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アリウン・ジョップ「ニャーム・ングーラあるいは 
『プレザンス・アフリケーヌ』の存在理由」（翻訳と解説）＊

中　村　隆　之

Translation and Commentary: Alioune Diop,  
“Niam n’goura or Présence Africaine’s Raison d’être”

NAKAMURA, Takayuki

Présence Africaine is one of the most important French journals in African studies.  
Alioune Diop (1910–1980), a Senegalese intellectual and the founder of the  
journal, launched it in 1947 for the promotion and recognition of African culture  
in France and its colonies, under the patronage of famous French intellectuals 
such as André Gide, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, and Michel Leiris. “Niam 
n’goura or Présence Africaine’s Raison d’être,” an article we have translated into  
Japanese, appeared in the first issue as a manifesto for the magazine. Nevertheless,  
this article remains mysterious because of Diop’s ambiguous style of writing. 
In this study, we try to explain the obscurities in his writing by comparing it 
with André Gide’s special foreword that celebrates the launching of Présence 
Africaine. Gide’s text shows us that there was a prejudice against Blacks in 
France, which he may have unconsciously shared. Alioune Diop had to address 
his text not only to African intellectuals, but also to French intellectuals  
who often took a paternalistic attitude toward colonized peoples; the complexity  
of his text results from this double point of view. Diop’s strategy was to hide 
anticolonialism in his mind, while praising western civilization, especially the 
French, as its promoter. In this context, we must consider the intention of the  
text and the significance of “Niam n’goura vana m’paya,” a Toucouleur proverb,  
which means “Eating in order to live is not eating in order to get fat.” This proverb  
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＊ 本稿は，解説のパートと翻訳のパートからなる。解説箇所については，その一部を，2015年度共同
利用・共同研究課題「『プレザンス・アフリケーヌ』研究　新たな政治＝文化学のために」2016年度
第 1回研究会（7月 30日開催）における星埜守之氏の報告「Niam n’goura：初期『プレザンス・ア
フリケーヌ』誌を読む」およびその後の議論に負っている。コメンテーターの有田哲也氏をはじめ
とする関係諸氏にこの場を借りて謝辞を表明したい。翻訳にかんしては，上記の研究会に星埜氏が
配布した同論文の訳文を参考にさせていただいた。訳文の参照を快くお認めくださった同氏に深く
感謝する。さらに小川了氏には，フルベ語（トゥクロール語）およびウォロフ語のカナ表記をはじ
めとして，訳文にかんして，たいへん貴重なご助言を賜った。心から感謝の意をお伝えしたい。な
お本稿に関する一切の責任は筆者にあることは言うまでもない。本稿は，上記の共同利用・共同研
究課題および研究課題番号 15K16716の成果の一部である。
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はじめに

『プレザンス・アフリケーヌ』誌は，1947年，アリウン・ジョップによって刊行された。以
後，休刊の時期を挟みつつも，現在まで刊行され続けている。フランス語で書かれた，アフリ
カの文化面に関するもっとも有名な雑誌の 1つだと言ってよいだろう。
この雑誌の「歴史」は膨大である。その掲載記事，作品，論文，あるいは有名な特集号が引
用されたり言及されたりすることはあっても，また，誌上でその「歴史」を回顧する特集がた
びたび組まれることがあっても，雑誌それ自体を対象とする研究が取り組まれることはごく稀
だった1）。2015年度から始まったアジア・アフリカ言語文化研究所の共同利用・共同研究課題
「『プレザンス・アフリケーヌ』研究　新たな政治＝文化学のために」は，この膨大な資料体の
一端を解明するための最初の共同作業である。
この共同作業が取り組むのは『プレザンス・アフリケーヌ』の「歴史」，すなわち過去に属
する事柄である。その過去は，しかし，「かつての現在」と言い換えることができる。おそら
く雑誌研究の重要性の一つは，過去を，この「かつての現在」として，いま一度捉え直す視座
を有する点にあるだろう。雑誌が，その定期的な刊行を通じた，現在への継続的な介入
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を特徴
とする以上，雑誌研究の質は，各号，各論文，各書き手を，その「生きられた時間」のなかで
捉える努力の傾注度合いに関わってくると言えないだろうか。少なくとも，「アフリカの現前

represents a new ethic for the members of the young African generation who 
will be obliged to enter the modernized world, which requires them to practice 
asceticism—what Diop called “the most salient of the general characteristics 
of Western civilization.” They will have to relativize their African tradition, 
just as attempted by Alioune Diop and the African writers published in this 
journal. In a sense, this text anticipates a decolonization of the mind for the 
people of Africa.

はじめに
1　「ニャーム・ングーラ」を読むために
 　雑誌刊行までのジョップの歩み
 　 『プレザンス・アフリケーヌ』誌の構想と
刊行

 　アフリカ人とヨーロッパ人の協調
 　「ニャーム・ングーラ」

2　 アリウン・ジョップ「ニャーム・ングー
ラあるいは『プレザンス・アフリケーヌ』
の存在理由」（「プレザンス・アフリケー
ヌ」駒場研究会訳）

 　訳文作成の方針
 　本文

1） 『プレザンス・アフリケーヌ』がその「歴史」を回顧する大規模な試みは，1997年におこなわれた。
この年，プレザンス・アフリケーヌ出版社は，同誌刊行 50周年を記念して，創刊号および 2度の
黒人作家芸術家会議（1956年と 59年）の特集号を再刊するとともに，ダカールで同目的のシンポ
ジウムを開催した。2009年にはケ・ブランリ美術館で「プレザンス・アフリケーヌ」展が開催さ
れ，同美術館の資料部門を統括するサラ・フリウー＝サルガの監修のもと同美術館が刊行する『グ
ラディーヴァ』誌（1986年にミシェル・レリスが創刊した人類学・博物館学の雑誌）で特集が組
まれた（Frioux-Salgas 2009）。研究面では，同誌の 40年を振り返る V. Y.ムディンベ監修の評論
集が，本共同研究に先立つ，重要な研究成果として位置づけられる（Mudimbe 1992）。
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（Présence Africaine）」を誌名にしたこの雑誌の「アフリカ」2）を見失わないためには，過ぎ去っ
た現在に遡ろうとする姿勢が強く求められるに違いない。
ここに紹介するアリウン・ジョップ「ニャーム・ングーラあるいは『プレザンス・アフリ
ケーヌ』の存在理由」［以下，「ニャーム・ングーラ」と略記］は，同誌創刊号に掲載された論
考であり，その副題にあるとおり，『プレザンス・アフリケーヌ』がどのような意図と目的を
もって刊行されたのかを扱っている。この雑誌の出発点を印した，記念碑的な論文だと言えよう。
とはいえ「ニャーム・ングーラ」は，雑誌の存在理由を明確に提示する宣言文というよりも，
場合によっては幾通りの読み方が可能な，複雑な襞をもつ文章である。
そこで本稿では，「ニャーム・ングーラ」の訳文掲載に先立ち，解説を付している。解説のパー
トでは，いま述べたような視点から，アリウン・ジョップの論考の意図するものを掴むための
材料を提供するとともに，筆者の読解を提示した。訳文は，筆者をふくめた数人からなる「プ
レザンス・アフリケーヌ」駒場研究会による共同訳である（詳しくは訳文のパートの「訳文作
成の方針」を参照）。

1　「ニャーム・ングーラ」を読むために

本パートでは，伝記的事実に立ち返りつつ3），まず，雑誌刊行までのジョップの歩みをたどり，
次いで，『プレザンス・アフリケーヌ』誌の構想と刊行の経緯を踏まえる。そのうえで，第 1
号の構成や関連記事を確認し，「ニャーム・ングーラ」の解説を試みる。

雑誌刊行までのジョップの歩み
アリウン・ジョップ（フランス語ではアリウヌ・ディオップ）は 1910年，当時フランス領
だったセネガルのサン＝ルイで，セネガル最大のウォロフ族に属する，ムスリムの家庭に生ま
れた。1933年，フランス領アルジェリア時代のアルジェ大学に入学。前年に同大学に入学し
たアルベール・カミュとは学友であり，共にジャン・グルニエのもとで哲学を学んだという
（Verdin 2010: 45）4）。
学位取得後，1937年，さらなる学業のためジョップはパリに留学し，同地でアフリカ，カ
リブ海からの留学生や文化人と交流する。ジョップは，パリで，エメ・セゼール，レオポル・
セダール・サンゴール等と出会い，親交を深めることになる。1939年，戦争の勃発で動員さ
れたのち，1940年の独仏休戦協定で，動員を解除される。ジョップはまた，この戦時中に，
ミシェル・レリスをはじめとする，のちの雑誌刊行に際して大きな人脈をなすフランスの知識

2） 本論での「アフリカ」とは，訳出した論文のアリウン・ジョップの語法を踏まえて，サブサハラ以
南のアフリカ（いわゆるブラック・アフリカ）を基本的には指している。同様に，ジョップが述べ
る「アフリカ人」も「アフリカ黒人」と考えて差し支えない。

3） 伝記的事実についてはフィリップ・ヴェルダン『黒いソクラテス，アリウン・ジョップ』（2010年）

（Verdin 2010）に依拠する。
4） カミュとはその後ナチス占領下のパリで 1942年に再会する。ヴェルダンの伝記によれば，このと

きにカミュとジョップの間に「真の友情が芽生え」，『プレザンス・アフリケーヌ』誌刊行以降，カ
ミュは同誌を終生支援することになる（Verdin 2010: 46）。同誌刊行時に「後援委員会」に名を連
ねたカミュは経済的支援はしたが，寄稿することはなかった。ヴェルダンはカミュ自身が「ブラッ
ク・アフリカにかんする諸問題については論じるだけの資格はないと判断していた」のではないか
と推測する（Ibid.）。また，カミュの著書『反抗的人間』に対するサルトルの批判以降（1952年），
ジョップはカミュの側に立ち，サルトルとは距離をとっていったという（Ibid.）。
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人たちと知りあっている。
1944年，カトリック教徒になるための洗礼を受け，フランスが解放された翌年，クリスティ
アヌ・ヤンデと結婚し，その後，4人の子どもを授かる。1946年，ジョップは，フランス領
西アフリカ（AOF）総督の秘書官に任命され，ダカールに居を移した。さらには，戦後に発
足した第 4共和政下で，労働者インターナショナル・フランス支部（SFIO）の党員として，
元老院議員に選出されたジョップは，ダカールとパリを行き交う生活を送ることになる（1946
年 12月～1948年 11月）。

『プレザンス・アフリケーヌ』誌の構想と刊行
このように『プレザンス・アフリケーヌ』誌が刊行されるのは，1947年，すなわちジョッ

プが元老院議員の役職を同時に務めていた時期にあたる。
「ニャーム・ングーラ」には，この雑誌の「アイデアは 1942年から 43年に遡る。われわれ
は海外からの数人の留学生としてパリに集まっていた。みずからの本質や諸価値の真正性を自
問して苦悩するヨーロッパにあって，われわれは何が自分たち自身を浮かび上がらせる立場，
特徴であるのかを学ぶためにつどっていたのだ」とある。ここにあるとおり，雑誌の構想は，
戦時中に遡る。また，この「海外からの数人の留学生」のうちには，1942年に知りあい，終
生の友となるマダガスカル出身のジャック・ラベマナンザラ（1913-2005）がいる。
この雑誌の協力者は，カリブやアフリカの留学生に限らない。雑誌の「編集委員会（comité 

de rédaction）」には，ジョルジュ・バランディエ（1920-2016）が名を連ねる。当時，博士論
文執筆中だった 20歳代後半のバランディエは，ミシェル・レリスを介してアリウン・ジョッ
プとパリで知りあったのち，ダカールのジョップ宅に滞在した。1946年のことである。バラ
ンディエの回想によれば，このとき，雑誌の構想は具体化した。

アリウン・ジョップ宅でのことです。邸宅にジョップに会いによく来る訪問客と一緒にい
ろいろ会話することができ，そのなかにはレオポル・サンゴールもいたわけですが，そう
した会話の折りに，雑誌を創刊するというアイデアが現れたのです。アフリカについて，
人々がこれまでずっとそうしてきたのとは別のやりかたで話題にするような雑誌です。よ
く覚えているのですが，この雑誌を「デクヴェルト（Découvertes）」と名づけるのを提
案しました。さまざまな社会や人間たちなどの発

デクヴェルト

見の意味です。それにもちろん，植民地
状況を発見するという意味も，私の心のうちにはありました。（Verdin 2010: 121）

この発言にあるとおり，最初に検討されていた雑誌名は「デクヴェルト」だった。ジョップは，
ダカールの仲間たちと共に，フランスの著名人に対して「後援委員会（comité de patron-
age）」に名を連ねるよう依頼する手紙を出している。

われわれは月刊誌『デクヴェルト』の創刊を検討しております。本誌は，フランスの大手
雑誌のような作りで，アフリカ人とヨーロッパ人との出会いの場に資するものになるで
しょう。いろいろな考えをもつ人々が黒人世界について自由に論じるでしょう。本誌はな
んらかの文学的ないし哲学的な思潮の影響を受けることはありません。この意味でわれわ
れはたいへん多様な後援委員会を構成しようと思っておりました。目下のところ，後援委
員会には以下の方々がつどう予定です。人類博物館館長ポール・リヴェ，フランス・ブラッ
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ク・アフリカ研究所5）の所長テオドール・モノ，『エスプリ』編集長エマニュエル・ムニエ，
『レ・タン・モデルヌ』編集長ジャン＝ポール・サルトル，『ラ・ヴィ・アンテレクチュエ
ル［知的生活］』編集長メデュー神父，アルベール・カミュ，ミシェル・レリス，レオポル・
セダール・サンゴール。（Verdin 2010: 142-143）

実際，ここに名前のあがった人物は全員，後援委員会のメンバーとなる。このほかに加わるの
は，創刊号に「緒言」を寄せるフランス文壇の重鎮アンドレ・ジッド，『ルヴュ・アンテルナショ
ナル［インターナショナル誌］』編集部名義でピエール・ナヴィル，ダホメ（当時）出身の研
究者ポール・アズメ（1890-1980），フランスに移住した合衆国出身の作家リチャード・ライト，
そしてエメ・セゼールである。
このように雑誌はきわめて多彩な面々の協力のもとに出発することになる。ジョップは

「ニャーム・ングーラ」を「われわれがここに創刊する雑誌は，いかなる思想・信条，いかな
る政治的な立場も標榜するものではない」とする文章から始めるが，このことは，一方にカト
リックの神父（メデュー）を，他方にトロツキー派（ナヴィル）を擁するこの後援委員会の顔
ぶれが端的に示している。
興味深いことに，構想段階の雑誌名は刊行時には採用されていない。バランディエによれば，
ここにはサルトルの意見がかかわっているという。

この雑誌が刊行されるのは最終的にはパリでのことで，タイトルは違います。このタイト
ルは，記憶が正しければ，サルトルが提案したものです。くわえて，サルトル的な響きに
満ちたタイトルです。ですから『プレザンス・アフリケーヌ』というタイトルを選ぶこと
は，人間たちの間に，さまざまな文明，同時代の諸問題の中にアフリカの現前（présence 
de l’Afrique）がある点を示すことでした。これこそがこの独自の言い回しの意味だった。
（Verdin 2010: 121）

「現前（présence）」の反意語は「不在（absence）」である。これまでに不在とされてきた「ア
フリカ」の存在を，雑誌を通じて示すこと。紙面を構成するいくつもの論考，作品，記事を通
じて「アフリカ」を出現させ，これを感知させること。たしかにそれこそジョップたちがこの
雑誌名に込めた本懐であるだろう。

アフリカ人とヨーロッパ人の協調
こうして『プレザンス・アフリケーヌ』の記念すべき第 1号は，1947年 11月頃に刊行され

た。雑誌はフランス語で書かれ，パリで出版された6）。
創刊号は，ジョップが「ニャーム・ングーラ」で述べるとおり，3つのパートからなっている。
最初のパートは「アフリカ研究者のアフリカの文化・文明に関する研究」である。このパー
トに掲載されているのは，モノ，マルセル・グリオール，バランディエといったフランス人の

5） 1936年に設置が決まり，1938年よりテオドール・モノを所長としてダカールで開館。現在のシェイク・ 
アンタ・ジョップ大学の研究機関「ブラック・アフリカ基礎研究所」（IFAN, Institut fondamental  
d’Afrique noire）。

6） ジョップは 1946年 12月からパリ 5区アンリ・バルビュス通り 16番地にアパルトマンを借りる
（Verdin 2010: 142）。ここが雑誌の事務局の住所となる。
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アフリカ研究者およびフランス人知識人サルトル，ムニエ，ナヴィル等の論考である。
次いで「われわれにとって最も重要だと思われるパート」，すなわち「アフリカ人の文章（長
編小説，中・短編小説，詩，戯曲など）」が来る。ここにはサンゴール，編集委員会に名を連
ねるベルナール・ダディエ，ディア・シセ，アブドゥライ・サッジの 3人，ビラゴ・ジョップ，
リチャード・ライト等による詩および小説が掲載されている。
「黒人世界に関する芸術作品や思想」に割かれる最後のパートは，「時評（Chroniques）」と
題され，芸術，音楽に関する論考，そして書評が掲載されている。
このように，第1号は，アフリカ人とフランス人の協調関係を強く印象づける構成をとっている。
さらにその印象は，巻頭に置かれた，1947年 10月という日付をもつアンドレ・ジッドの「緒
言」によっていっそう強まる。以下，その文章のあらましを紹介する。

　「いわゆる文明化された諸人民」の「アフリカの黒い世界」に対する態度には 3つの時
期があった。第 1は「開拓」である。「われわれ」がこのときに関心を持ったのは自分た
ちの土地には存在しない熱帯の植生や動物であり，自分たちの「家畜とした人間」である。
第 2は「尊大な憐憫」である。このときには，アフリカの人々を哀れに思い，「彼らをわ
れわれと同じにまで育成しようと試みる責務」を抱いた時期である。そして第 3の時期は
「理解」であり，「われわれ」はこの段階にいる。すなわち「黒い人民を救出したり，育成
したり，段階的に教化したりしようとするだけでなく，この人民がみずからを教化するに
任せるように努めなければならない。われわれは突然発見したのだ，この人民もわれわれ
に何かを言うのだと，だが，この人民がわれわれに語りかけるためには，耳を傾けること
に同意することが何よりも重要なのである」（Gide 1947: 3-4）。
　ところでゴビノーは『人種不平等論』で「ニグロは最高度の感覚的能力を有している」
（Ibid.）と指摘する。ゴビノーのこの「予言的」指摘にあるように，黒人は，音楽，ダン
スの分野で天分を発揮するのであり，また，仮面や彫像などの視覚芸術のうちには「直接
の情動」や「自然な表出」が見られる（Gide 1947: 5）。このようにアフリカは美術の分
野では「われわれ」とは異なる価値観を示してきたが，言語を通じた表明は遅れをとって
きた。「文学は遅れたままであるか，存在しないか，少なくともあるとは思われていない
まま」である（Ibid.）7）。それゆえ，この雑誌が意義を有するのである。
　しかし，その試みには困難が伴う。音楽や視覚芸術と違って，「われわれの言語」とい
う「借り物の道具」を使って「われわれ」に話しかけ，理解させなければならないから
である（Gide 1947: 6）。このために「われわれの文化の主要部分」を受け入れて，同化，
模倣をしてしまうことにより「自己意識」や「自己信頼」を欠いてしまう危険もある。そ
の危険に陥らず，この雑誌がまずは黒人同胞に語り，さらには「われわれに語る」に値す
るような内容を有することが望まれる。

以上の要約から分かるように，ジッドは「いわゆる文明化された諸人民」を代表する立場か
ら書いている。「われわれ」という人称を用いてジットがフランス人に求めるのは「耳を傾ける」

7） ルネ・マランの『バトゥアラ』がゴンクール賞を受賞したのは 1921年である。『帰郷ノート』の
雑誌掲載は 1939年。1930年代には『黒人世界評論』，『正当防衛』，『黒人学生』といった雑誌が刊
行されていた。サンゴールの詩集『影の歌』は 1945年に刊行。このようにさまざまな例があげら
れるが，当時のフランスの文学界の視界には入っていなかったことがうかがわれる一文である。
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ことであり，また，雑誌にたずさわるアフリカ人に求めるのは，同化的態度に陥らずにアフリ
カ人としての「自己意識」をもって書くことだ。そして，このジッドの緒言に続くのが，ジョッ
プの論考なのである。
ところで，この 2つの文章には明白な共通点が見出せる。
まず，いずれの冒頭にもサン＝テクジュペリの『城砦』からの引用が掲げられている。ジッ
ドの前書きの前ページに見られるのは，「ダンス」をめぐる引用箇所である。
次いで，「われわれ」の使用法である。ジッドは「いわゆる文明化された諸人民」の意で，
ジョップは「アフリカ人」の意で，それぞれ用いている。
このように形式的な面だけをとっても，2人の文章は対応関係にある。『プレザンス・アフ

リケーヌ』におけるヨーロッパ人とアフリカ人の協調性はきわめて意識的に示されていると言
えよう。

「ニャーム・ングーラ」
では内容面はどうだろうか。この 2つの文章の関係を見定める外的な証拠はない。たとえば，
ジッドから送られてきた文章を読んだのちにジョップが「ニャーム・ングーラ」を書いた，あ
るいは両者が示し合わせて書いた，というような事実があるのかどうかは不明である。しかし，
ジョップが，ジッドのようなタイプのフランス知識人をも念頭に置いて書いたとは言えるだろ
う。すなわち，ヨーロッパとアフリカの文化を相対主義的に捉えるような視点を打ち出しなが
らも，実際にはヨーロッパの文明が依然として優位にあると信じて疑わない，そうした「良識
的」知識人をジョップは念頭に置いているのではないだろうか（この点で「黒い現前」を書い
たサルトルや，セゼールの『帰郷ノート』の序文を書いたブルトンは明らかに一線を画している）。
ジョップはこの文章を書くにあたって，注意深く書かねばならなかったはずである。コンゴ
を見聞したジッドでさえもが，結局のところ，アフリカ人に対する温情主義的な視点を捨てき
れなかった。この時代，フランス植民地主義を糾弾することは，新しく雑誌を創刊する立場か
らすれば自殺行為であったはずである。同年のマダガスカル蜂起では，友人のラベマナンザラ
がその首謀者の 1人として逮捕され強制労働の刑に処せられる，そうした時代のことである。
このように考えるとき，雑誌をフランス人の協力と庇護のもとに出版することの重要な意義
が見えてくる。ジッドによれば，「ニグロ」は芸術分野では突出した才覚を発揮するが，その「文
学は遅れたままであるか，存在しないか，少なくともあるとは思われていないまま」だという
のがフランスの（少なくとも年配の）知識層の通念である。だとすれば，こうしたフランス人
を味方につけるためには，それなりの書き方が要求されるはずである。
このことは，この雑誌がフランス語で書かれることと当然かかわっている。「借り物の言語」
とジッドに呼ばれるフランス語で書く以上，ジョップの文章は，雑誌の第一の宛先とされる「ア
フリカの若者」だけでなく，宗主国ないし植民地に暮らす「フランス人」にも向けられている8）。 

8） ジョップは雑誌の紹介を目的に，1947年 6月，コナクリ，ニアメ，ブラザヴィルで「西洋世界に
直面するニグロ・アフリカ文化」と題する講演会をおこなった。この講演会に関する証言からは，
会場に足を運ぶのはむしろ現地に駐在するフランス人の方だったことが分かる（Verdin 2010: 145-
146）。また，定期購読を増やせるかどうかは，雑誌が今後「1948年 1月以降，月刊の予定」（第 1
号の表紙裏に記載）として刊行されるかどうかという経済的問題に関わってくる。結局のところ，
月刊化の試みは失敗に終わるが，創刊にあたってジョップはフランス人読者を念頭に置く必要は確
実にあった。なお月刊として予定どおり刊行できたのは第 2号までである。1948年から 49年にか
けて刊行することができたのは，7号までだった。



372 アジア・アフリカ言語文化研究　94

そのためだろう，この文章では，フランス人を糾弾する調子はおよそ見られず，批判的な言い
回しは極力抑えられている9）。部分的にみられる，フランスへの過剰ともいえる賛美もまた，
この文脈のなかで捉えるべきではないだろうか。
ジョップは，フランス人の読者を強く意識しつつも，この文章をアフリカ人の同胞に向けて
書いている。タイトルにフランス語ではないフルベ語（トゥクロール語）のことわざを掲げた
のは，その点でフランス人読者に対するささやかな挑発とも受けとれる。「肥るため」ではな
く「生きるために食べよ」を意味するこの「ニャーム・ングーラ」は，まさにこの雑誌が目指
すものを示している。ジョップによれば，アフリカ人は，将来を気にせず，運命（神の摂理）

に従順であり，現在に満足している。「目前の現状を満たしている栄養は享受しようとする」
のがアフリカ人であるという。これが「肥るために食べる」の意であろう（アフリカ人を「ブ
ルジョワ」に喩えるのは，この点に関わっているだろう）10）。
とはいえ，ジョップが「肥るために食べる」状態を全面的に否定しているわけでないこと
は，「ニャーム・ムパヤ」と題された，ジョップのもうひとつのテキストが示している（Diop 
2013）。1949年，プレザンス・アフリケーヌ出版社の最初の本として刊行されたタンペルス神
父『バントゥー哲学』11）の序文にあたるこのテキストには 1947年という執筆の日付が入って
いる。1947年が雑誌の創刊年であることは言うまでもない。おそらく当時のジョップにとっ
て『プレザンス・アフリケーヌ』と『バントゥー哲学』の刊行は緊密に結びついたプロジェ
クトだった12）。『バントゥー哲学』はアフリカ固有の哲学を素描しようとした書物である点で，
「ニャーム・ムパヤ」の内実に結びついている。
それに対し，「ニャーム・ングーラ」とは，ここでは，ヨーロッパ文明の特徴である「禁欲主義」
を身につけるということだと解釈することができる。この格言の元来の意味を踏まえて13）， 
ジョップは「ニャーム・ングーラ」を，目指すべきアフリカ人のヴィジョンとして提示してい
ると考えられる。
この文章の骨子は，アフリカ人の現状を全面的に肯定することにはない。むしろヨーロッパ
の文明の独自性（すなわちアフリカに欠けているもの）の明確化を通じて，その独自性をアフ
リカ人が学びとることが必要である，というものである。この文章がヨーロッパの文明をめぐ
る考察に当てられる主要な理由はここにある。

9） この文章のうちでは植民地主義を喚起する語がほとんど出てこない。しかし，ジョップが批判的に
捉えているのは，わずか一箇所のみ出てくる「植民地化（colonisaion）」の用法で理解できる。「フ
ランスによる植民地化の厳格な計画を越えて，この雑誌はヨーロッパと世界のその他の地域との関
係における一般的な問題を提起し研究することを望んでいる」。しかし，読者がこの語に敏感に反
応しないよう，ジョップは文面に工夫を凝らしている。

10） 肥っていることは，それだけ食べ物に事欠かないという意味で，裕福な徴とも見なされる。ブルジョ
ワとは，生活に困ることのない，裕福な者という意味だろう。そこには自己変革の契機がないとい
う意味で，ジョップは皮肉を込めて述べているのだと思われる。

11） 本論で参照した『バントゥー哲学』は 1965年第 4版の復刻版（2013年）である。
12） 『バントゥー哲学』がその後，エメ・セゼールをはじめとするアフリカ系知識人によって批判され

るなど，論争の書となったのは，同書復刻版の序文にスレイマン・バシール・ディアーニュが書く
とおりである（Diagne 2013）。

13） サヘルに暮らすフルベの人々には，身体的に痩せているのが美であり，肥っているのを醜とする
考え方，禁欲，清廉，慎ましやかであることを尊ぶ「行動規範」があるという。「生きるために食
べよ，肥るために食べるのではない」はこうした考え方に基づいたことわざだと考えられる。な
おNiam n’goura vana niam m’payaというジョップによる綴りは，一般的にはNyaam ngoura 
wonaa nyaam mpayaとなる。以上のことは小川了氏より私信でご教示いただいた。記して感謝申
し上げる。
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ジョップは，ヨーロッパ文明を，世界を征服する「闘う文明」だとし，その文明の動力のう
ちに「意志」，「禁欲主義」，「英雄的精神」，「個人主義」，「観念」といった，アフリカの伝統に
は見出せない特徴をみる。ジョップによれば，ヨーロッパとは「意志」の力でみずからを律し，
みずからの理想を世界に波及させようとする文明である14）。とりわけこの文明を特徴づけるの
は，現在への欲望を未来に投影することで「進歩」を実現するという「英雄的禁欲主義」であ
る。ジョップの考えを敷延して言うならば，この「英雄的禁欲主義」こそがヨーロッパ文明の
世界的な拡大を可能にしたのであり，帝国主義の原動力となったものなのである。
このことを別の言葉で言い換えるなら，ヨーロッパ的な「禁欲主義」や「個人主義」を身に
つけることは，アフリカ人がヨーロッパによって作りあげられた近代的世界に参入することで
ある。カトリックに改宗し，元老院議員を務める当時のジョップ自身の生き方とも重なるこの
アフリカ的なものとヨーロッパ的なものの狭間こそが，『プレザンス・アフリケーヌ』の（屈
折した？）出自だったと言えるのではないだろうか。
ジョップはこの狭間を「根無し草（déracinés）」と表現している。「自分自身が根無し草で
あるというこの状況が許されるのは，［みずからの出自を明確に表明できないことに対する］
倫理的な憂慮を完全に捨て去ったときである。それゆえ，われわれは，この雑誌が有益だと思
うからこそ，この［根無し草であることについての］思索を諦めようとはしないのである」と
彼は述べる。
「根無し草」という言い方から読みとれるように，ジョップはこの状態を決して肯定的には
捉えていない。しかし，この状態にあること，すなわち，どちらの社会にも帰属しえない両義
的な立場に身をおくことが，アフリカの文化・慣習を，フランス語を通じて，フランス的な思
考の枠組みで捉えることを可能にする。アフリカの文化・慣習の特徴を「観念（idée）」でもっ
て捉えることが，フランス語で思考し，表現することの意義である。「われわれが現代社会の
中に組み込まれ，はっきりと位置づけられるのを可能にするために，『プレザンス・アフリケー
ヌ』は，世界に対してわれわれ自身を示しながら，われわれに，観念（idée）というものを信
じるよう教えるだろう」。
アリウン・ジョップ，レオポル・セダール・サンゴールといった知識人たちがこの雑誌の創
刊に賭けたものは，アフリカの大半を支配するヨーロッパ文明の圧倒的優勢下において，アフ
リカについて語る言葉があることを「われわれアフリカ人」の側から示すことのうちにあった。
そのことに思いを馳せるとき，1947年の植民地状況下にあって，アフリカを冠する雑誌の刊
行を告げる文章を書くことが決して容易ではなかったことについて，わたしたちは想像するこ
とができるのではないだろうか。

雑誌の主要な目的の 1つは，黒人との関係を白人が一方的に語ることを終わらせることで
あり，アフリカだけでなく，地球全体に四散した黒人にかかわることのすべてをはっきり
と，完全に引き受けることである。（Rabemananjara 1977: 25）

「アフリカの独立」から歳月を経た 1977年，『プレザンス・アフリケーヌ』刊行後からちょう
ど 30年経ったのちのラベマナンザラの言葉である。

14） ジョップが西欧文明の特徴を「意志」に見出す点は，哲学においては，知性よりも意志を優位とす
る「主意主義」を想起させる。森元庸介氏からご教示いただいたことを記して感謝する。
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2　 アリウン・ジョップ「ニャーム・ングーラあるいは『プレザンス・アフリケーヌ』の存在
理由」（「プレザンス・アフリケーヌ」駒場研究会訳）

訳文作成の方針
ここに訳出したアリウン・ジョップ「ニャーム・ングーラあるいは『プレザンス・アフリ
ケーヌ』の存在理由」は以下のフランス語論文の日本語訳である。Alioune Diop, « Niam 
n’goura ou les raisons d’être de Présence Africaine », Présence Africaine, numéro 1, nov.-déc. 
1947, pp. 7-14.
この訳文は，筆者が担当した東京大学 2015年度秋学期科目「広域フランス語圏文化論」（駒
場校舎にて開講）を受講した学生有志である川端万貴，中村美依奈，宝珠山陽太，松野雅人，
三瀬由香子，村上健吾の手によるものである。6名が 2つの班に分かれてそれぞれのパートを
細かく検討し，訳文の第 1稿を作成したのち，筆者が全体を見直し，さらに星埜守之，小川了
両氏の助力を得て，最終稿を完成させた。
訳文の方針は，第 1稿作成時から，論理を明確化することにあった。このため，原文を尊重

する訳し方（いわゆる逐語訳）では意味が判然としないと思われる箇所については，意訳をお
こない，読みやすさを重視した。意訳のさいには，本文における重要な概念や，頻出する単語
についてはそのままの形で訳すよう心がけた。
本文の脚註（15～23）は，すべて著者アリウン・ジョップによる。訳注にあたるもの，あ
るいは補足した言葉は［　］で示している。ゴシック部分は，原文ではイタリック体による強
調部分である。また，いくつかの単語については原綴を示している。

本文
 （クンバ・サテ・ンダウに）

ニャーム・ングーラ15）

あるいは『プレザンス・アフリケーヌ』の存在理由

 アリウン・ジョップ

 父が言うには，人間とは何より創造する者だ。
 協力する人たちだけが兄弟なのだ。
 サン＝テグジュペリ［『城砦』所収］

われわれがここに創刊する雑誌は，いかなる思想・信条，いかなる政治的な立場も標榜する

15） ニャーム・ングーラ・ウォナー・ニャーム・ムパヤ（NIAM N’GOURA VANA NIAM M’PAYA）

はトゥクロール語［フルベ語］のことわざで，「生きるために食べよ，肥るために食べるのではない」
の意。R.ライトによる同論考の訳文を参照［『プレザンス・アフリケーヌ』第 1号巻末に掲載］。
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ものではない。
この雑誌は，われわれがアフリカの独自性（originalité）を明確にし，現代世界への参入を
早めることを手伝ってくれるような，善良な意志をもつすべての人間（白人，黄色人，黒人）

の協力に対し，門戸を開きたいと思っている。

＊

「プレザンス・アフリケーヌ」は，3つの主要なパートからなる。
第 2パート，すなわちわれわれにとって最も重要だと思われるパートは，アフリカ人の文章

（長編小説，中・短編小説，詩，戯曲など）によって構成される。最初のパートでは，アフリ
カ研究者によるアフリカの文化・文明に関する研究を掲載する。われわれはまた，黒人の西洋
文明への統合のさまざまな様態についても検討する。そして最後のパートでは，黒人世界に関
する芸術作品や思想を詳しく見ていく。
次号以降，われわれは，アフリカ人によってアラビア語で書かれ，フランス語に訳された文
章を掲載したい16）。また，ヨーロッパの人文知（humanisme）の多様な形態をアフリカの若
者に知らせるための欄も設けたい。各号の最後の数ページでは，われわれの現在の社会生活の
象徴的なできごとに言及しようと思う。そしてこの雑誌にささやかながらイラストも載せたい
と思っている。

＊

この雑誌を創刊するにあたって，われわれが真っ先に考えたのはアフリカの若者のことであ
る。われわれは主に彼らに向けて語るのだ。アフリカの若者には知的な糧が不足している。ヨー
ロッパにおける知的活動の風聞は，彼らのもとにほとんど届かない。乾いた孤独と若気の熱情
に身を任せる彼らには，世界に対して開かれた窓がなければ，息を詰まらせ，知的に枯渇して
しまう危険がある。
とはいえ，当然のことながら，われわれの試みが実際に出発した地点はそこにはない。その
アイデアは 1942年から 43年に遡る。われわれは海外からの数人の留学生としてパリに集まっ
ていた。みずからの本質や諸価値の真正性を自問して苦悩するヨーロッパにあって，われわれ
は，何が，自分たち自身を浮かび上がらせる立場であり，特徴であるのかを学ぶためにつどっ
ていたのだ。
白人，黄色人，黒人といった伝統的な出自（の枠組み）に帰属することもできず，かといっ
て自分たちをヨーロッパと同一視することもできないわれわれは，新たな種族―精神的に混
血の種族―を構成しているように感じていたのだ。しかしこの種族は，自分たちを固有の出
自（originalité）として名乗り出ることはしなかったし，その独自性を自覚することもほとん
どなかった。
われわれは根無し草なのだろうか。われわれは，世界における自分たちの位置をこれまで考
えたこともなかった。また，2つの社会の間で見捨てられ，いずれの社会でもはっきりと認知
されず，いずれの社会からも疎外されてきた。まさしくこうした意味でわれわれは今まで根無

16） 第 2パートでは，われわれは，われわれの寸言［この雑誌の存在理由としてのニャーム・ングーラ］
を改良する可能性があるすべての提案を歓迎する。
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し草であったのだ。
自分自身が根無し草であるというこの状況が許されるのは，［みずからの出自を明確に表明
できないことに対する］倫理的な憂慮を完全に捨て去ったときだ。それゆえ，われわれは，こ
の雑誌が有益だと思うからこそ，この［根無し草であることについての］思索を諦めようとは
しないのである。

＊

しかしながら，自分たちのことしか考えないというのは身勝手で無分別なことだろう。本誌
の目的は単に，ささやかな存在に過ぎないわれわれだけに向けられたものではない。われわれ
は全人類という巨大な鎖の環の一部に過ぎず，本誌の射程はそれを超えて全世界に向けられて
いる。
この人類は，今日，異なる 2つの集団から成り立っている。そのうち少数派は，活動的で生

産的で創造的な人々，つまりヨーロッパだ。それに対して，もう一方で大多数を占めるのは，
海のかなたに住む人々（hommes d’outre-mer）である。この人々は一般的にあまり活動的で
はなく，ほとんど生産的ではない（少なくとも彼らの生産力は現代のテンポには追い付いてい
ない）。彼らは「白人のお荷物」なのである。
闘う文明（civilisation militante）の創造者であるヨーロッパは，その他の世界に自分たち
の思考・行動・生活の様式を押しつける。白人は，みずからの戦闘的宇宙の様式を尊重しない，
あらゆる人々の集団を否定し，踏みにじる。
とはいえ，誰も，〈歴史〉と〈進歩〉をほしいままに統御する特権を握ったことはない。〈歴
史〉と〈進歩〉は，ヨーロッパ人の根気強い活動によって始動された力ではある。しかしヨー
ロッパ人でもしばしばそれを思い通りに制御しきれなくなることがある。そうであればこそ，
われわれは，たった数百万の頭脳が世界を思い，導き，豊かにすることを一手に引き受けてき
た状況を変えようとしているのである。つまり，われわれは数十億の「海のかなたの人々」の
将来に目を向けて，これらの人々が変容し，この時代の生き方に適応した思考と技能を手にし
て，人類の運命を思索し，それを善き方向に導いていく責任を共有するようになることを望む
のである。
したがってわれわれの試みは，人間に対して確固たる信念を求めようとする願望から生まれ
てきたという一面も含んでいるのである。

＊

おそらく，西洋文明のもっとも際立った一般的性格は，禁欲主義（ascétisme）である。ただし，
その禁欲主義は，無為を意味するのではなく，人間のあらゆる能力に影響を及ぼすような果断，
かつ能動的なもののことである。
禁欲主義は何よりもまず，意志（volonté）に対して影響を及ぼす。われわれはヨーロッ
パ滞在をはじめてまもなく，倫理が聖なるもの17）ではなく，いくらかの理性的原則への意思

17） 多くのアフリカ社会でも同様である。アフリカ社会では，善はたしかに意図の純度によって評価さ
れるが，何より大事な評価基準は，特定の正

カノン
典に行いが一致しているかどうかである。そうした正

典は，理性によって統御されているというよりも，敬われている。
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（vouloir）の忠誠を土台にして作り上げられているのを目にして驚かされた！
不屈の理性の厳格さのみを信じることによって，利己主義から解放され，人間社会に最も有
益であるような生き方を構想し，体現すること。それが［ヨーロッパにとっての］善なのである。
しかしここで重視される理性とは，動きつづける複雑な現実であり，一回の決断で完全に賛同
できる類のものではない。原則的に，社会秩序の流動性とは，市民 1人ひとりが全力でこの禁
欲的な理性に資する活動的な監視を行って，統治機能を強めようとすることをのぞけば，いっ
たい何の意味があるのだろうか。
しかし，［ヨーロッパと比べた場合］，われわれの人格をもっとよく示すのは芸術である。芸
術は，われわれの深い意思のほんのわずかな独自性さえをも，どんな活動よりも表してくれる。
だから，われわれは，真に純粋な喜びで芸術的創作に陶酔するのだ。芸術的創作は神々の高み
へとわれわれを引き上げる。一方のヨーロッパでは，最高度の倫理（morale）が一種の美的
な響きを感じさせないだろうか？　それから，意志の巨人たちが芸術においてもっとも揺るぎ
ない名声を享受しているのではなかろうか？　ベートーベン，スタンダール，ボードレール，
ヴァレリーやその他多くの意志の巨人たちが？　これに対して，並外れた感性に秀でた芸術家
たちは，芸術の生産者というよりも，（並外れた才能を持った）消費者に過ぎない。創作する
のは意志であって，感性は評価することしかできないのである。このようにヨーロッパにおい
て，芸術は（意志による）献身に最も適

かな

う活動であり，創作者だけにその行為に見合った名声
を与えるのである。
真実を知るということは，詰まるところ，想像力による空想や，知的怠惰による幻想を疑っ
てかかることである。それらを疑うことを通じて，逆に批判的な理性に否定されえないものの
輪郭そのものを浮かび上がらせ，心

エスプリ

で感じ取るのである。真実は伝統的な規範によって定めら
れるものでなければ，知性によって余すところなくとらえられるものでもない。それは具象的
なもの，あるいは不変のもののなかに見出されるのではなく，日々変化する規範―万物の支
配（万物における有害なものを支配すること）18）を確固たるものにするべく，常により厳密に
なっていく規範―が向かう方向性のうちに見出すことができるのだろう。
仮に〈進歩〉というものが存在しないとしたら，人間の敵意や有害性を絶えず心配して，活
動を正当化することで〈進歩〉を発明する必要があるだろう。
しかし正確に言えば，この戦い，つまり宇宙・社会・個人の意識に対して布告されたこの永
続的な戦いは，一種の英雄的な禁欲主義に基づくものといえるのではないだろうか。それは，
救済や人間としての偉大さを勝ち取るために現在の魅惑を犠牲にする，という禁欲主義のこと
である。
それでも，戦闘的な野心も敵対的な不信も観察されないような 2つの領域が残されている。

友愛（amitié）と愛（amour）だ。ただしここでも，愛それ自体（それは友愛を前提としてい
る）を 2人の人間が寛容さと献身を競う場としてとらえることもできてしまうのではないだろ
うか。たしかに愛は倫理的な陶酔の瞬間を含んでおり，愛される人はその瞬間において相手と
の信頼関係に歓喜する。しかしその人はその陶酔を一方的に感受することに甘んじてはならな
い。というのも相手の側からしてみれば，逆にパートナーから情熱を受けなければ生き続ける
ことはできないからだ。
つまり，個人の意識（conscience）と意志（ヴァレリーが無生物の純粋性において唯一欠け

18） ここには個人意識の害悪もふくまれる。これに関しては，ニーチェ，イグナチオ・デ・ロヨラ，カー
ル・マルクスが，アフリカに存在する定式化されないヒューマニズムを批判していた。
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るものとしたあの意識）は，その純粋な活動によって，市民，友人，芸術家，聖人，英雄といっ
たすべての存在を規定しているのである。

＊

われわれアフリカ人は，個人の意志というものに重きを置かない傾向にある。われわれにとっ
て，他者との関係においてなにより大事なのは親族のつながりということである。つまり，古来，
何百年もの昔からそこに動かしがたくあるものとして存在する血縁・親族関係が重視されてい
る。そこでは，個人の意志というものはほとんど無力なのだ！　［われわれの社会では］なに
ごとも神の摂理で説明され，たいていの場合，昔からの伝統を守り，尊重してさえいれば人は
幸せなのである。
われわれアフリカ人にとってイザベル・リヴィエールの手になる『先のことをあれこれ
考えないという徳（De la vertu d’imprévoyance）』［同名の本はないため，Sur le devoir 
d’imprévoyanceというリヴィエールの著作を指していると思われる］という本のタイトルは
なんと分かりやすいことだろう！　空の鳥や野原のゆりが将来のことを心配しないように，わ
れわれは明日のことをあまり気にしない。われわれの身の周りにある数々の禁忌，人生の不幸，
宗教で禁じられている事柄は，時に，われわれの生きることへの意欲にそぐわないように見え
る。しかし，それらが，われわれに悲観的な考え方や神経質な警戒心を駆り立てたりするわけ
では決してない。こういった障害物はどちらかといえば，われわれが個人意志という悪魔的な
ものにそそのかされないよう，守ってくれているのである。アフリカ人にとって，人生はそれ
があるがままの形でよいものなのだ。
だからといってアフリカ人が努力を嫌うというわけではない。アフリカ人は仕事に大いなる
健やかな喜びを見出すのだ！
しかし，努力が崇高で恩恵をもたらすものだといっても，それは個人の自発性というよりは
単純で伝統的なしきたりによって支配されている。
間違いなく，われわれから見ると，ヨーロッパは時に異常なほどの積極的行動主義や常軌を
逸脱するほどの意思の有様を見せる19）。しかしヨーロッパは一方でわれわれに次のことを教え
てくれる。今後は，個人の冒険の意義を過小評価することも，また先の見えない将来を目前に
したすべての人間を結び付けて取り込む，積極的かつ運命的な連帯を忘れることも，危険を伴
わずにはなしえない，と。

19） ヘロストラトス［アルテミス神殿の放火犯］の例やボードレールの「ワレトワガ身ヲ罰スル者（エ
オトンティモルメノス）」の詩［以下の詩は阿部良雄訳に拠る］がハムレットやファウストの詩と
同じようにそのことを立証しているように。

 神を讃える交響楽のなかで，
 私は調子外れの和音でないだろうか
 私をゆさぶり，私を噛む，
 ガツガツした〈皮

イロニー
肉〉のおかげで？

 私は自分の心臓の吸血鬼
 ―永遠の笑いの刑に処せられて，
 もはや微笑むことはできぬ，
 あれらの偉大な，見捨てられた者の一人！
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しかしながら，ヨーロッパの英雄的精神の極みは，みずからの同胞を啓蒙し自由にするとい
う行いにあるのではないだろうか。ヨーロッパはみずからの自由と明晰さの，まさにその毒性
（virulence）の中でのみ同胞に接近し，そうすることで，同胞のそれぞれが，この分け与えら
れた徳（vertu）の内から義務を受け継ぐようにしているのではないだろうか，普遍的な価値
観および秩序を皆とともに鍛え上げるという義務を。
たしかに，それはアフリカから見た場合のヨーロッパの独自性であるように思われる20）。
ところがそのような文明の圏域はすでにヨーロッパという枠を越えている。そしてその文明
が広がるところではどこでも，疑いの目を持った批判的な警戒心と生産力に関する同一の資質
を全員がもつ限りにおいてのみ，秩序は守られ，繁栄が保障されるのだ。
フランスに関していえば（フランス人民は自国の歴史と思想，芸術の特定の特徴によって，
英雄的な理想をもっとも実現している人々である），フランスは個人の意志を解放する，すな
わち，その毒性と肥沃さを意識させ，個人が明晰な世界でみずからの目的を果たすことを可能
とする，すべての接触を促進するという使命（mission）を持っている。

＊

それゆえ本誌がフランス的であること，フランスという枠組みの中で生きていることを嬉し
く思っている。とはいえ，本誌は―もう一度言うが―善き意志を持つすべての人々を対象
にしている。
フランスによる植民地化の厳格な計画を越えて，この雑誌はヨーロッパと世界のその他の地
域との関係における一般的な問題を提起し研究することを望んでいる。しかし，ここではアフ
リカを例にとる。
黒人たちは，自身がもっとも恵まれていないと感じているだけにますますそうする必要があ
るのだ。何千年も前からある種宇宙にも似た沈黙の中に閉じ込められ，多くの人にとっては世
界の進化には役に立っていないように映り，獣じみた空しい活力へと還元されながらも，黒人
たちはみずからの知恵と独自性を欠くことのない生き方のヴィジョンに従って生きているの
だ。生き生きとした感受性や悠久にして独特な歴史は，多くの点で，広く知らしめるのに役立
つであろう経験を黒人たちに与えてきたのである21）。
黒人たちが表現するところのこの言語［フランス語］は，本誌において，新奇にして新しい
精神的テーマを，これまでになかった感性の諸形態を必ず明るみに出すだろう。この言語でわ
れわれが表現することは，ヨーロッパ文明さえも豊かにするかもしれないと言い足してみるこ
とは不遜であるだろうか。だが，それこそがわれわれの考えなのである。というのも，現代生
活の特徴のひとつは，個人個人の意識が互いに交流しうるものだと信じることだからだ。ニグ
ロ＝アフリカ人は，そうは考えない。したがって，ニグロ＝アフリカ人にとっての愛と友情は，

20） これが理念的なヨーロッパである（先程までの抽象的なアフリカと同じように）ことは間違いない。
これはヨーロッパの不変の性質というよりも，ヨーロッパの意志の一般的な傾向である。

21） すでに，アメリカ大陸に移住させられたアフリカ人は，―その大部分はアフリカの風習をすっか
り忘れている―十分に以下のことを立証している。それは黒人（nègre）の精神的な活力と独創
的な力は世界にとって今後必要である，ということだ。とはいえ，彼らは，老朽化した非人間的な
社会の枠組みになおも囚われている。リチャード・ライトをはじめとするニグロ＝アメリカ人作家
の話によるならば。彼らがフランスを称賛することがそれを裏付けているだろう。

 非アフリカ人の黒人作家については特集号を組むつもりだ。
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確かに楽しみを欠くことはないのだが，親密さをやや軽んじるのである。ヨーロッパでは，反
対に，人間とは，その人間性が表されるか，表される可能性がある範囲においてのみでしか実
在しない，とまで思う人々もいる。社会制度は，少なくとも，その範囲においてのみ，人間の
ことを尊重するのである。そして，文学はそれじたいで議会と同じくらい有用な制度になる。
実際，社会環境が進展し，緩和され，人間味を帯びるのは，人間を題材にして営まれる芸術と
思考が社会環境の新しい局面を徐々に発展させ，これを認知し尊敬するように仕向けるからで
ある。しかし，各人がみずからの運命をすっかり引き受けており，学問や思考によって明らか
にされた法や事実のみに注意を向ける，まさにこうした闘う社会の中では，みずからの人格を
はっきりさせない人はみな，否定されてしまう。反対に，みずからの唯一無二の魂を表現する
こと。それは世論と諸制度の枠組みを，より広い意味での人間的な方向づけの中で，修正する
ことに貢献することである。

＊

黒人は，現代都市の形成に際しては，その不在（absence）が際立っているが，真の意味で
人間に見合ったヒューマニズムの再建に貢献することによって，少しずつその存在（présence）
を示すことができるだろう。
というのも，もし，普遍主義の形成において，ヨーロッパ人の主観しか働かなかったら，真
の普遍主義に到達することができないのは明白であるからだ。明日の世界はすべての人間に
よって築かれるだろう。恩恵に預かっていない人々が，この将来の建造物にとって必要不可欠
な道具を，ヨーロッパ，とりわけフランスから受け取るということは，それだけで重要なこと
である。
目下のところ，普遍主義は神殿の形をなしており，その神殿というのは，正面から見れば完
璧に見えるが，背面，すなわち決して見られることもなく，称賛にも批判にもさらされないと
ころは，未完成で不合理なものである。しかしながら，ヨーロッパ人もまた，すべての角度か
ら自分の姿を見ることができないはずである。海外の人間はヨーロッパの美しさを映しだす鏡
としてまさに役立ちうるが，その美しさは，われわれの美しさにも至るときにのみ完璧なもの
になるだろう。さもないと，ヨーロッパは，誰にとっても不毛なある種のナルシシズムの中で，
虚弱になっていくおそれがある。

＊

われわれアフリカ人は，これらの文化的活動から，きわめて的確な貢献を期待している。わ
れわれが現代社会の中に組み込まれ，はっきりと位置づけられるのを可能にするために，『プ
レザンス・アフリケーヌ』は，世界に対してわれわれ自身を示しながら，われわれに，観念
（idée）というものを信じるよう教えるだろう22）。
というのもその点についてわれわれはいまだにヨーロッパ人とは異なっているからだ。われ
われが具体的なものに―とりわけ，その自然のままの直接的な味わいに―関心を向ける

（présents）間，ヨーロッパ人たちは存在の危機へと向かい，それを払いのけようとするので

22） 抽象的観念がいまだわれわれにとっては言葉にすぎないと納得してしまうことはたやすい！　だか
らわれわれはその諸観念が存在していないかのように暮らし続けるのだ。
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あり，それゆえ，宇宙の法則，社会の法則，そして心理の法則を知ることに没頭するのだ。わ
れわれにとって宇宙は驚くほど無限であって，われわれの旺盛な食欲を満たすために供される
果てしない豊かさである。われわれは世界を知り，征服する気はほとんどないが，目前の現状
を満たしている栄養は享受しようとする。われわれは「即時的に」生きている。ある意味では，
ヨーロッパ人が活動家（militant）であるのに対して，われわれは富

ブルジョワ

裕者だ23）。
ところが現代世界の展開は，いかなる個人にもいかなる自然の文明にもその支配から逃れる
ことを許しはしない。われわれには選択の余地がないのだ。われわれは今や歴史の英雄的段階
に身を投じている。そこでは（個人的な幸福に執拗にすがりついて）死を受け入れるか，救済
と大いなる幸運を手に入れるか，なのだ。
しかし救済は次のような人々にしかもたらされることはない。人間を信じている人々，人間
的活動と学問の価値を信じている人々，世界を見えない運命に導くいくつもの法則の律動に関
心を向けながら，自然の創造的な自発性の代わりに人間の理性と意志を充てるために，これら
の法則をつかみ取る人々である。
他方，われわれアフリカ人は，思考を入念に作り上げることと，技術を発達させることに食
指を動かす必要がある。また，以下のように西洋文明を理解する必要があるのだ。西洋文明は
自然の諸文明を消滅させることはなく，その諸文明のうち，みずからの生

エラン・ヴィタル

の躍動とわれわれの
存在の効果によって残すことを許されたものを，まさに保存するだろう，と。
われわれは特に理想とは何かを知り，それを選びとる必要がある。自由かつ必然的に，そし
て世界中の生活を想定しながら，その理想を信じる必要がある。われわれは，いつの日か新た
な秩序の創造者の一員になるために，世界地図上に提起されるさまざまな問題を検討し，全員
でそれらの問題を考えなければならない。
これは人種差別の狭量な段階を越える最良の方法だ。人間の重要性を徐々に損ない，心を気
難しくし，魂を息苦しくするのが，この人種差別という悪なのである。われわれが要求してい
る知的な協力は，おそらく全員にとっても有益になりうる。ヨーロッパは将来のあらゆる文明
の種の創造者だ。しかし海のかなたに住む人々は果てしない精神的資源（古代中国や，考え込
むインドから，寡黙なアフリカまで）を保持しているのだ。そのような精神的資源はヨーロッ
パによって豊饒にされるはずの実質をなしている。われわれは互いにかけがえのない存在なのだ。

＊

われわれが信頼するのは，何よりフランス人民である。つまり，善き意志を持つこれらすべ
ての人々を信頼している。もっとも英雄的であるフランスの伝統に忠実で，人間と人間の偉大
さのみを崇拝することにみずからを捧げてきた，これらすべての人々を。
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