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� is paper explores the various kinds of discourses on slavery that existed in 
nineteenth-century Zanzibar (now a part of Tanzania) and the present histori-
cal perception of African Omanis on slavery, some of whose ancestors used to 
be involved in slave trade. Coincidental to Oman’s political expansion into 
East Africa in the mid-seventeenth century followed by the eventual move of 
the Omani capital from Muscat to Zanzibar in 1832, thousands of Omanis 
emigrated to East Africa, especially Zanzibar. However, consequent to the 
Zanzibar revolution in 1964, which resulted in the killing of many Arabs, as 
well as Sultan Qaboos’s accession to the throne in 1970 and his call for the 
return of Omanis living abroad, many Omanis in East Africa returned to their 
homeland. � ese African Omanis entered Oman’s workforce as professionals.

First, I introduce the various kinds of discourses concerning slavery in 
East Africa from both European and African sources that existed in the nine-
teenth and twentieth centuries. Next, I elaborate on several anti-Arab descrip-
tions wherein Omani Arabs were considered to exploit and abuse African 
slaves in nineteenth-century Zanzibar, thereafter, I present some pro-Arab 
descriptions according to which slavery in East Africa was not as harsh as it 
was considered to be. However, it was only the orientalistic image of Arabs as 
cruel slave traders that had been fi xed in the process of British-led antislavery 
movement; this image was subsequently reproduced in the Tanzanian nation-
alism a� er independence.

Some African Omani intellectuals have recently tried to “revise” such 
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Ⅰ　はじめに

本稿は，19世紀東アフリカのザンジバル1）

における奴隷制をめぐるさまざまな言説2）を
とりあげ，その一端を担っていたオマーン移
民側の歴史認識を明らかにするものである。
オマーンの政治的・軍事的進出は 17世紀半

“master-narratives” that originated in Europe. Although they do not deny 
the existence of slavery itself in East Africa, they claim that Islamic slavery is 
different from the European one, wherein slaves were ill-treated to an even 
greater extent. � ey criticize the European strategy for representing a partial 
image of the Omani Arabs who used to be involved in slave trade as the image 
of Arab as a whole.

� is critical attitude, at the same time, is implicitly linked to the native 
Omanis, who have resided in Oman before 1970. Despite African Omanis’ 
high level of education and professional positions, native Omanis are conde-
scending toward them and do not consider them as Arabs. African Omanis 
believe that such a distorted view stems from the native Omanis’ ignorance 
regarding the historical experience of their ancestors in East Africa.

However, the Omani government has not welcomed such “revisionism”. 
� e Omanis’ involvement in the slavery in East Africa is not narrated in the 
Omani national history, although Omani political expansion to East Africa 
is treated as a glorious event in national texts. In this sense, African Omanis’ 
revisionism is not only a political activity aiming at their positional recovery 
in Europe, but also a movement to get established in the national history of 
Oman and to gain a fair assessment as the leader of the national “glory” of 
maritime empire.

Ⅰ　はじめに
Ⅱ　東アフリカにおける奴隷制とイスラーム
 1　イスラームにおける奴隷制
 2　ザンジバルの奴隷制の歴史と状況
Ⅲ　 ザンジバルの奴隷制をめぐるさまざまな
言説

 1　奴隷制をめぐるヨーロッパの言説
 2　奴隷制をめぐるアフリカの言説
 3　アフリカにおける反アラブ的言説の創出
Ⅳ　 奴隷制にまつわるアフリカ系オマーン人
の言説

 1　オマーン移民の言説―テクストより
 2　 アフリカ系オマーン人の語り―イン

タビューより
Ⅴ　考察―アフリカ系オマーン人の歴史認識
 1　 アフリカ系オマーン人が考えるヨー

ロッパおよびアフリカの言説の問題点
 2　歴史修正の動き―ヨーロッパに向けて
 3　 ナショナル・ヒストリーへの参与―

国内に向けて
Ⅵ　おわりに

1） ザンジバルはタンザニアの沖合に浮かぶ島嶼部で，ザンジバル島，ペンバ島，その他 30余の島々
から成る。面積 2,500平方キロ，人口 98万人（2002年），そのほとんどがスンナ派ムスリム（シャー
フィイー法学派）である。1963年イギリスから独立したザンジバルと1961年に独立したタンガニー
カ（本土部）は 1964年にタンザニア連合共和国を結成した。

2） 本稿では，実際に人に語られた（narrated）ものを「語り」，書かれたものを「テクスト」，双方を
含めたものを「言説」とする。
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ばに始まったが，1832年，オマーン地域を
支配していたブーサイード朝君主（称号はサ
イイド），サイードがザンジバル島に移り住
み，そこから東アフリカ沿岸とアラビア半島
の双方を統治するようになって，オマーンか
らのザンジバル，そして東アフリカ（現タン
ザニア，ケニア，ウガンダ，ブルンディ，ル
ワンダ，コンゴ民主共和国）への移住が本格
化した3）。彼らの多くは現地の女性（スワヒ
リと呼ばれるムスリム住民）と通婚し，土着
化していくことになる。サイードの没後，後
継者問題から内政不安定となったザンジバ
ルはオマーン本土と分離した独立国となり，
1890年にイギリスの保護領となった。
イギリスの保護下に置かれた後も，ザンジ
バルではスルターンを頂点とする統治体制は
名目上維持されたが，実際，住民は植民地政
府による民族4）に基づく分割統治の強い影響
を受けた。たとえば，1924年の国勢調査以
降，各人の民族の申告が義務化された5）。そ
こで住民はまずネイティブ（native）と非ネ
イティブ（non-native）に分類され，後者に
はヨーロッパ人，インド人が属した。一方，
ネイティブのカテゴリは，アラブ（オマー
ン・アラブとハドラマウト・アラブ6）に分
類）と，いくつかのアフリカ人に分かれた7）

［ZNA AB��/�］。イギリス当局が保護領化
後すぐに，アラブには丁字（クローヴ）生産

を，インド人には商業と金融業を，アフリカ
人には肉体労働を割り当てたために，イギリ
ス人を頂点とし，アラブ，ついでインド人，
最下層にアフリカ人という，民族と経済カテ
ゴリが結びついた階層構造が明確化された
［富永 2001: 132］。1950年代に入ると独立に
向けたナショナリズム運動が盛んになるが，
その過程でアラブ対アフリカ人の対立が先鋭
化する。1963年 12月 10日イギリスから独
立を果たすも，そのわずか 1ヶ月後に今度
はアフリカ人による革命が起こり，少なくと
も 1万人のアラブが殺害された。革命当時オ
マーン本土は実質上の「鎖国」状態にあり，
時のスルターンは在外オマーン移民をみずか
らの統治への脅威になると考え，彼らの帰国
を禁止していたため，オマーン移民の多くは
アフリカ本土や湾岸諸国，あるいはイギリス
へ避難した。オマーン移民が本国に帰還する
のは，1970年に即位した現スルターン，カー
ブースが「鎖国」を解除し，在外オマーン移
民を呼び寄せたことによる。本稿では以下，
アフリカ在住時については「オマーン移民」，
帰還後については「アフリカ系オマーン人」
と記す。
西洋人がアフリカ人を奴隷化した大西洋横
断奴隷交易と異なり，東アフリカでは，オ
マーン移民が奴隷交易の積極的な担い手，い
わば奴隷制の被害者ではなく，それを推進

3） オマーンから東アフリカへの移住の歴史は古く，東アフリカに定住した最初のオマーン人（現在
オマーンと呼ばれている地域出身者）は，7世紀末（おそらく 695-696年頃），ウマイヤ朝カリフ，
アブドゥル・マリク（‘Abdul Malik）に反乱を起こして破れた，オマーン内陸部のジュランダー
王朝の指導者であった［Ingrams 1967: 73, Al-Maamiry 1979: 39］という説が有力である。

4） イギリス当局は，人種（race）という用語（その下位区分としては「部族（tribe）」）を使っていたが，
本稿では一貫して民族と記す。

5） 1924年の国勢調査報告書は多くの研究者に引用されているが，それ以前の 1910年と 1921年にも
国勢調査はおこなわれていた。ただし詳細な報告書は残っておらず，1924年の報告書に過去のデー
タとして若干言及されているのみである。また 1910年の統計には 1924年以降の国勢調査に明記
されている民族区分はみられず，アラブとアフリカ人はネイティブ（native）と一括されている。
報告書には，1924年以降は調査方法も精緻化され，訓練された調査員が担当していると記されて
いる［ZNA AB33/3］。

6） 現イエメン東部のハドラマウト地方からも多くのアラブが東アフリカに移住した。彼らはオマー
ン・アラブとは宗派も異なり，彼ら独自の協会ももっていた。故地の港の名前をとってシヒリ
（Washihiri：スワヒリ語）と呼ばれていた。

7） アフリカ人に関してはいわゆる「部族」ごとの人口統計もある。
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し利益を得た側であった。19世紀初頭から，
ザンジバルでオマーン移民の一部は丁字プラ
ンテーションの経営を開始し，アフリカ人奴
隷を労働に従事させていた8）。しかし，イギ
リスの介入により 19世紀末に奴隷制が禁止
（1873年奴隷交易禁止，1897年奴隷制禁止）

され，奴隷は法的には解放された。一方，オ
マーンを含むアラビア半島ではイスラーム以
前から奴隷制は存在し，18世紀初めにはオ
マーン本土で奴隷を用いたデーツ（ナツメ
ヤシの実）栽培が始まったこともあり，18

世紀後半には奴隷制が普及していたという
［Cooper ����: ��］。ザンジバルでの奴隷制
禁止を受けて本国でも 1873年奴隷交易は違
法となったが，奴隷の所有は認められていた
［Landen ����: ���-���］。かつての解放奴隷
およびその子孫はフッダーム（khuddām, s.g. 
khādim）9）と呼ばれ，現在のオマーンでひと
つの社会カテゴリを形成している。彼らはオ
マーン国籍をもつムスリムで，アラビア語を
母語とする。
これまで東アフリカの奴隷制の歴史はおも

〈地図〉インド洋西域地図

Demis（http://www.demis.nl/home/pages/wms/demiswms.htm）の白地図より筆者作成。

8） ザンジバルに最初の丁字プランテーションをつくったのはオマーン移民である。丁字の苗木をザン
ジバルに持ち込んだのはフランス人あるいはオマーン人という 2つの説があるが，いずれも時期的
には 1810年代である。当初は丁字に目をつけたサイイド・サイードが自分のプランテーションで
独占的に栽培していたが，1830-40年代になるとオマーン移民のプランテーションでも栽培される
ようになった［Cooper 1977: 50-51］。

9） 本論文で表記される外国語は，英語，アラビア語，スワヒリ語で，いずれもラテン・アルファベッ
トで表記される。英語は立体，アラビア語およびスワヒリ語は斜体（イタリック）で表記されてい
るが，スワヒリ語に関しては，単語の後にその都度「：スワヒリ語」と記す。
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に，当事者たるオマーン移民やアフリカ人10）

ではなく，ヨーロッパの研究者によって記述
されてきた。最近の研究書は，英語およびフ
ランス語の公文書，古文書，現在も東アフ
リカに在留するオマーン移民たちのインタ
ビュー資料などを幅広く用いて書かれている
が，20世紀前半の諸著作―研究書であれ，
旅行記であれ―はヨーロッパ的奴隷制観に
基づき，しばしば「抑圧者」であるアラブの
残虐性を強調していた。現在となっては，こ
うした著作は「イギリス帝国主義的」記述
として批判されているが［cf. Bennett ����; 
Sheriff  ����］，世間一般（とくにヨーロッパ
やアフリカ）の歴史認識に与えてきた影響は
大きい。
ところが，奴隷制に関するアフリカ系オ
マーン人の言説は，より一般に流布・認知さ
れているものと内容を異にする。なによりも
まず，アフリカ系オマーン人は自分たちがザ
ンジバル革命の被害者であるという意識を強
くもっているため，一般に考えられているよ
うに，アラブによるアフリカ人の搾取が革命
を招いたとか，自分たちが奴隷制の担い手で
受益者であったということを語ることはな
い。もちろん，ひとつの歴史的事象をめぐっ
て複数の認識が存在することはしばしば起こ
りうる。「公式」の歴史―つまり権力者側
の記憶や語り，イデオロギー―に隠蔽され
てきた弱者の語りに焦点をあてて歴史認識の
対立を扱った研究も多く11），そのいくつかは
権力批判を目的としている12）。1936-39年の
パレスティナの大反乱をめぐる歴史認識を考
察した人類学者 T. スウェーデンバーグは，

歴史を文化的構築物とする最近の構築主義的
研究を評価しつつ，歴史や記憶のトランスナ
ショナルな側面を重視し，経済や文化と同
様，歴史や記憶もローカル／グローバルな構
築物として再概念化されるべきだと主張する
［Swedenburg ����: xxix］。闘争の当事者で
あるイスラエル人もパレスティナ人も，ディ
アスポラの人びとや団体とつながりをもって
いるし，親イスラエル，反パレスティナの言
説はアメリカとの関係性を抜きにしては語れ
ないからである。
こうした指摘は，本稿で扱うアフリカ系オ
マーン人にもあてはまる。彼らはそもそもト
ランスナショナルに移動する存在であった
し，奴隷制をめぐる歴史認識には，東アフリ
カ（ザンジバル）というコンテクストにおけ
るオマーン移民対アフリカ人という当事者間
の対話や暴力だけではなく，別の強力な外部
の力が作用しているからである。本稿で対象
としているような帰還移民の視点から歴史を
見返すことは，既存の研究の前提であった
ローカル／グローバルという枠組の限界を見
据えることにもなるだろう。つまり，帰還移
民であるアフリカ系オマーン人にとって，そ
もそもなにがナショナルであり，なにがロー
カルであるのかすら自明ではない。そうした
彼らにとってなにがナショナル・ヒストリー
なのかといった問題も，彼らを具体的な事例
研究の対象とすることで考察可能になると思
われるのだ。
本論に入る前に，オマーンにおけるアフリ
カ系オマーン人の状況を簡単に説明しておこ
う。帰還後アフリカ系オマーン人は，技師や

10） ここでいうアフリカ人とは，ザンジバル住民でスワヒリ（ムスリム）と呼ばれる人びとだけでなく，
アフリカ大陸の住民（非ムスリム）も含む。本稿でのアフリカ人は，アフリカ人一般という意味（民
族としてのアフリカ人という意味も含む）として理解されたい。

11） 記憶への関心は諸分野におよび，歴史認識を扱ったものを含めるとその数は膨大である。人類学に
おける記憶研究に関しては，［Cattell & Climo 2002］の序章にまとまっている。オマーン移民の
ような帰還移民の記憶に関しては，中東各地からイスラエルに移住したユダヤ移民［臼杵 1998（第
9章）］，アルジェリアから帰還したフランス移民［Cohen 2003］，インドネシアから帰還したオラ
ンダ移民［Locher-Scholten 2003］の論考などがある。

12） 記憶の政治的側面にのみ着目する姿勢はすでに批判されている［cf. Cole 2001; 佐藤 2002］。
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大学教員などの専門職として社会進出を果た
しているにもかかわらず，オマーン社会で彼
らは社会的偏見の対象であり，「スワヒリ語
を話すアフリカ人との混血」と一枚岩的に語
られがちである13）。オマーンのマジョリティ
を占めるのは，1970年以前からオマーンに
住み，歴史・社会的なアフリカとの関わり
（以下，「アフリカ性」と呼ぶ）をもたないネ
イティブ・オマーン人（アラブ）である。一
方，人口的マイノリティであるアフリカ系オ
マーン人は，ネイティブ・オマーン人からア
ラブとみなされておらず，「ズィンジバーリー
（Zinjibārī）：ザンジバル（の）人」と呼ばれ
ている。しかしながらオマーン移民自身は，
あくまで父系を強調するアラブの系譜を根拠
にみずからのアラブ・アイデンティティを主
張している［大川 2004］。こうした社会的背
景も，アフリカ系オマーン人の歴史認識に影
響していることをのちに説明したい。
以上をふまえ，本稿ではヨーロッパの奴隷
制観が支配的ななかで当のアフリカ系オマー
ン人がどのように奴隷制を認識しているかを
検討していく。考察対象は「現在」の「オマー
ン」における，「アフリカ系オマーン人」の
語りであるが，その分析のためにまず奴隷制
の始まった 19世紀から現在までのさまざまな
言説を人類学的調査から得たデータを中心に，
歴史学的成果も援用しながら記述していく14）。

次章でイスラームにおける奴隷概念とザン
ジバルの奴隷制を概観した後，Ⅲ章で 19世
紀後半の探検記と 20世紀の研究書から奴隷
制にまつわるヨーロッパの言説（とくにアラ
ブへの言及を中心に）を紹介する15）。ここで
ヨーロッパの言説をとりあげるのは，前述の
とおり，東アフリカの奴隷制がアラブ対アフ
リカという単純な構図では理解できないこと
に加え，アフリカ系オマーン人の現在の語り
のなかに批判の対象として登場するのが，こ
うしたヨーロッパの言説だからである。それ
と同時に 20世紀前半のテクスト（ライフ・
ヒストリーと散文）からアフリカの言説を紹
介し，いかに奴隷商人としてのアラブのイ
メージが作られ，定着していったかを検討す
る。続くⅣ章では奴隷制をめぐるオマーン移
民／アフリカ系オマーン人の語りを記述す
る。時代的には入手できた資料の関係上，19
世紀末のテクストから現在までで，回想録，
新聞記事，研究書，インタビュー資料など多
岐にわたる。そしてⅤ章ではアフリカ系オ
マーン人の言説から読み取れる彼らの主張や
奴隷制の歴史にまつわる「修正主義」的活動，
さらにはこれらを醸成する現代オマーンの社
会状況について，ナショナル・ヒストリーと
いう観点から考察を加えることで，彼ら独自
の歴史認識や歴史修正の方法を明らかにし
たい。

13） 本稿における「混血」とは，アフリカ人（スワヒリ）とのあいだに生まれた祖先をもっているとい
う意味である。インタビューに応じた 91人のアフリカ系オマーン人のうち混血は 66人である（自
己申告に基づく）。またスワヒリ語を母語にしているのは 91人中 62人だが，アラビア語を母語と
する者（オマーン生まれの若いアフリカ系オマーン人）も含め，全員がスワヒリ語を理解すること
ができる。

14） 本稿で提示するデータは，2000年 3月-2002年 2月，2003年 8-10月，2004年 9-11月のあいだ，オマー
ンの首都マスカト，シャルキーヤ地方カービル州ムダイリブ村，およびザンジバル島ストーン・タ
ウンにおける人類学的調査から得たものである。

15） 本稿でいうヨーロッパとはおもにイギリスを指している。実際，ザンジバルの奴隷制を廃止した後
に植民地化したのがイギリスであったことから，同地域の奴隷制に関するテクストを残したのも圧
倒的にイギリスを中心としたヨーロッパの研究者や探検家が多い。こうしたことから，奴隷制に関
していえば，アフリカ系オマーン人の言説に登場するのもイギリスあるいはヨーロッパであり，ア
メリカは登場しない。彼らが厳密にヨーロッパと西洋（アメリカを含む）を区別して語っているか
は疑問であるが，本稿では，とくにアメリカを含めた意味での西洋というときを除き，「ヨーロッパ」
という用語で統一し，分析していくことにする。
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Ⅱ　東アフリカにおける奴隷制とイスラーム

1　イスラームにおける奴隷制
イスラームにおいて奴隷を指す用語はさま
ざまだが，アラビア語ではアブド（‘abd）や
ラキーク（raqīq）が一般的である。イスラー
ム社会では自由人と奴隷の身分差は明確であ
るが，クルアーンには奴隷に対する親切な扱
いが説かれている。イスラーム法（シャリー
ア）の規定によれば，奴隷とされうるのは奴
隷の子ども（母親が奴隷であれば，自由人で
ある父親が認知しない限り，子どもも奴隷身
分となる）か，イスラーム世界外にいる非ム
スリムである。また，イスラームに改宗した
からといって，自動的に奴隷身分から解放さ
れるわけではない［大塚 2002: 693］。
イスラームにおける奴隷には「モノ」とし
ての性格と「ヒト」としての性格が認められ
る［佐藤 1991: 3-5］。奴隷は主人の「所有物」
であるから，売買，相続，贈与の対象である
一方で，信仰，結婚，財産所有の自由はある
程度認められている。たとえば，結婚に関し
ては主人の許可が必要であったり，自由人と
異なり妻としてもつことができる女性は 2人
までという規制はあるが，自由人との結婚も
認められていた［佐藤 1991: 6］。
主人に対しては，奴隷の虐待は禁じられ，
奴隷身分からの解放が積極的に奨励された。
実際，主人の死後解放されたり，解放の条件
となる金額を明示して文書契約を結ぶことで
解放される奴隷は多かった。解放のために資
金を蓄えることも容認されていたという［佐
藤 1991: 7-8］。ザンジバルにおいても，歴代
のスルターンをはじめ多くの奴隷所有者が，
自分の死後，所有していた奴隷を解放するの
は一般的であった［Cooper ����: ��］。
農業奴隷も存在したが，イスラーム社会で
奴隷として中心的役割を果たしたのは，軍事
奴隷と家内奴隷である。とくにマムルーク
（mamlūk）と呼ばれる奴隷軍人は，9世紀か

ら 19世紀までの長きにわたってイスラーム
諸王朝の軍隊の中核を成し，なかには権力の
座についた者もいた［佐藤 1991: iii-v］。こ
のように奴隷はイスラーム社会に内在し，当
然視されてきた存在であるといえる。しかし
イスラーム世界もイギリスに端を発した奴隷
制廃止運動の波を無視することはできなかっ
た。1814年，オスマン朝は黒人奴隷の売買
を禁止する協定をイギリスと締結すると，54
年には白人奴隷の解放，57年には黒人奴隷の
解放を決定した。とはいうものの，こうした
禁止令を無視し奴隷の取引はおこなわれ，ア
ラビア半島には 20世紀後半まで奴隷制は公
式的に存続していた。とくにオマーンの奴隷
制廃止は 1970年まで待たねばならなかった
［Gordon ���� (����): ���, Alpers ����: ��］。

2　ザンジバルの奴隷制の歴史と状況
本論に入る前に，イギリス人，アフリカ人
の歴史家による最近の研究書を検討しなが
ら，ザンジバルにおける奴隷制の歴史を再構
成していきたい［cf. 富永 1986］。

1770年代，フランスによるマスカリン諸
島（モーリシャスやレユニオン島など）での
サトウキビ・プランテーションの展開によっ
て，東アフリカ奴隷の需要と値段が急激に高
まったが［Sheriff  ����: ��-��］，19世紀は
じめフランスの領土全域で奴隷貿易が禁止さ
れると，今度はサイイド・サイードによる丁
字プランテーションの展開に伴い，ザンジバ
ル内での労働力の需要が高まった。18世紀
中葉，ザンジバルに移住したオマーン・アラ
ブ商人は象牙や奴隷貿易に従事していたが，
彼らみずから奴隷を求めてザンジバルを出発
し，アフリカ内陸部に進出したのは 19世紀
に入ってからのことである。最大の奴隷市場
であったザンジバルを中心としたインド洋
ルート（アフリカ，アラビア，インドを含む）

の奴隷交易は 19世紀半ばに最盛期を迎える。
1811-1873年までの東アフリカ奴隷交易
を数値化した歴史家 A. シェリフは，毎年平
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均 15,900人の奴隷がザンジバルに輸入され
たと推計している［Sheriff  ����: ���-���］。
おもにマラウィ，モザンビークやタンザニア
南部から連れてこられた奴隷はザンジバルの
市場で取引され，一部は国内用に，その他は
海外に転売された16）。ザンジバル内の奴隷の
総人口は時代や研究者によってまちまちであ
り，10-40万の幅があるが，長年ザンジバル
で奴隷制を監視してきたイギリス人海軍士官
マシューの推計によれば，1886年のザンジ
バルにおける奴隷人口は 14万人，解放奴隷
は 27,000人である［富永 2001: 108］。ちな
みにシェリフは丁字生産高が最高に達し，最
高値で取引されていた 1840-50年代にザン
ジバルの奴隷人口もピークを迎えたと推測し
ているが［Sheriff  ����: ��］，もしそうだと
したらマシューが推計したよりも多い奴隷が
それ以前に存在していたことになる。
いずれにせよ，その多くはアラブやアフリ
カ人の経営する丁字プランテーションで働か
されていた。古参奴隷の監督下での丁字の収
穫・選別がおもな仕事で，収穫期には休みな
しで労働した。それ以外の時期は週 2日の
休暇を与えられ，木曜日には自分たちのため
に耕作し，金曜日はムスリムとしての休日を
過ごすことが許されていたという［Cooper 
����: ���-���］17）。当時のヨーロッパの歴史
家や探検家も，耐え難いほど過酷な労働条
件ではなかったと記録している。というの

も，ムスリムの奴隷所有者にとって，衣食住
などの提供は宗教的な義務であると同時に，
奴隷が頻繁に逃亡するのを防ぐことにもつな
がるなど経済的利得もあった。こうしてザン
ジバルのプランテーション経済は完全に奴隷
労働に依存するようになっていったのである
［Sheriff  ����: ��］。
このような奴隷制に支えられ最盛期を迎え
たザンジバル経済であったが，19世紀前半
にはイギリスに端を発する奴隷制反対運動と
直面することになる。サイイド・サイード
は，数次にわたるイギリスとの交渉のもと，
1822年アラビアへの奴隷輸出を制限すると
いう条約に，さらに 1845年にはアラビアへ
の奴隷の輸出を禁止する条約に調印した。そ
の後，反対運動に関してドイツ，アメリカさ
らにはフランスからの同調を受けたイギリス
による圧力により，サイードの息子バルガ
シュ（Barghash ibn Sa‘īd, r. ����-����）は，
1873年ザンジバルの奴隷市場を閉鎖し，東
アフリカからの奴隷輸出を禁止する条約をイ
ギリスとのあいだに締結した。これによっ
て，ザンジバルにおける奴隷交易を生業にし
ていたアラブ商人は経済的大打撃を受けた
［Martin ����: ��-�］。バルガシュの跡を継
いだハリーファ（Khalīfa ibn Sa‘īd, r. ����-
����）は，スルターン領18）に入ったすべての
奴隷を解放する協定を 1889年イギリス政府
と結んだ［Al-Maamiry ����: ��］。そしてつ

16） ザンジバルにおいて奴隷にはいくつかのカテゴリがあった。農業奴隷（男性）は mtwana（pl. 
watwana：スワヒリ語），家内奴隷は mtumwa（pl. watumwa：スワヒリ語）［Middleton 1992: 
24, Horton & Middleton 2000: 135］，そのなかでも奴隷の妾は msuriya（pl. wasuriya：スワヒリ
語）と呼ばれていた。主人のもとに生まれ，比較的自律した生活を送っている奴隷は mzalia（pl. 
wazalia：スワヒリ語），彼らも含めとくに都市部で日雇い労働に従事している奴隷は kibarua（pl. 
vibarua）と呼ばれるなど，居住地域（都市か地方か）や役割による奴隷内部の「階層性」が研究
者たちに指摘されている［Glassman 1995: 85-96; Fair 2000: 115-120］。

17） イスラームでは，集団礼拝の日にあたる金曜日が休日となる。ちなみに東アフリカの場合，奴隷と
奴隷所有者はすべてムスリムであった［Cooper 1977: 23］。ムスリムを奴隷にすることは禁じられ
ているため，アフリカ内陸部から連れてこられた奴隷はのちに改宗したということになる。クーパー
によれば，奴隷捕獲者あるいは購入者が改宗させることが望ましかったという［Cooper 1977: 25］。

18） サイイド・サイードの時代に最大となったスルターン領も，1886年に広大な内陸部の土地を失い，
ザンジバル島，ペンバ島ほか島嶼部と幅 16キロの大陸沿岸部に限定されていた。4年後，この沿
岸部も失うことになる［富永 2001: 128］。
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いに 1897年，イギリス統治下に入った 7年
後に奴隷制廃止が決定した19）。つまり以降で
記述・検討していく奴隷制をめぐる語りは，
この過去の一時期の現象の解釈をめぐる争い
となっている。

Ⅲ　ザンジバルの奴隷制をめぐるさまざまな
　　言説

本章では東アフリカの奴隷制に関わった
ヨーロッパとアフリカ双方の言説をとりあげ
る。奴隷制に関する彼らの言説はもともと多
様であったにもかかわらず，「アラブ＝残虐
な奴隷商人」という一枚岩的で偏見に満ちた
イメージが形成され，定着していく過程に注
目されたい。

1　奴隷制をめぐるヨーロッパの言説
まずはザンジバルにおいて奴隷制反対運動
を推進したヨーロッパ，とくにイギリスの言
説を 19世紀末の探検記および 20世紀の研
究書から紹介しよう。紙幅の関係上，奴隷の
おかれた状況および奴隷交易に関与していた
オマーン・アラブの描写に限定してとりあ
げる20）。
アフリカ探検で名高いバートン（Burton, 

����-����），リヴィングストン（Livingstone, 
����-����）， ス タ ン リ ー（Stanley, ����-
����）21）らの著作には多くのアラブ系奴隷商
人が登場する。とくに 1850年代から 70年
代にかけては，東アフリカ探検の黄金時代と

もいうべき時期で，ヨーロッパの探検家―
多くは宣教師や医師であったが―がこぞっ
て，ザンジバルを出発点としてアフリカ内陸
部へ進出していった。ヨーロッパにおいて彼
らによる探検記は大きな関心をもって迎えら
れた。こうした探検記に加え，イギリス植民
地政府の報告書，紀行文に基づいて出版され
た数々の研究書がある。
まずは 19世紀後半にザンジバルや東アフ
リカ沿岸部を訪れた探検家のなかから，の
ちにザンジバルのイギリス副領事も務め
た J. エルトンによる著作『東，中央アフ
リカ湖水および山岳地方における旅と研究
（Travels and Researches among the Lakes and 

Mountains of Eastern and Central Africa）』を
紹介しよう。彼は 1873年 12月，ダール・
エスサラームを出発し内陸に向かっている道
中，アラブ商人率いる奴隷キャラバンに遭遇
する。

「300人ほどの男女の群れが首を鉄の鎖で
つながれ，ひどい状態である。足はひから
びた泥と排泄物にまみれ，とげでその表面
は裂けており，体は骨と皮だけ。ある女性
は木に体当たりしてつながれた縄をほどこ
うとしていた。われわれのところに助けを
求めにきた彼女の片目は半開きで，顔と
胸から出血していた」［Elton ���� (����): 
��-��］。

19） 奴隷制廃止によって多くの奴隷が解放されたとはいっても，元主人は引き続き奴隷の保証人という
身分として彼／彼女らの結婚のとりまとめに対して法的責任を負うなど，両者の関係はパトロン－
クライアント関係として存続した［Cooper 1977: 242-252］。

20） 西洋の著作にはとくに「オマーン人（Omani）」と言及されていないので，それにならってここで
はたんに「アラブ商人」とだけ記す。ザンジバルにはオマーン・アラブのほかにハドラマウト・
アラブも存在したが，彼らは奴隷交易に直接的には関わっておらず（奴隷の所有者は若干いたが）

［Guennec-Coppens1997: 166-172］，奴隷制に関して言及されるアラブとは，オマーン・アラブの
ことであるといってよい。

21） ナイル川の源流を探るため，1856年イギリスの王立地理学協会に派遣されたバートンらは，ザン
ジバルから内陸部に入り，ヴィクトリア湖やタンガニーカ湖の周辺を調査した。その後イギリスの
宣教師でもある探検家のリヴィングストンが，1866年からヴィクトリア湖の南側の地域を長い年
月をかけて探検したが，病気や物資不足に苦しんでいた。連絡の途絶えたリヴィングストンの捜索
に乗り出したのが，ウェールズ出身の孤児でアメリカ人の里親に育てられた新聞記者スタンリーで
あった。結局彼は 1871年にウジジという村でリヴィングストンに遭遇した［スタンリー 1995］。
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この 1ヶ月後，大学伝道協会（University 
mission）の学生がキャラバンを率いていた
アラブに攻撃された事件についてエルトンは
報告しているが，犯人はおそらく自分が遭遇
したアラブであると推測している。この学生
は連行される奴隷に近づき会話をしたため
に，アラブと口論となった。銃で撃たれた後，
彼らが持っていた剣で頭を数回殴られたとい
う。これが原因で破傷風になり，学生は 1ヶ
月後死亡したのだが，エルトンはこのアラ
ブに対する強い怒りを吐露している［Elton 
���� (����): ���-���］。
つぎにイギリスの著名な歴史家，R. クー
プランドによる著作をとりあげる。この著作
は，半世紀前までは東アフリカを扱う古典的
な歴史書であったからである。クープランド
は 1884年生まれのイギリスの歴史学者で，
オックスフォード大学教授も務めた。ここで
は 1939年に出版された『東アフリカの搾取
（� e Exploitation of East Africa）』を検討して
みたい。2部構成のうちの第 1部「アラブ奴
隷交易の終焉」では，サイイド・サイードの
死後（1856年）から，19世紀後半の奴隷交
易廃止までの時代を扱っている。他の書物も
示唆するように，奴隷交易でもっとも悲惨と
言われているのは，アフリカ奥地での奴隷の
捕獲からザンジバルにおける売買に至るまで
のプロセスである。クープランドは以下のよ
うに描写している。

「［奥地から］海岸部までの行進は恐ろしい
経験であった。3ヶ月以上にも及ぶのであ
る。奴隷はたいていお互いの首をロープか
鎖でつながれ，背中で手を結ばれている。
（中略）しかももっとも衝撃的なのは，アラ
ブによる無情なまでの生命の軽視である。
奴隷捕獲人に抵抗したり，脱走を試みる者
は銃で撃たれるが，病気や疲労でキャラバ
ンから脱落していく者―多くは女性―
に対しても同じ罰が待っている」［Coupland 
����: ���-���］（以下，ページ数のみ提示）。

クープランドは，こうした残虐な証拠は探
検家らによっていくつも提示されていると主
張し，リヴィングストンらの書物から引用し
ている。そこには，歩けなくなったために値
の下がった奴隷女性をアラブ商人が腹いせに
刺し殺したさまや，幼子と荷物を抱えきれな
くなったために，子どもをとりあげられた
奴隷女性が自分の子の脳が飛び散るのを見
たというエピソードが書かれている（139）。
アラブ奴隷商人を，「奴隷売買者（slavers）」
（119）とか，「侵入者（raiders）」，「密輸業
者（smugglers）」（146）などと表象してい
るクープランドは，「彼らのみさかいのなさ
は容易に説明できるものではない。たんに不
機嫌とか残忍性で片付けられるものなのか。
奴隷からもたらされる利益に目がくらんで，
道中何人死のうと関係ないのか」と糾弾して
いる（140）。さらに彼は，「彼ら［アラブ］
は東アフリカの人びとに対してなんの役にも
立たなかった（done no good）。リヴィング
ストンがしばしば言っていたように，彼らは
害にしかならなかった（done nothing but 
harm）」としたうえで，「東アフリカの人び
とに奉仕をしたのはイギリス人だけだ」と結
論づけている（392）。
クープランドにみられるようなアラブ奴隷
商人に対する酷評をみつけるのはたやすい。
20世紀後半の研究書にも同様の記述をみつ
けることができる。たとえば，イギリス人地
理学者で，長くナイロビで研究生活を送って
いた E. マーティンは，『ザンジバル―伝統
と革命（Zanzibar: Tradition and Revolution）』

（1978年）のなかで，イギリス領事の書簡を用
いて，奴隷調達のためにアフリカ人を誘拐す
るアラブの様子を伝えている。マーティンに
よれば，ダウ船に乗ってアラビア半島から来
た一部の「悪漢が一般に従事しているのは強
姦，窃盗，喧嘩であった」［Martin ����: ��］。
これに対し，アラブ寄りの記述も散見さ
れる。たとえばスタンリーは，「親切なアラ
ブ人」［スタンリー 1995: 119］と書いてい
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るし，リヴィングストンもアラブの奴隷商人
に助けられてムウェル湖を発見した。リヴィ
ングストンを探す道中，奴隷のキャラバンに
出会ったスタンリーは「鎖はつけられてはい
たものの，奴隷達はさほどみじめなようすで
はなく，むしろはしゃいでいた。鎖は重そう
だが，ほかに荷物は持っていないので，それ
ほどの苦労はないのかもしれない」と描写し
ている。同様に，1811年にザンジバルを訪
れている英国東インド会社の巡洋艦テルナテ
（Ternate）の艦長スミー（Smee）は，「すべ
ての奴隷が必ずしもこのように好待遇であっ
たわけではない」としながらも，以下のよう
に書き残している。

「アラブの手に渡った奴隷たちは幸運だ。
彼らは奴隷を優しく取り扱うことでまちが
いなく有名である。奴隷は主人の敷地内に
小さいながらも居を構えることを許され，
過重労働もなく，自活できるよう肥沃な土
地も与えられる。そんな彼らは相当な満足
感と幸福を享受しているかのように見受け
られる」［Smee ���� （Burton ���� [����]: 
���-���）］。

『ザンジバル史（History of Zanzibar from the 

Middle Ages to 1856）』の著者 J. グレイも，歴
代のイギリス領事による記録から，「概括す
るとザンジバルの家内奴隷はひどい扱いを受
けてはいなかった。ひどく残忍な行為も時折
あったが，それもごく少数であったようだ」
と判断している［Gray ����: ���］。

1896年からザンジバルで農業局長を務め
た R. ラインは，著書『現代のザンジバル
（Zanzibar in Contemporary Times）』のなかで，
それまで一般に流布していた奴隷交易の残忍
性を再考し，それが誤りであることを指摘し
ている。軍の司令官や領事，宣教師といった

実際の目撃者による奴隷交易の描写は，無力
な奴隷が奴隷商人の手中に落ちていく苦しみ
を伝えているとしたうえで，以下のように述
べている。

「しかしながら，これまで描写されてきた
ようなひどい苦しみを味わわない奴隷もい
た。奴隷たちが必ずしもダウ船のなかで寿
司詰め状態で軟禁されていたわけではな
い。ザンジバルに到着した奴隷達は肥えて
楽しそうだったり，甲板で日光浴していた
者もいたという記事を読んだこともある。
フランスやポルトガルの商人と異なり，ア
ラブ商人は短気なところもあるが，非道で
はない」［Lyne ���� (����): ��-��］。

イギリス領事リグビーに解放された奴隷の
なかには，元主人のところに留まり週 4日
働く見返りに，住居と耕作権を与えられた者
もいたという。ラインは，アラブが奴隷に対
して親切で寛大であったのはよく知られてい
るし，内陸から連行される道中の苦しみを乗
り越えた奴隷であれば，解放後にどこか知
らない土地で出直すよりは，アラブの主人
のもとにいた方がよっぽど快適なのだと述
べている［Lyne ���� (����): ��-��］。同様
に，1922年から 1944年までザンジバルに滞
在し，教育局長を務めたこともある歴史家
の L. ホリングスワースは，植民地期の公文
書などをもとに，奴隷の多くが解放後も主
人のもとに留まっていたことを示している
［Hollingsworth ���� (����): ���-���］。
だからといって東アフリカの奴隷制が温
情的だったということはできない22）。その証
拠に，奴隷による主人へのさまざまな「抵
抗」の事例が報告されている［Cooper ����: 
���-���; Fair ����: ���-���; Glassman ����: 
���-���］。もっとも一般的な「抵抗」が逃亡

22） ここでイスラーム型奴隷制が温情的か否かを議論するのは生産的ではないが，のちに詳述するよう
に，アフリカ系オマーン人は，西洋型との比較で奴隷制を語ることが非常に多いことに注意され
たい。
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で，大学宣教協会のもとにかけこむ者が多
かった［Cooper ����: ���-���］。自分で居
を構える逃亡奴隷も存在し，1870年代には
逃亡奴隷によるコミュニティが各地にみられ
たという［Bennett ����: ��］。逃亡のほかに
も主人を殺害したり，大規模な反乱を起こす
奴隷も存在した［Cooper ����: ���-���］。
このように，ヨーロッパによる言説にはア
ラブに対して批判的なものと好意的なものと
の相反する性質が存在する。ところが，歴
史家ベネットによれば，1870年代以降ヨー
ロッパはアラブをみずからの宗教的・政治的
目的を阻害する存在と位置づけ，西洋に向け
て否定的なアラブ像を発信するようになっ
た［Bennett 1986: 11-13］。この時期，ザン
ジバルにおいて 19世紀初頭からイギリスの
主導のもとに展開されていた奴隷解放運動が
最盛期を迎えていた。それまでヨーロッパ
側とアラブはとくに問題なく共存していた
し，ザンジバルに滞在していたヨーロッパ人
―政府関係者であれ，探検家，布教団であ
れ―が現地のアラブやアフリカ人の生活に
影響を与えたことはほとんどなかったとい
う。それが 1880年代半ばになると政治的・
商業的にザンジバルに関心をもったヨーロッ
パ側が本格的にザンジバルの征服に乗り出し
た［Bennett 1986: 11-13］。その際の障害に
なるのがアラブだったわけである。こうした
政治的背景の変化を受けて，さきに紹介した
20世紀初頭の歴史学の重鎮クープランドや
彼に続くヨーロッパの研究者，文筆家らの著
作においてアラブ批判の言説が生みだされ，
しだいに優勢となっていった。彼らによって
作り出された「アラブ＝悪徳奴隷商人」とい
う一枚岩的で偏見に満ちたイメージが，アラ
ブによる奴隷交易の「事実」とともに西洋の
大衆に伝えられたのである。

2　奴隷制をめぐるアフリカの言説
ここでは奴隷制のもう一方の当事者である
アフリカ側の言説を示すために，アフリカ人

による 20世紀前半のテクスト 2つと，現在
のザンジバルの観光名所である奴隷市場跡地
での事例を紹介しよう。
『3人のスワヒリ女性―ケニア，モンバ
サからのライフ・ヒストリー（� ree Swahili 

Women: Life History from Mombasa, Kenya）』
（1989年）は，タイトルが示すように，階級
も民族も異なる 3人のスワヒリ女性（1970
年代のインタビュー当時，50-80代）のライ
フ・ヒストリー（インタビューをおこなっ
た歴史家シュトローベルによれば彼女たち
の「反抗の物語（narratives of rebellion）」）
を集めたものである。そのうちの一人，イ
ンタビュー当時 80代だったビ・カジェ（Bi 
Kaje）と呼ばれる女性は，貧しい自由人の
スワヒリ男性と奴隷（妾）とのあいだに生ま
れた。父親は，ビ・ヒンディ（Bi Hindi）と
いう名の富裕な女性（遠縁にあたるが正確な
関係は不明）のクライアントで，彼女から農
場や奴隷を与えられていた。女奴隷の一人，
タコサニの仕事について，ビ・カジェは以下
のように語っている。

「父はタコサニを妾にはしませんでした。
彼女はここで一緒に住んでいただけ。自分
で行商をするなど，好きなように仕事をし
ていて，月末になるとお金を持ち帰ってき
ました。父も彼女に重労働を強いることは
ありませんでした。家にいたいときにはい
る，働きたいときには働くといった具合で
す」［Mizra and Strobel 1989: 32］。

ビ・カジェはタコサニについて語る際，
「彼女は残酷な奴隷制を経験したわけではな
い。奴隷たちも子どもと同じように扱われ
ていた」と述べている［Mizra and Strobel 
1989: 32-33］。こうした逸話は枚挙にいとま
なく，ビ・ヒンディの所有する奴隷の一人，
乳母としての役割を与えられた女奴隷は，子
守以外は農作業も洗い物も水汲みもしなかっ
たとビ・カジェは回想している［Mizra and 
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Strobel 1989: 38-39］。このような奴隷のな
かでも主人の家で生まれた奴隷はワザリアと
呼ばれ，家族の一員として扱われていたとい
う。彼らは比較的自律性が高く，女性であっ
ても不動産取引や投機をおこなっていた。
ビ・ヒンディの所有していた別の奴隷ヒダヤ
は数軒の家をもち，モスクも建設した［Mizra 
and Strobel 1989: 37］23）。奴隷に囲まれた生
活をしていたビ・カジェは「我が家の奴隷制
は残酷ではなかった」と何度も言及している。
これとは逆に，奴隷商人であるアラブが悪
の権化として描写され，その無慈悲で残虐な
扱いがクローズアップされている文献も存在
する。『奴隷の解放（Uhuru wa Watumwa：
スワヒリ語）』は 1934年，アフリカ人 J. ム
ボテラ（James Mbotela）によって出版さ
れた散文物語である。著者ムボテラは 1875
年，奴隷の両親のもとモンバサ近郊の Frere 
Townに生まれた。モンバサの高校を卒業
後，3年間イギリスに留学していた彼はキリ
スト教に改宗し，布教活動にも従事していた
［Mazrui & Shariff  1994: 35-36］。彼が著書
のなかで主張しているのはイギリス礼賛とア
ラブ批判である［Mbotela 1970 (1934)］（以
下，ページ数のみ提示）。

「やつら［アラブ］は捕虜がおとなしくな
るまで殴る」（44）
「やつら［アラブ］は，牛を扱うかのよう
に彼ら［奴隷］の耳を引き裂いたり，背中
や臀部に焼き印を押す。そうすれば所有物
とわかるからだ」（40-41）

また次のような挿話もある。ある奴隷商人
がキャラバンにいる赤ん坊を殺した。母親奴
隷が面倒をみるたびにキャラバンの進行速度
が遅くなるため，殺してしまえば手をかける
世話が省けるという理由からである。そして
「大丈夫，俺があとで新しい赤ん坊を産ませ

てやるからさ」と泣き悲しむ女性をなだめた
というのである（10）。
これに対し，「病気の奴隷を看護し，嘔吐
物まで洗ってくれたり」（38），「文明の恵み
を与えてくれた」（51）のはイギリス人であっ
たという。アラブのもとから脱走した奴隷は，
イギリス人居住区に逃げ込み，そこで自由を
与えられたのだと，ムボテラは言う（46）。
彼のテクストは出版後すぐ（つまり 1930年
代半ば）に東アフリカの多くの初等学校で読
本として使用され，その後幾度となく再版さ
れている［Mazrui & Shariff  1994: 35］24）。
つぎに現在のザンジバルの奴隷市場跡地で
の事例を紹介しよう。1873年の奴隷交易禁
止に伴い，同年 6月 6日，ストーン・タウ
ンのMkunazini地区にある奴隷市場は閉鎖
された。ザンジバル第三代英国国教会司教ス
ティール（Steere）の命によってこの奴隷市
場跡地に建設されはじめた大聖堂（cathedral 
church）は 1879年に完成した［Aga Khan 
Trust for Culture 1996: 49］。こんにち，観
光客の多くはこの奴隷市場跡地や，奴隷交易
禁止後も秘密裏に奴隷を積み出していたマ
ンガプワニ（Mangapwani）の港，そして
奴隷を隠しておいたという，付近の奴隷洞窟
（slave cave）を訪れる。2004年 10月ザンジ
バルを訪れた筆者は，事前にオマーン在住の
知人であるイブラーヒーム教授（アフリカ系
オマーン人）からこの場所を訪れるようにい
われていた。
奴隷市場跡敷地内にある大聖堂の壁面に
は，アラブによる内陸からの奴隷キャラバン
の絵が貼られている。地下にはかつての奴隷
の収容部屋も残されている。かがんで歩かな
いと入れないような天井の低い階段を下る
と，左右に 2つの部屋がある。筆者は，常勤
のアフリカ人ガイドから以下のような説明を
受けた（英語使用）。

23） こうした奴隷女の自律性については，［富永・永原（編）2006］の第Ⅱ部が参考になる。
24） このテクストが具体的にどこの地域で使用されたかについての情報はない。
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「奴隷は 3-4ヶ月かけてアフリカ大陸から
アラブ商人に連れてこられました。ここに
およそ 50-70人の奴隷が収容されていた
のです。3-4日間食事も水も一切与えられ
ず，生き残った者が週に 1度のオークショ
ンにかけられました。その前にこの地下室
で多くの奴隷が死んだのです。オークショ
ンにかけられ実際に売られるまで約 75％
が死んでしまいました」。

地下室に収容された奴隷は，現在聖堂が建
てられている広場に連れて行かれ，売られた
という。

「アラブの奴隷商人がここで奴隷をひどい
目に遭わせて（punishment）いました。
いわゆるテストです。この拷問に耐えた者
は丈夫であることが証明され高値で売れて
いったのです。ここから奴隷たちは多くの
アラブ諸国（many Arab countries）に連
れて行かれました」。

ちなみにこのガイドは「スルターン
（Sultan）」とか「アラブ（Arab）」という言
葉を使っていたが「オマーン人（Omani）」
とはいっていなかった。しかしいかにアラブ
商人が極悪非道で，イギリス人が無力な奴隷
を救済したかを語った。説明を聞いていた西
洋人観光客はその残虐さに顔をしかめたほど
である。
司教座の足下には赤色の大理石が使われて
いるが，ガイドによれば「奴隷たちの流した
血をイメージした」のだという。教会脇には，
スウェーデン人彫刻家によって 1998年に作
られた奴隷の記念像が建てられている。実際
に使われていたという鎖で，奴隷像の首をつ
ないでいる。ガイドいわく，「奴隷交易が禁止
されたあともアラブ商人は密売していました。
それがマンガプワニにある洞窟です。そこか

ら秘密裏に奴隷が積み出されていきました」。
このようにアフリカの言説もけっして一枚
岩的ではなく，奴隷制がそれほど過酷ではな
かったという言説とアラブおよび奴隷制批判
の言説双方が存在する。にもかかわらず，ア
フリカにおいても「アラブ＝奴隷商人」とい
う一枚岩的で偏見に満ちた言説が主流にな
り，再生産されていく背景には，イギリスと
同様政治的理由があったのである。もちろん
ヨーロッパの言説の受け売りという可能性も
否定できないが，それ以上にタンザニア独立
後のナショナリスト史観に影響されていると
考えられる。ただしタンガニーカとザンジバ
ルでは事情が異なるので，次節にてそれぞれ
簡単にみていきたい25）。

3　アフリカにおける反アラブ的言説の創出
植民地支配が終わるまで，タンザニアのみ
ならずアフリカの歴史記述はおおむねヨー
ロッパ人の手に委ねられていた。アフリカ
は，植民地主義を正当化するために「歴史な
き大陸」のレッテルを貼られ，その代わりに
植民地行政官やヨーロッパ人宣教師によって
書かれた植民地史は，植民地政府の目的や価
値観を反映した内容で，アフリカの劣等性・
後進性という観念を広めるのに役立った。こ
うした従来の帝国主義的な記述に挑戦し，奪
われてきた歴史を回復させるために，アフリ
カ諸国が独立を達成した 1960年代以降，ア
フリカ人によるアフリカ史研究が増え始め
た。国家を統治する側にとっても，独立後民
族や階級間対立を回避し国民を統合させるた
めには，帝国主義を批判し，独立を称えるよ
うなナショナリスト史観，とくに過去からの
連続性というイデオロギーが必要だったので
ある。そこではアフリカ人の主体性の確立に
視座の重要性が置かれ，とりわけ植民地支配
に対するアフリカ人の初期抵抗運動が再評価
された。それまでヨーロッパ人から非理性的

25） 以下，アフリカ略史に関する記述は，［宮本・松田 1997］による。
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で絶望的だと批判されてきた初期抵抗は，実
はその後の独立をめざしたナショナリズム運
動の礎であったと積極的に捉えられたので
ある26）。敗北を余儀なくされた初期抵抗から

（ヨーロッパの思想に基づいた）ナショナリ
ズムに発展・転化していく過程で依拠された
のが，パン・アフリカニズムというイデオロ
ギーであった。
ドイツ領を経て，第一次世界大戦後イギリ
ス委任統治領に入ったタンガニーカも例外で
はない。タンガニーカでは 1920-1930年代
にさまざまなアフリカ人組織が結成，40年
代後半に発展し，独立（1961年）に向けて
のナショナリズムが形成されていった［川
端 2002: 360］。そうしたなかタンガニーカに
も導入された超民族（かつての「部族」）的
パン・アフリカニズムに，しだいにナショナ
リスト団体に成長していったアフリカ人協
会（AA）も接近していくことになる。タン
ガニーカでもイギリスの間接統治策の過程で
民族意識は醸成されていったが，ザンジバル
のようにアラブ対アフリカ人という特定の集
団が対立するには至らず，第二次大戦後タン
ガニーカという民族意識が強まった［川端 
2002: 142］。タンガニーカには 100を超える
民族が存在するといわれるが，突出した支配
力をもった民族が存在しなかったこと，独
立運動を組織化した TANU（タンガニーカ・
アフリカ人民族同盟，1954年結成）指導部
にタンガニーカ出身でないアフリカ人がいた
ことが，パン・アフリカニズム的性格を帯び
た要因だという［川端 2002: 369-374］。
タンガニーカの初期ナショナリズムの形
成に関する著作のなかで歴史家の川端正久
は，他のアフリカ諸国と同様，タンザニアの
現代史も独立運動の卓越した指導者の伝記を

中心に語られてきたと述べている。タンザニ
アのナショナリズムを語る際，ナショナリス
ト政党としての TANUとその指導者ニエレ
レだけが偏重され，90年代に入ってもニエ
レレの偉人伝説は再生産されつづけた［川端 
2002: 10-13］。1999年にニエレレが亡くな
ると，ナショナリスト史観に基づくタンザニ
ア現在史の書き直しが求められるようになっ
た。その先鞭をつけたのがサイド（Mohamed 
Said）の著作である。彼は TANUの公式党
史に登場しない陰の実力者アブドゥルワヒ
ド・サイキを再評価した。サイキのみならず
彼の父親や弟も政党運営に尽力したにもか
かわらず，しかもサイキは TANUの前身で
あるタンガニーカ・アフリカ人協会（TAA）

の書記長を務め，ニエレレに助言を与えるほ
どの立場だったにもかかわらず，こうした
事柄を記述することは一党制の時代（1961-
1992年）には不可能だったという。サイキ
の再評価は，それまであまり議論されること
のなかったナショナリズムと宗教の関係性
の問題を提起した。サイキ自身はムスリム
で，TANUの前身である AAおよび TAAで
はムスリムが多数派を占めていた。つまりナ
ショナリズム運動（とくに初期）はムスリム
によって構成されていたのである。ところ
が 1950年代に TANU執行部内の宗教対立
が表面化し，多くのムスリム党員が TANU
を離れて 1958年にタンガニーカ全ムスリム
民族同盟（All Muslim National Union of 
Tanganyika）を結成すると，TANUそして
その後ザンジバルの与党アフロ・シラジ党
（ASP）と合併して 1977年に結成された革命
党（CCM）においては，キリスト教徒が増
加し主導権を掌握した。この時代，TANU
以外の政治組織やニエレレ以外の人物の称賛

26） 1960-70年代に誕生したナショナリスト史観は，「歴史なき大陸」に対するアンチテーゼを打ち出
したものの，結局は文字資料を重視するヨーロッパの実証歴史学の伝統を踏襲し，アフリカにもヨー
ロッパ的な文明が存在していたことを明らかにしただけであった。こうした批判を受け，1990年
代に入ってアフリカの独自性やアフリカ人の主体性を重視したより新しいアフリカ史が模索されて
いる［cf. 宮本・松田 1997; 栗本・井野瀬 1999］。
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が許されない，つまりナショナリズムとイス
ラームの関係，いいかえればナショナリズム
へのイスラームの貢献が言及されることはな
かったのである［川端 2002: 360-393］。
その後も CCMによる一党独裁が続くな
か，1992年に複数政党制が導入された。95
年に革命後初めての選挙が実施されると
TANUと最大与党の市民統一戦線（CUF）
というザンジバルを拠点とした政党のあいだ
で抗争が繰り広げられ，死傷者まででた。ザ
ンジバルでは 9割以上の住民がムスリムなの
に対し，本土ではキリスト教徒とムスリムの
割合は僅差であることから，選挙という政党
間の対立が，本土対ザンジバル，ひるがえっ
てはキリスト教対イスラームという宗教対立
に読み替えられてしまうのである。
つぎに独立前後のザンジバルのナショナリ
ズム運動をみてみよう。17世紀末以来のオ
マーン統治を経て 1890年イギリスの保護下
に入ったザンジバルでは，イギリスによる民
族ごとの分割統治政策に対し，しだいにア
ラブおよびアフリカ人のあいだに反英感情
が芽生えた。ナショナリスト的政策を打ち
立て 1955年に創立されたザンジバル国民党
（ZNP）はアラブ系が中核であったのに対し，
完全なアフリカ人国家の建設を目的に設立
されたアフロ・シラジ党（ASP）はアフリカ
系の政党であった。その後の 1959年，ASP
の前身であるアフロ・シラジ協会から分離
していた派閥が，ザンジバル・ペンバ人民
党（ZPPP）を設立する。独立に向けた 1957
年の選挙では ASPが勝利したが，1961年の
選挙では，ZPPPと提携した ZNPが僅差で
ASPに勝利した。これにより 1963年 12月，
ZNPと ZPPP（おもにアラブ系）から成る
連立内閣のもとザンジバルは独立した。し
かし独立のわずか 1ヶ月後の 1964年 1月 12
日アフリカ人主体の革命が起こり，ZNP中
心の政府は倒され，代わりに ASPの指導者
率いる革命議会（Revolutionary Council）
が創設された。この革命でオマーン移民を含

むアラブの大半がザンジバルを去った。革命
後の初代大統領は ASP代表のカルメ（Abeid 
Karume）である。以下，カルメの政策を中
心に革命後ザンジバルのナショナリスト史観
をみていこう。

ASP中心の革命議会から成る新政府は
1964年 3月に革命議会以外の政党を禁止し
た。カルメは革命後も残留しているアラブや
インド人排斥のためにさまざまな手段を講じ
た。土地の没収・国有化のみならず，彼らを
公職から追放したり，アフリカ人の血を引か
ない者を市民と認めず，マイノリティ集団へ
の貿易免許発行を中止した。また 1969年に
は「強制結婚令（Force Marriage Act）」が
出され，アジア系（アラブ，インド系）女性
が革命議会議員（アフリカ人）の妻になる
ことを拒否することが禁じられた［Larsen 
2004: 126, 131-132］。こうして数世紀にわた
り，政治・経済的にザンジバルを支配してき
たアラブやインド人，ヨーロッパ人が島を脱
出し，名実ともにアフリカ人によるザンジバ
ルが誕生したのである。ところが革命後数ヶ
月も経たないうちに，中国やソ連といった社
会主義諸国からの支援を歓迎する急進派と，
それを危惧するカルメら穏健派の対立が生じ
るようになった。カルメはこうした状況を打
破するために 1961年にイギリスから独立し
たタンガニーカとの連合を提案し，1964年
タンザニア連合共和国が誕生した。
ザンジバル・ナショナリズムの特徴は，「ザ
ンジバル人」を統合させることができなかっ
た点である。タンザニアではイギリスの植民
地支配に対して，民族の壁を越え「タンガ
ニーカ人」が団結した。ところがザンジバル
ではイギリス植民地支配によってアラブ対ア
フリカ人という民族間対立が生まれ，独立前
の選挙によって対立感情が頂点に達した。独
立は達成したものの，直後に「ザンジバル人」
の一部であったアラブ系住民が追放され，そ
の後のカルメの政策からみてとれるようにア
ラブ色を払拭することでそれが達成された。
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そこではザンジバル革命はアラブ帝国主義へ
の抵抗として解釈されたのである。
以上のようなタンガニーカおよびザンジバ
ルにおける独立・革命後のナショナリスト史
観をふまえたうえで，奴隷制に関するアフリ
カの言説の性質を考えてみたい。前節でみた
ように，奴隷制に対するアフリカの言説は
必ずしもアラブに否定的なものだけではな
い。だがニエレレ政権下のナショナリスト史
観の影響によって反イスラーム的風潮が定着
し（本土ではキリスト教徒が多数派。ニエレ
レもキリスト教徒），ムスリム（アラブのみ
ならずスワヒリも）＝奴隷商人というヨー
ロッパの奴隷観とも一致するイメージを再生
産する傾向を生みだしたと考えてもまちがい
ではあるまい。このように，タンガニーカで
はアラブ批判というよりは，対キリスト教と
してのイスラーム批判という傾向があった。
同時に「こうした悪党からアフリカ人を救済
したのがキリスト教」というロジックも成り
立つ。前節でアフリカの言説としてとりあげ
たザンジバルの奴隷市場跡地での観光ガイド
の語りやムボテラのテクストにも，実はキリ
スト教対イスラームというナショナリスト史
観へ転換されて以降の奴隷観の変容が背景に
あったのである。
筆者が会った奴隷市場跡地の観光ガイド
は，Christian council of Tanzania/Anglican 
church of Tanzaniaというロゴの入った T
シャツを着ていた。おそらく彼は大陸出身の
キリスト教徒であろう。ムボテラの著作が出
版されたのはザンジバル，タンガニーカとも
にイギリス植民地期に該当するが，その後東
アフリカの多くの学校で読本として使用さ
れ，再版を重ねている。筆者が所持している
のは 1970年に出版された第 3版であるから，
少なくともタンザニア独立後 10年近くは再
版されていることになる。そうした性格をも
つテクストを学校という公的な場で使用する
ことは当然，政府の意図が働いていることを
意味する。そこにアラブ／イスラームと奴隷

制，ヨーロッパ／キリスト教と自由を結びつ
けるイデオロギーが存在することは想像に難
くない。ムボテラはイギリスによって解放さ
れた奴隷の両親をもつことに加えイギリスへ
の留学経験もあるため，当時の帝国主義的思
想に影響を受けていた可能性があるし，観光
ガイドもキリスト教徒であることから，これ
らをもってアフリカ（とくにザンジバルや沿
岸部）の典型的な言説ということはできない
かもしれない。だがそれらが現在まで再生産
されている以上，少なくともアフリカにおけ
るアラブへのイメージ形成に果たす役割は小
さくないと思われる。
これに対しムスリムが大多数を占めるザン
ジバルにおけるナショナリスト史観では，本
土のようなイスラーム対キリスト教ではな
く，アラブ対アフリカ人という対立構図に
なった。ただし本土と比べザンジバルのアフ
リカ系住民はいい意味でも悪い意味でも，よ
り密接にアラブと関わってきた（とくにイギ
リス植民地支配以前，両者は社会的に統合さ
れていた）。彼らにとってアラブは奴隷商人
であると同時に，文明の担い手でもあるた
め，アラブに対して相反する感情や言説が存
在していると考えられる。だが，アラブより
の意見をもった一般のアフリカ人の言説は
さきにあげたライフ・ヒストリー［Mizra & 
Strobel 1989; Wright 1993］のようなわずか
な例を除いておもてにでることはないため，
国家のイデオロギーによって方向づけられた
アラブ批判の風潮が主流となる。その際に決
まってもちだされるのが奴隷制とアラブを結
びつける言説である。それらは宣教団によっ
て収集されたライフ・ヒストリーや植民地官
僚が残した聞き取り史料によるものが多く
［Mizra and Strobel 1989: 1-2, cf. Wright 
1993; Alpers 1997］，本土のナショナリスト史
観とあいまって，キリスト教擁護＝アラブ，イ
スラーム批判という性質を帯びてくる。現在に
至るまで再生産されているのはこうした国家
のイデオロギーに影響された言説なのである。
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Ⅳ　奴隷制にまつわるアフリカ系オマーン人
　　の言説

前章では，19世紀後半の探検記や 20世紀
の研究書からみえるヨーロッパ的言説，そし
て 20世紀の散文やライフ・ヒストリー，観
光地での語りからアフリカ側の言説を紹介し
た。もともとアラブに対しては多様であった
言説も，奴隷解放運動や植民地支配という
ヨーロッパ側の政治的意図や，新しい独立国
家の「国民」を形成する目的と深く結びつい
たタンザニアのナショナリスト史観のもと，
しだいにアラブ批判の傾向が主流となったこ
とがわかるだろう。こうした言説に対してア
フリカ系オマーン人はどう語っているのだ
ろうか。本章では，19世紀から現在までの，
オマーン移民／アフリカ系オマーン人による
奴隷制に関する言説を紹介する。その際，過
去についてはテクストを，現在についてはイ
ンタビュー資料を用いる。

1　オマーン移民の言説―テクストより
オマーン移民による奴隷言説は前章で述べ
たようなヨーロッパやアフリカの主張と内容
を異にする。奴隷制のみを扱ったオマーン移
民自身の手による研究書はないので，ここで
は奴隷制に言及している断片的なテクストを
3つほどとりあげ，検討を加えたい。
まずは 1888年に出された，ザンジバルの
スルターン，サイイド・サイードの娘サルマ
の回想録をみてみよう27）。彼女は「奴隷制」
という章のなかで次のように述べている。

「東洋における奴隷制を，アメリカ合衆国
やブラジルの奴隷制と同じ基準で判断しな
いよう注意を払わなくてはなりません。ム
スリムの奴隷は，まったく異なる，はる
かに優位な地位にいるのです。（中略）島
に到着した奴隷はおおむね丁重に扱われ
ます。もちろんただ働きはさせられます
が，自分の身を心配する必要はありません」
［Said-Ruete 1981 (1888): 219-220］。

彼女はこれらを裏づけるかのように，ヨー
ロッパ人探検家による著作を紹介し，アラブ
による奴隷の扱いは残酷ではなかったと述べ
ている。たとえば「腹を空かせたり，虐待さ
れている奴隷はどこにもみあたらない。奴隷
に対する残忍な扱いがスルターンの知るとこ
ろになれば，たちまちその奴隷は解放され，
主人の残酷な仕打ちから保護される」という
イギリス人探検家トンプソンによる記述や，
「ザンジバルで落ち着いた奴隷たちの状況は，
自分たちの国にいたときよりも悪いどころか
ずっとよいことがほとんどだ。タンガニーカ
南部の部族などは残酷きわまりないスルター
ンらに支配されており，そうした場所から
やってきた奴隷は二度と戻りたくはないだろ
う」というドイツ人探検家レイチャードによ
る記述が引用されている［Said-Ruete 1981 
(1888): 224-225］28）。
つぎに 1938年の『ファラク（Al-Falaq）』
紙―1929年アラブ協会によって創刊され
たザンジバルのアラビア語＝英語紙―の
投書欄に寄せられた記事をみてみよう［cf. 
Glassman 2000: 419-422］。A. ムフシン
（Muḥsin）というオマーン移民が，「懐疑論

27） サルマは 1844年ザンジバルにて，サイイド・サイードと妾（チュルケス人）とのあいだに生まれ
た。22歳でザンジバル在住のドイツ人青年（ドイツ領事館勤務）と恋に落ち，子どもを身ごもっ
たサルマはドイツに逃亡することを決意した。経由地のアデン（現イエメン）で相手のドイツ人男
性と落ち合い，キリスト教に改宗後，結婚したが，その 3年後，不慮の事故にて夫に先立たれた。
1924年没［Said-Reute 1981 (1888)］。

28） 引用されているのは，P. Reichard, 1881 Deutsche-Ostafrika. Leipzigと，J. � ompson, 1881 To 

the Central African Lakes and Back. 2 vols London. である［Said-Ruete 1981 (1888): 318］。
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者（sceptic）」と名乗る男性の質問に対して
回答を寄せている29）。まずは「懐疑論者」か
らの投書を紹介し，ムフシンからの反論をみ
ていこう。ちなみに「懐疑論者」は，ムフシ
ンから直接聞いたところによればアフリカ人
である。もともとムフシンが 1937年に別の
雑誌（Makerere College Magazine）に発表し
た奴隷制に関するエッセイに対して，このア
フリカ人が『ファラク』紙に「懐疑論」を寄
せたのであった。「懐疑論者」の言い分を簡
単に紹介しよう。

「現在大聖堂が立っている場所はかつての
奴隷市場で，奴隷をロープでつるし痛めつ
けていた木が残っている。その拷問に耐え
た者に高値をつけるとは，なんというやり
方だろう！（中略）不誠実を防ぐはずのア
ラブ支配者は，入浴時女性と同席させるた
めに男性奴隷を去勢し，無断欠勤を防ぐ
ために奴隷の耳に穴を開けた。（中略）ア
ラブは大陸に鉄道を敷いておいて，女性を
かどわかした。どうやっていいわけをする
のだ？奴隷と結婚するといっても，多くが
妾にするだけで，結局は彼らの欲望を隠蔽
し，かどわかしを合法化するためのいいわ
けにすぎない。奴隷がいやがれば強要する
だけだ。（中略）もし主人と奴隷のあいだ
に理解があれば，奴隷は解放に反対したは
ずだ。（中略）奴隷制とその非人道性はこ
んにちそして来るべき時代のザンジバルの
名誉における汚点である」［ZNA FW4/1 
1938/4/23］。

これに対してオマーン移民ムフシンは次の
ように反論する。

「『懐疑論者』氏の主張は根拠のないもの
で，（中略）ザンジバルの歴史的社会的状
況に対する彼の底知れぬ無知，あるいは故
意のこじつけは明白である。ザンジバルの
アラブ批判をしゃにむにしているようだ
が，それが見当違いであることに気づいて
いないようだ。」
「大聖堂が奴隷市場の跡地にたっているの
は本当だが，彼がいうような奴隷をつるし
上げる木などはまったくもって存在しな
い。奴隷の拷問についても，独自の情報を
提供することで読者の常識を侮辱してい
る。（中略）幾人かのスルターンが奴隷を
去勢したという話がとびかっているが，こ
れらの奴隷はアビシニア人であり，去勢は
エチオピアの慣習である。（中略）奴隷の
耳の穴についても，それがアラブとアフ
リカ人双方の，いや，ヨーロッパ人をも
含めた古くからの慣習であることを知ら
ないとは救いようがない」［ZNA FW4/1 
1938/4/23］。

ここでムフシンはいくつかの著作を持ち出
し，奴隷制はアラブがアフリカに来る前から
存在していたこと，アメリカ南部のような奴
隷制はザンジバルにはけっして存在せず，奴
隷の待遇はよかったことなどを説明してい
る30）。最後に「奴隷解放宣言が出されてから
3ヶ月のあいだ，たった 120人しか実際に主
人からの解放を希望しなかった。多くの奴隷，
とくに家庭内使用人として働いていた者たち
は非常にアラブ主人になついており，自由の
要求などしなかった」という，イギリスの歴
史家ホリングスワースの言葉をもって，文書
を締めている。

29） 彼はのちにザンジバルの大臣を歴任した人物である。実はこのオマーン移民，現在も健在で，オ
マーンのマスカトに住んでいる（2004年 10月現在）。筆者は彼に二度会う機会に恵まれたが，年
老いてもなお，彼の記憶は非常に鮮明であった。本エッセイは彼が学部生の頃に投稿したものであ
る［Glassman 2000: 419］。

30） 参考文献としてあがっているわけではないので，ここでは記事に記された著者名とタイトルのみ記
す。H. S. Newman, Banani: [� e Transition] from Slavery to Freedom in Zanzibar and Pemba, R. N. 
Lyne, Zanzibar in Contemporary Times, J. � ompson, Expedition to the Lakes of Central Africa.



82 アジア・アフリカ言語文化研究　75

もうひとつ，アフリカ系オマーン人による
文献から奴隷制の語りを紹介しよう。数少な
い，ザンジバルの歴史に関するアラビア語文
献 Juhaynat al-Akhbār fī Ta’rīkh Zinjibārから
の引用である［Al-Mughayrī 2001 (1979)］。

「オマーン・アラブは現地民にいかなる拷
問もしなかったし，奴隷化（ist‘bād）する
ようなことはしていなかった。それどころ
か，現地民を奴隷化し，動物かそれ以下の
ように扱った独裁者を排除する手助けまで
したのだ。オマーン人は現地民に工芸，農
耕を教え，さまざまな生活に参加するよう
教育した。（中略）いかなる暴力や奴隷制
から現地民を救済し，残酷な独裁者に犠牲
を払って現地民を解放したのもオマーン・
アラブである。いつでも空腹で裸だった彼
らは，オマーン・アラブと共に生活するの
を好んだ。オマーン人は奴隷を教育し，イ
スラームを教えた。それまで彼らは無知で
あった。オマーン人は奴隷を親切に扱い，
彼らと結婚をし，奴隷女性のなかには主人
あるいは高貴なアラブの母親になったも
のすらいる」［Al-Mughayrī 2001 (1979): 
17-18］。
「黒人部族（ṭā’ifat al-zunūj）のなかには人
食い人種（al-munīma ya’kul ba‘ḍahum ba‘ḍan）

もいた。しかしアラブが彼らを教育し，仕
事ができるように変えてやったのだ。アラ
ブは彼らにとって家庭では父親であり，教
師のようなものであった。」（中略）

「実際，奴隷にひどい仕打ちをした心ない
人間［アラブ］も何人かはいた。だがそ
れは，指導者たちが弱い人種（al-jins al-

mustaḍ‘af）を虐待するような無知な人間を
のばなしにしていたのが原因である。（中
略）彼らは奴隷と家畜（al-bahīma）を同
等にみなしていたのだ」［Al-Mughayrī 
2001 (1979): 535］。

以上，3種のテクストを概観してわかるの

は，一部「ただ働き」だとか「ひどい仕打
ち」を受けた様子が描写されているが，全体
としては奴隷の待遇がよかったことを強調す
るあたり，前章でのヨーロッパやアフリカの
語りとは異なる論調であることは明白であろ
う。このほか，オマーン移民である歴史家マ
アミリーも同様のことを著作のなかで述べて
いる。彼は，ヨーロッパ人も奴隷交易に携わっ
ていたのにもかかわらず，批判にさらされて
きたのはいつもアラブであったと主張し，ア
ラブによる奴隷の待遇がいかによかったかを
強調している［Al-Maamiry 1979: 78-81］。

2　 アフリカ系オマーン人の語り―インタ
ビューより
つぎに，筆者がインタビューしたアフリカ
系オマーン人からの語りを紹介しよう。これ
から提示する語りは，1970年以降に本国に
帰還したザンジバル出身のアフリカ系オマー
ン人のものである。彼らは奴隷制に関するヨー
ロッパ的歴史叙述の修正を望み，そのように
語った。研究者である筆者に対して，その一
助を担うよう期待している者も少なくない。
ある男性は，「たしかに西洋（Western）の
学者のいっていることはでたらめだ。彼らは
あたかもアラブがアフリカ人を奴隷にしたよ
うにいっているが，数的にいえば，西アフリ
カからトリニダートやアメリカに連れて行か
れた奴隷の方がはるかに多いし，ひどい仕打
ちを受けていた。東アフリカの奴隷の待遇は
良かったのに」と述べている［52歳，外資
系企業代表，ザンジバル出身，2004/10/6］。
同様に別の男性はこう語っている。「世界中
に奴隷交易はあった｡ 西洋こそが最大の奴隷
商人だ。奴隷制についてはオマーンの教科書
にはでてこない。人は知っていても西洋のプ
ロパガンダと思っており，それが真実とは考
えていない｡ むしろイスラームは奴隷を解放
したのだから」［67歳，石油会社顧問，ザン
ジバル出身，2001/6/10］。
別の意見も紹介しよう。オマーンの国立大
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学勤務のイブラーヒーム教授（教育学部芸術
学科）の研究室を訪ねると，2時間以上の議
論になることがよくあった。彼は研究者であ
る筆者に対して，なにが「真実」かを声をあ
らげて説明した。

「イスラームは奴隷の所有は認めているが，
彼らを解放することが奨励されている。私
の父は炭売りだった。ディシュダーシャ（男
性の服）を毎日真っ黒にして帰ってきてい
た。そうした一般市民は奴隷売買に一切関
わっていない。所有もしていない。一部の
裕福で貪欲なオマーン人がやったことだ。
西洋の歴史家は奴隷制の事実だけを強調し
て，オマーン・アラブを悪者に仕立て上げ
た。西洋人の奴隷制へのコミットメントに
比べたら，オマーン人のそれは微々たるも
のだ。それがやつらのやり方だ。アラブの
悪さのみ強調して，自分のしたことには触
れない。ザンジバルからオマーンに何人の
奴隷が連れてこられたか知っているか。ブ
ラジルに何百万人の奴隷の先祖がいると
思っているのだ。それに比べたら，一部の
オマーン人がしたことなど，ヨーロッパと
比較するのもばかげている。奴隷交易なん
て小さなこと｡ 神話さ。西洋のすり込み｡
西洋がしていた奴隷交易からみたら取るに
たらない｡ 私は西洋の学者のいうことなど
信用しない」［64歳，大学教授，ザンジバ
ル出身，2004/9/21］。

また，近々ザンジバルを訪問する予定で
あった筆者にこう語った。

「ザンジバルに行ったら奴隷ツアーという
のに行ってみたらいい。彼らがいかにアラ
ブへの嫌悪感を語っているか。どうやって
アラブがアフリカ人を残忍に殺したか，拷
問したか，ガイドは蕩々と語るだろう。し
かしそれに惑わされてはいけない。アラブ
へのそうした嫌悪感はイギリスによって植

え付けられたものだ。また奴隷制に関する
統計も信用するな。あれは操作された数値
だ」［同上，2004/9/27］。

彼らのようなアフリカ系オマーン人の知識
人は，アフリカ人がアラブを駆逐した背景に
は，イギリス植民地政府の「戦略」が働いて
いたと確信している。そして彼らは，Ⅲ章で
説明した 20世紀前半のテクストにみられる
ようなヨーロッパの言説を「公式」な歴史と
認知し，それに対抗して語っているのである。

Ⅴ　考察―アフリカ系オマーン人の歴史認識

本章では，前章でとりあげたオマーン移民
／アフリカ系オマーン人の奴隷言説を分析し
てみたい。

1　 アフリカ系オマーン人が考えるヨーロッ
パおよびアフリカの言説の問題点
前章でみたオマーン移民／アフリカ系オ
マーン人の言説には頻繁に「イギリス」や
「ヨーロッパ」が登場する。彼らの言説で目
を引くのは，つねにヨーロッパの奴隷制との
対比でアラブの奴隷制を語っている点であ
る。直接の支配／被支配関係にあったアフリ
カ人ではなく，イギリスに対して批判の矛先
が向いているのは，それが支配的な奴隷言説
の生産者として「公式」の歴史を作ってきた
と，アフリカ系オマーン人が考えているから
だということが，彼らの言説からうかがえる。
東アフリカの奴隷制に関する研究は，20世
紀中頃までヨーロッパ人とごく少数のアフリ
カ人に限定されていた。それらはおもに植民
地政府が残した奴隷制に関する資料に依拠し
ており，前章でみたように，当時当事者であっ
たオマーン移民（現アフリカ系オマーン人）

とは異なった歴史認識を提示していることが
わかった。アフリカ系オマーン人の視点から
みると，ヨーロッパおよびアフリカの言説に
は少なくとも 2つの問題が含まれている。
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ひとつめは，ヨーロッパ的奴隷制とイス
ラーム的奴隷制は性質が異なると彼らが認識
しているにもかかわらず，同じ「奴隷制」と
いう言葉で（おもにヨーロッパによって）語
られてきたことの問題である。Ⅱ章 1節で述
べたように，イスラームでは奴隷の所有を認
めており，伝統的に奴隷は社会に内在するも
のであった。歴史学者の佐藤次高は「ムスリ
ムが奴隷の存在に疑問を感じることはありえ
なかったし，ましてや奴隷制の廃止に向けて
なんらかの行動を起こす必要を認めなかった
としても不思議ではない」と述べている［佐
藤 1999: 183］。たしかに現在の基準から考
えれば奴隷制は「人道に対する罪」といえる
が，イスラームが説いているように，寛容か
つ慈悲的に奴隷を扱えば（さらにそののちに
解放すれば），ムスリムにとってそれは「罪」
ではない。オマーン移民も奴隷制自体には疑
問を抱いていなかったし，なにより奴隷を丁
重に扱っていたという自負―この点がヨー
ロッパの奴隷制との相違点だと彼らが認識し
ているのだが―もある。したがってヨー
ロッパから「残酷な奴隷商人」のイメージを
付与され，批判されたときには，ヨーロッパ
による奴隷制を引き合いに出し相対化するこ
とによって，みずからの奴隷制の「罪」を小
さくみせるという方法を採っている。
ふたつめは，ヨーロッパおよびアフリカの
言説においてアラブが一枚岩的に捉えられて
いることへの反発である。「オマーン人」と
いう語を使わず一貫して「アラブ」という語

で説明していたザンジバルの奴隷市場跡地で
の語りや，ヨーロッパの研究者によるテクス
トにみられるように，奴隷交易に従事してい
た一部のオマーン移民をアラブ全体として表
象することに，イブラーヒーム教授らはヨー
ロッパの「戦略」をみる。
戦略とする妥当性の問題はさておくとして
も，事実として，リヴィングストン発見記の
日本語訳に解説を寄せている人類学者，長島
信弘はアラブの奴隷商人には 2種類いたと述
べている。つまり，オマーンから移住してき
た「純粋のアラブ」31）と，「黒人の要素の強
い武装商人」であるところの「スワヒリ・ア
ラブ」の 2種類である32）。長島によれば，キャ
ラバンを組織するのが前者で，奥地に遠征す
る主体は後者であるという。スタンリーが道
中出会ったのは後者のスワヒリ・アラブであ
る［長島 1995: 286］。こうしたアラブ内の多
様性をいち早く指摘した数少ない歴史家N. 
ベネットは，「純血の（pure-bred）」アラブ
は，ヨーロッパ人からも好意的に描写されて
いたことを指摘している［Bennett 1986: 8］。
当時のヨーロッパ人の著作を読むと“half-
caste Arab”とか“Afro-Arab”，“Swahili Arab”
といった言葉を目にすることがあるが，これ
は長島の指摘する「スワヒリ・アラブ」に相
当するのであろう。ベネットによれば，ヨー
ロッパ人は肌の色で判断することが多かった
というから，「純粋なアラブ」か「スワヒリ・
アラブ」という区別は，言語的なもの（アラ
ビア語を話すかスワヒリ語を話すか）という

31） おそらく現地人との混血ではないという意味だろう。
32） 長島がいう「純粋のアラブ」というのは，おそらく 19世紀に移住してきたオマーン移民とその子

孫である。なかにはアフリカ人とのハーフやクォーターもいただろうが，彼らを「黒人の要素の強
いスワヒリ・アラブ」ということはできない。というのも，ここでいうアラブ奴隷商人は 1873年
のザンジバルにおける奴隷貿易禁止までの存在であり，この時期はオマーンからの大量移民の初期
段階にあたる。したがって 19世紀（とくに 1830年代）以降のオマーン移民はこの時点ではそれ
ほど混血が進んでいなかったと考えられる。「スワヒリ・アラブ」の先祖は，むしろ 19世紀の大量
移民以前からオマーンから東アフリカに移住し（少数ではあったが），何代にもわたって混血が続
いた結果，より土着化した人びとであると推測できる。既述のように，19世紀以前のオマーン移
民の多くは通婚の過程でスワヒリに埋没していったが，なかにはアラブ出自を主張する者もいたは
ずである。アラブは父方のみの系譜をたどるため，どれだけ肌の色が濃くても父方がアラブであれ
ばアラブと名乗ることはできるからである。
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よりはむしろ，おもに「血」から来る身体的
特徴（とくに肌の色）に基づいていたと思わ
れる。
たとえば，19世紀末から 20世紀初頭に
かけてコンゴ自由国（現コンゴ民主共和国）

および東アフリカ保護領（現ケニア）に行
政官および軍医として滞在した S. ハインド
（Hinde）は，オマーン出自をたどる有名な
奴隷商人ティップ・ティプ（Tippu Tipはあ
だ名で，本名はḤamad ibn Muḥammad Al-
Marjibī, 1837?-1905）をこう称している。

「彼の父親は混血アラブ（half-caste Arabs）
で，母親は純血の黒人奴隷女性（full-
blooded negro slave-woman）であった。
しかし，彼の血管（veins）に流れる黒人
の血（negro blood）の要素は強いにもか
かわらず，ティップ・ティプは精神的な
特質において，本質的にアラブであった」
［Hinde 2001 (1897): 8］。

この記述から，ハインドは「血」を重要視
していたことがわかる。多くのヨーロッパ人
が，ティップ・ティプを「スワヒリ商人」と
称しているが，アラブ的要素を備えた紳士だ
とハインドは説明している33）。
しかし一度「アラブ」として表象されてし
まうと，それが純粋のオマーン・アラブであ
ろうと，「スワヒリ系あるいはアフリカ系」
アラブであろうと，「アラブ＝残忍な奴隷商
人」というイメージが喚起されてしまう。こ
うした現象はなにも奴隷制をめぐるオマー
ン・アラブだけにとどまらない。より一般的
な例は，パレスティナとイスラエルの対立関
係にみられる。ユダヤ人によるイスラエル史

の語りのなかでは，アラブは罪のないユダヤ
人に対するテロリストとして解釈・説明され
る。クーフィーヤ（kūfīya）というもともと
パレスティナ農民男性の象徴であった被り物
は，いつしかパレスティナ人全体，そしてア
ラブ＝テロリストの衣装として表象されるよ
うになった［Swedenburg 2003: 42］。これ
と同様，ヨーロッパにとってオマーン移民と
アラブの境界はあいまいかつ重要ではなく，
東アフリカにおいては「アラブ＝奴隷商人」
と表象されている。現在のアフリカ系オマー
ン人が批判しているのは，一部のアラブの行
為が，ヨーロッパによってあたかもアラブ全
体の行為であるかのごとく誇張され，表象さ
れていることなのである。
ヨーロッパによるアラブ表象の問題点をも
ちだして，オリエンタリズム批判をすること
はもちろん可能である。あるいは，19世紀
の探検記に依拠した研究書を出したクープラ
ンドより，おおもとの探検記を批判検討する
べきなのかもしれない。リヴィングストン
は，アラブ奴隷商人を「悪のなかの悪（the 
vilest of the vile）」と呼ぶなど［Coupland 
1967 (1939): 119］，当時の著作にアラブ（あ
るいはオリエント）に対する偏見に満ちた記
述をみつけるのはたやすい。しかしリヴィン
グストンや，消息不明になった彼を発見した
スタンリーの探検記を読んでみると，実際，
彼らが批判しているのはアラブ奴隷商人だけ
ではなく，むしろ目につくのは，アフリカ
人（とくに，通行料として多くの布を要求す
る現地のアフリカ人スルターン34））の貪欲さ
である。スタンリーは「アラブの商人から略
奪同様のやり方で莫大な量の金品をまきあげ
る張本人は，たいていこれらの陰険なニャム

33） ティップ・ティプは 19世紀の大量移民以前にザンジバルに渡ったオマーン移民の子孫である。彼
も，彼の父親もザンジバルで生まれている。つまり長島のいう「スワヒリ・アラブ」（本人がアラ
ブを主張していたかは不明）にあたる。

34） ここでいう「スルターン」がイスラームに改宗したアフリカ人かどうかは定かではない。スタンリー
は，“sultan̶lord, chief, or head̶”という使い方をしており［Stanley 2001 (1895): 83］，イスラー
ムにおける世俗的統治者としてのスルターンという意味ではないようである。ちなみに，ウセグッ
ハ地方では女性のスルターン（the Sultana）も登場する［Stanley 2001 (1895): 101］。
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ウェジ人［アフリカの民族のひとつ］であっ
た」とか，村に入るなり押し寄せてくる村人
を「ほんとうにうるさい連中だった。このあ
つかましい連中…」と述べている。黒人奴隷
に対してもリヴィングストンは，「役に立た
ないばかりか，足を引っ張る」と評したとい
う［スタンリー 1995: 79, 83, 198］。Ⅲ章で
紹介したように，アラブに対するヨーロッパ
の言説も一枚岩ではなく，スタンリーの著作
などにもアラブ側にたった記述は多く見られ
た。だがこうした記述だけを集めて，「アラ
ブ＝善，アフリカ人＝悪」としては，20世
紀前半にみられたクープランドと同罪であ
る。アラブであるオマーン移民もそうした方
法を採っていない。
ここで問題としたいのは，探検記を読めば
一方的にアラブが悪ではないことがわかるの
にもかかわらず，取捨選択的に記述を集めて
提示するという姿勢である。もっとも，ア
ラブやイスラームを蔑視し，紋切り型で描
写するオリエンタリズム的傾向はイギリス
のみならずフランスでも 19世紀からみられ
た。奴隷制を容認するイスラーム文明に対し
て，ヨーロッパ・キリスト教世界が「文明化
の使命」という大義名分を掲げてみずからの
植民地支配を正当化したこともよく知られて
いる。だが奴隷制をめぐる言説は，奴隷制と
いう「事実」関係にとどまらない。オマーン
移民／アフリカ系オマーン人が批判している
のはイギリスの帝国主義，つまりアラブを陥
れると彼らが考えている「戦略」なのであり，
最終的にそれはイギリスによる民族に基づく
分割統治政策にまでさかのぼると彼らは考え

ている。
すなわちこういうことだ。1890年にイギ

リスがザンジバルを保護下に置いて以来，ア
ラブ，アフリカ人，インド人といった民族の
線引きが明確化された。本来なら共通の敵で
あるイギリスに向かうべきところを，イギリ
スがアラブを奴隷商人と表象するなど，アラ
ブを悪者に仕立て上げた結果，アフリカ人と
アラブのそれまでの友好関係が崩れ，両者
の対立が先鋭化したのだと，アフリカ系オ
マーン人は主張するのである35）。つまり彼ら
は，アフリカ人とアラブの対立は奴隷制に源
を発するのではないと考える。そしてザンジ
バルがイギリスから独立して 40年以上たっ
た今でも，アフリカ系オマーン人によるヨー
ロッパ帝国主義批判は続いている。いまだに
「残虐なアラブ」像が，奴隷市場跡地で，あ
るいはテクストで，ヨーロッパ人とアフリ
カ人によって再生産されているからである
［e.g. Moorehead 2000 (1960); Burton 2003 
(1872); Petterson 2002］36）。
このように，アフリカ系オマーン人は，東
アフリカにおける奴隷制に関するヨーロッパ
およびアフリカの言説では，イスラーム的奴
隷認識―奴隷がイスラーム社会において伝
統的に内在し，当然視されてきた存在である
という―が考慮されていなかったり，アラ
ブ側の視点にたった言説が奴隷制廃止運動や
独立後のナショナリスト史観の興隆のなかで
排除され，結局はアラブ＝奴隷商人のイメー
ジが固定化されたことを批判している。だか
らこそ彼らは，奴隷制に関するイスラーム文
化の固有性を主張し，奴隷交易には「一部の」

35） こうしたロジックは奴隷制だけでなく，ザンジバル革命を語る際にも用いられている。紙幅の関係
上詳しくは書けないが，1964年アフリカ人が起こしたアラブ排除の革命は，イギリスがアフリカ
人を扇動して（教育し，武器を与えて）起こったのだと，アフリカ系オマーン人は語るのである。

36） 21世紀になってもこうした言説が再生産されている。独立からザンジバル革命にかけての時期，
ザンジバルに滞在経験をもつ，当時の在タンザニア・アメリカ大使 D. ペターソンは，アラブがい
かにアフリカ人に対して侮蔑的態度をとっていたかを記している［Petterson 2002］。フランスの
奴隷制廃止運動に関わる言説分析をした論考のなかで歴史家の工藤庸子は，こんにちの西洋によ
る帝国主義的言説は，「奴隷制を許容するイスラーム」というレッテルが「テロリズムを許容する
イスラーム」に書き換えられただけであって，19世紀初頭に流通しはじめた「イスラーム＝狂信，
独裁，野蛮」という定式と本質的には同じだと指摘している［工藤 2003: 129］。



87大川真由子：奴隷言説の現在

オマーン・アラブしか関与していないことを
強調するのである。

2　歴史修正の動き―ヨーロッパに向けて
以上のような問題意識をもったアフリカ系
オマーン人たちは，現在，執筆活動を通じて
みずからのヨーロッパの帝国主義批判を展開
している。こうした活動は，一部のアフリカ
系オマーン人の知識人を中心に 1990年代に
なって盛んになった。これには 1986年のオ
マーン初の国立大学創設が関係しているので
はないかと筆者は考えている。現在でもその
傾向はあるのだが，開設当時の大学教員はア
フリカ系オマーン人と外国人で占められてい
た。それまで高等教育機関が存在しなかった
オマーンでは，この国立大学が海外で教育を
受けた知識人に活動の場を提供したと考えら
れる37）。前章でとりあげたイブラーヒーム教
授が大学で教鞭をとるためにオマーンに移住
してきたのも 1990年代に入ってからである。
まずは彼の活動からみてみよう。
イブラーヒーム教授はオマーンにおける
ヨーロッパ帝国主義批判の急先鋒である。も
ともと芸術家であった彼は，さきに述べたよ
うなヨーロッパ的言説に耐えかね，1980年
代に執筆活動（英語，スワヒリ語双方で）を
始めたという。今では奴隷制やザンジバル革
命をみずからの体験に基づいて語ることので
きる最後の世代としての意識と責任感をもっ
て評論活動に従事しているのだと語ってくれ
た。ザンジバルで生まれ育ち，ウガンダのマ
ケレレ・カレッジ（Makerere College）を
卒業した後も 90年代までアメリカの大学で
教鞭を執っていた彼は，アラブ圏での生活経
験が短く，日常生活でアラビア語を話すこと

もほとんどない。彼の研究室の本棚には，初
級標準アラビア語のテクストが並んでいるほ
どである。
著書において彼は Ibrahim Noor Shariff 

（英語）と名乗っており，通常オマーン人に
みられる部族名（Al-Bakrī という部族名を
もっているにもかかわらず）を使用していな
い。筆者は，名前をみただけでは彼がオマー
ン人であることを予想できなかった。これに
ついて質問してみると，「アフリカでは部族
名を使っていなかった。アフリカ人（ここで
はスワヒリの意）と自分を差異化したくない
ので部族名は使っていない」とのことであっ
た。彼の著書にも明らかなように，スワヒ
リ（スワヒリ語を使用する者）としてのアイ
デンティティを強くもち，アフリカに対する
思い入れも強い。だがその一方で彼が主張し
ているのはアラブ擁護である。たとえば彼
は，ムボテラのテクストが再版されたのもイ
スラーム，スワヒリ（ムスリム），アラブに
対する帝国主義的イメージ―悪党，奴隷商
人としてのアラブ，スワヒリ，ムスリムに
対して救世主たるイギリス―をアフリカ
人に植え付けるためであると主張している
［Mazrui & Shariff  1994: 35-36］。同著作が
東アフリカの多くの学校で読本として用いら
れたことはすでに述べたが，1956年に出版
された英語版の前文では翻訳者のリチャーズ
から「20世紀最高のスワヒリ散文のひとつ」
と評価されている。だがスワヒリ文学を専門
とするイブラーヒームや共著者のマズルイに
よれば，ムボテラの著作は低水準な文章で散
文としての価値はないという。彼らは，スワ
ヒリ文学に通じている者やスワヒリの批評家
は誰も本著を評価していないと断じ，イギリ

37） アフリカ人がアラブを追放したザンジバル革命にしろ，アラブに対するオリエンタリズム的言説の
産出にしろ，いずれもアラブをおとしめるためのヨーロッパの「戦略」であるとするアフリカ系オ
マーン人の知識人の思考は，アラブ世界で広範に流布しているユダヤ・キリスト教世界陰謀説と同
質である。アラブ思想研究者の池内恵によれば，1990年代以降（とくに 911事件後）宗教的な終
末論と結合した陰謀論がアラブ世界の一般大衆にも浸透し，流行した［池内 2002］。アフリカ系オ
マーン人がこうした時代的風潮の影響を受けて修正活動を展開しているかは定かではないが，まっ
たくの無関係であるとも言い切れないだろう。
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ス人のみが評価しているところに意図を感
じると述べている［Mazrui & Shariff  1994: 
105-106］38）。
イブラーヒーム教授だけではない。前章で
登場した A. ムフシンも 1997年に英語の自
伝を出版しているほか［Al-Barwani 1997］，
アフリカ系オマーン人の別のシャイフ（有力
者）も奴隷制に関するスワヒリ語の本を自費
出版している ［Ismaili 1999］39）。どの著作も，
一般にいわれているほど東アフリカの奴隷制
は残酷ではなく，むしろアフリカ人奴隷の待
遇はよかったという言い分である。たとえば
イスマーイーリーは，多くの写真や絵を提示
しながら西洋の奴隷制の残酷さを主張してい
る［Ismaili 1999］。
また，オマーン移民の末裔である奴隷商人
ティップ・ティプの自伝のアラビア語およ
び英語への翻訳が 2005年にオマーンにて同
時出版された［Al-Marjibi 2005; Al-Marjibī 
2005］。もともと 1959年にスワヒリ語で出
版された自伝［El-Murjebi 1974 (1959)］を，
オマーン生まれのアフリカ系オマーン人の若
手研究者（国立大学教員）がアラビア語に翻
訳したものである（英訳者はオマーン人で
はない）。アラビア語訳に関しては 2005年
2月に初版 3,000部が発行され，ただちに増
刷（第 2刷）されたという。奴隷制に関する
書籍，しかも奴隷商人として有名な（そして
ヨーロッパ，アフリカにおいては悪名高い）

オマーン移民の自伝を出版することは，政府
からみたら好ましい状況ではないと思えるか
もしれない。だが，アラビア語翻訳者のマフ
ルーキーによると，他のヨーロッパ人による

研究書は，ヨーロッパの奴隷制への関与を不
問に付す代わりに，東アフリカにおける奴隷
制の責任をアラブに課し，非難するという論
調なのに対し，ティップ・ティプの自伝は，
アラブ・ムスリムの視点からみた「奴隷制」
の描写である。自伝によれば，主人と奴隷の
関係性はあくまでも合意に基づくものであ
り，労働の代償に賃金を得たり食事を与えら
れていた，こうしたタイプの労働はヨーロッ
パがいうような「奴隷制」ではない，と彼は
語っていた。したがって，ティップ・ティプ
の自伝を翻訳し，オマーンで出版することに
なんら問題はなく，翻訳にあたり出版社や
政府からとくに条件がついたということは
なかったという40）。つまり，自伝の翻訳出版
は，ヨーロッパの言説を打破するために出版
されている上述の著作（イブラーヒーム教授
やムフシンによる）と同質といえるのではな
いか。なお，マフルーキーによれば，さきに
述べたイスマーイーリーによる奴隷制に関す
る本（スワヒリ語）［Ismaili 1999］のアラビ
ア語翻訳も進んでいるという（2006年 12月
現在）。
彼らが一様にめざしているのはザンジバル

の奴隷制をめぐる歴史の修正である。ヨーロッ
パによって産出された「アラブ＝残酷な奴隷
商人」というイメージを払拭し，彼らの主張
する「真実」を残したいというわけである。

3　 ナショナル・ヒストリーへの参与―国
内に向けて
ところが，ネイティブ・オマーン人がマ
ジョリティを占めるオマーン社会は，こうし

38） 著者マズルイとシャリフはテクストに使用されているスワヒリ語の検討から，これがムボテラ本人
による著作かどうか非常に疑わしいとしている。ムボテラのようなスワヒリ語ネイティブによる
著作ではなく，おそらく英語からのスワヒリ語翻訳か，それほどスワヒリ語に長けていない者に
よる文章であり，ムボテラは名前を貸したにすぎないという可能性すら指摘している［Mazrui & 
Shariff  1994: 35-36］。

39） この人物は 1926年にザンジバルで生まれ，高校卒業後，政府役人として働いていた。イギリス植
民地時代，ケンブリッジ大学に 2年間留学も果たしている。オマーンに帰還後は銀行に勤務し，現
在はリタイアしている。

40） オマーンの検閲は非常に厳しく，政府の意向にそわない内容―とくに宗教や政治関連書―に対
しては規制が課せられる。
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た歴史修正運動を歓迎してきたわけではな
い。前節で述べたような奴隷制に関する書籍
（ティップ・ティプの自伝の翻訳）出版が容
認されたのはごく最近のできごとであり，し
かも異例のことだと思われる。それ以前，オ
マーンにおいて東アフリカにおける奴隷制の
歴史は，断片的な記述を除いて，「公式」に
語られることはなかったし，現在でもその傾
向は続いている。イスラームがいくら奴隷の
所有を容認しているとしても，奴隷交易への
関与はこんにちでは国際的批判を避けられな
いからであろう。

2004年度の社会科の教科書の例から具体
的に説明しよう。オマーンでは小学校 6年生
でオマーン近代史が教授される。「17-18世
紀におけるオマーンの海洋活動」という章
において，オマーンの東アフリカへの進出
が説明される。地図や例題を含む 24ページ
のなかで，ザンジバルに遷都したサイイド・
サイードの業績を中心に，オマーン帝国（al-

Imbarāṭūrīya al-‘Umānīya）の「栄光」が紹
介されている。「サイードは，マスカトのオ
マーン人，インド商人らをザンジバルに連れ
て行き，アフリカの経済をこれまでにないほ
どに活性化させた。東アフリカ沿岸部におけ
るアラブ帝国の形成に満足することなく，今
度は内陸部へと進出していった。派遣された
商業キャラバンは，タンガニーカ湖，ヴィク
トリア湖…まで到達し，（中略）アフリカ内
陸部へのイスラームやアラビア語の普及の一
助を担った」［Ṣalṭana ‘Umān 2004: 60-61］。
オマーン帝国の領土を最大にし，かつ奴
隷貿易によってザンジバル経済を活性化さ
せたサイードは，「アラブの英雄（al-baṭal 

al-‘arabī）」で，「東アフリカに平安を与えた
最初のアラブ指導者」として紹介されている

［Ṣalṭana ‘Umān 2004: 57］。内陸へのキャラ
バン派遣についての言及はあるが，象牙や奴
隷に関する記述はない。教科書ではオマーン
がアフリカの発展に貢献したこと，イスラー
ムやアラビア語の普及に尽力したことを紹介
し，オマーン帝国の偉大さを強調している。
そこには，奴隷貿易への関与という「暗い歴
史」をみてとることはできない41）。
同様に，オマーンの情報省が 1995年に
出版した 560ページにもわたる『オマーン
史（Oman in History）』（アラビア語，英
語）における記述も興味深い［Ministry of 
Information 1995］。本著は，オマーン国内
外のアラブの歴史家や研究者からの協力のも
とに，出版の前年 4日間にわたって開催され
たシンポジウムを経て出版された。メディア
の情報統制を司る機関である情報省から出版
されたという点で，オマーンのナショナル・
ヒストリーを考察するには適したテクストで
あろう。本著作をイバード派イマーム政権に
関する記述という視点から検討している歴史
家の松尾昌樹によれば，湾岸地域や東アフリ
カへの領土的拡大を成し遂げた支配者の手腕
が評価され，オマーンの海外での成功が強調
されているという［松尾 2005］。事実，海外
への政治進出・領土拡大については，章題だ
けをみても，「中世におけるオマーンと東ア
フリカの交易接触」（14ページ），「航海とオ
マーン人航海者」（20ページ），「オマーン史
におけるオマーン海軍の役割」（10ページ），
「オマーンの造船産業」（16ページ），「ヤアー
リバ朝におけるオマーン海軍の優位性と外交
への影響」（24ページ），「ブーサイード朝統
治下東アフリカにおけるオマーン文明」（19
ページ），「ブーサイード朝統治初期 1世紀に
おける航海術と交易」（13ページ）と 100ペー

41） ザンジバルに関するドキュメンタリー番組「東アフリカ（ザンジバル）におけるオマーンの存在
力（Athar al-Tawājid al-‘Umānī fī Sharq Ifrīqīya [Zinjibār]）」が，筆者がオマーン滞在中の 2005年
秋，毎週金曜日の午後 1時半頃から，オマーン国営放送で 7週にわたって放送された（20分間番組，
2002年に制作された番組の再放送）。オマーンとザンジバルの文化的共通点や，オマーンの政治・
社会的影響を紹介していたが，ここでも奴隷制についてはまったく言及されていなかった。
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ジ以上にも及ぶ。ところが奴隷制に関する記
述は 4-5箇所で，すべて合わせても 1ペー
ジ分にも満たない。
東アフリカにおける奴隷制の歴史や，オ
マーン人の直接的な関与への言及がほとんど
ないまま，「サイイド・サイードはイギリス
からの要求後すぐに，多くのオマーン商人に
富をもたらしていた奴隷交易を禁止した。彼
はその後も，奴隷交易に従事しているヨー
ロッパ人による海賊行為の取り締まりに尽力
し，国際世論で称賛された」という内容の文
章が 2箇所に記載されている［Ministry of 
Information 1995: 466, 519］。ここで強調さ
れているのは奴隷制の「その後」であって，
肝心の奴隷制そのものは空白である。その代
わりに彼らは，「奴隷交易はヨーロッパの国
家や会社が企てた，ヨーロッパの発明であっ
て，アラブの場合―たとえ実際奴隷交易を
おこなったとしても―たいした苦労ではな
かった。アフリカ人奴隷が到達した最果ての
地はアラビア半島なのだから。西アフリカで
起きている奴隷交易―ヨーロッパの歴史家
は，東アフリカの奴隷制ほど西アフリカのそ
れに執着していないが―などは，このアフ
リカの人的資産を搾取するという明確な方針
に基づいている」と主張する［Ministry of 
Information 1995: 432］。「商業活動とアフ
リカの隊商」という 3ページにわたる項で
は，オマーン史において東アフリカにおける
交易活動は重要であるとしながらも，「ヨー
ロッパの文献は奴隷交易にしか言及しない」
とイギリスの歴史家クープランドらの著作を
批判したうえで，「早急な客観的分析が望ま
れる」と記述されている。この数行の前置
きをもって奴隷交易への言及は終わり，象
牙交易へと話題が転換される［Ministry of 
Information 1995: 498］。
興味深いのはティップ・ティプへの言及
の仕方である。通常，研究者や文筆家がこ
の人物について記述するとき，本名を省略
することはあっても，よく知られたティッ

プ・ティプというニックネームに言及しない
ことはない。ところが本著作においてティッ
プ・ティプの名前はまったくでてこないば
かりでなく，本名Humaid［原文ママ］bin 
Mohammed Al-Mirjabiとしか記載されてい
ないので，一般読者は両者が同一人物である
ことを見逃してしまうかもしれない。しかも
一般的に「奴隷商人」と称されることが多い
彼にして，本著では，もう一人別のオマーン
移民とともに「象牙交易で重要な役割を果た
した，著名なオマーンの旅行家（travelers）」
と紹介されているのである［Ministry of 
Information 1995: 500］。
さきの教科書と『オマーン史』の記述は同
じ手法である。オマーンのナショナル・ヒス
トリーに関していえば，アフリカへの政治進
出や領土拡大，および現地でのオマーンの文
化・経済的活動やその影響力が前面に押し出
される代わりに，そこから奴隷交易への関与
が取り除かれることで，オマーンの「植民地
支配」は正当化される。ちょうどヨーロッパ・
キリスト教世界による奴隷解放運動が，19
世紀後半の本格的な植民地主義を正当化する
手段として使われたのと同様，アラビア語な
どのアラブ文化やイスラームの普及によるア
フリカ発展への貢献が，オマーンの植民地主
義を正当化する根拠となっている。そこには
奴隷制の文字は登場しない。ナショナル・ヒ
ストリーで問題となるのは，このようになに
が記憶され，なにが忘却されるかを「かわり
に語る」，その発話主体の位置であると，冨
山一郎は沖縄戦の記憶に関する著書のなかで
指摘している［冨山 2006: 145-151］。オマー
ンの近代史にあてはめれば，海外への領土拡
大が記憶され，奴隷制が忘却されるというス
タンスがナショナルな語りを構成するという
ことである。
こうしたオマーンのナショナルな姿勢は，
アフリカ系オマーン人の歴史修正活動にも影
響している。彼らの活動は，前節で述べたよ
うにヨーロッパのみ向けられたものではな
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い。これは同時に，ネイティブ・オマーン人
のもつ歴史認識（あるいはその欠如）にも修
正をせまるという含意もある。以下，歴史修
正の動きがヨーロッパのみならず国内にも向
けられている社会背景について論じてみたい。
冒頭でも述べたように，ネイティブ・オ
マーン人はアフリカ系オマーン人をアラブと
みなしておらず，「ズィンジバーリー」と呼
んでいる。アフリカ系オマーン人を他者とみ
なすネイティブ・オマーン人は，自分たちは
アフリカとはまったく関係がない，奴隷交易
にも携わっていないと認識しているのであ
る。これに対しアフリカ系オマーン人は，自
分たちの先祖（の同胞の一部）がアフリカの
どの辺に渡り，どのような経済・社会活動を
していたのかに無関心であるネイティブ・オ
マーン人に悲嘆している。出身地にかかわら
ず，アフリカ出身のアフリカ系オマーン人を
一括して「ズィンジバーリー」と呼ぶのも，
誤った歴史認識に基づいているとアフリカ系
オマーン人は主張する。ネイティブ・オマー
ン人による「スワヒリ語を話すアフリカ人と
の混血」というアフリカ系オマーン人に対す
る一枚岩的な表象も，ネイティブ・オマーン
人に向けての歴史修正活動を動機づける理由
の一端だろう。奴隷制に関するスワヒリ語や
英語の文献が，現在アフリカ系オマーン人の
手でアラビア語に翻訳されていることもこの
ことを傍証している。
その一方で，奴隷制を語ることはアフリカ
性の提示でもある。アフリカ人との混血をも
想起させるアフリカ性は，アラブとしてのア
イデンティティを前面に出しているネイティ
ブ・オマーン人にとっては好ましいものでは
ない［cf. 大川 2006, 2008］。同時に奴隷制を
語ることによって，アフリカ系オマーン人は
アラブと認識されていない（解放）奴隷と結
びつけられ，彼ら自身のアラブ性の主張と齟
齬をきたしてしまう恐れもある。そのためと
くに革命を経験していない若い世代は，系譜
上でのアフリカ人との通婚の事実を否定した

り，スワヒリ語を人前で使わないなど，アフ
リカ性を否定する傾向にある。筆者はインタ
ビューをしていて，奴隷制に対する語りに温
度差を感じることがよくあった。ひとつ例を
あげよう。タンザニア生まれの両親をもつア
ブドゥッラー（仮名）はオマーンで生まれて
いる（インタビュー当時 36歳）。筆者の調
査内容を説明すると，当初自分はその対象に
はならないと語っていた。自分がアフリカ系
オマーン人，つまり世間一般でいう「ズィン
ジバーリー」である意識がまったくなかった
のである。両親はアフリカ生まれでも，過去
においてアフリカ人との通婚の事実はないと
アブドゥッラーはいう。実際，彼はスワヒリ
語を多少理解できるが，話すことはできない。
旅行でザンジバルに行ったことはあっても，
長期の居住経験もなく年齢も若いため，当然
ザンジバル革命の記憶もない。奴隷制につい
ても，知識人である彼はもちろんヨーロッパ
的言説の「ゆがみ」に意識的ではあるが，イ
ブラーヒーム教授ほど熱く批判的に語ること
もない。むしろ冷ややかな，一歩引いた姿勢
でイブラーヒーム教授の活動を見守っている
ように筆者には見受けられた。アブドゥッ
ラーのような態度は，革命を経験していない
若い世代にごく一般的といえる。おもに革命
世代の知識人によって担われている歴史修正
活動は，ヨーロッパやアフリカ，さらにはネ
イティブ・オマーン人のみならずこうした若
い世代のアフリカ系オマーン人をも対象にし
ているのかもしれない。
以上のように，オマーンのナショナルな語
りのなかには東アフリカの奴隷制は存在しな
い。日本における歴史教科書問題のような論
争が起こるほど，オマーンに言論の自由はな
い。ここに，アフリカ系オマーン人が試みる
奴隷制をめぐる歴史修正の特徴（あるいは限
界）がある。つまりアフリカ系オマーン人の
語る奴隷制の歴史は，ナショナル・ヒスト
リーにはなりえていない。だが厳密にいうと，
アフリカ系オマーン人による歴史修正は，奴
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隷制の歴史をオマーンのナショナル・ヒスト
リーに登場させることが目的ではない。彼ら
にとっても，歴史的海外進出は過去の「栄
光」であっても，奴隷交易への関与自体は胸
を張って誇れるような「歴史」ではないから
だ。そうではなく，東アフリカにおける奴隷
制の存在は認めたうえで，彼らがめざすのは，
一般に流布し再生産されている西洋によるマ
スター・ナラティブの修正なのである。
それと同時に，アフリカ系オマーン人は，
オマーン史上高く評価されている海洋帝国と
してのオマーンの担い手としてオマーン社会
において「正しく」位置づけられること，つ
まりネイティブ・オマーン人と「対等な」「オ
マーン人」になること（あるいはそのように
認めてもらうこと）を望んでいる。そうした
意味で，これは，帰還移民であるアフリカ系
オマーン人がオマーンのナショナルな語りの
なかに足場を築く運動だということができ
よう。

Ⅵ　おわりに

本稿は，19世紀東アフリカにおける奴隷
制をめぐる三者（ヨーロッパ，アフリカ，ア
フリカ系オマーン人）の言説を紹介し，アフ
リカ系オマーン人の歴史認識の特徴を浮き彫
りにする試みであった。テクストと語り双方
を検討した結果，奴隷制に関するヨーロッパ
およびアフリカの言説は必ずしも反アラブ的
ではなかったが，ヨーロッパについては 19
世紀後半の奴隷解放運動との関わりのなか
で，そしてアフリカについては独立後のタン
ザニアのナショナリスト史観の影響下で，「ア
ラブ＝残虐な奴隷商人」という一枚岩的で偏
見に満ちたイメージが作り出されていったこ
とが明らかになった。これに対してアフリカ
系オマーン人は誰になにを訴えているのだろ
うか。
オマーン移民／アフリカ系オマーン人によ
る奴隷制をめぐる 19世紀末から現在までの

言説に表れているように，彼らが語りかける
第一の対象はヨーロッパである。歴史修正活
動家たちは，オマーン移民全体を，あるいは
奴隷交易に関与していた一部のオマーン移民
をアラブ全体として表象するオリエンタリズ
ム的姿勢，さらにはそれを基盤とした帝国主
義的姿勢を批判している。アラブのオリエン
タリズム的イメージが登場するのは，Ⅲ章で
あげたような 19世紀後半の探検記や 20世
紀前半の歴史書，さらにはこんにちのザンジ
バルの観光所での語りにおいてである。奴隷
制に関する研究書に限っていえば，ヨーロッ
パ，アフリカ人を問わず，最近の刊行物であ
ればこうしたオリエンタリズム的言説はみて
とれない［e.g. Cooper 1977, 1980; Sheriff  
1987］。したがって厳密にいえば，アフリカ
系オマーン人が批判しているのは現在のヨー
ロッパではなく，現在一般に流布し，再生産
されているアラブのオリエンタリズム的イ
メージを創出し，定着させた過去のヨーロッ
パ（の帝国主義）であり，その言説をそのま
ま受け入れ再生産している人びとである。ア
フリカ系オマーン人によれば，ヨーロッパに
よる奴隷商人としてのアラブ表象が再生産さ
れつづけた結果，アラブ追放をめざしたアフ
リカ人主体の革命が起こってしまったのだと
いう。これに対し，「残虐なアラブからアフ
リカ人を救済すべく」ザンジバルを植民地化
し，さらには革命を容認した旧宗主国のイギ
リスは，アフリカ人の批判対象にはならな
かった。あるいはそうならないようにアフリ
カ人は「教育」されたのかもしれない。
こうしたヨーロッパによる帝国主義的姿勢
に対してアフリカ系オマーン人知識人が現在
従事しているのが執筆活動を通じた歴史の修
正であった。そしてヨーロッパに対してのみ
ならず，本国におけるネイティブ・オマーン
人が第二の対象に据えられている。オマーン
移民の歴史に無知あるいは無関心であるネイ
ティブ・オマーン人に対して，アフリカでの
「歴史」を伝えること，つまりオマーンが誇
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る海洋帝国という歴史の担い手であることを
示すことが，アフリカ系オマーン人への誤解
や偏見をなくすひとつの手段であると，一部
のアフリカ系オマーン人は考えている。
このように，アフリカ系オマーン人による
奴隷言説は，「奴隷交易の当事者＝犠牲者」
であるアフリカ人ではなく，「奴隷制をめぐ
る言説の当事者」のひとつであるヨーロッパ
（＝マスター・ナラティブの作り手）および
もうひとつの当事者である，オマーン移民が
現在属するオマーンという国のマジョリティ
を形成するネイティブ・オマーン人をその対
象に据えている。つまり彼らの歴史修正は，
ヨーロッパ世界における自分たちの復権をめ
ざす政治運動という側面のほかに，数世紀に
わたって自分たちが不在であった本国オマー
ンのナショナル・ヒストリーのなかに足場を
作り，オマーン社会において「正当な」評価
を得るための運動という側面ももっていると
いえよう。
だが現段階では，彼らが提示したい「歴史」
はネイティブ・オマーン人やヨーロッパ人，
さらにはアフリカ人とも共有されているとは
いいがたい。その一端は，ナショナルな語り
のなかに足場を得たいが，みずからの来歴か
らそうしきれないという語りの主体としての
あいまいさと，アラブであると自己主張しつ
つも（少なくとも周囲からは）「中途半端な」
アラブたらざるをえない彼らの実存も関係し
てはいないだろうか。アフリカ系オマーン人
の修正活動は直接ナショナリズムを謳っては
いないが，少数派である移民―彼らの場合
は帰還移民であるが―が，そうであるがゆ
えによりナショナルな動きを生みだすとい
う，少数民族によるナショナリズムを考察す
る際にわれわれに貴重な事例を提供してくれ
ると思われる。
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