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〔オピニオン〕

異文化混淆都市ニューヨークで綴った
フィールドノート

冨田 晃 (Akira Tomita)�

中米ホンジュラス共和国に住むガリフナ人を

調査・研究する私は、昨年 1998年の 1月から

9月にかけて、ガリフナ人の多くが移住・出稼

ぎ先としているアメリカ合衆国ニューヨークで

生活する機会を得た。そして、ブルックリン区

に暮らすのガリフナ人ファミリー宅にホームス

テイし、ニューヨークにおけるガリフナ人やホ

ンジュラス人のコミュニティーを調査した。ま

た、「ガリフナ」のほか「人種」「黒人」「マイノリ

ティー」「ディアスポラ」「カリブ海地域」「移住・

移民」といったことに関心をもつ私は、ニュー

ヨーク州唯一の「黒人大学」として設立され、カ

リブ海地域からの移住者が学生の大半を占める

ニューヨーク市立大学メドガー・エバーズ・カ

レッジの一学生となった。私は、この大学の付

属研究機関であるカリビアン・リサーチ・セン

ター付けの学生となり、カリブ海地域やアフリ

カン－アメリカンに関する授業やイベントに参

加した。このエッセイ集は、さまざまな文化が

混在しそして攻めぎあう異文化混淆都市ニュー

ヨークに我が身を置きながら綴ってきたもので

ある。

授業

私が入学したメドガー・エバーズ・カレッジ

は、ブルックリン中央地区の地域コミュニティー

に根ざしたニューヨーク市立大学の一つである。

この大学のカリキュラムには、1960年代後半に

盛り上がった黒人運動のスローガン「ブラック・

パワー」の思想が如実にあらわれている。この

大学の履修案内にある「卒業のためには」の項

目には、「その 1：アフリカン－アメリカンの文

化遺産に関する知識を有すること。その 2：ブ

ラック・スタディーズにより歴史と現状を理解
�日本民族学会会員、日本ラテンアメリカ学会会員

すること」、と記されており、具体的には「ア

フリカン－アメリカン・ヒストリー」という科

目が学部学科を問わず学生全員に必修となって

いる。「アフリカン－アメリカン・ヒストリー」

の第一回目の授業は、古代エジプト文明に話が

始まった。先生は、エジプト文明はギリシャ文

明やヨーロッパ文明より早くに栄えたアフリカ

の文明であり、現代文明の源は古代エジプトに

発すると説き、古代エジプトの宇宙観を図式化

したものを黒板に描いていく。話は次に西アフ

リカに飛んだ。かつて栄えた西アフリカの王国

や都市の名前、ダホメー、アシャンティ、トン

ブクトゥ・・・と挙げていく。授業の終わりに

先生は、学生を一人一人指して、スワヒリ語の

名前を与えていき、学生はそれをノートに書き

とめる。「私のアフリカでの名前は◯×でそれ

は△□を意味しているのだ」と。私は、授業の

最初はちゃんとノートをとっていたのだが、こ

こまでくるとなんだかバカらしくなっていた。

こういった、授業は一体何を意味しているの

か、とても考えさせられてしまう。そして、私

は、これこそアメリカ合衆国で生産される表象

としての「アフリカ」だと思う。

アメリカ合衆国の黒人の祖先は確かにアフリ

カから奴隷として連れてこられた人たちがその

多くを占めている。しかし、その時代は主に 18

世紀であって、現在を生きる人々にとって、自

分自身なり両親や祖父母がアフリカからきたわ

けではない。だからアメリカのほとんどの黒人

にとってアフリカとは、あくまで、社会言説のな

かでの存在であって、直接体験として存在する

ものではないのだ。しかし、それぞれの社会に

は土着性ともいえる伝承や慣習が世代を越えて

残っているものでもある。ところが、ことニュー

ヨークというアメリカ北部の都市においてはこ

ういったアフリカからの伝承もほとんど残って

いないというべきだろう。つまり、南部の農園

で、少なからずは残してきたであろうアフリカ

に発する無意識化された民族の記憶みたいなも

の・・・も、今世紀に入ってからの黒人人口の北



62 ラテンアメリカ・カリブ研究

部都市部への大移動により消えていったのだ。

そして、アメリカの黒人、とくにアメリカ北

部の都市の黒人は、体験としてのアフリカをも

たないからこそ、地理的に非常に大きなアフリ

カが、実際にはサハラ以北と以南では文化的に

まったく違っていて、さらにたくさんの言語集

団に分かれていても、すべては同じ「アフリカ」

として一括してイメージすることが可能なのだ

ろう。つまり、ここアメリカで得られるアフリ

カに関する情報をパッチワークのように繋ぎ合

わせていくことにより「われわれのルーツ／誇

り」としての一つの「アフリカ」を想像／創造

しているのだ。

ところで、先生の話をよく聞いていると「わ

れわれの祖先」とか「われわれの歴史」と、いろ

んなところに「われわれ」という言葉を使って

いることに気づく。つまり、この教室にいる人

は、みな「アフリカにルーツをもつ人」という前

提があるのだ。だから日本から着た私は雰囲気

的にとても居づらい。それから、確かにこの大

学の学生のほとんどは「黒人」とされているが、

実はその大半は、ジャマイカやトリニダード・

トバゴなどの英語圏カリブ海諸国やハイチから

やってきた移住者たちなのだ。ところが、先生

はここにいる学生はみな同じ「アフリカン－ア

メリカン・ヒストリー」を共有しているかのご

とく「われわれ」という言葉を使いながら授業を

進めていくのだ。今、私は、ここに、「黒人」とし

て一括りにされがちな人たちのマジョリティー

とマイノリティーの問題を感じている。（1998

年 2月某日）

ブラック・ヒストリー・マンス 1

アメリカ合衆国ではリンカーン大統領や、フ

レドリック・ダグラスといった黒人解放に貢献

した人たちの誕生日に因み毎年 2月が「ブラッ

ク・ヒストリー・マンス」とされ、私が通うニュー

ヨーク州唯一の「黒人大学」メドガー・エバー

ズ・カレッジでは、ブラック・ヒストリー・マ

ンス関連の数々のイベントが開催された。

私がその場に居合わせたこの大学でのブラッ

ク・ヒストリー・マンス関連の主なものは、2

月 21日に学生会によって行われた『マルコム

Xに捧ぐ』と題した演劇と、学校当局が主催し

た 2月 28日の『われわれの祖先に捧ぐ』と題

されたイベントであった。

まず『マルコム Xに捧ぐ』から紹介しよう。

これは、学生会が主催し、学生有志 10人程が

1960年代後半の黒人解放運動で活躍したマル

コムXの生涯を演劇としたもので、劇の最後に

「我々の人権は守られているか？この社会は本

当に平等か？」と聴衆に訪ねるものであった。

それで、私が気になったことは学生会の執行

部やこの演劇を製作出演している人たちの思い

や努力はよく伝わるのだが、このイベントにやっ

てきた聴衆、つまり一般学生の数が少ないこと

だ。企画側・聴衆側それぞれ 30人位だっただ

ろう。一般学生（普通の人々）と企画側（運動

をする人）との間にある意識のギャップを感じ

てしまう。あと、気になったことは、この演劇

を始める前に、なんだか宗教儀礼のようなこと

をすることだ。白装束に身を固めた学生会執行

部 5人ほどが壇上にあがり、神官と巫女といっ

た趣で配列して香炉を振り、マルコム X、キン

グ牧師、そしてこの大学の名称となっているメ

ドガー・エバーズといった黒人解放運動を展開

し殺害されていった運動家の名前を一人づつ挙

げ、水を撒き、呪文のようなものを唱えていく。

彼らはそこでこれから行う演劇を聖なるものと

して現代社会に位置づけようとしているように

私には思えた。（1998年 3月某日）

ブラック・ヒストリー・マンス その 2

|アシァンテ王がやってきた

ブラック・ヒストリー・マンス最終日の 2月

28日（土）、私が通うメドガー・エバーズ・カ

レッジでは『我々の祖先に捧ぐ』と題した盛大

なイベントが行われた。そして、このイベント

には、なんと、遠く西アフリカのガーナから本

物のアシャンテの王族がやってきた。
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学生掲示板に貼られた案内には、イベントの

タイトルと場所、時間が書かれていただけで何

も詳しいことはなかった。ともかく黒人関係の

イベントのようなので逃さないほうがいいだろ

うと私は思い、当日は早めに学校にいって図書

室で時間を潰していた。

図書室の外から、なにやら太鼓の音が聞こえ

る。「何だ 何だ」、と思い図書室を出ると、構

内に響きわたるけたたましい太鼓の音の中、も

のものしい一群がこっちにやってくるではない

か。先頭は 3人の女性でアフリカのジャンベー

という太鼓を叩いている。この大学のスタッフ

のようだ。そして、きちんとスーツを身につけ

た大学首脳陣が続く。トランシーバーをもち警

備にあたる人、大きなストロボをつけた写真機

やテレビカメラをかついだ報道陣もいる。そし

ていよいよこの一群の本体だ。後光というか、

オーラというか、なにやらもの凄い迫力をもっ

た人たちが私の目の前を通り過ぎていく。彼ら

は、これまで私がニューヨークでみてきたアフ

リカン・ファッションとはひと味もふた味も違

う「本物」という言葉が本当によく似合うアフ

リカの衣装を身につけている。

そのとき私は、西アフリカ、アシャンテの王

様がメドガー・エバーズ・カレッジにやってく

ることなんて全然知らなかったから「何だ、何

だ、何なんだ」と心の中で叫ぶばかりで、全然

状況を飲み込めていなかった。しかし、好奇心

というか、フィールドワーカーの意地というか、

ともかく、この人たちは一体何者で、これから

何があるか見届けなければと思い、リュックか

らカメラをとりだし報道関係者に紛れ込んで、

一群と共にきれいにセッテイングされた大学の

一室に入った。

関係者一同が入室し、レセプションが始まる。

副学長（学長はこの日出張中とのこと）が、演

壇に立ち、「アフリカ、ガーナからアシャンテ王

と王妃、一族を、ここメドガー・エバーズ・カ

レッジにお迎えしたことを心から光栄に思いま

す」、などと言うではないか、これで私も状況を

納得。アメリカ合衆国の黒人がイメージとして

築きあげてきた、「われわれのルーツと誇りとし

てのアフリカ」 ときに古代エジプト文明で

あり、そして西アフリカの王族であった が、

実際に話し行動する人物となって本当にアフリ

カからやってきたのだ。 (1998年 3月某日)

ブラック・ヒストリー・マンス その 3

|アフリカン・ドラム＆ダンス

副学長はどうやら大のガーナ好きのようで、

これまで 17回も、ガーナにいったことがある

とのこと、それから私が最近気づいたことなの

だが、このメドガー・エバーズ・カレッジの歴

史科目のスタッフにはガーナ出身の先生が何人

かいるようで、それもこの副学長の努力の成果

のようだ。この大学の雰囲気として、「白人」の

歴史の先生などちょっと考えられないが、アフ

リカ出身の先生は「本物」といった感じで歓迎

されるようだ。

それで、いよいよアシャンテ王の挨拶。アシャ

ンテ王族とメドガー・エバーズ・カレッジとの

交流はかなり親密なようで、アシャンテ王の御

子息一人は、このメドガー・エバーズ・カレッ

ジに留学し卒業したとのこと、ニューヨークさ

らにはアメリカ合衆国全体におけるアフリカ関

連の研究や交流そして運動の中心としてこのメ

ドガー・エバーズ・カレッジが働いていること

を心から嬉しくおもう、といったことを話して

いた。

学校側首脳陣とアシャンテ王族との内輪のレ

セプションのあと、会場を大学講堂に移し、学

生会とピ－プル・オブ・ザ・サンという組織が

企画する『我々の祖先に捧ぐ』と題したイベン

トが始まった。このイベントは、毎年、ブラッ

ク・ヒストリー・マンスである 2月にメドガー・

エバーズ・カレッジで開催されているものだ。

講堂の前は門前町みたいになっていた。い

ろいろなアフリカン－アメリカン関係のショッ

プ CD屋、本屋、Tシャツ屋、線香屋、せっけ

ん屋、香水屋、彫刻屋、フードスタンド、etc が



64 ラテンアメリカ・カリブ研究

出店していた。そして、その中に、なんだか古

臭い軍服を着た人が直立不動で立っているブー

スがあった。そこにはアフリカ大陸の図とエチ

オピアのハイレ・セラシエ皇帝の肖像が掲げら

れ、「パンアフリカン防衛軍」と記されている。

そして、一定の額をこの組織に寄付すると「ア

フリカ共和国」のパスポートが発行されるとの

ことだ。

イベント会場となった大学講堂内には学生や

地域コミュニティーの人たち 500 人以上が集

まっていた。このイベントはまず、先日の『マ

ルコム Xに捧ぐ』と題されたイベントと同様

に、白装束に身を固めた学生会執行部 5人ほど

が壇上にあがり、宗教儀礼のようなことをして

始まった。そして、副学長と学生会会長の挨拶

のあと、いよいよ主賓であるアシァンテ王族一

行の入場となった。一行は王と王妃のあと王族

の数人、それに元オリンピック選手一人の計 7

人だ。大学スタッフによるジャンベーの太鼓隊

を先頭に会場にやってきた一行は講堂内をゆっ

くりと一周し、特別席へと着いた。

プログラムはこのあと、ニューヨーク市ブ

ルックリン中央地区の各文化サークルの発表会

となった。最初に出てきたのは、アフリカン・

ドラムとダンスのグループ。ジャンベーを叩く

10人くらいの少年たちと、それに合わせて踊る

20人くらいの少女たちのグループだ。みな「野

生なるアフリカ」といったコスチュームと化粧

をし、なかなか迫真の舞台を見せる。どうやら

ブルックリン中央地区の児童教育活動の一貫と

いったかんじでこのサークルはやっているよう

だ。で、次のグループはというとこれも大体同

じ、やはり、ジャンベー太鼓とそれにあわせて

踊る少女たちのグループだ。そして、その次は、

というと、やっぱりこの調子。どのグループも

音楽的にも、踊りとしても似通っている。

私が先日顔を出した、ニューヨーク市役所年

金課職員による「ブラック・ヒストリー・マン

ス・セレブレーション」の芸も、このアフリカ

ン・ドラムであったし、1月 19日に「マーチ

ン・ルーサー・キングの日」を記念してブルッ

クリン・チルドレン・ミュージアムでやってい

た公演も、子どもたちによるアフリカン・ドラ

ムとダンスであった。どうやら、この「アフリ

カン・ドラム＆ダンス」というのは、ここアメ

リカ合衆国のブラック・コミュニティーでは子

どもたちの教育課題として成立しているような

のだ。アフリカには多様な文化があるはずだか

ら、どう考えても一つの音楽と踊りのスタイル

だけが、アフリカのドラムであり、踊りである

はずはないが、ここニューヨークでは「アフリ

カン・ドラム」とか「アフリカン・ダンス」と

いえば「ああ、あれね」と、芸のスタイルがわ

かってしまう。これは、アフリカへの「憧景」を

ベースにアメリカ合衆国の都市という状況で生

まれた新たな「伝統文化」なのだろう。 (1998

年 3月某日)

「引っ越しました」

ニューヨークにやってきて 2か月ほどがたっ

た 3月 8日。やっと念願のブルックリンに引っ

越した。引っ越し先は、ホンジュラス、プラプラ

ヤ村出身のガリフナ人の家。デューク・エリン

トンのジャズが聞こえてきそうな地下鉄Aトレ

インに乗ってユークリッド・アベニュー駅を出

たあたりのイースト・ニューヨークと呼ばれる

地区だ。このあたりには、プエルトリコ人やド

ミニカ共和国人それにホンジュラス人やエル・

サルバドル人といったカリブ海～中米出身のヒ

スパニック、アメリカ合衆国の黒人の代表とい

えるアフリカン－アメリカンやジャマイカ人を

中心とするアフリカン－カリビアンといったア

フリカ系の人々、それにインド出身者や祖先が

インド出身でガイアナやトリニダード・トバゴ

などのカリブ海諸国からやってきたインド系の

人々といったアメリカ合衆国のさまざまなエス

ニック・マイノリティーが混在しながら生活し

ている。

この家は 1945年築の木造 2階建で（あと半

地階がある）、もともとはユダヤ人の家だった



異文化混淆都市ニューヨークで綴ったフィールドノート 65

ちょっとばかし古風な建物だ。私は、Ｓ（父、

72 才）とＪ（母、62 才）の老夫婦とともに、

日中もほとんど日の入ることのない半地階に暮

している。奥の寝室はこの老夫婦のプライベー

トスペースで、あとはダイニングキッチンだ。

私は、このダイニングキッチンの一角に置かれ

たソファーを寝床にしている。上の 1階にはこ

の老夫婦の長女一家が住む。この長女の夫もホ

ンジュラス生まれのガリフナ人で、あとニュー

ヨークで生まれた二人の娘がいる。この長女夫

婦がこの家のオーナーで、1995年にこの家を

ローンで購入した。長女の Tに「どうして、サ

ウス・ブロンクスに住まないの？ 向こうには

ホンジュラス人やガリフナ人がいっぱいいるの

に」、と尋ねてみたら、「あそこは、何かと人間

関係が面度臭いからね」、と答えた。それから 2

階にはドミニカ共和国人の家族 4人が住む。

この家の母親のＪは月曜の朝から木曜の朝ま

で、仕事に行ったきり帰ってこない。寝たきり

老人の付き添い看護の仕事で、仕事中はクライ

アント宅に寝泊まりしながら 24時間看護をし

ている。クライアントはやはりスペイン語話者

のプエルトリコ人だ。このプログラムはアメリ

カの社会保険制度で、Ｊは社会保険庁関係機関

の職員となっていている。

一方、父親のＳは、長らくニューヨークの板

金工場で働いていたが、現在は引退して厚生年

金を受け取り日がな生活をしている。また、妻

のＪも、3年後の 65才になれば年金を受け取れ

るようになるので、そうしたら夫婦でホンジュ

ラスに帰って暮そうと決めている。ホンジュラ

スは物価が安いから、2人でアメリカ合衆国の

年金を受給すれば、余裕の生活ができるし、家

だって建てられる。

このＭ家のニューヨークでの生活は、とてもホ

ンジュラス的で、ガリフナ的で、そしてラティー

ノ的だ。

この家では大概テレビかステレオがけたた

ましく鳴っている。テレビはいつもスペイン

語のチャンネルだ。Ｓが毎日かかさず見ている

ニュースは、大概、サウス・ブロンクスやワシン

トン・ハイツといったニューヨークのラティー

ノ街での事件か、ラテンアメリカ各国からの話

題だ。スポーツでは、サッカー番組はよく見て

いるけど、野球、バスケット、アメフトといっ

たアメリカン・スポーツは関係なし。そして、

Jがよく見ているメロドラマは大概メキシコや

プエルトリコ、マイアミあたりが舞台だ。

テレビがついてないときは、大概、ステレオ

が大音響をたてている。曲は、ガリフナものの

プンタが中心だが、あとメレンゲやバチャータ、

それにラテン・ナンバーのナツメロといったと

ころもある。そして夕方になると、親戚のおじ

さんたちが集まってきてそんな音楽を BGMに

しながら賭けトランプの真剣勝負をやっている。

そんな時の彼らの会話はスペイン語とガリフナ

語を無意識的にスイッチしながら入り混ぜたも

のだ。

次に、食べ物。ＳやＪがつくってくれる食事

は、朝は、煮バナナ・揚げバナナ・焼きバナナの

いずれかに、フリホーレス（中米・メキシコで食

されるインゲンマメの煮物）、チーズ（ホンジュ

ラス的な塩っぽい白いやつ）。油の中でフライ

にしたような目玉焼き。それにトルティーリャ

（中米・メキシコで主食となっているトウモロコ

シのパン）か、カッサベ（ガリフナの伝統的主

食、カリブ海～南米先住民起源）か、油の入った

ぱさぱさ御飯か、ベーゲルっていうニューヨー

カーのパンがつく。

昼は大概、マギーブイヨンのチキン味をベー

スにしたもので、中身は肉の日もあるけど魚介

類の日も多い。そもそもガリフナは漁労民族な

のだ。

日曜は、モンドンゴといって牛の臓物スープ

をつくったり、たまにＳが、がんばってフドゥ

トゥという「つきバナナ」をつくったりする。

フドゥトゥは、青バナナを煮たものを、日本の

餅のように杵と臼でつき固め、それをココナツ

ベースの魚のスープとともに食べるものだ。な

かなか手間暇かかる贅沢な一品である。この料
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理は、中米でもガリフナ独自なもので、フドゥ

トゥをつくるための臼と杵は、1階に住む娘夫

婦がホンジュラスからもってきた。

夜は、昼の残りを食べる。

食事について一言でいえば、ホンジュラスの

ガリフナの村での日々の生活のものとほとんど

かわりがない。

その理由は、近くのスーパーマーケットに行

けばすぐにわかる。そこには、ココナツだって、

青バナナだって、食用バナナだって、ホンジュ

ラスっぽい白チーズだって、ホンジュラスで食

べていたものはなんだってある。それにドミニ

カ共和国から輸入しているカリブ海の先住民か

ら伝わるカッサベ・パンまである。

ところで、ドミニカ共和国の先住民はとっく

に全滅したことになっているが 誰が先住民

か、ということはとてもむずかしい問題で 民

族をある文化を共有する人びと、と仮に定義し

て、ドミニカ共和国の食文化のある側面をみる

と、そこには先住民が生き残ってるってことに

なりますね。 (1998年 3月某日)

Ｍ家

私は、ホンジュラスに住んでいた頃、ガリフ

ナ人の友人たちと音楽グループをやっていた。

そして、今度のホストファミリーはこの音楽グ

ループのリーダー Aの両親の家だ。このM家

と私とは、もう 10年来のつきあいになる。4年

前には私が紹介した日本人女性と Aは結婚す

るは、2年前にはこの家の娘が精神錯乱になっ

たとき、私はちょうどホンジュラスで治療儀礼

の調査をしていて、この家族の裏側を何かと見

てしまうはと、とにかく私はすでにかなりこの

家族にコミットしてしまっている。

このＭ家がニューヨークにやってきて現在に

いたる経緯はまず、1972年に、すでにニュー

ヨークにきていた義弟の手引きでＳが、妻のＪと

9人の息子・娘をホンジュラスに残してニュー

ヨークにやってきたことに始まる。ニューヨー

クに着いた Sは義弟のはからいで翌日からさっ

そく板金関係の仕事に就いた。観光ビザで入国

したＳは、そのまま不法滞在者となったが間も

なくグリーンカード（永住権）を手にいれた。

「あの頃はすべては簡単だった」、という。

Ｓのニューヨークでの生活も落ち着きをみせ、

74年には、当時高校生だった長女のＴを「留学

目的」でホンジュラスからニューヨークに呼び

寄せた。ところが、その後アメリカ合衆国入国

審査が厳しくなったようで 84年にＳは、今度

は「コヨーテ」（密入国をあつかう地下組織）に

しかるべき額を払い、4番目の子のＣと 7番目

の子のＲをホンジュラスから呼び寄せた。Ｃと

Ｒはコヨーテに連れられホンジュラスからグア

テマラ、メキシコと陸路を通り国境の川リオ・

グランデを文字通り「モハダ」（スペイン語で

「濡れた」の意、そこから「密入国」を意味す

る）で渡りアメリカ合衆国へと入国した。

88年、Ｓはホンジュラスに一時帰国し、ホン

ジュラスに残してきた妻Ｊと法的にも結婚して、

カトリック教会で式を挙げ、妻と 6人の子ども

たちをホンジュラスに残して仕事を持つニュー

ヨークに戻った。92 年、Sは、子育てを終え

た妻のＪを「家族呼び寄せ」でホンジュラスか

らニューヨークに連れてくることにした。そし

てニューヨークにいる息子のＲが、ホンジュラ

スの母親Ｊを迎えにいくためにホンジュラスに

帰国した。しかし、Ｒのかつての密入国がホン

ジュラスのアメリカ大使館にばれて、Ｒにはア

メリカ合衆国ビサが発給されず、結局Ｊ一人が

飛行機に乗りニューヨークの夫のもとにやって

きた。一方ホンジュラスに残ったＲは、弁護士

にそれがしかを払い、生年月日を変更した新た

な出生届を手にいれ、過去の記録と決別した。

現在、ＳとＪの夫婦は、アメリカ合衆国の市民

権を取得しようとしている。そして、ホンジュ

ラスにいる子の幾人かをニューヨークに呼び寄

せるつもりだ。そして 3 年後には二人でホン

ジュラスに帰国して家を建てホンジュラスの子

や孫につつまれて老後を過ごすつもりだ。Ｓは

「アメリカの市民権はとるけどアメリカ人なんか
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にはならない。この国をアプロベチァール（利

用）して帰るだけだよ」といっている。 (1998

年 3月某日)

この家の他者意識

「この家の人たち」は、ホンジュラスで生ま

れ、ホンジュラス人そしてガリフナ人としての

アイデンティティーを形成してからアメリカに

やってきた移住一世と、その二世・三世だ。二

世、三世については、また別の機会に考えると

して、今回はホンジュラス出身のガリフナ人移

住一世の「われわれ／他者」意識についてみて

みよう。

まず、彼らが生まれ育ったホンジュラスにお

けるガリフナ人の「われわれ／他者」意識から。

ホンジュラスの人口約 600万のうち 9割ほど

がメスティーソ（先住民とスペイン人との混血）

とされ、彼らがエスニック・マジョリティーとな

り国家の体制を形成している。ホンジュラスは

隣国のエル・サルバドルやニカラグアとは異な

り、メスティーソ内部のごく小数の家族による

土地や資本の独占はさほどおきず、メスティー

ソ内での階層的分断はあまりおきなかった。む

しろ 20世紀以降のホンジュラス社会を実質的

に支配してきたのは、アメリカ合衆国のバナナ

会社だ。

そして残りの人口の 1割ほどを、ガリフナ、

ミスキート、レンカ、ペッシュ、パヤなどといっ

たエスニック・マイノリティーが構成している。

ガリフナとミスキートはともに、アフリカ系の

人々と新世界の先住民との混血・混淆によって

成立したエスニシティーであるが、ガリフナは

「アフリカ系」、ミスキートは「先住民」と分類

されるのが普通だ。それは両者の形質的差異も

さることながら、ガリフナが「海の向こうから

やってきた人々」であり、ミスキートが「そも

そもホンジュラスに住んでいた人たち」という

理解がされているからである。

ここまでのことは、ホンジュラスを俯瞰的に

みた話で、これがガリフナ人コミュニティー内

からの視点になると、かなり変わってくる。

カリブ海小アンティル諸島セント・ビンセン

ト島からホンジュラスにガリフナ人がやってき

たのはいまから 200年ほど前のことだ。記録に

よると 1797年 4月 12日にホンジュラス沖のロ

アタン島に上陸したのは女性 664人、男性 1362

人、合計 2026人とある。ホンジュラスにやっ

てきたガリフナは、新たな居住地をもとめなが

ら親子、キョウダイ、夫婦の繋がりをもとに中

米のカリブ海沿岸に散らばっていった。ベリー

ズ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアと

中米に 43あるというガリフナの各村の成員は、

現在もリネージと婚姻により結ばれた拡大家族

の様相をしめしており、ガリフナ人が語る「わ

れわれ（ワギヤ）」は大概この家族的紐帯をもと

にしたコミュニティー意識であり、さらにその

延長上の意識として「追放」という同じ歴史を

共有したものの子孫というガリフナのエスニッ

ク・アイデンティティーを示すことが多い。

ホンジュラスの新参者であるガリフナ人から

みれば、ガリフナより以前にホンジュラスの北

海岸地方に住んでいたメスティーソ、ミスキー

ト、ペッシュ、パヤは、みな「先住民」である。

それで、ガリフナ人はガリフナ以外のホンジュ

ラス人をまとめてを「インディユ」（スペイン

語のインディオ）とか「ムラドゥ」（スペイン語

のムラート）とか「ラディーノ」と呼ぶ。これ

らの言葉はガリフナ人にとってほぼ同義語であ

るが、それらの意味合いは微妙に異なる。たと

えばインディユ（スペイン語のインディオ）に

はスペイン語がもつその意味と同様に「貧しき

遅れた人たち」という蔑称的ニュアンスがふく

まれている。実際、ガリフナが居住地をつくっ

ていったホンジュラスの北海岸地方は、20世

紀に入りアメリカのバナナ会社が進出する以前

は、貧しい人たちだけが住む遅れた地域だった

のだ。

この前、このニューヨークのＭ家のＪが私に

「自由の女神」の絵柄のついたテレフォンカー

ドを買ってきてくれと頼んだときこう言ってい
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た「ほら、あのインディアの絵のあるやつ」と。

つまり「自由の女神」みたいに布を一枚羽織っ

ただけの貧しそうな格好をしているのが彼女の

いう「インディオ／インディア」なのだ。一方、

ガリフナ語に、「ガリフナ」でなく、「インディ

ユ」や「ムラドゥ」や「ラディーノ」でもない

人たちがいる。それは「メリゲン」と呼ばれる

アメリカ人だ。ガリフナ人は、20世紀になっ

てバナナ会社の人間としてホンジュラスにやっ

てきた「メリゲン」に船員として雇われ、ここ

ニューヨークへと渡ってきたのだ。 (1998年 3

月某日)

「問題」

私は、ホンジュラスというラテンアメリカの

貧乏国に 6年ほど住んだことがある。ホンジュ

ラスでの最初の 3年間、つまり青年海外協力隊

員としての時代は、主都のスラム街の子どもた

ちに木工を教えたり、辺境の村民たちと手作り

児童公園をつくったりした。私は、彼らが貧し

いだなんてあまり感じなかった。そして、彼ら

が「私は貧しい」なんて言ったことを聞いたこ

とがない。・・・おそらく、「あなたは貧しい

ですか」と聞けば「貧しい」と答えるだろうけ

ど・・・そんな質問、人間としてできるものでは

ない・・・経済的には、国民一人あたりの GDP

が 580ドル (1994)という貧乏国のさらに最下

層のこれらの人たちに私が貧しさを感じないな

んて、この人はなんてナイーブな人なんだ、と言

われそうだけど、とにかく私はそう感じたのだ。

ホンジュラスでの協力隊員としての時代を終

えてから、私は、一人間としてホンジュラスで生

きていこうとした。そして私は、二つの事業を

ホンジュラス人たちと始めた。一つは家具会社、

もう一つがガリフナ音楽グループ。これらの事

業を成立させるために私がしたこと、それはホン

ジュラスの貧しさや小数民族に対する差別を訴

えて、在ホンジュラスの国連や在外公館、NGO

そして私の協力隊OBとしてのコネクションか

ら支援を得ることだった。この戦略は、それな

りに成功した。私が開発した子供向けの椅子を

製造するための機械購入に日本の銀行から支援

を得て、在ホンジュラスの国連ユニセフやイギ

リスやアメリカに本部をもつ国際支援団体がそ

の椅子を買ってくれた。

ガリフナ音楽グループのほうはオランダ大使

館が支援してくれた。そして、そのお金でホン

ジュラス国内のコンサートツアーをおこなった、

このコンサートツアーに支援を得るために、在

ホンジュラスのオランダ大使館員が私に授けて

くれた方法は、企画書に民族差別撤廃と、AIDS

撲滅を目的としたコンサートである旨をもりこ

むことだった。こうして、私は「支援を受けら

れる企画書の書き方」を覚えた。それは、審査

する役人がイメージできる事を「問題」として

とりあげることだ。こうして遂に私の悲願だっ

たジャパンツアーを実現させた。

日本にいったとき、ガリフナ音楽グループの

リーダーＡは何回かインタビューを受けた。イ

ンタビューには、大概「ガリフナは差別されてい

るか」という質問が入っていた。実は「民族差

別と戦うガリフナ・グループ」みたいなことを

私は日本向けの文章に書いていたのだ。Ａは、

初めこの質問に答えられなかった。しかし、何

回目かのインタビューの時には「ガリフナは差

別されている」と自ら言い出すようになってい

た。そして、Ａがステージ上で誇らし気に自ら

の黒い肌を示し「この色こそがおれたちの誇り

さ」といったとき、私はもうこんなことやめよ

うと思った。私がやったことは「差別」と「貧

困」をつくり出すことだったんじゃないかって

思ったんだ。 (1998年 4月某日)

「肌は白いが、心は黒い」

この言葉は、ホンジュラスで批難にさらされ

た私を弁護するために、ここ数年急速に政治的

な力をつけ現在では「中米を代表する黒人」と

して世界的な活躍をするガリフナ人運動家Cが

「第 2回中米黒人会議」の開会式の壇上で語っ

たものである。
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日本でガリフナの写真集を出版し、その成果

を現地に返えしたいと思った私は、その後、ホ

ンジュラスを調査に訪ねた際に、現地の図書館

や役所にそれを寄贈し、被写体となった人々の

家々を訪ねその写真集を渡した。そして、それ

を受け取り私の仕事を見た人たちは皆大変に喜

んでくれた。しかし、この私の行動は、ホンジュ

ラスのガリフナ人の間である論議を巻き起こす

ことになった。私の長年の友人はこう話してく

れた。「最近は、どこにいってもアキラの写真

集の話だよ。で、知ってるかい、アキラはガリ

フナの文化を搾取し日本で商売する悪党だって

ことになっていることを」と。

一方、私はこの友人に、まもなく開催される

「中米黒人会議」を傍聴したい旨を相談した。す

ると友人は私を会議の代表者Cのもとに連れて

行き、私を「一緒にやってきた仲間」として紹

介した。

そしてその翌日、「中米黒人会議」の壇上で、

それまで批難にさらされていた私を弁護するた

めに語ったガリフナ人運動家 Cの言葉が冒頭

である。「肌は白いが、心は黒い」つまり、私

は、見た目には「黒人」でないが、その心は黒

く「黒人」であり、「われわれ」と共に戦う同士

である、と説くのだ。

�

このあいだの土曜日、ホンジュラスのプラプラ

ヤ村の聖人祭にあわせニューヨーク、サウス・

ブロンクスで行われた同村出身者によるパー

ティーにいってきた。そこで聞いたことによる

と、まもなく、プラプラヤ村生まれのこのガリ

フナ人運動家がここニューヨークにやってきて

国連でなにやらするとのことだ。 (1998年 4月

某日)

＊筆者は埼玉大学大学院に提出した平成 10年

度修士論文「ガリフナ上陸２００周年記念イベ

ント：越境するイデオロギーとマイノリティー

運動」においてガリフナをめぐる近年の社会状

況を「人種論」と関連づけて考察した。また、

筆者によるこれまでのガリフナに関する研究成

果には以下のものがある。
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号 千里文化財団

1998「プンタ・ロック：ニューヨークという

場が育てたダンス・ミュージックが主張

する中米ガリフナ人の誇り」『ラティー

ナ』No.537, Latina P. □■


