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あれは、どういうきっかけだっただろうか。マラングとの話は初対面からまだ

５分と経っていないのに、かってのアパルトヘイトとそれに対する抵抗運動の話

になった。
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所は南アフリカのヨハネスブルグ国際空港、出迎えの彼と到着ロビーで出会っ

て握手をし、レンタカー会社の事務所に歩いてゆく途中である。

彼ら黒人にとって、人種差別の体制がどんなに酷いものだったか。その苦しみ

を撥ねのけるための闘いが、どんなに長く厳しいものだったか。彼はこの国－南

アフリカ共和国を初めて訪れた私に、なによりも先にこのことを認識させたかっ

たらしい。

このことを腹に収めないでこの国を見て貰いたくない。それだと、この国の現

状に対する誤解や偏見が生じかねない。こんな懸念が彼の心にあったのだと思う。

「大体は知ってるよ。『クライ・フリーダム』は観たからね」

私は手短かに答え、この一言でやっと、彼の黒い顔はなごんだ。

『クライ・フリーダム』とは、日本でも『遠い夜明け』の題名で封切られた１５

年前の映画。アパルトヘイト体制を打破するために闘う黒人運動家と、その闘い

に共感してゆく英人ジャーナリストの実録をドラマにした、リチャード・アッテ

ンボロー監督の、力のこもった作品である。

レンタカーを借り、彼の運転で私たちは空港を出た。

南アフリカは、いまの世界で、旅行者にとって最も危険が多い国の一つである。

日本の外務省は、銃器を使用した武装強盗・カージャック・恐喝等が、都市部で

は昼夜を問わず日常的に行なわれている、と危険情報を出しているし、世界の代

表的なガイドブック「ロンリープラネット」も日本の案内書「地球の歩き方」も、

この国で犯罪を避ける手段について特別にページを設け、ロンリープラネットは

「暴力から身を守る方法を知るだけでも、このガイドブックを読む価値がある」

と宣言しているほどだ。

特にヨハネスブルグは人口一人当たりの殺人事件数がニューヨークの５０倍で

あって、カージャックも国全体で年間１万６千件以上起きている。ガイドブック

はこの数字をあげると、多くの単独旅行者がこの都市に着いたとたんに襲われて

いると警告し、大きな荷物を持って駅やバスターミナルに降り立つのは自殺行為

であり、空港や駅から乗合いバスで街に出ようとする旅行者は、強盗に出会って、

結局のところタクシーより高くつく結果になるだろう、と注意を促す。私が前も

ってガイドを雇い、最初からレンタカーをしたゆえんである。
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では、何故このように、犯罪が横行しているのだろうか。

w ジョーブルグのサウスウェスト

地元の人が愛情をこめてジョーブルグと呼ぶ、南アフリカ最大の都市ヨハネス

ブルグ。その南西部に、ソエトと呼ばれる名高い人口密集地がある。

ソエトとは､SOUTH-WEST TOWNSHIP のことで、タウンシップというのは、

人種別に居住地域を分けるアパルトヘイト政策にのっとった黒人居住区。ここは、

人口１００万を超える南アフリカ最大のタウンシップであって、ロンリープラネ

ットによると「暴力と政治とダイナミズムが渦巻いて」おり、犯罪もさることな

がら、住民の三人に一人がエイズに痢患しているという。そういった状況からこ

こは「ソエトの歴史を語らずに南アフリカの歴史は語れない」とされる、この国

の現在を象徴するような地域なのであった。

ホテルなぞないソエトのこと、この街に泊めてもらえる民家を東京で探すのも、

易しくはなかった。そうかといって、独り歩きが危険では、現地に着いてから探

すのは難しい。

南アフリカに詳しい旅行代理店に問い合せると、現地からは不可能という返事

が来た。「泊めてくれる人がいても、その家に置いた貴方の荷物は保証できない

し、外国人を泊めたことが近所に知れると、小金が入っただろうと噂され、先方

の家が強盗に狙われることとなって迷惑を掛けてしまう」

ソエトに住んでいるガイド兼運転手のルイ・マラングが私を引き受けてくれた

のは、相当に運が良かったらしい。

1910 年、それまでのイギリス植民地とオランダ系植民者共和国が統一し、英連

邦の一国として成立した南アフリカ連邦は、第二次大戦直後の 1948 年、早くから

この地に植民をしていたオランダ系の、自らをアフリカーナと呼ぶ白人たちが政

権を握り、やがて人種隔離政策─アパルトヘイトを立案、実施し始めた。

白人の純血と特権を守るための人種間通婚禁止法や背徳法、国民を人種別に厳

しく分別しそれぞれの居住区を規制する人口登録法・集団地域法などがつぎつぎ

と制定され、国民の１８％の白人が、黒人を主とした残りの有色人種を統治する

体制がつくりあげられると、これに反対する運動は厳しく抑圧される。
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折から世界では、各地で植民地主義の清算が行なわれ、有色人種の独立国が

続々と誕生、あからさまな人種差別はもはや許されない時代と変わりつつあった

から、1960 年に白人官憲と黒人が衝突するシャープビルの大虐殺と呼ばれる事件

が起きると、この国の人種差別に対する国際的非難は大きく高まった。やがて南

アフリカは、オリンピック競技大会への参加さえボイコットを受けて孤立を深め、

英連邦からも離脱したのだったが、アパルトヘイト体制はむしろ強められ、これ

に抵抗する黒人たちの反体制運動も大きく広がっていったのである。

そして 1976 年、白人施政者アフリカーナの言葉であり、オランダ語から派生し

たアフリカーンスの授業をすべての中学に導入することが決められると、これに

反対する中学生のデモ隊がソエトで組織され、規制にのりだした警官隊は催涙弾

を発射、その一発が１３才の少年ヘクターを直撃した。少年は死亡し、このニュ

ースが伝わるや蜂起はたちまち南アフリカ全土に拡大して、騒乱は多くの死者が

でる大衝突となり、世界中の注目を集めることとなっていった。

この事件を機に「ソエト」の名は抵抗と正義の力強いシンボルとなり、この日、

６月１６日は抵抗運動の記念日になったのである。

政治的思惑と暴力による衝突が交錯した曲折の後、やがて白人政府は対話路線

に転換、国家反逆罪で２７年の服役を続けていた抵抗運動の英雄マンデラが釈放

され、人種差別を支えた法律も次々と廃棄された。そして 1994 年、この国初めて

の、全人種が参加した選挙が実現し、その結果、ソエトに住んで解放運動を指導

した黒人、マンデラを大統領とする政権が誕生したのである。

今は５６才の運転手ルイ・マラングも、かっては若き闘士。アパルトヘイトの

時代には１０数回も捕まって刑務所に放りこまれ、延べにすると１０年以上牢屋

に入っていた勘定になるとか。

投獄は政治運動が理由とは限らない。ビジネス街はすべて夜間の黒人立入り禁

止区域となっていたから、仕事が長引いて６時すぎに帰る時など、うっかり会社

で残業証明書を貰うのを忘れると、検挙されてしまうのだった。

マラングが最初に私を案内したのは、ヘクター少年の像が建つ６月１６日記念

碑、マンデラの住んでいた家、黒いマリア像や黒いキリストの画が飾られたレジ

ナムンディ教会。ここは且っての解放闘争のアジトで、説教壇の大きな大理石の
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机が割れているのは乱入した警官

が叩き割った名残りであり、壁の

弾痕も警官によるもの、マラング

もしばしばここでの秘密会合に参

加したという。

当時のソエトは、トタン屋根に

板壁の、物置のような一戸建や棟

割長屋が立ち並ぶ貧民屈だった。

９千人の人が住むある地区では、

電気がなく、水はたった５つしか

ない共同水栓に汲みにゆかなけれ

ばならなかったし、便所は共同で、それも９０しかなかった。１００人に１つで

ある。

しかし、今や環境は大きく改善されている。黒人政権による貧しい地域への重

点的社会基盤整備に加え、自分の家や住んでいる土地を私有する権利が黒人に認

められたことも大きかった。社会主義的な弱者救済の政策と、資本主義的な自由

競争に促された自助努力による欲望達成と、両者の良いところがうまく活かされ

たのだろう。それに加えてなによりも、黒人住民が自分自身のアイデンティティ

に誇りを持ち、ソエトの環境改善と黒人社会の自立に自ら努めていることが大き

いようだ。

「みんなの文化的レベルが上がってゆかなければいけない。それにはなによりも

人々を教育し、啓発することだ。民衆ひとりひとりが力をつけてゆかなければね」

黒人社会の充実と発展に情熱を注いでいるマラングは強調する。

成人の７０％は学校に通った経験がなく、４５％が失業している現状を変える

ため、今のソエトでは、学校教育の整備はもちろん、さまざまな社会教育計画が

進んでおり、職業技術習得所では、大勢の人たちが、家具製作、塗装、大工、人

形作りなどの仕事の習熟に励んでいたし、市民センターでは、芝居や踊り、音楽、

スポーツと数多くのサークル活動が盛んに行なわれており、黒人特有の伝統的リ

ズム感覚を活かしたミニ創作ミュージカルの練習風景も素晴らしかった。
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公民館でアマチュア演劇青年たちが取り組んでいたのは、エイズに罹って恋愛

が悲劇に転落したりしないよう、コンドームの使用を訴える啓蒙創作劇、これか

ら国のあちこちを上演して回るとのことだった。自分たちの切実な問題をドラマ

にして、その原因や解決法を観客と一緒に話し合う、近ごろ流行の教育理論にの

っとった実践である。

マラングは言う。「今を生きる為になすべきことはすべて、世界の動向と無縁

ではあり得ない以上、外の文化を積極的に学ばなければ、われわれは滅びる。そ

れと同時に、我々黒人社会の独自な伝統的文化をしっかりと継承し、育成してゆ

かなくては、やはり滅びる。アイデンティティを失うからだ」

同じ悩みに直面したと思われるわが国、明治の先人たちは「和魂洋才」と唱え

たのだったが、マラングの警鐘を聞くと、現在の、アイデンティティを剥ぎ取ら

れて衰えつつある平成の日本人を想起しないでは居られない。彼の発言には、多

くの民族が存亡を賭けて競い、闘ってきた、南アフリカの歴史と体験が切実に反

映しているのである。

マラングが誇る黒人社会の伝統文化とはなんだろう。その一つは、相互扶助の

精神と家父長的秩序、そして伝統的礼節といったモラルにもあるようだった。

マラングは語る。「ソエトの失業率は高く、仕事がなく収入のない人が大勢い

るのも確かだ。しかし、誰もが毎日の食事は食べているし、飢え死にした話など

聞いたことはない。昔から黒人居住区に飢え死にはない。家族同士、部族の人間

同士は助け合うのが当たり前だからね。困ったときは近所の人に遠慮なく食べさ

せて貰えるし、疲れたらよその家で寝込んでも文句を言われることはない。『隣

人の飢えをよそに自分だけが食べるのは動物のやること』『食物も幸運も分かち

合わなくてはいけない』これが我々の掟だよ」

そうは言っても、たくさんの黒い赤ん坊が元気良く遊んでいるソエトの孤児院

で聞いたところ、養父母となって引き取り育てる、家族的相互扶助に基づいた養

子の申し出が、近頃は減っていると嘆いていた。いきおい、収容児は増える一方

となり、孤児があふれて運営がし切れなくなる。人々の生活が今よりも苦しかっ

たアパルトヘイトの８０年代に比べると、この傾向は顕著だとか。

生活に余裕がでるとともに、自分の人生だけを楽しんで生きようとする個人主
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義的な性向が強くなったのだろうか。それと相まって、人々の為を思い、社会に

奉仕する精神が、希薄になってきたのか。マラングは眉をひそめていたから「日

本もまったく同じ、もっとひどいよ」と声をかけたのだったが、国を愛し郷土を

憂う人マラングの気休めにもなったかどうか。

彼の家での食事はいつも、２人だけの差向いだった。その傍に奥さんが控えて

給仕役を引き受け、手掴みで食べた指を洗う水を私たちに勧めたりする。ソエト

に２階家はほとんどなく、ここも３ＬＤ＋Ｋの一戸建平屋。私たちは、一続きに

なった居間と食堂のいちばん広い部屋を占領して食べるから、そのあいだ３人の

息子達は、奥でひっそりと私たちの食べ終わるのを待っているらしい。

子供や妻は、客と父の食事が終わったあと残り物を食べる。これが黒人家庭の

伝統的礼節であり、それは今も保たれているのだった。客が予想以上に食べると、

料理が足りなくなって、もう１度炊事をすることもあるという。

炊事といっても、日本の家庭のように、いくつものおかずを作ることはしない

し、食事ごとに献立を変えることもないようだから、その点は楽なものだ。

主食は、アフリカ一帯に多い、玉蜀黍メイズの粉ミリミールを熱湯で蕎麦掻き
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状に練ったもの。それに肉や野菜を適当に入れたシチューをかけ、一つの大皿に

盛られて食卓の中央に置かれた料理を、めいめいが手を伸ばして取り、手掴みで

食べるのが作法である。

お祭りや祝いごとのハレの日となると特別な食べ物が用意されるのは、日本も

アフリカも違いはない。以前、ケニアの草原にあるマサイ族の部落に泊まってい

た時のこと、ちょうど、マサイにとって最も大切な通過儀礼である成人式に出会

った。近在からマサイの客人が大勢やってきて、儀礼のあと、野外の大宴会が開

かれる。

山羊や牛の放牧で暮らしをたてているこの部落でも、１日２食で済ます食事は

いつも、スワヒリ語でいうウガリ、ミリミールと同じである。単調な食事にうん

ざりしていたから、前の晩「お祝いのご馳走はなんだい」と聞くと「ライスだ

よ！」と嬉しそうな声が返ってきた。「こいつは美味いんだから」と、得意気な

表情なので「俺なんか日本では毎日食ってらぁ」と自慢しようと思ったがやめ

た。

色とりどりの鮮やかな服装に、沢山の装身具をじゃらじゃらと付けて身を整え

たマサイの美しい女たちが、野外に竃を築いて料理した祝いの膳は、米の飯の上

に牛肉を煮た固まりをごろんごろんとのせたもの、遠来の客だから私には特別に

沢山よそってくれる。

他の青年たちと、青空の下で一緒に食べていたあの時、「お腹がいっぱいにな

ったよ」と言って、飯も肉もだいぶ残した皿を返そうとしたら、回り中から一斉

に手と身体が突っ込んできて、私は、はじき飛ばされ、皿はあっという間に空に

なった。

マサイにとって、米の飯や牛肉は滅多にありつけないご馳走であり、何であろ

うと、普段は腹いっぱい食べる習慣もないのだろう。恐らくはそれが、彼らのス

リムで美しい体格を作っている秘密である。

「さよなら」

マラングの家を発つ時、玄関に出てきた息子たち─高校生、大学生、デザイナ

ー見習いの３人が、私に声をかける。末っ子の高校生は昨日、日本でコンピュー

ターの勉強をしたいのだけど、と言ってきた。プレイステーションが彼の日本へ
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の関心を掻き立てたらしい。

「さよなら」「さよなら、ミスター・ヨシマツ」

すると、マラングが彼らを厳しく叱った。

「『さよなら』だけじゃ駄目だろう。お前たちはちゃんとしたお別れの挨拶も出来

ないのか」

息子達はもじもじしながらも、父の言うとおりにそれぞれが考えをまとめ、言

葉を加える。

「この国で楽しい体験が出来ますように」「無事にご旅行を続けられるよう願って

います」「日本に帰った後も好いお友達でいてください」

このような家族の間の秩序、父親による子供の躾、そして、他人に対する心く

ばりの整った礼節は、実は戦前の「封建的日本」の家族にあり、現在の日本の家

庭ではまったく失われてしまったものである。

だから、ソエトの黒人家庭にこのモラルがしっかりと保たれているのを見て、

私は複雑な気持ちにもなり、また羨ましい気持ちにもなった。そして、マラングが

「伝統的文化を継承して、黒人のアイデンティティを保たなくては」と言う時、彼に

はこの家族秩序、この礼儀作法が確かに意識されていることを悟ったのである。

e レセディー光の場所

ジョーブルグの中心からソエトの反対側、北西にいった郊外に、レセディ文化村

がある。レセディとは「光の場所」の意味で、ここはいわば、南アフリカに住む黒

人各部族の伝統的生活や民俗芸能をショウアップして見せる宿泊施設付きテーマパ

ーク。黒人たちが、彼ら固有の民俗文化を誇り高く掲げつつも、それを先進国観

光客ための風変わりなエキゾティズムとして媚びる見世物とはさせないよう心し

ていることや、現代欧米文化に対するアンチテーゼとしての問題提起を意識的に

ひそませながら、両者の融合にも努めているその様子が異色で、興味深かった。

ここの外観は、斜面の森に拡がった民家園といったら良いだろうか。

入場者が正面の入口に着くと、部落を区切る木柵に登り、立ち木にぶら下り、

或いは門扉から顔を覗かせた、裸に腰布、つまりは民俗衣裳の男たちが、彼ら特

有のアカペラ民俗合唱で陽気に迎える。入口内側の村広場には、女たちが装飾品
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などの細工物を地面に並べて売る野外バザール、その間を子供たちが走り廻って

いる。

ここから細道を奥へと辿ってゆくと、あちらこちらの林の中に、南アフリカ黒

人の主要各部族それぞれの集落がある。それぞれの集落には、伝統的民家が建ち

並び、広場があり、実際に生活をしている住民がいて、穀物を搗いていたり、針

仕事をしていたり、お喋りに興じていたり、日常そのままの活動、自然そのまま

の生活を演じており、それによって訪問者を架空の現実にトリップさせてゆく演

出が仕組まれていた。

その家々は文化村で働いている人たち、つまりここで表方、裏方として演技し、

施設運営をしている人々の住居であるとともに、その中には来園者の宿泊する、

いわば離れ家式ホテルにしつらえた家もあって、外観こそ、すべては草葺き屋根

に土壁や木組み壁の伝統的民家だが、扉をあけると中には絨毯が敷かれ、欧風の

ベッドが置かれ、電灯はもちろん温水シャワー、水洗便所など、現代機械文明の

便利な機能がしつらえられている。

宿泊客が自分の部屋から出ると、隣の家の前で子供を膝に乗せてあやしている

小母さんから、隣人としての親しみのこもった挨拶をされ、自分がこの部落にず

っと住んでいるように錯覚してしまうような、心憎い趣向だ。すべては演出を感

じさせない巧みな演出であり、演技を感じさせない見事な演技だった。

観光客を乗せてクルーズする豪華客船の食事時、船長が客のテーブルで食事を

ともにしつつ親近感を醸成し話題を盛り上げるのと同様に、この村の食堂では、

長老たちが客の食事に加わって一緒に談笑をする。

夕食後、くつろいでいると女たちの１団が歌いながら迎えにやってきて、歌と

踊りの民俗芸能ショウに誘い、夜遅く、広場の焚火にあたっていると、今度は男

たちの１団が歌いながらやってきて周りに座り、爺さまが、動物や精霊の活躍す

る昔話をして聞かせるのだった。

本来の村であれば、火のまわりに座って話をせがむのは子供たちだろう。日本

にもあった古き良き時代の情景、南アフリカで出会う遠野物語の世界である。

この晩のお話は、死の起源にまつわる神話だった。

昔々、人間に「死ぬ」ということはなかった。誰も死なないから人間は増える
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一方だ。やがて、食物が足りなくなってくる。そこで、すぐにお腹を空かせる若

い連中が相談をし、霊界の王様のところに行って頼んだ。

「年取った人たちを、貴方の国に連れていって貰えませんか」

王様は承諾し、自分の好きな時々に、否応なく老人を連れ去った。

おかげで人は減り、食物は足りるようになった。若者たちが、自分も老人にな

ることに気付いたのは、顔にしわが目立つようになってからである。

「しまった！」と、且っての青年は思ったが、もう遅かったのは、言うまでもない。

ここで起きることすべては、計算され、演出されたパフォーマンスに違いない

のだが、それを感じさせない自然な進行の中で、レセディは訪れた観光客をその

民俗世界に溶け込ませ、伝統が息づいていた豊かな日々への懐かしい感傷に浸ら

せると共に、今日の生活への反省を誘って、現代人が失った大切なものの数々に

気付かせてくれるのだった。

現代文明の機能性と、民俗文化の人間性とが、ここでは、巧みにバランスをと

ってしつらえられ、両者の良いところを引き立たせている。

どうして「光の場所」ーレセディと名付けたのか。長老は答えた。「私たちの

民俗文化がこの国の光だからです」。この施設には、外国からの旅行者だけでは

なく、南アフリカ国内の学校生徒団体の訪問が多い。ここで子供たちは、自分た

ち黒人部族が伝える伝統民俗の素晴らしさや大切さについて体験し、貴重な学習

をするに違いない。日本にはテーマパークが沢山あるのに、どうしてレセディが

ないのだろう。

夕食の席で長老は、南アフリカの直面しているさまざまな困難について語った

が、レセディでもソエトでも、これだけ多勢の人々が自分の国について想いを語

り、自分の育った社会について心を砕き、それを良くするについての自分の考え

をしっかりと持っていることには驚ろかされた。もともと肥沃な国土と豊かな資

源を持ち合わせているこの南アフリカが、今でこそ多くの人が貧困であろうと、

やがては、世界の人々から尊敬される素晴らしい国になることは間違いがないよ

うに思われる。

この国に住む多様な人種の間に存在する対立やわだかまりが、どのような方向
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によって解消への道を進むのか。このことだけが、留保条件だろう。

r 白いキリスト、黒いキリスト

南アフリカの住民の多くはキリスト教徒である。そのことでは、白人も黒人も

変わりはない。

イエス・キリストとマリアの関わるすべては、もともとヨーロッパ社会から植

民者と共にやって来たものであって、それをもたらした者も、押しつけられた者

も、白人も、黒人も、等しくキリストを讃え、教会に集まるが、時日を経て、そ

の態様はさまざまに変容している。

１７世紀以来の植民者であり、白人社会をリードしてアパルトヘイトもすすめ

たアフリカーナのキリスト教は、彼らの出身地オランダのカルヴァン主義改革派。

アメリカ植民で名高いピルグリム＝ファーザーズと同じピューリタンであって、

その教えは、戒律を厳格に守り、贅沢や浪費を慎み、清貧に耐えて労働に励むよ

う説くものであった。

アフリカーナは以前、ボーアと呼ばれていたが、そのボーアとは、オランダ語

で農民を意味し、カルヴァニズムは、この新天地にやってきた農民が、先住者の

黒人、後から植民してきたイギリス人と戦いながら、森を拓き、土地を耕し、勤

勉な労働によって営々と地歩を固めてゆく、質朴剛毅な生活態度にふさわしい信

仰であった。

やがてこの信仰は、支持者の社会的要求に答えて解釈を伸展させ、真の神のし

もべは白人であり、ピューリタンこそが神に選ばれた民であって、南アフリカは

まさに旧約聖書の予告する約束の地にほかならないと説いて、アフリカーナのア

イデンティティを確立するとともに、郷土愛と愛国心を築き上げ、同時にアパル

トヘイトの精神的支柱ともなっていったのである。

一方、黒人のなかに広まったキリスト教も、ヨーロッパ人によって宣教された

教えが、黒人たちの間にあった土俗的な信仰や儀礼を取り込む形で大きく変容し

ていった。

教団の組織も、黒人司祭や黒人牧師が台頭すると、やがて白人やヨーロッパの

組織とは縁を切り、南アフリカ独立教会と一括して呼ばれる新宗派がいくつも誕
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生して、独自な運営を行なうようになる。

だからこそ、ソエトのレジナムンディ教会のように、黒いキリストとマリアの

もと、こちらは反アパルトヘイトの精神的支柱になり、闘争の拠点にもなったの

であった。アパルトヘイトの白人、反アパルトヘイトの黒人、双方がキリストを

後盾としたのである。

マラングの家に滞在していた或る夜、ソエトの広い体育館で、シェンベ派の女

集会に出会った。シェンベは、独立教会の中でも広く勢力を伸ばしている一派で、

２０世紀のはじめ、預言者であると共に信仰療法を行なっていたズールー族のイ

ザヤ・シェンベが設立したものである。

夕方から続々と集まってきた、中年そして年寄りを中心とした女性たちが、儀

礼用の衣服に着替え、被りものを整えて待つうち、夜の１０時を廻った頃になっ

て、それはおもむろに始まった。

祭壇もつくられず、リーダーもはっきりしないが、何百人の女たちが、単調な

太鼓と笛の音楽、というよりリズムにあわせて、マスゲームのようにステップを

踏んでゆく。

一歩踏み出しては一歩戻り、三歩踏み出して身体を振っては二歩戻る。こういっ

たゆるやかな動きだが、大勢の女が一斉に同じ所作を繰り返すと、そこには寄せて

は返す波のような、外洋からの大きなうねりが海面をもり上げては落すような、不気

味な迫力が生まれ、この動きがえんえんと次の日の朝まで続けられるのだった。

シェンベの信仰において、女はあの世とこの世とを媒介する象徴性を担ってお

り、この派では、ズールー族神話で活躍する豊潤の神「天の王女」の祭りも、春

の行事として盛大に行われる。聖書の物語が、民俗の神話と習合し、多彩に変貌

しているのだろう。

独立教会各派はそれぞれ、黒人が得意とする独特の踊りや歌の民俗性をも活か

した儀礼を創り出しており、聖霊の力を大切にし、予言を重んじ、祖霊の口寄せや

病気治療などを行ない、黒人社会が伝えてきた一夫多妻などの慣習も否定しない。

この、キリスト教という世界的信仰に形式上は連なりつつも、黒人の民族宗教

を取り入れた不思議な信仰の存在こそが、圧迫され侮蔑されたアパルトヘイト時

代を通じて、彼ら黒人が固有の文化への誇りを維持し、彼ら独自のアイデンティ
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ティを保ち続けることが出来た、一つの大きな要因であったに違いない。

黒人たちの信仰心は厚い。

南アフリカ北部、ベンダの山村に行った夜、われわれを泊めてくれたマーシー

小母さんとマラングが、日本人の感覚からいったら喧嘩としか思えないような激

しい口調で言い争いを始めたので、びっくりして仲裁に入った。ところがそれは、

神に至る道は色々あるか、それとも決まった一つしかないか、という議論なので、

呆れてしまった。もちろん、二人ともキリスト教徒、一つの道しかないと言い張

るのがマラングだ。

日本では、ジャイアンツかタイガースか、株式投資か定期預金か、といった議

論こそ聞かれても、このような抽象的な、そして人生にとっての本質的な議論が、

普通の立派な大人の間で交わされる光景など、およそお目にかかったことがない。

南アフリカの黒人たちは、なんと真剣に、人間の為すべき道を模索しつつ生き

ているのだろう。

自分の国や社会の

将来に対する想い

といい、自分の生

き方についての真

剣な対応といい、

すべてにいい加減

で自分本位、メリ

ット重視の日本人

が異常なのか、南
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アフリカの黒人が特別なのか。

「そんなに興奮しなくてもいいじゃないの、なんかおかしいよ。それじゃ、神

道の神に礼拝するぼくとは友達になれないって言うのかい？　君の息子が仏教徒

になったら勘当するの？」

喧嘩にならない様にと、冗談混じりに水を向けたが、一神教に浸っている彼ら

には、いい加減な奴だと軽蔑されてしまったかもしれない。

葬儀や遺体の処理はほとんどが欧米キリスト教の方式に倣っているものの、マ

ーシーさんの山村では、伝統的儀礼の方法に従って死後の処理をする人も少しは

残っている。

彼らは、遺体を土に埋めると、石碑などは立てず、盛り土のままにしておく。

五年ほど経った頃、もう一度掘り出して骨をきれいに洗い、毛羽立てた子山羊の

革、つまりスエードに包んだり、きれいな壷に入れると、今度は家の傍に改めて

埋め、日常的に、拝んだり供物を捧げたりするのである。沖縄でも行なわれてい

る洗骨の風習と変わりはない。

ベンダでは霊媒師の影響力も強いと聞くから、先祖崇拝の民俗が、都会から離

れるほど強いのだろう。神に話しかけるように、祖先の霊に語りかけ、祖霊を神

との仲介者のように意識することで、キリスト信仰との調和、妥協がはかられて

いるようだ。キリスト教と祖霊信仰との習合である。

農山村と違って、先祖伝来の田畑も、親からの技術伝承もなく、毎日の生業や

労働が祖先とは関わりのなくなっている都会で、祖霊崇拝が希薄になるのは、こ

の国も例外ではない。

ただここでは、結婚の在り方や成人の認知についての伝統的民俗が、社会の基

礎に関わる慣習として現在も葬制以上に大切に保たれており、キリストの教えに

もかかわらず、黒人社会では都会でも山村でも、一夫多妻についてのタブーはない。

男は多くの妻をもつことで非道徳的だと社会的非難を浴びることはなく、むし

ろ尊敬を受けるのが普通である。それが、男の持つ富の指標にもなるからだ。

その理由の一つは、結婚に際して、花婿が花嫁の父に、嫁の対価を支払う風習

がいまも常識だからである。その常識を無視した男と女が、当人同士の話し合い
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で同棲生活に入ってしまうことは可能だ。しかし、ロボラと呼ばれるその婚資が

支払われない場合、社会的には結婚した夫婦として認められないし、祝福もされ

ない。

伝統にのっとって牛、牛の代用としての現金で支払われる婚資の相場はなかな

か高額で、結婚をする男にとっては大きな負担が必要だ。

ロボラをいくらにするか。これには普通、長い交渉が行なわれる。高額のロボ

ラを支払う男は偉いとされており、彼の誇りも満足させるが、懐具合の事情もあ

る。はじめに花嫁側から高額の要求が出て、それが交渉によって値切られ、妥協

点に達するのが一般的な在り方らしい。

外見から言えばまさに売買婚であり、品物の売り買いと同じだから「これでは

女の競り売りになっているじゃないか」という改革派の反対もあるし、「大金を

払ったことで、夫が妻を私有物のように思い込み、奴隷として買ったかのように

妻をモノ扱いさせてしまう良くない風習だ」とロボラの廃止を求める意見もある

が、その声は弱いと聞いた。

花嫁の値段は今の相場で牛１０頭ほど。牛で量られることは、ロボラが、江戸

時代日本の米と同様に、大切な家畜である牛を物価の標準としていた農耕牧畜時

代の風習であることを示しているし、ロボラの慣習自体、娘を嫁に出すことが、

大切な自家の労働力を他家に渡すことに他ならなかった、農耕村落の民俗である

ことをよく示している。

牛一頭を現金に換算すると１０万から３０万円。この国のサラリーマンの給料

は、安い人間で１万５千から３万、中流で６万から８万円という。結婚するのは

若く安月給の男が多いだろうから、楽ではないし、月賦で払われる場合も稀では

ないようだ。

ロボラの習俗が社会で機能している以上、対価さえ払えば、第二第三の妻を持

とうと誰からも文句を言われる筋合いはない。欧米の教会は一夫多妻婚を不道徳

だと非難するが、キリスト自身はこれについて何も言っていないのである。

それどころか、妻を沢山持つことは、食うに困った貧しい女を救う役割も果た

すから、ここでは社会的な善行とさえみなされる。まさにこれは、俗に「永久就

職」と呼ばれる結婚の社会的機能であって、男は、家事が妻の手に余る状況が続
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く時など、女中を雇うことをせずに、第二の妻を貰うよう心掛けるのだと聞いた。

ワークシェアリングのプロトタイプと言えようか。

社会から貧困の人を救う一助として一夫多妻婚を機能させ、社会政策に代わる

役割を担わせる習俗は、さして珍しくもない共同社会の知恵であって、預言者マ

ホメットが、戦争で夫を亡くし生活に困った寡婦を保護する手段として、四人妻

をイスラム社会に提案したのと、発想は同じである。

またここには、夫が早く死ぬと、寡婦は夫の兄弟に再び嫁ぎ、財産はその兄弟

が引き継ぐルールもあるという。戦前の日本、特に農村では「ナオル」と呼ばれ

て一般的だった慣行が、ここでは今も、社会の秩序を維持するため、家の財産を

保全し、生活に困窮する人が出るのを防ぐ、共同扶助の意味合いをこめたルール

として機能しているのだった。

伝統的家父長制家族の場合、家の財産は、最年長の男の子すなわち長男ひとり

が親のすべての財産を引き継ぐ、長子相続で行なわれるのが世界の通例であって、

南アフリカの黒人社会に於ても同様である。しかし、ベンダの山村では例外的に、

いちばん下の男の子が財産を引き継ぐとともに親の面倒を見る、末子相続の行な

われているのが面白かった。日本でも、以前の西日本に見られた慣行で、親と末

っ子との間の特別な愛情と、若年の故に社会的自立も遅い子の事情に配慮した、

これも社会政策的意味合いが濃い、知恵のこもった民俗慣行であろう。

ベンダのあたりはもはやジンバブエとの国境に近い南アフリカ最北端の辺境

で、なだらかな山が広く連なるところ。アパルトヘイトの時代には、国際的非難

をかわすため白人政府が黒人各部族のそれぞれに似而非独立国であるホームラン

ドを立ち上げたその一つ、ベンダ族のホームランドであった。辺境であるだけに

伝統的民俗がつよく残り、人々の気性も大らかに感じられる。白人がほとんど居

ないから、都会ほど人種差別の圧迫による心理的打撃をうけることもなかったの

であろう。

末子相続なので、８０才になるマーシーさんのお母さんも、末息子の家族と昔

からの土地に住んでいた。彼らの家は、まん丸く土壁を立てた上に草葺き屋根を

のせたベンダ族特有の伝統的家屋。一つ一つの家は小さく狭いから、丸家をいく

つか寄せ集め、家族の名々が、離れを行き来するようにして暮らすのである。
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この村の地名ピピディとはベンダ語で「沢山水のあるところ」を意味する。近

くの谷を流れる川がすぐ先で滝になっており、日照りが続くときは、ここで雨乞

いの儀礼が行なわれる神聖な場所なのだった。

水量こそ少ないが、滝壷の周囲には大小の岩が面白く並び、積み重なり、両岸

の森の茂みも豊かで、竜神が住むのに不足はない。水音を聞きながら流れの際に

立っていると「鳴神」の舞台にいるのと変わらぬ敬虔な気持ちが湧き、傍らのマ

ーシーさんの肌の色は意識から消えて、雲の絶間姫に見えてくる。日本も、南ア

フリカも、人間がイメージし、人

間が作りだす習俗は、偏見を取り

除いて見つめれば、たいして変わ

りはしない。

t 成人と割礼の民俗

「本来あれは、若者組で山に入

った時にするのだけれど、非衛生

だし危ないからね、俺自身病院で

やってもらったし、息子達もみん

な、病院でやらせたんだ」

マラングが言うのは、南アフリ

カの黒人社会では昔も今も、１人

前に成人したことを社会的に認め

られるためにしなければならない

行為、割礼と呼ばれる性器の１部

切除である。

ユダヤ教徒やイスラム教徒が、

多くは幼い時に、しかも男だけが

行なうのに対し、ブラックアフリ

カでは、男女ともに、それを成人

の証拠として行なう部族が多い。
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割礼をしていない男は、男になっていないとみなされ、侮蔑されて当然だし、

結婚は出来ず、後で発覚した場合は結婚を破棄されても文句は言えない。

割礼をしない女もまったく同様に、大人の女とは認められず、結婚は拒否され、

離婚の理由ともされる。

大都会でも辺境でも、割礼が必須であることに変わりはないが、伝統的な生活

を色濃くとどめている部族ほど、この儀礼を「成人」と社会的に認定する公的ラ

イセンスのようにしていた元々の形を強く残している。

刺の鋭い野いばらのような植物をめぐらした内側に、土と牛の糞で塗り固めた、

大きな土饅頭のような住居が数戸立ち並んでいる中部アフリカ、マサイ族の部落。

朝起きて家から出ると、柵の外には２～３頭のキリンが木の葉を食べながらこっ

ちを見下ろしているような、サバンナの真っ只中の成人式では、最も重要な割礼

の儀式が、衆人環視のもとに行なわれていた。

他の部落から前夜にやってきた大勢のマサイたちが部落の広場で待つ、まだ夜

が明け染めぬ早朝、成人を迎える素裸の少年が薄明の中を筵の上に横たわり、

人々が取り囲む。すると奇妙な扮装の霊媒師があらわれ、少年のペニスを引っ張

って、何回も輪切りにする。割礼を英語で circumcision と呼ぶのは、この作業

からきているらしい。

少年が必死で痛みをこらえている間、囲みの外では一人の青年が「痛い、痛い

よ！」と大声で泣き叫ぶ。彼は少年の兄で、少年の代わりに、痛さをすべてわが

身に引き受けて泣くのだった。そのおかげで最後まで泣かずに我慢し通した少年

は、見守っていた村人たちから男らしさを讃えられ、成人としてマサイ社会に認

められて、モランと呼ばれる青年集団に加盟を許される。これからは腰に山刀バ

ンガを差し、手には長い槍エンベレや、先の太くなった棍棒を手にして、誇り高

く山野を闊歩できるのである。

しかし、割礼に消毒はなく、輪切りの後は谷川の水をかけて終わりだから、そ

の後しばらくの間、新成人は唸りながら自然の治癒を待つのだったし、マラング

が言うように、時には黴菌が入って死を招く場合もある。非衛生とはいっても、

部族の人々が見ている前で割礼をうけるこの方式が、世間を納得させる本来の姿

であることはよく分かる。
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ソエトでも若者組、すなわちイニシエーションスクールに入ると、付近の山に

こもって合宿生活をしながら成人としての在り方を身につける。普通は冬の三ヵ

月、精神と肉体を強く鍛えるために小屋を作って共同生活をし、指導者の命令に

従うことを習い、男の義務とモラルを身につけ、女の扱い方や性について習い、

その最後に割礼が行なわれるのだった。

本来、大人の男女の象徴としての性器に、人工的加工を加える割礼は、若者組

での学習が伴うことによって、部族の正式な構成員としてのアイデンティティを

自覚させるその目的が首尾整い、全うされるのであろう。

長い差別とアパルトヘイトの時代、若者宿が、またその卒業証明としての割礼

が、無視されがちな黒人たちの固有文化を分かり易く際立たせ、その伝統的民俗

を心の内に深く内面化させる役割を担う大きな意味合いを持っていたのは、疑い

のないことだ。それらを頼りにしてこそ彼らは差別や抑圧に抵抗し、自らのアイ

デンティティを誇り高く守ってゆくことが出来たのである。この場合、白人の習

俗と違えば違うほど、自分たちの存在意義を自覚するその効果は大きかったわけ

だ。

女の割礼は、中部アフリカで行なわれている性器切除や性器封鎖の噂が名高い

が、実際はどのようなものなのか。私が滞在したマサイの部落でも、男と同じ日

に女の割礼があったが、残念ながらこっちは家の中で行なわれたので私は見てい

ないし、聞くことの出来る人もいなかった。

アフリカの黒人社会では、性についてあからさまに話すことは下劣な人間のや

ることとされ、タブーなのである。

南アフリカの場合、中部アフリカとはだいぶ趣きを異にするようだ。

マーシーさんに聞くと「恥ずかしくて、私の口からは、そんなこと話せないわ」

と言われてしまった。「でも、私の太腿には、割礼を受けたことを証明する印が

ちゃんと付いているのよ」

それは、三日月３っつと太陽で、印の図柄によって、誰が、いつ付けたかわか

るらしい。成人に際して、割礼が済んでいることを証明する儀礼があり、霊媒師

がその証人として印を付けるのである。

自分がきちんと割礼をしている一人前の成人だということを、女の場合は、性
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器自体を示さなくても証明できるように、配慮してあるのだろう。

女にも成人学級というべき少女宿があって、そこで大人になるための勉強をす

る。子供のように甘えるな。結婚したら夫を尊敬し、支えよ。夫とはなにか。性

とはなにか。これらが主なテーマだというから、家父長的モラルがやはり、その

中心のイデオロギーであるようだ。この学級でも、大切な卒業資格が割礼なので

ある。マラングによると、南アフリカ諸部族のそれは、性器切除ではなく、引っ

張って大きくすることらしい。

南アフリカ一帯の先住民であるホッテントット、ブッシュマンの場合、女性性

器については「ホッテントットのエプロン」の噂がしばしば聞かれるし、男性性

器についても「ブッシュマンの日常的半勃起」の噂がしきりと報告されている。

とすると、このあたりの女たちはその先達に習い、単純な物理的作業によって、

人為的にあれをエプロン状に引き伸ばしているのだろうか。

それにしても、割礼をする理由は、どのように説明されているのだろう。

「男をより男らしく、女をより女らしく」と抽象的に言われるが、「男らしく」

「女らしく」の中身はなにか。

肉体の一部に人工的な痕跡を、しかも再び元には戻らない不可逆な痕跡をしつ

らえることによって成人の社会的証明とする習俗は、時代や地域を問わず、いく

つもの例があってよく知られている。

ある民族では首に輪をはめて長くし、ある民族では顔に刺青をし、また耳たぶ

に大きな穴を開け、足を小さくし、縄文時代の日本では両犬歯を抜いたらしい。

成人になるということは、端的にいって、性的行為が可能になり、生殖の能力

が備わることだから、性器に人工的デフォルメを施すことは、もっとも象徴的で

分かり易い証明ではあろうが、単にお免状としての意味だけなのだろうか。

性器切除をする中部アフリカでは、それによって女のセックスに対する執着を

弱め、性的な面で女を男の支配下に置き、社会の秩序を保つところにこそ、女子

割礼の社会的な目的がある、と説明されているらしい。しかしこのような、男と

女の性的欲望の量の多少、それを反映した社会的地位をめぐる争い、といった通

俗的解釈、機能的説明で割り切って、ことが済むのかどうか。

男の性器の一部を、痛さを我慢して切りとるとそれを自ら飲み込み、女の性器
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の一部を、時間をかけて引き伸ばして広げ、それを男として、また女として、一

人前の成人となった勲章とする南アフリカ黒人社会の伝統的習俗には、もっと象

徴的な、神々の世界に関わる意味も隠されているように思われる。

y アイデンティティ・ウォーズ

南アフリカ一帯にもともと住んでいた人間は、ブッシュマンとホッテントット、

それが差別的呼称だとする学者からはコイ・サン族とも呼ばれている人々である。

彼らが岩壁に書いた絵が、この地域では沢山発見されており、中には数千年前に

描かれたと推測されるものもあるが、いま、この国で、彼らに会うことは難しい。

争いを嫌う彼らは、中部アフリカから南下してきた黒人に追われ、ケープタウ

ンから北上してきた白人に追われ、今は隣国ボツワナのカラハリ砂漠や、それと

接する同じく隣国ナミビアのブッシュマンランドと名付けられた地帯に追い込ま

れて、細々と暮らしているのである。

車を借りた私が一人、ブッシュマンの部落へゆこうとしていると、ナミビアの

都会の人たちは誰もが大反対をした。
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ブッシュマンランドなんて行くまでが大変だし、行ってもブッシュマンがどこ

に住んでいるか、分かるものではない。道路も怪しく、サバンナの原野で道に迷

い、方向を見失ってガソリンもなくなり、帰って来れなくなる恐れさえ大きい、

と脅すのだ。

警告の２つや３つでやめる訳にはゆかない。道程は行けども行けどもはかどら

ないダートの道に難渋はしたが、途中、便乗をさせた現地カバンゴ族の青年に教

えてもらい、潅木のなかに数戸が点在しているブッシュマンの部落を見付けるこ

とが出来た。

地下水を汲み上げる石油動力のポンプが設置されていたから、もはや移動生活は

やめているのだろう。政府が金をだして井戸を掘り、定住化を進めているのである。

私の姿を見て子供たちが寄ってくると、一人の男がすぐに、木の枝で火をおこ

す実演を始めた。私を珍しがらせようとしてのことだから、時々は外からの見物

人も現われるに違いない。

家は、何本もの木の枝を丸く並べ立て、その上を草で円錐形に葺いた、自然に

少々手を加えただけの簡素で風雅なもの。風を防ぐため、外側を古カンバスなど、

ありあわせのもので張っている。中に入ると、壁をつくる枝のそれぞれが枝分か

れし、曲り、斜めに走って、しかも狭いから、家財道具はすべて壁や天井の枝か

ら吊すことになり、まるで沢山の蝙蝠が羽を休めている穴蔵のようだ。

家が狭いせいもあるのだろうか、彼らは部落にいる時も家の外で地べたに坐り、

自然を居間として暮らしているような風情だった。焚火で、小さい白菜のような

草を煮ていたお婆さんを写真にとると「砂糖をくれ」「茶をくれ」と言う。写真

を撮らせてのおねだりはどこにでもあるが、「くれ」というのがお金でないのが、

他とは違う。必要な物、欲しい物を金に換算しない、ブッシュマンの自然経済の

感覚が端的に表れているのだろう。

粗末な弓と矢を手に持った一人の男が、薮をひと廻りするよ、と言うのでつい

て行くと、スタスタと歩くそのスピードの早いこと。途中、あちこちの潅木の葉

を指しては、これは頭痛に、これは腹痛に効き、これは歯、これは怪我に効くと

教える。木を意味するブッシュマン語のムサムは、同時に、薬を意味するのだと

聞いた。
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途中、大きな芋虫の沢

山いる木を見つけ、これ

が美味いんだ、と笑う。

芋虫はソエトの市場で

も、結構な値段で売って

おり、アフリカ人の好物

らしい。マーシーさんの

家では、揚げた芋虫がお

かずに出たが、残念なが

ら私の好みには合わなか

った。

私たちは、戦時中の食糧難の時代に蝗を食べたし、小学生の頃には蜂の巣を見

付けると叩き落とし、蛆虫のような蜂の子を呑んで力が付いたと威張ったりした

のだから、こんなものに驚きはしない。ブッシュマンも日本人も、いざとなれば

食生活の基本にたいした違いはないよ、と言ってやりたいぐらいだ。

そして、これまた日本人と同様、ブッシュマンは今、民族存亡の危機に見舞わ

れている。これまで彼らの食べ物獲得のフィールドだった土地が、どんどん政府

公有地にされ、また、誰かの私有地にされてゆく結果、彼らがこれまで続けてき

た狩猟と植物採取による食物調達が難かしくなり、食物を追って移動する伝統的
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な生き方が破綻しかけているのである。

政府はそれに対して生活補助金を出してはいる。しかし人間は、肉体の生存を

保障するお金を貰ったからといって、そんなことで精神の生存が保てるものでは

ない。

固有の生き方を見失ったブッシュマンは、衣食住をまかなうお金こそ支給して

貰うが、仕事を失い、生きて行くための理想を失い、生きる気力さえ失って、酒

に溺れる人も多いと聞いた。

民族の誇りを失い、自らのアイデンティティを失ったことで、生殖力も衰え、

民族まるごと消滅する危機にさえ瀕しているのである。かってのオーストラリ

ア・アボリジニがそうであったように。

未開の時代以来、南アフリカ地域では、いくつもの人種、いくつもの民族、そ

して部族が、それぞれの暮らしを保ち、発展させるため、互いにその勢力を競い、

主導権を交替させてきたのであった。

今や滅亡しつつあるブッシュマンの後に、この土地を支配したのはアフリカ中

部から南下してきた黒人諸部族であり、そこにヨーロッパから入植し、黒人と戦

いつつ支配地域を広げていったのが、オランダ系白人のアフリカーナである。

南端のケープタウンから北に向かって、土地を開拓し、貿易をし、闘い、文明

を樹立し、国を造り、産業を発展させ、豊かな国土としていったのは自分たちだ、

と自負する人たち。農民を意味する且っての呼び名「ボーア」を、自らのアイデ

ンティティが今やヨーロッパではなく、このアフリカの大地に在ることを宣言す

るかのように、「アフリカーナ」と変えた人たち。オランダ語の方言のようにみ

なされていた自分たちの言語も「アフリカーンス」と新たに命名して、この地ア

フリカで話されることへの違和感をなくそうと努め、誇りをもって南アフリカを

統治し、アパルトヘイトをすすめてきた人たち。

しかし彼らも現在は、少数派の強権による差別的支配－アパルトヘイトを国の

内外から批判され、やむなく政権の座から降りると、今度はそれまで行なってき

た苛酷な人種差別政策の責任を追及され、非難され、告発されて、多数派黒人に

負い目を持ちつつ生活をしている。

アパルトヘイトと伝統的民俗

－ 143 －



経済的実権こそまだ握っているものの、自分たちがこの地に築いてきた文化や

社会、それどころか、この地における自分たちの存在さえ、過去の悪業の上に成

り立っているようにみなされて、彼らも今は、自分たちがここ南アフリカに住ん

でいる正当性を疑われ、自らの誇りと拠りどころを怪しくし、アイデンティティ

の危機にさえ見舞われているといっていい。

同じように、人種差別政策による白人支配ののち多数派黒人政権に移行した隣

国ジンバブエ、以前は白人植民者の名を冠せてローデシアと呼ばれていた北隣り

のこの国では近年、黒人政府が白人農場主の土地を強制的に没収できる政策を施

行した。

ここでは黒人武装集団による白人農場への暴力的侵攻と占拠、さらには、白人

農場主を狙った組織的襲撃や暴行さえ行なわれており、かって解放闘争の英雄で

あった独裁的な黒人大統領ムガベはこういった無法状況を容認し「これは歴史の

清算にほかならない」と公言している。

アイデンティティを否定され、財産はおろか生命の安全すら否定されるような

状況の中で、この国では白人の国外脱出、正確に言えば国外追放が続き、これら

黒人による白人追放の正当化は「歴史認識」を理由に行なわれているのであった。

南アフリカでも、過去の差別への憎悪と怨念が、現在も続く白人の土地支配に

対する不満をきっかけとして爆発し、ジンバブエと同様、土地の再分配を要求す

る黒人貧農による暴力的な運動が起きる可能性も、否定はできない。

首都プレトリアを見下ろす郊外の丘に、アフリカーナが聖地のようにして訪れ

る、巨大な開拓者記念堂がある。

その内部、円形大ホールの壁には、ヨーロッパから来た植民者農民の彼らが、

神の加護のもと、この地域に支配を確立し独立国家を設立するまでの、苦難に充

ちた闘いを描いた絵が刻み込まれており、彼らがズールー族から奇跡的な大勝利

を得た記念日１２月１６日の正午には、大勢のアフリカーナが集まり、ドームの

大天井にあけられた細い穴から差し込んだ太陽の光が「わが命は南アフリカのた

めにあり」と書かれた堂内中央の碑文を照らす瞬間を見守る。

ここはアフリカーナ愛国主義の原点。「この土地を我らは愛し、この土地は我

らを守る」と掲げるアイデンティティの象徴的存在であって、私の希望でここま
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で私を連れてきたマラングは、いかにも居心地が悪そうだった。

事実、ここを訪れているのは私たち以外、白人ばかりだから、黒人が白人開拓

者に暴行を加える壁画の一場面を彼は「これは嘘だ。逆なんだよ。虐殺をしたの

はアフリカーナのくせに」と不愉快そうに説明し、「俺は外で待ってるから」と

出ていってしまった。

ハイウェイのドライブインに屯して、陽気に騒ぐ白人青年の一団と出会った時

もマラングは、嫌悪感をあらわにして言った。

「連中はすぐ、ああやって派手に騒ぐ。このあたりは以前、奴らの発砲騒ぎがあ

って死人さえ出ているんだから」

前述したように、アフリカーナと命名した動機自体、ヨーロッパ社会や先祖の

国オランダからの訣別を宣言し、自分たちはアフリカ人であるとの決意を示し、

アイデンティティのありかを明確にしたものだったが、これも立場によって、良

くも、悪くも解釈され得る。

アフリカーナの名が、果たして実をともなって定着し、アフリカの大地に根ざ

した人間として誰はばからず闊歩出来るようになるのだろうか。それとも、ジン

バブエの白人と同様に、過去の在り方を攻撃され、否定され、結局のところ便宜

的に住みついたに過ぎない侵略者、うしろめたいアフリカの寄生虫のような存在

として扱われ、迫害されてゆきはしないのか、気に掛かるところだ。

武力でアラブ系パレスティナ先住民を追い出し、制圧しているイスラエルのユ

ダヤ人には、ユダヤという、聖書に裏付けられた強力なアイデンティティがあり、

それに加えて大国アメリカの支援があるが、自らヨーロッパとの縁を切ったアフ

リカーナは孤立無援であって、アイデンティティを支えたカルヴァンの神も今は

怪しいのである。

アイデンティティの危機は、白人男性と黒人系、コイ・サン系、アジア系女性と

の混血によって生を享けた人、カラードと呼ばれて人口の１０％を占める３３０

万人の人々とその子孫にも深刻な問題となっている。

どっちともつかない存在であることは、双方から秋波を送られ、有利に立ち回

る機会がある反面、最終的には、双方から軽蔑され、排斥されかねない不安定さ
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をはらんでいるからだ。

半世紀以上前、白人による単純差別の時代には、権力を持つ白人社会に近寄り

溶け込むと共に、黒人との血のつながりもかえって地縁を証す自信として糧にし、

実力で高い社会的地位を獲得するカラードもいたが、アパルトヘイトの導入が始ま

ると、白人政府は家系を厳密に調べて、彼らの権利を奪い非白人の側、すなわち

被差別の側に追いやった。

「自分たちは何者であるのか。どちらの側に、どう付き、何をなすべきなのか」

彼らは不条理な悩みを悩み、自らを探り、自らの固有文化を模索するが、やが

て白人と黒人との厳しい対立の狭間で自らの存在の根拠を疑い、存在の誇りを失

って居場所を無くし、所詮はデラシネ根無し草とその日暮らしに堕ち、ここでも、

酒とドラッグに溺れる人が多くなっていると聞いた。

この国の多数派は人口の６９％を占める黒人であり、普通はアフリカ人と呼ば

れる。

アフリカーナと紛らわしいが、日本人はアメリカ先住民の場合もインディアン

と呼び分け、インド人との区別を計っているのだから、混同することはないだろ

う。アフリカ人は黒人で、アフリカーナは白人、英語で表記すれば、African と

Afrikerner である。

彼ら黒人も、部族はズールー、コーサ、スワジ、ソト、ンデベレ、ベンダなど

色々で、アパルトヘイトの頃は、国内１０箇所に設けられた、当時の南アフリカ

政府だけが承認する似而非独立国＝ホームランドのいずれかに籍を持つ「国民」

とされた。

彼らはそれぞれ、部族独自の言語と、部族独自の民俗慣習を持っている。人相

外見はどの部族もほとんど変わりはなく、誰がどの部族か、私にはまったく見当

が付かないが、マラングは、分かるのだという。

たとえば、ズールーは耳が開いており、ベンダは頬の下側に特徴があり、シャ

ンガンは背が高く肌が漆黒で力強く見えるなどなど。ニューヨークの住人は外見

でユダヤ人を見分けられると主張するし、日本でも顔の特徴で朝鮮人や中国人を

見分けられることもある。それぐらいの、大まかな傾向のようなものなのではな
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いか。

外見と同様に、彼らの身につけている伝統的民俗も少しづつ違う。建てる民家

の様式が違うし、衣類も、日常は西洋風になっていることが多いが、女性の外出

着には際立った特徴があり、田舎にゆくと、それを見かけることが出来る。そし

て何よりも、文化の基礎となる言葉が違う。

たとえば友達と出会ったときの呼び掛け。日本語の「こんちわ」、英語の「ハ

ロー」「ハーイ」は、ズールー語では「ヤーボー」、ベンダ語で「ンダ」、ンデベ

レは「ロチャ」、スワナは「ボナ」、ソトは「ォベラ」。ちなみにアフリカーンス

は「ヤァ」「ハロ」である。

部族語同士を比べると、文法はほとんど同じだが、単語は８割がた違うという。

それに発音。コーサ語は舌打ちを子音に使うクリックがしきりに出てきて、とて

も真似が出来ない。

この国で多く話されている言語は、今の時点では、アフリカーンスがいちばん

優勢で、それを英語が追っている。部族語では、人口の多いズールー語が他の部

族の間にもかなり浸透し、黒人の間では共通語の地位を獲得しつつあるらしい。

だから、黒人の多くは、自分の部族語とズールー語、それにアフリカーンスや

英語でも会話ができ、環境のせいとはいえ、私たち日本人から見ると感心させら

れてしまう。

それぞれの部族は、自らを証明し、アイデンティティの基礎となる自分たちの

言語を誇りにし、守ってゆこうとしている。ソエト騒乱の端緒が、学校へのアフ

リカーンス導入にあったことは、言語の問題が人間の尊厳に関わる本質的なもの

であることを象徴していよう。

しかし、人が移動し混じり合って暮らす現代の社会で、各部族の言語の運命は

微妙である。ある時、ベンダの道端で果物を売っていた小母さんに、ズールー語

でマラングが話し掛けると、はじめは「あんたがなに言ってんだか分からないよ」

とベンダ語で答えが来たのに「ズールーで通じないのなら買わないぞ」と言った

とたん、ズールー語で返事が返ってきた。アイデンティティが金の力に押し返さ

れた一幕である。

かっての白人政府が、国の各地に各部族毎の小さなホームランドを樹立したの
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は、黒人を分割統治してその力を弱め、さらに国際社会に対しては、それぞれの

黒人部族を独立させたかのように見せて、アパルトヘイトの正当化を図るのが目

的であった。しかしその政策は、それぞれのホームランドにおいて、黒人たち自

らの独自な部族文化の重要性を自覚させ、彼らのアイデンティティを確立させる

と共に、白人文化のくびきの中で黒人固有の生活と文化の誇りを、そして、その

力を鼓舞するという、予期せぬ結果、白人政府の思惑とは反対の効果をも、もた

らしたように見える。

南アフリカでは、さまざまな人種、民族が、イニシャティブを目指して、争い、

闘ってきた。現在は、政治を黒人が、経済を白人が抑えており、文化は、白人の

圧倒的主導が崩れ、黒人文化がその姿を表に顕わし始めているように見える。

しかし、その黒人文化も、深いところでは欧米白人文化に対するコンプレック

スした葛藤に、悩み戸惑っているようだ。広い土地と豊かな資源に恵まれ、先進

国からの大きな援助まで受けているにもかかわらず、南アフリカの社会を蔽いつ

づけ、人々を悩ませている貧困。その宿痾を退治し、国際社会で一人前の、真に

自立した国になるためにはなによりも「近代化」が必要とされているからであ

る。

「近代化」とはなにか。それはしばしば欧米化と同義に扱われる。そしてアフ

リカ黒人社会に固有の日常的慣習が近代化を阻んでいると示唆され、責任や能率

といった価値観の欠如している黒人の生活態度が停滞をもたらすとも指摘され

る。

しかし、欧米のようになれば、問題は解決するのだろうか。それは、彼らの社

会が育んできたさまざまな生活哲学、たとえば相互扶助や共有の観念、自然を対

象化しない意識、環境との大きな共存関係、などを否定してゆく道ではないのか。

自分たちの文化的価値を捨てては、開発も根無し草になりはしないか。

黒人社会の人々の多くが、便利で楽な欧米文明に憧れている今、若者たちが車

やラジカセを崇敬しつつ村から都会へと移動してゆく今、そして一攫千金を夢見

て生きる者も少なくない今、欧米流の物質文明レースに巻き込まれず、アフリカ

の魂を虚脱化させずに「貧困」を退治するというテーマに挑む良い方法が、果して

あるのだろうか。
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アフリカ黒人社会の伝統に似合った近代化、欧米のコピーを避け、民俗の心を

生かしつつ豊かさを実現する道は、まだ模索の最中である。

かっての北アメリカでは、インディアンの住んでいた土地にヨーロッパ各地の

白人が新天地を求めて入植し、アフリカの黒人がその奴隷として強制的に連れて

こられ、肉体労働者の不足を補なうべくアジア各国からの移民が入り、現在はそ

れら多様な人々の子孫によってアメリカ合衆国の国民が構成されている。

この国ではかつて、それらの様々な人々が仲良く集い合う様子を願望をこめて

表現するのに、人種の「ルツボ」とたとえたものだが、いわゆるアメリカ文化革

命を経た 1970 年代以降は、形容を変えて「サラダボウル」になぞらえるのが一般

的になった。

個々の人種や民族が同化し溶け合ってしまうのではなく、それぞれの味と個性

を活かしつつ一つに協同してゆく、味わいの佳い国、という意味だろう。

今の南アフリカには、これまでの歴史から引きずっているさまざまな不平等、

さまざまな不合理、さまざまな忿懣、さまざまな怨念があり、そういった経緯を主

な原因とする富の大きな偏在があり、これらのことから派生する治安の極端な悪さ

がある。

今後、この国の各人種、各民族は、どのように混じりあい、どのように自らを

確立し、この国を、どのような社会に仕立ててゆくのだろうか。

u 東の国の戦争

多民族の寄り集まって構成している南アフリカの社会で、どの人たちが、自分

たち独自の伝統や文化を誇り高いものとして掲げることに成功し、どの人たちが、

それへの自信を喪失し、自らの存在価値さえ怪しくさせてゆくのか。ここにある

のは、各民族が、自分たちの存在とアイデンティティを賭けた、生き残ってゆく

基盤をも左右する、深刻な闘いである。

この闘いに勝った人たちこそが、その存在意義を確かなものにしてゆくことが

出来るのであり、黒人政権は、単に人口比率の多さによって支えられているので

はなく、目下のアイデンティティ・ウオーに、取り敢えずの勝利を収め、正義の

錦旗の下にあることによって、その座を保たせているのだと言えよう。

アパルトヘイトと伝統的民俗

－ 149 －



アフリカーナが、過去のアパルトヘイトを攻撃されて、その文化や行動様式を

もうしろ暗いものと指弾されがちなのは、丁度、日本人が過去の戦争に関わるこ

とどもを追及され、その存在の正当性をも脅かされている事情と、たいへん似て

いるように私には見えるし、ブッシュマンが固有の生き方を見失い、気力をなく

し、生殖能力の衰えさえ示しているのも、日本人が自国の固有な歴史とその歩み

についての自信をなくし、その結果、自分たちの日本社会をよりよく保つべく努

める「公」の気持ちを失い、未来への意欲も萎えさせて、急激な少子化に向かっ

ていることを、連想させないではおかない。

本題からは脇道に逸れるが、最後に、私たちの日本がその火中にあるアイデン

ティティ・ウォーについて、少々触れておきたい。

ア、 失われたのは何か？

「日本の失われた十年」という言葉がある。常識的に言えば、それは 1980 年代

後半から９０年代に差し掛るあたりに、経済的実力を世界有数の地位に高め、国

の債権の総額も一人あたりの国民所得も世界最大を誇った日本が、「バブル崩壊」

と呼ばれる複合不況に見舞われて急速に経済の力を衰退させ、現在に至るまで立

ち直ることが出来ずにもがいている、経済的苦況のことを指している。

しかしそれは、ことの現象面にしかすぎないのではないか。この１０年少々の

間に日本が失ったものの本質は、日本社会がもっている固有文化への信頼であり、

その普遍性に対する自負であり、日本人が築き上げてきた歴史への誇りであり、

その能力やモラリティへの確信に至ることども、すなわち日本人としてのアイデ

ンティティであるように、私には思われる。

そしてこの喪失は８０年代後半の、国家財政と国際収支との赤字に苦しんでい

たアメリカが、その経済力を脅かす日本に対して加えた圧力と攻撃をその端緒と

してはいるものの、それに続く中国、韓国、朝鮮など近隣諸国による、日本の国

および日本人に対する非難、攻撃によって深刻化され、更には日本人自体のメン

タリティの問題も加わって、傷は致命的なものになりつつあるように見える。

それら近隣諸国による、過去への対応をめぐっての留まるところを知らない咎

め立ては、東アジアの将来を睨む主導権争いにも絡み、９０年代に入ってからは、
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各国政府による国家戦略として相当意識的、戦略的に行なわれているようだ。

私がこれを国家と国家の「武力無き戦争」と見立て、東アジアのアイデンティ

ティ・ウォーズと呼んで、単なる経済戦争よりずっと深刻、かつ本質的な問題と

みなすゆえんである。

近隣諸国においては、９０年代に差しかかるあたりから、日本国および日本人

に対し、過去に悪業を働いたとして追求する声が目立って激しくなってきた。非

難されているのは、1945 年に終わった太平洋戦争およびそれ以前にさかのぼる時

期の出来事である。

それは、植民地支配であり、侵略戦争であり、強制連行、大虐殺、レイプ、従

軍慰安婦などであって、日本人は自分たちのこの恥ずべき過去をもっと認識し、

反省し、後の世代にも伝え、もっと謝罪し、もっと多額の補償金を出すべきだと、

攻撃されている。

これらすべてをひっくるめた総体は「歴史認識」と名付けられ、ここ１０年来、

正義とうしろめたさを含む両義のシンボルとして、日本国内のあらゆる場所に、

ところ構わず出没し、人々を脅すこととなった。

こうして「歴史認識」は、世の流れに合わせて、自分が悪を指弾する方の側、

すなわち正義の側に立つことを手っ取り早く示威しようとする人々や、正義をか

かげたバスに乗り遅れてはならじと後を追うジャーナリズムの論評などによって

増幅され、日本人の心に、日本人であることへのうしろめたさ、クライム・コン

シャス＝讀罪意識を刷り込むこととなっていった。

この攻撃は、これからの日本社会を担うべき青少年の教育に対して放たれた時、

この国の将来に対する影響は容易ならざるものになろう。そして８０年代以降、

日本の小学中学高校の歴史教科書の記述は、中、韓、朝の各国政府によって、容

赦なく指弾され、注文をつけられることとなってゆく。

攻撃と非難にさらされた日本の文部省は、その主張に迎合して「近隣諸国への

配慮」を歴史教科書に求める検定基準を新たに付け加える。その結果、小・中・

高の歴史教科書は多かれ少なかれ、近隣諸国の要求に沿いつつ上代にまで遡って

書き換えられ、自分たち日本の文化は近隣諸国の亜流であり、日本人は取るに足

らぬ民族であって、日本の歴史には全時代を通じて沢山の恥ずべき汚点がある、
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という、日本への侮蔑のニュアンスをこめた記述が目立つようになっていった。

のちに「自虐史観」と揶揄される記述である。

親の行為に対して、その子供に責任を問うことは、個人に基礎を置く近代社会

とは無縁の封建時代のモラルであり、戦争時代の責任を戦後生れの世代に問う乱

暴は、朝鮮政府の犯した日本人拉致の責任を在日朝鮮人高校生に問うのと変わり

はない。そうでなくとも、自分の親が暗い前歴を持つと教えられ、自分に悪い遺

伝的性格があると非難や侮蔑を受けた人間が、自らの存在意義や矜持について疑

いを抱くのは自然であって、日本の社会や文化が否定されるべき非人間的本性を

持つと教えられた人間が、その尊厳とアイデンティティに打撃を受けるのも当然

であった。

歴史記述に、あからさまな党派的善悪観を持ち込んだ改訂版教科書の視点は、

すべての現象において、日本悪玉説にのっとった解釈こそが社会的正義であるか

のようなイデオロギー的風潮をリードして熱を帯びた流行を示し、８０年代から

９０年代の歴史教育を、そして、その後の日本社会を激しく吹き荒らすこととな

っていったのだった。

イ、 どうして５０年の後に？

世界大戦が終わってからほぼ半世紀経った此の時期に、何故、にわかに、そし

て思い出したように、この問題で日本が激しい攻撃をうけ、それによって大きな

ものを失うことになっていったのか。仮設として、三つの理由を上げておく。

この戦いが火蓋を開いた８０年代から９０年代の初頭は、どういう時期だったか。

第一に、それは日本が「JAPAN AS NO.1」と､世界最強の経済大国の地位を窺

うとまで目された頃、日本が世界で最も富んだ国とまで見做された頃であった。

日本人はアメリカの象徴的建築物であるロックフェラービルや名門のホテルチ

ェーン、更には欧米の生んだ高価な美術品を次々と買い取り、アメリカ人が自分

たちの育てた国民芸術と自負するハリウッドの映画製作メジャーも２つまで買収

していたし、逆にアメリカ大統領・父ブッシュはアメリカの自動車を買ってくれ

と３大メーカーの社長を連れ、辞を低くして日本に売りこみに来ており、韓国や

中国は日本の資金や技術の移転、即ち供与を求めて奔走していた。
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どうして戦争に負けた日本が繁栄して世界に君臨し、勝った自分たちが苦況に

あえいで敗者日本に頭を下げ、その後塵を排さなければならないのか。これでは

逆であり、どこかが大きく間違っている。太平洋戦争の勝者として彼らが感情を逆

撫でされ、そう思うのも無理はない。当然そこには、人間の行動を強く支配する、嫉

妬と怨念が生まれる。

「いったい日本人は、戦争で負けた落とし前をきちんと付けたのかね？　戦争

に負けた国としての自覚が足りず、思い上がっているのではないのか」

こういった感情を契機として、アメリカを中心に、日本人の精神構造や世界観

には世の中のすべての人を幸福にするべき普遍性がない、とする日本文化異質論

が現われ、東アジア諸国には、日本人は人道に反する振る舞いをした大戦当時の

歴史を自覚し反省せよ、とする議論が噴き上げたのだった。

第二に、この時期は、ソ連をはじめとする社会主義を標傍する国家群の体制が

怪しくなり、その特徴であった独裁的官僚社会がほころびをあらわにして、終に

は全面崩壊にいたった時期である。崩壊にまでは至らなかった国も、社会の締め

付けをゆるめ、経済を中心に相当程度の自由化をし、社会主義の原則を修正・放

棄しつつ一党独裁体勢の維持を計るため、苦慮していた。

これは１９世紀以降、世界を覆ってきた資本主義の非人間的な桎梏から脱却す

る体制として、多くの人から希望の星・究極の体制と仰がれてきた社会主義国

家・共産主義社会の理想がもろくも失われてしまう、世界精神史上の大きな転換

点と言える容易ならざる出来事だった。にわかな「歴史認識」問題の事上げが、

この時期、日本を大きく揺さぶることになった背景には、この社会主義国の崩壊

が関わっての、日本国内における深刻な事情があったのである。

敗戦に終わった太平洋戦争時代の行為を韓国・中国から糾弾され、歴史教科書

の記述を非難された日本国内では、この時、糾弾に呼応し同調する人々や組織が

現われ、それを全面的に受け容れる事こそが正しく良心的な態度である、との主

張を声高に展開してゆく。

外国からの攻撃が、反撥を受けることなく日本人の心に刻まれ、贖罪意識を生

み出してゆくには、日本の国内に、これを正義として与論をリードする同調者の

存在が不可欠である。この時、そして今も少なからぬ人たちがこれに呼応し賛同

アパルトヘイトと伝統的民俗

－ 153 －



して、「悪い日本」の議論を大きく掲げ、現在の日本人すべてに、戦争に併なう

その蛮行の責任ありという、敗戦直後に東久邇宮首相が提唱したような「日本国

民総懺悔」の主張を精力的に展開した事情には、正邪の視点とはまた別に、当時

の国際情勢の中での論者たちの切実な思惑があったように思われる。

これらの人たちは、戦後の日本における民主的で平等な社会を追求するプロセ

スを通じ、社会主義の理想を信奉し、日本を社会主義体制の国にしようと努め、

更には、かっての社会主義諸国を理想に近づいていると考え、崇敬してきた人た

ちであった。それ故、かの国々の実態が、その高邁な理想とは遠く掛け離れた独

裁社会であったことがあらわになったこの時期、自分たちのこれまで熱心に奉じ、

他人にも強く勧めてきた主張と言動の正当化が、もはや困難なところに追い込まれ

ていたのである。

太平洋戦争の頃、欧米植民地主義からアジアを解放する「大東亜共栄圏」の理

想に共鳴し、その建て前とは掛け離れた実態を見損じた人達は、戦後、ファシズ

ムのお先棒を担いだとして容赦なく糾弾された。９０年前後の社会主義国崇敬者

の立場も、彼ら自身が糾弾してきたかっての大東亜共栄圏支持者とまったく同じ

で、独裁暗黒政治のお先棒を担いだと非難されることは必定の、危うく脆いもの

になっていたのだった。

人は誰でも誤りを犯すし、時代の変化や自分の知識や体験の蓄積に応じてこれ

までの主張を変えるのも、不名誉なことではなく、それは進歩であってむしろ自

然なことだ。しかし、自らの過去について、いっさい誤謬なしとして見栄を張り

たい権威的な人間や、誤りを犯したと認めたくない独善的な組織は、過去の言動

の正しさが誰の目にも怪しくなる事態に直面した場合、なんとか策を弄して自ら

の間違いを誤魔化し、それらしく自分の立場を糊塗しなくてはならなくなる。

彼らが追い求めていた民主主義や自由、平等、平和の理想、それとは似ても似

つかぬ社会主義諸国の現実。イデオロギーのドグマに捕われて、その国々を崇敬

すべきだと触れ廻ってしまった過去の過ちを隠しおおすには、まずは現在の自分

が、疑いの無い正義の側に立っている姿を示すことが不可欠である。

正義の人とは誰か。分かりやすく言えば、悪と反対の側に立つ人間、悪を攻撃

し邪と戦う人間である。では、今の時点で日本人に最も分かりやすい悪は、邪はど
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こにあるのか。

折しも、韓国や中国から提起された「歴史認識」の問題が社会的話題となりつ

つあり、そこに積極的に関わることは、彼らの思想的立場と自信の回復に、まこ

とに都合がよかった。近隣諸国の糾弾する太平洋戦争中の日本の行為や植民地主

義は、ヒューマニズムの見地からいっても、平等の原理からいっても、現在の常

識的モラルから見れば「悪」に間違いない。

「悪」の日本と戦う中国・韓国の主張に追随し、時にはそれに先駆け、更には

彼の国々を煽るようにして日本を弾劾し、自分をもう一度、間違いのない正義と

善の岸辺に据え直そうとする戦略、日本国と日本人の大過去を指弾することで自

分の過去の誤まちをうやむやにし、更に相対的な正当化を目指すこの戦略は、大

きな成功を収めた。

今まで彼らが張りつけてきた社会主義諸国＝善玉、アメリカ＝悪玉のイデオロ

ギー的レッテルの図式も、善玉を中国、韓国、朝鮮と差し替え、日本をアメリカ

と並べて悪玉と定める、少々の手直しで済むし、新しく極悪のレッテルを貼りつ

けるのが自分の国なのだから、自らの傷みにもめげず正義のために犠牲的精神を

発揮している豪直な人間と装わせることも出来る。摘発するのが半世紀前の戦争

中の行為だから、自分が個人として傷つく恐れもなく、「日本が悪い」と言うこ

とで、理想のためには自分の国をも容赦せずに戦う正義の騎士の姿をよみがえら

せることさえできよう。

こうして「歴史認識」の問題は、崇敬していた社会主義諸国崩壊のため、立場

を失う危機に瀕していた人たちによって大きく取り上げられ、一般の日本人の心

に、郷土の社会と文化に対するコンプレックスした意識を浸透させてゆくことと

なった。

第三に、この問題が浮かび上がった頃は、前述したように、社会主義諸国が崩

壊の兆候を見せ始め、一方でアメリカも、ベトナム戦争後遺症ともいうべき社会

の病理と経済の長引く不振に悩んで力を低下させ、国際社会をリードする力を失

っていた。

世界の力関係を均衡させていたこれ迄の二極冷戦構造は崩れ、米ソの傘の下に

安全保証を託していた国々は、自らの才覚で新たな国際関係を構築し、自国の安
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全と安定を計るために、自らの力で、有利な秩序を模索しなければならなかった。

折から中国では、天安門事件の勃発にまで至った、騒然として湧き立つ国内の

引き締めと体制強化が深刻な問題となっており、朝鮮から大韓航空機爆破などの

攻撃をうけていた韓国でも、軍部を背景にした全斗煥大統領が、経済・外交の自

主路線を進めるにあたっての国民一体化を、差し迫った課題としていた。

両国が共に、隣国日本との往時の関係を殊更に大きく取り上げ、日本を仮想敵

に仕立てた上、それに悪しざまな攻撃を繰り返すことで国論の一体化を計ろうと

したのは、このような国際国内両情勢を見据えた上での意識的な戦略であり、国

内問題の不満をそらす与論の操作に効果があることで知られた、古くからの伝統

的手法でもあった。

日本を標的にした東アジアのアイデンティティ・ウォーズが始まったのは、世

界が多極化に向う、このようないくつもの條件が引き金となっていたように思わ

れる。

ウ、 戦争の作戦本部はどこに？

こうして、日本人からその文化や歴史への誇りを奪い取って、代わりに罪悪感

を意識させ、小・中・高等学校の歴史教育を変えさせて「自虐史観」を植え付け

る攻撃は大きな成果を上げ、贖罪意識は、元社会主義国崇敬派の論調に呼応して

正義派のバスを追う日本のジャーナリズム、やがては広く一般国民の常識となり、

日本人のアイデンティティは漸く内部崩壊の様相を呈し始めた。

９０年代に入ると、こういった論調に媚びる海部、宮沢、細川、村山の歴代内

閣が次々と謝罪の談話を出し、株価と地価の下落をきっかけとして日本経済は出

口の見えない複合不況に突入。国の借金は天文学的数字にふくらみ、凶悪犯罪が

大きくふえて検挙率は激しく減り、仕事は減って失業者は増加、リストラと体裁

よく言い換えられた首切りも横行する。

世間では「癒し」と呼ばれる実態の分からない言葉が流行して、無力感におも

むろに浸り楽しむ、隠遁の姿勢が評価され、学校教育では「ゆとり」と名付けら

れた、力を尽さず努力も怠る態度が正当化されて、青少年の学力は落ち、刻苦し

て社会や家族をより良く育て上げる気持ちも薄くなって、自分の生活の快適感、
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個人の「楽しみ」の実現だけが、この世で追求すべき普遍的価値と認識されるよ

うになっていった。

その結果、結婚はしても面倒で金のかかる子育てなどは敬遠されて少子化は進

み、そのことへの警鐘は個人を公に奉仕させる行為として侮蔑され、公徳心など

はその意味すら分らなくなるほど顧みられず、愛国心は危険な気質と短絡され、

日本人は量も質も、確実に先細りになってゆく。

これこそが「失われた１０年」の実態であって、日本がすべてにおいて「失わ

れ」、社会崩壊への道を歩みつつあることを明らかに示していよう。

これらの喪失現象は、ほかならぬ日本人自らの生み出したものであって、日本

人の未熟さ、言葉を換えれば、自立性とモラルの欠如、近代意識の未成熟、国際

感覚の幼なさ、目先の利のみに捕らわれる先見性の無さ、他民族理解の不足、日

本文化に対する無知、さらには政治家の無能、経済人の思い上り、官僚の保身、

経済政策の失敗、そして多くのマスコミの無定見、こういったものが寄り集まっ

て現在の苦しい事態を招いたと言える。

それはそれとして否定すべくもないが、日本を崩壊に向けて大きく起動させた

要因は、日本人のアイデンティティ破綻を目標に仕掛けられた戦争の所為にある

と察知し、中・韓両国政府の意図的な日本攻撃によって日本人の精神が歪められ

た事情を指摘する私の議論を、もう少々展開しておきたい。

ここに、つい先頃の 2002 年夏、朝日新聞社が日中両国で行なった、世論調査の

報告がある。

それによると「日中関係の問題点」について聞かれた日本人のうち「歴史認識」

をあげた人は３割強だが、３０代前半だけを採ってみると、実に５割を占める。

歴史教育が最も自虐化した頃に中学高校の教育を受けた世代である。

同じ調査で、中国人は「一番の問題点は歴史認識」との答えが８割を超え、中

国に対する「日本の償いが不充分」だと答えた中国人はなんと９割に近い。大き

な被害を受けたのだからもっともっと金を寄越せ、という随分とあからさまな返

答だが、戦後６０年近くも経った今になって、あの国の人々からは、どうしてこ

のような主張が口を揃えて出てくるのか。彼らの多くは戦後の生まれであって、

文化大革命の困苦こそ体験しているものの、日本との戦争の体験はなく、実態な
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ぞ直接には知らない一般の中国人が、「歴史認識」に関する情報を、いったいど

こから得て、どのようにその反日的な意見を作っているのだろうか。

この結果を分析した中国現代国際関係研究所の王氏は、メディアの影響が大き

いとコメントしている。この国の代表的な新聞である中国共産党中央機関紙「人

民日報」の日本に関する記事を調査した別の統計によると年間５００本に上る日

本関連記事のうち、日本に批判的な記事は、９０～９５年では２５％だったのに、

９６～００年には６０％と、倍以上に大きく増加している。中国各地に中国政府

がつくっている反日記念館も９０年代になって増やされており、政府が肝入りす

る反日の集会も大きくふえ、江沢民国家主席が 1998 年に来日した折りも、日中戦

争による中国の被害と「歴史認識」の重要性をしきりと繰り返したのだった。

中国人の回答は、中国政府が日本に対するアイデンティティ・ウォーを意識的

に強化し宣伝している世論操作の狙いが、そのままにあらわれた結果だ、と考え

て間違いはないだろう。

政府が番組を統制している中国のテレビでは、惨忍凶悪で卑劣なしかも意気地

のない日本人が出てくる反日ドラマを、しばしば見かけるし、反日時事番組はも

ちろん、高校対抗反日クイズ大会という怪しげなバライエティさえ放映されてい

るらしい。映画でも、日中友好がテーマなのに、画面に出る日本兵の残虐さが未

だ足りないと中国政府の注文が何回も出され、それに従って修正したのにも拘ら

ず上映禁止処分をうけた日中合作映画があるし、同じ理由で、カンヌ国際映画祭

の大賞をうけたにも拘らず中国国内では上映禁止の処分を課せられている中国映

画もある。すべては、中国政府が自国民に対し、反日感情を意図的に植え付けて

いることを示していよう。

学校教育を見ると、中国政府の作る小中学校国定教科書には、日本の侵略に関

わる記述がたいへんに多く、歴史以外の国語・音楽などを含む全教科書の２０％

にものぼるとの統計がある。歴史教科書には、日本兵が中国人を殺している刺激

的な挿し絵さえ何枚か入れられており、その教師用指導書には「日本の中国侵略

戦争での残虐性と野蛮性を暴露せよ。日本帝国主義への深い憎しみと激しい怒り

を生徒の胸に刻み込ませよ」と明記してあるという。

日本に対する憎しみを、大人だけでなく、これから成人する若い世代の心にも
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奥深く滲みこませ、いつまでも保たせておこうという中国政府の政略がはっきり

と窺われるし、さきの世論調査で「償いが不充分」と答える中国人が９割に上る

理由も、もともとの原因は中国の学校教育、すなわち中国政府の意図にあったこ

とが分かろう。

こう見てくると、中国首相だった李鵬の「日本など３０年も経てば取るに足ら

ない国になる」という礼を失した言葉も、これこそが、東アジアの主導権を目指

す中国政府の仕掛けた作戦の、最終的な目標あるいは願望ではないのか、と疑わ

れてくる。

史家はこのことから、古代ギリシャにおいてマケドニアが、常に自分を被害者

と見えるように仕立てては隣国アテナイを非難し、それを次々と繰り返しながら

有利な立場を築き、ついにはアテナイを滅ぼした故事を思い起こさずにはいられ

ないだろう。

政府が国民に対して日本への反感を煽っているように見えるのは、韓国も同様

で、つい先頃は「親日派の弁明」というタイトルの本を有害刊行物に指定して事実上

の出版停止処置をとり、著者の金完燮を出国停止の処分とした上、最高が死刑で

ある外患誘致扇動罪の容疑で取り調べたという。日本と親しむことが国を危うく

すると言うのだろうか。

朝鮮の例も上げると、2002 年７月号の人民軍機関誌「軍人生活」には「チョッ

パリ（日本人の蔑称）たちと血の決算をしよう」という記事が載り「日本軍国主

義は、昨日も今日も、われわれ人民のこの世で最悪の仇敵である」と説いた金正

日総書記の言葉を引用している。何人もの日本人を拉致し、その多くを死に至ら

しめ、外貨稼ぎのためには日本に麻薬さえ密輸出してはばからないこの独裁国家

でも、政府自らが日本への反感を煽っており、戦争も辞せずとまで国民に教えこ

んでいることが分る。

中国、韓国、朝鮮政府が常に問題にし、日本が犯した侵略がいかに悪辣であっ

たか、自分の国の過去がいかに汚辱に満ちたものか、もっともっと日本の子供に

教えろ、と日本政府に要求している歴史教育に関して、こういった言い分が、普

遍的な正邪・善悪とは無縁な、相手を叩き弱らせることだけを目的としたアイデ

ンティティ・ウォーの戦略としか思えない証拠を、一つだけあげておこう。
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今から７００年少々前、当時の中国王朝「元」は朝鮮半島の国「高麗」を従え、

黄金が豊富にあると噂されている東の国、日本を侵略しようと、延べ１７万人もの大

軍を動員し、２回にわたって襲来した。元寇である。

存亡の危機に立たされた日本は、ようやくのことで彼らを撃退したのだったが、

中国・朝鮮が起こしたこの、日本に対する侵略戦争について、中国・韓国・朝鮮

の公教育では、事実を隠し、まったく教えていないようだ。

韓国の中学用国定教科書には、この戦争の記述が「元の日本征伐」として、な

んの説明もないまま他人事のように一言触れてあるだけだ。自分が犯した侵略の

事実は隠し、日本を懲らしめたらしい痕跡だけは記載して、生徒の想像に任せよ

うとでも言うのだろうか。秀吉の「朝鮮征伐」の呼称に抗議し「朝鮮侵略」とす

るよう要求した韓国政府が、自分たちの侵略には「日本征伐」と呼称しているこ

とも含めて、随分とやりたい放題で自分勝手なやり口である。

中国の公教育も同様で、彼らは中国沿岸を荒らした往時の日本人海賊集団「倭

寇」について詳しく習っており、この呼び方は今も日本人を侮蔑する言葉として

よく使われるが、同じ時代の中国による日本侵略「元寇」については史実さえ隠

されたまま、なにも教えられては居らず、自分たちが起こした大規模な対日侵略

戦争とその敗退について知る人は、普通の中国人には居ない。

自分たちの具合の悪いことについては知らん振りをし、相手を攻撃できるとな

ると居丈高というのは、いかにも勝手で、中韓朝３国による「歴史認識」の主張

が、客観的な正義や事実の尊重とは異なる別な意図をもって、戦略的に行なわれ

ていることを見え透かせていよう。

教育のみならず、二つの国民が良好な関係を結ぶには、お互いを理解し合うこ

とが何よりも大切であって、親密感の体現には大衆文化の交流が不可欠のこと、

それにも拘らず、韓国政府が日本語の映画や歌を厳しく制限していることには、

彼らの発言と政策の矛盾が表れており、その意図はどこにあるのか、これも不審

なことだ。

ワールドカップ・サッカーが開かれていたあの夏、日本が負けた報らせにソウルの

広場で喜びの喚声が上がったのも、政府の意図にのせられた韓国の若い世代が、日

本に対する反感を醸成している故のことではないのか、危倶されるところである。
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エ、 悪逆非道なのは誰？

そもそも「歴史認識」と呼ばれ、６０年前の戦争に関わるさまざまな出来事に

ついて、日本がひたすら攻撃されている現状は、果たして正当なのかどうか。

日本は果たして、世界のうちでも最悪の、恥ずべき悪業を侵した国なのだろう

か。日本人は正常な倫理感を持たない、世界にも類のない凶悪残虐な民族なのだ

ろうか。戦争に負けた故を以て、すべての悪を背負わされ、押しつけられてしま

っている事情があるのではないか。

贖罪意識こそが正義、としないではおかないような、最近の日本の風潮の中で、

無視されがちな、ここのところの検証を、問題点の簡単な指摘だけにはなるが、

試みておきたい。

はじめに、ありふれた常識を確認しておこう。正義や善悪というものは、普遍

的な基準でなくてはならず、どの国の行為にも、どの民族の言動にも、どの人間

の所業にも、同一の基準を当てはめ、差別や偏見に捉われること無く、同じ物差

しで、平等、公平に裁断されるべきものである。これは、正邪や善悪、人道が持

ち出される場合の、基本的な大原則であって、公平の基準を破った正邪の議論は、

まったくのナンセンスといってよい。これに異論をはさみ、肌の色や出自、腕力

や金力の多少で善悪を決めるような差別主義者には、正義について語る資格がな

い。

このことを踏まえ、日本および日本人が悪辣だと非難されていることどもにつ

いて、疑問を提示しよう。

他国を植民地として経営することは、また、他国を侵略する戦争は、果して、

日本だけが行ない、日本だけが指弾されるべきものだろうか？　「歴史認識」は、

果して日本人だけが要求されるべきものなのか？　他国の方が、ずっと悪辣で非

道い場合も多いのではなかったか？

植民地の歴史は古い。日本が朝鮮を植民地にするはるかの以前から始まってお

り、第２次大戦当時のアジアはほとんどの国と地域が各国の植民地となっていた。

朝鮮・台湾が日本の植民地であるとともに、フィリピンはアメリカ、インド・

パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・ミャンマ・シンガポール・マレーシ

ア・香港はイギリス、ベトナム・カンボジア・ラオスはフランス、インドネシア
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はオランダ、マカオはポルトガル、カザフスタン・ウズベキスタン・キルギス・

タジキスタンはソ連の、それぞれ植民地だった。

日本の敗戦によって朝鮮・台湾が解放された後も、欧米各国は植民地支配を以

前どおりに続けようと努めていたのだし、現在だってチベットは、中国の侵略と

植民地支配の下に政治的圧迫をうけ、信仰の自由さえ制限されたまま制圧されて

いる。日本だけが非難されるのは、公平の原則に反していることが明白である。

公平について、もうひとこと言っておこう。中国は１９世紀のアヘン戦争以来

イギリスの侵略をうけ、植民地となっていた香港が返還されたのもつい最近の

1997 年である。また、イギリス政府は返還に際しても、これまでの侵略や植民地

についての謝罪はまったくしていない。それにも拘らず、中国政府は、反英キャ

ンペーンを組織せず、謝罪や賠償金の要求は行なわず、反英記念館も反英ドラマ

も反英クイズも作らせない。なぜ中国政府は、日本の場合と対応を変えているのか。

それは、無原則に屈する日本と違って、イギリス政府が中国に謝罪をしたり、

金を出したりすることは望めないからだろう。ここに見える政策哲学は、正義で

はなく打算であり、強きを避けて弱きを挫く、計算された戦略のようだ。

これについて、日本だけでないことはその通りだが、日本が各国に先駆けて充

分な謝罪と補償をすれば、日本は世界の国々から賞讃され、日本人は大きな尊敬

を受けるに違いないから、そうするべきだ、という自虐主義者の俗説がある。

しかし、こんな見えすいた、いやらしい優等生のブリッ子は、尊敬されるどこ

ろか、軽蔑され、いっそう苛められるのが落ちであることは、誰にでも分かるだ

ろう。事実、日本政府の謝罪声明のたびに、日本非難の声は勢いづいており、子

供の社会も国際社会も、この常識に変わりはない。自分だけ謝れば済むという考

えも、偽善者根性丸出しで普遍的正義の原則に反しており、不見識極まる。

侵略戦争についても、日本だけが責められるのは、公平の原則から外れている

ことが明らかだ。第二次大戦が終息した後のアジアだけを見ても、朝鮮は韓国に、

中国はチベットに、ソ連はアフガニスタンに、それぞれ侵略戦争を仕掛けたので

あり、日本を責める場合には、彼らも同様に責められるのが公正であり、当り前

である。

第二次大戦の終末期、不可侵条約を破棄して日本に戦争を仕掛けたソ連の駆け
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込み参戦も、戦勝国としての分け前を獲得するためだけの露骨な動機であって、

侵略となにひとつ変わらぬ戦争参加といえよう。

同じように強制連行も、ソ連はポツダム宣言に違反して何十万人もの日本人元

兵士をシベリアに連行し、無料の労働力として何年も非人間的な処遇の下に酷使

したあげく、膨大な死者を出した。これに対する糾弾や国際的処罰は行なわれて

おらず、補償と謝罪も一切行なわれていない。

南京大虐殺について言えば、これを大きく宣伝しようとする中国政府が説く根

拠の怪しい数字や、それに媚びる元日本軍兵士の虚偽の証言、捏造証拠写真によ

る示威などが混在して、非戦闘員殺戮についての事実関係に不明な点が多い実情

もさることながら、なんといってもアメリカによる日本各都市の空襲、多くは非

戦闘員の大量虐殺をその主な目的にしていた無差別爆撃が、それと並んで取り上

げられるべきであろう。特に広島・長崎の両都市で２０万人を殺戮した原子爆弾

は、意図的な非戦闘員大量虐殺の非難を逃れる訳にはゆかない。また、カンボジ

アで大虐殺を行なったポルポト政権を中国は支援指導していたし、ベトナム戦争

における韓国軍による虐殺や、満州における、逃走中の日本人開拓農民婦女子に

対するソ連軍の虐殺行為もよく知られている事実だが、ともに謝罪が行なわれた

とは聞いていない。

現在でも、チェチェンではロシアが、パレスティナではイスラエルが、大量虐

殺と呼んでおかしくない無差別殺人を仕掛けているが、強い影響力をもつ両国に

対しては、国際社会の抗議もおよび腰である。

従軍慰安婦については、果たして日本政府機関による強制があったのか、ここ

でも女子挺身隊と慰安婦を混同する論者や報道があったり、肝心の事実関係に疑

問があるようだし、従軍慰安婦の主体は日本女性であったこと、当時は世界中ど

こであろうと、売春が世界最古の伝統的な職業として一般に容認されていた事実

をも含めて、検証されなければならないだろう。

レイプも、戦争終了後の満州において、日本人女性に対する徹底的なレイプが

ソ連軍兵士によって行なわれたのは、周知の事実である。

こう見てゆくと、避難されるべき行為を日本人が第二次大戦中に行なったこと

は事実だが、挙げられたすべての項目について、日本および日本人だけが指弾さ
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れるのは、公平の原則から外れており、普遍的正義を理由とした告発としては不見

識であり、正しくないことがわかる。

もともと戦争という状況の下では、普通なら罪になる人殺しが、称賛される行

為ともなるように、モラルが通常とは逆転してしまうところが多々あって、その状況

における行為を通常の基準で裁断するには、首を傾げざるを得ないことも多い。

大戦時に於いては、戦争に敗れた日本も、戦争に勝った国々も、双方ともに軍

や兵士が残虐で非人間的な行為を、確かに行なった。罪を犯させた大きな悪の元

凶は、戦争という営みそのものにある、と言うべきだろう。

ところが、戦争を裁くために設置された第二次大戦後のニュールンベルグ、東

京両国際裁判では、戦争犯罪人として裁かれたのが、戦争に負けた国、日本とド

イツの人間だけであった。このことも、公正を欠いた、正義の要件を充たしてい

ない処置と言わなければならない。

東京裁判の判事を務めたインド出身のパールが、有罪の判決に反対して少数意

見を開陳、「この裁判は勝者が敗者を裁いているものでしかなく、弱肉強食を合

理化しようとする私刑
リ ン チ

のような判決だ」と強く非難したことはよく知られてい

る。

この裁判によって処刑された者が、或いは、この判決によって処刑された日本

人のみが、韓・中・両国政府の言うように、人類の敵であり、第二次大戦が起き

た責めのすべてを負うべき張本人と決め付けるのは、公平の原則から大きくはず

れていよう。また、侵略戦争を始めた指導者だから人類の敵だ、と言うのであれ

ば、チベット侵略の毛も、韓国侵略の金も、同類である。

このことに関わって、日本の首相による靖国神社参拝についても触れておかな

くてはならない。この参拝に侵略戦争肯定の意志を感じる人は、日本人には居な

いし、本人も「二度と戦争を起こしてはならないとの決意を新たにするため」と

言っている。他国の戦没者慰霊に何故、中・韓両政府は有りもしない意味を付与

し、咎め立てをし、非難するのか。それは、この問題が、日本に対するアイデン

ティティ・ウォーの象徴的存在であることを、彼らがよく承知しているからであ

る。

自分の国のために命さえ賭けた人々を、後世の首相が詣りもせず、他国の思惑
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を怖れて追悼の気持ちまでも曖昧にすることを知った国民は、もはや国のために

は何事も貢献しなくなり、公徳心は消え、日本国は溶融し、消滅してしまうだろ

う。首相の靖国参拝は、これからの日本人が、日本の国や社会のために、すなわ

ち公の利益のために尽力することが出来るかどうかを左右する、大きな意味を付

せられているようだ。

もう１つ、根本的なことを付け加えておこう。

歴史の解釈は、その時代の「時代精神（Zeitgeist）」を基準としてなされるべき

ことが、ランケ以来、近代歴史学の常識であって、異なる時代のことに現在のモ

ラルや善悪の基準を当て嵌めて裁くのは、正しい態度とは言えない。

ある時代には、その時代固有の基本的価値観やものの考え方がある。ガリアを

侵略し、植民地にしたことをもって、現代の人間がジュリアス・シーザーを犯罪

人だと糾弾するのはナンセンスである。同様に、日本が朝鮮を植民地にした２０

世紀初頭には、植民地所有が、先進国の追求すべき価値として広く認められ、地

球上の大半が欧米諸国の植民地となっていたことを、念頭に置かなくてはならな

い。

オ、 公徳心とパトリオティズムを！

現在、ますます激しくなっている東アジアのアイデンティティ・ウォーズにお

いて、日本および日本人は、平等、公正の原則から外れた基準において、ルール

違反の攻撃を受け、その傷に病んでいる。その攻撃に呼応し、痛手を決定的にし

たのが、自らの国の過去を邪悪な恥ずべきものと決め付ける「歴史認識」あるい

は「自虐史観」の議論であった。

論者を良心的な正義の人間であるかの如く装わせるその主張は、やがてマスコ

ミ・ジャーナリズムを覆い、歴史教科書が書き直されるようになると、多くの日

本人の心に浸透して彼らに贖罪意識を刻みつけ、自分たちの生れた社会や自分た

ちが住む国、自分たちの生命を育ててきた歴史や文化への自信をゆるがせ、ここ

に日本人としてのアイデンティティも内部崩壊を始めることとなった。このまま

では死に至ることが必定の、業病に取り憑かれたのである。

いま振り返ると、９０年前後の日本は幻のような存在に思える。あの頃、経済

アパルトヘイトと伝統的民俗

－ 165 －



活動は盛んで仕事は十分にあり、後進国援助の醵出金額では世界最大の貢献をし、

国連の安保理・常任理事国入りが日程に上り、北方領土の返還も具体化しつつあ

って、日本の未来が更に良くなることを誰もが疑わなかった。

それから１０年少々経った 2002 年の秋、日本人二人のノーベル賞受賞を知らさ

れた小泉首相は「日本も捨てたものじゃない」と感想を述べる。この言葉は即ち

「日本なんか捨ててもいいような価値しかないもの」という常識が、現在のこの

国では一般的になっており、自国に対するその悲観的評価に誰もが疑問を抱いて

いないという惨めな状況を、あからさまに表していよう。

学校も、会社も、社会も、国も、人間の組織やその行動は、みんなが、駄目だ、

駄目だ、と言っていれば、良いものも駄目になり、出来ることも出来なくなる。

自分の国、自分の社会や文化が、取るに足らぬもの、価値のないもの、邪悪な

もの、と指摘されるとき、その国の人たちが、社会や国のために自発的に働き、

奉仕しようと思わなくなるのは当然のことだ。誰が、邪悪なもののために進んで尽く

そうとするだろうか。

「失われた１０年」がその後も続いている日本の状況に、昨今は「第二の敗戦」

という言葉が囁かれている。武力によって国土を破壊されて敗れた太平洋戦争の

半世紀後、今度はアイデンティティを攻撃され、国民の精神を破壊され悶えてい

る日本の姿を、この言葉はよく表していよう。

東アジアを戦場としたこの「１０年戦争」で大きな痛手をうけ、日本人は、日

本の国のため、日本の社会のために考えることを止め、ただ自分自身の利益のた

めだけを考える人間になりつつあるようだ。人々のために努力する理念や、公の

ために尽くす優しい気持ちを薄くし、社会のために考える気高い志、すなわち公

徳心をなくしていっているように思える。理想を失い、気力を失い、矜持を失い、

その日暮らしになっているようにさえ見える。

戦後に生まれた人間をふくめ、すべての日本人は謝罪すべき過去を持つ、と主

張する「自虐史観」に犯された多くの人間が、故のない贖罪意識におちいり、自

分を「悪玉」と認めることで他人から「謙虚な良い子」に見做してもらおうと媚

びる、卑屈な偽善的態度が、多くの日本人の身についてきているようだ。

こういった一連の自虐症候群から脱出して、世界を客観的に見る健全な感覚を
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築き直し、自分たちの社会を大切にする心を取り戻さないと、この国の未来は確実

に失われてしまうだろう。アメリカでは、競争相手に対する「ジャパン　バッシ

ング」が繰り返された１０年前とは打って変わった様相に、今は「ジャパン　ナ

ッシング」となってしまう危惧さえ、同情をこめて噂されている。

今の日本は、自分の国に対する「愛国心」や「郷土愛」がマイナスイメージで

意識される、世界で唯一の奇妙な国になっている。このことが示すように、日本

人は公に奉仕する志を薄くし、自分の社会を大切にする精神をなくしかけており、

それが、日本の国、日本の社会の未来を明るい展望のひらけたものにする意欲を

も萎えさせ、「縮み指向」にしている。郷土の社会と人々を大切にしない人間が、

どうして世界の国々を尊重し、地球上の人々すべてを大切にする気持ちを持つこ

とが出来ようか。

１０年で「失われた」のが、単なる日本経済の力であり、結果が経済の沈没な

のであれば、さほどに悲観することはない。我々は「第一の敗戦」当時の、衣食

住にもこと欠く生活を克服し、産業が破壊し尽くされ、経済は壊滅していた状況

から、奇跡と呼ばれる蘇生を果たしたのではなかったか。

今日の世界においては、武力による国家間の戦争が起こって、破れた国や国民

が滅亡させられ、その文化や民族そのものが消滅するなどという事態など、核戦

争を除いては起こり得ないことだ。

しかし、国民が自らの国に対する誇りを失い、自らの社会に対する愛情を無く

し、アイデンティティを動揺させてゆく国に限っては、国民の営みのすべての面

において、失うものを次々と殖やし、社会を損ない、文化を傷め、ついには崩壊

と自滅への道を歩むことになるだろう。

自分の国の発展を願い、自分の社会を大切にし、そこに暮らす人々の幸福を願

う心こそが、国際社会を大切にし、世界のすべての人々の幸福な営みを願う信条

の基礎を作ってゆく。愛国主義＝ナショナリズムの勧めである。ナショナリズム

を失った日本は、公の志の薄い利己主義者が集まる島々として、他国から更なる

侮蔑をうけ、一層の攻撃にさらされよう。

自国のみを良しとする偏見を厳しく排し、故なく他国の人間を誹謗し排斥する

けちな島国根性を睡棄しつつ、郷土を愛し、その文化を理解し尊ぶ意味合いを強
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くこめるため、私はこれをパトリオティズムと呼び直している。

アイデンティティ・ウォーの理不尽な脅迫に屈せず、自国はもちろん、世界の

社会・文化や歴史に対する公正を欠いた議論には、権威や流行におもねることな

く論駁し対応する。これがパトリオティズムであり、世界の人々の生活や文化に

ついてしっかりと理解し、自分のために努めるとともに郷土の社会や国家のため

に行動をし、そのことを通じて世界の人々に貢献する。これがパトリオティズム

である。

すべての国民、すべての民族、すべての人々が自らのアイデンティティを誇り

高く掲げ、それを互いに認めあってゆくような情況が日本国内に作られ、その精

神に沿った国際的な付き合いを実現してゆくことこそが、望ましい。

どうしたら自分の身のまわりに、そのような環境を創ってゆけるだろうか。

おわり
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