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常設展示リニューアル
〈アフリカ〉

仮面や木彫、彫像、金属細工にみる技術の高さと美の感性に、多くの日本人が新鮮
な驚きを感じた開館時のアフリカ展示。では、
アフリカの現在の実像はどうであるの
か。時間を超越したかつての展示に歴史という時間軸を投入すれば、
アフリカはどの
ようにみえるのか。重厚で伝統の重みに満ちた暮らしは、
生き生きとしたエネルギー
に満ちた世界へと変貌する

た け ざ わ しょういちろう

民博 民族文化研究部

竹沢 尚一郎

専攻は文化人類学、アフリカ史。この十年ほど、
西アフリカで考古学の発掘調査に従事してきた。
近著に『サバンナの河の民ーー記憶と語りのエ
スノグラフィ』
（世界思想社）
。

三〇年前に策定された民博の展示
方針は、つぎのことにあったと思わ
れる。モノの用途やコンテキストの
説明よりも、モノのもつ力を最大限
に発揮させること。そうした方針は
当時としてはまったく斬新なもので
あったし、実際、世界中で高い評価
を受けてきた。

展示の四つの基本方針
しかし、そうした展示が、毎年ア
フリカを訪れ、現地の人びとと接し
てきた私たちに、違和感を生じさせ
ていたのも事実である。私たち民博
の六名のアフリカ研究者は、何度も
話し合いをもつなかで、新しい展示
の基本として以下のことを決めた。
アフリカの人びとの「顔」が見え
る展示にすること。従来のアフリカ
展示が農村と伝統に力点を置いてい
たのに対し、新しい展示は「都市」

と「現在」を伝えるものにすること。
それに当たっては、アフリカのもつ
「歴史」の展示が不可欠であること。
アフリカの人びとが好きな「華やか
さ」を再現した展示にすること。
あまりに要求が多すぎたというべ
きだろうか。ともかく、新しい展示
が実現した。

六つのセクションで構成
展示は六つのセクションからなっ
ている。
「歴史
を掘りおこす」
「憩う」
「働く」
「装う」
「祈る」
「アフリカの現
在 」 で あ る。
こ の 六 つ に、
クバの王の華
麗な衣装を展示した「イントロダク
ション」が加わって、新しいアフリ
カ展示が構成されている。
各セクションのねらいは、それぞ
れの担当者が説明する。新しいアフ
リカ展示を見て、どのような感想を
もたれたか。是非お聞かせいただき
たい。
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歴史を
掘りおこす
アフリカの豊かな歴史の実像
竹沢 尚一郎

よ し だ

け ん じ

吉田 憲司
民博 文化資源研究センター
専門は博物館人類学。アフリカを中心に仮
面や儀礼、キリスト教独立教会の動向につい
てのフィールドワークを続ける一方、博物館・
美術館における文化の表象のあり方について
の研究を続けている。

新しいアフリカ展示場の「祈
る」と題された一画に、私が二五
年間フィールド・ワークを進めて
きたザンビアのチェワ社会の仮面
のコーナーを設けた。そのコーナーには、死者の
葬儀、とくに喪明けの儀礼に登場する、ニャウと
呼ばれる仮面の踊り手と、ニャウ・ヨレンバと呼
ばれる動物のかぶり物を展示している。

死者の霊を祖先の世界に送る
私は、一九八五年五月、加入儀礼を受けて、
チェワの人びとがつくる仮面結社のメンバーと
なった。今回展示したカモシカ、ハイエナ、カメ
のかぶり物は、その加入儀礼の際に教えを受けた
技法を用いて、私自身が日本に帰国してから製作
したものである。結社のメンバーが製作したもの
であるから、
「複製」ではない。
展示場では、それらのかぶり物が乱舞する様子
を、映像でも紹介している。二〇〇〇年に亡く
なった、私のフィールド・ワークのアシスタント、
モゼス・ピリのために、私自身が喪主となって催
した葬儀の際に撮影したものである。世界で、こ
のみんぱくでしか見られない映像といってよい。

死者の霊は、こうした仮面の舞踊を通じて、祖先
の世界へ送り届けられ、将来子孫の中に生まれ変
わってくるといわれている。

二五年間の記録と
記憶の凝縮

民俗文化の
栄光と受難
い い だ たく

民博 文化資源研究センター

飯田 卓
マダガスカルやモザンビークなど、西インド洋の
村落社会で調査研究に従事。マダガスカルでは、
生活に用いる道具や工芸品の調査をとおして、
人と自然の関わりの変化を探ろうとしている。

た。マダガスカルのなかでも、こうした墓標彫刻
を作る地域はそれほど多くない。アルアルは、裕
福なマハファリ人の遺族が、亡くなった家族のた
めに注文するものだった。
ところが近年、この彫刻がヨー
ロッパなどの美術批評家の目にと
まり、世界中に流通するように
なった。そのきっかけは、一九八
九年にパリのポンピドゥー・セン
ターで催された「大地の魔術師」
という展覧会である。いまだに伝
説的なこの展覧会では、いわゆる
美術家にまじって、現代美術とい
うジャンルが確立していない国々
の作家が出展した。マダガスカル
からは、エフィアインベル氏という無名の作家が
ただ一人、アルアルを数点出展した。彼は、美術
品として彫刻を作った経験はもちろんなく、ほと
んどの場合は地域の有力者に依頼されてアルアル
を作っていた。つまり、地域のなかで地域のため
に作られ続けていた彫刻が、かくれた逸品として
世界中に紹介されたのだ。

民俗遺産の盗難撲滅にむけて
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「仮面の森」
の今

アフリカ展示の最初のセクションは、「歴史を掘
りおこす」となっている。なぜアフリカの歴史な
のか。いくつかの理由がある。
第一に、アフリカに豊かな歴史があることを示
すことである。アフリカの牧畜や土器作りの開始
は今から一万年前までさかのぼり、世界でもっと
も古い地域のひとつである。

アフリカの作物は日本まで伝えられている
その後、紀元前五千年ごろから、アフリカでは
トージンビエやシコクビエ、ヒョウタン、スイカ
などの作物が栽培化され、そのいくつかは日本に
まで伝えられている。さらに時代が下って西暦七

世紀以降は、他の大陸との交流のなかでいくつも
の王国が誕生した。
ところが、アフリカに豊かな歴史があることは
あまり知られていないし、これまで世界のどの博
物館でも、歴史の展示が試みられたことはない。
その理由は明らかだ。考古学調査の未発達なアフ
リカ大陸には、過去を展示しようと思ってもモノ
がないのである。そのため、私たちの展示も写真
が多くなっている。

「仮面の森」
のコーナーに並ぶ、筆者の制作したニャウ・ヨレンバ

エフィアインベル氏は、二〇〇六年に逝去した。
彼が美術家を自認していたのかどうかはわからな
い。しかし、その息子のジャック ジャン氏は、
はっきり自分を美術家だと自認している。
あたらしいアフリカ展示では、息子のジャック
ジャン氏が作った彫刻を展示している。彼の仕
事は、たんに海外の蒐集家を楽しませるだけでは
ない。
海外の愛好家に一定品質のアルアルを提供す
ることは、
墓場のアルアルの盗難に歯止めをかける
ことにもつながっている。
=

アフリカの繁栄の終焉

ニャウの仮面をかぶることが
できるのは、結社のメンバーの
男性に限られる。また、ニャウ
の踊り手が、男たちが仮面をか
ぶって扮装したものだという事
実は、女性や子どもたちには秘
密にされている。仮面について、
男たちが有している知識、女た
ちがもっている知識、子
どもたちの知識。社
会のなかにみられ
るそうした知識のあり方の違いも、
小型のパネルを用いて示している。
チェワの社会を含む南部アフリ
カでは、今、キリスト教が爆発的な
広がりをみせている。そのような動
きのなかでも、仮面結社の活動は活発
に展開されている。
わずか二坪ほどのコーナーであるが、
「仮面の
森」のコーナーは、過去二五年、私がチェワの人
びとと過ごしてきた日々の記録と記憶の凝縮され
たコーナーである。

あたらしいアフリカ展示に登場したジャック・
ジャン氏製作の彫刻（いちばん下）

=
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盗難にあったアルアル

子どもたちは、
「ニャウの踊
りはカッコイイ」といい、幼
いころからその踊りを真似
て遊び、成長する
〈ザンビア、
カリザ村、1993年撮影〉

イントロダクションと歴史のコーナー

アフリカの歴史展示は、
「文明の誕生」
「王国と
交易」
「奴隷貿易」
「植民地経験」
「解放への闘い」
の五つに分かれている。アフリカ各地の岩絵と農
業の開始を示した「文明の誕生」につづいて、私
自身が西アフリカで
おこなっている発掘
現場の再現と、サハ
ラ交易、グレートジ
ンバブエを紹介する
「王国と交易」の展
示がある。
このようなアフリ
カの繁栄は、一六世紀から四百年つづいた「奴隷
貿易」と「植民地支配」によって終焉した。とは
いえ、アフリカの人びとは支配に忍従するのでは
なく、それを読み替え、取り込んで、新たな文化
形式をつくってきた。そうした創意工夫は、植民
地期に作られた展示品にも見られるし、
「憩う」
や「装う」のセクションでも確認できる。
どの社会であれ、歴史をもたない集団は存在し
ないし、過去は現在を規定する主要因である。歴
史の展示を通じて、アフリカを見る視線に変化が
あることを、強く願っている。
ミシンをかける
女性
〈ガーナ〉

装う

装う

憩う
架空空間に暮らしを再現する

専門はアフリカの同時代美術、展示表象論。美術を通して、アフ
リカの内と外でアフリカがどのように語られているのかをテーマと
している。

民博 文化資源研究センター

かわぐち ゆ き や

アフリカン・ビーズへの思い
民博 民族社会研究部

い け や かずのぶ

世界経済につながるアフリカの布
て い こ

川口 幸也

み し ま

池谷 和信

民博 民族社会研究部
専門は地球環境論。アフリカを中心にして人類と地球とのかかわ
りあいの研究。最近は、ビーズからみた人類の歴史について考えて
いる。

アフリカ南部の
カラハリ砂漠を現地
の人と歩いていると、
ダチョウの卵に出合
うことがある。彼ら
は、その卵をキャン
プに持ち帰り、直径
一センチメートルあまりの穴をあけて中身をとり
だし、それをといてから煮込んで食べる。
残された卵の殻は、かつては水筒にしたことも
あるが、細かく砕いて首飾りにする。これが、世
界でもっとも古いとされるビーズの素材だ。

人身売買にも介在したビーズ

今日のアフリカでは、若者を中心に大
勢の人間が都市に住んでいる。しかも私た
ちが実際にアフリカを訪ねるときに、最初
に足を踏み入れるのも都市である。都市の
生活は現代アフリカを語る上で欠かすこと
のできない要素なのだ。
ところが、テレビや新聞の報道にせよ、
ミュージアムにおける展示にせよ、アフリ
カが話題になるときは往々にして、そうした都市
が映し出すアフリカの同時代性は見落
とされがちだ。そこで、都
市に住むアフリカの人びと
の暮らしをどう展示に取りこ
むか。これが展示リニューア
ルの課題のひとつであった。
私たちは「憩う」という
セクションを設け、都市に
住む人びとが日々の暮らし
の中でどのように憩い、癒しや
安らぎを得ているのだろうかと
いう点に注目した。そうして出
来上がったのが今回の展示である。

路地裏を思わせる場

アフリカには、このほかにも実にユニークな
ビーズの素材がある。
鉄ビーズは、鉄くずをいったん針金状に加工し
て、それを丸めて穴をつくり切断していく。完成
したビーズは紐にとおして一メートルちかい長さ
をひとつの単位にしあげる。これは、牧畜を生活
の糧にするヒンバの女性とのあいだで一頭の羊と
交換される。ヒンバ女性は、このビーズからつ
くった首や足首の飾りを必ず身につけており、こ
れなしではヒンバとして生きられない。タンザニ

夕闇が迫るとカフェテラスの出番だ。ここでは
地元産のビールやコーラ、ジュースといった冷た
い飲み物が供され、オムレツやスパゲティなど簡
単な食事もできる。人びとは三々五々集まってき
て、うわさ話からサッカー談議、果ては政治の論
評と、遅くまで語り合って昼間の疲れを癒すので
ある。
憩いの場を通して見えてくるのは、私たちと同
じように、さまざまな喜びや悩みを抱えながら、
人とのつながりのなかに安らぎを見出し、人生を
前向きに生きていこうとする庶民の屈託のない姿
なのである。

カフェテラスの
豊かな機能

それはいかにもアフリカのどこかの都市の路地裏の
一角を思わせるが、あくまでも架空の空間である。
毎朝同じ場所に店を出すキオスクは、都市に生
きる人には貴重な存在だ。日々の暮らしに必要な
ものは一応何でも揃う街角の便利屋である。また、
男たちが行く床屋は、女たちの通うパーマ屋と並
んで、ベニヤ板の粗末な造りだが派手な装飾でア
フリカの街を歩いていると結構目につく。それら
が、単に髪を切ったり整えたりするだけではなく、
たがいのふれあいの場でもあることは日本と変わ
らない。
そして写真屋のバックドロップ（背景画）
。
ヨーロッパを思わせ
る大きな絵を背景に
して写真を撮るのが、
都市に住む若者たち
の間では流行ってい
る。彼らも西洋に憧
れているのだ。

アフリカン・ビーズは、このように
アフリカの多様な自然物や人工物が素
材として使われる。アフリカン・ビー
ズは、人びとの暮らしのなかに過去か
ら現在まで深く生きづいてきた。ビー
ズを題材にして日本とは異なる文化の
伝統を知ることができるのだ。
しかしながら、まだまだわからない点も多い。
どうして、ヨーロッパ人の当初の予想をはるかに
こえて、多くのアフリカ人がビーズのとりこに
なったのであろうか？ アフリカ展示場の「装う
（ビーズ）
」のコーナーで考えてみてほしい。

なぜそれほどまでに
人びとの心をとらえるのか

アのハッザの男性の場合は、赤や白からなるキャ
ンディーの棒を長さ二センチメートルほどの破片
にして首飾りをつくっている。
そのうえ、ヨーロッパでつくられたガラスビー
ズは、アフリカ各地に歴史的に大きな影響をもた
らした。
一七世紀にケープタウンを訪れたオランダ人は、
地元のコイコイの人びとにガラスビーズを与える
かわりに羊を入手した。その後、ベネチア産ガラ
スビーズはアフリカ中部で奴隷との交換に使われ
たといわれる。一九世紀になると、そのビーズは
世界で最も多くアフリカ南部で取り引
きされていたという。
当時、南アフリカのズールーの人た
ちは、ビーズの色の組み合わせによっ
て、それぞれが属する地域集団を表現
していた。やがて、ビーズの色で愛の
メッセージを伝えるという
「ラブレター」が発明された。

ダチョウの卵の殻をくだく女性
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三島 禎子
専門は、文化人類学、西アフリカ研究。人はなぜ、なにに支えら
れて移動するのか。商業と宗教を切り口に、世界各地に出向く
アフリカ出身の商人をおいかけている。

アフリカの現代生活を彩るものとして誰もが
思い浮かべるのは、鮮やかで華やかな色合いの衣
まぶ
服だろう。きらびやかで眩しいほどの陽光のもと
では、原色の混じり合った彩りが冴える。お仕着
せの既製服ではない創意にあふれたデザインを着
こなす感覚にも、驚きを隠しえない。

「アフリカらしさ」の根源
このいかにも「アフリカらしい」布は、じつは
ヨーロッパ人がアジアからアフリカにもたらした
ジャワ更紗が原型になっている。ヨーロッパ人は
ジャワ更紗のろうけつ染めを模倣したプリント布
をアフリカに輸出したのである。
産業革命を経てアフリカに市場を求めたヨー

ロッパ諸国にとって、プリント布は産業の基幹を
支える商品であった。すなわち、このプリント布
は植民地時代にはじまった南北の不平等な交換を
象徴する品であった。一方、二〇世紀中頃から、
生産の拠点はヨーロッパからアフリカ、そしてア
ジア各国にも広がっていった。

工夫に満ち溢れた新たな伝統

左はダチョウの卵殻、
右はキャンディー棒製のビーズ

床屋の看板
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写真屋のバックドロップ
（背景画）

似て非なる伝統布とプリント布

そもそもアフリカでは、布は社会的な威信を示
すために一部の人に利用されるものであった。
しゃし
奢侈品として、交易品や貨幣としても流通した。
また、
誕生や成人儀礼、婚礼や埋葬など人生の異
なった場に応じて、独特な文様の布が創り出され
てきた。
今日でも、このような伝統的な布は儀礼や日常
生活の場で使われているが、着衣の文化は一般化
し、ヨーロッパのスタイルに着想を得た衣服が、
新たな「アフリカ的」伝統として
生み出されている。その独特な意
匠には、外来の品を自分たちの文
化のなかに取り入れた工夫がみち
あふれている。
リニューアル展示では、装いの
文化をとおして、現
代のアフリカの一
端 を 紹 介 し た。
それは同時に、
世界経済とア
フリカとの歴
史的なつなが
りの展示でもある。伝統的な布と、
その模様を活かしたプリント布、
そして斬新なデザインの数々を楽
しく見ていただけたらうれしい。

ロウケツ染め用木製印判

