独自の文学をコルシカ語で築き上げるのは大変である。(プロヴァン

ス語というよりオクシタンと言えば、 「ヨ-ワッパ最大の少数言語」ということになり、現在200

万人のオクシタン語人口をかぞえ、地域としてはフランスの南の四分の1ほどをしめている)。カ

ナダはさらに連邦だから、フランス語圏のケベック州も連邦内での自治権をもっているし、州の

政府ももっている。おなじことはスイスについても言える。それにたいしてフランスは単一文化

による単一国家という観念があるから、その中での地域文化、少数文化の主張は困難がつきまと

う。

実際はフランスは決して単一文化国家ではなく、さまざまな地域文化がよりあっまってできて

いる複合体である。フランスはその成立の状況からみても、またその後の歴史的経緯からしても、

そして今日のおおぜいの移民の問題からしても、多民族、多文化性を特徴としている国である。

まずフランス語を話す人々はフランスだけではなく、フランス語圏はカナダ、スイス、ベルギー

から、アフリカ、中近東(レバノン)にまでおよんでいる。イタリアのアオスタには、フランス

語を使う人々が住んでいて、かなりの自治権を与えられている。逆にフランス国内では、アルザ

スのドイツ語使用住民、ダンケルクのフランドル語住民、などのほか、上記のブルトン、バスク、

そしてコルシカがあり、また、海外県、海外領土では、クレオル文化、ポリネシア文化がある。

多くの国では、単一言語、単一宗教、そして単一民族という幻影によって国家-の帰属意識を形

成しているが、フランスでは、まず宗教は公式には認められず、言語は上記のようにフランス語

を公用語としてはいても、伝統的にはまったくちがった言語であるポリネシア語などをはなす人

もまじっている。民族としてはフランス国籍を持っている人、フランスに住んでいる人のなかに

は、アフ.リカ系もアジア系も大勢いるO　そのなかには、民族的な主張をもたない人々もあり、た
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とえば、フランス国籍をとってフランスに住んでいるひとびとでもイタリア系の人々は、名前が

イタ.リア系らしくみえること以外いかなる差異的な特徴ももたず、ゾラもイタリア文化をになう

ひととはみなされないし、次期大統領をねらうサルコジがイタリア人だという人もいない。しか

し、 「ユダヤ人」と自らを規定する人々はフランスではこんにち60万人をかぞえ、第二次大戦後は

ヨーロッパでは最大のユダヤ人社会を形成している。また、アルジェリアを中心としたマグレブ

諸国の出身者は、フランス国籍をもったもの、就労許可をもったもの、それ以外のものもふくめ、

500万とも言う。そしてその大多数が属するイスラム教はフランスでは第二の宗教として、ことあ

るごとに権利を主張しようとしている。

現在、旧植民地はマダガスカルの独立後は独立要求は下火になっており、マダガスカルの隣の

レユニオンでは、独立後世界最貧国になったマダガスカルの轍をふもうとする動きは皆無にちか

く、カリブ海のアンティーユ、ガデループでも、独立要求はすくtない。タヒチが比較的、独立志

向だが、人口でも、経済でも自立するにたるだけのものはもっていない。

コルシカの現状

コルシカではフランス債となった最初はフランスから役人が派遣されてきて、徴税制度や裁判

制度が整備された。 10万たらずのコルシカにとって過重な負担だったが、フランスでは、住民の

不満をおさえるために大量の現地役人や兵士を雇用した。給与は本土の半分だったが、平均所得

の低いコルシカでは莫大な収入で、以来、コルシカは島内だけではなく、フランス全域に役人と

兵士を供給する場所となった。いまでも、とくに警察などにはコルシカ出身がおおく、貧しい、

開発のおくれた土地のわりに、中央の官界や軍部に豊富な人脈をもっているので知られている。

コルティ大学は閉鎖され、上層階級の子弟は本土の大学-赴いた。

これはある意味でスイスの運命とも似ている。観光や酪農、あるいは精密機械が主要産業にな

るまえは、スイスはヨーロッパの最貧国だった。強力な指導者もいなかったし、気候はさむくて、

農産物は十分には収穫できなかった。山ばかりでも鉱産物もさして発見されていなかった。した

がって、スイス人は、むかしはヨーロッパ中-出稼ぎにでかけた。そのなかでも傭兵として各地

の宮廷で使われることが多かった。それが、かれらの教育水準を高め、国際感覚をみがくことに

なった。これがある程度、自活のできる農村地帯だったら、住民は土地にしがみついて、都会に

も外国にもでることはなかっただろう。・町の学校-子供たちをやるなどということは、絶えて思

いつかなかった。そこから、フランスの農村の絶対的な後進性がでてくる。しかし、スイスや、

コルシカでは、自前の産業がないために、みな都会-でかせぎにゆき、コルシカではとくに軍隊

と官庁-ゆくことがおおかったが、そこでの地位がいかに最低のものであっても、軍隊も官庁も

一応の教育水準は要求し、それが欠けていればそこで教育をほどこしたものだった。下っ端役人

でも役人であれば読み書きはできた。兵隊でも、職業軍人であれば、おなじく読み書きは必要と

された。そうやって、基本的な教育を授けられ、ある程度のたくわえももって島-かえってきた

コルシカ人は自分たちの子供を最初から学校-やって、教育をうけさせる必要性にめざめてい
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た。もっともスイスがその後世界一の富裕国になったのに対し、コルシカはあいかわらず、フラ

ンスの中でもまずしい地方にとどまったが、それは、フランスという国の経済の中で収奪の対象

となっていたからだろうし、スイスのように、観光でもそれほどはなばなしい成果はあげられな

かった(コルシカの唯一のキャッチフレーズは、ナチュラリストの楽園、すなわち、裸の浜辺だ

が、全裸で海水浴をたのしむ人口はそれほど多くはなく、それがかえって、一般観光客の足をと

おのかせている)からでもあるが、また、酪農にもスイスほど適してはいず、まして、精密機械

産業は定着していないからでもある。そのかわりにたとえばかつての宗主国ジェノワのように、

あるいはヴェネティアのように、海運や交易で世界に雄飛してもよかったが、それも条件がとと

のわなかった。コルシカ人はあまり海-でてゆかず、むしろ内陸-こもって山岳民となる傾向が

強かった。やせた、低潅木しかはえない岩山でも土地があるということが、土地をもたないため

にやむなく海-活路を見出したヴェネティアとの違いだった。

いずれにしてもコルシカは意識だけは国際的になり、軍隊や官庁に人材をおくりだしたが、コ

ルシカ自体はまずしいままにとどまった。そしてそれよりもなによりも、コルシカでは、住民た

ちによる自決の要求が強かった。産業革命の波はかぶらなかった(Caratini、 319p),住民はフ

ランス本土やアルジェリア-出稼ぎにでかけた。山岳地帯の牧畜農民のみが島内にとどまった。

生産物はとぼしく、食料であっても本土からもたらされなければならなかった。消費財の90%が

島外からのものだった。

その後、第二次大戦を-て、アルジェリア戦争で、土地をおわれた殖民たちが、アルジェリア

からコルシカ-のがれてきて、そこで、大規模ブドウ栽培をはじめたことが、島民の不満に火を

つけた。

彼らアルジェリア引揚者たちの資本がフランス本土の経済援助の大半を吸収する。外来資本が

島の経済を牛耳る。島内の基盤整備はおくれ、道路もないにひとしく、_本土との連絡交通網も不

十分であり、島内には大学もない。本土では、コルシカ出身者がほかの地域にくらべて活発に進

出している。官庁、軍隊、警察がその例である。それにくらべて、島内の文化、経済は放置され

ている。

1982年の調査では24万人の島民中、コルシカ在住者の子弟は16万人、本土からの移住者は5万

人、そしてのこり3万人が外国人移住者だった。

1976年コルシカ国民解放戦線(FLNC)が組織される。 1998年知事クロード・エリニヤツクが

暗殺される　2000年、 FLNCの元指導者ミッシェル・ロッシ暗殺　2001年、アルマタ・コルサの指

導者、フランソワ・サントニ暗殺。

コルシカの自治要求は「国民主義(nationalisme)」とよばれる。そのなかの穏健派は、コルシ

カ文化(言語、伝統)の保護と、地方経済の発展のための有効な政策を求め、過激派は分離独立

をもとめる。

その後、 1980年代になると、双方の共通の主張は

1.コルシカ人の存在をみとめることO出身はとわず、皐にすみついて、島と運命をともにして

いる人_O
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2.言語ほか、地域文化の尊重

3.経済発展

となる。

コルシカの『愛国主義者』の最初のデモはアルジェリア引き上げ者にたいするもので65年だっ

たo　シメオニ兄弟が愛国主義の週刊誌『立て』 (Arriti)を創刊、翌年「コルシカ地域運動ARC」

を創設、 1975年以降は爆弾テロにかたむく。その年、エドモン・シメオニの指揮のもとにカテラ

ジオの引揚者醸造所を占拠、機動隊と戦闘をまじえ、双方に合計2名の死者と三名の負傷者をだ

す。シメオニはバステイアの県役所に投降するが、騒ぎは全島に波及、テロが連日のようにくり

かえされ、翌年5月にはFLNCが結成され、より穏健なAPC、.のちにUPC (ARCからつづく)と対

立、 76年七月にはアジャクシオ空港で首相の訪問をねらってエールフランスのボーイング707を

破壊、 77年にはバステイアのテレビ局爆撃、 78年はスリンザラ空軍基地攻撃、 79年フランス国営

電力会社の変電所爆破、 85年までのあいだに、テロは2967回に及んだ。 FNLCは非合法化される

が、地下にもぐって活動を継続、さらにいくつにも分裂してテロ活動を継続している　2003年秋

にはエリニヤツク知事殺害犯が逮捕されたが、事態を収拾するにはほどとおい状態である　2002

年には、知事が警察に指示して海岸の仮設のレストランを焼き討ちさせたという事件もあり、中

央政界をまきこんで大騒ぎになった。

コルシカは文学ではメリメの『コロンバ』でとりあげられた。野生動物の狩をするなら理想的

なところ、 「荒涼とした、めずらしい風物」 「その住民の一風かわった性質」といった興味から話

がはじまる。主題はヴェンデッタである。変わったものを求めてコルシカ-きた英国人の大佐と

娘、これはこのころのステレオタイプである。船でであったコルシカの退役中尉は、父親のあだ

討ちをするように期待されて奉り、その重圧にあえいでいる。その妹のコロンバが激しい性格で、

兄を復讐にかりたてる。しかし、彼がためらっているうちに、敵方が待ち伏せをかける。前後か

ら撃たれ、とくに背だか、胸だかにあたったのが、たまたま忍ばせていたと首にあたって、はね

かえった。そして、弾のきたほうをねらって撃ち返すと、敵方をふたりとも一撃のもとに倒した

というので、これは偶然であろう。手練の技などというものではない。本来なら、優柔不断で、

きめかねているところを、敵のほうが先手をうって、待ち伏せをして、じっくりねらって前後か

ら撃ったから、まずはずれるはずはなかったO　その一発が腕の貫通傷で、もう一発が胸のと首

だったというのは、ふつうならそれっきりお陀仏というところだ。それにたいして、敵のいどこ

ろもみさだめずにめくらめっぽう撃ちかえしたらたまたまあたったなどというのは、お話として

もお笑い種で、とうてい信じられない。さらに、マキににげこんだ彼のところ-、英国娘が会い

にきて、云々と、どうも通俗メロドラマである。 (ちなみにこういう冒険物語をフランス語では

『メロドラマ』という)0

ただ、コルシカという土地をマキとヴェンデッタで描写したというメリットはあるだろう。

メリメは『カルメン』ではジプシーを描いた。ヲ-ロツパの少数民族では、ジプシーはおそら

くもっとも悲惨な運命をせおわされている。ヨーロッパで4-500万とも1000万ともいわれるが、ジ
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プシーであるといえば、迫害されるのでまずなのりでることはない。それだけに、彼らの方から

権利主張などもされない。これはコルシカなどとは正反対である。

グロバリゼーションと多様化

アメリカは全世界をアメリカの経済システムにくみ.こもうとして、 「グロバリゼ-ション」イ

コール「近代化」という幻影をあたえて世界侵略をすすめている。アメリカ日加ま多数の民族を

かかえる複合民族国家だったが、そのなかで、たとえば黒人問題などを「解決」したと主張する

ひとびとは、アメリカが単一の民族からなる均質な国家になったと宣伝する。テロに対しては全

アメリカ人が熱狂的に団結して対抗しようとした。テロ以後のフランス商品ボイコットや、アフ

ガニスタンやイラク侵攻は全米の愛国主義的熱狂にささえられてきた。それはあたかも戦時中の

日本の排米感情をさえ思わせるものだった。-しかし、おちついて周りをみまわしてみれば、アメ

リカ国内の人種差別は強固たるものであり、けっして単一国家などというわけにはいかない。そ

のような自国内の現実に目をつむって、世界、とくに東南アジアに対してグロバリゼ-ションと

いう名のもとに経済侵略をつづける。運動靴で有名なナイキはほとんどの工場を海外、とくに東

南アジアに出して、・それらの地域に雇用、経済の面で多大な恩恵をあたえたつもりになっている。

しかし、要するに自国内の生活環境を産業汚染から守るために、 「汚れ物」を外にだしたのであ

り、東南アジアの安い労働力で原価を低くし、またその地域でも販売を促進し、市場をひろげ、

かくて、アメリカ風生活様式を世界に輸出する。この地域の人々が固有の文化をすて、アメリカ

風のジーンズをはき、アメリカ風の運動靴をはいて、ピジン英語をつかい、チューインガムをか

み、アメリカの植民地になりさがる。メキシコやプェルトリコなどを経済的に植民地化したアメ

リカがつぎにねらったのが、東南アジアであり、そのさいの錦の御旗が「グローバリゼーション」

である。日本ではこれが本当の世界化、近代化だとおもって、バスにのりおくれてはいけないと

思い込むものもいるが、じつは、これは東南アジアだけの現象で、イスラム諸国ではみられない

し、_アフリカでもあまり進行していない。なによりヨーロッパはそれに対して、 「多様な文化価

値」をかかげて対抗する。

ところが、そこにまさしくマイノリティの問題がたちあがる。東ヨーロッパ的に民族集団ごと

に′j、国分立がすすめば、 「多用な社会」は団結をうしなってばらばらになる。さらにそれら民族国

・家ごとの国境紛争なども多発する.それにたいして、コルシカ、ブルターニュ、バスクなどのマ

イノリティを全体のなかに同化させ、とりこもうとすれば、 「多様な文化」からの反抗にぶつか

るO　アメリカのグロバリゼ-ション戦略に対して、ヨーロッパが対抗するには、 EUが一致団結

しなければならない。まずはユーロが12カ国で採用された。関税も撤廃された。しかし、そこに

トルコが加入を申請するといっせいに抗議の声がわきおこる。文化的同一性をたてにした反対

だ。それまでは表にでなかったキリスト教文化によるヨーロッパの統一性という暗黙の了解が突

き崩されることに対する危機感だ。実際は、すでにヨーロッパ域内でも多数のムスリムやユダヤ

教徒がいるのであるO　いや、ヨーロッパの少数民族はそればかりではない。中国人、インド人、

-43-



ロマ、などさまざまなひとびとをヨーロッパはかかえている。

まとめ

以上、スラブ圏などにくらべて民族問題がすくないとみられるフランスでも実は、もっとも先

鋭的なコルシカとバスクのほかに、ほとんど権利主張をしないジプシーと中国人がいるのであ

り、また、マグレブ人によるムスリム文化の権利主張がではじめていることが注目される。その

ほかにはI.フランス人とはちがう民族という意識があまりないマルティニックやグアデループの

人たちがいる。フランス人だし、フランス語で教育をうけているし、たいていはカトリック教徒

で、たんに肌の色が多少違うというだけという感じで、同郷会のようなものもあまり聞かないし、

差別されているという意識もないようである。そもそもさまざまな人々の混血で形成された今日

のマルティニック島の住民には、民族意識はないだろう。フランス人のほうでもマルティニック

の住民たちにたいしてはほとんど差別意識をもっていない。たとえば、アルジェリア人にたいし

て観察されるフランス人からの「婚姻隔離」 (トッド、 394p)はマルティニックの住民に対して

は観察されない1990年の調査では、アンテイル諸島出身の男性がフランス本国で本国生まれの

女性と婚姻あるいは同棲をしている率36%である。もっとも文化的にはクレオル文化の主張はネ

グリチュード運動とともになかなか先鋭的ではある。人口ではマルティニックの39万人よりおお

い67万人のレユニオン島でも、民族主義や分離独立運動がすくないのは、隣のマダガスカルの独

立の結果のあまりよくない様子をみていることと、民族的、宗教的、言語的にモザイク状を呈し

ていて、統一運動がおこしにくいということと、また、レユニオン文化、レユニオン文学といっ

たものが、アンティーユのクレオルほど活発ではないということもあるだろう。

ところで、フランスに住むさまざまな人々の問題を本当にとりあげることができるのは、政治

家やソーシャル・ワーカーではなく、文学者である。また、マイノリティの主張も力強い作品に

なって(かならずLも彼らの固有の言語である必要はない)現われたときに、爆弾テロ以上の共

感をよぶことは言うまでもない。マイノリティの側からの作品では、カリブ海のク.レオル文学が

(クレオル語ではないが)ネグリチュード文学と交錯しながらもっとも強く訴える。たとえばマ

リーズ・コンデの作品はまちがいなしに、フランス文学にクレオル9の要素をもたらしたし、クレ

オル文学としても高い独自性をあらわしている。コルシカにそれに匹敵するだけの独自の文学が

あらわれないことについて、コルシカの人口の少なさをあげたが、じつはマルティニックやアン

テイル諸島でも、人口はそれほどおおくはない。マルティニックで39万、グアデループ44万、ギュ

イアンヌ15.6万である。合計100万弱。しかしカリブ海地域全体-の文化的帰属意識もあり、ま

た、ネグリチュード文学との連携もある。もちろん、フランス語読者層一億のマーケットもある。

いずれにしても、マルティニック.'グアデループのフランス語によるクレオル文学の活躍はめざ

ましい。スペイン語によるラテンアメリカ文学にも匹敵するかもしれない。フランス国内でそれ

に対応するものはブルトン語文学とプロヴァンス語文学だろうが、最近はあまり活発ではない。

一方、旧植民地に住んだフランス人の側からの文学では、ヴェトナムではもちろんデュラス(『ラ
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マン』、 『太平洋の防波堤』)があり、アルジェリアではカミュがあるが、奇妙なことにカミュには

アルジェリア人やアルジェリア文化-の言及がほとんどない。 「地中海」という詩でも、古代とラ

テン世界を賛美しても、アラブ世界には目もくれない。オランを舞台にした『ペスト』にもアラ

ブ人はでて`こないし、 『異邦人』では、アラブ人を主人公に無感動に射殺させていも。これをもっ

てトッドはフランス人一般の無意識のアルジェリア人蔑視のあらわれだとしているが、たとえば、

地中海の対岸、ニースの作家ル・クレジオには、アラブ人が(そしてユダヤ人も)よく出てくる。

彼がアルジェリアで暮らしていなかったからだともいえるかもしれないが、現在はメキシコと

ニースに半々で暮らしているはずだカ干、メキシコ人ももちろん、彼の作品にはでてくるoカミュ

のばあいはもっと複雑だったかもしれない。ユダヤ人としては、フランスにはユダヤ系のプルー

ストにしても、エリ・ヴィ-ゼルにしてもたくさんいるが、エリ・ヴィ-ゼル以外はあまり、ユ

ダヤ主義的な発言をしない。たとえば、ハイネはフランスに長く住んでいたが、彼自身の意識は

ともかく、フランスで彼とつきあっていた作家、詩人たちは、ハイネをユダヤ人として特別に認

識していたものは多くはなかった。ネルヴァルの作品にもハイネとのかかわりがでてくるが、「ド

イツの詩人」というだけで、 「ユダヤの。。。」とはどこでも言っていない。・ 「さまよえるユダヤ人」

については、ウジェ-ヌ・シューの小説から最近のドルムソンのものまでたくさんあるが、ラ

シーヌの「エステル」にしてもむろんのことながら、これらフランスの文学作品ではユダヤ人に

たいする差別意識はほとんどみられない。

これらの作品を、すなわち『ラマン』 『異邦人』 『コロンバ』 『カルメン』 『さまよえるユダヤ人』

などとならべてみると、フランス人の少疲民族に対する意識もかなり明確になってくる。そして

もちろん、それに対して、フランツ・フアノンやマリーズ・コンデのテクストを対応させるので

ある。心、意識の問題としての少数民族問題はその-んから解明されていかねばならないのでは

ないだろうか。
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1ここではエスニック集団をとりあげたが、もちろん精神疾患、あるいは伝染性の病気をもっている人のうけ
る差別もあろうし、より一般的にいえば、一般化、標準化の文化、教育からはじきだされる「かわりもの」に
ついてもかんがえなければならない。

2　少数者の暴力的自己主張私彼らが言論の自由などを奪われているときには正当化されるだろう。差別、抑
圧の機構があるかどうかが、少数者の運動のありかたをきめる。分離独立運動には言論の自由の抑圧などはあ
まりみられないだけに、その正当性は否定される傾向にある0 -方、・精神障害者などが、個人の自由をうばわ

れ、私有財産もゆるされないような状況で、なんらかの自己主張をするとすれば、自由の剥奪に相当する暴力
的なものになってもふしぎはないが、こういう人たちの権利主張が暴力的な形を取る例はみられない。性的傾

向の少数者たちも集団でたちあがることはけっしておおくない。 「民族」というきずなが一番、人々を団結さ
せ、容易に暴力にむすびつく。もうひとつは「宗教」,だろう。

3　この地区はサヴォイ公国の債内だった。サヴォイ公国はイタリア疏-のときにけ統一王国の王家になった
が、伝統的にはフランス語文化圏であり、ノかつての公国の首都シャンベリーはいまはフランス領である。

4　ヴェール問題はそう簡単ではない。フランスの公共教育が「ライシテ」の原則にたっていること私だれし-

もみとめており、ムスリムといえども、そのこと自体に反対はしないだろう。子弟に宗教教育をほどこしたけ
れば、私立のそれぞれの宗派の学校にいれればいいのである。もっともカトリックの私立学校が存在するのに
対して、イスラム教の私立学校はほとんど存在しない(リールにイスラムの「リセ・アヴェロエス」が2003年
に出来たoまたレユニオンには前から一校ある)。しかし、 「ライシテ」は宗教を否定するのか、尊重するのか
という点で意見がわかれようo歴史的には19世紀末のカトリック、イエズス会の教育支配を脱するためにライ
シテの原則が打ち立てられ、そのときはイスラム教は考えにはいっていなかったろうOかつては、学校七はイ

エズス会士による宗教教育が行われ、また、ある種の状況では配属将校による軍隊教育がおこなわれた国や時
代もあるo 「ライシテ」とは、それら、公共教育の自由と背馳する原理や制度を排除することを目したもので
あり、政治的中立性(ときには反体制性)とともに、学問教育の自由の基本のひとつでもあろう。

したがって、公立学校-なんらかの宗教集団や、政治集団、あるいは軍人がやってきて、プロパガンダをす
ることは禁じられ、ましてや、特定の宗教政治思想の教郭まおこなってはならないことになっている.

しかし、それと個人の政治、宗教の思想信条の自由は別であり、フランスの公立学校は、いかなる国の公立
学校ともおなじく、いかなる宗派のものであれ、またいかなる政治思想を奉じるものであれ、それを理由に入
学を拒否されることはない。と同時に、入学を許可されるときの条件として、学校では特定の宗教や政治団体
のプロパガンダをしてはならないということも承知させられるのである。

プロパガンダには・暗黙のプロパガンダもあろうo復活祭の日におおきな十字架をかついで登校すれば、こ

れは特定の宗教のプロパガンダに相当するoしかし、その同じ宗教的象徴であっても、ペンダントなどで、着
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衣の下に隠しているかぎりはライシテの原則には背馳しない.着衣の下というのは、心の中というのと同じ

で、個人の尊厳のうちにはいるのである。しかし、襟ぐりのおおきな衣服で、のどもとの十字架がみえるはあ

いはどうだろう。そのあたりになると、 「服装検査」とか「ミニスカート禁止」などとおなじような、個人の

自由の侵害になりかねない。制服がなく、服装が自由であるかぎりにおいて、ペンダントであれ、スカーフで

あれ、自由なはずである。ただ、これ見よがしな羽飾りのついた帽子などをかぶってきたり、水着姿で教室に

あらわれたりすれば、それ相当の規制の対象にはなるだろう。イスラム圏では、国によっては、半そで、半ズ

ボンも禁じられるかもしれない。かたや宗教的理由による禁止、かたや、生活習慣上の常識に反する挑発的行

為としての禁止になるだろうが、イスラム圏では宗教的理由と生活慣習はそれほど区別されないだろう。ス

カーフがモスク-はいるときだけ着用されるものであれば宗教的風俗になろうが、つねに外出時には着用する

ことが慣習となっているところでは、宗教性は意識されないかもしれない。問題はその異文化の風俗習慣をフ

ランスの公立学校に持ち込むことにあるかもしれない。このはあいは宗教の問題より、まさにマイノリティの

画題である。日本の振袖でも、インドのサリーでも、それが習慣だからといって、フランスの公立学校へそ

のようなものを着用してあらわれれば、少数文化の挑発とみなされよう。異質なものをどこまで容認するかで、

ヨーロッパはかなりヨーロッパ性というものにこだわるところがあるかもしれない。

個人の自由にかかわるところでは、宗教上の理由であれ、学校給食などでの豚肉忌避は認められている。あ

るいは、逆に金曜日の魚食も学校給食ではかなり一般的である。宗教行事は国民の祝日となっているクリスマ

ス、復活祭、マリア被昇天、万聖節埠学校で_ももちろん休みだし、日曜には、商店などが営業することは禁じ
られており、そのあたりが、生活習慣によるのか、労働者保護の原則なのか、あるいは、偽装された宗教行事

なのか判然としないところはある。たとえば、 5月1日は本来は古代宗教の春祭りだが、いまは労働者の祭典

であり、ヨーロッパでも、この日を宗教的祝日と認識することはない。

問題はそのようなところにはない。日本でも高校中学での丸刈り反対とか、制服反対の運動などがあった

が、それともまったく関係がない。フランスのこの「ヴェール問題」はもちろん、フランス国内のムスリムた

ちの主張と、一般的な反政府勢力の「プ早パガンダ」が結合したものであり、きわめて政治的なものであろ
う。イスラム世界での女性差別の象徴的なヴェール(スカーフ)について批判的であるはずの進歩派が、政府

の公教育統制に対して、ヴェール着用を支持して反対運動を繰り広げなければならないところに、フランス進

歩派の苦渋があろう。

5　氏族的マイノリティは普通は1万から10万程度の人口をもつものがおおい。 5-60万、あるいは潜在的な数

字をいれると数百万という在仏マグレブ人をマイノリティと呼ぶことがただしいかどうか問題もある。自治権

をもった都市を構成できる人口であれば、とくに保護されなくとも、自主的に自己主張をなしうるだろうとも

思われる。政党でも、労働組合でも、あるいは宗教団体でも、数十万から数百万人という会員数をもっていれ

ば強力な勢力たりえる。コルシカの人口、バスク人の人口が数万から10数万であることを考えれば、その10倍

以上の集団でありうるマグレブ人がフランス国内で正当な権利を主張し、議会に議員をおくるようになれば、

フランスの政治も様子をかえるだろう。しかし、彼らはあくまで、フランスのなかの「外国人」にとどまり、
フランス人になりきらない。これがユダヤ人との違いである。ユダヤ人はユダヤ人としての強烈なアイデン

ティティをもちながら、同時にフランスならフランスの社会にくいこんで、経済的にも政治的にもあるいは文

化的にも発言をし、主張をし、取り分を要求する。

6　ユダヤ人は異端審問時代以後のスペインに残留したマノーニのように、隠れて信仰を維持し、文化的、民族

的アイデンティティを維持するひとびとがみられた。それにたいして、ムスリムはムデハルとしてスペイン社

会にとけこんで混合様式をつくった。現在のフランスのマグレブ人のばあいは、ムデハルのように支配階級で

あったわけではないので、フランス文化にとけこむ意欲はそれほど強くはない。

7　ここでいう「中国人」は主として中国南部沿海部からのいわゆる了華商」だが、このひとたちは、滞在地-
の同化、順応が早い一方、中国-の帰属意識はかなりつよ-く、国籍は維持しているし、一族の墓は故郷にた

もっている。

8　もちろん市民革命の意味でイギリスのピューリタン革命や名誉革命は政権交代でしかない。

9　マルティニックのクレオル文化の特性は非民族性だろう。クレオルという概念ですべてをくくって、ラテン

系もアフリカ系もアジア系も区別しないところだ。
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アラブ世界における共存と対立の諸相

-グローバリゼーションとマイノリティの問題に焦点を当てて-

宇　野　昌　樹
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Ⅴ　共存は可能か-おわりに代えて

I　グローバリゼーションとマイノリティ

グローバリゼーションとは、いったい何だろう。また、マイノリティを如何に定義すべきなの

だろうか。まずは、その辺りのことを記しておきたいO　それは、本論のサブタイトルに示されて

おり、またこの特定研究の主テーマが『グローバル化の中のマイノリティ文化』ということか,ら

も窺えるように、グローバリゼーションやマイノリティという用語が極めて重要なキーワードに

なっているからである。

「グローバリゼーション(globalization)」という言葉は、周知の通り、地球を意味するグロー

ブ(globe)から来ている。何かものとか考えとかがグローバライズ(globalize地球化する)する

こと、つまり今まであった境界を越えて、ものや考え、換言すれば「政治」 「経済」 「文化」が地

球的な規模で広がることを意味している。

グローバリゼーション的現象は、既に新大陸の「発見」から始まっている、あるいはキリスト

教やイスラームの伝播もグローバリゼーションと考えられるのではないか、などといった意見が

あるo　グローバリゼーションという用語自体に共通した理解があるわけではないので、これらの

事象もまたグローバリゼーションの一現象と見ること.は可能である。ただ、本論では、近代から

現代に至る、政治・経済・文化などの諸分野におけるグローバル化の現象をグ、ローバリゼ-ショ

ンと理解しておきたい。

また、ここで留意しておきたいことがある。それはまず、ものや考えが世界化する一方で、も

のや考えが世界的な規模で相互に交流し合って拡大してきたわけではないということである。言

い換えれば、世界化する側と世界化される側の関係が成り立っていて、グローバリゼーションの

流れが、ほぼ一方通行であると言うことである。

また、グローバリゼーションは既存の境界線を越えるという側面を持っているが、他方これと
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は矛盾して境界線を新たに生み出す作用も果たしてきたことも見逃してはなるまい。このことに

ついては、 「グローバリゼーション」をキーワードとして、世界情勢の分析を試みている一橋大学

の伊預谷が、 「近代世界は、商品という共通言語を通じて世界のあらゆる地域を資本主義という単

一システム-と結びつけながら、分断された共同空間である国民国家-と限りなく細分化されて

きた。グローバリゼ-シヲンがナショナルな単位を創りだし、グローバリゼーションとナショナ

リズムとは、近代の歴史のあらゆる局面において、メダルの表と裏として表れてきたのである。」1

と述べていろ。

このグローバリゼーションについて、もう一点指摘しておきたい。それは、我々の考える基点、

当然視してきた事柄、常識などが問い直されているということである。例えば、我々は政治、経

済、文化について考える際、国家、ここで言っている国家とね:近代国家を指しているが、やその

枠組みを前提として考えてはいまいか。ところが、現状は諸々の分野におけるグローバル化に

よって、境界が大きく揺らぎ、国家の境界それ自体や枠組みもまた問い直されているということ

である。一方でEUの発展、拡大による国の境の持ってきた意味が大きく変化し、他方でバルカ

ンのように国家の細分化が進んだことなどは、典型的な例と言えよう0

次に、 「マイノリティ」という言葉について簡単に見ておきたい。これは無論「少数派」 「(宗

教・言語・文化などの)少数グループ」を意味する英語のminorityからきた言葉である。少数であ

るということは、多数があって初めて指摘できることであり、つまるところ数的な比較を前提と

する。

しかしながら、マイノリティが少数として問題になるのは、問題視される事情なり理由があっ

てなるわけである。本報告書のなかの論文『フランスのマイノリティ問題』で、篠田はその冒頭、

「マイノリティが問題になるのは、 「差別」と「迫害」が生じたときである。」2　と述べているが、

マイノリティという用語は、それ自体、政治的、文化的な問題を含意しているということである。

それ故、マイノリティは単に数的に少数であるからマイノリティであるわけではない。

考える視点によっ.ては、ヨーロッパ近代が世界のあちこちに「マイノリティ問題」を作り出し

ておいて、 「マイノリティ」を問題にすること自体、ヨーロッパ近代が生み出した思考法ではない

のか。換言すれば、問題を作った、あるいはその種を蒔いた側が、問題を起こした側に対して、

人権、民主主義云々を盾に「人道に反する」、 「民主主義の敵だ」と指弾する、そのような状況が

ありはしないか、ということである。

また、マイノリティはマジョリティ、つまり多数派になり得るという点も留意しておくべきこ

とであろう。それは、無論マジョリティと考えられている集団も場合によってはマイノリティに

なり得るということを意味している。どのようなことか言えば、ある額域内(国や地方といった

領域)でマイノリティと考えられてきた集団が、見る視点なり、考える枠組み如何ではマジョリ

ティ集団として捉える必要がある場合があるということである。具体的な例を挙げておこう。ア

1　伊稼谷登士翁「グローバリゼーション」 『現代思想のキーワード』現代思想　第8巻第3号、青土社、 2000

年、 26ページ

2　篠田知和基「フランスのマイノリティ問題」特定研究報告書『グローバル化の中のマイノリティ』、 2005年、

25ページ
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イヌの人たちは、日本国内では極めて少数のマイノリティ集団であるが、ある特定のアイヌ社会

を考察対象とした場合、アイヌの人たちが多数を占める場合があり、その際それ以外の人たち、

例えば日本人が少数居住していた場合には、彼らが少数になる場合もあるということである。ま

た、イスラエル国内のアラブ系住民(パレスチナ人)はマイノリティであるが、被占領下の西岸

やガザ地区ではマジョリティだということである。従って、マイノリティかマジョリティかの線

引きは、固定的に考えるのではなく、流動的であり、逆転可能なものとして考えておく必要があ

るということである。

以上のことに留意しながら、アラブ世界を例にグローバル化におけるマイノリティの問題につ

いて論じたい。

Ⅱ　グローバリゼーションとアラブ世界

「グローバリゼーションとは、一方では、近代におけるナショナルな存在とグローバルな世界

との関係、言い換えるならば国民国家の絶えざる形成・再編とグローバルな世界秩序の編成替え

として、他方では、現代における政治・経済・文化などの諸活動における領域性の解体、国民国

家というシステムの揺らぎとして、とらえられている。」3であるならば、アラブ世界は、過去か

ら現在に至るまで、まさにそのような場であると言える。アラブ世界の国家の枠組みが如何に作

られたのか、また今なお混迷の続くパレスチナ問題を見ても、そのことが理解できるであろう。

そこで、ここでまず、アラブ世界の枠組みの有り様が、どのような問題を内包しているのか、

東アラブ世界を例に見てみたい。過去「ビラード・シヤーム(歴史的シリア)」と言われ、現在、

シリア、レバノン、パレスチナ・イスラエル、ヨルダンといった国や地域があるところは、長ら

くオスマン帝国が支配していた地域であったo　このオスマン帝国の統治システムは、ヨーロッパ

世界で培われてきた民族を軸としたものではなく、宗教を軸としたものであったO　また、重要な

ことは、 「ウンマ-イスラーム共同体においてイスラーム教徒は優越した存在ではあったが、非イ

スラーム教徒のユダヤ教徒やキリスト教徒諸派、ゾロアスター教徒も、ズィンミ- (保護民)と

してイスラーム社会のなかに組み込まれていた。組み込まれていたとは、法制度としてマイノリ

ティの存在が保証されていたということである。ズィンミ-とは、安全を保障される人びととい

う意味で、ジズヤ(人頭税)をはらうという条件で、彼ら独自の宗教、法、生活習慣、言語など

を保ち、同化を強制されず自治を許されていた。こうしたシステムはズィンミ-制度と呼ばれて

いた。」4っまり、マジョリティであるムスリムとマイノリティであるそれ以外の宗教共同体の人

びとが、稀にキリスト教徒、ユダヤ教徒、また少数イスラーヰ宗派教徒など-の抑圧や抗争事件

が起こったり、また優劣関係はあったにしろ、共存する体制ができていたのである。

しかし、特に19世紀に入って、ヨーロッパ世界でナショナリズムが高揚し、その結果国民国家

3　伊橡谷登士翁『グローバリゼーションとは何か一液状化する世界を読み解く』、平凡社新書、平凡社、 2002
年、 19ページ

4　田村愛理『世界史のなかのマイノリティ』世界史リブレット53、山川出版社、 1997年、 7及び8ページ
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生成の胎動が激しさを増し、他方英仏を始めとする帝国主義列強がオスマン帝国の解体を目論ん

で、政治的∴軍事的干渉を強めて行くO　第一次世界大戦の発端ともなり、また1990年代にはボス

ニア内戦やコソボ紛争が発生したバルカンにおける民族対立は、このような帝国主義列強による

オスマン帝国-の干渉により、その社会に問題の種が蒔かれたことから来ている。また、オスマ

ン帝国内で19世紀末から第一次世界大戦にかけて発生したアルメニア人に対する大虐殺事件も、

同様に列強の干渉がその背景にある。

ところで、当時アラブ世界はどのような状況だったのであろうか。東アラブ世界は、 16世紀初

めからオスマン帝国の支配下にあったが、 19世紀中頃からはヨーロッパで高揚していたナショナ

リズムの影響を受けて、-知識人層の中からアラブ民族主義が叫ばれ始める。このアラブ民族主義

思想は、既に列強による植民地支配を受けているところでは反植民地主義思想、またオスマン帝

国の支配下であれば、その支配から脱却をめざす反オスマン帝国思想、いわば反体制思想として、

重要な役割を担って行くことになる。このようなナショナリズム思想のアラブ世界-の波及は、

グローバリゼーションの一つの現象として捉えることが出来ようO加えて、指摘しておきたいこ

とは、このような世俗主義的思想の影響力拡大は、それに対する反発や反西欧、反植民地主義の

立場をとるイチラーム「原理主義(復興主義)」5思想を生み、大きな影響力を持ちながら、今日

に至っている。このような思想的立場から見て、グローバリゼーションの副産物であり、また19

世紀的反グローバリゼヤションと見ることも可能であろう。

アラブ世界、とりわけ500年余り異民族であるトルコにより支配されてきた東アラブ世界は、第

一次世界大戦でオスマン帝国が敗北したことにより、代わって英仏両帝国主義国により委任統治

という名の帝国主義支配を受けることになる。具体的には、オスマン帝国傍のアラブ属州として

あった地域が、英仏の利害関係を反映して細かくシリア、レバノン、パレスチナ、ヨルダン、イ

ラクなどに分割化されたのである。つまり、今で言う国民国家の境界線が設けられてしまったの

である。しかも、その線引きは、地域の文化や社会、また歴史性はほとんど考慮されずに行われ

た。その結果、特定の宗教・宗派や民族集団が複数の国に分散して生活するようなケースが生ま

れた。例えばイラン、イラク、シリア、トルコなどの国にまたがって居住するクルド人6、あるい

は同様に複数の国に分散して居住する少数宗派のアラウィ派やドゥルーズ派のような人びとは典

型的な例である。

5　イスラーム「原理主義」に関しては様々な議論があるが、この用語が普及したのが1979年のイラン・イス
ラーム革命を契機に、米国でイスラーム原理主義が「狂信的危険思想」として頻繁に使用してからであり、そ

の意味で今日的な意味でのグローバリゼーションと深く関わらていると言えよう。.r原理主義」を巡る議論に
ついては、臼杵陽『原理主義』シリーズ・思考のフロンティア、岩波書店、 1999年、を参照。尚、イスラーム

復興主義思想及び復興運動に関しては、小杉泰『現代中東とイスラーム政治』、昭和堂、 1994年、が参考にな
る。

6　クルド人は、少数民族の一つとして扱われて論じられる場合が多いが、その人口は約2500万いると言われ、

数から見て決して少数ではない。しかし、彼らが居住するそれぞれの国のなかでは少数派集団であり、それぞ

れの国で置かれている状況は異なるが、政治的に微妙な立場に置かれている。彼らが使うクルド語は、印欧語

族に属するベルシア語系の言語であるが、クルド語は統一的な民族言語ではなく、相当に異なる4方言から

なっている。また、彼らの宗教も約4分の3はスンナ派である,が、残りはシーア派や少数ながらキリスト教

徒、ユダヤ教徒、ヤジィ-ディ教徒などがいる。このように、クルドというと一纏まりの集団のように考えら

れがちではあるが、彼らの社会は複雑かつ多様である。
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国民国家は、その傍域内の人びとがナショナリズムを共有する、換言すれば、同一民族である

という意識をお互いに持つことを通して一つに纏まるといった性格を持っている。要するに、安

定した国家を築くには、ナショナリズムのような国民統合のためのシンボルを必要とするのであ

る。しかしながら、アラブ世界は独立当初から、体裁は国民国家の形をとりながらも、その内実

は国民統合のシンボルを欠き、加えて国家に属する国民が民族、宗教・宗派において多様なアイ

デンティティを持つ複雑かつ不安定な要素をそのうちに抱え込んでいたのであるo

中東は常に不安定な情勢であるとの見方が一般であるO確かに、紛争の絶えない地域ではある

が、その原因は、そこに暮らす人びとの信仰心や価値観などにあるというよりは、異なる民族、

部族間、宗教・宗派間の対立抗争、ひいては紛争までを引き起こしかねない諸々の種を、その社

会内部に蒔き散らしたヨーロッパ列強の帝国主義政策にあったと見るべきであろう。それは、言

葉を換えれば、ヨーロッパ近代の副産物として産み落とされたものであったのである。そして、

ヨーロッパ近代の産み落したもののうちで、今なおアラブ世界の中で最も大きな影響を及ぼし、

かつ世界情勢にも多大な影響を与え続けている問題は、パレスチナ問題を措いて他にはあるま

い。そこで、次節では「グローバリゼーション」及び「マイノリティ」の視点から、パレスチナ

問題について考察したい。

Ⅲ　グローバリゼーションとパレスチナ問題

-ヨーロッパのユダヤ人問題として

ヨーロッパにおける近代は、 「絶えず、 「われわれ」と「他者」とを明確に区別し、統合化と差

異化が繰り返される過程」7であった。換言すれば、 「ヨーロッパの歴史を貫いてきた反ユダヤ主

義において、所詮ユダヤ人とは「ユダヤ人とされた人」のことであった。人間をユダヤ人と非ユ
ジェンタイル

ダヤ人(異邦人)とに分類して、キリスト教は異邦人の宗教なのだとする(使途行伝28章28節)

キリスト教の立場は、ユダヤ人差別を助長してきた。」8っまり、ヨーロッパ近代はグローバル化

されるなかで、前で見てきたように、一方でナショナリズムを高揚させ国民国家を生み出してき

た。しかし他方で、ナショナリズムの副産物、ないしはその帰結として、ヨーロッパ各地で反ユ

ダヤ主義の嵐が吹き荒れ、ポグロム9やホロコースト10を生起させたのである。そして、そのよ

うな一連の反ユダヤ主義がシオニズム11ーを生み出し、そのシオニズムがヨーロッパに居住するユ

7　伊津谷登士翁、前掲書『グローバリゼーションとは何か・ ・ ・』、 19ページ
8　板垣雄三『石の叫びに耳を澄ます一中東和平の探索』平凡社、 1992年、 24ページ

本書は、パレスチナ問題を考察する上で必読書の一つである。
9　ポグロムとは、 19世紀ロシアや東欧で発生した一連のユダヤ人抑圧事件のことo
lO　ホロコーストとは、第二次世界大戦における、ナチス・ドイツによるユダヤ人大虐殺のこと。
11シオニズムとは、 「ユダヤ人国家を建設しようとする運動。 19世紀後半、中・東欧の多様なイデオロギー的

立場からするユダヤ人知識人の活動によって、その輪郭が形成された。しかし運動の組織化は、ハンガリー出
身の-ルツルが1897年スイスのバーゼルで世界シオニスト機構を設立したのに始まるO」板垣雄三「シオニズ
ム」 『新イスラム事典』平凡社、 2002年。尚、ユダヤ人、ないしユダヤ人問題についての文献は多数あるが、
反ユダヤ主義-イスラエル建国-パレスチナ難民-パレスチナ問題といった一連の政治的、社会的、文化的問
題に直結するだけに、書き手の政治性、思想性が問われるという微妙な間麿が存在している。
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ダヤ系住民のパレスチナ-の移住を促し、最終的にホロコーストがイスラエル国家独立の契機を

作り出したのであった。12

パレスチナ問題とは、このような一連の流れが問題の底流にあり、決してパレスチナを巡るア

ラブ・ユダヤ間の領土を巡る対立でも、また民族・宗教対立といった次元の問題なのでもない。

また、パレスチナ問題は、ある意味において、歴史的に離散の民(ディアスポラ)、流浪の民と

なっていた(されてきた)ヨーロッパのユダヤ人が、パレスチナの地に暮らす人びとを、同じよ

うな境遇の民にするという問題をも内包しているのである。つまり、 「新しい『ユダヤ人』的存在

としてのパレスチナ人」13を生み出したのであった。

それでは、パレスチナ問題がパレスチナを巡るアラブ・チダヤ間の額土を巡る対立でも、また

民族・宗教対立といった次元の問題なのでもないとすれば、パレスチナ問題とはそもそも如何な

る問題なのであろうか。今日、メディアを通して伝えられる「パレスチナ問題」は、イスラエル

が1967年の第三次中東戦争でヨルダンから占頒した聖地エルサレムを含む西岸地域とエジプトか

ら占領したガザ地区のパレスチナ住民のパレスチナという独立国家建設を巡る占領者側であるイ

スラエル(軍)と被占領者側であるパレスチナ人の問題として描かれている。しかし、果たして

そのような問題なのであろうかo

問題の構図は、それよりはるかに複雑で、それを理解することも容易なことではあるまい。 「パ

レスチナ問題」はまず、そこに暮らしていたアラブ系住民の問題であると同時に、移住し、入植

してきたユダヤ人自身の問題でもあるのだ。前で見てきたように、ヨーロッパにおけるユダヤ人

に対する差別、抑圧事件を受けて、またシオニズム運動の波及によって、元々ヨーロッパから移

民してくる以前に、既に少数集団ではあったがパレスチナにユダヤ教徒が居たこと。またヨー

ロッパ以外にもアラブ世界を中心に多数のユダヤ教徒が生活しており、彼らはイスラエルが建国

されて以降、特に「パレスチナ問題」が国際紛争として深刻化するに伴い、大量のユダヤ教徒が

イスラエル-移住して行った。このような移住の波は、イスラエル帰還法14の制定などが後押し

し、 1991年ソビエト連邦の崩壊を受けて多くのロシア系のユダヤ人が移住、また1990年代初めの

ェ≠オピアで発生した大早魅に端を発する政情不安を受けて、現地に暮らすエチオピア系ユダヤ

教徒(フアラーシャ)などの移住も行われている。

このようなに、イスラェルは国家が誕生する以前から始まるユダヤ人による度畢なる「移住」

によって生まれた国家であった。しかも、移民の出身地は初期段階から建国に至る期間は、ロシ

アや東欧が中心であったが、建国後はアラブを始め世界各地からユダヤ人ないしユダヤ教徒15が

12　ヨーロッパのユダヤ人によるパレスチナ-の移住については、高橋和夫『アラブとイスラエル』講談社<現

代新書>、 1991年、を参照。

13　板垣雄三　前掲書『石の叫びに耳を澄ます』、 25ページ

14　イスラエル帰還法とは、世界に離散(ディアスポラ)の状態にある「ユダヤ人」であれば自動的にイスラエ

ル国籍が与えられる法律のことで、 「イスラエル国家はユダヤ人国家である」とのイスラエルの国家理念が具

現化されたものである。臼杵陽『見えざるユダヤ人-イスラエルの<東洋>』平凡社<選書>、 1998年、 163

及び164ページ

15　ユダヤ人とは誰か、何者なのか、という問題は、イスラエルにおいてすら深刻な政治的争点になっており、

今なおその定義が定まっているわけではないO　ただし、現時点でイスラエルでは、 「ユダヤ人を母とする者ま

たはユダヤ教徒」と定義されている。
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移住してきたのであった。加えて、 1948年のイスラエル独立宣言をきっかけに発生した第一次中

東戦争により多数のアラブ系住民、彼らは後にパレスチナ人と呼称されるわけであるが、が周辺

アラブ諸国-難民として流出、あるいは追放さ・れたが、残った人たちも多数いて、 「アラブ系住

民」としてイスラエル国家に組み込まれることになった。その結果、イスラエルは彼ら「アラブ

系住民」と世界中から押し寄せてくるユダヤ系の人びとが織り成す、他に類のない複雑な社会が

形成されることになる。

ユダヤ人は、そもそも単一の民族集団ではないO　それは、彼らが歴史的に共通の言語を話して

きたわけではないことからも明白であろう。また、ユダヤ人はその出身地によってアシュケナ

ジームとスフアルディ-ムに大別され、前者のアシュケナジームとはロシア、東欧に居住し、イ

ディッシュ語を喋るユダヤ人を指し、後者のスフアルディ-ムとは1492年にイベリア半島の最後

のイスラーム王朝、ナスル朝が滅亡したことを受けて、同地域から追放されオスマン帝国領を含

む地中海沿岸地域に離散したユダヤ人で、中世スペイン語の-方言に近いラディ-ノ語を喋るユ

ダヤ人を指していたo　しかし、現在イスラエルにおいて、アシュケナジームとは欧米系ユダヤ人

を指し、またスフアルディ-ムとは非アシュケナジーム全体、つまりアジア・アフリカ系ユダヤ

人を指すことが多い。16しかし、問題は出身地の違いから来る名称の違いではなく、イスラエル

社会の内部に出身地に起因して社会的、経済的格差が生まれ、それが歴然と存在することである。

アシュケナジームの人びとは、実際にイスラエルの国家建設を担ったと自負し、支配階層を占め

てきたし、スフアルディ-ムの人びとは、その多くはイスラエル建国後に、元々生活していたと

ころで受ける差別・抑圧といった政治的、社会的理由や17、これに起因する生活難といった経済

的理由など、様々な理由から移住してきた人びとで、工場労働者、農業労働者などとして経済を

支えてきた階層である。この問題に関して、 「アシュケナージ一系18は一般的に裕福であり、知

的水準も高いのに対し、セファルディー系19は貧しいものが多く、知的水準が低い。」20といった

議論が現地イスラエルでも聞かれた。しかし、 .とりわけ「知的水準が云々」の記述はアシュケナ

ジームからの見方、つまり差別を肯定する考え方で、支配する側の論理そのものであり、′差別の

構造を全く理解していないと言わざるを得ない。

さらに、前で見たように、 1990年代初めにエチオピアからの「難民」21を受け入れたわけだが、

これによって、イスラエル国内で「ユダヤ人とは何か」といった論争が再熱し、他方で彼ら黒人

系ユダヤ人に対する露骨な差別事件なども発生して大きな社会問題となり、今日に至っている。

16　前掲書『見えざるユダヤ人』 17ページ

17　イスラエル建国前までは、中東・アラブ世界にも多数のユダヤ系住民が居住していたが、イスラエルとアラ

ブとの対立が激化し、政情も不安定になるのに伴い、その多くがイスラエル-移住して行った。因に、現在も

なお-定数のユダヤ系住民を抱えているアラブの国は、モロッコ、チュニジアなどである。

18　アシュケナジーに同じ。この複数形がアシュケナジーム。

19　スフアルディ一に同じ。複数形がスフアルディ-ム。

20　上田和夫『ユダヤ人』講談社<現代新書>、 1986年、 200ページ。

21難民を括弧にくくったが、その理由は当時エチオピアや隣国のスーダンでは長く続く紛争で土地が荒廃、こ

れに追い討ちをかけるように大早魅が襲い、多数の餓死者が出た。それ故、ユダヤ系のエチオピア人に限ら

ず、多くのエチオピア人やスーダン人が生死の境をさまそっている状況のなかで、 「ユダヤ人」を理由にイス

ラエル-の移住を認め、イスラエルから航空機を出して救出したのである。イスラエル帰還法の持つ差別的性
格を如実に示しており、これを示すためである。
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このように見てくると、イスラエルのユダヤ社会は、ヨーロッパ、特にその数も多く、またナ

ショナリズムの運動が激しかったロシア、ポーランドなどからの排外主義のターゲットとなって

迫害された人びとがまず移住して支配的な地位を確保した。そして、その後中東・アラブ世界や

アフリカ、南北アメリカなどからユダヤ移民を受け入れて行ったが、差別され、抑圧されてきた

東欧系ユダヤ人、つまりアシュケナジームの人びとが、彼ら以外のユダヤ人を常にマイノリティ

として下位に置くことで差別し、これを拡大再生産するという差別の構図が見えてくる。

ヨーロッパは、ユダヤ教徒をユダヤ人としてマイノリティという枠をはめ込み、国民国家形成

の道具として差別、抑圧してきた。そして、彼ら-の差別、抑圧は、今なお完全には解消されず

に存在し続けている。そして、その被差別集団であるユダヤ人が、イスラエルというユダヤ国家

を建設したことで、ユダヤ人同士が差別し合い、また元々その地で生活してきたアラブ系住民を

マイノリティという枠にはめ込んで差別する社会を作り上げてしまったのである。しかも、イス

ラエルはユダヤ人国家として、マイノリティである「アラブ系住民」の分断を行っていったので

ある。次章では、このようなイスラエル内の「アラブ系住民」を含め、パレスチナ人にとっての

パレスチナ問題について論じたい。

Ⅳ　パレスチナ人にとってのパレスチナ問題

パレスチナ人とは誰のことか。一般論としてだが、 ,我々が何々人と言う時、何々に当たる特定

の国家があり、その出身者という意味付けをしている。例えば、彼はフランス人と言えば、その

際彼がフランスという国の出身者であるということを含意しているのである。しかし、パレスチ

ナ人のように国家を未だ持ち得ていない民もおり、その多くの場合、言語を共通にしている民族

に冠される名称である。しかし、パレスチナという名称は民族名ではない。彼らはアラビア語を

共通言語とする人びとで、アラブ人であるとの意識を持っている。つまり、アラブ人なのである。

ただ、前に述べたように、この地域はオスマン帝国が長く支配していたところで、その統治シス

テムは宗教・宗派を軸に成り立っていた。それ故、ヨーロッパのようにどのような言語を話すか

は人間を区分けする上で重要な指標ではなかったのである。パレスチナの人びとも自らをアラブ

人と意識したのも、相当に後になってからのことと理解しておく必要があろう。

ところで、パレスチナ、ないしはパレスチナ人という呼称は、いうぐらいから使われ始めたの

であろうか。正確なところは分からないが、パレスチナ問題の畢生を受けて、国際社会が冠した

名称、つまり他称であるという側面があるかと思う。しかしながら、パレスチナ人という言葉に

ついては、彼ら自らが民族的自決権、郷土-の帰還権といった諸権利を主体的に求めてきたこと

が、結果としてパレスチナ人という名称を国際社会のなかで定着させたという側面があり、この

言葉を使う際、その点は十分に留意しておく必要があろう。

しかしながら、パレスチナ人も様々な「顔」を持つ、正確には持たされた人びとである。ここ

で言っている「顔」とは、様々な境遇に置かれ、また歴史を背負ってきた人びとがいるという意

味である_。例えば、パレスチナ難民と一口で言っても、どの紛争で難民になったかによって、そ
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の置かれている状況は異なるし、またどの国で難民となって生活しているかでも同様に状況が異

なるのである。ここでまず、イスラエル建国後も国内に残り生活してきたアラブ系住民について

考えてみたい。

イスラエル国内では、イスラエル国籍を持つアラブ系住民を「アラブ系住民」、ないし「アラブ

系イスラエル人」という言葉を使って表現し。パレスチナ人という言葉を使うことはない。前章

で、同様の言葉を使って彼らを表現してきたが22、この言葉の裏には政治的な意図が隠されてい

ると考えるべきであろうoつまり、パレスチナ問題を「イスラエル」から引き離すためである。

それでは、彼らは、自分たちのことをどのように意識しているのであろうか。この点について、

明確に答えることは難しいが、彼らの多くはパレスチナ問題が国際的な紛争として注目を集め、

またパレスチナ解放運動が大きなうねりになるにつれて、自らをパレスチナ人として意識し、今

に至っていると推察される。そこで、これからは彼らを「イスラエル系パレスチナ人」、ないしは

パレスチナ系住民と表記したい。

イスラエル建国後もその地に残ったパレスチナ系住民が社会的、経済的にアシュケナジームや

スフアルディ-ムの下に三級市民として置かれ、差別的な待遇を受けてきたことはよく知られTI

いる事実である。ただし、パレスチナ系住民と言っても単一の集団ではないので、どのような人

びとがいるのか見ておこう。

イスラエル国内のユダヤ系住民の全人口に占める割合は、 「国家のユダヤ化」を進めているにも

かかわちず、増加傾向になく、 1990年当時85%程度であったが、最近の統計(2002年)によると、

ユダヤ人口は77% (約510万人)、残りの人口23%のうちパレスチナ人口は19% (126万人)という

結果が出ている23。これは、ユダヤ人の流出と出生率がパレスチナ人に比べ低いこ`とに起因する

のであろラ。この19%のパレスチナ人口は、しかしながら、アラブでは共通しても多数の宗教・

宗派に分かれて、その社会が決して一枚岩であるわけではない。多数を占めるのは、我々が一般

にイスラームとして思い描くイスラー云・スンニー派であるが、イスラーム宗派では他に、シー

ア派の一派イスマ-イ-ル派から分かれたドゥルーズ派の信徒が相当数居住している24。また、

キリスト教徒もギリシア正教会やローマ、・カトリックなどの諸派が存在する。従って、彼らの社

会はマイノリティでありながら、相当複雑であるといえる。しかし問題は、諸々の宗派社会がマ

イノリティとして存在するということではなく、イスラエル政府によるパレスチナ系住民の分断

が行われてきたということである。

具体的には、イスラエルが建国されてしばらくして、同国に残ったパレスチナ系住民を管理し

易くする産めに、パレスチナ系住民のうちでも比較的少数集団のドゥルーズ派とイスラーム・ス

ンニー派に属するが、その生活様式から都市、農村から切り離されてマイノリティ的存在として

22　「アラブ系住民」と表記したのは、イスラエル国内のアラブ系住民もパレスチナ問題の当事者なのだとい

うことを、このような形で強調したかったからである。

23 "Diary 2004", PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs) , 2004

24　ドゥルーズ派は、イスラームの宗派ではあるが、独特の教義、宗教伝統、宗教階層を持ち、過去異端視され
ることがあった。レバノンやシリアを中心に居住しており、全人口は100万人程度。詳しくは、宇野昌樹『イ
スラーム・,ドルーズ派』第三書館、 1996年、を参照。
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あるベドウィン(アラブ遊牧民)の一部25を兵役の義務を負わせる見返りに優遇するとの措置を

講じた。この措置により、パレスチナ系住民間の分断化が進み、統一どころか反目し合う関係が

作られて行ったのである26。このような反目し合う構図は、今も変わっていない。また、特にドゥ

ルーズ派の人びとは、社会的、経済的に優遇されているものの、イスラエル国内のパレスチナ社

会やパレスチナ難民などの人びとからは「裏切り者」のレッテルを張られることもあり、その立

場は極めて微妙である。

ユダヤ人、ないしユダヤ教徒は、彼らが住むところ全てでマイノリティとして存在してきた。

そして、イスラエルを建国し、その国の枠内では初めてマジョリティとなったのである。しかし

ながら、イスラエルは、アラブ世界のなかでは、やはりマイノリティの位置に甘んじざるを得な

かった。そのようなマイノリティ的存在の「ユダヤ人」がパレスチナ系住民というマイノリティ

集団を生み出しているのである。そして、差別され、抑圧されてきた彼らが、パレスチナ系住民

を差別し、抑圧する社会構造を築き、しかも巧妙な分断政策を行って、パレスチナ系住民同士が

反目する如き、差別し合うような社会を作り出したのである。

最後に、イスラエル以外で居住するパレスチナ人の問題について見てみたい。パレスチナ問題

が語られ、また論じられる際、これまで見てきたようなイスラエル国内の「アラブ系住民」を問

題の文脈のなかで扱うことは稀であったが、パレスチナ問題の一方の当事者であるパレスチナ人

をマイノリティとして捉えるようなものもほとんどなかったように思う。特に、パレスチナ問題

をマイノリティの視点から捉えるということの有効性やその是非について、ここで細かく論じる

紙幅はないが、一つ言えることは、パレスチナ人がイスラエルや西岸、ガザ地区にとどまらず、

その周辺のアラブ諸国に難民として生活していること、そしてこのような難民の人たちがそれぞ

れ居住する国でマイノリティ集団として扱われていることなどを考慮すると、マイノリティとい

う視点もまた、大変に重要なものであることが理解できよう。

また、ここで指摘したいことが幾つかある。まず、過去パレスチナ問題-の関心は、特に周辺

アラブ諸国-逃れて行った難民の人たちやその組織-向けられ、イスラエルが占領している西岸

とガザ地区、またイスラエル国内のパレスチナ人-はあまり関心が向いていなかったということ

である。その理由として、パレスチナ解放運動が周辺アラブ諸国の難民キャンプを中心に行われ

てきたことが挙げられる。また、 1987年12月に占額地ガザ地区でパレスチナ人の暴動が起こり、

それが瞬く間に全占頒地-広がると、国際世論の目はパレスチナ被占領地西岸及びガザ地区-集

中し、以後今日に至るまでその傾向に大きな変化がないということ。要するに、 87年の暴動(第

一次インティファーダ27)を境にパレスチナ問題が西岸及びガザに特化されてしまい、それまで

25　ベドウィンはそれぞれの部族単位で生活頒域を持つことが多く、イスラエルでも南部と北部のベドウィンは
.部族を異にしている。北部のベドウィンは多くのスンニー派やキリスト教諸派の人びと同様義務兵役を拒否し
ているが、南部のベドウィンはイスラエル建国後しばらくして、兵役を受け入れた。

26　イスラエル国内のパレスチナ系住民の置かれている状況については、日本では未だあまり著書がないのが実
情であるO最近出た本では、 Ghanem, As'ad.,''The Palestinian-Arab- Minority in Israel, 1948-2000, State University
of New York Press, 200L　尚、参考になる著書として、 Minns, Amina & Hijab, Nadia., Citizens Apart - A Portrait
of the Palestinians in Israel, I.B.Tauris, London, 1990.などがある.

27　パレスチナ被占顔地で起こった民衆蜂起のことで、 1990年頃まで続く。従来、 「インティファーダ」とだけ

言っていたが、 2000年9月にシャロン琴イスラエル首相がェルサレムのイスラームの聖地内にあるアル・アク
サー・モスクを突然訪問したことから暴動が再熱、これを第二次インティファーダとしたことから、 87年に発
生したインティファーダを第一次としたのである0
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パレスチナ問題に切っても切り離せなかった難民の問題が立ち消えてしまったのである。そして

現在、メディアのなかでパレスチナ問題と言えば、イスラエル軍のガザ地区からの全面撤退問題

やパレスチナ評議会・議長選挙といったものが主で、かつてメディアの主役であった難民の人た

ちについて、また彼らが抱える問題について論じる報道は皆無に近い0

しかしながら、この「難民」の問題は極めて大きな問題であると思うので、ここで触れておき

たい。パレスチナ難民の総数は、その把握が極めて難しい状況である。それは、ひとえに「難民」

の定義が暖味だからである。ノこのことに留意しながら、難民の人口を見てみようOまず1948年の

第一次中東戦争で難民になったパレスチナ人の数は、当時のパレスチナに居住していた全アラブ

人口の75%に当たる72万6千人にのぼり、「1948年難民」と呼ばれるoまた、50年にUNRWA(国

連パレスチナ難民救済機関)に登録された難民の数は914,221人であった。

そして、67年の第三次中東戦争七は、ヨルダン支配下にあった西岸とエジプトの支配下にあっ

たガザ地区が占頒され、約30万人の難民が発生したが、その際の「難民」に対しては「displaced

persons追放流民、ないし強制移住者)」という扱いがされた。また、この30万人のうち、約17

万5千が二度目の難民になった人たちであった。二度目の難民とは、48年に西岸、ないしガザ地

区-逃れて難民になり、67年に西岸、ないしガザ地区から周辺アラブ諸国-逃れて難民になった

という意味である。このような難民がいたこと自体驚きであるが、その数が17万5千にものぼっ

たことに驚情とさせられる。

現在(2003年現在)の「1948年難民」の総数(第一世代及びその子や孫たち)は550万にのぼる

と推定され、そのうち約400万人がUNRWAに登録している難民であるOまた、地域、国別の登録

難民の数は、西岸-65万(全人口比oOCO/")
OL.D/。)、ガザ地区190万(同84.5%)、ヨルダンー172万(同

34.8%)、シリア-41万(同2.7%)、レバノン-39万(同11.5%)、となっている280これらの数

値から、ガザ地区における難民の比率が異常なほどに高いことが分かる。また、周辺諸国のうち

ヨルダンが最も難民の人口比が高いが、二重国籍、つまりパレスチナ人でありながら、ヨルダン

国籍を持っている人も多くいると言われ、パレスチナ系の人が実質的に占める割合は50%を優に

超えると見られている。ただ、ここで特に問題にしなければならないことは、パレスチナ人が、

あるいは難民の人たちがどのような扱いを受けているかである。

どの地域、どの国で暮らそうが、難民として難民キャンプで生活する人びとは、大変に厳しい

生活環境に置かれることになる。そこが、たとえ同じパレスチナ人が暮らす土地であっても、難

民として生活することを余儀なくされている人びとにとっては、厳しいことに違いはないし、そ

こがイスラエル軍によーって占領されているところであれば、置かれている状況の厳しさはより一

層のものがあろう占日本のメディアはあまり報じないが、イスラエル軍によるパレスチナ人に対

する人権侵害は日常的に行われているのである。また、パレスチナ難民を抱える周辺アラブ諸国

においてもレバノンのように、難民の出入国を制限したり、公共部門での就労を認めないなど、

諸々の制約を課されている。このように、パレスチナ難民を取り巻く環境は、今なお極めて厳し

28　難民の人口については、前掲書'-Diaiy 2004", PASSIAを参考にした。
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く、国際社会から、またメディアから無視されている分、より一層厳しい状況に置かれていると

言えよう。

パレスチナ問題が起こされて以降、多くのパレスチナ人が、一方で「難民」として周辺アラブ

諸国を中心に、世界- 「離散(ディアスポラ)」し、他方で生活する先々、特にパレスチナ被占鋳

地西岸やガザ地区で「マイノリティ」として排除され、また差別されるという状況に置かれてき

たのであった。これはまさに、パレスチナ人の「ユダヤ化」に他ならない。ヨーロッパが「ユダ

ヤ人」を道具に「第二のユダヤ問題」を作ったとは言えまいか。

Ⅴ　共存は可能か-おわりに代えて

アラブ世界は、特に19世紀に入って、ヨーロッパ列強による帝国主義政策により、まかりなり

にも維持してきた諸集団間の共存関係が崩され、列強の利害関係に基づいた枠組み再編が行われ

た。そしてその過程で、社会内部に対立・抗争の種が埋め込まれ、対立・抗争の時代-突入した

のであったO植民地支配、あるいは帝国主義支配から脱却した第二次世界大戦後も、この地域は

パレスチナ問題の発生が端的に示しているように、対立の種はより広く蒔かれることはあって

も、除去されることはなかったoパレスチナ紛争(第一次中東戦争)が起キって以降、スエズ戦

争(第二次中東戦争、 1956年)、第三次中東戦争(1967年)、第四次中東戦争(1973年)と続き、

この間にもアラブ世界のいろいろな場所で、小規模の紛争や対立抗争事件が起こっている。また、

第四次中東戦争後もレバノン内戦(1975-90年)、イラン・イラク戦争(1980-　年)、レバノン

戦争(1982年)、インティファーダ勃発(1987-1990年)、イラクのクウェート侵攻(湾岸危機、

1989年)、湾岸戦争(1991年)と、この世界に戦乱が絶えることはなかった。そして、 21世紀を迎

えてもそれが止むことはなく、 2002年にはイラク戦争が起こされた。

この地域の紛争、対立抗争事件を、一方的にヨーロッパ近代、帝国主義政策だけに求めること

はできないだろう。それは、前近代においても複数の集団が特定の社会のなかで生活を共にする

場合、その社会内部に集団間の差異が対立-転化される、そのような潜在的な可能性が常に内在

化していたからである。そして、部族、民族の違い、宗教、宗派の違いが社会的格差を生み出し、

それが対立抗争の種になるということは、例えば、オスマン帝国支配下のアラブ属州内でも起こっ

ていたことである。しかしながら、ヨーロッパ列強は自らの帝国主義的利害から、彼らに都合が

良いように集団間の諸関係を変え、地域の枠組みをも改編してしまったのであるO　その最たるも
、

のが、前に見てきたイスラエルの建国であり、パレスチナ問題の創出であった。このような体制

のなかで、どのようにすれば対立が解消し、そして人間、集団相互の共存関係が構築できるので

あろうか。

まず、アラブ世界とヨーロッパ世界との共存について考えてみたい。前でも見てきたように、

ヨーロッパの近代は、特にそのうちの帝国主義列強が彼ら以外の地域をその支配下、影響下に置

くために、またそれを永続化させるために、 「マイノリティ」を生み出し、その拡大再生産を図っ

たO　このようなヨーロッパ近代を、つい最近亡くなったパレスチナ出身で米国の批評家エドワ-
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ド・サイ-ドは、・彼の著書『オリエンタリズム』のなかで見事に描写して見せた。これを『オリ

エンタリズム』の監修者である杉田が簡潔にまとめているので、少々長いが引用しておきたい。

「それ(著者注:『オリエンタリズム』を指す。)によれば、ヨーロッパ(西洋)は歴史的にオリ

エント(東洋)を自己とは正反対の他者として措定し、世界をヨーロッパ対オリエントという厳

格な二項対立で割り切ることにより、はじめて自己のアイデンティティを獲得してきた。その過

程でオリエントには、後進性、不変性、停滞性、受動性、被浸透性、暖昧性、奇矯性、敵対性、

非合理性といった負の表象が画一的に割り当てられ、しかもそれが政治的権力と学術的権威に

よって繰り返し強制され、オリエントに関する一貫した言説を形成した。その結果、嘆かわしい

オリエントを進歩したヨーロッパが救済する手段として、植民地主義や人種差別主義が正当化さ

れることになったという。」29このようなサイ-ドの指摘は、近代のヨーロッパ世界と中東・アラ

ブ世界との関係を植民地主義、帝国主義の時代から今日に至るプロセスのなかで見た時、対立と

緊張の歴史であったと言えよう。例えば、今日のヨーロッパにおける北アフリカ出身者を中心に

したアラブ系移民の問題が象徴しているように、対立の構図は形を変えて存在しているのであ

る。

それでは、如何にアラブ世界とヨーロッパ世界は共存が可能なのであろうか。その設問に対す

る答えは、そう容易に出せるものではあるまい。ただ、相互の信頼醸成のための環境を作ろうと

するならば、まずヨーロッパの側から「オリエンタリズム」的価値観を検証すると共に、これま

での歴史、特に近代以降の歴史のありようを検証してアラブ世界-提示し、相互の歴史観をすり

合わせる作業から始めなければなるまい。

アラブ世界とイスラエルとの共存の方はどうだろうか。双方の対立の根源にヨーロッパにおけ

るユダヤ人問題があることは既に述べた通りである。また、パレスチナ問題もその発生した原因

が現象的にはイスラエルの建国にあったが、イスラエル建国を促したのは他ならないヨーロッパ

のユダヤ問題にあったわけで、結局のところ、双方の対立を解消し共存関係を構築するには、

ヨーロッパ近代の問題を如何に克服するかということと切り離しては考えられないように思う。

無論、全てのことに対してヨーロッパ近代にその責任を転嫁しようとは思わない。アラブ自身の

問題、オスマン帝国の問題、またイスラエルの問題もあろう。しかし、ヨーロッパ近代が生み出

した問題の影響はあまりに大きく、その解消、ないし克服には、ヨーロッパ自らが「うちなる近

代」をどのように認識し直すかが重要であろう。そのようなプロセスのなかで、恐らくは、イス

ラエルが何故あれほどまでにパレスチナ人に対して暴力的なのかが明らかになるのではなかろう

か。

最後に、ここで歴史認識の問題は、実は我々自身の問題でもあることを付記しておきたい。日

本は、 「大東亜共栄圏」を誇って、中国、朝鮮など-侵略し占領し、多大な犠牲をこれらの国々の

人びとに強いた。この対立の歴史を、我々は克服し共存関係を構築してきただろうか。 「戦後処理

は終わった。問題は解決済みだ。」との声が聞こえてくる。しかし、戦後の歴史をひも解けば明ら

29　杉田英明「オリエンタリズム」前掲書『新イスラム事典』、 158ページ
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かなように、対立は未だ解消されておらず、最近の日本を取り巻く情勢は、緊張が増々高まって

いる。このよう′な事態を如何に克服するかは、アラブ世界とヨーロッパ世界、あるいはアラブと

イスラエルの共存を如何に実現するかという問題と近似性があるように思う。まず我々が自らの

近・現代の歴史を捉え直し、周辺諸国との間で相互の歴史観の検証をしていくことから始めなけ

れば、対立の溝は埋まって行かないだろう。
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年齢体系から見る近代エチオピア

-オロモ語系ボラナの社会変容-

目　次

I　周縁-の/のなかの眼差し

Ⅱ　ボラナ社会-ガダ体系とカッル体系を中心に

Ⅲ　カッルの正統性の喪失一帝政からデルグ時代-

Ⅳ　終わりに

I　周縁への/のなかの眼差し

田　川　　　玄

現在、エチオピアにおいて「オロモ」と総称される人々は、歴史文献では「ガラ」という名称

で一六世紀に登場する。その記述は、当時オロモの侵入に苦しめられていた、エチオピア高地の

支配民族であるアムバラ人のエチオピア正教の僧侶のハハレイ(Bahrey 1954)によるものである。

この時代にはじまる多方面-の断続的な移動と先住民族との同化を繰り返した結果、オロモは

現在の領域に拡大したと思われる(1)オロモの侵入と同化の対象となった先住民族は、先に移動

していた同じオロモ語系集団も含まれる。つまりこの当時、様々な規模のオロモ語系集団が、他

のオロモ語系集団や他系統の諸民族をまじえて離合集散を繰り返していたと考えられる。

しかし、各地に拡がったオロモ語系諸集団は、一九世紀のアビシニア帝国による征服・併合に

より、一定の方向-向かう。それはアメリカの人類学者ダナム(Donhaml986, 1ト13)のいうと

ころの「アビシニア化」である。ダナムは中心と周縁という理論枠組みを用い、南方に居住する

非アビシニア人を、軍事的な征服だけではなくキリスト教とアムバラ語によって文化的宗教的に

取り込み、帝国の構成単位として、最上位の「アムハラ(Amhara)」、中間層の「ガラ(Galla)」、

最も周縁におかれる「シャンキラ(ShankiUa)」という三つの階層に分けたことを指摘する。 「シャ

ンキラ」とは「黒色」の人々を指し、人種的な意味を含むカテゴリーであるO

ダナムの述べる「アビシニア化」とは、 「ガラ」のエチオピア国家-の由り込みと排除の過程で

ある。それまでは野蛮な敵対者、侵入者とされた漠然とした「ガラ」というカテゴリーは、階層

カテゴリーとしてエチオピア国家に欠くことのできない構成単位となった。しかし、 「シャンキ

ラ」よりも「アムバラ」にとっては身近なアビシニア化の主な対象であるがゆえに、 「ガラ」は

「アムバラ」から日常的な差別を受け排除された。このように「ガラ」は、アビシニア化の対象

として境界をもつ実体的なカテゴリーとなったのであるO

1974年の帝政崩壊後の社会主義軍事政権では、他称の「ガラ」は「オロモ」という「自称」に

置き換えられる(2)これは階層カテゴリーから民族というカテゴリー六の転換と捉えることがで
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きるが、一方で政府は民族の独自性を抑圧する政策をとる1991年の社会主義軍事政権の崩壊と

1995年の新しい政権による民族を単位とする連邦制の導入によって、オロモはエチオピア連邦の

なかの自治権を与えられた州を形成するに至る(3)
。これは、帝政からはじまる国家-の組み込みに

よる民琴の実体化の完成形態といえよう(cf.Donham2002,6),

ところが、「ガラ」と呼ばれていたオロモ語系の人々のなかでも、南部エチオピアから北部ケニ

アの半乾燥地帯に居住するボラナ人は、ダナムのいう中間階層の「ガラ」ではなく、「シャンキ

ラ」と同じもっとも周縁にあるカテゴリーとして扱われている(Donham1984,40-2.(地図参

鷲)ボラナに対するこうした見方は、エチオピア研究あるはオロモ研究において共有されており、

ボラナは周縁に置かれているがゆえに、伝統的なオロモの社会形態を現在に至るまで維持してい

ると見なされている(cf.Legesse1973,ll,Levine1974,128,etc.).また、ボラナがオロモの伝統

的な姿を残しているという語りは、近年に高揚しているオロモ・ナショナリズムの本質主義的な

言説のなかにも見られる(田川1998)ォ(4)

先行研究がボラナを「アビシニア化」していないと見なす理由を具体的に挙げると、一つには、

地理的に彼らが比較的低地の半乾燥地帯であるエチオピアの辺境に位置しており、国境を越えて

ケニアま.で居住地域が拡がっている点が挙げられる。国境をまたいで広がっているボラナは、国
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家に縛られず自立した集団であるように見える。次にキリスト教化やイスラーム化が進まず固有

のワ-カという神/天を信仰している点、そして、オロモ本来の生業形態と見なされている牧畜

に生活を頼っている点、最後にオロモ古来の政治体系といわれるガダ体系を維持している点であ

る(ibid.)。

しかし、今更いうまでもないがボラナは孤立した社会であるわけはなく、北東アフリカ地域の

歴史研究は、ボラナがアビシニア帝国に征服される以前に、インド洋沿岸部との交易に従事して

いたことを指摘する(cf.Hickeyl984)((5)また、アビシニア帝国に征服された後は、アムバラ人の

支配に苦しめられ、重税を逃れるために多くのボラナが国境を越えケニア側に避難していたこと

が報告されている。ところが、こうした外部とのつなが一りのなかで変化していくボラナ社会の様

態は、エチオピア研究やオロモ研究において無視あるいは軽視される傾向にある。`この傾向は、

近年のオロモ・ナショナリズムの進展によって強くなっており、アムバラの支配から政治的ある

いは文化的な脱却を目指すオロモ・ナショナリストもまた、エチオピア中心主義的な視点から

「周辺」社会を.描いていることになる(6)

本稿では、わたしはボラナの近現代における社会体系の変容を記適することによって、先行研

究のボラナに対する視点の「ねじれ」をほぐす作業を行う。ここ,で指摘する「ねじれ」とは、ダ

ナムの指摘する「アビシニア化したガラ」の範噂にボラナが当てはまらないがゆえに、彼らを伝

統的な社会形態が残っている「純粋なオロモ」とみなす、屈折したボラナ-の視線のことである。

ボラナは一見エチオピア国家によって編成された「ガラ」の範噂からは外れるようにみえるが、

当然のことながら非歴史的な孤立した社会ではなく、アビシニア帝国に征服された後は他のオロ

モ系の人々と同様にエチオピア国家との関係のなかでボラナ社会そのものが形成されてきた。

ここで取り上げる社会体系は、カッルとガダ体系である。カッルとは特定の系譜に世襲される

儀礼役職で、ガダとは世代組と階梯から構成される年齢体系である。(7)これら二つの体系は、ボラ

ナがその伝統や慣習を語るときにしばしば真っ先に取り上げられる。ところが、この二つの社会

体系も、わたしが先に述べたボラナに対するねじれた視点によって描かれてきた。

カッルは、「高位の祭司」(Haberland1963)や「半族の儀礼的指導者」(Legesse1973)と訳され

るように宗教的な面が本来的であるように描かれるが、歴史的に帝国のボラナ支配と結びついて

いたことも指摘される。一方、ガダ体系は政治組織としての機能が本来的なものとして強調され

る反面、歴史的には帝国から軽視されたとされる。さらに、ガダ体系の変容がガダ体系自体のも

つ「構造的な矛盾」から生じたとされ、外部カ.1らの影響による変容についてはあまり記述されな

かった(8)
。つまり、ボラナのガダ体系は帝国から政治組織として無視され、エチオピア国家からの

影響を受けなかった「昔のまま」のオロモの社会組織の姿が残されていることになる。こうした

二つの社会体系に対する先行研究の記述は、ボラナに対するねじれた視点を反映したものであ

る。本稿では、このねじれた視点を補正するために、エチオピア国家の変遷にともなうカッルと

ガダ体系の変容を記述していく。

記述の手順としては、はじめにボラナ社会の概要を示したうえで、一九八〇年にガダ体系の二

つの慣習が変更されたことを述べる。そのなかでも本稿で焦点を当てる慣習は、ガダ体系の役職
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者の選出の方法である。この方法がェチオピア国家の変遷とともにどのようにボラナによって改

変されたのかを、さまざまなボラナの語りをまじえて記述する。ボラナの語りは多様であり、複

数の人々のあいだだけでなく、一人の人物の語りのなかでも互いに矛盾するものが見られるo　こ

れらの語りの一つが、 「歴史的な真実」としてガダ体系の規則の改変の裏付けになったことを述べ

る。また、様々な語りと他で得られたデータとを照らし合わせて、どのようにして特定の語りが

正当性をえたのかについても検討する。

本稿は、周縁にあるボラナの人々が一方的に中央のエチオピア国家からの影響を受け、社会の

変容を強いられるといった記述を行なうことが目的ではない。このような枠組みでは先行研究の

視点と同じようにボラナ内部の差異を失わせてしまうだけではなく、ボラナ社会の変容の過程や

そこで作用したボラナの論理も明らかにしない。

このため本稿では、エチオピア国家に併合され支配された状況のなかで、中央政府の興亡キと

もにボラナ内部のさまざまな立場の人々が、どのような論理にしたがい社会を変化させていった

かを明らかにする。すでに述べたように彼ら自身の説明は一見すると矛盾に満ちたものとなる

が、それこそがボラナの人々が自らの社会を変化させることができる余地を残すものであろう。

これは、エチオピア国家に征服され支配されたボラナが、同時にその内部にエチオ、ピア国家を

取り込んでいる様態を明らかにする作業であり、周縁の民族のなかでエチオピアという国家の形

成と変容の過程を描き出す作業ともレ1ぇよう。この作業は、 「アビシニア化したガラ」の反転像と

して「いまだガダ体系を維持している」 「純粋なオロモ」をボラナに求める屈折した視点をほぐす

ことになるであろう。(911(10)

Ⅱボラナ社会-ガダ体系とカッル体系を中心に

1　ボラナ社会の概要

ボラナ社会は、サッボ(Sabbo)とゴーナ(Goona)という外婚半族から成り立っている。外婚

半旗が政治的な集団として機能することはない。サッボ半族とゴーナ半族の区分は、ボラナの

人々の根本的な婚姻規則であるO　これらの半族はゴサ(gosa)と呼ばれる父系クランによって構

成される。 (図1参照)

父系クランは「マナ(mana)」 (二次クラン)に、 「マナ」は「バルバラ(balbala)」 (三次クラ

ン)に分節する。クランを指す「ゴサ」という言葉は、 「範噂」や「種類」という意味ももら。

「マナ」は「家屋」、 「バルバラ」は家屋の「戸口」という意味である。本稿では「ゴサ」をクラ

ン、 「マナ」を二次クラン、 「バルバラ」を三次クランと便宜的に記述する。

クランの規模は一定ではなく、例えば、カライユ・クラン(Karrayyu)とハワットウ・クラン

(H;awa㍊u)は規模が大きいが、アルチャイヤ(Alchayya)というクランは規模が小さく、他の

クランとまとめてひとつと見なされる場合がある。クランを構成する下位クランの数も規模もま

た一様ではない。規模の大きいクランの二次クランには、同様に規模の大きな二次クランが見受

けられる。.分節のレベルが深くなるにつれて成員間の結びつきは強くなる。特に三次クランやそ
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Sabbo Goona

Karrayyu Ma㍊aari Digalu Daccitu Oditu Hawaxxu Konnitu Maccituなど

(3次クラン)

(註:ゴーナ半族はさらにこっの半族に分かれるがここでは省略してある)

(3次クラン)

図1クラン体系のモデル

の下位分類が同じであれば強い結びつきが強調される。

ボラナのクランもしくは二次クランは、 「カッルのクラン」と「ガダのクラン」に分けられ前者

にはカッルという地位が継承されているが、ガダ体系の役職者を排出することはできなく、一方

後者からはガダ体系の役職者が選出される。

2ガダ体系

ガダ体系は、階梯と世代組の複合した年齢体系であるO(図2参照01)現在のガダ体系の階梯の

名称と期間は、ダッバレ{dabbale)一六年、ガッメ<g.
'amme)一六年、クーサ(kuusa)八年、-

ラーバiraaba)八年、ド-リ(doori)五年、ガダ{gadaa)八年、ユーバ(yuuba)二七年、ガダ

モッジ(gadaamojji)八年であり、全期間は九六年となる。(1かここでは便宜的に第一階梯(ダッバ

レ)、第二階梯(ガッメ)、第三階梯(クーサ)、第四階梯(ラーバ)、第五階梯(ド-リ)、第六階

棉(ガダ)、第七階梯(ユーバ)、第八階梯(ガダモッジ)とする。世代組は、六人の役職者が任

命されることにより第三階梯において正式に発足するO世代組の発足は八年毎に行われるOすべ

てのボラナ男性は、自分の父親の世代組から五つ下の世代組に加入し、父親と息子の世代組の間

隔は四〇年である。兄弟は世代規則に従い同じ世代組に所属する。

世代組の発足時に任命される役職者のなかで、もっとも上位にある役職者の名前にちなんで、

世代組が命名されるO世代組がガダ階梯に達すると、六人の役職者のうち三人が「ガダの父(abba

gadaa)」という役職に就き、階梯にある八年間、儀礼的政治的にボラナ社会全体の安寧に責任を

もつ。この八年間はボラナの時代区分として、もっとも上位の「ガダの父」の名前にちなんで語

られることになる03)
。このほか、世代組には「メ-ディチヤ(meedhicha)」と「ガルバ{garba)」

と呼ばれる役職があるOこれらの役職者とその補助者らによって役職者集団が形成されるo役職

者集団の主な役割は二つあり、一つは儀礼の遂行でありもう一つは紛争の解決であるo
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註:この図は、現在のガダシステムの構造である。すくなくとも1980年以前、ラーバ階梯
で結婚しても次のド-リ階梯まで子供の養育を禁止されていた1980年以降ラーバ階梯
においても子供の養育を正式に行なうようになった。したがって、それまで88年間で
あった全階梯の期間は、これ以降は96年になると思われる。また、この図はBの世代組
がガダ階梯に移行してからの3年間の世代組の位置を示している。 ,この3年の後に、 B
の父親の世代組がガダモツジ階梯-移行する。同じ年にAの世代組がド-リ階梯-、 E
の世代組はラーバ階梯-、 Dの息子の世代組はクーサ階梯-、 Bの息子の世代組はガッ
メ階梯-移行する。なお、田川(2001)ではガダモッジ階梯を3年と記述しているが、
継続調査のデータに基づき8年に修正する。

図2　ガダ体系の基本構造(田川2001,160を修正)

3　カッル

ポラナの特定の五つのクランまたは下位クランには、カッルと呼ばれる役職者が継承されてい

るO五つのクランとは、カライユ・クラン(Ka汀ayyu)、オディトウ・クラン(Oditu)とマッタ-

リ・クラン(Maxxaari)に含まれる三つの二次クランであるO　カッルは様々な禁忌に服している。

その禁忌は、頭髪を剃る′、土を掘る、木に登る、耕す、走る、戦う、殺す、割礼する、つめを切

る、針や斧や武器を輸っといったことが挙げられる。カッルの頭髪は蜂蜜で固めて渦巻き状に編

み込むというもので、これは生涯にわたり剃られることはない。カッルは世代組と年齢組に所属

するが、それらの儀礼活動に他の成員と同様に参加することはできない。
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カッルの起源について次のような語りを聞いた。カライユ・クランのカッルについては、霧の

なかで様々な儀礼具などとともに天/神が遣わしたという神話であり、オディトゥ・クランの

カッルの起源戸ま、小便をするためにしゃがんだ処女にコブラが液体を飛ばした結果、彼女が妊娠

し出産したというものである。また、カッルはその昔死ぬことはなく、霧とともに天に帰って

いったという。

カッルの執り行う最も重要な儀礼として、ムーダ{muuda)という塗布儀礼がある。ガダ階梯

の役職者集団の人々に対してカッルが塗布儀礼を行なうことによって、ガダ体系の最高役職者で

ある「ガダの父」の交代が可能になる。塗布儀礼においては、オディトウ・クランのカッルとカ

ライユ・クランのカッルは、それぞれのクランの成員に加えて、前者がゴーナ半族の人々、後者

がサッボ半族の人々の頭にバターを塗り、祝福を与える。天/神や-びと結びつくカッルの祝福

によ.り、ガダ体系の永続性が保証される。

このような側面のため、先行研究はカッルの「神聖性」を強調する。ボラナもまた、 「ガダの役

職者は人が選ぶ」が、 「カッルは天/神によって作られた」と述べる。しかし、一方では彼らはタ

ブーに服し儀礼を執り行うだけでなく、自クランの役職者の選出と紛争調停といった法的・政治

的役割ももつ。カッルのなかでもオディトウ・クランとカライユ・クランのカッルは、 「ガダの

父」と同様に高い法的権威をもち、それぞれの半族の紛争案件が持ち込まれる。

一九世紀末から二〇世紀はじめにかけてのカッルについての記録によれば、彼らはその当時、

強大な権力をもっていた。一九世紀末にボラナの傍域を通過した探検家ドナルドソン-スミス

は、それまではばらばらであったボラナが、 「強力な王」であるカライユ・クランのカッルのもと

に統一されたことを記している(Donaldson-Smi血1987, 177-178),また、アビシニア帝国に征服

されたボラナの二人のカッルが、帝国に対抗するためにイギリスの植民地政府に援助を求める使

者を送ってきたことが記録されており、カッルがその当時ボラナにおいて強力な地位にあったこ

とは確かであろう(Hickeyl984, 11ト113),現在もボラナの人々は、カライユ・クランの当時の

カッルが、 「悪くて強い」存在であったことを、その巨大な墓とともに述べる。

4　アビシニア帝国の征服とボラナの併合

一九世紀末頃、ボラナはアビシニア帝国に征服されたo　ボラナはアビシニア人の侵入に対して

ほとんど抵抗することなく従ったようだ。伽は5)この時代はアビシニア帝国ではメネリク二世の治世

で、現在のエチオピア国家の額域が形成された時期である。同じ頃にケニアの植民地化も進んで

おり、エチオピアとイギリスの国境線の策定によって、ボラナはイギリスの植民地であった現在

のケニアとアビシニア帝国の二つに分断された。

支配者のアビシニア人がどのように自分たちを扱ったのかについて、ボラナは横暴なアビシニ

ア人と無力で情けないボラナを対比させてしばしば語る。しかし、これらの語りは断片的であり、

ァビシニア人が実際にどのような方法でボラナを支配したのかということを、わたしが耳にする

ことはほとんどなかった。uQ　せいぜいのところ、それぞれのクランには仕えなくてはならない特

定のアビシニア人がいたということを聞いた程度であり、むしろ、ボラナは現地人行政官に任命
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されていた人々について語ることが多い。

ボラナがェチオピア帝国に組み入れられた後、カライユ・クランのカッルとオディトウ・クラ

ンのカッルの親族が、アビシニア帝国の現地人行政官であるバルバット(balbatt)として徴税な

どを請け負っていたouの彼らはそれぞれの半旗を受け持ち、カライユ・クランのカッルは彼の属し

ているサッボ半族を、オディトウ・クランのカッルはゴーナ半族を統治した。

ボラナの人々の語る、カッルがバルバットとして任命された経緯は、メニリクから派遣された

遠征隊を率いる将軍に、ボラナの代表としてはじめにカッルが会いにいった結果であるというも

のや、カッルの前に会いに行った人々はみな追い返され、最後にカッルがバルバットに指名され

たというものであった。ただし、カッルが一定の傍域から外に出ることはタブーとされており、

カッル自身が出かけて将軍と出会ったと考えることは難しい。

ガダ体系の役職者ではなくカッルが現地人行政官として選ばれた理由を、クヌツトソン

(Knuttson 1963, 143-144)は八年間隔で役職者が変わるガダ体系よりも、世襲のカッルが継続的

に行政的な役割を果たすことができると考えられたのせはないかと述べているが、先に述べた

カッルに関する当時の記録からすると、すでにボラナにおいて強力な力をもっていたカッルが、

そのま-まボラナの現地人行政官となることに疑問はない。

カッルは、帝政時代を通じて強力な権力を有していたO　しかし、一九七四年における社会主義

を標模するデルグといわれる軍事独裁政権の成立によって、カッルらはそれまで享受してきた権

益を失っていく。彼らに代わり、ボラナ行政区には近代的な教育をうけたボラナ出身の行政官が

任命される。本稿で扱う時代は、この社会主義軍事政権の期間である0

Ⅲ　カッルの正統性の喪失一帝政からデルグ時代へ

1ガダ体系の変化

ボラナでは、最上位の「ガダの父」の主催でボラナ全体の集会が八年に一度開かれる008)この集

会には二つの役割がある。一つは慣習や伝統、法の再確認や変更であり、もう一つは紛争案件の

最終的な判断である。

社会主義軍事政権が樹立されてから、六年後の一九八〇年に開かれた全ポラナ集会において、

ガダ体系の重要な二つの慣習が変更された。一つは、ラーバ階梯の世代組の成員が結婚すると同

時に子どもを養育できるようになったことであり、他の一つは、世代組の役職者の選定過程の変

更である。

一九八〇年に変更されるまで、第四階梯(ラーバ)に達した世代組の成員は結婚することを許

されるが、男児を養育することは次の第五階梯(ド-リ)に移行するまで禁じられ、女児の養育

はさらに第六階梯(ガダ)まで許されなかった09)
。このため、それ以前に生れた子どもたちは、

ブッシュに遺棄されるか、町で養子に出された。ラーバ階梯の世代組の成員が赤ん坊を遺棄する

ことを、ボラナは「供犠」にたとえて語る。伽】また、ハイエナに赤子が食べられることは、幸運の

徴とされた。現在でも、その当時に子どもを遺棄したときの話や、養子に出した話を耳にするこ
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とがある。

帝政期から政府は子どもの遺棄を禁じていたが、ボラナは慣習を守り続けていたという。この

慣習は、先に述べたように一九八〇年の全ボラナ集会で、正式に廃止することになった。これに

対して、長老たちは「政府によってこのようにさせられた」と、政府からの圧力として述べるこ

ともある。また、この慣習の廃止が、天候不順、隣接する民族からの圧迫、政治的な無力といっ

た現在のボラナが直面する苦境の原因になっていると語られることもある。一方、ラーバ階梯の

子どもの遺棄は、 「悪い慣習・伝統」であったと語る人々もいる。この慣習の廃止によって、世代

組がラーバ階梯にある時点で、結婚と同時に男女とも子どもを養育することが可能となった。こ

れは、ガダ体系の階梯全体の構由を変化させることになり、第一階梯のダッバレの期間は八年か

ら一六年となった。

2　役職者の選出過程の変更

一九八〇年の全ボラナ集会で、ガダ体系の重要なもう一つの慣習が変更された9　それは、世代

組の役職者の任命についてである。一九八〇年のガダ体系の改変について述べる前に、世代組の

役職者選定について説明しよう。

世代組の役職者は、第三階梯で世代組が形成されるときに任命される。このとき任命された六

人のなかの三人が、ガダ階梯に至り「ガダの父」となる。この八年後に次の世代組がガダ階梯に移

入するとき、後任者に「ガダの父」の地位が譲られる。このように八年毎に「ガダの父」が交代

する。ガダ階梯では、主人の「ガダの父」はそれぞれ独自に役職者集団を形成し、はじめに任命さ

れた役職者のほかに二種類の役職者が新たに任命される。一つはガルバと呼ばれる役職であり、

ガダ階梯にある世代組以外の世代組の成員から選ばれ、三つの役職者集団すべてに任命される。

もう一つは、、メ-ディッチヤと呼ばれる役職であり、ハワットウ・クランとコンニトウ・クラン

の役職者集団にのみ任命される。

世代組の役職者に選ばれるために、クランの強い後押しや候補者の家系と資質などが問われ

る。選挙運動は数年にわたって行われ、候補者と親族は様々な会合や儀礼を訪れて支援を求める。

一九八〇年まで、将来の「ガダの父」を含む世代組発足時の六人の役職者と、ガダ階梯におい

て任命されるガルバ役職者の任命は、カッルの承認が必要であった。一方、ガダ体系の人々は

メ-ディッチヤ役職者のみを任命することができた。オディトウ・クランのカッルがゴーナ半族

の役職者を、カライユ・クランのカッルがサッボ半族の役職者を受け持った。このため、世代組

の役職に就きたい人々は、これらのカッルのもとに様々な贈り物を携えて赴き、自分や自分の推

薦する者を任命するように交渉したという。このため、カッルの村は常た訪問者が絶えず、ラク

ダで運ばれてくる蒸留酒や布地、家畜などの贈り物に満ちていたそうだ。これらの贈.り物はカッ

ル-の賄賂として語られる。同様のことは、レゲッセの民族誌(Legesse1973)にも記述されて

いる。

しかしながら、一九八〇年の全ボラナ集会は、ガダ体系の役職者の任命をカッルに委ねるので

はなく、ガダ体系のクランの成員によって役職者を選ぶことを決定した0位')この決定がなぜ行な
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われたかについて、その当時の役職者や有力者に理由を聞いてみると、次のような答えが返って

きた。 「もともとはガダ体系の人々が世代組の役職者を決めていたのであり、カッルにはその権限

がなかった。アビシニア人がボラナの土地にやってきたときに、我々に押し付けたのである」。

なお、一九八〇年の世代組役職者の任命過程からのカッルの排除の決定には、その当時の社会

主義政権のボラナ出身の地方官僚であるジャータニ・アリ氏(JaataniAli)が関わっていたとも聞

くoaカ

3ガダとカッルについての語り

カッルがガダ体系の役職者選出に深く関わっていた理由については、アビシニア人によって付

与された権限であるという説明のほかに、天/神から与えられた慣習・伝統であるという説明も

ある。後者は、カッルやそのクランの人々によって主張される。一九八〇年の規則の変更に際し

て、カッル側の対応を尋ねると「ただ黙っていただけ」であったと語った。また、「アビシニア人

によって与えられた世代組の役職者の任命権」についてはそれを否定し、「昔からそうであった」

「神カ.ゝら与えられた」ものであると答えた。ガダ体系の役職者の任命には言及されなかったが、

ボラナはそもそもカッルの支配下に暮らしていたと述べるものもいる0

「はじめボラナはカッルのもとで生きていた。それはガダ体系のはじめの「ガダの父」である

ガダヨ以前のことである。そのうちに人心が荒れはじめた。しかし、カッルは人を殺せない。こ

のためカッルはガダに託した。ガダは卸の付け根を太い木の棒で叩くことによって、人を処刑す

ることができた。」これを語ったのは、ボラナの慣習・伝統をもっともよく知っていると評判の男

性であった(23)
。

また、カッルとガダ体系の関係を、第四階梯(ラーバ)の役職者は次にように語ったO伽

U　:カッルの人々とガダ体系の人々のあいだには、互いに結婚しあう以外に、慣習・伝統を

共有していない。

質問者:カッルの人々も自分たちだけで(慣習を)もっていて、ガダ体系の人々も自分たちだけ

で(慣習を)もっているということですか。

LJ　:カッルの人々も自分たちだけで(慣習を)もっている。ガダ体系の人々も自分たちだけ

で(慣習を)もっている。カッルの人々はわたしたちのために働くことはない。わたした

ちは彼らの儀礼を助けることはない。彼らも自分たちの役職者を任命するとき、わたした

ちと話し合うことはないO　わたしたちは、その昔自分たちで役職者を任命していたが、一

時期それをしなくなり彼らが任命するようになったが、 (中略)現在はわたしたち自身が任

命するようになった。 (中略)途中にカッルの人々が任命していたが、もともとの慣習で

は、彼らが任命していたわけではなく、わたしたちが行なっていた。

はじめはガダ体系のクランの人々が任命していたが、途中にカッルがそれを行なうようになった

というものであるo　これは単に任命権の移動に関するものであり、しばしば耳にするバージョン
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である。しかし、この任命権の移動に関して、そのカッルの人々がガダ体系の役職者を任命する

ようになった理由をいかに述べるかによって、ボラナの人々のあいだでは相違が見られる。

一つには、ガダ体系の人々のあいだで世代組の役職者の選出をめぐり対立し戦争に至ったた

め、それ以降にオディトクのカッルはゴーナ半族、カライユのカッルはサッボ半族の世代組の役

職者を任命するようになったというものである。

AG :ディ-ダ・ピッタ一夕氏の時代にもどって、 「アディ-のガダの父」を巡って木製の槍で互

いに戦って、カッルが二つに分れて、カライユ・クランのカッルはディガル・クランのア

ディ-・ドッヨ氏がよいといって、オディトウ・クランのカッルは、ディガル・クランのウ

ドゥムトウ二次クランのアトウ・コツテ氏(を推して)、 (それから)どうなったかというと、

どちらも(それぞれが推した人物を)任命してそして(二人とも)最高役職者になって、 (そ

れは) 「ガダの父」がディ-ダ・ピッタ一夕氏の時代(である)。戦争になり木製の槍でとも

に殺し合い、クランも分裂し同じ母親から生まれた兄弟も(異なる陣営に)分れて、一つは

カライユの陣営、もう一つはオディトクの陣営(というように)、一人の母親から生れたもの

同士も分れた。 (最後にはオディトウ・クランのカッルが推した)アトウ・コツテが死んで、

最高役職者はアディ-・ドッヨになった。 (アトウ・コツテを)アディ-・ドッヨの側の人々

が殺したのである。朗

このあとさらに詳しく戦いの状況が語られるが、まとめると次のような内容になる。はじめはオ

ディトウ・クランの側が優勢であり、儀礼的に優位にあるリーバン地方にもどった。一方、カラ

イユ・クランの陣営が、ウシに川で小便させることによって呪術をかけたため、オディトウ・ク

ランの陣営は混乱に陥り、カライユ・クランの陣営が打ち破ることができた。捕まえられたオ

ディトウ側の役職者は殺された。また、カッルは頭髪を剃ってはいけないという禁忌があるにも

かかわらず、オディトウ・クランのカッルは頭髪を敵によって剃られてしまった。

歴代の「ガダの父」の名前をたどると、ディ-ダ・ピッタ一夕氏の「ガダの父」の時代から三

つ下がった時代が、アディ-・ドッヨ氏の「ガダの父」の時代である。つまり、ディ-ダ・ビッ

ク一夕氏が「ガダの父」の時代に、発足した世代組はアディ-・ドッヨ氏の世代組であることを

意味しており、上述の歴史の語りと符合する。

この歴史の語りはカライユとオディトクのカッルが、それぞれの半族の役職者を任命するよう

になった経緯を述べる際に言及される。ところが、この語りにおいては、 「ガダの父」がディ-

ダ・ピッタ一夕氏の時代にすでにカッルが役職者選定に深く関わっていたことが示されている。

さらに矛盾することには、この後にこの語り手は、アビシニア人がカッルにガダ体系の役職者の

任命権を与えたことを語りはじめたのである。

ガダ体系以前に、カッルの下にボラナの人々が暮らしていたことを語った先述の物知りも、ア

ビシニア人によってカッルにガダ体系の役職者の任命権が与えられたことを語っていた。あると

き、わたしが「木の槍のディ-ダ・ピッタ一夕氏の時代」について言及すると、 「互いに戦うこと
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によってボラナが弱くなった後に、アビシニア人に征服された」というように答えた。

レグッセもまた、 「木の槍のディ-ダ・ピッタ一夕氏の時代」をボラナの「内戦」として触れて

いる。彼によればこの内戦を契機にアビシニア帝国がボラナ-干渉し、それぞれの半族が内務省

の法令によってそれぞれの世代組役職者を独自に選ぶようにしたといラ(Legesse1973, 205-

206)<　しかし、ディ-ダ・ピッタ一夕氏の時代にはアビシニア帝国はまだボラナには達していな

い。

ガダ体系の役職者任命はカッルが行なってきたことに関して、ボラナの語りは次のように三つ

にまとめることができる。

1.神/天がそのようにしたのであり、昔からカッルが世代組の役職者を任命していた。

2.元来はガダ体系の人々が自分たちだけで選出していたが、何らかの理由で途中にカッルが

任命するようになった。

3.支配者であるアビシニア人によらてカッルに不当に権限が与えられた0

4　先行研究のデータによる解釈

このように一見すると矛盾した三つの語りを、どのように解釈することができるのであろう

かO　レグッセ(Legesse 1973, 208-ll)は、一九六三年の世代組役職者の選出をめぐるカッ)Vの親

族内部を含む対立関係をその民族誌で記述している。伽)それによれば、その当時のオディトウ・ク

ランのカッルが、アビシニア帝国のボラナ地域の行政官によって一九四八年に発行された書類を

示している。

「あなた方の先祖の慣習にし鞍がい、ガブラとアドウラ役職者の選出に関するすべての事柄は

カッルのみに委ねられる。われわれはこの判定が、証人からえた証拠にもとづいて一九三九年

(西暦では一九四七年)に行なわれた会議においてなされたことを告げる。」 (ibid. 212-3)

この書類では、カッルによるガダ体系の役職者の任命は、ボラナの「祖先の慣習」に根拠づけ

られている。

また、カッルによるガダ体系の役職者の任命については、隣接する二つのオロモ語系社会の事

例が参考になる。一つはボラナの北隣のグジであるo　グジもまたガダ体系をもつが、カッルは一

人だけであるo　ヒナントの民族誌によれば、ブジではガダ体系の役職者をカッルが任命する

(Hinnant 1978) ,

もうひとつの事例はケニア北部に居住するオロモ語系社会のガブラ・マルべ(GabraMalbe)で

ある。ガブラ・マルベには、ボラナと似通った年齢体系とカッル体系がある。シュレ一によれば、

ガブラはボラナが南下する以前から現在の地域に居住しており、ソマリやレンディレと同じ集団

であった(Schlee1989),ボラナの南下によって圧迫されたガブラ・マルべは、ボラナの社会体系

を模倣し同調することによって、 「ボラナの下の平和」 (Baxter1978)に留まることができたと考
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えられている。このガブラ・マルベでは、カッルが世代組の役職者を任命している(Schlee 1989,

Torry 1978),ボラナが南下した時期は、ボラナがアビシニア帝国に侵略・併合される以前であり、

ガブラがボラナの影響下に自らの社会体系を再編したとすれば、 「アビシニア人による世代組の役

職者の任命権-の干渉」という事実は疑わしくなる。

実は、先に示した三つの語りはすべて対立す′るものではない。少なくとも、カッルがアビシニ

ア人に征服される以前からガダ体系の役職者選出に関わっており、それにもとづいてアビシニア

人によって任命権が与えられたと考えることが妥当であろう。ところが、一九八〇年の全ボラナ

集会は、これら三つの語りのなかから「アビシニア人による押しつけ」という語りを正当なもの

とし、カッルからガダ体系の役職者の任命に関わる権限を奪った。それでは、 「アビシニア人によ

る介入」の語りがいかにして正当なものになったのであろうかO

5　正当な語りの成立

カッルやその親族はアビシニア帝国時代に現地人行政官という役職にアビシニア人から任命さ

れ、徴税などの仕事を請け負ったほか、さまざまな便宜や利益を享受できた。こうしたカッルと

アビシニア帝国との結びつきによって、カッルは権力を強化することができた。しかし、それに

よって逆にカッルによる世代組役職者任命という慣習自体の真正さを失わせ、 「カッルによる世代

組役職者任命の慣習」に疑問が付されることになったのではないかと考えられる。

帝政崩壊と社会主義政権の樹立は、ガダ体系の人々が新しい中央の政治状況に対応して、自ら

の権利を主張する機会となった。そのなかで、中央の政治変動と対応して、帝国と結びついた世

襲制のカッルに対して「代表者が選ばれる」 「民主的」で「平等主義的」であるガダ体系が評価さ

れはじめたと思われる。このことは、社会主義政権下に出版されたオロモ語英語辞典(Tilahun

Gamta1989, 233)に「ガダ体系」が「年齢階梯にもとづく民主的政治体系」 「社会主義」として

記述されていることからも理解されよう。そして、「ガダ体系の代表者はガダ体系の人々が選ぶべ

きであり、昔はそうであった。カッルによるガダ体系の代表者の任命は、アビシニア帝国によっ

て押し付けられたものである」という語りが正当なものとして認められたのではないだろうか。

そこを手は、カッルと対立していたガダ体系の人々の積極的な働きかけがあったことは、次のガ

ダ体系の世代組の儀礼役職者の語りに示される。彼はカッルのクランの人々が中央に出かけ、現

地人行政官として任命されガダ体系の役職者の任命権をえたことを述べた後に、次のように語っ

た。 「今やガダ体系の人々もまたこのように学んでいき、ガダ体系の役職はどれもカッルの人々の

もとにはない。アドウラ役職者は父親の世代組が決める。」つまり、ガダ体系の人々もまた以前

カッルらが行っていたように働きかけをおこなったのである。

こうしたことは、社会主義政権下のボラナ行政区の行政官との関係で生じたことは、カッルの

役職者選定過程から排除するという一九八〇年の決定に、社会主義政権から任命された地方行政

官が、 「ガダ体系の人定の味方」として関わっていたことから判断できよう0

つまり、当時の国家中央の政変と連動して、 「元来はガダ体系の人々がその役職者を選んでい

た」、 「アビシニア人が不当にガダ体系の役職者選出の権利をカッルに与えた」、 「カッルは現地人
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行政官としてアビシニア人と結びつき権力をもっていた」という語りの結びつきが、正当なもの

として認識され「伝統回帰」の運動としてガダ体系の役職者選出の規則の改変がなされた。その

際、 「カッルが昔から任命していた」という語りは無視されていったのであろう。

Ⅳ　終わりに

本稿が扱ったのは、一九八〇年におけるガダ体系の慣習の二つの変更である。一つは、ラーバ

階梯の嬰児遺棄の禁止であり、もう一つはガダ体系の役職者選定の権娘をめぐるものであった。

このふたつの変更について、前者についてボラナの長老や有力者は政府による強制として語る。

それに対して後者は、行政官の後押しもあり「本来そうあるべき」姿に戻したと語られる。帝

政時代まで、カッルはガダ体系の役職者の選定の判断を行なうという権限をアビシニア帝国から

保障されていた。それにより、たとえカッルが以前からの慣習・伝統として役職者選定の過程に

関わっていたとしても、カッルのもつ権限-の異なる見方を生むことになる。つまり、カッルは

ガダ体系の役職者任命の権限をアビシニア帝国からの法令として保障されることによって、帝国

崩壊後にその正統性を失った。帝国の終鳶によって、カッルの権力の正統性は帝政とともに否定

-され、ガダ体系の役職者選定の過程からも排除されることになったと推測される。

一方、カッルが帝国から正統性をえたように、ガダ体系は平等や社会主義を標模する政府-の

政権交代によって、正統性を得た。このようにボラナは帝政から現在に至るまで、国家の政治的

状況を反映させながら自らの社会そのものを変容させてきたのである0
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読

(1)バーレイは当時のオロモについて記述している(Bahrey l954)t　オロモの代表的な歴史研究としてはムハンマ
ド(Mohammed Hassan 1990)を参照。

(2)オロモという名称はすべてのオロモ系諸社会の自称ではない。′高地のマチヤやトウラマが「オルマの息子

{ilmaanOrma)」を自称したことによる。オルマという語には「外部者」 「敵」の意味をもつ。
(3)エチオピア連邦の正式の発足は1995年に施行された憲法に基づくO

(4)アサフア(Asafa Jalata 1993)、バクスターら(Baxter, P.T.W., Jan Hultin and Alessandro Triulzi 1996)を参照
のこと。

(5)植民地行政官などによって描かれる「ボラナ」がどの範囲を指すのかは不確かではあるが、インド洋沿岸部

との交易がある程度の影響は与えていたことは想像に難くない。

(6)オロモ・ナショナリズムはアムハラ支配に対抗するために進展したものであるため、アムハラ支配の中心か

ら離れた周縁社会においてエチオピア中心主義的な視点をもつことは、皮肉なことではあるが、むしろ当然で

あるといえよう。

(7)世代組とは、成員がその父親の組にしたがって自分の所属する組が決まる年齢集団のことである。生まれて

からの年数を基本原理とする年齢組とは異なる。

(8)クヌトッソン(Knuttson1967)、レグッセ(Legesse2002)は、ここで指摘した視点にしたがった記述となっ

ている。なお、バクスター(Baxter 1978)はガダ体.系を儀礼的あるいは宗教的な体系と見なす。
(9)地方役所の文書からボラナの人口は二〇万から三〇万人ほどと思われる。ボラナの民族誌的記述は、すでに

レゲッセ(Legesse1973)、バクスター(Baxter1978)、バッシ(Bassi1996)らによって行なわれており、本稿

の記述はそれらと重複する部分が多い。しかし、本稿の記述は、引用文献を示さないもの以外は、わたしの現
地調査によって得られたデータに基づく。

(10)現地調査はエチオピア側で行なった。エチオピア側とほとんど交渉のないケニア中部のイシオロ県のボラ
ナは考察には含まれない。

(ll)ガダ体系の詳細についてはレゲッセ(Legesse 1973)、バクスター(Baxter1978)、バッシ(Bassi 1996)、田
川(2000, 2001)などを参照。

(12)二〇〇三年の調査にもとづきガダモッジ階梯の年数を八年と改めるO

(13)世代組の発足時に任命される六人の役職者は「アドウラ(aduula)」と呼ばれる。六人のなかで「ガダの父」

になる役職者は発足時にすでに決まっている。下位のふたりの「ガダの父」はハワットウ・クランとコンニ

トウ・クランから選出される。

(14)ボラナがアムバラの圧倒的な銃器に恐れをなして抵抗できなかったことはヒッキイ(Hickey l984, 109-219)
もアーカイブ資料から示している。

個　歴史の知識量あるいは語る力量の差異は人々の間に大きくある。物知りといわれている人々′しか語ること

ができない内容も多い。

(16)ボラナ地域の支配方法は近代的に整備されていたわけではなく、中央から派遣された行政官や兵士はときに

は盗賊まがいのこともしていたという。このほか象牙を目当てにやってきたアムバラ人の活動なども盛んで、

ボラナの地域はいわば無法状態であったようだ。 (Hickey l984, 109-219)
(17)彼らはハイレ-セラシエ皇帝の時代に行政方法が近代化されるまで、税を納めるために自分たちの取り分

を含め人々から家畜を徴収していた(Hickey ibid.)c

1988年の全ボラナ集会についてはアブドウツライ(Abdull血i 1994)を参照1996年の集会については田川
(1998)を参照。

1980年の全ボラナ集会の決定によってすべての人々がその慣習をやめたとは限らないようだ。また、慣習を

やめた理由として、ソマリにボラナが占額されたときに第四階梯の役職者集団もソマリ占傍地域に入ってお

り、このときにソマリによって強制的にやめさせられたとも聞いた0　-方、子どもの遺棄についてであるが、

ブッシュ′に捨てるのではなく町の住民に養子に出すことも行われていた。

位0)ボラナは生れたての仔ウシを供犠することがあるが、その仔ウシをフイティコ(fitiko)という0第四階梯
(ラーバ)の世代組の成員に生まれたために遺棄される子どもをボラナはフイティコであると述べる。また、

同様に「神-の贈り物」とも述べる。

(21)レゲッセ(Legesse 2002)も一九八〇年のガダ体系の役職者任命の慣習の改変が、地方行政官の立ち会うな
かで行われたことにごく簡単に触れている。

(22)ジャータニ・アリ氏はハイレ-セラシエ皇帝時代に近代教育を受けた第-世代のボラナであったO　有名な行

政官であり、彼によってボラナは政治的に優遇されていた。デルグ政権崩壊後に彼はケニアに、逃亡したが、何
者かによってナイロビで殺害された。

(23)この物知りの語りとレグッセの記述は一致している。しかし、レグッセが彼をアディス・アパパに読んで聞
き取り調査したことがあり、両者の語りの一致についてはある程度このことを勘案する必要があるかもしれな
い。

(24)繰り返しやいい間違いの多い語りであったので、意訳をしている。
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(25)註の14と同様の理由で意訳をしている。

(2①　レゲッセ(Legesse 1973)はエチオピア国家の関与を役職者選出過程のなかに描写しているのにも関わらず、
分析においてボラナ社会をまるで閉じた社会であるかのように描いてしまっている。
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コロキアム『グローバル化の中のマイノリティ』

一伊務谷登士翁一橋大学教授の発言を中心にして-

(宇野)

最初に本学の特定研究「グローバル化の中のマイノリティ文化」の研究目的に触れておこうと

思います。まずこの研究の背景ですが、過去において冷戦体制崩壊の中で叫ばれていた情報化社

会の到来が、現実のものになりつつあるということがあります。我々の生活も情報化社会の相場

の中に投げ込まれて、我々がこれを受け入れようが拒否しようが、否応なく、こうした情報化社

会の影響を受けざるをえない状況にあります。その社会の進展に伴って、個人の生活額域にとど

まらず、国家の枠を超えて、政治・経済・文化の分野で、我々自身がこれまで経験したことのな

いような速さでグローバル化が進んでいます。特に政治、経済の分野では、市場経済が拡大して、

EUの傍域的な拡大とユーロの経済体制の構築などにまさにグローバリゼーションを見ることがで

きます。また文化の分野でもいわゆる第三世界の、特に生活額域を中心に、欧米化が着実に進行

しています。しかしながら、こうしたグローバリゼーションの波が世界的な規模ではたして進ん

でいくのだろうか、というところに大きな問題意識を持ち、それについて考える必要があります。

例えば9・11事件です。これはアメリカで起こった事件ですが、それをうけて、アフガニスタン

で戦争が起こる。また政治、経済の大きな変化がそれを通して起きて、その変化は今も続いてい

るO　ところが文化の面で見ると、例えばアフガニスタンの例で考阜ると、一般の大衆の信仰や生

活習慣といった事柄については変化や変革を拒んで、今までの生活習慣を守ろうとするようない

わゆる「戻守的」な姿を一方では見ることができますOですから、技術や制度の変革が起こって

も、文化はそれとは逆の、ある意味では「反動的」 ・ 「保守的」な性格をもって表れているという

ひとつの現状があるのではないかと思います。また文化それ自体が複合的な性格を持っています

が、同時に支配する側の文化と支配される側の文化が錯綜しながら、ひとつのまとまりのある文

化を形作っていると言うことができるのではないかと思います。

この「グローバリゼーションとマイノリティ文化」という研究は、我々自身が直面しているグ

ローバル化の流れの中でいろいろな国や地域の民衆の文化状況がどうあるのかということを比

較・研究することを目標にしています。しかしながらアプローチの仕方として、この研究会で重

点を置いているのは、少数派あるいは少数集団で、彼らの文化に焦点をあててグローバリゼー

ションを見ていくことに大きな力点を置いています。そうした問題意識に基づいてこれらの研究

を進めて、来年、研究報告書を出すように考えています。

これから具体的にグローバリゼーションと移民の問題、 「グローバル化の中のマイノリティ」と

いうことで、伊務谷さんの方から「移動する民」と「グローバルな場」というところで、問題提

起をしていただいて、その後で質疑応答をしていただきたいと思います。
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(伊津谷)

○場と移動

本日の会では、 「グローバリゼーションの中のマイノリティ」という大きな共通テーマが掲げら

れています。 「グローバリゼーション」という語を用いて出てくる課題と、 「マイノリティ」とい

う言葉から生まれる課題の、ふたつの問題領域を重ね合わせて、そこからどのような新たな問題

を立てることが可能であるのか。宇野先生から今回の報告をお引き受けしまして、課題をいかに

設定するか考えて参りました。グローバリゼーションという語によって捉えられてきたさまざま

な事象は、後にお話ししますように、ある意味では近代の時間と空間の解体/再編であり、そこ

ではこれまで自明であった中心と周辺-の分割そのものが大きく揺らいでいる時代であります。

そこでは、もはや「周辺」に位置づけられてきたマイノリティとして論じられてきた問題ですら、

自明ではなくなります。本日は、この二つの大きな課題を、 「場」と「移動」というふたつのキー

ワードからお話できないだろうかと考えておりますO 「移動」はmigrationとmobilityを含み、 「場」

はplaceであるとともに、空間を意味するspaceでもあります。

グローバリゼーションという語が乱用され、何を意味するのか判然としないというのはご存知

の通りです。グローバ'リゼ-ションは、今、宇野先生の方からお話があったように、政治、経顔

だけではなく、文化だとか社会だとかさまざまな債域で使われている言葉ですし、ある意味では

グローバリゼーションという言葉を使うことによって、何かを説明したような気になってしまう

言葉です。したがって、逆から言えば、この語を使うことによっては何も説明したことにならず、

結局、ある意味では思考の停止をもたらしてきたと思います。

O 「グローバリゼーション」という言葉のニュアンス

ただ、本日の話題の文脈で考えておくと、グローバリゼーションという言葉そのものは、この

数年の間にニュアンスが大きく転換したと言えます。もともとこの言葉自身は、 80年代の半ばく

らいから、現在使われているような意味で用いられてきました。グローバル・ファクトリーであ

ると.かグローバル・プロダクションだとかグローバル・ストラテジーだとかいう経営学や経済学

の方で使われている言葉です。もともとグローバリゼ∴ションという言葉自身は60年代の半ばに

最初に使われたそうですけれども、現在のような意味で使われるようになったのは、 80年代の半

ばで、それが90年代に大きく転換してきました。

これは、 「事件としてのグローバリゼーション」と僕は名づけているのですが、要するに、冷戦

体制の解体やバブルが崩壊、アジアにとっては97年のアジア危機などを含めてグローバリゼー

ションというものが持っていた、ある意味でポジティブな面というものが急速に色槌せてきて、

ネガティブなニュテンスで使われる・ようになってきている。それは、民営化や規制緩和という

キャッチフレーズのもとに、市場経済があらゆる領域を侵犯し、グローバリゼーションによって

人々の生活が脅かされてきているという時代認識が広まり、反グローバリズムの運動-の関心が

高まってきている。ご存知のように、サミットやWTOやIMF　世銀総会などに対する反対運動、

反グローバリズム運動の高まりがそうですし、それから今回のラメリカのイラク-の戦争に対し
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ての反戦運動なども、反グローバリズムの運動のひとつだと言うことができます。

グローバリゼーションは、基本的には、これまでの空間とは違ったヴァーチャルな空間をつく

り出してきており、この拡がりとして現代という時代が捉えられる。しかしそのようなヴァー

チャルな空間をつくり出しながらも、それが具体的に展開するには場を必要とする。グローバリ

ゼーションを問題にするには、そして対抗を含めた「場」を考えざるを得ないであろう。グロー

バリゼーションのポジティブからネガティブ-の転換が、まさにグローバリゼーション-の関心

を引き起こしてきたのです。

○マイノリティとグローバリゼーション

もうひとつのマイノリティも非常に大きなテーマです。ここでマイノリティについてグローバ

リゼーションとの関わりで考えておくべきことは、次のような点にあるだろうと思っています。

マイノリティと呼ばれうるような集団というのは、近代のさまざまな時代の中で、各国の地域に

おいて、多様な形で形成されてきたo　しかし、現在、マイノリティ問題だとかマイ)リティとし

て問題化する場合には、基本的には60年代・ 70年代の新しい社会運動の高揚との関わりを考えざ

るをえない。

そうした中で、 60年代のフェミニズム運動や公民権運動といった運動から、いわゆるこれまで

隠されてきたマイノリティの台頭が見られるであろう。それに対して、いわゆる新しい社会理論、

ポスト構造主義やポストモダンなどの新しい思想潮流もマイノリティの台頭の影響を受けながら

出てきている。ところがそれが、 80年代後半から90年代初めに、いわゆるグローバリゼーション

と呼ばれるようになってきたときに、これまでの60年代・70年代のマイノリティの台頭に触発さ

れて出てきた社会理論に対して、そうしたマイノリティの本質化に対する批判が出されてきた。

マイノリティの関わる状況やさらには議論そのものが、 60年代以降、大きく転換してきているの

であり、それを前提にして考えていく必要があると思います。

グローバル化の中で、果たしてこれまで考えていたように、マイノリティを自明のものとして

考えてきてよいのか、むしろそれが自明性を失ってきている、あるいは新たにそれをもう一度捉

え直すようなことをやっていかないと、うまくマイノリティ問題を捉えられなくなってくるので

はないでしょうか。自明性としてのマイノリティの消失というのは、もちろん消え去ったわけで

はなくて、むしろそれがきわめて暖味になってきているということです。レイ・チョウ1の言葉を

借れば、マイノリティは「どこに行ったのか」を改めて考えてみたいと思います。

今、グローバリゼーションという吉葉の意疎も大きく転換してきていますし、それからマイノ

リティに関するさまざまな議論も転換してきています。そのふたつの接点の問題として、 「場」と

「移動」というものを考えていきたいというのが今日の話です。

1  「あのネイテイヴたちは皆どこ-行ったのだろうか」 (レイ・チョウ`(本橋哲也訳) 『ディアスポラの知識
人』青土社、 1998、所収)
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○グローバリゼーションという思考の方法とは

まずグローバリゼーションという思考の方法はそもそも一体何か、ということから始めたいと

思います。グローバリゼーションという語を「定義」することは、ある意味では、自己矛盾です。

と言いますのは、定義とは、知の体系化を意味するからです。グローバリゼーションという観点

から考えるということは、これまでの法則定立的な社会科学の枠組みをどのように壊すのか、あ

るいは転換していけるのかを考えることです。ですから、定義をするということ自体が、これま

での社会科学の在り方です。ある種の定義に基づいてグローバリゼーションを論じることは、自

ら批判した体系的な思考枠組みに依拠して、あるいはより積極的には、新しい理論枠組みを組み

立てるということになります。ですから、グローバリゼーションは、ある意味では定義をするこ

とはできない。ここではとりあえず、グローバリゼーションを、大雑把に、近代の時空間の組み

換えあるいは再編として一応捉えておきながら話を進めていきたいと思います。

近代という時代は、時間・空間を絶えず組み替えることによって成り立っていたと言えます。

すなわち、近代とはグローバルな時代です。 「他者」を発見することによって、 「われわれ」を生

み出してきた。だからグローバルとその反対と考えられる、具体的にはナショナルと言えますが、

そのグローバルとナショナルというのは決して相対立するものではないO　むしろグローバルであ

ることがナショナルであるものをつくり出していく関係、そしてその逆のナショナルな頒域が決

められることによってグローバルが見えてくる、表と裏の関係として、考えておく必要がありま

す。グローバルとナショナルは、絶えず表と裏の関係として在り、それの組み換えとして近代の

歴史もある意味では掴まえられます。

○グローバルとナショナル

国民国家の成立、またそれの展開ということもグローバルとナショナルの関係で捉えられま

す。国民国家というものは決して自立的に展開するわけではなくて、あるグローバルな枠の中で、

ナショナルなものが構築されていき、またそれがさらに再編されるという過程として存在した。

今日グローバリゼーションとして問題化される場合の萌芽あるいは核が初発のところで内包され

る。近代の歴史の初発をグローバリゼーションとして捉えていくという見方を一方では押さえて

おきながら、しかしなおかつ、この20-30年(あるいはいつからとるのかということは政治・経

済・文化・社会によって少しずつズレがありますけれども)、これまでの時空間の組み換えとは

違ったような、そこにある意味では断絶や亀裂が持ち込まれるような、そういう時空間の組み換

えというものが起こってきていると言えます。それが一般的にはグローバリゼーションという言

葉で表現されています。

先ほどEUの話が出ましたけれども、僕はEUそのものはナショナルな単位の組み換えだと思って

います。グローバルな資本といわれるものが、従来のヨーロッパ的な国民国家の領域を壊すよう

な形で表れてきていると言えます。しかしそれは、国民国家に代替するものではなく、グローバ

ル化に対応した国民国家の再編でしょう。経済的には広い意味でのグローバル資本というものが

世界的に統合化していく過程として、これまでとは違った経済の編成が行われていると言えます。
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○生産と消費

EUだけでなく、アメリカや日本、あるいは発展途上国と呼ばれている国を含めて、従来の国民

国家的な枠組みは大きく再編されてきました。例えば経済に関して言えば、それは、多国籍企業

や金融市場やサービス化や消費の問題といった、さまざまな面で捉えられます。従来の経済とい

うものが、生産を軸にして、サービスを含めて生産を行うことによって社会編成をしてきたo　だ

からこそ労働を分析することiこよって、社会の在り方を分析できたという面があります。

ところが今、生産に焦点を当てることによって分析できるのは、経済のある一面でしかないと

いうことが明らかになってきています。生産とともに、消費を問題にしない限り、現代の資本主

義は捉えられない。さらに、市場経済だけでなく、非市場経済を包摂しない限り、現代世界の動

きに接近できなレ′)、ということが明らかになってきています∴経済学ではこれまでは消費は浪費

と考えられてきました。ところがそうではなくて、消費そのものが人間をつくり出すわけですし、

むしろ消費そのものが社会編成の軸になるようになってきています。だから生産によって社会を

組み立てるような経済の編成の在り方から、消費を軸にして社会を組み立てるような在り方-の

転換が確実に起こってきていると言えます。したがって、フーコー的な課題、生産を軸にして社

会編成がどのように組み立てられるか、という課題すら転換せざるを得ないということです。こ

れまでのような監獄や教育、医療を通じた「規律」では、経済編成の軸が消費になってきたとき

に、現代の市場経済化が捉えられなくなってきていると言えます。

○グローバル・カルチャーとグローバル・ポリティクス

そうすると、そもそも市場経済を成り立たせていたものは果たして何だったのかというところ

まで戻り′、それを問い直す必要があります。経済と政治・社会あるいは文化というものとの関係

の問い直しです。例えば、文化がどのように経済として表れるめか、といった問いです.文化の

経済化と経輝の文化化はグロ⊥バルな資本の世界編成を規定してきているだろうし、グローバ

ル・カルチャーに関しては、マクドナルド化だとかMTVだとかCNNだとかディズニーだとかいろ

いろなものが挙げられると思います。

従来の文化がある意味でナショナル・カルチャーとしてあり、文化というのはフランス文化や

イギリス文化と言うようにナショナルな形容詞を前につけた文化としてあった。しかし、文化と

経済の接点に表れてきているのは、ナショナルな嶺域性を脱色したグローバル・カルチャーです。

そういった点から、例えば文化の点でよく言われるアメリカナイゼーションというものも、これ

までのナショナル・カルチャーの延長で捉えるのではなく、グローバル化を体現した流れのなか

で捉え返していく必要があると思います。

それからグローバル・ポリティクスに関して言えば、政治というものは最もナショナルなもの

だと考えられてきました。しかし、最近の日本の政治の在り方を見てもそうですが、もともと主

権がナショナルな傍域の中にあるのかというと、必ずしもそうは言えないO　むしろ主権という幻

想そのものが、外との規定性のなかにあるのではないかという事態が起こっています。国家主権

と対立するような国際的なポリティクスというのはさまざまな面で出てきています。例えば、裁

-83-



判でも、人権条約のような国際的な条約を引き合いに出して判決を下すというのは、ヨーロッパ

ではごく一般的になっていますし、アメリカでも増えてきています。また日本でも例外的だと言

えますが、そういう事例が出てきています。

人権に関して、ご存知のように、人権を抑圧するような政権は国家としての正統性を得られな

いというのは、ある意味で戦後のレジームになってきていると言うことができます。そういった

ことを考えると、これまでのナショナルな形での国家主権というものを考え直さざるをえない。

(ただ、一言付け加えておけば、まさに近代国家そのものは、主権国家の自立性という幻想の上

にあったのであり、もともと自立的ではなかった。)これはポリティクスだけの話ではなく、経済

では、国際会計基準だとか、国際商業仲裁と言われるような機関があります。最近の日本の銀行

の破綻もBIS (国際決済銀行)規定の基準がそのまま適用されたことによって引き起こされてい

るのですけれども、そういった、いわば越境的な権力が大きくなってきてい草oそれが国家的な

主権を大きく規定するような事態が起こってきている。そういうグローバルな権力というもの

が、ある種ヴァーチャルな(ここでいうヴァーチャルというのは決して「架空の」という意味で

はない)ものが形成されてきていて、そういっ、たヴァーチャル空間の中で、そういったグローバ

ルなさまざまなプロジェクトが展開されるようになってきている。-にもかかわらず、それが権力

として出てくる場合には、決してヴァーチャルな空間だけで完結するものではなくて、具体的な

「場」というものを必要とする。そしてその具体的な「場」として私自身が考えているのは「世

界都市」ですが、そういった具体的な「場」を考えていく必要があるだろうと思います。

○権力行使の「場」

グローバリゼーションを考えていくときには、ヴァーチャルなものとリアルなもの(ヴァー

チャルとリアルは対立的ではない)のせめぎ合いの中で、捉えていく必要があります。先ほど

言ったように、それが具体的な権力として出てくる場合、ある特定の「場」をつくり出し、また

それが特定の主体を生み出し、具体的な装置や機構、制度をつくり出してくる。そういう権力が

行使される「場」がなぜ問題になるかというと、先ほど言ったグローバリゼーション-の対抗と

いうことを考えたときに、対抗そのものは決してヴァーチャルな空間の中で行えるわけではなく

て、具体的な「場」で行われるからだろうと思います。そしてその具体的な「場」の中でヴァー

チャルなものと具体的なものの対抗関係をどのように考えていけるのか、それはグローバリゼー

ションと国民国家あるいはグローバリゼーションとナショナリズムとの関わりです・。まさにそう

いう問題として具体的な「場」というものを押さえていきたいということです。

○社会科学の体系化

そのような「場」をとりあえず越境空間という言葉で設定します。そして、ここで問題となる

のが、越境空間を捉えうる社会科学の枠組みとは何か、ということです。これまでの経済学だけ

ではなく社会科学全般において言えることですが、政治学や法学や経済学、社会学などの社会科

学は、方法的にナショナルなものを前提にして、発展してきたo　さらに言えば社会科学の体系化
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や専門的な分化は国民国家の形成や発展を反映したものであったと言えます。国民国家の要請に

応えるものとして、社会科学は展開してきた。だからこそ、現在までのさまざまな社会科学の体

系化が急速に推し進められたのは、まさに国民国家の完成した時期なのです。これは第一次世界

大戦から第二次世界大戦にかけての戦時動員の時期だろうと思います0

その時期にさまざまな形での社会科学の体系化が出来てきますし、現在の大学の経済学部や法

学部、それの講座の原型が大体その時期に出来てくるように思っています。そういう国民国家の

展開を前提としながら、社会科学は発展してきたと言えます。グローバリゼーションを考えると

は、そういう社会科学の枠組みそのものを組み替えるこ,とであり、おそらく領域的空間・越境的

空間を考えざるを得ない段階にきています。

しかし越境空間を対象にするということと、かつて流行った学際的ということとのは同じでは

ありません。学際的という分野には、疑問を持っています。また、既存の学問分野のディシプリ

ンを軽視して良いと言っているのではありません。むしろ、ディシプリンを持たないと、結局そ

れを壊せない、あるいはそれを超えられないと思います。しかしそうしたディシプリンを身につ

けていくときに、従来の社会科学が制度化し、体系化し、専門化してくるなかで、無自覚に内面

化してきたナショナルな思考枠組みに対して自覚的であるべきだと言うことです。

これまでの国際と名の付く分野について考えてみたいと思います。国際経済学では、国民経済

と国民経済の関係として国際経済学が組み立てられてきました。国民経済は所与のものとして問

われることはなく前提され、国民経済と国際経済は切り離される。政治学においても、政治学と

国際政治は別の研究分野として発展してきている、あるいは交渉がない。だから国内政治と国際

政治は別の原理で説明するということになります。国際政治は国内政治を所与とし、政治学は国

際政治を与件としています。だから国際政治がグローバルなポリティクスを説明しているわけで

はなく、同じように国際経済学もそれ自身がグローバルな経済を説明するものではありません。

むしろナショナル・エコノミーあるいはネイション・,ステイツあるいはナショナル・カルチャー

というものを前提としながら国際経済や国際政治や国際文化が語られてきました。これがこれま

での状況ではないでしょうか。

こういった議論がもともとの出発点のところで、大きな落とし穴を持っていただろうというこ

とが言えます。それは領域そのものをむしろ前提にして、その領域をどのようにコントロールし、

そこで何を決めるのか、それを決定するのが誰であるのかということを予め前提にしているとい

うことです。そういう領域の設定そのものを問い直さない限り、グローバルな発想はできないの

ではないかということを、最近考えています。

○移民研究の視座

そういったことを考える手がかりとして、移民研究という分野があります。これまでの移民研

究では、 「移民」という捉え方そのもめが、国民を前提として移民があり、その移民をどのように

コントロールするのかということが移民研究の暗黙の前提になってきました。移民を客体化し、

管理の対象とみなすことに対しては、問われることはない。だから境界を越えて入ってくる人間
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をどのように処遇をするのか、その処遇する権力を誰が持っているのかということは暗黙のうち

に前提にされています。例えば彼ら・/彼女ら-の処遇について、締め出すべきであるという議論

と共生を模索すべきだという議論、この二つは対極のものだと移民研究の中では考えるのです

が、むしろこの二つの根っこは同じなのです。彼/彼女らを排除すべきだという議論も、共生す

べきだという議論も、それを決宣する権限をわれわれが持っているということが、前提にされて

いるということです。

これは、空間を支配するものが誰であるのか、さらに空間の線引きをしたのが誰なのか、その

観点からオーストラリアの多文化主義を批判的に論じたガッサン・ハ-ジ2の議論です。この本を

オーストラリアの研究者からもらって読んだときに、目から鱗が落ちたというか、移民研究はこ

ういうところから出発せざるをえないのかと考えさせられました。自分自身が、無意識のうちに

ナショナルな枠組みに捉えられているのであり、社会科学そのものもそこまで遡らなければなら

ないと思っております。

誰が頒域を設定し、それを誰が管理するのか、予め前提にされていることが社会科学というも

のの根底を縛ってきたのではないかと思います。越境空間を分析するうえで、移民研究において、

定住が当たり前とされ、移動する側を逸脱と見倣してきたことを忘れないようにしなければなり

ません。その発想を逆転するというのは、言うのは簡単ですが、 ′どのようにやっていけばいいの

か、きわめて難しい課題が突きつけられることになるでしょう∴まず出発点と-して、研究者の観

点からテリトリーの管理者という立場を一旦外さないと、移動する側からの視点は生まれないO

そこから移民研究をやっていけないだろうか、そしてそれを社会科学の中に持ち込めないだろう

かと、考えています。

移民研究は、社会科学を組み替えるひとつの切り口になり得ます。これまでの社会科学は定住

の人間を前提とし、それを暗黙のうちに与件として設定しながら議論を展開してきた。移動は逸

脱であり、ある状況から別の状況-移る移行期の一時的な出来事であった。言い換えれば、いか

にダイナミックな枠組みを持っていると言いながらも、ヒトの移動という観点から言えば、基本

的にはスタティック(静態的)であった。私はいま、移動という観点から移民研究を組み替える

ことを考えています。

O 「マイノリティ」の捉え方

最後に「場」と「移動」というものを設定したときに、そこでもう一度マイノリティというも

のをどう捉え返せるのかということをお話して終わりたいと思います。自明のものとしてのマイ

ノリティが暖味になってきているということですが、逆から言えば、さまざまな「場」をめぐっ

てマイノリティ卓のものの組み換えが今急速に進んできているOだからマイノリティをめぐっ

て、さまざまなかたちでの運動がそれの取り込みを行うような状況が出てきている。 「マイノリ

ティ」であるからということ′によって、右であるとか左であるとか言えないような状況が出てき

2　ガッサン・ハージ(保苅・塩原訳) 『ホワイト・ネーション』平凡社、 2003。
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ているし、 「マイノリティ」の運動そのものがきわめてナショナルあるいはエスノセントリズムな

かたちで出てきているというのは、臼杵さんの話でも出てくるかと思います。先ほど移民研究の

中で、多文化共生という言葉そのものが持っているある種の落とし穴という問題もそういった問

題と・関わってくると思いますo

そう考えたときに、具体的な「場」の中でマイノリティというものをもう一度考え直すとするな

ら、ふたつの点を考えておく必要があると思います。ひとつは、 60-70年代以降新しい社会理論

のなかで展開されてきたいわゆる「マイノリティ」そのものの分裂と亀裂を個々の事例に即しな

がらどのように問題を分節化していけるのかという問題。もうひとつは、新しい階版社会が確実

に出来上がっていく中で、新たなマイノリティが出てきています。あるいはグローバリゼーショ

ン、反グローバリゼーションを考える際のキーワードとして、これまでのように「貧困」ではな

くて、むしろ「排除」 (exclusion)が問題になってきています。その排除される人々が新たなマイ

ノリティとして出てきているのではないかということを考えていかざるをえない時期になってき

ていると言えるのではないでしょうか。

(宇野)

どうもありがとうございました。多岐に渡るお話で、どうまとめていいかわからないのですが、

特に言えば、私の畢言の中にEUの動きをグローバリゼーションの中で捉えようという主旨のも

のがあったのですが、伊務谷さんは、ナショナルな動きとして捉えるという提言をされたわけで

すね。それこそ、どういう視点でグローバリゼーションやマイノリティといった問題を考えるの

かという点では、いろいろな視点があるだろうし、そこで議論を持つというのは非常に有意義な

ことではないかと強く思いました。何か質問がある方はどうぞ。

(大庭)

質問はふたつあります。一つ目は、 「場」という言葉をplaceと解釈されたわけですが、 placeと

spaceのニュアンスの違い、また一方でヴァーチャルな越境空間の喪失と言いながら、具体的に

は、現実に、物理的に存在している「場」というものもある意味では想定されているのではない

かという感じを、今日のお話の中では、受けました。その場合、その「場」という枠組みの設定

によって、従来のネイション・ステイトの枠組みを組み換えることができるということは非常に

よくわかるのですが、ただ、現実に考えた場合、ネイションやナショナルといった形容詞めっい

た場合のネイション・ステイトの組み換えというのは、ある意味、非常に現代的な課題であって、

本来、具体的な、物理的な「場」として考えた場合、どの程度の範囲のものを想定できるか、と

いうことがひとつ。

それから、もうひとつは、その一方で、 (レジュメの)三番目のところで頒域を設定すること、

あるいはその傍域管理をすることの主体が問われる、それを一旦外さなくてはならない。そのと

きの「傍域」は、デリトリーとおっしゃったと思うのですが、このテリトリー、またそれを管理

する主体を想定した場合には、やはり、ネイション・ステイトの更に前のステイトそのものがお
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そらく問題になってくるのではないかと思います。つまり19世紀後半から20世紀にかけて確立し

てくるネイション・ステイトという枠組みよりも更にまだ遡って、おそらく16位紀くらいからの

テリトリアス・ステイトですよね。だからひょっとして成立した段階まで問い直すという契機が

あるのではないかと思いました。その場合の質問なのですが、現実問題として、そこまで考えた

場合、ステイトそのものの枠組みは、現在、たとえ、グローバル化してきたとしても、消失する

わけではないということが言えると思います。そうすると、次に問題になるのは、問い直すとき

に、現実にはなくならないステイトといった枠組みと主体を視点から外して設定した場合の「場」

というこの二者の関係のようなものをどう考えるかということが今のお話の中でよくわからな

かったところです。そういうふたつのことを質問させて下さい。

(伊浮谷)

いずれの質問も、難しい問題であり、私自身もどのように展開できるのか迷っている点です。,

グローバリゼーションがヴァーチャルな空間を拡大しながらも、、具体的な場において展開せざる

を得ない。グローバルな資本は、ヴァーチャルな空間だけで増殖することを夢見ているでしょう

が、そうはいかない。最初は単純に、スペースは「空間」であり、必ずしも地理的に一定の範囲

を意味するものではなく、それに対して「場」は具体的な傍域を持った地域、プレイスを考えて

いたのです。しかし、いま＼私が迷っているというのは、 「ヴァーチャル」という語の理解に関し

てであり、ヴァーチャルな空間というのが、、リアリティを失ったものではなく、絶大な権力を行

使し得るようなリアルな空間として表れてくる、ということをどのように表しうるのかという点

です。この点をうまく表現できないために、暖味になってしまったと思います。これは、ちょう

ど、ネーションというヴァーチャルな構成物がリアルな近代を展開してきたことと関わるかもし

れません。

ヴァーチャルな空間の具体的な組み替えの場としてどのような範囲を想定しうるのかというご

質問には、幾層にも、考え得るでしょう。 EUをそのひとつと取ることもできるでしょうし、もっと

小さなローカルな場でも展開しうる。また新たなナショナリズムの高揚のように、国民国家の再

収奪が進んでいます。グローバリゼーションがヴァーチャルであるといっても、その具体的な担

い手は人間であり、人間は具体的な場がなければ生きられない。そしてそのここの人間は、多層

な場にアイデンティファイするでしょう。

一定の領域管理主体に関わる問いについては、私はバージの議論を援用しました。一定の領域

を管理する主体として、一元的に権力を集約してきたのは、近代の国民国家であり、それ以前の

王国や帝国などと決定的に区別される点です。グローバリゼーションという枠組みで現代を捉え

ていく場合、近代が絶えざる領域性の組み替えの過程であり、まさに近代国家が国民国家として

しか成立し得なかった、その初発にこそ、現代抱えている課題の核があります。したがって、グ

ローバリゼーション研究は、先ほども少し触れましたが、近代の絶えざる組み換えを一方では押

さえながら、しかしこの二、三十年間の変化をどう考えていくのかということを、二重に考えて

いかざるをえない。私が今やっているグローバリゼーション・プロジェクトも、一方では、近代
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そのものが最初のところで、境界を設定していったこと、その設定の仕方がどういった問題を現

在に至るまで投げかけているのかというようなことを絶えず問いながら、しかしこの二、三十年

間の変化を見てきたつもりです。

先ほど日露関係をやっておられるという方がおられたようですが、私たちのプロジェクトのメ

ンバーであるテッサ・モーリス-鈴木さん3の『辺境から眺める』という視点は、ある意味で近代

の初発のところに遡っていると言えます。ただ、あの本の言う「辺境」は、 「境界」という意味で

しょうが。そういった境界は、メインストリームからは自明なように考えられながら、しかし境

界といわれる場から見たときには、決して自明ではないO　それは、現代という地点から遡って

いったときに、そういう見方が出てくる。

そういったときにこの二、三十年の具体的な「場」をどう設定するかということですが、それ

は額域性に穴を空けるようなかたちで「場」が設定されてくる。例えば越境空間といったときに、

例えば私自身が例として考えているのは、越境家族です。それは、例えば親がインドネシアに住

んでいて、子どもはアメリカやイギリスに住む。そしてそれがひとつの家族を形成して、またそ

れは決して例外ではないというような越境家族です。

更に、現在の移民を考える時に、これまでの移民とは違ったものを考えていかないと、現代の

移民というものは捉えられないOそれは、サッセン4などが「アップ・ルーディング(ねこぎ)」

という言葉で表現した、あるいは「ディアスポラ」という言葉で表現できるかもしれない。自分

のもともとの生活の場を奪われ、戻るべき場を失った人々が移民として出てくる時代になってい

る。そう考えた時に、改めて、これまでの移民を見る視点が、共同体的かつ具体的な「場」をあ

らかじめ想定してきた、という反省も生まれます。近代は市民社会を構想しながらも、しかし共

同体的なものをずっとひきずってきたことの裏返しかもしれません。すなわち、ステイツがネー

ションとしてしか現れ得ないのが西洋近代国家であり、いまそのことが問い直されているのでし

よう。

もともと、近代国家が国民国家として形成される必然性はなかったでしょう。少なくとも原理

的に言えば、グローバル資本は、ナショナルなテリトリーを必要とするわけ、ではない。従って、

グローバリゼーションは、一方では、ナショナルな頒域を破壊するような動きとして表れるので

す。しかし、具体的な頒域性を持った場を失ってしまうのかというと、そうではない。ご存知の

ように、これまでのナショナルなテリトリーを破るようなかたちの動きは、そして同じようにナ

ショナルな場を守る動きも、比愉的に言えば、右からも左からも起こってきている。ナショナル

な再構築に加わることなく、グローバル資本に対抗できるような場をどのように設定できるの

か、まさにこれこそが課題とならざるを得ないのであり、それはこれまでのような国民国家から

の権力の奪取ではなく、もっと別の形を取らざるを得ないでしょう。

3　テッサ・モーリスー鈴木『辺境から眺める』みすず書房、は、近代において暴力的に設定された境界そのも
のを問い直す、新しい世界史の構想だと思います。

4　サスキア・サッセン『グローバリゼーションの時代』平凡社
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(大庭)

・ありがとうございました。非常によくわかりました。ただ、その先に果たしていけるのかどう

かというところがよく分からなかったのですが。

(伊橡谷)

ネイション・ステイトを批判する議論を展開することは容易です。しかし、それはあくまでも

机上の空論ですよね。国民国家論というのは、さまざまな形で展開されていて、それを批判する

ことは、現代においてはそれほど難しくはない。ただ、それを批判したことによって、その先が

見えるかというと、見えない。たぶん、その苛立ちだろうと思うのです。その先はないのではな

いかと言われると、確かに難しいでしょう。むしろ、いまは、ナショナルな垣根を低くするよう

な運動を、具体的な場において、その場その場で考えることしかないかもしれません。

先ほどのガッサン・バージ-の批判も結局そこにあるんです。ナショナル・テリトリーの管理

者として、主体を扱うことに対して、彼は非常に鋭い批判をやるのですが、それではその先に、

どのような具体的な展望を描けるかというと、全くひらけないでしょう。空間の「管理」といっ

ても多様であり、例えば道路の清掃や補修がおこなわれることによって町並みが保たれる。道路

の清掃は管理であり、まさにそうした管理が積み重なって権力が畢動されてきたO　しかし、それ

を権力としてだけ捉えていったときに、やはりその先の展望は見えてこない。誰が清掃するの

か、という問いには進めない。

(湯浅)

関連しているかどうかよくわからないのですが、今のお詩を聞いて、私もトランスナショナル

なことの新しい概念化が必要だと思います。実際に私が、フイ⊥ルドワークしたのが、中国の小

さな工癖なのですが、日米合弁の小さな工場で、そこでインタヴューをしてまわりました。そこ

で見えてきたのは、やはり空間の重複性です。中国人の労働者は非常にローカルなものとして空

間を認識をしていて、 」方、日本人は中国の工場を日本の一部として考えていて、そして中国人

のマネージャーはどう考えているかというと、非常にグローバルな空間として捉えていて、グ

ローバル競争の中で、`グローバリゼーションの一部としての日米合弁という風に考えている。そ

の中での行動パターンは認識によって違うわけです。今までは国家というひとつの非常に大きな

管理者として空間をdominateLていたものが、それがあくまで相対的になっていくo　それでその

ズレ、 .ローカルとナショナルとグローバルのズレがひとつの空間の中に同居している。これが新

たな力を生んでいく。それはグローバルが完全に統制できるものでもなければ、ナショナルが統

制できるものでも、ローカルが統制できるものでもない。このズレがある種のcontingencyの中で

非常に力をもっている。だから管理を外して、ナショナルな管理が無効になるかと言えば、決し

てそうではない。そこで誰が管理するかというところで、非常に不安定な空間が出来ている。あ

る意味では、これこそ「場」ということができると思います。私はspaceとplaceははっきり分かれ

ると思うのですが、そのあたりは如何お考えでしょうか。
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(伊浮谷)

ただ、工場というのは、ある意味では、目′的は明確ですから、 「場」としては非常に捉えやすい

と思うのです。工場の管理とは生産の管理です。しかし中国人の管理者が、本社に対してアイデ

ンティファイするとともに、中国対してもアイデンティファイする、ということは当然あり得る。

これは不安定な要因を持ち込むことになりでしょうが、同じような問題は、むしろ日本の国内の

企業のなかでも起こりうる問題だと考えられるのではないでしょうか。多国籍企業の場合、場に

よる差異を利用し、ある場合には、作り出すことによって、富を生み出してきた。むしろ世界都

市、ニューヨークのマンハ_ツタンということで考えていくと、その重層性というのは、もっと

違った意味を持ってくるだろうと思います。だからこそ意味にこだわっているのですが。

(湯浅)

「工場の方が非常に目的がはっきりしている、例えば利益追求のaccumulationというものを目

的にして-」と言えそうなのですが、そこには、社会的なものが非常に大きく影響していて、必

ずしもそれぞれの行動を最もmotivateするものが、単なる利益だけだと言えるかどうかは問題だ

と思います。

(伊津谷)

グローバル資本である在外企業が展開する具体的な場において、どのような権力が働くのかと

いう問題と、そこに働いている人がどのように行動するのかとは、一応別の問題です。とくに中

国のような国では、おそらくそのことが非常に見えにくくなるだろうと想像します。それは、移

民でも、もちろんそうです。移民の理由を尋ねたならば、百人いたら、百人とも達うだろうし、

ただそれを社会科学として分析するときには、単純化して捉えるという話なのです。だから移民

の空間などと、私も言っていますが、それはあくまでも、こっちが、勝手にレッテルを貼り付け

たのであって、実際には、非常に多様(多様という言葉を使うとかえって拙いんですけれども)

で、実際には捉えることができない。 「場」と「空間」を分けるのは、権力が具体的に作動する、

あるいはその権力に対抗することを考える時に、具体的な「場」を考えざるをえないということ

があるからです。それをヴァーチャルな空間だけではやっていけない。そこで、その二つをとり

あえず分けてみる。具体的な「場」で、どのようなリアルな対抗があるのかという問いは、臼杵

さんのほうに回したいと思います。

(上村)

越境空間ということで、特に越境家族コミュニティ、そのほかにレジュメの中にも、多国籍企

業とか、グローバル・ポリティクスにおける人権レジーム(インターナショナルなNGOも含めて)

などが挙げられています。要するに、そのようなグローバルな権力というものは、権力を行使す

る側とされる側がないまぜになっていると言えると思います。 (レジュメの)グローバルなヴァー

チャル空間の創出というところで列挙されている、グローバルな資本、カルチャー、ポリテイク
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ス、社会空間という,四点それぞれが、権力の行使という点で、どういう関係になって、それを創

り出しているのか∴それが非常に興味を持った点です。要するに、越境家族が非常に象徴的で、

注目された場合、これはしかしながら、権力の行使とはまた全然違うものですよね。それと例え

ば多国籍企業、特にトランスナショナルなNGOの動き、越境家族コミュニティ、こうした多層

的・重層的なものが、実際、グローバル、ヴァーチャルな権力の行使という点で、それぞれがど

ういったかたちをつくりだしているのかという関係ですよね。

(伊津谷)

この1-4は、政治・経済・文化・社会という分析対象として、分析しようとするものが勝手

に問題を分節化して、どういうものがあるかということを列挙しただけです。事象として別々に

あるわけではありません。ただ、ヴァーチャルな空間が具体的な場において表れるときに、その

担い手が必ず必要である。その担い手は、一応家族という形態をとっている。一応という意味は、

グローバル化の過程で、家族そのものも変化してきているからですが0

(上村)

それぞれが、グローバルな空間の形成に、どういう意味をもって参加しているかという意味づ

けが、知りたいというのが、先ほどの質問の主旨なのですが。

(伊津谷)

二、三十年前であれば、上部構造・下部構造という話をすればよかったのですが-今はそうい

うごまかしもきかなくなってきていますので、非常に難しいのですけれども。ただひとつ考えて

いることは、グローバリゼーション研究として、最近非常に盛んなのは、グローバル・カルチャー

についての研究ですけれども、それについて非常に不満なのは、グローバル・カルチャーの研究

が言説分析だとか、表象分析にあまりにも偏りすぎていることです。それが具体的に資本として

どのように展開しているかということを抜きにして、表象分析などをやられる'のは、拙いのでは

ないかと思いますO　それゆえに、グローバル・カルチャーの分析とポリティカル・エコノミーの

分析との接合が重要になるのです。そして、わたしは、とりあえずは、グローバル資本に焦点を

当てて、両者を結びつけようと考えています。

特にこれまで主権国家が中心になって、世界的な枠組みをつくり上げてきたというのだけれど

も、しかし、むしろ、そういった主権国家が持っていた権力をグローバル資本が奪い取るような

かたちで現れているという面はかなりある。それが、文化的にはMTVだとかCNNだとかいうもの

で出てきていますし、越境家族も決して例外的なものではなくて、むしろそういったグローバル

な資本を動かしているような、世界的な特権グループもできてきています。そうした越境家族の

集団が、ある意味では、知の支配、国際官僚制、あるいはシンボリック・アナリストのトップを

構成しているということも考えられます。ご質問は、グローバルな空間に人々がどのように参加

しているのかということですが、それは一概に言えないでしょう。ただ、参加する場が、これま
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でのようなナショナルな空間に規定されるのではなく、国境を容易に越えるようになった。だか

らこそ、越境家族も、いま言いましたようないわゆる国際的なェリートから世界都市の底辺で働

く移民家族まで、多様な形で表れるOその各々のおかれてろ位置に従って、グローバルなプロ

ジェクト-の介入の方法は異なってこざるを得ない。

これで答えになったかどうかわかりませんが。それは経済決定論だという批判は避けられない

かもしれませんが。ただ、それまでの国家権力が持っていた暴力装置というものが、ナショナル

な頒域の内部に回収されていくかというと、そうではない。介入の場もグローバルになってきた

と言えます。

(妻)

話が変わりますけれども、グローバリゼーションという言葉ですが、日本語よりもヨーロッパ

系統の言語の方が具体的な表現をしているような気がしてきています。例えば「社会人」にあた

るヨーロッパ語はないわけですよね。ところが逆にグローバリゼーションにあたる言葉を日本語

で表現しているものに私はお目にかかった記憶がないんですよねo　グローバリゼーションを日本

語になおすと、どういう風になるんでしょうか。

(伊猿谷)

地球化と訳している人もいます。ただ報告で話しましたように、国際化とは峻別して用いた方

がよいでしょう。

(妻)

韓国では世界化と言います。世界化すると、ネイション・ステイトに対応して、グローバル・

ステイトを想定するわけですね。

(伊津谷)

いえ、グローバル・ステイト(世界政府)は想定できません。いつの時代か世界政府が成立す

るかもしれない、という考えもありえますが、少なくとも現状からは考えられないでしょう。

(差)

想定できないと。でしょうね。そうしますと、グローバルという言葉はネイション・ステイト

という意味にちゃんと、とれますよね。トインビーのいうユニヴァ-サル・ステイトというのは、

通用しますよね。日本人が住んでいる傍域をもって、ひとつのステイトをもって、ユニヴァ-サ

ル・ステイト。それを韓国では世界国家と訳していますけれども、日本では、トインビーのいう

ユニヴァ-サル・ステイトは-

-93-



(伊橡谷)

普遍国家ですかoトインビーが、この語にまって何を意味したのか記憶にはありません。

(妻)

普遍国家ですか。

(伊津谷)

ただ、日本人が住んでいる領域を国家というのは、帝国もそうですが、そこまで広げると危う

い議論になります。

(妻)

グローバリゼ」ションということで、われわれは何を議論するのかということですよね。日本

語で地球化というのは-

(伊預谷)

今の答えにはならないのですけれども、一ケ月前にアメリカに、ワークショップに行ったとき

に、そのときのテーマがGワードを使わずに、グローバリゼーションを語ろうというものでした。

最初に話しましたが、グローバリゼーションという言葉を使うことによって思考停止というか、

何かわかったような気になるけれども、それが具体的には何であるのかということは等閑に付さ

れてしまう。このことを問題にするときには、グローバリゼーションという言葉を使わないで、

しかし、グローバリゼーションという言葉でもって自分自身が抱え込んだ問題を別の言葉で表現

することによって、問題を議論していこうという会でした。そこでの研究の焦点は、今回のイラ

クのことをうけて、占領という問題に焦点を当てながら、 Gワードを使わないで、グローバリゼー

ションを語るというものでした。

例えばここで「マイノリティとグロ⊥バリゼ-ション」という問題が立てられている。最初の

ところで言ったように、グローバリゼーションとマイノリティという問題を重ねたときに、これ

までのマイノリティ研究とは違った見方が出てくると言えます。すなわち、これまでのマイノリ

ティ研究の中心は、国軍国家を形成する過程で異質な他者がどのように排除されてきたのか、彼

ら/彼女らがどのように国民化され、それがいかなる問題を現代に投げかけているのかが問題に

されてきた。しかしそれは個別の国家の問題ではなく、近代国家が共通して抱えてきた問題であ

り、しかも同時代的な問題だったo極論すれば、ホローコーストはドイツの特殊な問題ではなく、

近代世界が共通して抱える問題として論じる必要があるということです。

ある意味では、グローバリゼーションは、そういったものの見方であると、私自身は考えてい

ます。グローバリゼーションで何が明らかになるのかという質問に対して、社会科学、あるいは

歴史学や人文科学やさらには自然科学のあり方までもが、国民国家という枠のなかでの思考の限

界に突き当たっている、という点を明らかにするということであり、それは近代という時代を相
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対化する~ひとつの方法だということでしょう。近代に社会科学が体系化されてきたものをどう組

み替えるかという問題として、グローバリゼーションはあるのではないでしょうか。
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