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姿勢のよい闊歩
　ケニアの首都ナイロビ。中心部を
南北に走るモイ・アベニューの西側
には、官公庁や高級ホテルが立地す
るビジネス街。モイ・アベニューの
すぐ東側を平行に走るトム・ンボ
ヤ・ストリートを越えると、いかに
もダウンタウンという、ややもすれ
ば危険な香りのする雑踏地区。熱気
の中を歩き疲れて古い安飯屋の二階
に上がり、パッションフルーツの
ジュースなどを飲みながらこの対照
的なエリアを見渡すと、ふと気づく
ことがある。左手に見えるビジネス
街を行くエリート風も、右手に見え
る雑踏でバックパッカーにちょっか
いを出す若者も、みな胸を張り背筋
をピンと伸ばして颯爽と闊歩してい
るのである。強い日差しや喧騒、さ
まざまな色彩、匂い。街の活気を演
出するそういった環境要因が引き立
てている面はあろうが、彼らの歩く
姿は、ニッポンの通勤風景に見られ
るようなそれとは全く異なった印象
を与える。
　この「姿勢のよい闊歩」は、大都
会ナイロビだけに見られることでは
ない。ナイロビと比べるとどことな
く垢抜けない印象の（それが私の愛
着につながっているのだけれど）タ
ンザニア最大の都市ダルエスサラー
ムでも、あるいは私の調査地である
キリマンジャロの山の中の農村地帯
でも、その印象は基本的に変わらな
い。そしてそれは、私がアフリカに
初めて足を踏み入れたときから、時
間を超えて変わらない印象でもある。

20世紀の最後の年から東アフリカに
通っているが、そのころから現在ま
でに生じた社会的、経済的な変化を
数え上げたらキリがない。いわゆる
グローバル化によってもたらされた
外来のモノ、制度、価値観が人々の
ライフスタイルに陰に陽に浸透し、
もはや顧みられなくなったかつての
習慣も少なくなかろう。それでも、

「姿勢のよい闊歩」は変わらないよう
に見える。

アフリカとステレオタイプ
　例えば、そんな風景をテレビ番組
で放送するとしたら、「このように、
アフリカの人たちは困難な状況や厳
しい日々の暮らしにも負けず、前向
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東アフリカのフィールド調査では、
しばしば人々の歩く姿に目を奪われることがある。
彼らの背筋を伸ばした「姿勢のよい闊歩」を出発点に、
「頭に物を載せて運ぶ」所作、その所作を表す語の広がり、
そして社会環境の変化とことばについて、
あてのない散歩をするように考えてみる。
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バントゥ諸語言語地図。（出典：Nurse 
(2001) “A Survey Report for the Bantu 
Languages”, SIL International, http://
www-01.si l.org /si lesr/2002/016/
silesr2002-016.htm）。

Binyavanga Wainaina の風刺的短
編 How to Write about Africa。作
者は、TIME誌の「世界で最も影響
を与える100人」（2014年）に選
ばれたことでも知られる現代作家。

頭上に苗を載せて優雅に歩く女性。調査に向
かう途中、マーケットから流れ出る人波の先に
左右にしなる枝を発見し、それがあたかも頭か
ら生えているように見えてなんとも可笑しみを
誘う図であったが、小走りに近づくと、彼女の
歩き方のなんとも優雅なことにしばし見とれる。

ダルエスサラーム市内の幹線道路沿いで水を売る男性。渋
滞で停車中のバスやタクシーの乗客を相手に商売をする。

事情を話して写真撮影の
お願いをしたら、頭に載
せたままの状態で快く撮
影に応じてくれた。
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きに明るく生きているのです」とい
うナレーションがかぶせられるのだ
ろうか。そう、「アフリカ」について
語るときの定番のステレオタイプで
ある。いや、それがすべて嘘だと言
うつもりもないし、罪のない印象に
目くじらを立てるのも野暮なのかも
しれない。けれども、こと「アフリカ」
についてはこの手の「悪意のない」
ステレオタイプが横行していること
も事実である（ケニア出身の現代作家
ワイナイナ（Binyavanga Wainaina）
はこれに辟易して How to Write 

about Africa という皮肉の利いた短
編を書いている）。それより何より、
できあいのステレオタイプですべて
が説明できてしまえるほど世界は単
純でも退屈でもないはずである。そ
うなればこそのフィールドワークの
出番だし、これまた使い古された言
い方で気恥ずかしいが、余所者が身
勝手にイメージしてしまうステレオ
タイプをひっくり返すことこそが、
フィールドワークの醍醐味というも
のだと思う。

身近な所作としての
「頭に物を載せて運ぶ」
　さて、フィールドにいて、この「姿
勢のよい闊歩」と何らかの関連性が
あるのではないかと思わせる光景に、

「頭に物を載せて運ぶ」という所作
がある。言うまでもなくこの所作が
成立するためには、頭に載せている
物から手を離しても落とさないよう
にバランスが取れていなくてはなら
ないわけで、そのためには背筋を伸

ばした「姿勢のよさ」が前提になる。
これまたアフリカに関するステレオ
タイプの一部としてイメージされる
この所作は、しかし田舎であれ、都
会であれ、実際に日常生活でよく目
にするものである。例えば、市場な
どでママたちが買った物や売り物を
頭に載せて運んでいるのは日常的な
光景であるし、幹線道路や大きなバ
ス停なんかで冷えた水のペットボト
ルを頭上に載せて売り歩く光景や、
学校帰りの小学生がお遣いで買って
帰る灯油のボトルをちょこんと載せ
ていたりなんてこともよく見かける。
つまり、少なくとも現状においては、
この所作が人々にとって自らの身体
をとおして行われる馴染み深いもの
だということは言えそうである。そ
してその反映は、彼らの言語の中に
も見て取ることができる。

「頭に物を載せて運ぶ」という動詞
　東アフリカの広範な地域で、国家
を超えて共通語となっているのはス
ワヒリ語である。スワヒリ語で「頭
に物を載せて運ぶ」というのは、
-beba kichwani（-beba「抱える、
運ぶ」、kichwa-ni「頭-で」）と二つ
の語に分けて表現することもできる
が、同様の概念を一語の動詞語幹
-(ji)twik-a で表すこともできる。つ
まり、「頭に物を載せる／載せて運ぶ」
という所作が、語形の上では全体で
ひとつの語幹として表現されるわけ
である。そして、これはスワヒリ語
に限ったことではない。スワヒリ語
を含む、サハラ以南アフリカの広範

な地域で話されるバントゥ諸語を歴
史的に遡っていったその祖語（バン
トゥ祖語）の段階で、この概念に相
当する語が存在していたことが推定
されている。それは、「頭」*tʊ́è か
ら派生した*tʊ́ád ないし*tʊ́ɩk であ
る（スワヒリ語の語形は後者に対応。
以下表2も参照）。
　表1が示すとおり、「頭」*tʊ́èを継
承する形式は、バントゥ諸語を地理
的に区分した16のゾーン（バントゥ
諸語言語地図を参照）すべてに確認
され、それから派生した *tʊ́ád は
13のゾーン、*tʊ́ɩk は11のゾーンに
その対応形が分布している。起源を
同じくする語形がかなり広範に分布
していることもさることながら、そ
もそも「頭に物を載せて運ぶ」とい
う（少なくとも日本語的な発想から
は複合的に見える）所作をひとつの
語として表現すること自体が、バン
トゥ語圏全体に広く認められるとい
うわけである。

語として存在することと
現実世界で存在すること
　冒頭にあげたアフリカにおける

「姿勢のよい闊歩」を出発点に、「頭
に物を載せて運ぶ」所作の一般性、
そしてその所作を示す単一の語幹の
存在と、バントゥ諸語におけるそれ
らの広範な分布について述べてき
た。ただ、実はこのことはバントゥ
諸語にしか見られない特徴というわ
けではない。例えば、上述のバントゥ
祖語同様に、オーストロネシア祖語
にも‘carry on the head’に相当する語

幹が再建されているようだし、身近
なところでは韓国語に、「抱える／運
ぶ」様態や用いる身体部位による複
雑な語彙的な区分のあることが知ら
れている（「頭で運ぶ」は ita）。その
意味では、「頭に物を載せて運ぶ」
所作をアフリカ固有の
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イメージとし
て語ることは、言語学的に言っても
偏った見方ということになる。ただ
一方で、例えば現代の韓国社会にお
いて「頭上運搬」が日常的な所作と
は言えないように、語彙体系のなか
に語形としては認められても、もは
や現実の営みの中からは姿を消しつ
つある所作というものも存在する。
現在の言語学的なフィールドワーク
においては、発話音声の録音のみな
らず、会話場面や発話を介するさま
ざまな日常の場面の映像記録を含め
た、言語コミュニケーションの場の
総体的な記録としての言語ドキュメ
ンテーションの重要性が広く認識さ
れている。「頭に物を載せて運ぶ」所
作が日常的に見られる現在の東アフ
リカは、一方でグローバル化の波の
中で急激な社会変容を経験してもい
る。そのような状況の中で、ことば
と現実世界の営みとの間の乖離や両
者の動的関係を捉えるということも、
言語ドキュメンテーション研究が果
たしうる貢献の一部となろう。そし
て、世紀の変わり目からアフリカに
お世話になっている身としては、外
部世界から否応なく押し寄せる変化
の波に対して、颯爽と闊歩しつつそ
の波を乗りこなす人々の姿をこれか
らも見届けていきたいと思う。

*tʊ́ád ‘carry on the head’ *tʊ ́ ɩk ‘put on the head; give to carry’
B.11a (Mpọngwẹ)  -rwan-,  -twan- E.72a (Giryama)  -hwik

D.62 (Rundi)  -txwār- F.21 (Su̧ku̧ma)  -dwīkh-

E.15 (Ganda)  -twār- G.42d (Unguja)  -twik-

M.42 (Bemba)  -twāl- P.21 (Yao)  -twīk-

S.42 (Zulu)  -thwal- R.22 (Ndonga)  -tswik-

表1 バントゥ祖語における「頭」およびそれに関する語の推定形 
（出典：Bastin, Y. et al. (2002) Bantu Lexical Reconstructions 3, URL: http://linguistics.africamuseum.be/BLR3. html）。

表2 現在のバントゥ諸語に見られる両形式の対応形
（参照：Guthrie, M. (1970) Comparative Bantu Volume 4）。

注）コード番号＝言語名の対応は次のと
おり：B.11a=ミェネ語ンポングウェ方言（ガ
ボン）、D.62＝ルンディ語（ブルンディ）、E.15
＝ガンダ語（ウガンダ）、M.42＝ベンバ語
（ザンビア）、S.42＝ズールー語（南アフリ
カ）、E.72a＝ギリヤマ語（ケニア）、F.21＝
スクマ語（タンザニア）、G.42d＝スワヒリ
語ウングジャ方言（タンザニア）、P.21＝ヤ
オ語（マラウィ、モザンビーク、タンザニ
ア）R.22＝ンドンガ語（ナミビア、アンゴラ）

奥の駅舎のような建物は、ダルエスサラーム市街地の
専用レーンを走る高速バスシステムBRT（Bus Rapid 
Transit、スワヒリ語での通称は［Basi ya］Mwendo Kasi）
のターミナル（2016年5月運用開始）。手前のかまぼこ
型の屋根は、旧来の乗り合いバス、ダラダラ（Daladala）
の停留所。都市が洗練化されていくなかで、景観だけで
なく人々の習慣にも変化が生じていくのだろうか。


