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序論 
 

1. 目的 

 アフリカは数多くの天才的ミュージシャンを輩出した。 

たとえば、西アフリカの内陸国マリのマリンケ族出身でアルビノの歌手サリフ・ケイタ。 

ナイジェリアで、幾度となく警察に逮捕されながらも、軍事政権の汚職を糾弾したアフ

ロ･ビートの創始者フェラ・クティ。 

反アパルトヘイト活動で国外追放となりながらも、音楽活動を続けた南アフリカの女性

歌手ミリアム・マケバ。 

彼ら彼女らは、いずれも差別や圧制との戦いの中で歌いながら、その音楽で世界に衝撃

を与えた。 

彼ら彼女らの音楽が、音楽としても世界中を感動させ、社会を動かすまでの力を持ちえ

たのはなぜだろうか。 

本来アフリカのほとんどの地域は文字をもたない無文字社会であった。これらの地域で

文字にかわる情報伝達手段として発達したのが、歌や器楽などの音の文化であった。しか

も、音楽は、アフリカ社会での冠婚葬祭や通過儀礼などの宗教文化に、不可欠な要素だ。

アフリカ各地の音楽は政治的にも宗教的にも重要な役割を果たしてきた。 

たとえば、マンデ社会の宮廷楽師（ジェリ／グリオ）は、王の系譜や各家族の系譜を語

り継ぐ職能集団である。グリオは歌によって一族あるいは王を讃える。彼らは歴史に精通

した知識人であり、王の顧問役としても活躍する（嶋田 2009）。マリ出身の世界的歌手であ

るサリフ・ケイタの音楽はグリオの音楽文化を基礎に発展したポピュラー音楽である。こ

のような無文字文化の上に成立した音楽であるが故、アフリカのポピュラー音楽にはただ

の娯楽以上の意味がある。 

アフリカ南部の内陸国ジンバブエでは、「ンビラ」（いわゆる親指ピアノ）と呼ばれる B5

用紙サイズほどの小さな楽器が古くから演奏されてきた。そしてこの楽器の音楽を用いた

ポピュラー音楽が、ジンバブエ解放闘争を支えた。 

ジンバブエは 19 世紀末にイギリスによって植民地化され、そこから約 90 年間にわたっ

て人種差別政策がしかれた。1966 年に黒人解放闘争が始まり、1980 年に黒人多数派支配の

ジンバブエ共和国が誕生した。15 年にわたる解放闘争期に誕生したポピュラー音楽が「チ

ムレンガ・ミュージック」（闘争音楽）であった。闘争音楽の創始者であるショナ族出身歌
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手のトーマス・マプフーモは、ンビラなどショナの祭祀音楽を用いて、人種主義政府を糾

弾する数々の歌をつくり、歌った。マプフーモはジンバブエ解放闘争を支えた英雄の一人

として、現在もジンバブエ国民の尊敬を集めている。 

チムレンガ・ミュージックは、ンビラというジンバブエの民族楽器が用いられたことに

よっても、国際的注目をあびることになった。ンビラとは木製の共鳴板に金属製鍵盤が取

り付けられた楽器である。鍵盤が指で演奏されることから、日本では「親指ピアノ」とい

う名前で知られている。ショナ族は自然災害や武力衝突などの危機が訪れたとき、宗教儀

礼を開催してンビラを演奏する。人々はンビラの音楽に合わせて踊り、歌い、祈り、そし

て危機解決に向けて議論をおこなう。ンビラは社会の危機や自然の災害に際してひらかれ

る宗教儀礼で演奏される祭祀楽器である。したがって、ンビラ音楽をモチーフにしたマプ

フーモの音楽も、その根は宗教的基盤に根ざした音楽であるということができる。ただし

マプフーモの音楽が直面していたのは、村落共同体レヴェルの危機ではなく、ジンバブエ

国民全体が直面していた民族的な危機であった。 

本論文ではジンバブエ解放闘争という国家の危機的状況の中でアフリカ人民衆の心の支

えとなったトーマス・マプフーモの音楽、そしてその音楽の背景にある基層宗教文化の分

析によって、祭祀音楽、政治、宗教の複合構造を論じる。 

 

 

写真 0-1 ンビラ 
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2. ジンバブエ祭祀音楽研究の課題 

 筆者はトーマス・マプフーモにあこがれてジンバブエに渡航し、ショナ族のンビラ奏者

に弟子入りして演奏技術を習得した。その結果、祭祀音楽奏者ともなった。音楽奏者とし

て宗教儀礼に参加するなかで、祭祀音楽、宗教、政治が不可分の複合構造をなすことに気

づいた。マプフーモの音楽が人種主義政策を糾弾し、民衆の熱狂的な支持を集めた理由は、

その音楽の基層に音楽、宗教、政治が複雑に交差する儀礼文化があったからだと考えられ

る。 

 

チムレンガ・ミュージックの政治性 

マプフーモの音楽は「チムレンガ・ミュージック」と呼ばれる。「チムレンガ」とはショ

ナ語で「闘争」（struggle）という意味である。彼の音楽が世界的注目を浴びた理由は二つ

ある。ひとつはその音楽がショナの伝統的なリズムやメロディを用いるという点、もうひ

とつは彼の歌がジンバブエの解放闘争を支えたという点であった。 

マプフーモの音楽はジンバブエ解放闘争において民衆の熱狂的な支持を獲得し、非常に

大きな政治的影響力を持った。この影響力の源泉はどこにあるのか。 

アメリカ人民族音楽学者、トーマス・トゥリノは、ジンバブエ社会における黒人ナショ

ナリズム、植民地主義、世界主義の同時並行性に注目しつつ、ジンバブエ・ポピュラー音

楽の形成過程を論じた（Turino 2000）。 

解放闘争期に、チムレンガ・ミュージックが国民的な人気を獲得するようになった要因

として、トゥリノはマプフーモの「音楽の専業意識」（Musical professionalism）を強調し

た（Turino 2000:354）。 

トゥリノはマプフーモとのインタビューから、彼が常にレコードの売り上げを目標に曲

作りをおこなっていたことを指摘している（Turino 2000:286）。マプフーモははじめから

反体制の歌手だったわけではない。マプフーモが音楽活動を開始したとき、彼はミックジ

ャガーやプレスリーなど、アメリカのポップスのコピーバンドとして活動していた。当時

のローデシア社会では、すでに西洋の音楽文化が一部の若者の間には根付いていた。しか

し、マプフーモが演奏する欧米ポップスは収入を得るほどの人気にはならなかった。 

ところが、1970 年代前半にある地方都市で、マプフーモがショナの民謡を歌ったところ、

それが絶大な人気を博した。さらに、黒人解放闘争が激化する中で、反体制的な歌詞が聴

衆の支持をえた。西洋音楽とアフリカ音楽の融合、そして、民衆の支持をえる歌詞作りに
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さまざまな実験を繰り返すなかで、マプフーモは民謡を用いた政治闘争歌を発展させた。

消費者のニーズに合わせた曲作りを通じて、マプフーモの音楽は政治的な音楽に変化した。 

しかし、マプフーモの音楽をもっと掘り下げれば、マプフーモが用いたショナ民謡それ

自体に宗教性や政治性があることがわかる。チムレンガ・ミュージックはショナ祭祀音楽

のメロディやリズムをエレキギターなどの現代的楽器で模倣した音楽だからである。した

がって、マプフーモの音楽がショナ祭祀音楽の延長線上にあることは明らかである。確か

に黒人ナショナリズムが高揚する中で、解放闘争期の聴衆はショナ固有の音楽や政治的な

歌詞を欲した。しかし、歌詞の意味や社会的背景が問題になる以前に、ショナの祭祀音楽

自体が演奏される時点で、その音楽はすでに宗教的であり政治的になる。 

 

写真 0-2 来日公演時のトーマス・マプフーモ（ミュージックマガジン 1991 年 7 月号） 

 

ンビラ音楽の宗教性 

 筆者は大学生時代にとある CD ショップでジンバブエのンビラ音楽と出会った。その音

楽にほれこみ、近い将来ジンバブエに渡ってンビラ奏者になろうと思った。そして2005年、

念願のジンバブエ渡航が実現した。現地ではショナ族アーティストのもとに住み込んでン

ビラを習った。師匠の名はサムソン・ブーレ。身長 185cmの大柄な体に、野生的なドレッ

ドヘアーがトレードマークの紳士であった。ブーレは世界的なンビラ職人であり、ンビラ

奏者である。 

ンビラを習い始めてから約半年後、ブーレと筆者は、農村で開催されたある宗教儀礼に



5 

招待された。儀礼の主催者はヘンリーという名前の男性であった。この儀礼は彼の娘の病

気治療儀礼であった。 

儀礼当日、星明りのもと、筆者とブーレは砂利道を歩いて儀礼会場へと向かった。ヘン

リーの家に到着すると、彼が所有する円形の草葺小屋は、人でいっぱいだった。薄暗い灯

油ランプの明かりの中、筆者とブーレは奥の壁沿いに設置された腰掛に座った。腰掛には

村のンビラ奏者が 5、6 人座っていた。筆者とブーレが到着すると、ンビラ奏者以外の儀礼

参加者は地面に座った。 

ヘンリーは儀礼参加者に挨拶をした。挨拶が終わると、ンビラ奏者は演奏を始めた。演

奏開始から 10 分ほどで演奏者の息がかみ合い、ンビラの音が会場になじんだ。当時はまだ

筆者の演奏はおぼつかなかったが、他の 6 人の奏者がうまくサポートしてくれた。 

ンビラの音に合わせてオショ（マラカスのような楽器）が軽快なリズムを刻み始めると、

会場の人々は立って踊り始めた。さらに 10 分ほどするとオショのテンポが上がり、会場は

踊る人々の熱気に包まれた。女性は「ウルルルルルルルー」という高い声で、男性は手拍

子や華麗なステップで会場を盛り上げた。薄暗い会場は熱狂的な雰囲気に包まれた。 

すると突然、私の前に座ったヘンリーの娘の体が、大きくグラグラと揺れ始めた。間も

なく、会場で一人の男性も倒れた。そこでンビラの演奏は止まった。人々は踊るのをやめ、

地面に座った。ヘンリーは倒れた人物を介抱し、彼が落ち着くとなにやら話を始めた。話

が一段落すると、またンビラの演奏が始まった。 

その後、演奏は続いたが、演奏者と儀礼参加者を残して、筆者はブーレとともに帰宅し

た。帰り道、ブーレは言った。「ユウジ、見たか、ムズィムが来ただろう」と。ある人物の

転倒は、「ムズィム」（祖霊）が霊媒師に降霊したことの、あかしだった。そして演奏を中

断しておこなわれた会話は、霊媒師を介した人々と祖先霊との会話であった。人々は女性

の病気の原因や治療法を祖先霊に相談していたのである。 

数週間後、村のンビラ奏者の一人が筆者の滞在先にやってきた。彼は治療儀礼について

の後日談を語った。彼の話によると、ヘンリーが開催した治療儀礼では、筆者の帰宅後に

も、さまざまなムズィムが、異なる霊媒師に憑依した。霊媒師の一人は、「辺り一面に水が

満ちているように見える。みな水面に浮かんでいるのに、ヘンリーの娘だけが水に沈んで

いるように見える」といったそうだ。それは女性への死の宣告であった。その数日後、女

性は亡くなった。 

音楽がひとりの人間の生死を分ける。ジンバブエ農村での治療儀礼は、ショナ社会にお
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けるンビラ音楽と宗教との密接な関係を示してくれた。この体験を通じて、なぜ人命の危

機という深刻な事態にンビラが演奏されるのか、という大きな疑問が生じた。 

 

写真 0-3 わが師サムソン・ブーレ 

 

儀礼におけるンビラ音楽の意味 

宗教儀礼におけるンビラ音楽の役割とは何か。アメリカの民族音楽学者ポール・バーリ

ナーはンビラ音楽研究の第一人者である。バーリナーがンビラと出会ったのは、1969 年に

開催されたウェズレヤン大学での講義であった。この講義はジンバブエ人ンビラ奏者ドゥ

ミサニ・マライレによるショナ音楽の講義であった。バーリナーはマライレからンビラを

教わり、その後 1971 年にジンバブエにわたってンビラ音楽の研究を開始した。バーリナー

の研究の中心は、ンビラの技術的側面の分析であった。 

バーリナーが論じたンビラ音楽は、憑依を引き出すための技術としてのンビラ音楽であ

った。宗教儀礼には霊媒師が招聘される。儀礼参加者が期待することは、霊媒師を通じた

霊との交信である。憑依が起こらなければ、霊媒師から助言を得ることはできない。バー

リナーは霊による霊媒師の憑依は、ンビラ奏者の技量にかかっていると述べた（Berliner 

1993: 190）。ンビラ奏者がよい演奏をすれば憑依が起こり、下手な演奏をすれば憑依が起こ

らず、儀礼は失敗に終わる。 

 バーリナーは宗教儀礼で演奏されるンビラが作り出す音環境を、「全体的音楽環境」（total 



7 

musical environment）と定義した（Berliner 1993: 195）。「全体的音楽環境」とはすなわ

ち、儀礼会場にいるすべての人々や構造物がンビラの演奏に影響を及ぼして初めてンビラ

音楽が成立するという考え方である。言い換えれば、儀礼におけるンビラ音楽はンビラ奏

者による単独演奏では成立しないということである。バーリナーはンビラの音階構造、演

奏技法、歌唱法、踊り、手拍子を分析し、ンビラ音楽にはそのすべての連動（interlocking）

が不可欠であると論じた。高度な技術を要するンビラの演奏は儀礼参加者のうちのわずか

な人員に託されるが、他の参加者はそれぞれの音楽的能力にあわせ、手拍子や踊りや歌で

ンビラ音楽の演奏に参加しなければならない。儀礼参加者がンビラ音楽に寄与しなければ

ならない理由は、ンビラの演奏がおこなわれる儀礼が地域社会全体の問題（communal 

affair）を解決するための儀礼だからである（Berliner 1993: 190）。 

 しかし、ンビラが演奏されなくても憑依が起こることがある。同じくアメリカの民族音

楽学者ガフィアスは、儀礼におけるンビラ音楽を「憑依が起こりやすい雰囲気の創出に貢

献する」音楽であると述べた（Garfias 1979–80: 5）。その効果をガフィアスは「車」（vehicle）

にたとえた。つまり、憑依はンビラの演奏なしでも起こりうるが、ンビラの音楽という「車」

を霊に届ければ、霊が容易に人間界へ来ることができる（Garfias 1979–80: 16）。ガフィア

スはンビラ音楽と憑依の関係を、雰囲気（atmosphere）という概念で解釈した。 

 バーリナーが論じた「全体的音楽環境」と、ガフィアスの述べた「憑依が起こりやすい

雰囲気」はともにンビラの演奏が作り出す宗教儀礼独特の神聖な空間である。筆者自身の

経験から、確かにこの環境や雰囲気が生じたとき、霊による霊媒師の憑依が起こりやすい。

しかし、この環境や雰囲気とは一体何を意味するのか。ンビラ音楽が作り出す儀礼空間を

解釈するには、ンビラ音楽だけではなく、儀礼の始まりから終わりにいたるまでの文脈を

分析する必要がある。儀礼には一連の流れがあり、そのなかで民謡が歌われる時間があれ

ば、ンビラが演奏される時間もある。ンビラの演奏ではなく民謡の合唱の中で憑依が起こ

ることもある。本論文では、儀礼の一連の流れの中のンビラ音楽を分析することで、儀礼

においてンビラ音楽が作り出す空間の意味を考察する。 

 

ショナ宗教文化の政治性 

最後に、霊媒師の政治性の問題がある。ショナ族の霊信仰はジンバブエの近代史におい

て、その政治的側面が注目されてきた。特に霊媒師は宗教的指導者としてだけでなく、民

衆をまとめる政治的指導者として注目された。たとえば 1896-7 年にかけて勃発したヨーロ
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ッパ人入植者に対する武力蜂起を主導したのはショナ族霊媒師であった（Beach 1979）。ま

た、1970 年代のジンバブエ解放闘争においても、解放軍と霊媒師の連携が、武力闘争の進

展に不可欠であった。黒人解放軍は民衆からの支援を獲得するために、地域社会の宗教的、

政治的指導者であった霊媒師と協力した（Lan 1985）。 

筆者が調査をおこなってきたジンバブエ中部のニャンドーロ地域には、人々が「王」

（mambo）と呼ぶ女性霊媒師がいる。彼女はニャンドーロ氏族の首長を任命する権利を持

ち、また地域一体に効力を発揮する慣習法（mutemo, pl;mitemo）を発布する。一方で、彼

女は病気治療や雨乞いをおこなう宗教的王でもある。彼女のもとには神殿が建設され、側

近を中心とする組織が形成されている。神殿では年 3 回の季節祭が開催される。季節祭で

は豊作祈願がおこなわれるだけでなく、邪術裁判や病気治療がおこなわれる。もちろんそ

こではンビラが演奏される。 

ンビラが演奏される中で祈りや裁判がおこなわれることから、ニャンドーロ地域では霊

媒師を中心に、ンビラ音楽、宗教、政治が結集する。しかし、これらがどのような論理構

造のもとで複合構造をもつのか。その構造理解には、儀礼における社会秩序の逆転性がて

がかりになるだろう。儀礼における社会構造逆転の理論として、ターナーのコムニタス

理論がしられている。 

ターナーは、ザンビアのンデンブ社会における儀礼分析から、儀礼における身分の逆

転性、境界性を論じた（ターナー 1996）。日常の社会構造から隔離された儀礼空間に

おいて、人々は社会的身分の逆転を経験する。例えば、ンデンブ族の首長は「首長に選

ばれたものをののしる行事」を通過して初めて首長と認められる。首長への移行期にあ

たるこの行事において、首長候補者がおかれる「境界的な状況」は、民衆と新首長の身

分構造が逆転した状況である。この状況に置いて、民衆は公に新首長をののしることが

でき、新首長は民衆からの侮辱に耐えなければならない。このような境界的な状況にあ

る人々の非日常的な社会関係をターナーはコムニタスと定義した。それは日常的な社会

秩序であるコミュニティの始原にある状態であり、コミュニティは始原に立ち戻ったう

えで再構築される。 

ショナの憑依儀礼にも社会構造の逆転を見ることができる。たとえば、男性霊による

女性霊媒師の憑依は社会的身分の逆転である。ショナ社会は父系制社会であり、家長権

や財産は男性によって相続される。氏族首長も男性である。しかし、男性霊が女性を憑

依することによって、父系社会の構造が逆転する。霊は人間よりも高い地位に位置づけ
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られる。したがって、いかなる男性も儀礼では女性霊媒師の指示に従わなければならな

い。儀礼においては首長や政府の役人に代わって、（女性）霊媒師が政治的、宗教的な

指導者となる。このような社会構造の逆転を視点に宗教儀礼における音楽、宗教、政治

の複合構造の詳細な分析を本論ではこころみる。 

 

3. 論文構成 

本論文は、第一部：ジンバブエの自然歴史環境、第二部：ショナ音楽の政治人類学、第

三部：ショナ音楽の宗教人類学、の全三部で構成される。 

第一部では、ジンバブエの自然環境とイギリスによるジンバブエ植民地化の過程を整理

する。ジンバブエでは 10 世紀頃から金交易と牧畜によって国家が栄えた。しかし、アフリ

カ人国家はイギリスによって 19 世紀末に滅ぼされ、そこから約 90 年間にわかる人種主義

体制が敷かれた。 

第二部では、ジンバブエ解放闘争とトーマス･マプフーモのチムレンガ・ミュージックを

分析する。第 4 章ではジンバブエ解放闘争の開始からジンバブエ独立にいたる経緯を整理

する。第 5 章では、黒人解放軍が民衆の教育と情報伝達のために利用した解放軍歌を分析

する。そして第 6 章ではトーマス・マプフーモの歌詞分析から、近代ジンバブエ史におけ

るショナ音楽の政治的側面を考察する。 

第三部では、ポピュラー音楽の基層にあるショナの宗教文化を分析する。第 7 章では調

査地となったセケ郡南部の社会構造を分析する。第 8 章では、セケ郡南部の祭祀音楽につ

いて、娯楽の歌ジティ、祭祀歌謡ンゴンド、祭祀楽器ンビラの 3 つの音楽の演奏方法と歌

詞を分析する。第 9 章ではショナのムズィム信仰について霊の階層構造と儀礼分析をおこ

なう。 

 

4. 調査期間 

本研究のもととなった現地調査は以下のとおりである。ジンバブエでは計 8 回（約 21 ヶ

月）にわたる現地調査をおこなった。 

 

(1) 2005 年 6 月-2006 年 1 月：ショナ音楽技術の調査（ジンバブエ）、ゴゴ族音楽の調査（タ

ンザニア） 

(2) 2007 年 9-12 月：ジンバブエにおける宗教儀礼の調査、モザンビークにおけるスワヒリ
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文化の調査（計 3 カ月） 

(3) 2009 年 7 月：中国内モンゴル、西安、雲南でのアフロ・ユーラシア内陸乾燥地文明の

調査 

(4) 2009 年 9-12 月：ジンバブエでの葬送儀礼の調査、イギリスにて資料収集（計 3 カ月） 

(5) 2010 年 9-11 月：南アフリカのアパルトヘイトに関する調査、ジンバブエ都市音楽の調

査（計 3 カ月） 

(6) 2011 年 3 月：ローズ大学での資料収集（南アフリカ）、ジンバブエでの収穫祭の調査（計

1 ヶ月） 

(7) 2011 年 4-10 月：ジンバブエ宗教文化と儀礼音楽に関する調査（計 6 か月） 

(8) 2012 年 3 月：マリにおける王属楽師の調査（1 週間） 

(9) 2012 年 12 月：ジンバブエにおける口頭伝承に関する現地調査（1 ヶ月間） 

(10) 2013 年 9 月：ジンバブエ宗教文化の現地調査（1 ヶ月間） 

 

 以上の調査は、以下の 7 研究プロジェクトによる資金援助のもとにおこなわれた。 

 

(1) アフリカ･イスラーム圏における白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学

研究（日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（A）研究代表：嶋田義仁・名古屋大

学教授） 

(2) 伝統知識・技術の再活性化によるアフリカの草の根的開発（Grass Root Development）

と環境保護（平成 19 年度｢国際協力イニシアティブ｣教育協力拠点形成事業  代表：嶋

田義仁・名古屋大学教授） 

(3) 伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現在アフリカにおける宗教動態（アジア・

アフリカ学術基盤形成事業コーディネーター：嶋田義仁（名古屋大学・教授） 

(4) 牧畜文化解析によるアフロ・ユーラシア内陸乾燥地文明とその現代的動態の研究（日

本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（S）研究代表：嶋田義仁・名古屋大学教授） 

(5) ジンバブエ音楽の政治‐宗教人類学研究（平成 21~23 年度日本学術振興会特別研究員

奨励費 研究代表：松平勇二） 

(6) アフリカ無形文化遺産存続の条件を探る（日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究

（B）研究代表：川田順造・神奈川大学研究員） 

(7) アフリカ現代社会における無形文化遺産の役割（日本学術振興会科学研究費補助金 
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基盤研究（B）研究代表：川田順造・神奈川大学研究員） 

 

5. 既出論文 

本論文のもととなった既出の論文は以下の通りである。 

 

1. 松平勇二「民族音楽」『アフリカ学事典』昭和堂 pp.42-45、2014 

2. 松平勇二「ジンバブエ社会とショナ歌謡」『文芸思潮』アジア文化社、第54号、pp.150-173、

2014 

3. MATSUHIRA, Yuji “The Rain Making Ceremony in the Nyandoro Region, Zimbabwe”. 

Religious Dynamics in Africa 平成 23 年度アジア・アフリカ学術基盤形成事業「伝統

的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態」研究成果報告

書（コーディネーター：名古屋大学文学研究科教授・嶋田義仁）、名古屋大学文学研究

科、pp.165-182、2013 

4. 松平勇二「ジンバブエ人歌手トーマス・マプフーモの音楽基盤－チムレンガ・ミュー

ジックにおける伝統と現代」『多民族研究』第 3 号、pp.14-25、2013 

5. 松平勇二「ジンバブエにおけるスングーラ・ミュージックの起源」『イスラーム圏アフ

リカ論集Ⅴ』平成 18-20 年度科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「アフリカ・イスラーム

圏における白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学研究」研究成果報告書

（研究代表者：名古屋大学文学研究科教授・嶋田義仁）、pp.175-198、2013 

6. MATSUHIRA, Yuji “Ways of Making and Playing the Mbira” CULTURES SONORES 

D’AFRIQUE V publié sous la direction de Junzo Kawada, Université Kanagawa, March, pp. 

81-98, 2012 

7. 松平勇二「ジンバブエのエンターテイメント事情」『アジ研ワールド・トレンド』アジ

ア経済研究所、No.203、pp.20-21、2012 

8. 松平勇二「ンビラ（mbira）演奏とバントゥ農耕民ショナ族の祖霊信仰」『シャーマニズ

ムの諸相』嶋田義仁編勉誠出版、pp.139-167、2011 

9. 松平勇二「近所ビジネスに見る人々の知恵」『伝統知識と技術の再活性化によるアフリ

カの草の根開発(Grass Root Development)と環境保護「アフリカに美しい村と町をつくろ

う」プロジェクト』平成 19 年度「国際協力イニシアティブ」名古屋大学文学研究科、

pp.123-126、2008 
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10. 松平勇二「ジンバブエ共和国リンガ村の土器作り」『沙漠誌ノート』vol.5、pp.27-34、

2008 

11. 松平勇二「多言語社会に生きるアフリカ人―モザンビークにおけるショナ語とスワヒ

リ語―」『イスラーム圏アフリカ論集Ⅳ』平成 18-20 年度科学研究費補助金基盤研究（Ａ）

「アフリカ・イスラーム圏における白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類

学研究」研究成果報告書（研究代表者：名古屋大学文学研究科教授・嶋田義仁）、

pp.171-184、2008 
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第 1 章 ジンバブエの自然環境 
 

1.1 ジンバブエの地形 

地形 

ジンバブエ共和国が位置するのは、アフリカ大陸南部の内陸部、ザンベジとリンポポと

いう二つの河川に囲まれた地域である。ジンバブエの北側にはザンベジ川が、南側にはリ

ンポポ川が流れる。二つの河川の間には標高 1000m 以上のジンバブエ高原が広がる。高原

の東部には 2000m 級の山が連なる東部高地（Eastern Highland）がある。最高標高地点は

ニャンガ山で 2592m である。それに対して低地は標高 500m 以下のザンベジ川のザンベジ

渓谷（Zambezi valley）と、南東部のサウェ川とリンポポ川に挟まれるサウェ－リンポポ低

地（Save-Limpopo lowlands）である。後者の標高はモザンビーク国境において 150m と

なる。 

 

図 1-1 南部アフリカ地形図 
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図 1-2 ジンバブエ地形図 

 

水文環境 

 ジンバブエには三つの主要河川がある。最大の河川は北の国境を流れるザンベジ川であ

る。ザンベジ川の全長は 2574m で、アフリカ第 4 位の長さである。ザンベジ川にはカリバ

湖という世界最大のダム人造湖がある。カリバダムには水力発電所があり、ジンバブエ国

内の電力の約 3 割を供給している。 

ジンバブエを流れる第二の河川がリンポポ川である。リンポポ川の全長は 1680m である。

第三の河川はサウェ川である。サウェ川はジンバブエ高原中部を水源に東南に向かって流

れ、インド洋に注ぐ。 

 サウェ－リンポポ低地、ザンベジ渓谷、西部国境地域には湿地帯があり、野生動物の生

息地になっている。ザンベジ渓谷にはマナプールズ国立公園、サウェ－リンポポ低地には

ゴナレンジョウ国立公園がある。 
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表 1-1 ジンバブエの主要河川（FAO） 

川 水源 
川の長さ

（km） 

流域面

積（km2）
流域国 河口 

河口での流

量（km3/yr）

Zambezi 
ザンビア北西、ア

ンゴラ東部 
2574 1300000

アンゴラ、モザンビーク、ザ

ンビア、ボツワナ、ナミビア、

ジンバブエ 

インド

洋 
22.96 

Limpopo 
ウィットワーテ

ルススランド 

（南アフリカ） 

1680 358000
ボツワナ、ジンバブエ、モザ

ンビーク、南アフリカ 

インド

洋 
5.33 

Save 
ハラレの南 

（ジンバブエ） 
715 88395 ジンバブエ、モザンビーク

インド

洋 
5 

 

1.2 ジンバブエの気候 

降水量 

 ジンバブエの 1 年は雨季と乾季に分かれる。雨季は 11 月から翌年の 3 月にかけて約 5 ヵ

月、乾季は 4 月から 10 月にかけて約 7 か月ある。 

国土の大半が年降水量 1000mm 以下の乾燥地域である。降水量の多い地域は東部高地と

ジンバブエ高原北部である。東部高地では年降水量が 1000mm を越える。西部南部は年降

水量 600mm 以下の乾燥地であり、最南部では 400mm 以下になる。 

ジンバブエに雨をもたらすのは東部にあるインド洋からの湿った季節風である。インド

洋からの湿った風が東部山地とぶつかって雨をもたらす。 

  

 

図 1-3 年間降水量（Surveyor General 1984 と WMO 2014 をもとに作成） 
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表 1-2 ジンバブエ各地の年降水量（WMO 2014）（1961－1991 年の平均） 

no. 地名 年降水量（mm）

1 チピンゲ 1097 

2 マロンデラ 851 

3 ハラレ 841 

4 カロイ 804 

5 ムタレ 791 

6 マンダルウェン 787 

7 ルサペ 781 

8 カリバ 766 

9 ゴクウェ 763 

10 カドマ 739 

11 グウェル 661 

12 ヴィクトリア・フォールズ 657 

13 クウェクウェ 638 

14 マシンゴ 614 

15 プラムトゥリー 602 

16 ブラワヨ 576 

17 ワンゲ 560 

18 ベイトブリッジ 332 

18 地点平均 714 

 

 

図 1-4 ハラレの気温と降水量（WMO 2014） 
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気温 

 高原と東部山地は比較的冷

涼な気候に恵まれている（年平

均気温 21℃以下）。しかし高原

南部の低地は 21℃以上、ザン

ベジ川流域では 24℃以上にな

る。 

 一年の気温は冬季にあたる

乾季に低く、夏季の雨季に高い。

しかし最高温月は乾季の終わ

りの 9 月である（表 1-2）。 

 

 

 

 

表 1-3 ジンバブエ各地の年平均気温（WMO 2014）（1961－1991 年の平均） 

no. 地名 年平均気温（℃）

1 カリバ 24 

2 ベイトブリッジ 23 

3 ヴィクトリア・フォールズ 21 

4 ワンゲ 21 

5 ゴクウェ 21 

6 カドマ 21 

7 マンダルウェン 21 

8 プラムトゥリー 20 

9 カロイ 20 

10 クウェクウェ 20 

11 ブラワヨ 19 

12 マシンゴ 19 

13 ハラレ 19 

14 ムタレ 19 

15 チピンゲ 19 

16 グウェル 18 

17 ルサペ 18 

18 マロンデラ 17 

18 地点平均 20 

図 1-5 ジンバブエの年平均気温 

（南ローデシア気象局 1957 をもとに筆者作成） 
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自然環境と農産物 

ジンバブエには自然環境の 5 類型に特有の農業文化がある。 

高地多雨地域はヨーロッパ人が入植して農業開発を進めた地域であり、茶、コーヒー、

材木などのプランテーション栽培がおこなわれている。 

高原多雨地域はでは集約的農業がおこなわれている。この地域ではメイズ、タバコ、綿

花、落花生、小麦などの集約的農業がおこなわれる。 

高原少雨地域は、天水農法によるメイズ、タバコ、綿花の栽培がおこなわれている。 

高原乾燥地域では、ヒエ、ミレット、ソルガムなどの雑穀栽培がおこなわれている。北

東部にはマゾエ柑橘農場（Mazoe Citrus Estates）がある。700ha 以上の巨大なオレンジ

農園もある。 

ジンバブエ南東部のルンデ川、サウェ川流域には、灌漑設備を用いた大規模な農場があ

る。ルンデ川中流域ではイギリス人入植者によって設置された灌漑設備によって、1960 年

代頃から集約的農業がおこなわれるようになった。トライアングル農場（Triangle Estates）

ではサトウキビの大規模栽培がおこなわれている。 

牧畜はすべての地域でおこなわれている。低地乾燥地域では粗放放牧型牧畜のみがおこ

なわれるが、高原少雨地域、高原多雨地域、高地多雨地域では牧場式牧畜がおこなわれる。 

 

図 1-6 ジンバブエの自然環境類型（Surveyor General 1984） 
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表 1-4 自然環境類型 

リージョン 地域名 標高(m) 年降水量(mm) 地域 

I 高地多雨地域 1700m 以上 900 以上 東部高地 

II 高原多雨地域 900-1700 750-1000 ジンバブエ高原中北部、東部 

III 高原少雨地域 900-1700 650-800 ジンバブエ高原中部、東部、北部 

IV 高原乾燥地域 500-1700 450-650 ジンバブエ高原中西部、東北部 

V 低地乾燥地域 900m 以下 650 以下 ジンバブエ南部、北西部 

 

表 1-5 各自然環境における作物 

リージョン 地域名 作物 

I 高地多雨地域 コーヒー、茶、材木、マカダミアナッツなど 

II 高原多雨地域 メイズ、タバコ、綿花、落花生、小麦などの集約的農 

III 高原少雨地域 天水農法によるメイズ、タバコ、綿花の栽培限界 

IV 高原乾燥地域 対旱魃性作物（ソルガム、ミレット、ヒエ） 

V 低地乾燥地域 天水農耕不可 

 

1.3 ジンバブエの生態環境と国家形成 

アフリカの生態環境と国家形成 

 アフリカでは年降水量 1000mm 以下の乾燥地で、多くの伝統国家が成立した。乾燥地で

王国が発達した理由として、種子作物の栽培、家畜利用による軍事力と運搬能力、乾燥地

河川を利用した灌漑農業と水運がある（嶋田 2006）。乾燥地では農耕文化と牧畜文化の両方

がおこなわれる。 

王国形成にとって重要であったのは、牧畜文化であった（嶋田 2006:24）。家畜の運搬能

力は長距離交易を可能にし、国家の商業経済を発展させた。また、ウマの移動能力は軍事

戦略としても重要であった。また家畜はそれ自体が食料となることから、高い価値を持っ

た。 

 気候条件に加えて、乾燥地河川も王国形成に影響をあたえた。河川は交易路として利用

されるほか、乾季雨季で水量が激変する乾燥地河川では、氾濫原が肥沃な農耕地帯となる。 

アフリカの生態環境は降水量によって 4 区分される（嶋田 2006:26）。 
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本論文の研究対象となったジンバブエ年降水量 250-1000mm のエコゾーンⅡに属する。

ジンバブエではグレート・ジンバブエ、モノモタパ、チャンガミレなどの巨大国家が成立

した。 

表 1-6 アフリカの生体構造と国家（嶋田 2006） 

エコ･ゾーン 年降雨量 植生 農耕 牧畜 交易 軍事 国家 

Ⅰ -250mm 
北：砂漠 

南：砂漠 

－ 

－ 

◎ 

－ 

◎ 

－ 

◎ 

－ 

○ 

－ 

Ⅱ 250-1000mm 
北：サバンナ

南：サバンナ

種子作物

種子作物

◎ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

Ⅲ 1000-1500mm 疎林 根栽作物 － － － － 

Ⅳ 1500mm- 熱帯雨林 － － － － － 

 

 
図 1-7 アフリカの生態構造と伝統国家の分布（嶋田 2006） 

1:タクルール、ガーナ、マリ、ソンガイ、フータ・ジャロン、トゥクロール、ほか、2:ハウサ、

3:カネム・ボルヌ、コトコ、マンダラ、バギルミ、4:ガザワ、ダルフール、5:メロエ、ヌビア、

フンジュ、シルク、6:アクスム、ザグエ、ソロモン、7:ブンニョロ、ブガンダ、アンコーレ、ブ

ルンジ、ルワンダ、8:マプフグブウェ、グレート･ジンバブウェ、モノモタパ、トルワ、チャン

ガミレ、9:ロジ、ンデベレ、10:ズルー、レソト、11:モシ、12:アシャンテ、ダホメー、ヨルバ、

ベニン、13:ブーム、チカール、バムン、バミレケ、14:コンゴ、15:ルンダ、16:ルバ、17:メリナ 
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ジンバブエの伝統国家形成 

 ジンバブエ高原は乾燥気候と河川という王国成立の条件がそろった地域である。高原周

辺部は年降水量が 250-1000mm であり、穀物農業と牧畜の両方がおこなわれる。さらに、

リンポポ、ザンベジというふたつの河川がある。この生態環境を背景に、牧畜と金交易を

経済基盤においた国家が誕生した。 

南部アフリカでは 8 世紀頃にリンポポ川中流域に牧畜を中心としたトウツェと呼ばれる

国家が誕生し、その後 11 世紀には牧畜と金交易で勢力を拡大したマプングブウェ、13 世紀

には同じく牧畜と金交易をおこなったグレート・ジンバブエが誕生した（吉國 1999：49-57）。 

グレート・ジンバブエは巨大な石造建築遺跡で知られているが、このような遺跡はジン

バブエ高原の各地で見られる。遺跡群が集中して分布する地域はジンバブエ高原の南部と

西部である。これらの地域はジンバブエの自然環境類型からいえば高温で比較的年降水量

の少ない高原乾燥地域、低地乾燥地域である。つまり、低温湿潤のジンバブエ高原高標高

地域よりも、比較的気温が高くまた乾燥した標高 500-1000m 前後の乾燥地域で伝統国家が

形成された。 

 

図 1-8 19 世紀前半までの南部アフリカ伝統国家（Beach 1984） 
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図 1-9 ジンバブエの遺跡群（吉國 1999） 
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第 2 章 ジンバブエの民族構造 

 
2.1 バントゥ系民族  

現在のジンバブエの人口は 13,771,721 人である。これは日本の人口の約 10 分の 1 であ

る。人口の 98％がバントゥ系アフリカ人である。バントゥ系アフリカ人のうち最大の民族

集団はショナ（Shona）で、人口は全体の 82%を占める。二番目に大きな民族はンデベレ

（Ndebele）である。ンデベレの人口は全人口の 14%である。その他少数民族の人口は 2%

ある。白人、アジア人、混血は合わせて人口の約 2%である（CIA The World Factbook 2014）。 

ジンバブエ人のほとんどが属する言語分類上のバントゥ系語族とはコンゴ語族の一派で、

その分布域は、アフリカ大陸中部から南部にかけてのほぼ全域にわたる。ジンバブエの二

大言語であるショナ語とンデベレ語はともにバントゥ語である。ショナ語とンデベレ語で

互いの言葉で意思疎通を図ることは難しいが、彼らの中にはバイリンガルやトリリンガル

も珍しくはない。「バントゥ」とはバントゥ諸語で「人々」を指す言葉である。 

バントゥの起源地はナイジェリアとカメルーンの国境あたりであると推測されている。

バントゥの祖先は約 3000 年前に起源地を出発し、コンゴの熱帯雨林がひろがる東方南方に

むかい、紀元前三世紀までには、東アフリカのヴィクトリア湖地方に到達した。バントゥ

移動の原因となったのは、約 5000 年前に起こった気候の乾燥化にあると考えられている（市

川 1997:56）。 

バントゥ移動の経路は東回りと西回りの二経路に分かれる。西回りのグループはコンゴ

の熱帯雨林を、ギニア湾東岸を南下することによって迂回し、紀元前 3 世紀までにはバン

トゥ系民族拡散の第二次中心となったコンゴ盆地南部のサバンナ帯に到達した。東方へ拡

散したグループは、コンゴの熱帯雨林の北側を東進し、紀元前 3 世紀までにヴィクトリア

湖周辺に到達した。このグループは、アフリカ大陸東北部の人々と接触し、鉄器の精錬、

ウシの牧畜、ミレット、ソルガムの栽培技術を習得し、その後南下した（吉國 1999:30-31）。

その一部はさらにアフリカ大陸東海岸沿いを南下し、紀元後 400 年までに南アフリカ東岸

に着いた。また他のグループは内陸を南進し、紀元前後にザンベジ川、紀元後 300 年頃に

リンポポ川を越えた。 

なお、バントゥ到来以前の南部アフリカにはコイサン系狩猟採集民が居住していた。彼

らはバントゥ系民族の拡大におされて南下し、現在はその子孫がボツワナや南アフリカの

一部に居住している。 
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図 2-1 アフリカの言語（Greenburg 1966） 

 

図 2-2 バントゥ系民族の移動図（市川 1997） 
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一部の狩猟採集民はバントゥ系民族との接触によって牧畜文化を取り入れ、遊牧民化し

たといわれている。17 世紀に南西部に入植したオランダ人はこの遊牧民を「ホッテントッ

ト」1と呼んだ。ホッテントットは遊牧に適した西部の乾燥地域に居住していた。 

 

2.2 ショナ族の歴史と文化 

ショナ族2は 10 世紀頃からジンバブエ高原で勢力を拡大した半農半牧の農耕民である。現

在ショナ族は 9 の「支族」（rudzi, pl;marudzi：種類、支族）に分かれる3。ジンバブエ南部に

はカランガ（Karanga）、中部から東部にはゼズール（Zezuru）、北部にはゴレコーレ（Gorekore）、

東部にはマニカ（Manyika）、南東部にはンダウ（Ndau）と呼ばれる支族が分布する。各支

族が話す言葉には方言程度の違いがあるが、互いに意思疎通ができる。各支族を統率する

伝統的な政治機構はない。「ショナ4」という民族名称はヨーロッパ人によって命名されたも

                                                  
1 「ホッテントット」は「どもる人」という意味。彼らの言語にはクリック音（舌打音）が用いられるこ

とからそう呼ばれた。 
2 本論文では言語集団を指す言葉として「族」という言葉を用いる。 
3 ショナの人々は rudzi を英語で tribe と訳す。「あなたはどの rudzi ですか」と尋ねると、たいていの場

合、答えとして支族名があがる。 
4 現地での聞き取りによると、「ショナ」ということばはンデベレ語に由来する。19 世紀にショナ族地域

に侵入したンデベレ族は東の方角を「ムチョナランガ」（Muchona langa：太陽の方角）とよんだ。したが

って彼らの東にいた人々は「ムチョナランガの人々」であった。のちにンデベレ族地域に侵攻したヨーロ

ッパ人は「ムチョナランガ」ということばを「ショナ」と聞き間違えた。これ以降、ンデベレ族の東側に

居住する同一の言語集団がショナと呼ばれるようになった。 

 

図 2-3 ショナ系民族の分布（Bourdillon 1987） 
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のである。 

ショナの分布域はジンバブエ高原を中心に、周辺国のモザンビーク、ザンビア、マラウ

ィ、南アフリカ、ザンビアに広がる。ショナ語の話者総数は 1000 万人をこえる（Ethnologue 

2014）。ジンバブエの歴史学者ビーチによれば、ショナ語圏が広範囲に広がった背景には、

かつての巨大国家や交易の影響がある（Beach 1980:x）。ショナ族はグレート・ジンバブエ、

トルワ、チャンガミレ、ムタパなどの国家を成立させた。これらの国家はインド洋交易に

つながる金交易によって勢力を拡大し、ジンバブエ高原を中心に現在のモザンビークにも

及ぶ影響力を持った。 

 

グレート・ジンバブエ 

ショナ国家の中でも特に大きな力を持ったと考えられるのが、グレート・ジンバブエ王

国であった。ジンバブエ南部は古くから金の産出地であった。9 世紀になるとアフリカ大陸

の東海岸と中東の間で、季節風を利用しておこなわれたインド洋交易が発展した。アフリ

カ南部の拠点となったのが、モザンビークのインド洋岸にあったソファラ港であった。ソ

ファラ港は金の交易港として西アジアにまで知れ渡った。その金はジンバブエで産出され

た。インド洋交易がおこなわれていた証拠に、現在のジンバブエ、ボツワナ、南アフリカ

の国境を流れるリンポポ川周辺からは、ペルシャ製の陶器やビーズが発見されている（吉

國 1999:65）。 

写真 2-1 グレート・ジンバブエ遺跡 
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13 世紀に入ると、ジンバブエ高原に強力な国家が登場した。かつての巨大国家の存在を

示すのが石造建築遺跡である（写真 2-1）。ユネスコの世界遺産にも登録されているグレー

ト・ジンバブエである。この遺跡を中心に発展したグレート・ジンバブエ国は、金を用い

てインド洋交易に関与した（吉國 1999:65）。遺跡からは鍬やダブルゴングなどの鉄製品や

金細工のほか、中国製（明代 1368～1644）の陶器や、タンザニア南部キルワ島の金貨も発

掘された。また国家の重要な財源のひとつにウシがあった。グレート・ジンバブエ遺跡か

らは食用に屠殺されたと思われる若いウシの骨やウシの土偶が発掘された（吉國 1999:65）。

グレート・ジンバブエは 15 世紀に金交易の衰退や気候変動を原因に滅亡したが（Beach 

1984:25-26）、現存する石造建築遺跡はジンバブエの国名の由来になった。ジンバブエは「石

の大きな家」（zimba remabwe）という意味である。 

 

図 2-4 石造建築遺跡の分布（吉國 1999） 

（ジンバブエと類似した石造建築遺跡がジンバブエ高原の標高 1000m あたりから、東部高

地にかけて分布する。） 

 

ポルトガル人の到来 

 グレート・ジンバブエ国なきあと、16 世紀にムタパ国（Mutapa）が成立した。ムタパ国

はアフリカ東海岸のポルトガル人と金や象牙の交易をおこなっていた。1570 年代、ポルト

ガルは金を目的にムタパ国侵攻を企てたが失敗に終わった。しかし、17 世紀にムタパの王

位継承争いが発生すると、ポルトガルの支援を受けた王が王位を継承した。しかし 1693 年

に、チャンガミレ国が新たに興った（吉國 1999:162）。チャンガミレ国は、ムタパ国のポル
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トガル人勢力を撃退し、ジンバブエ高原東部のマニカ国も征服した。チャンガミレは高原

全土に勢力を拡大し、現在のジンバブウェの範囲をこえて、西はカラハリ砂漠にまで至る

地域に勢力を及ぼした。チャンガミレ国は 19 世紀前半まで勢力を維持した。 

 

2.3 ンデベレの歴史と文化 

 ンデベレは南アフリカのズールー族に起源を持つ民族である。彼らは現在農業もおこな

うが、かつては牧畜民的性格の強い民族であった。イギリスによってジンバブエの前身で

あるローデシア植民地支配が始まる以前、ンデベレは約 20 万頭のウシを所有していたとい

われている（Rasmussen & Rubert 1990:48）。ンデベレ族は 19 世紀にジンバブエ高原南西部

の乾燥地域に国家を築いた。 

 

図 2-5 ズールー族の移動（Kwamena-Poh ほか 1982 を基に作成） 
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ズールーの大移動 

1820 年ごろ、南アフリカ東部ではズールーの王シャカが周辺部族を統合して強大な軍事

国家を作り上げた。ズールーの一部はシャカの支配から独立してアフリカ大陸を北上した。

ソシャンガネ率いるンゴニは南アフリカ東部から北東部に移動し、現在のジンバブエとモ

ザンビーク国境付近にガザ国を成立させた。ンカバ率いるもうひとつのンゴニ人部隊はジ

ンバブエ高原を通過して北上し、1860 年に故地から約 3000km も離れたヴィクトリア湖周

辺にまで移動した。ジンバブエ南西部でンデベレ国を成立させたムジリカジもズールーの

出身であった。ムジリカジはシャカのもとで軍事指揮官をつとめた後 1821 年に自らの組織

を作ってズールーから分離した（林、星 1978：71）。 

 

オランダ系南アフリカ白人との衝突 

ズールーから独立したンデベレがジンバブエ高原へと侵入した背景には、南アフリカに

おけるイギリス人とオランダ人の対立があった。南アフリカに始めて入植したヨーロッパ

人はオランダ人であった。オランダ東インド会社が 1652 年にヤン＝ファン＝リーベックを

長とする 130 名をテーブル湾（現ケープタウン）に上陸させ、東洋貿易の中継地を築いた。

当初の入植目的は船用の食料と水の補給地を確立することであった。1679－99 年にオラン

ダからの移民が奨励されると、人口は 1672 年の 64 名から、1708 年までに 1400 人以上に増

加した。移民はオランダ本国の新教徒農民（ボーア）だった。彼らは自らのことをアフリ

カーナーと呼ぶ。1699－1707 年には入植地の農業生産が拡大し、病院や教会がつくられ、

ケープタウンの町としての体裁が整っていた（星、林 1978:58）。 

しかしオランダ東インド会社は倒産した。するとケープタウンはイギリス軍によって占

領された（1795 年）。ケープタウンは 1803 年に一度オランダに返還されたが、イギリスは

1806 年にふたたびここを占領した。1814 年ケープ州を植民地化し、イギリスは総督をおい

てケープ州を支配した（星、林 1978:60）。 

アフリカーナーは農業入植者であったため、多数の奴隷労働を必要としていた。しかし、

1807 年、イギリス議会はイギリス人が奴隷貿易にかかわることを禁止した。そして、1834

年から 38 年にかけて、ケープ植民地の奴隷は解放されることとなった。イギリスはこれに

加え公共機関での公用語を英語にするなど、アフリカーナーの社会にイギリス式の言語や

制度を導入した。 
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その結果ケープ植民地でのイギリス支配を嫌ったアフリカーナーは、アフリカ内陸部に

新天地を求めて移動しはじめた。1835 年、アフリカーナーは幌牛車（オックスワゴン）に

家財道具を積んで移動を開始した。これを「内陸大移動」（グレートトレック）という。グ

レートトレックはアフリカーナー国家建設の始まりであった。 

アフリカーナーはアフリカ人諸民族と戦闘を繰り返しながら内陸部へと移動した。アフ

リカーナーは 1836 年にはズールーから独立したンデベレと戦って勝利し、その結果ンデベ

レはリンポポ川以北に移動した。 

アフリカーナーは 1838 年に東部でズールーの反乱にあったが、この戦いに勝利して「ナ

タール共和国」を成立させた。ナタールは、1843 年にイギリスの侵攻をうけ、これに敗れ

てケープ植民地に併合された。 

アフリカーナーは再びイギリスの支配を拒んだ。彼らはナタールから北進してオレンジ

川とファール川の間へ移動した。イギリスはこれを阻止しようとしたが、ソト人の抵抗に

あったことから、アフリカーナーの征服をあきらめた。 

イギリスは 1852 年にアフリカーナーとサンド＝リバー協定を結び、アフリカーナーに自

治政府樹立権を与えた。これにより、アフリカーナーの国「南アフリカ共和国（トランス

ヴァール）」が成立した。1854 年にはブルムフォンテイン協定によってもうひとつのアフリ

カーナー国家「オレンジ自由国」も成立した。 

 

図 2-6 アフリカーナー国家の位置 
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ンデベレの北進 

ンデベレのジンバブエへの北進はこうしたアフリカ南部のイギリス植民地拡大とこれに

対抗したアフリカーナー国家の成立による。 

ンデベレが行き着いたジンバブエ南西部は当時、ショナ族の居住地であった。ショナの

諸部族はンデベレの侵攻に抵抗したが、最後には敗れた。ショナの闘争を率いたのは、チ

ャミヌカ（Chaminuka）と呼ばれる霊の霊媒師クワリ・パシパミレであった。彼は槍を巨岩

に貫通させるなどの強力な力を持っていたと伝えられている。 

クワリの孫、ルケン・パシパミレは世界的にも有名な音楽（ンビラ）奏者で、2009 年に

は来日公演もおこなった。ルケンの話によれば、ンデベレとショナの抗争は、クワリの死

によって終結した。クワリは強大な力を持っていたため、誰がどのようにしても彼を殺す

ことはできなかった。しかし、クワリは戦争を終わらせるために自ら命を絶った。クワリ

はンデベレの少年に槍を持たせ、自らその槍に突かれた。クワリは「これで戦争は終わる

 

図 2-7 19 世紀南部アフリカにおける国家（Beach 1979） 
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が、ンデベレの地域には旱魃が訪れるだろう」と言い残して死んだ。それ以降、ンデベレ

人地域が広がるジンバブエ南西部で旱魃が頻発するようになったといわれている。南西部

はジンバブエの中の最乾燥地域で、年間降水量は 400mm 以下である。現在でもショナの人々

の中には、「ンデベレは私達を攻撃した恐ろしい人々」というイメージを持つものが少なく

はない。 

いずれにせよ、ンデベレはショナの抵抗を退け、ジンバブエ高原南西部に国家を成立さ

せた。現在のジンバブエ第二の都市ブラワヨは、ンデベレの王ムジリカジの息子ロベング

ラが王都を建設した場所である。 
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第 3 章 ジンバブエ植民地化の過程 

 

3.1 南アフリカにおけるイギリス人とアフリカーナーの対立 

第一次ボーア戦争 

アフリカーナーのグレートトレックの結果、南アフリカにはふたつのアフリカーナー国

家が誕生した。南アフリカ共和国（トランスヴァール）とオレンジ自由国である1（図 3-1）。

これらふたつの国家は、二度にわたりイギリスの侵略を受けた。 

イギリス植民地相のカーナボンの命によりナタール州2の官吏シェプストンは 1877 年に

トランスヴァールに入った。彼は奴隷制の撤廃、投資環境の改善、対アフリカ人勢力の治

安対策改善をトランスヴァール政府に要求した（トンプソン 2009:245）。しかしこれはトラ

ンスヴァール併合のための口実でしかなかった。トランスヴァールは要求に対して改善策

を出したが、シェプストンはこれを不十分として、トランスヴァールのイギリス植民地化

を宣言した。しかし、トランスヴァールはイギリスによるトランスヴァール併合を不服と

し、1880 年に武装蜂起。ケープ植民地ナタール州に侵攻した。財政的負担を理由にイギリ

スはこれに報復をおこなわず、トランスヴァールは 1881 年に再びに自治権を獲得した。イ

ギリスによるトランスヴァール併合は失敗に終わった。 

 

図 3-1 1870 年の南アフリカ植民地地図（Kwamena-Poh ほか 1982） 

                                                  
1 トランスヴァール共和国の正式名称は南アフリカ共和国であるが、現在の南アフリカ共和国との混同を

避けるために「トランスヴァール共和国」を呼ばれている。 
2 アフリカーナーがズールー族との戦いに勝ち 1838 年に建設した国家であったが、1842 年にイギリス軍

に攻撃され、1845 年にケープ植民地の一州になった。 
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3.2 南アフリカ会社によるジンバブエ統治 

 1986 年にはトランスヴァール共和国内で巨大な金鉱脈が発見された（ウィットワーテル

スラント）。 

するとトランスヴァール政府はこの翌年、リンポポ川の北側に国家を築いたンデベレ王

ロベングラに外交官グロブラーを派遣した。そしてンデベレ人地域におけるトランスヴァ

ール人の治外法権を認めさせるグロブラー協定を結んだ。 

アフリカーナーによるリンポポ川北側への進出の背景には三つの理由が考えられる。ひ

とつは、金鉱の開発であった。リンポポ川以北には、金鉱脈があると考えられていた。そ

の証拠は 1867 年にトランスヴァール人のヘンリー・ハートレイが（Henry Hartley）がジン

バブエ高原中部でかつてショナ族によって利用されていた金の採掘場を発見したことにあ

った。1886 年のトランスヴァールにおける金鉱脈の発見は、人々にリンポポ川以北にある

と考えられた金鉱山開発へと向かわせた。 

もうひとつの理由はイギリスによる南からの圧力であった。第一次ボーア戦争に見られ

たように、アフリカーナー国家に対するイギリスの圧力は強かった。トランスヴァール、

オレンジ自由国の人々がリンポポ川以北に新たな土地を求めていた。 

第三の理由は、ウィットワーテルスラントにおける金鉱脈の発見とともにトランスヴァ

ールの地価が高騰し、その結果土地を失った白人貧困層が増加したことである（岡倉

1980:42）。白人貧困層の移住先としての土地が必要とされていた。 

 

セシル・ローズのジンバブエ侵略 

しかし、リンポポ川以北の権益を狙っていたのはトランスヴァールだけではなかった。

ンデベレ族地域における鉱業権をいち早く獲得したのはセシル・ローズ（Cecil Rhodes）で

あった。ローズは 1853 年イングランド出身の資本家でケープ植民地の政治家となった。彼

は 1870 年に病気療養のために南アフリカを訪れた。ローズはオレンジ自由国の西に発見さ

れたダイヤモンド鉱山キンバリーの採掘権を獲得し、1888 年にはデビアス社を設立した。

1890 年には他の鉱業会社を統合し、トランスヴァールにおけるダイヤモンド鉱業を支配し

て巨万の富を築いた（星、林 1978:79）。政治家としてのローズは 1881 年にケープ植民地議

員、1890 年にはケープ植民地首相になった。 

ローズとデビアス社社長のラッドは、更なる資源獲得を目指してリンポポ川以北への進

出を図った。彼らを中心とする南アフリカ企業組合は、1888 年にンデベレ王ロベングラと

ラッド協定を締結した。この協定によって、ローズはリンポポ川以北のンデベレ人地域と
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ショナ人地域における排他的鉱物採掘権を手に入れた。ラッド協定締結後の 1889 年にロー

ズが設立したイギリス南アフリカ会社は、翌年、イギリス女王から行政権や司法権などを

認められた王立特許会社（chartered company）となった。一企業であったイギリス南アフリ

カ会社が、イギリス女王の名のもとに植民地支配を開始した。ローズはリンポポ川以北の

地域に自らの名を取ってローデシア（「ローズの国」）と名づけた。 

1890 年、イギリス南アフリカ会社はショナ族地域に開拓縦隊（Pioneer Column）を派遣

し、現在の首都ハラレにソールズベリー砦を築いて、植民地支配の拠点とした。初期の入

植民の多くはオランダ系南アフリカ人のアフリカーナーであった。1890 年代には数百人の

アフリカーナーがショナ族地域に入植した（Rasmussen and Rubert 1990:13）。スコット

ランド系南アフリカ人であったトーマス・ムーディー（Thomas Moodie）は、オレンジ自

由国の 30 家族を引き連れて東部高地にあるチマニマニに入植した（Rasmussen and 

Rubert 1990:214）。 

イギリス南アフリカ会社によるジンバブエ支配を果たしたローズは、次にトランスヴァ

ール併合を企てた。1895 年、ローズはトランスヴァールにおけるイギリス人の保護という

名目でトランスヴァールへの進軍を計画した。南アフリカ会社の軍人であったジェームソ

ンもこの計画に参加した。計画は約 1 年前から計画された。ローズは南アフリカ会社の軍

隊を増強することで、この計画に備えていた（鈴木 1980:164）。しかし、ローズとジェーム

ソンは計画実行に十分な兵力を集めることができなかった（鈴木 1980:170）。ジェームソン

はローズに制止されたものの、独断でトランスヴァールに侵攻したが失敗し、捕虜となっ

た（1896 年）。この事件を機に、ローズは政治の表舞台から去った。 

 
図 3-2 ローズ遠征隊のリンポポ川以北への進出（Kwamena-Poh ほか 1982 を基に作成） 
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ンデベレとショナの武力蜂起 

 イギリス政府委員会（Council of British Government）は 1894 年、南アフリカ会社に対して

先住民への居留地分割を命じた（Ncube 2004:74）。この法令は、現地のアフリカ人から居

住の自由を奪う法律であった。アフリカ人は「原住民居留地」（Native Reserve）と呼ばれる

狭い領域に限定され、それ以外の土地に居住することを禁じられた。しかも、肥沃な土地

は入植者に独占され、元からいた住民（アフリカ人）はその周辺部の荒れた土地に隔離さ

れた。 

さらに同年、マテベレランド原住民庁（Matabeleland Native Affairs Department）が設立さ

れ、住民に小屋税（hut tax） が課せられた（Ncube 2004:67）。この税は家長に対し、敷地内

の小屋 1 つごとに 10 シリングを課すものであった。多くのアフリカ人住民にとって、税金

を払うためには鉱山での賃金労働が必要であった。したがって、住民への課税は強制労働

に等しかった。この徴税に対してショナ人地域では南アフリカ会社への襲撃事件が発生し

た（Ranger 1967:77）。土地の収奪と徴税に対するアフリカ人の反発は 1896 年に国家的な紛

争に発展した。1896 年、ローデシア南東部のフィラブシ地域でンデベレが白人入植者と警

察官を殺害したことをきっかけにイギリス南アフリカ会社とンデベレの武力衝突が拡大し

た。 

ンデベレの反乱はショナ人地域にまで飛び火した。ショナの蜂起を率いたのはグンボレ

シュンバ（Gumboreshumba）とチャルウェ（Charwe）という二人の霊媒師であった（1986

年）。これらの霊媒師はそれぞれカグウィ（Kaguvi）とネハンダ（Nehanda）という霊の霊

媒師であった。 

カグウィ霊はまたの名をムレンガ（Murenga）といった。ムレンガ霊が中心となったこの

蜂起は彼の名をとってチムレンガ（Chimurenga：ムレンガのこと）と呼ばれるようになった。 

しかし、チムレンガは 1897 年に南アフリカ会社軍によって鎮圧された。闘争の主導者と

して二人の霊媒師が処刑された。チャルウェは処刑される際に「たとえ私が死のうとも私

の魂はまたよみがえり、再び戦う」という言葉を残した。この言葉はジンバブエに広く浸

透し、1960 年代に開始された第二次チムレンガにおいては、解放軍のプロパガンダとして

用いられた。1896－7 年にかけてのチムレンガ蜂起によって、ローデシア内の白人人口の

10％が死亡した（Rasmsussen & Rubert 1990:296）。 

 

植民地開発の加速 

チムレンガ蜂起が鎮圧されたことにより、イギリス南アフリカ会社による植民地開発は
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加速した。鉱山開発、インフラ整備の労働力として利用された。前述のように 1894 年には

アフリカ人住民に対して小屋税が課せられた（Ncube 2004:67）。アフリカ人は納税のための

現金を得るために南アフリカ会社に労働力を提供しなければならなかった。 

たとえば、北西部で石炭が発見されると 1902 年にはブラワヨ－ワンキー間の鉄道建設が

おこなわれた（Ncube:2004 65-66）。鉄道建設は 1903 年にワンキーに到達し、石炭の採掘

が開始された。これらの工事にたずさわったのはローデシア北西部に住むトンガ人（Tonga）、

ナンブガ人（Nambya）、シャングウェ人（Shangwe）であった。 

北西部のトンガ、ナンブガの居住地は乾燥地であり、農業生産が乏しかった。したがっ

て、彼らが納税のための現金を獲得する手段はワンキー鉱山での賃労働以外になかった

（Ncube 2004:111）。 

シャングウェは土地に恵まれ、換金作物のタバコを生産し納税することができていた。

しかし 1920 年代に入ると、シャングウェのタバコ生産が低迷し現金収入が減少した 1934

年以降は賃労働への参加を余儀なくされた。 

 

3.3 イギリス自治植民地期 

1923 年、イギリス南アフリカ会社の特許の期限が切れ、ローデシアはイギリスの自治植

民地となった。自治植民地とは、イギリス本国がローデシアの内政を自治政府にゆだねる

統治形態である。ローデシアでは選挙がおこなわれ、植民地政府が樹立された。イギリス

自治植民地期は 1923 年から 1964 年まで続いた。初期には土地の人種別配分が明確化され

るなど、自治政府による人種差別支配が明確になった。後期になるとイギリス政府が自治

政府に対して人種差別の撤廃と民主的選挙による黒人多数派支配への移行を命じるが、自

治植民地はこれに反発した。南ローデシアと同じようにイギリス南アフリカ会社の支配を

経験したニャサランドと北ローデシアは1964年にそれぞれマラウィとザンビアとして独立

を果たした。しかし、白人（ヨーロッパ人およびその子孫）主導のローデシア自治政府は、

アフリカ人多数派支配への移行を頑なに拒否し、アフリカ人ナショナリズム運動への態度

を硬化させた。 

 

土地配分における人種差別の明確化 

自治植民地ローデシア時代の 1930 年には土地配分法（Land Apportionment Act）が施行さ

れた。この法律は人種別の土地配分を明確化する人種差別法であった。 

アフリカ人の居住区は原住民居留地“Native Reserve”に限定された。「原住民居留地」が
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置かれた場所の多くは標高 1000m 以下、年降雨量 800mm 以下で旱魃が発生しやすく、農業

をおこなうには厳しい自然環境の地域であった。一方ヨーロッパ人地域は標高 1000m 以上

の地域を中心に降水量の多い地域であった。入植者はここで大規模農場を開発した。東部

高地や、ジンバブエ高原中北部の多雨地域には茶のプランテーションやタバコ、綿花など

の大規模農場が拓かれた。 

ローデシアにおける土地配分の割合は、「原住民居留地」が 22.4 パーセント、「原住民購

入地3」は 7.7 パーセント、ヨーロッパ人地区 50.8 パーセント、未決定地 18.4 パーセントで

あった（Rasmussen & Rubert 1990:161）。1941 年にはこの法律が都市にも適用され、都市に

おける土地所有も明確化された。アフリカ人は都市の「原住民居留地」に居住することは

できたが、土地を所有することはできなかった。しかも、アフリカ人は「原住民居留地」

から自由に移動することはできなかった。当時の首都ソールズベリーではアフリカ人労働

者は夜 9 時以降、雇用者の許可なく雇用者の所有地や「原住民居留地」以外の町を出歩く

ことが禁止された。 

1969 年に土地保有法（Land Tenure Act）が施行されると、それまで「未指定」とされてい

た土地がヨーロッパ人地区に組みこまれた。この法律によって国土は大きく 3 分割された。

ヨーロッパ人地区、アフリカ人地区、国有地である。ヨーロッパ人とアフリカ人の所有面

積は 46.6 パーセントずつになった。それぞれの地区に組み込まれた自然公園や動物保護区

を差し引くと、ヨーロッパ人地区は 40 パーセント、アフリカ人地区が 45.2 パーセントであ

った（Rasmussen & Rubert 1990:162）。人口の大多数を占める貧農アフリカ人はいまだ国土

の半分未満の土地に追いやられたままであった。 

    
図 3-3 土地配分法（1930）による土地の分割（左）（Douglas 1984） 

図 3-4 土地保有法（1969）による土地所有状況（右）（Douglas 1984） 

                                                  
3 経済力のある黒人が購入、あるいは、賃借りした土地。 
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図 3-5 ジンバブエの自然環境類型（Surveyor General 1984） 

表 3-1 ジンバブエの自然環境類型 

リージョン 地域名 標高(m) 年降水量(mm)

I 高地多雨地域 1700m 以上 900 以上 

II 高原多雨地域 900-1700 750-1000 

III 高原少雨地域 900-1700 650-800 

IV 高原乾燥地域 500-1700 450-650 

V 低地乾燥地域 900m 以下 650 以下 

 

ローデシア・ニャサランド連邦結成による黒人宥和政策 

1953 年には、南ローデシア、北ローデシア、ニャサランドの三国で、ローデシア・ニャ

サランド連邦が結成された。南ローデシアに住むヨーロッパ系人にとっての連邦結成の意

義は経済発展にあった。第二次世界大戦以降、南ローデシアにはイギリス人復員軍人など

ヨーロッパからの移民があった（星、林 1978:198）。これにともない、南アフリカやイギリ

スからの多額の資本流入や大規模な住宅建設ブームが起こった。南ローデシアは、ザンビ

アで産出される銅と、ニャサランドからの労働力獲得を目指して、連邦結成を狙ったもの

と思われる。 

しかし、連邦結成計画は当初、宗主国イギリスによって否定された。その理由は、南ロ

ーデシアが人種差別法を維持していたからであった（Turino 2000:95）。そこで、南ローデシ

アはイギリスに連邦結成を認めさせるために「人種協調策」を掲げた。イギリスはこれを
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承認し、ローデシア・ニャサランド連邦は 1953 年に結成された。 

人種協調政策によって一部では人種差別の是正がはかられた。たとえば、報道の自由が

緩和されたり（Vambe1976：253）、高等教育に黒人文化の教育が組み込まれたり（Turino 

2000:105）した。一部のアフリカ人には選挙権が与えられた。しかし人種差別構造の撤廃か

らは程遠かった。国会に参加できた南ローデシア・アフリカ人議員はたったの 2 名であっ

た（Ramssen & Rubert 1990:96）。国会の議席 35 のうち、アフリカ人には 6 議席が確保され

た。南ローデシアには 14 議席が与えられたが、この議席にはすべてヨーロッパ系人が当選

した。そして、15 番目の議員として、アフリカ人を代表するヨーロッパ系人議員が当選し

た。アフリカ人にも選挙権が与えられていたが、選挙権を得るには高額の所得が必要であ

り、大多数のアフリカ人には選挙権がなかった。 

 アフリカ人の権利は抑圧されたままであったが、連邦時代にアフリカ人の政治運動がは

じまった。 

1957 年には初のアフリカ人政党である南ローデシア・アフリカ国民会議（Southern 

Rhodesia African National Congress: ANC）が誕生した。ANC は 6,000～7,000 人の党員と、約

40 の支部を形成したが、1959 年に、政府によって非合法化された。 

ANCが解体されるとアフリカ人政治活動家は国民民主党（National Democratic Party: NDP）

を結成した。NDP は連邦が解体した 1961 年に南ローデシア政府によって非合法化された。 

アフリカ先住民は政治活動をあきらめず、NDPの再編成によってZAPU（Zimbabwe African 

People’s Union：ジンバブエ・アフリカ人民同盟）が結成された。しかし、ZAPU もまた非

合法化された。 

アフリカ人政治活動家による平和的な政治運動は次々に非合法化された。そこで、アフ

リカ人組織に残された手段は武力闘争しかなかった。 

 1960 年はアフリカの多くの国が独立を果たしたアフリカ独立の年であったが、南部アフ

リカ諸国では多数派であるアフリカ人支配への移行が遅れた。しかし、ローデシア･ニャサ

ランド連邦内でもアフリカ人多数派支配による独立運動の機運が高まり、ローデシア・ニ

ャサランド連邦が 1962 年に解体すると、1964 年にはザンビアとマラウィが独立を達成し

た。その一方で、南ローデシアでは 1962 年の選挙でヨーロッパ系人右派政党の RF（Rhodesia 

Front）が勝利し、アフリカ人解放運動は更なる弾圧を受けることとなった。 

RF はヨーロッパ人の社会的特権や経済的特権に固執した。イアン・スミス（Ian Smith）

首相は治安維持法やハイフィールド「原住民居留地」における非常事態宣言、アフリカ人

系新聞の発禁処分などでアフリカ住民の解放運動をとりしまった。連邦時代に合法であっ
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たアフリカ人政治団体は連邦の解体とともに非合法化された。 

隣国ザンビアが独立すると、スミスはこれに危機を覚え、人種差別を残したままローデ

シアを独立させようとした。これに対し、宗主国イギリスは、独立に向けて 5 つの条件を

出した（星、林 1978:229）。 

（１） 多数派支配原則の保証 

（２） 1961 年憲法4改悪反対 

（３） アフリカ人の政治的地位の改善 

（４） 人種差別の終焉 

（５） ローデシア人民の意志による独立 

しかし、1965 年、スミスはこの条件を受け入れず、宗主国の承認なしで一方的独立宣言

（UDI : Unilateral Declaration of Independence）をおこなった。南アフリカに続く人種差別国

家ローデシアの誕生である。さらにローデシアは 1970 年に憲法を改正して、共和国宣言を

おこない、英連邦から離脱してローデシアにおけるイギリスの統治権を否定した。ローデ

シア共和国成立によって、アフリカ人の権利が回復されることはなかった。アフリカ人解

放組織は 1972 年以降、本格的な武力闘争を開始することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
4 1961 年に改正された南ローデシア憲法。人種別選挙人登録簿がつくられ、初めてアフリカ人に議席が配

分された。しかし、人権規定が明記されなかった。 
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第 4 章 ジンバブエ解放闘争 

 
 ローデシアが一方的独立宣言を発表した翌年の 1966 年、ZAPU と ZANU というふたつ

のアフリカ人解放組織が武力闘争を開始した。彼らがジンバブエ共和国独立を達成した背

景には、三つの支援があった。 

第一に社会主義国による支援であった。アフリカ人解放組織の軍事的、政治的知識の訓

練に大きな役割を果たしたのがガーナ、タンザニア、中国、ソ連などの社会主義国であっ

た。 

第二にローデシア・アフリカ人民衆からの支援であった。ZANU は 1966 年の軍事作戦に

失敗した。この失敗から、アフリカ人民衆の支援獲得に向けたゲリラ戦略がおこなわれる

ようになった。解放軍はジンバブエ農村で民衆の支持を獲得しながら作戦を展開した。 

そして第三に周辺のアフリカ諸国（特にタンザニア、ザンビア、モザンビーク）とイギ

リスをはじめとする欧米諸国からの支援であった。解放組織とローデシア政府の交渉の場

を設けたのはザンビア大統領カウンダであった。しかし、多数派アフリカ人支配への移行

に向けた制憲会議において、解放組織とローデシアの首脳は互いに妥協を許さなかった。

そこで、彼らを強引にもひとつの新憲法の下に結びつけたのは旧宗主国のイギリスを中心

とする欧米諸国であった。 

 

4.1 ZANU と ZAPU の形成 

 武力闘争を牽引した組織は ZAPU（ジンバブエ・アフリカ人民同盟）と ZANU（ジンバブ

エ・アフリカ人国民同盟）であった。ZAPU はンデベレ系、ZANU はショナ系を支持母体と

する組織であった。これらの組織はもともとひとつの組織であった。 

両解放組織の起源となった南ローデシア・アフリカ国民会議（Southern Rhodesia African 

National Congress: ANC）は、アフリカ人宥和政策が実施されたローデシア・ニャサランド

連邦時代（1957 年）に結成された。ANC は 6,000～7,000 人の党員と、約 40 の支部を形成

したが 1959 年に連邦政府によって非合法化された。 

ANCが解体されるとアフリカ人政治活動家は国民民主党（National Democratic Party: NDP）

を結成した。しかし NDP もまた 1961 年に南ローデシア政府によって非合法化された。 

そこで NDP が再編成され、ZAPU（Zimbabwe African People’s Union：ジンバブエ・アフ

リカ人民同盟）が結成された。しかし、ZAPU もまたローデシア政府によって非合法化され
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た。ローデシア政府は各地の学校、教会、通信機関に対する破壊活動を理由に ZAPU を非

合法化した。しかし、これらの犯行はローデシア軍による捏造であった（Bhebe 1999:10-12、

井上 2001:10-12）。このように、アフリカ人による政治活動はローデシア政府によって次々

に非合法化された。そこで、アフリカ人組織に残された手段は武力闘争であった。 

ZAPU を牽引したのはジョシュア・ンコモ（Joshua Nkomo）であった。ンコモは 1917 年

ジンバブエ南西部のマトボ郡出身であった。この地域はンデベレ文化圏であったが、ンコ

モの出身民族はショナ系のカランガ（Kalanga）であった。彼は 1947 年にジンバブエ・アフ

リカ人として初めて、ローデシア鉄道の民生委員となった。次にローデシア鉄道アフリカ

人雇用組合の書記長になった。ンコモはその後通信教育によって南アフリカ大学の学位を

取得した。その後 ANC のブラワヨ地区代表をへて、1957 年に ANC の党首となった。ANC、

NDP、ZAPU を通じてンコモはその代表者であった。ンコモは主に国外でローデシア・アフ

リカ人の権利回復を訴えた（イギリスや国連での請願活動）。 

一方でローデシア国内の活動を担った人物はダバニンギ・シトーレ（Ndabaningi Sithole）

と現大統領のロバート・ムガベ（Robert Mugabe）であった（井上 2001:21）。シトーレはジ

ンバブエ南東部のンダウ族（ショナ系）出身であった。 

ジンバブエ解放闘争で、最も大きな役割を果たしたのがショナ出身で現大統領のロバー

ト・ムガベである。ZANU 結成当時、ムガベは書記長であった。ムガベは 1924 年、ジンバ

ブエ北西部のジンバ地域（Zvimba）に生まれた。彼はミッションスクールで教育を受け、

17 歳で小学校教師になった。そして、1950 年まで教師を続けながら、独学で大学の入学資

格をとった。そして、1951 年に南アフリカのフォートヘア大学で学位をとった。ムガベは

南アフリカで学生の反人種主義運動に強い影響を受け、ローデシア・ヨーロッパ系人に対

する敵意を覚えるようになった（Amith & Simpson 1981:17）。52 年に南ローデシアに戻

り、地方のミッションスクールで再び教師生活を送った。1955 年には北ローデシアで、1958

年から 60 年までは、ガーナで教師をした。 

ガーナは 1957 年にイギリス植民地から独立した、アフリカ初の脱植民地アフリカ人国家

であった。ガーナの大統領クワメ･ンクルマは、アフリカ各地から若者を招き、その政治手

法を学ばせた。ムガベもその一人であった。ムガベは 1960 年に南ローデシアへ戻り、NDP

の広報秘書官になった。 

ンコモの海外における請願活動が行き詰ったことで ZAPU は分裂し、急進派のシトーレ
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とムガベが 1963 年に ZANU を結成した1（井上 2001:19）。一方でンコモ派は PCC を結成し

た。しかし、ローデシア政府はこれらの組織を非合法化した。もはや両組織がローデシア

国内で活動をおこなうことは不可能であった。 

ZANU と PCC はローデシア政府によって非合法化されたのち、活動拠点をザンビアとタ

ンザニアに移した。PCC はザンビアで ZAPU を再結成した。 

また、ZANU と ZAPU の両組織は武力闘争をおこなうため、それぞれ軍部を組織した。

ZAPU の軍部は ZIPRA（Zimbabwe People’s Revolutionary Army：ジンバブエ人民革命軍）、

ZANU の軍部は ZANLA（Zimbabwe African National Liberation Army：ジンバブエ・アフリカ

人国民解放軍）であった。 

ローデシアのアフリカ人政治家は、反植民地主義のイデオロギーとして社会主義を掲げ

た。そして、解放闘争は社会主義国の協力のもとに進められた。なかでも大きな役割を果

たしたのがガーナ、タンザニア、モザンビーク、中国であった（Bhebhe 2001:28-29）。ZANU

は数人の党員を 1963 年に中国に派遣し、そこで毛沢東主義、武器使用技術、軍事科学を学

ばせた。そして 1964 年には中国からの帰還兵に加え 40 人の兵がガーナへ派遣され、そこ

でガーナ軍と中国軍の軍事訓練を受けた。さらに 1965 年、タンザニア政府の協力により、

タンザニアのイトゥンビとチュニャで軍事訓練がおこなわれた（Bhebhe 1999:30）。タンザ

ニアでの訓練を指導したのはガーナと中国で軍事訓練を受けた党員であった。ZANU はこ

れらの人員によって、ジンバブエ・アフリカ国民解放軍（ZANLA）を組織した。 

初の組織的軍事作戦は 1966 年におこなわれた。ZANLA のゲリラ兵はザンビアからロー

デシア国内に侵入し、北西部の街、チノイでローデシア軍との戦闘をおこなった2。しかし、

この戦いは失敗に終わった。失敗の原因は未熟な戦術にあった。問題のひとつは地理的な

問題であった（Bhebhe 2001:31）。ザンビアからの進軍で障壁となったのは、ザンベジ川で

あった。ザンベジ川の渡河の困難さが武器や人員の輸送を困難にした。そこで、ZANLA は

モザンビークのテテ州における活動許可を得ることで、この問題を解決した（Bhebe1999:33）。

ザンベジ川以南のモザンビーク国内に基地を置くことで、武器と人員の輸送の問題が解決

した。この作戦変更により、1970 年代にはローデシア北東部が武力闘争の中心となった。 

                                                  
1 OAU アフリカ解放委員会は ZANU と ZAPU の後継組織である PCC（People’s Caretaker Council）をロー

デシアにおける正等な政治組織と承認した。 
2 1967 年には ZAPU の軍事組織、ZIPRA (Zimbabwe People’s Revolutionary Army)もタンザニアのモロ

ゴロにキャンプを設けて訓練をおこなった。ZIPRA は南アフリカの ANC（Africa National Congress）と

連合を組んで 1968 年にローデシアに侵入し、西部のワンキーでローデシア軍と交戦した（Bhebe 
1999:19-24）。しかしこれも失敗に終わった。 
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4.2 民衆からの支持獲得とゲリラ戦法 

 チノイでの作戦におけるもうひとつの問題は、民衆の支持の問題であった。ローデシア

政府のプロパガンダが解放軍への恐怖心をあおった（Lan 1984:125）。ローデシア政府は解

放軍のことを「テロリスト」であり、「尻尾の生えた動物」として宣伝した。農村部の人々

は、ある日突然銃を持って村落にあらわれた見知らぬアフリカ人に恐れを抱いたという。

したがって、解放軍には民衆の理解と支持をえるための戦略が必要であった。ZANU は民

衆動員の必要性を訴え、1971 年からローデシア北東部のダンデ地方で、民衆の政治教育と

兵士の徴募を開始した（Lan 1984:124）。 

民衆からの理解と支持を得るために、解放軍は各地の霊媒師と友好関係を築いた（Lan 

1984:136）。その理由は、霊媒師が農村部における宗教的、政治的指導者だったからである。

19 世紀末に勃発した第一次チムレンガで闘争を指揮したのは霊媒師であった。第一次チム

レンガのあと、ローデシア政府に反抗した首長や霊媒師は首長権を奪われた（Lan 1984:137）。

そのような経緯から、ローデシア北東部ではチーフ・チウェシェが権利回復を訴えて政府

に反抗していた（Lan 1984:138）。解放軍はこのような首長や霊媒師と友好関係を結ぶこと

で、農村地域の支持を獲得し、兵士の徴募や武力作戦を展開した。 

解放軍の武力作戦はゲリラ戦であった。兵士は 4－5 人で 1 グループを形成し、軍事作戦

や政治活動を展開した。各兵士の役職は司令官（commander）、政治委員（political commissar）、

警備（security）、兵站（logistics）、医務官（doctor）であった（Lan 1984:127）。彼らが農村

部で最初におこなったのは夜間の政治集会であった。集会には民衆が集められ、ゲリラ兵

による政治教育がおこなわれた。ゲリラ兵が民衆に説いた内容は、解放闘争にかかわるあ

らゆる理念であった。演説では解放組織の歴史や陣容、人種差別や資本主義、武力闘争の

意義が説明された（Lan 1984:127）。ローデシアでは人種差別主義が常態化し、民衆は自ら

が被差別の状態にあることに慣れてしまっていた。軍事集会では演説と軍歌の合唱がおこ

なわれた（Lan 1984:125）。演説と歌の繰り返しにより、一般民衆は政治教育を受けた。ま

た、民衆は合唱することによって解放闘争に具体的に参加した。民衆は半強制的に解放軍

の集会に参加させられた。 

解放闘争を経験した世代の人々は、当時の恐ろしい体験を語ってくれることがある。筆

者のインフォーマントは 1970 年生まれで、幼少期に解放闘争を経験した。彼の父は解放軍

へ意志の命令で、町へ衣料品の買出しに行った。首都ソールズベリーで大量の衣類を買っ

て農村部へ戻る途中、彼はローデシア警察に尋問された。警察は彼を解放軍の支援者であ
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るとして尋問を続けたが、彼は「家族のもの」と言い張って、何とか言い逃れた。警察の

尋問にあったことで、彼の帰村はかなり遅れてしまった。すると、今度は解放軍兵士から

尋問を受けた。兵士は彼がローデシア警察に村落に潜む解放軍兵士の存在を密告したとい

う疑いをかけた。結局彼が罰を受けることはなかった。インフォーマントによれば、例え

彼が密告していなかったとしても、見せしめのためにアフリカ人民衆が殺されることもあ

ったという。 

 

4.3 ザンビアと南アフリカによる停戦協議の仲介 

ローデシア政府の強力な後ろ盾となっていたのは人種主義国家の南アフリカであった。

南アフリカは警察隊を派遣することでローデシアのスミス政権を支援していた。しかし、

1974 年にモザンビークが独立したことで、事態は急変した。モザンビークの政権をとった

FRELIMO はジンバブエ解放組織の ZANU と協力関係にあり、FRELIMO 政権の誕生は、

ZANU による武力闘争の激化を招く可能性があった（井上 2001:124）。そこで南アフリカ首

相のフォルスターがザンビア大統領のカウンダとローデシア問題の平和的解決についての

協議を開始した。その結果ザンビアの首都ルサカで開催されたルサカ会談（1974）とジン

バブエ－ザンビア国境間のヴィクトリア・フォールズで開催されたヴィクトリア・フォー

ルズ会議という、アフリカ人解放勢力とローデシア政府による制憲会議に向けたふたつの

会談が設けられた。 

カウンダとフォルスターの協議によって 1974 年にはローデシア問題の平和的解決を目指

して、ルサカ会談がおこなわれた。この会談によって、ANC、ZANU、ZAPU、そして、ZANU

と ZAPU を離党したメンバーで結成された FROLIZI という四つのアフリカ人解放勢力が名

目上、ひとつの組織（ANC）に統合されることになった。会談にはザンビア大統領カウン

ダ、タンザニア大統領ニェレレ、ボツワナ大統領カーマ、のちのモザンビーク大統領マシ

ェル、ANC 議長ムゾレワ、FROLIZI 議長チケレマ3、ZAPU 議長ンコモ NANU 代表シトー

レ、そしてスミス政権の代表者と南アフリカの代表が参加した。この会で決定されたこと

は、以下の 3 点であった（井上 2001:126）。 

（１）ゲリラ活動の即時停止 

（２）前提条件のない制憲会議の招集 

                                                  
3 FROLIZI は Front for the Liberation of Zimbabwe の略。ZAPU と ZANU から離脱したメンバーによ

って 1971 年に結成されたが、1973 年以降に消滅した。 
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（３）拘禁中のアフリカ人指導者の釈放 

 

4.4 ジンバブエ･ローデシア共和国の成立 

3 点の合意に至ったにもかかわらず、この会談のあともゲリラ活動の停止はやまず、アフ

リカ人政治犯の釈放も途中で停止された。 

1975年には解放組織の連合であるANCの代表者とスミスに加え、ザンビア、南アフリカ、

タンザニア、ボツワナ、モザンビークの代表者が参加してビクトリア･フォールズ会議が開

催された。しかし「多数派支配への即時移行」をめぐって意見が対立し、会議は決裂した

（井上 2001：130）。この決裂によって、ANC のもとに統合されたアフリカ人解放組織が再

び分裂した。ZAPU のンコモは、ローデシア国内での平和的解決を目指した（井上 2001：

130）。 

一方ムゾレワは解放闘争を支持し UANC（United African National Council）を結成した

（Rasmussen & Rubert 1990:11）。ZANU 内部でも対立がおきた。代表のシトーレが ZANU か

ら離脱し、ムガベが ZANU 代表となった。ンコモは 1975 年にスミスとの制憲交渉を開始す

るが、これも翌年には決裂した。ZANU 代表のムガベは、ZAPU 代表のンコモと同盟を結び、

愛国戦線（Patoriotic Front :PF）を結成した。制憲交渉がおこなわれる一方で、PF 連合軍に

よる武力闘争は継続した。 

1977 年、スミスは多数派アフリカ人支配への即時移行を求める RF との交渉をあきらめ、

穏健派勢力との制憲交渉を開始した。交渉参加者は、UANC のムゾレワ、ZANU を離脱し

ANC-S（African National Council Sithole）を結成したシトーレ、そして伝統首長によって構

成されるジンバブエ人民組織連合（ZUPO：Zimbabwe United People’s Organization）のチラウ

であった。この会談には解放運動の中心人物であったムガベとンコモは含まれていなかっ

た。スミスとこれらのアフリカ人政治組織は 1978 年にソールズベリー協定を締結し、最大

の解放勢力であった RF 抜きでジンバブエ･ローデシア憲法を起草した。この憲法では、一

人一票制にもとづく多数派支配が規定されたものの、国会の白人議席数が 28%も確保され

るなど人種主義的性格の残る憲法であった。（井上 2001:146）。 

 

4.5 ジンバブエ・ローデシア共和国からジンバブエ共和国へ 

しかし、1979 年には新憲法にのっとったローデシア初の一人一票制選挙がおこなわれた。

この結果、ムゾレワを首相とする「ジンバブエ・ローデシア」という新たな国家が誕生し
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た。ムゾレワを批判する RF に対し、ムゾレワはローデシア空軍を使ってアンゴラ、ザンビ

ア、モザンビークの解放軍キャンプを爆撃した。 

RF の不参加によって成立したジンバブエ・ローデシア共和国を、国際社会は承認しなか

った。国際社会は新たな制憲会議に向けて動き出した。オーストラリア首相フレーザー、

イギリス首相サッチャー、ナイジェリア外務委員会アデフォペ、ジャマイカ首相マンレー、

タンザニア大統領ニェレレ、ザンビア大統領カウンダによってルサカ協定が起草され、改

めて前当事者参加の制憲会議が行われることになった。この協定にしたがい、1979 年 9 月、

PF を含めた全ての当事者によるランカスターハウス会議がおこなわれた。ランカスターハ

ウス会議で争点となったのは、ヨーロッパ人入植者に対する保護規定であった。PF はイギ

リスの提示した規定を承認した。そのヨーロッパ人保護規定とは、下院 100 議席にヨーロ

ッパ系人議席 20 を認めること、そして、独立後 10 年間はヨーロッパ人入植者の所有地が

保護されることであった。選挙までの暫定期間、ローデシアはイギリスの統治の下に置か

れた（井上 2001:162）。そして、停戦が合意に至った。 

ジンバブエ独立闘争は多くの死者を出した。1972 年からランカスターハウス会議での停

戦合意までの 7 年間で 18,000 人が死亡した（井上 2001:176）。ランカスターハウスでの合意

によってこの戦争は終結し、翌 1980 年には全人種参加による選挙によって、ムガベ率いる

ZANUPF が第一党となり、多数派支配のジンバブエ共和国が誕生した。 

ムガベ政権の誕生によって、第二次チムレンガは終結した。しかし、人種間の経済格差

や土地所有の格差の是正という大きな課題が残されたままであった。 
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第 5 章 解放軍歌 

 

5.1 歌による解放軍とアフリカ人民衆の団結 

1966 年ローデシア北西部の町チノイでの戦闘をきっかけに、ジンバブエ解放闘争（第二

次チムレンガ）が始まった。ジンバブエ・アフリカ人国民解放軍（Zimbabwe African 

National Liberation Army: ZANLA）の 7 名の兵士が反政府活動をおこなうためにザンビ

アから入国した。彼らはチノイでローデシア警察に発見され、そこで武力衝突が起こった。

数時間の戦闘の後、解放軍兵士全員が死亡して武力衝突は終わった。この戦いをきっかけ

に ZANLA の母体組織であったジンバブエ・アフリカ人国民同盟（Zimbabwe African National 

Union: ZANU）は、解放戦略の見直しをせまられた。 

解放軍はチノイでの完敗から、解放闘争の展開にはアフリカ人大衆からの支援が不可欠

であると分析した（Lan 1985:124）。この戦略はその結果、解放軍は「大衆政治的動員」（mass 

political mobilization）の戦略を打ち出した。具体的にはジンバブエ解放闘争の意義をアフ

リカ人大衆に周知させることで、解放軍兵士を徴募したり、農村からの食糧支援を得たり

するものであった。この戦略において、歌が民衆の政治教育や兵士の鼓舞や一致団結の手

段として用いられた。それは歌にあふれる日常生活を送ってきたショナの人々にとっては

当然のことであったかもしれない。解放軍（ZANLA）は解放軍合唱団（Liberation Choir）

を結成し、歌を用いて民衆の政治教育と兵士の徴募を促進した。 

解放軍合唱団の歌は「闘争歌」（Chimurenga Song）と呼ばれた。闘争歌はジンバブエの民

謡やキリスト教歌の替え歌であった。人々になじみのあるメロディとリズムに、政治的な

歌詞がつけられた。アフリカ人民衆は打倒白人政府のための政治戦略を歌によって学んだ。

ローデシア政府が敷いたマスメディアにおける情報統制への対抗策として、解放軍兵士に

よって草の根的に伝えられた闘争歌が貴重な情報伝達手段としての役割を果たした。とも

に歌い踊ることで民衆と解放軍が一体となって解放闘争を戦った。 

 

5.2 闘争歌の歌詞 

解放軍兵士はジンバブエアフリカ人に対して解放軍の組織や戦略を説明し、アフリカ人

民衆を打倒ローデシアの共闘に巻き込まなければならなかった。 

解放軍兵士たちはゲリラ戦をおこなった。兵士は 4－5 人で 1 グループを形成し、農村部

を中心に軍事作戦を展開した。彼らが農村部で 初におこなったのはプングウェ（pungwe）

と呼ばれる夜間の政治集会であった。集会には民衆が集められ、ゲリラ兵による演説がお
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こなわれた。演説では解放組織の歴史や陣容、人種差別や資本主義、武力闘争の意義が説

明された（Lan 1984:127）。演説が終わると、次に彼らは民衆に歌を教え、ともに解放軍歌

を歌った。解放軍兵士は出身村で戦ったわけではなかった。したがって、村民は兵士が誰

であるかをしらなかった。武器を持って突然村に現れたゲリラ兵に親近感を覚える民衆は

いなかったであろう。そのような解放軍兵士を、ローデシア政府は「テロリスト」と呼び、

民衆を恐れさせた（Lan 1985:125）。情報統制のしかれたローデシアにおいて、民衆が解放

軍の実態を知るすべはなかった。そこで、解放軍は歌によって組織の実態や武力闘争の意

義を伝えた。 

解放軍組織を民衆に紹介した歌として「ZANU は知っている」がある。この歌では、組

織の成り立ち、指導者、活動拠点、戦力が紹介された。現大統領ムガベの存在も、歌によ

って民衆に知られるようになった。民衆は本当にアフリカ人がローデシア政府を打倒でき

るのか不審に思っていたであろう。解放軍は組織の体制や戦略を説明することで、民衆か

ら理解を得ることにつとめた。解放軍にとって闘争歌は民衆の不安を取り除き、支持を獲

得するための重要な戦略であった。 

 

Zvinozibwa NeZANU（ZANU は知っている） 

MuZimbabwe vanhu takaungana ジンバブエで人々は団結した 

Kuvamba musangano weZANU ZANU という組織を作るために 

VaMugabe takavasarudza われわれは同志ムガベを選んだ 

Kutungamirira vanhu 人々の指導者として 

Nhasi zvombo tinazvo, nemauto tinawo 今、われわれは武器と兵士を手に入れた 

Rubatsiro ticharuwanepiko? 支援はどこでえられるのか 

Zvinozibwa neZANU ZANU はそれを知っている 

Takasara tikabuda kunze われわれは国外に脱出した 

Mumwe nemumwe kusvikira tawanda そして、十分な戦力が確保できるまで、一

人ずつ同志を増やした 

Takaunganidzanazve kunze 国外で団結し 

Kuti tidziidze hondo 戦争について学んだ 

Nhasi zvombo tinazvo, nemauto tinawo 今、われわれは武器と兵士を手に入れた 

Rubatsiro ticharuwana kupiko? 支援はどこでえられるのか 

Zvinozibwa neZANU ZANU はそれを知っている 
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Mabhunu ndokubata Takawira ブヌ（ヨーロッパ人に対する蔑称）どもは

タカウィラ1を拘束した 

Nevamwe vake vaimutevera そして彼の支持者は 

Ndokuisa vose mutirongo みな、投獄された 

Vamwe ndokuuraiwa なかには殺されたものもいる 

Nhasi zvombo tinazvo, nemauto tinawo 今、われわれは武器と兵士を手に入れた 

Rubatsiro ticharuwanepiko? 支援はどこでえられるのか 

Zvinozibwa neZANU ZANU はそれを知っている 

（筆者訳） 

 

なぜ戦わなければならないのか。ZANU は毛沢東主義をポリシーとし、少数ヨーロッパ

人による圧政に対する闘争として武力闘争を選択した。「タカニュ兄さん」という歌は、

ZANU がアフリカ人多数派支配に向けた平和的な交渉から武力闘争へと舵を切った理由が

説明されている。ヨーロッパ人にとって飼い犬はアフリカ人よりも尊い。だから、アフリ

カ人がヨーロッパ人の雇主と一緒に車に乗ると、犬は雇主のすぐそばにおかれる。アフリ

カ人は犬よりも下座である後部座席に座らされる。これはアフリカ人に対する冒涜である。

ZANU はジンバブエを解放する方法が武力闘争しかないということを学んだ。「タカニュ兄

さん」という歌は、ある男性に話しかけるような形で歌われる。以下のテキストは Pongweni 

1982 に掲載された「タカニュ兄さん」の歌詞から一部を抜粋したものである。 

 

Mukoma Takanyu（タカニュ兄さん） 

Iye anotaura kuti imbwa inokosha, kupfuura 

munhu 

ある人が犬は人より尊いといった 

Zvinova zvatisingazive isu われらアフリカ人にとっては変な話だろう

Kana pamberi ipapo yabheuka bhasa anenge 

afa 

もし交通事故に遭って、雇い主が死んだと

しよう 

Kana vaakuda kutora statement, vanouya 

kuzobvunza inini, kuti basa afe sei? 

警察は調書をとるためにやってきて、私に

尋ねる。「雇い主はどうやって死んだのか」

と 

                                                  
1 Leopord Takawira （1916-1970）。NDP 創設者の一人。ZANU の初代副党首。1964 年に逮捕され、獄

死した。 
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Ndinozvizivawo here kuti afa sei? 私が知るはずがない 

Asi kuti imbwa yanga iri kumberi でも、犬は雇い主の横に座っていた 

Ndiyo yanga ichiona kuchinjwa kwanga 

kuchiitwa magiya 

犬なら雇い主がどうやってギアチェンジに

失敗したか知っているだろう 

Zvinhu zvoudzvanyiriri izvozvo こんなことはアフリカ人に対する弾圧であ

り、冒涜だ 

Takasotarisa mubhuku raMao 我々は毛沢東の本を読んで知った 

Unonzwa paakutaurwa kunzi “simba 

rezvematongerwo enyika rinobva mumuromo 

we pfuti” 

「国を支配する力は、銃口から生まれる」

と 

Ndosaka takauya kuno kuti titore gidi だから我々は銃をとり、ここへ来た 

Titore simba rezvematongerwo enyika さあ、国を治めるための力を手に取ろう 

（われらに残された手段は武力闘争しかな

い） 

Richibva mumuromo we pfuti その力は銃口よりいずる 

Kana tichinge takadaro vana veZimbabwe, 

takabatana 

ジンバブエの子どもたちよ、もし銃を手に

取ればわれらの結束はゆるぎない 

Zvirinyore kuti titore Zimbabwe ジンバブエを奪還するのは、難しいことで

はない 

Tinoitore Zimbabwe ka さあ、ジンバブエを奪還しよう 

Tichaitora Zimbabwe ka われらは必ずジンバブエを奪還する 

（Pongweni 1982:44-49、一部筆者訳） 

 

歌は政敵を批判する戦略でもあった。ZANU はジンバブエ・ローデシアの建国に賛成し

たアフリカ人政治家を批判した。ZANU が目指したのは、アフリカ人多数派への即時移行

と、人種差別の撤廃であった。この目標を妨げる人物は、たとえジンバブエ・アフリカ人

であっても批判の対象となった。1978 年、スミス政権は人種差別を残した新憲法を起草し、

主要アフリカ人解放勢力である PF（ZANU と ZAPU の連合）を除いた国内のアフリカ人政

治活動家にこれを了承させた。そして、「ジンバブエ・ローデシア」という国を誕生させた。

ジンバブエ・ローデシアの建国に賛成したアフリカ人政治家への批判はすぐに歌になり、

民衆の間に拡散した。 
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「祖国を熱望する人々」という歌は、アフリカ人政治家への批判であると同時に、民衆

への警告でもある。その理由は、民衆の目には、ジンバブエ・ローデシアの誕生が真のア

フリカ人多数派支配の実現と映ったかもしれないからである。なぜならジンバブエ・ロー

デシア憲法は初めての一人一票制の選挙によって承認されたからである。しかし、ジンバ

ブエ･ローデシアは人種主義を残した国家であった。ZANU は民衆に対し、反人種主義のジ

ンバブエ独立戦争が終わっていないことを訴えた。ジンバブエ･ローデシアが誕生しても解

放軍兵士たちは祖国の独立を待って戦った。歌は呼唱答唱形式で歌われる。呼唱者が ZANU

の主張を歌うと、政治集会に集まった民衆が「彼ら（兵士たち）は祖国の独立を熱望して

戦っている」と歌い返す。 

 

Vanogarira Nyika Yavo（祖国を熱望する人々） 

Pamberi neZANU ZANU とともに進もう 

Pamberi 前進しよう（答唱） 

Pamberi neChimurenga チムレンガとともに前進しよう 

Pamberi 前進しよう（答唱） 

Icho この歌が 

Charira 聞こえた（答唱） 

  

Smith usaone vana vamai vedu スミスよ、お前には我らが若者が見えないか 

Kugara musango 彼らは荒野に住んでいる 

Vanogarira nyika yedu 祖国の独立を熱望して戦っている（答唱） 

  

Kurara mumba 家の中で眠りたい 

Vanongokudawo 彼らはそう望んでいる 

Kugara pasi 落ち着いて休みたい 

Kurima munda 畑を耕したい 

Asi kuti vanogarira nyika yedu だけど、祖国の独立を待って戦っている（答唱） 

  

Dupont usaone vana vamai vedu デュポン2よ、お前には見えないか 

                                                  
2 Dupont, Clifford Walter（1905-1978）。イギリス出身。白人右派政党ローデシア・フロント党の初代議

長。ローデシアの一方的独立宣言を推進した。 
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Kugara musango 若者が荒野に住んでいるのを 

Vanogarika nyika yedu 彼らは祖国の独立を熱望している（答唱） 

Kuita mhuri 家庭を築きたい 

Vanongokudawo かれらはそう願っている 

Kuvaka musha 村を築きたい 

Kusevenzawo 働きたい 

Asi kuti vanogarira nyika yedu だけど、祖国の独立を待って戦っている（答唱） 

  

Muzorewa usaone vana vamai 

vedu 

ムゾレワよ、お前には見えないか 

Kugara musango 若者が荒野で寝泊りしていることを 

Vanogarika nyika yedu 彼らは祖国の独立を熱望している（答唱） 

Kusevenzawo 働きたい 

Vanongokudawo かれらはそう願っている 

Kuita mhuri 家庭をもちたい 

Kuvaka musha 村を築きたい 

Asi kuti vanogarira nyika yedu だけど、祖国の独立を待って戦っている（答唱） 

  

Chirau usaone vana vamai vedu チラウ3よ、お前には見えないか 

Kugara musango 若者が荒野に住んでいるのを 

Vanogarika nyika yedu 彼らは祖国の独立を熱望している（答唱） 

Kuvaka musha 村を築きたい 

Vanongokudawo かれらはそう願っている 

Kurara mumba 家の中で眠りたい 

Kugera ndebvu ひげを剃りたい 

Asi kuti vanogarira nyika yedu だけど、祖国の独立を待って戦っている（答唱） 

  

Sithole usaone vana vamai vedu シトレよ、お前には見えないか 

Kugara musango 若者が荒野に住んでいるのを 

                                                  
3 Chirau, Jeremiah（1924-1985）。ローデシア・チーフ委員会の委員長。アフリカ人による保守派政党

ZUPO の代表としてジンバブエ・ローデシア憲法に賛成した。 
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Vanogarika nyika yedu 彼らは祖国の独立を熱望している（答唱） 

Kusevenzawo 働きたい 

Vanongokudawo かれらはそう願っている 

Kurara mumba 家の中で眠りたい 

Asi kuti vanogarira nyika yedu だけど、祖国の独立を待って戦っている（答唱） 

  

Pamberi neZANU ZANU とともに前進しよう 

Pamberi 前進しよう（答唱） 

Pamberi neChimurenga チムレンガとともに前進しよう 

Icho この歌が（答唱） 

Charira きこえた 

（筆者訳） 

 

闘争歌はアフリカ人によるアフリカ人民衆のための歴史教育にも利用された。解放軍が

歌によって伝えたローデシア史は、ヨーロッパ人による略奪の歴史であった。ローデシア

の農村では、教育を受けたアフリカ人が少なかった。教育を受けたとしても、その教育は

ローデシア政府やキリスト教ミッションによる西洋的価値観にもとづく教育であった。ヨ

ーロッパ人の入植から半世紀以上を経て、人々は被人種差別に慣れつつあったのではない

か。解放軍の歌は、アフリカ人の政治意識を啓蒙した。 

「お前らの敗北」（Maruza Imi）という歌は解放軍合唱団の歌の中で も知られる歌であ

る。この歌の特徴は二点ある。ひとつは過去のジンバブエ人戦没者を英雄としてとりあげ

た点である。チャミヌカ、ネハンダ、カグウィという霊媒師が解放闘争の英雄として、ま

た守護霊として讃えられた。チャミヌカはヨーロッパ人の到来を予言した霊媒師である。

ネハンダとカグウィは 19 世紀末に勃発した反イギリス南アフリカ会社闘争の指導者である。

ネハンダは 1897 年にイギリス軍によって捕らえられ、処刑された。しかし、「私の体は死

んでも、魂は滅びない。いつか再び立ち上がって戦う」という遺言を残したと伝えられて

いる。第二次チムレンガが勃発したとき、解放軍はこの逸話をとりあげて、民衆や兵士を

鼓舞した。現在もチャミヌカ、ネハンダ、カグウィは闘争の英雄として讃えられている4。 

この歌の特徴の第二点は、ヨーロッパ人の入植が「略奪」（kupamba）と表現される点で

                                                  
4 彼らの国民的英雄像は闘争歌によってつくり出されたものと考えられる。その理由は、本来ネハンダは

ショナの一氏族が崇拝する霊であり、超氏族的崇拝対象ではなかったからである。各氏族にはそれぞれの

崇拝対象となる霊がいる。 
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ある。解放軍はローデシア・ヨーロッパ人の略奪を民衆に強く意識させるべく、この歌を

歌った。「お前らの敗北」はヨーロッパ人による略奪の歴史を順を追って説明する。まず、

ヨーロッパ人は鉱物資源や狩猟を目的にジンバブエを訪れた。次にヨーロッパ人はアフリ

カ人と不平等協定を締結し、侵略を開始した。ネハンダとカグウィはこの侵略に抵抗した

が、捕らえられて処刑された。侵略を率いた人物は「殺し屋」ローズであった。ローズは

イギリス女王から特許状をもらい、ジンバブエを侵略した。ヨーロッパ人はキリスト教を

もたらし、各地に教会を建てた。そのキリスト教の教えですら、人種差別的であった。な

ぜなら、キリスト教の聖人たちは教会に祀られているが、独立闘争で解放のために命を落

としたアフリカの聖人はどこにも祀られていない。 

「お前らの敗北」は呼唱答唱形式で歌われる。呼唱者が歴史的経緯を歌い、答唱者は「お

前らの敗北」という歌詞を繰り返す。歌詞には様々なバリエーションがあるが、以下の資

料は、1980 年代にレコード化されたものを聴き取って分析したものである。 

  

Maruza Imi（お前らの敗北） 

Kwanga kune mumwe murume 昔ある男がいた 

Zita rake Chaminuka aigara paChitungwiza, 

munyika yedu yeZimbabwe 

彼の名はチャミヌカ、この国ジンバブエのチト

ゥンギーザに住んでいた 

Maruza imi お前らの敗北（答唱） 

Here here baba, imi vapambepfumi 略奪者よ 

Maruza ka お前らの負けだ（答唱、以下省略） 

Saka ari mufemberi mukuru weZimbabwe かれはジンバブエで も偉大な予言者だった 

Anga akarura achiti 彼は言った 

Kuchauya vamwe vanhu ここに見知らぬ人々がやってくる 

Vanenge vasina mabvi やつらはズボンをはいていて、膝がないように

見えるだろう 

Zvopamba nyika yeZimbabwe やつらはジンバブエの国家を奪うだろう 

Nenguva isipi takaona vachiuya まもなく、やつらは現れた 

Munyika yedu yeZimbabwe yechizvarwa 

yakapfuma 

われわれの祖国、豊かなジンバブエに 

Vamwe vavhimi nevamwe vaida zvicherwa 

munyika yedu yeZimbabwe 

あるものは狩を目的に、あるものはこの国の鉱

物資源を目的にやってきた 
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Iyi yanga iri nzira yekupinda nayo munyika 

yedu yeZimbabwe 

これがやつらのジンバブエ侵略方法だ 

yechizvarwa yakapfuma 恵まれた国ジンバブエへの 

1887 Grobler Treaty 1887 年にはグロブラー協定が 

1888 Moffat Treaty 1888 年にはモファット協定が 

Gore iri zvakare Rudd Concession そしてその年にはラド協定が結ばれた 

Vopamba nyika kwatotanga やつらは国家の侵略を開始した 

Vakomana tichiona 若者よ、われらは見た 

1891 Lippert consession 1891 年にはリッパー協定が結ばれた 

Gore iri zvakare ??? Rhodes その年にはローズがやってきた（聴き取れず）

Akapihwa loyal chater naivoka maBiritishi あいつはイギリス女王の特許状をもってやっ

てきた 

Iri ranga riri bvaro raimupa simba 

rekupamba nyika yababa 

特許状というのは、侵略者に力を与えた紙切れ

のことだ 

yeZimbabwe yakapfuma 恵まれた国家ジンバブエの侵略者に 

1890 Pioneer Colum ??? dzekumadokero 1890 年には、パイオニア・コラムが西から???

（聴き取れず） 

Zvototanga kukokorodzana kuuya kunyika 

yababa yekuzvarwa yakapfuma  

恵まれたこの国に来るために、遠征隊が募集さ

れた 

Vachitungamirwa negandanga Rhodes  やつらは殺し屋ローズに率いられた 

Nekumaodzanyemba opinda muZimbabwe そして南からジンバブエに侵入した 

Vanobva Fort Tuli, vanobva Fort Viki, Fort 

Chater, nepanongoti Salisbury, nhasi 

kaHarare 

トゥリ砦を出発し、ヴィクトリア砦を出発し、

チャタ砦を出発し、そしてソールズベリーとい

うところに到着した。今日のハラレだ 

Akaita mureza wavo vemaBiritish そしてやつらはイギリスの旗を立てた 

Unioni Jacki mumwedzi waGunyana 1890 その旗はユニオンジャックだった 

1890 年 9 月のことだった 

Vakaita mureza wavo munyika yedu 

yeZimbabwe 

われらの国ジンバブエに、やつらは旗を立てた

Nehanda naKaguvi vachiona dzakadai これを見たネハンダとカグウィは 

Vakatanga nyaya yehondo 戦争を始めた 
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Hondo yacho yechindunduma 抵抗闘争だ 

Vakanga vachirwa, vairwa nemapfumo utaka 

nemiseve pamwe chete nemakano 

彼らは槍と弓矢と斧で戦った 

Nehanda naKaguvi vose vakauraiwa, uraiwa 

nyika yababa 

ネハンダもカグウィ5も殺された、 

この祖国も滅ぼされた 

Izere huchi nemukaka 蜜と乳で満たされるようにと 

（ネハンダとカグウィは祖国が豊かになるよ

うにと願って死んだ） 

Vogaraka muZimbabwe やつらはこの国ジンバブエに住み着いた 

Ivo vapambepfumi 略奪者たちだ 

Vakatanga nyaya dzemachechi munyika yedu 

yeZimbabwe 

そして「教会」というものをこの国で始めた 

Hona St. Peters, hona St. Luke, hona St. John, 

hona St. Martha 

見よ、聖ピーター教会、聖ルーク教会、聖ジョ

ン教会、聖マルタ教会がそうだ 

St. Chaminuka iri kupi? Here vapambepfumi でも、聖チャミヌカ6教会はどこにある、略奪

者よ 

St. Kaguvi iri kupi? Here vapambepfumi 聖カグウィ教会はどこにある 

St. Nehanda iri kupi? Here vapambepfumi 聖ネハンダ教会はどこにある 

St. Takawira iri kupi? Here vapambepfumi 聖タカウィラ7教会はどこにある 

St. Piteko iri kupi? Here vapambepfumi 聖ピテコ（人物不詳）教会はどこにある 

Teereraiwo ka munzwe みな、聞け 

ZANU chihororo ZANU はこの状況を正す 

Rwiyo rwehondo kaChimurenga この歌は戦争の、チムレンガの歌だ 

Modzidzisai chindunduma みな、抵抗闘争について教えよ 

Hondo maiona imi vapambe pfumi 略奪者よ見たか、この戦いを 

Maruza maruza maruza vapambe pfumi 略奪者よ、お前の負けだ 

（筆者訳） 

                                                  
5 ネハンダとカグウィは 1896-7 年のイギリス南アフリカ会社に対する武力闘争を主導した霊（霊媒師）。

イギリス南アフリカ会社軍に処刑された。 
6 19 世紀前半にパシパミレという人物に憑依した霊。人間に憑依する霊の中で も偉大な霊と考えられて

いる。ヨーロッパ人と戦うことはなかったが、ヨーロッパ人の侵略を予言したといわれている。ンデベレ

族との武力衝突で自害したと伝えられている。 
7 タカウィラはアフリカ人解放組織 ZAPU の前身である NDP の元代表であった。そのご ZANU のメンバ

ーとして政治闘争を続けたが、1964 年に逮捕され、獄死した。 
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5.3 独立後の闘争歌 

ジンバブエの現大統領ムガベは長期独裁政権を牽引する人物として国際的批判を浴びて

いる。しかし、ムガベがいまだ根強い支持を得ているというのも事実である。彼はたびた

び、演説でジンバブエに対する欧米の経済制裁を批判する。そのとき、人々は反人種主義

の独立闘争を思い出す。ジンバブエ国民のなかには、ムガベの独裁政治による欧米各国と

の関係悪化を批判するものも多いが、一方で欧米各国が支持する野党 MDC を警戒するもの

も多い。その理由は、親欧米政権の誕生が新植民地主義を招く危険性をはらむからである。 

多くのジンバブエ民衆にとって、ムガベはジンバブエ独立の英雄である。ムガベは植民

地主義と戦い、ジンバブエの独立を達成した。ムガベのこのような英雄像を彩ってきたの

は闘争歌である。ムガベの英雄像は闘争歌として、音として人々の記憶に刻まれている。

ジンバブエが独立を果たすと、合唱団は歌で解放を祝福した。人々は改めて霊媒師ネハン

ダとチャミヌカを讃えるとともに、新たな英雄としてムガベを讃えた。「ムガベ様」という

歌が示すように、ムガベは独立に貢献した英雄としてチャミヌカの霊媒師などの偉大な聖

人と同等の尊敬を集める存在となった。 

   

VaMugabe (ムガベ様) 

Tava kutonga nyika yedu varidzivayo mhanje われらは国を治める 

今、われらは国の所有者となった 

Yauya varidzi vayo 国家の所有者が生まれた 

Ndozva tairidza musango この歌はわれらが森の中で歌った歌だ 

Kuti tidye upfumi watarasirwa namadzitateguru 

edu 

先祖代々の富によって暮らしていけるよう

にと 

Munodya zvataida izvozvo みな、その富を手に入れた 

Uyai titonge, uyai titonge baba さあ、国を治めよう、国を治めよう、父よ 

Baba Mugabe uyai titonge uya titonge 同志ムガベよ、国を治めよう 

Chaminuka tava kutonga iwe チャミヌカよ、われらは多数派支配を達成し

た 

VaNehanda uyai titonge, uyai titonge ネハンダ様、国を治めよう 

Baba takazvitonga iwe, ona baba zvikaramba 父よ、われらは自決権を手に入れた 
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takadai この権利よ永遠に 

Baba tinozvitonga 父よ、われらは自決権を手に入れた 

Chaminuka tavakutonga チャミヌカよ、われらは多数派支配を達成し

た 

Haikona zvawaita iwe なんと、お前は達成した 

Mupanduki wakapandukira 闘士たちが、達成した 

Kupandukira vabereki vako お前は両親のために解放闘争をたたかった 

Amai vakubereka ndovapandukira お前は母親のために解放闘争を戦った 

Ndivo namhanje rusununguko wava varidzi vawo 抵抗を率いた君は、解放の功績者となった 

Muchembere neharahwa vari kufara ばあさんもじいさんも喜んでいる 

VaMugabe uyai titonge uya titonge 同志ムガベよ、国を治めよう 

Ona vaNehanda uyai titonge, uyai titonge ネハンダ様、国を治めましょう 

Chaminuka tava kutonga iwe チャミヌカよわれらはこの国を解放した 

（筆者訳） 

 

独立後、アフリカ人解放軍は解散した。それでも、解放闘争の英雄を賛美する歌が次々

に作られている。次の歌は、ンビラ・ゼナリラ8というグループの独立闘争の英雄讃歌であ

る。たとえば、ンビラ・ゼナリラが 1999 年に発表したアルバム『悪事は隠せない』（Rine 

Nyanga Hariputirwe）に収録された「戦士たち」（Magamba）は、独立闘争の英雄たちを

讃える歌である。この歌では九人の英雄と、農村部で闘争に参加した人々が讃えられてい

る。 

歌のなかでまず讃えられるのは、ネハンダ、チャミヌカ、カグウィの三大霊媒師である。

この歌は独立 20 年の記念祭を控えた頃作られた英雄賛歌であるが、その後も、国営テレビ

放送、ラジオ放送で、たびたび BGM として使用されている。 

 

Magamba（戦士たち） 

Nyika yedu yakauya neChimurenga この国はチムレンガ（解放闘争）から生まれた

Chokwadi mwana wevhu aknga azvipira 本当さ、この土地に生まれた人 （々アフリカ人）

                                                  
8 ンビラ・ゼナリラはそれまでの伝統的なンビラ音楽に革命を起こし、当時廃れつつあったンビラ音楽を

再興させたグループである。その特徴のひとつはンビラにマイクを内蔵し、ナイトクラブでの大音量演奏

を可能にしたこと。もうひとつは、音域の異なる五台のンビラを、速いスピードで演奏するという方法で

ある。それまでの地味でゆったりとしたンビラ音楽の常識を覆し、ジンバブエの若者たちを熱狂させた。 
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が、自らを犠牲にした 

Kukudubura utongi hwekudzvinyrirwa 抑圧的な支配を脱するために 

Kwatanga yemapfumo kuchizouya yemagidi はじめは槍で戦い、のちには銃で戦った 

Ona torangarira magamba 戦士たちのことを忘れない 

Ambuya Nehanda, Chaminuka, Sekuru 

Kaguvi 

ネハンダ、チャミヌカ、カグウィの霊媒師 

Mhondoro huru dzenyika ino 三霊媒師はこの国の偉大な英雄だ 

Dzakatitsigira kuti tikunde muChimurenga 彼らはわれわれが闘争に勝利するよう支えてく

れた 

Ona torangira vaPrirenyatwa われらはパリレニャートゥワ9のことを忘れな

い 

Rekai Tangwena tinomuremekedza レカイ・タングウェーナ10を尊敬する 

Ona torangarira VaChitepo われらはチテポのことを忘れない 

VaChitepo vakasunungura nyika チテポはこの国を解放した 

Ona torangarira Tongogara トンゴガラ11のことを忘れない 

Moyo naMasuku vakasunungura nyika モヨ12、マスク13はこの国を解放した 

Ona torangarira vakafira mumasango iwe われらはブッシュで倒れた兵士たちを忘れない

Kufira mumasngo vachisunungura nyika 彼らは国を解放するために荒野で命を落とした

Ona torangarira vana mujibha ムジバ14を忘れない 

Vana mujiba vaifamba nemashoko 彼らは軍事情報の伝達に奔走した 

Ona torangarira vanchimbwido 闘争に協力した女性たち15のことを忘れない 

Vana chimbwido chipatapata kubika 彼らは兵士のために食料を提供してくれた 

Ona tinotenda magamba iwe われらは戦士たちに感謝する 

Rudo rwavo ngarumekedzwe 彼らの愛を尊敬しよう 

（1999 年 Rine Nyanga Hariputirwe 収録曲 筆者訳） 

                                                  
9 ジンバブエアフリカ人初の西洋医学の医師であり、のちに解放組織のメンバーとして解放闘争に参加し

たパリレニャートゥワ（Tichafa Parirenyatwa）。 
10 タングウェーナ氏族の首長として解放軍への物資供給と、国外への脱出を支援したタングウェーナ

（Rekai Tangwena）。 
11 アフリカ人初の弁護士で、1950 年代から政治闘争を開始し、のちに解放組織の中心人物となったチテ

ポ（Herbert Chitepo）。解放軍の司令官を務めたトンゴガラ（Joshua Tongogara）。 
12 二つのアフリカ人解放軍の連合に尽力したモヨ（Jason Moyo）。 
13 解放軍（ZIPRA）の長官を務めたマスク（Lookout Masuku）。 
14 解放軍が活動した農村部では少年がムジバ（伝令：mujiba）として解放軍と村民の連絡を担った。 
15 解放軍兵士のために調理を担当した村落の女性（chimbwido）。 
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第 6 章 トーマス・マプフーモの闘争音楽 

 

ジンバブエ解放闘争が激化した 1970 年代、都市部ではポピュラー歌手が歌によって闘争

を支援した。この時期に最も人気を集めた歌手がトーマス・マプフーモ（Thomas Mapfumo）

であった。マプフーモはショナの伝統音楽とロックを融合させた独特の音楽スタイルと、

巧みな歌詞表現によってローデシア政府を批判した。マプフーモは自らの音楽を「闘争音

楽」（Chimurenga Music：チムレンガ･ミュージック）と呼ぶ。マプフーモによれば、闘争音

楽は「声なき者の声」（Voice for the voiceless）である。マプフーモが訴えるのは社会的弱者

の声であり、矛盾や不平等に苦しむ民衆の窮状である。 

1970 年代、ローデシア政府にとってマプフーモの政治的影響力は脅威であった。1977 年、

ローデシア警察はマプフーモを逮捕し、三ヵ月にわたって監禁した。そして、ローデシア

政府はマプフーモの政治的影響力を逆に利用しようとした。マプフーモは親ローデシア派

のアフリカ人政治家ムゾレワの政治演説での前座演奏を交換条件に釈放された（Zindi 

1985:34）。ムゾレワはローデシア政府とジンバブエ・ローデシア独立についての妥協案を模

索した人物であり、人種差別の即時撤廃を目指す黒人解放組織の政敵であった。ローデシ

アはマプフーモの人気を利用し、ムゾレワの支持率をあげようとした。しかし、マプフー

モの歌が反ローデシアの歌であるのは明らかであった。政府の策略は失敗に終わった。 

ジンバブエ独立後もマプフーモは闘争音楽のスタイルを変えなかった。ジンバブエでは

独立後もさまざまな政治的危機が訪れた。軍の内紛、経済の悪化、経済格差の拡大、土地

問題、経済崩壊、政治的暴力はその一例である。これらの問題で苦しんだのはアフリカ人

民衆であった。マプフーモは民衆の苦しみを歌によって訴え続けた。そしてこれらの問題

を生み出した政治を批判した。1990 年代末頃になると、ジンバブエ政府はマプフーモの政

治的影響力を恐れ、彼の活動を弾圧した。マプフーモの歌のいくつかは発禁処分によって

ラジオ放送が禁止され、さらに警察がマプフーモに圧力をかけた（Zindi 2003:67）。2000 年、

警察は彼が所有していた車 3 台を窃盗品であるとして不当に没収した。この事件を機にマ

プフーモは身の危険を感じ、アメリカへの亡命を決意した。2000 年以降はアメリカやヨー

ロッパを中心に活動を続けている。 

 

6.1 トーマス・マプフーモの「チムレンガ・ミュージック」 

 「チムレンガ・ミュージック」とは、「闘争音楽」という意味である。ジンバブエ解放闘

争期のマプフーモ音楽は人種主義政策に苦しむアフリカ人の苦難と、武力闘争の悲惨さを
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訴え、さらに、アフリカ人解放軍を賞賛して闘争を支援する音楽であった。このような経

緯から、マプフーモは自らの音楽を「闘争」（struggle）の音楽と呼んだ。 

チムレンガ・ミュージックの音楽は、ショナ固有の音楽と近代的なエレキギター音楽の

融合である。マプフーモは農村で儀礼音楽を、都市で欧米ポップスを学び、アフリカ人ナ

ショナリズムの社会的潮流に乗ってこれらのスタイルを融合させて音楽をつくりあげた。

マプフーモの来歴については、Zindi の Roots Rocking in Zimbabwe （Zindi 1985）が詳

しい。また、ジンバブエ・ポップスの形成過程を論じた Turino（2000）の研究でも、マプ

フーモは大きく取り上げられた。以下、これらの研究を参考にマプフーモの来歴をまとめ

る。 

トーマス・マプフーモは 1945 年、ジンバブエ中部の町、マロンデラに生まれた。両親は

ショナ族である。マプフーモはサル氏族に属する。ジンバブエ人は彼を氏族名で「ムカー

ニャ」（Mukanya）と呼ぶ。マプフーモが幼少期を過ごした場所は、マロンデラ近郊にある

チオタ原住民居留地の農村であった。両親が首都ソールズベリー（現ハラレ）で教会の仕

事に従事していたため、母方の祖父母がマプフーモを育てた。マプフーモは農作業や牛の

放牧を手伝いながら暮らした。また、ショナ固有の音楽文化にも親しんだ。祖父母は伝統

的なショナの祖霊信仰者だったので、マプフーモは祖父母とともに宗教儀礼に参加した。

儀礼では、ショナの伝統音楽が一晩中演奏され、民謡が歌われた。儀礼における伝統音楽

の経験は、のちのマプフーモ音楽の基礎になった。 

マプフーモは 10 歳の時、両親の住むソールズベリー郊外のマブク地区に移った。マブク

で 5 年間学校に通った後、マプフーモはアフリカ人居住区の中心地であるンバレ地区に移

住し、そこで初等教育を終了した。都市生活でマプフーモに大きな音楽的影響を与えたの

はラジオであった。農村部の儀礼音楽から一転、マプフーモはロックンロール、ジャズ、

ブルースなどの欧米音楽に熱中した。そして、欧米ポップスにあこがれ、1960 年には手作

りのギターで演奏を始めた（Zindi 1985:23-25）。 

19 世紀末にイギリス人がジンバブエを支配するようになり、西洋の文化が一気にジンバ

ブエに流入した。音楽もそのひとつであった。マプフーモが少年時代をすごした 1950-60

年代のソールズベリーには、すでにジンバブエアフリカ人音楽と西洋音楽の融合音楽が発

展していた。キリスト教会職員の息子であったマプフーモは、教会音楽にかなりの影響を

受けているものと考えられる。その教会音楽も、純粋な西洋音楽ではなかった。 

ジンバブエ社会ではキリスト教が普及し、キリスト教系のミッション・スクールが急速

に広がった。それと同時にキリスト教音楽やヨーロッパ音楽も普及した。しかし、西洋の
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音楽が、そのままの形でアフリカ人に伝播することはなかった。西洋音楽はアフリカ人文

化と融合し、新たな音楽文化が生まれた。その代表例が「スクール・クワイヤー」（scool choir）

と「マクワヤ」（makwaya）である。 

都市部で西洋式教育を受けた人々は「スクール・クワイヤー」（学校合唱団）を結成し、

キリスト教歌や、アメリカのアフリカ人霊歌などを歌った（Turino 2000:125）。スクール・

クワイヤーには次第に土着の音楽的要素が加わった。そして「マクワヤ」と呼ばれる土着

の音楽的要素の強い合唱音楽が誕生した。マクワヤにはヨーロッパ式合唱とは異なる、ジ

ンバブエ特有の和音などが取り入れられた（Turino 2000:125）。 

1940 年代に入り、「スクール・クワイヤー」や「マクワヤ」を洗練させた音楽でコンサー

トを開催するグループが誕生した。その草分けであるバントゥ・アクターズ（Bantu Actors）

は、ホールで有料コンサートを開催した。この音楽は、エリートアフリカ人に支持された

音楽である。ショナの伝統音楽は、演者と聴衆が一体となって歌や演奏に参加する全員参

加型の音楽であるのに対し、「コンサート」はホールでの鑑賞型娯楽だった（Turino 

2000:136）。「コンサート」グループはアメリカのマイルス・ブラザーズや南アフリカのマ

ンハッタン・ブラザーズのコピーなどで人気を得た。彼らは音楽教育を受けた歌手で、英

語で歌うことや、楽譜を読み書きする能力を活用して活動した。英語で歌うこと、英語の

音楽を聞くこと、そして西洋式の鑑賞方法で音楽を楽しむことは教育を受けたエリートア

フリカ人のステータスであった（Turino 2000:137）。 

 

欧米ポップス歌手からショナ民謡歌手へ 

マプフーモは 1961 年、コンサート・グループとして活躍した元バントゥ･アクターズの

ケネス・マッタカ（Kenneth Mattaka）のもとで、音楽の指導を受けた（Turino 2000:258）。

そして、1963 年、マプフーモは本格的な音楽活動を開始した。ズトゥ・ブラザーズ（Zutu 

Brothers）というバンドで活動したのち、1964 年にはコズミック・フォー・ドッツ（Cosmic 

Four Dots）というバンドに移籍した。1966 年には「スプリング・フィールズとトーマス・

マプフーモ」（Spring Fields and Thomas Mapfumo）というバンドでレコードをリリース

した。 

この時期のマプフーモが演奏した音楽は、エルヴィス・プレスリーなどの欧米ポップス

が中心であった。しかし、アフリカ人が演奏する欧米ポップスは、アフリカ人にもヨーロ

ッパ人にも受け入れられなかった。マプフーモは演奏活動中に受けた人種差別によって、

音楽への考え方をかえた。マプフーモは DiversiTV のインタビューで次のような出来事を
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語った（DiversiTV 2009）。マプフーモのバンドはソールズベリーで開催されたロック・ミ

ュージックのコンテストに参加した。他の出場者は南アフリカとローデシアのヨーロッパ

系人ミュージシャンであった。そのコンテストで、マプフーモのバンドが演奏した曲は、

イギリスのロックバンド、ローリングストーンズの曲であった。演奏が始まると、ヨーロ

ッパ系人の観客から「カフィール（土人）がなにやってんだ、とっととうせろ！」という

野次がとんだ。マプフーモのバンドには、すでに独立を果たしていた隣国ザンビア出身の

メンバーがいた。彼はこの野次に怒り、ヨーロッパ系人につかみかかろうとした。この一

件を機に、マプフーモは「彼ら（ヨーロッパ系人）は俺たちが英語で歌うのが気に入らな

いのなら、どうすればいいんだろう」と考えはじめた。そして、ショナ語で歌うことに本

格的に取り組み始めた。 

1960 年代は、アフリカ人ナショナリズムの気運が高まった時期であった。また、ローデ

シア・ニャサランド連邦の宥和政策をうけて、アフリカ人文化の価値を訴えるリベラル・

ヨーロッパ人が登場した。彼らによって、アフリカ人の固有文化は初めて評価された。マ

プフーモが人種差別をうけ、ショナ語の歌を歌い始めたのはこのようなナショナリズム高

揚の時期であった。マプフーモは 1972 年までに、西洋ポップスのコピーをやめ、ショナ固

有の民謡やンビラ音楽をエレキギターで演奏するスタイルに取り組んだ。アフリカ人政治

組織が武力闘争を展開し始めると、マプフーモはアフリカ人の権利回復を訴え、武力闘争

を歌で支援することによって、ますます民衆の支持を獲得した。 

 

写真 6-1 アルバム「ジチャペラ」のジャケット写真（2002） 

（1999 年にジンバブエ大学から音楽学の名誉修士号、2001 年にオハイオ大学芸術学部

の名誉博士号が授与された） 
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このようにマプフーモが農村生活と都市生活の両方を経験したこと、そして、儀礼音楽

と欧米ポップスの両方を学んだことが、チムレンガ･ミュージックの音楽的基礎を作った。

そして、アフリカ人ナショナリズムの高揚が、アフリカ人固有の文化の評価を上げた。マ

プフーモはアフリカ人ナショナリズムの中で再評価されたショナ固有の音楽文化と、時代

の先端を行くギター･バンド音楽を融合させ、アフリカ人伝統音楽として、また、新しいス

タイルのエンターテイメントとして熱狂を集めた。 

 

近代的ショナ民謡としてのチムレンガ･ミュージック 

チムレンガ・ミュージックの一番の特徴は、ショナ固有の音楽を、ギターバンドで演奏

した点である。 

チムレンガ・ミュージックの音楽的特徴のなかで、特に注目されてきたのが、エレキギ

ターによるンビラ音楽（mbira）の模倣である1。ンビラとは、木製の共鳴坂に鋼鉄の鍵盤

が取り付けられた、いわゆる「指ピアノ」である。ショナ社会では宗教儀礼でンビラが演

奏されることから、その音楽が神聖視されている。ショナの伝統的信仰では、祖霊やその

他の霊が人々の守護霊として祀られる。また、宗教儀礼ではそれらの霊が霊媒師を憑依し、

人々のあらゆる相談にたいして助言をおこなう。ンビラはこのように、人々が霊に対して

救済を乞う儀礼で演奏される楽器である。言い換えれば、ンビラの音楽が演奏されれば、

人々は伝統的宗教儀礼を思い浮かべる。マプフーモの音楽は、ショナの伝統的メロディや

リズムの近代的楽器による演奏ではなく、伝統宗教における祈りの音楽である。マプフー

モが幼少期に祖父母と参加していた儀礼ではンビラが演奏されていた。 

ンビラは 7 音音階で 4 オクターブの音域をもつ楽器である。ンビラには多くの伝統曲が

ある。伝統曲は 4 小節からなる短い旋律がある。ンビラ奏者はこの旋律を変化させながら

長時間にわたって何度も繰り返す。また、ンビラの伴奏としてオショ（hosho）と呼ばれる

マラカスのような楽器が演奏される。オショが演奏されることでンビラのリズムが強調さ

れる。人々はオショのリズムに合わせて踊りながらンビラの音楽を楽しむ。 

マプフーモはンビラの演奏、オショの演奏、ンビラに合わせて歌われる民謡を、そのま

まギターバンドに置き換えて演奏した。ンビラが奏でるメロディの低音部分をエレキ・ベ

ースが、中音部分をエレキギターが、高音部分をもう一台のエレキギターが模倣する。そ

して、オショが刻むリズムはドラムセットのシンバルによって模倣される。 

ンビラと同じように、マプフーモは他のショナ芸能もバンドに取り込んだ。特にンゴマ

                                                  
1 たとえば、『ブラック・ミュージック・リヴュー』1991 年 8 月号 p.19 
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（ngoma）と呼ばれる太鼓の音楽は、マプフーモの音楽に大きな影響を与えた。ショナ族

は複数のンゴマを異なる音高に調律して演奏する。したがって、太鼓の演奏には旋律がで

きる。マプフーモのバンドはンゴマの旋律をギターやベースに置き換えて演奏した。マプ

フーモの世代はビートルズやローリングストーンズなどアメリカのロックスターに憧れを

抱いた世代であった。マプフーモはロックスターと同じバンド形式でショナ音楽を演奏し

たことで、若者から年配まで幅広い年齢層の支持を獲得した。 

 

写真 6-2 ンビラ（ニャンドーロ地域） 

 
写真 6-3 ンゴマ（ニャマパンダ地域） 
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音楽スタイルの変化 

ただし、マプフーモの音楽は現在に至るまでかなりの変化を遂げている。ショナ民謡を

アレンジするという手法は変わっていないが、アレンジの内容がかなり多様化した。1970

年代－80 年代初期において、マプフーモ音楽を特徴付けるスタイルは、南アフリカのポッ

プス・スタイルと、ショナ民謡のギター演奏スタイルであった。 

1980 年代に入ると、マプフーモはンビラそのものをギターバンドに組み込んだ。活動開

始当初はンビラの音をギターで表現するというアレンジであったが、伝統楽器をバンドに

取り込むという大きな変化があった。この背景には、マプフーモの海外進出があった。マ

プフーモは 1984 年のロンドン公演を皮切りに世界各国を演奏で回った。ンビラをバンドに

導入したことは外国人のショナ楽器に関する関心を高めた。 

1990 年代に入ると、ンビラやショナ独特の三連符のリズムを用いた曲であるが、民謡や

伝統芸能そのものではない、マプフーモオリジナルの楽曲が増加した。マプフーモは民謡

の模倣というスタイルから脱却し、新しい音楽を求める聴衆に対してオリジナル曲を提供

していったものと考えられる。また、この時期にも外来の音楽スタイルを用いることがあ

った。1970 年代にマプフーモが多用したのは南アフリカ・ポップスの音楽スタイルであっ

たが、90 年代にはレゲエやロックなどのジャンルに移行した。 

アメリカ移住した 2001 年以降のマプフーモ音楽は、さらにオリジナル性を高めた。バン

ドメンバーにはアメリカ人を起用した。ジャズを取り入れるなど、アメリカに適応したチ

ムレンガ･ミュージックが作り出された。2000 年代以降の楽曲には、土着芸能の音楽的特徴

も欧米ポップスも感じられない独特のスタイルが現れる。その一方で、ショナ固有の音楽

をショナ固有の楽器のみで演奏するという、儀礼音楽に近い楽曲も発表した。2006 年の『ア

ンプラグド』（Unplugged）というアルバムでは、ンビラ二台とオショ、そしてマプフーモ

のボーカルだけという、形式的には儀礼音楽のスタイルが用いられた。収録された楽曲、

10 曲のうち 6 曲が儀礼音楽、残り 4 曲は民謡のアレンジで構成された。 

 

6.2 ジンバブエ解放闘争期のチムレンガ・ミュージック 

マプフーモの音楽が「チムレンガ」（闘争）と言われる第一の理由は、その歌詞の闘争性

（政治性）にある。マプフーモ自らが語るように、その音楽は社会の不平等やあらゆる葛

藤を訴える、闘争の音楽である（ミュージックマガジン 1991 年 7 月号）。ただし、実際の

歌詞の内容は、非常に暗喩に富んでおり、表面上の意味だけをとれば、それが政治的な主

張であることはわからない。マプフーモは具体的な物事を歌うことにより、象徴的に社会
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問題を訴える。 

たとえばマプフーモの歌に特徴的なのは、日常生活の情景描写による政治的メッセージ

の表現である。たとえば、石鹸が磨り減る様子を、富者が貧者を酷使する姿に例えた歌が

ある。これは経済格差に苦しむ貧者の姿を訴えるものである。歌詞の内容が象徴的である

がゆえに、歌詞の解釈は聞き手によって異なる。あるものは歌のテーマをただの日常生活

の出来事であると解釈し、またあるものは政府批判であると解釈する。 

 

ローデシア政府への不服従と徹底抗戦の歌 

1977 年のアルバム『気をつけろ!』（Hokoyo!）に収録された「森の中の敵」という歌は、

ローデシア政府への不服従と徹底抗戦を表明した歌である。ただしこの歌には表面上の意

味とその裏にある意味がある。 

この歌は表面的には戦場の情景描写である。「森の中の敵」との戦闘によって、多くの死

者が出た。戦場には死体が置き去りにされ、そこに大量のハエやジャッカルが群がる。死

者が戦場に放置されること、もしくは、故郷から離れた森に葬られるということはショナ

族にとって大きな問題である。ショナの慣習では、死者は 3 回の葬送儀礼を経て弔われる。

これは日本の仏教徒が葬儀や法事をつうじて死者を成仏させることに類似する。祖先信仰

をおこなうショナ社会では、弔いを受けない霊は悪霊と化して親族に不幸をもたらすと考

えられている。したがって、死者が故郷ではなく荒野に放置されることは、ショナ族にと

ってあってはならないことなのである。 

戦場の情景描写は表面上の意味である。この情景は解放軍の苦しみでもあり、アフリカ

人の兵も参加したローデシア軍の苦しみでもある。しかし、この歌は解放軍を支援する歌

である。それを示すことばが「真実」である。情報統制のしかれたローデシアにおいて、

アフリカ人がローデシア政府を批判することは、命を失いかねない危険なことであった。

したがって「森の敵」とはローデシア軍のことである。さらに、マプフーモは婉曲表現を

用いて、徹底抗戦と不服従を表明した。婉曲表現として用いられたのは人名である。ショ

ナ族の氏名は、文章構造になっている。歌詞に登場する「ムチャドゥーラ」や「タフィレ

ニカ」はよくあるショナの人名であるが、それぞれ「おまえは真実を語るだろう」、「われ

われは祖国のために死ぬ」という意味である。この歌において、これらの人名は「不服従」

や「玉砕」の婉曲的表現になる。 
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Mhandu Musango（森の中の敵） 

Hoiyerere mambo iwe 

Hoiyerere 

Aha honde 

ホイェレレ、王よ、イウェ 

ホイェレレ 

アーホンデ 

Zita rangu ndini Muchadura 私の名前はムチャドゥーラ 

Zita rangu ndini Tafirenyka 私の名前はタフィレニカ 

Kutaura handitye mambo 王よ、私は恐れずに話す 

Hona makuva musango mambo 森の中にどれだけの墓があるか見ろ、王よ 

Regai vanouraya vauraye mambo 好きなだけ殺させればいい、王よ 

Regai vanoura vauraye changamire 殺したいなら殺させればいい、ご先祖よ 

Hona tinofira chokwadi mambo われらは真実のために命をささげる 

Saka gava rinogwauta iwe 今年、ジャッカルが死体を待って遠吠えしている 

Hona nhunzi inotsva rukore changamire 見よ、ハエが雲を燃やすかのように死体に群がる日

が来るだろう 

Nhaka honye inotsva mupingi iwe 今年、蛆虫の食料は尽きないだろう 

Uraya mhandu musango iwe 森の中の敵を殺せ 

Hona makuva musango 森の中の墓を見ろ 

（1977 年『ホコヨ』収録曲 訳：Golden Nhamo、筆者） 

 

 約 90 年間にわたる植民地支配は、ヨーロッパ人に対するアフリカ人の深い憎しみを生ん

だ。マプフーモは、ジンバブエのうまい汁を吸ってきたヨーロッパ人入植者が、戦争に敗

れ、逃げていくさまを「アフリカ」（Africa）という歌で歌った。ヨーロッパ人を揶揄する

この曲は反社会的と考えられ、発禁処分となった（Pongweni 1982:150）。歌の冒頭で、マプ

フーモはアフリカの豊かさを歌う。ショナ族は、自然環境や生活の豊かさを「蜂蜜と乳」

という表現であらわす。ミツバチの飛び交う花畑や、牛が草をはむ草原を想像すれば、ジ

ンバブエの大地の豊かさが目に浮かぶ。また、入植者であるヨーロッパ人にとってはアフ

リカの植民地は「子に乳を与える母」のように全てを与えてくれる存在であった。なぜな

ら、肥沃な大地が簡単に手に入り、それを開拓するアフリカ人の労働力も安価に獲得でき

るからである。しかし、最後にはヨーロッパ系人はその国を逃げ出すことになった。 
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Africa（アフリカ） 

Baba ndoenda kuAfrica お父さん、私は今アフリカへ行きます 

Kune huchi nemukaka 蜂蜜とミルクがある豊かなところです 

Ambuya ndoenda kuAfrica おばあさん、私はアフリカへ行きます 

Kune mari yepepa 簡単に金が手に入るところです 

Amai ndoenda kuAfrica お母さん、私はアフリカへ行きます 

Kwavanodya varere 母に抱かれミルクを与えられるかのように心地よいと

ころです 

Kana uchida kuenda もし行きたかったら 

Enda zvako muzukuru 行きなさい、私の孫よ 

Vamwe vakamboenda もう行った人もいる 

Vakauya vane mari 彼らはカネを儲けて帰ってきた 

Vakasiya mhuri ikoko 彼らはそこに家族を残した 

Vakauya vane nungo 彼らは怠け者になって帰ってきた 

Vakatiza hondo ikoiko 彼らはそこで起こった戦争から逃げ出した 

（1984 年『グレイテスト・ヒッツ』収録曲 筆者訳） 

 

 マプフーモの歌からは、民衆にとってのジンバブエ解放闘争の意義を読み取ることがで

きる。解放組織が掲げた解放闘争の目標は、多数派支配の実現であった。しかし、抽象的

な政治理念を民衆が理解するのは難しかったはずである。民衆にとっての闘争の具体的目

標は、土地の獲得であった2。1980 年にリリースされた「リタ」という歌では、人々の土地

に対する思いが読み取れる。人々が最も欲したものは「畑」であった。人々は畑を手に入

れるために犠牲を払って武力闘争を戦った。この歌が発売された 1980 年、政府はまだ土地

の再配分を開始していなかった。土地の再配分が開始されたのは 1982 年である。したがっ

て、人々はまだ実際には土地を受け取っていなかった。それでも、人々は「畑をもらった」

と喜んだ。ローデシア支配の終焉とジンバブエ共和国の誕生は、人々にとって「畑を手に

入れること」と同義であった。 

 

 
                                                  
2 ジンバブエ大学教授で元解放軍兵士のサドンバ（Zvakanyorwa Sadomba）によれば、解

放軍はゲリラ戦を展開する中で、人々に農地の分配を約束していた。 
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Rita（リタ） 

Rita Rita iwe Rita リタ、リタ、おいリタ 

Nhamo yapera Rita 苦しみが終わったよ、リタ 

Hondo yapera Rita 戦争が終わったよ、リタ 

Handei kunorima Rita 畑を耕しに行こう、リタ 

Zimbabwe tatora Rita 私たちはジンバブエを勝ち取ったよ、リタ 

Minda tapiwa Rita iwe 畑がもらえたよ、リタ 

Gejo tinaro Rita 鋤も手に入れたよ、リタ 

Ha mombe tinadzo Rita 牛も持ってるよ、リタ 

Siya takwenda Rita さあ、出発だ、リタ 

Handei kunorima Rita 畑を耕しに行くよ 

Mvura yauya Rita 雨季がやってきた 

Zimbabwe tatora Rita 私達はジンバブエを勝ち取った 

Bereka mwana tiende 子どもを背負って行こう 

Hondo yapera Zimbabwe 戦争が終わった、ジンバブエ 

（1980 年『グウィンディングウィ・リネ・シュンバ』収録曲 筆者訳） 

 

6.3 ジンバブエ独立後のチムレンガ･ミュージック 

 独立後のジンバブエ政府には課題が山積していた。重要な課題として 3 点が挙げられる。

第一に軍の統合、第二に経済格差の是正、第三に土地の再配分である。ジンバブエ政府は

これらの課題を迅速に解決する必要があったが、解決は困難を極めた。民衆生活は改善さ

れるどころか次第に悪化し、その不満の矛先は土地問題に向けられた。その結果、1998 年

にアフリカ人農民によるヨーロッパ系人農場の不法占拠がおこった。政府は補償なしにヨ

ーロッパ系人農場を強制収用し、アフリカ人に再配分した。2000 年前後の土地奪還闘争は

「第三次チムレンガ」とよばれる。 

 マプフーモはこれらの社会状況に合わせて歌を歌った。 

 

軍の統合問題と和解の歌 

独立後ジンバブエ政府の至急の課題は軍の統合であった。ジンバブエには、政治目的の

異なる 3 軍があった。それは、ローデシア軍と PF 軍を構成する ZANLA、ZIPRA の 2 軍で

ある。これらはそれぞれヨーロッパ人、ショナ族、ンデベレ族を支持者とする組織であっ
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た。数ヶ月前まで互いに殺しあった軍を統合すること、異なる政治目的のもとで戦った軍

を統合することは非常に困難であった。 

1980 年の選挙で政権を取ったのはムガベ率いる ZANUPF3であった。この政党の支持母体

は人口の多数を占めるショナ族であった。ムガベは人種間対立や民族間対立を考慮して民

族融和政策を掲げた。組閣に際し、ムガベはショナ勢力からも、ンデベレ勢力からも、そ

してヨーロッパ系人議員からも閣僚を登用した。ところがこれに対し、アフリカ人の完全

な政治体制を主張するショナ勢力の一部が異議を唱えた。ンデベレ側は、主要ポストにン

デベレ派政党の PFZAPU 議員が配置されないことを非難した。そうこうするうちに、つい

に武力衝突がおきた。 

独立の 2 ヵ月後にはマテベレランドで軍の反乱が起こった。ムガベはこの反乱をンデベ

レ派の元 ZIPRA 兵による反政府活動であるとし、軍と警察を派遣してこれを鎮圧した（井

上 2001:223）。 

 1981 年 1 月には、国内三箇所で元 ZIPRA 兵と元 ZANLA 兵の武力衝突が発生した（井上

2001:223）。翌月、政府軍は武力衝突の鎮圧に成功し、計 2 万 2500 名を武装解除した。1982

年には国軍を脱退した元 ZIPRA（ンデベレ派）兵士によってマテベレランドで反政府活動

が頻発した。ZIPRA 兵の反乱は 1987 年ごろまで続き、3,750 人以上が死亡したといわれて

いる（井上 2001:242）。 

1985 年にムガベと PFZAPU の党首ンコモは党の合併交渉に入り、1987 年に両党の統合が

実現された。そして 1987 年の憲法改正によって大統領制が敷かれ、ムガベが大統領に選出

された。ムガベが反乱分子に対する恩赦を表明したことと PFZAPU の党首ンコモが騒乱の

停止を呼びかけたことで、この混乱は解決した（井上 2001:293）。 

マプフーモは人々の和解や融和を歌によって訴えた。1980 年に発表された「わかりあお

う」という歌は人々に和解を求めた歌である。この歌ではジンバブエ独立の喜びとともに、

協力や相互扶助の重要性が歌われる。歌の中では「家族」ということばがあらわれる。こ

の家族とは、自分の親や子どものことだけではない。ジンバブエの国民すべてが「家族」

である。ジンバブエの諸民族には氏族制度があり、すべての人々がいずれかの氏族に属し

ている。氏族をたどればすべての人々は何らかの形で血縁をもっている。たとえば、ショ

ナ社会では同じ氏族名を持つ人物は、血縁がなくとも親子関係や兄弟関係になる。したが

って、ジンバブエ国民はみな氏族でつながった「家族」（hama）と考えられている。この歌

では特にアフリカ人間の融和が歌われた。ジンバブエの平和にとって、ンデベレ族とショ

                                                  
3 ジンバブエ・アフリカ人国民同盟愛国戦線（Zimbabwe African National Union Patriotic Front） 
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ナ族の融和は不可欠であった。 

 

Nzwananai（わかりあおう） 

Zviripo zvaitinetsa pamoyo 心の中に苦しみがあった 

Taive nezvigomo zvese remumoyo たくさんの悩みを抱えていた 

Huronbo hwaitinetse hama dzangu 私の家族は貧しさに苦しんでいた 

Imari ho yaitinetsa hama dzangu 私の家族はお金に困っていた 

Imari ho yaitituma mabasa お金が私たちを仕事へと向わせていた 

Huronbo hwaitituma musanzwana 貧しさが私たちに誤解を生んでいた 

Imari ho yaitituma musanzwana お金が私たちに誤解を生んでいた 

Imari ho yaitituma mabasa お金が私たちを仕事へと向わせていた 

Ona ona hama dzangu 見て、見て、私の家族よ 

Zvataida ho imari one rugare 私たちがほしかったのはお金だ、平和だ 

Zvataidisa kutonga nerugare 私たちがほしかったのは平和な統治だ 

Zvataidisa kuguta hama dzangu 私たちがほしかったのは満足だ 

Zvataidisa inyika hama dzangu 私たちがほしかったのは祖国だ、家族よ 

Zvataida ho idzidzo hama dzangu 私たちがほしかったのは教育だ、家族よ 

Takazviwana takazviwana hama dzangu 私たちはそれを手に入れた、手に入れた、家族よ 

Kana tikagarika handirase hama dzangu 平和に暮らせば、二度と失うことはない 

Batanai batanai ho pachedu 協力しあって、協力しあって、みんなで 

Musavengane musavengane hama dzangu 恨みあわないで、恨みあわないで、私の家族よ 

Musatukane musatukane pachedu みんなののしりあわないで、ののしりあわないで 

Musatukane musatukane hama dzangu 家族同士でののしりあわないで、ののしりあわな

いで 

Chengetanai chengetanai vatema アフリカ人同士でお互いの世話をしあって 

Chengetanai chengetanai pachedu みんなお互いの世話をしあって、みんなで 

Musapondane musapondane vatema アフリカ人同士で殺しあわないで、殺しあわない

で 

Musapondane musapondane pachedu みんな殺しあわないで、殺しあわないで 

Musavengane musavengane vatema アフリカ人同士で恨みあわないで、恨みあわない

で 
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Viva muZimbabwe ジンバブエ万歳！ 

Chamunoda wo kumbiraiwo vaMugabe 望むものはムガベさんにお願いしよう 

Vachakupai vachakupai nemoyo wose 彼が心をこめて実現してくれる 

（1980 年『グウィンディングウィ・リネ・シュンバ』収録曲 筆者訳） 

 

経済格差 

 ローデシアではヨーロッパ人が特権的地位を築き、経済的利益を独占した。ジンバブエ

政府は人種間の経済格差を是正すべく、社会主義を導入した。また、アフリカ人民衆に対

する教育、衛生環境の改善をおこない、農村部のインフラや教育施設が整備された。ただ

し、この社会主義は漸進主義的・現実主義的な社会･経済政策であった（井上 2001:214）。

そのため、ヨーロッパ人によって支配されてきた経済構造が、急速に変化することはなか

った。1980 年代を通して、GNP の三分の二を占めたのは少数の富裕層であった（Muzondidya 

2009:171）。富裕層はわずか人口の 3 パーセントで、ヨーロッパ人か高等教育を受けたエリ

ートアフリカ人であった。アフリカ人の社会進出は主に公的機関でのみ進んだ（Muzondidya 

2009:171）。製造業や鉱業にかかわる多くの企業はヨーロッパ人による経営か、もしくは外

国資本の企業であった。アフリカ人が社会進出できない理由には、社会に根深く残る人種

差別の意識があった。アフリカ人実業家は銀行から貸し渋りなどの嫌がらせを受けた。 

独立以降、徐々に物価が高騰し 80 年代後半には年率 20 パーセント以上のインフレを記

録した（Kanyenze 2003）。1980 年代のジンバブエでは、アフリカ人民衆の経済的な困難を

解決することはできなかった。1990 年代に入ると、社会主義再考の動きが見られるように

なった。世界では 90 年に東西ドイツの統一、91 年にソ連の崩壊と社会主義国の崩壊が始ま

った。世界銀行や IMF はジンバブエ政府と与党 ZANUPF に対し、「経済構造調整計画」に

よる経済の自由化を促した（井上 2001:310）。そして 1991 年 5 月、ジンバブエは「経済構

造調整計画」（Economic Structural Adjustment Programme, ESAP）を導入した。しかし ESAP

はさらなる物価の高騰を引き起こした。経済の自由化によって生活必需品の物価が上昇し

た。食料、ガソリン、衣料・雑貨のほか、光熱費、医療費などが段階的に値上げされた。

独立以来無料だった公立初等学校も有料化された。 

一方で 1990 年代にはアフリカ人の社会進出が進んだ（井上 2001:319）。1986 年には 10 パ

ーセントしかなかったアフリカ人上級管理職の割合が、1991年には 38パーセントに増えた。

同じように中間管理職は 45 パーセントから 68 パーセントに伸びた（井上 2001:320）。ただ

し、経済的な発展を遂げたのは一部のアフリカ人であった。全体で見れば失業率は増加し
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た（Muzondidya 2009:188-189）。多くの民衆は物価上昇と失業によってさらに苦しい生活を

強いられるようになった。さらに 1990 年以降には旱魃が発生し、農業生産は減少した。学

校や医療施設の有料化、規制緩和による生活必需品の価格上昇、それに加えて失業率の上

昇が民衆の生活を圧迫した。 

 マプフーモは経済格差の状況を「貧乏人は貧乏人へ、金持ちは金持ちへ」（Varombo 

kuvarombo, vapfumi kuvapfumi）と表現した。このことばの意味は、「貧乏人はますます貧乏

になり、金持ちはどんどん金持ちになる」という意味である。つまり「貧乏人は貧乏人へ、

金持ちは金持ちへ」ということばは「格差社会」と訳すことができる。政府は社会主義を

イデオロギーとしながらも、ジンバブエ経済はヨーロッパ人経営の企業によって支配され

ていた。人種間の経済格差は歴然であった。1988 年、マプフーモは「経済格差」という歌

で、社会の矛盾を訴えた。その矛盾とは、多数派支配を勝ち取ったアフリカ人が貧困にあ

えぎ、ヨーロッパ人がますます裕福になるという矛盾である。独立後約 10 年を経過しても、

ジンバブエはいまだローデシアの経済体制を維持したままであった。 

 

Varombo Kuvarombo（格差社会） 

Varombo kuvarombo 貧乏人は貧乏になる 

Vapfumi kuvapfumi 金持ちは金持ちになる 

Ndo magariro asingaade 世の中はそうあるべきじゃない 

Dai ndine mari もし私が金を持っていたら 

Hama dzangu dzaidada 私の家族はそれを切望する 

Dai ndine pfuma もし私が財産を持っていたら 

Hama dzangu mune rugare 私の家族はみなしあわせだろう 

VaMapfumo vacho でも、そのマプフーモ家には 

Vakanga vasina mari 財産はなかった 

Chikonzero chacho その原因は 

Takanga ndiri muRudija 私たちがローデシア人だったから 

Munoziva mose みんな知っているだろう 

Rudija yaizvinyirira ローデシアは自らの発展を妨げていた 

Onai oh nhasi 見てください、今になっても 

Ona ka tiri varombo 私たちはみな貧乏 

Ona ka hatina mari 私達には金がない 
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Nhasi yave Zimbabwe 国はジンバブエにかわった 

Chokwadi tasununguka 本当さ、私たちは自由になったんだ 

Zvino chasara chii? でも、一体、何が手に入った？ 

Imari yatirikushaya 私たちはカネを失い続けている 

Matongi eRudija ローデシアの支配者は 

Ndioka vachine mari いまだに金持ちのままだ 

Nevamwe vatema アフリカ人の中には 

Ona ka vanoba mari 泥棒しないと生きてゆけないやつもいる 

Hurumende hwedu 私たちの政府には 

Inoda mushandira pamwe 一致団結が必要だ 

Kana iri nzara もし飢餓が起これば 

Zvototiuraya tose 私たちみんなで死ぬ 

Kana tichiguta 満腹になるときは 

Zvotoguta tose vatema アフリカ人みんなで満腹になる 

Saka vatema vose だからアフリカ人はみんな 

Ngati batsirane tose 協力し合おう 

（1988 年『コラプション』収録曲 筆者訳） 

 

 1980 年代に開始した世界各国での演奏旅行、そして 2001 年以降のアメリカでの生活を

通して、マプフーモは世界中いたるところに格差や不平等が存在することを知った。2002

年以降、マプフーモの「闘争」はジンバブエにとどまらず、世界へと広がった。2010 年に

発表されたアルバム『亡命者』は、政治経済の混乱から逃れ、世界各国に亡命したジンバ

ブエ人に向けられたメッセージだ。その中に収められた「貧しい人よ」という歌は、世界

中のジンバブエ人と、その他のすべての人々に向けられた歌だ。マプフーモは、貧しき労

働者を、磨り減る石鹸にたとえた。資本主義社会で、労働者は安価で雇用され、そして棄

てられる。貧しき者は豊かな者に恨みを抱き、その恨みはやがて戦争を生む。そこで戦場

に送られる人々もまた貧しい人だ。このメッセージは、日本の若者や非正規職員の心にも

響くだろう。世界に向けて発せられるマプフーモの歌は、ショナ語で歌われる。それはな

ぜか。マプフーモは「俺がやっているのはジンバブエの音楽だから、ショナ語で歌う」と

いう。かれはジンバブエのリズムやメロディに乗せて、ショナ語で歌うからこそ、世界中

が彼の歌に耳を傾けることを知っている。ジンバブエに生まれたこと、村で街で、いろい
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ろな音楽を吸収してきたこと、その経験から生まれるチムレンガ・ミュージックであるか

らこそ、マプフーモの音楽は影響力を発揮し続ける。 

 

Mwana Wemurombo（貧しい人よ） 

Mwana memurombo anofa 

achiparapara 

貧しい人は、じり貧になって死ぬ 

Hupenyu wake ndewekutamburira あいつの人生は、苦しむだけの人生 

Kudya kwake ndekwekutamburira 食べるのにも、苦しまなきゃならない 

Kupfeka kwake ndekwekutamburira 考えるのにも、苦しまなきゃならない 

Zvose zvose ndezvekutamburira すべて、すべてが苦しみ 

Ona murombo anofa achiparapara みろ、貧乏人が、じり貧になって死んでいる 

Chakaipa chose unotumwa murombo 面倒くさいことが起こったら、使いっぱしりに

されるのはお前だ 

Kune njozi unotumwa murombo どこかで、不幸がおきたら、使いっぱしりにさ

れるのはお前だ 

Unouraya unotumwa murombo 人を殺したいときに使いっぱしりにされるのは

お前だ 

Kana kuhondo unotumwa murombo 戦争が起きたら、戦地へ飛ばされるのは貧乏人

だ 

Vane mari musasevenzese varombo 金持ちどもよ、貧乏人を酷使するな 

Chenjera chenjera murombo 貧しい人よ、気をつけろ 

Vane mari vanokusevenzesa 金持ちは、お前をこき使う 

Vanokugeza ukapera sesipo あいつらはお前を酷使して、お前は石鹸のよう

に磨り減って死ぬ 

Kana wapera vanokukanda wo 

murombo 

もし使えなくなったら、あとは捨てられるだけ

Hurombo mukoma wakonzera hondo 貧しさが戦争を引き起こす 

Vane mari vachiroyiwa murombo 金持ちたちよ、お前たちは呪われる 

Hauna kunaka amai hauna kunaka 

amai hauna kunaka urombo iwe 

貧しいことに、何の価値もない 

（2010 年『亡命者』収録曲 筆者訳） 
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土地問題 

独立以降、ジンバブエ政府はアフリカ人への土地再配分計画を進めた。しかし、その計

画は年月が過ぎるにつれ鈍化していった（吉國2008:18-19）。ジンバブエ独立直後の1982年、

ジンバブエのヨーロッパ系人人口は全体の約 1.9%であった。彼らは国土の約 40%を占拠し

ていた。政府は人種間の土地所有格差を是正するため、1982 年に土地再入植計画を発表し

た。この計画はイギリス政府とジンバブエ政府の出資により、短期間に 16 万 2000 戸の農

家を、830 万ヘクタールの土地（ヨーロッパ系人大農場の半分あまり）に入植させるという

ものであった。しかし、1989 年の時点でこの計画は 3 分の 1 しか達成されなかった。 

土地改革の遅れの原因となったのは、1979 年のランカスターハウス会議で合意されたヨ

ーロッパ系人の権利保護であった。ランカスターハウス憲法の規定により、独立後 10 年間

にわたって、ジンバブエ政府はヨーロッパ系人農場の強制的な再編成をおこなうことがで

きなかった。ジンバブエ政府は土地所有者の同意のもとで土地を買い取り、それをアフリ

カ人に再配分しなければならなかった。土地所有者が土地売却を拒否したため、アフリカ

人への土地再配分は進まなかった。さらに 1990 年代に入ると、イギリス政府が土地買収資

金の提供を止めた。その理由は、ムガベと ZANUPF 党員が、民衆に再配分されるべき農地

を個人的に獲得しているという事実が明らかになったからであった（Taylar & Williams 

2002:550）。土地売却の拒否とイギリスの資金提供停止が土地の再配分を遅らせた。 

経済状況の悪化や土地に対する民衆の不満はムガベ政権への抗議行動となってあらわれ

た。1998 年、退役兵士が独立闘争の恩給の遅滞に反発して、ZANUPF 本部の占拠などの抗

議活動を展開した。これを契機に政府は土地再編を検討し、土地再編についての二ヶ年計

画を発表した。しかし、再編計画についての話し合いが進む一方で、土地の不法占拠に出

る農民が出た。98 年に北マテベレランド州で 800 人の農民が三つのヨーロッパ系人農場に

侵入して農地改革の即時実施を要求、同様の事件が東マショナランド州、中央マショナラ

ンド州、マニカランド州で起こり、マシンゴ州でも侵入計画が噂された（吉國 2008:22）。

これを受けて、2000 年、ジンバブエ政府はイギリスからの援助がない場合には、補償なし

で土地を強制収用するという条項を含んだ憲法草案を提出した。しかし、この草案は国民

投票により否決された。するとまもなく、退役軍人が国中のヨーロッパ系人所有地を占拠

しはじめた。それを受け、ムガベは大統領権限によって一時的土地収用法を発令し、ヨー

ロッパ系人農場の強制収用を合法化した。同年九月には急速再入植計画が採用された。こ

の計画により、ヨーロッパ系人農場の解体が加速した。2000 年前後の土地収用は、一部で
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かなり暴力的におこなわれ、国際社会からの非難を浴びた。2002 年には急速再入植計画の

終了宣言が出された。2 年間で 1,100 万ヘクタールの土地が収用され、40 万戸以上の農家が

入植した（吉國 2008:6）。 

 マプフーモは土地問題を常々歌のテーマに取り入れてきた。「リタ」という歌で見たよう

に、独立闘争を戦った人々にとって、ジンバブエの解放とは土地を手に入れることであっ

た。そして、土地の獲得は民衆に対する解放組織の約束でもあった。しかし、独立後 10 年

が経過しても、農地は民衆の手にゆきとどかなかった。民衆は何年もの間、畑を待ち続け

た。独立から 11 年が過ぎた 1991 年、マプフーモは「あなたは私達を優れた農家と呼んだの

に」（Maiti Kurima Hamubvire）4という歌を発表した。「あなた」とは「政治家」のことであ

る。「長老」（sekuru、vakuru）も政治家のことである。表現は間接的であるが、批判の対象

は政治指導者である。ジンバブエの政治指導者は独立闘争の指導者であった。民衆は彼ら

の「畑が手に入る」という約束を待った。しかし、何年たっても、牛や鋤を与えられない

どころか、畑さえ手に入らなかった。 

 

Maiti Kurima Hamubvire （あなたは私達を優れた農家と誇ったのに） 

Tamira makore mangani?  何年待っただろうか 

Vakuru oiye 偉大な人々よ 

Ona takamirira zvamakataura 俺たちはあなた方の約束を待った 

Sekuru oiye 長老よ 

Ona takamirira zvamakataura 俺たちはあなた方の言ったことを待った 

Tamira mazuva mangani?  何日待っただろうか 

Ona takamirira zvamakatipika 俺たちはあなた方が約束したことを待った 

Maiti kurima hakunetse 耕作するのは難しくないと言っていたじゃないか 

Muchiti kurima inyore 耕作は簡単だと言っていたじゃないか 

Maiti mombe hamushaye 牛は必ず手に入ると言っていたじゃないか 

Muchiti gejo munaro 鋤が必ず手に入ると言っていたじゃないか 

Mharidzo yenyu zviroto kani あなた方の言葉は夢見事だ 

Kufunga kwenyu kwakarasika あなた方の思考は迷走している 

Mai vemwana zvaita musha 母よ、祖国ではこんなことが起こっています 

                                                  
4 タイトルの直訳は「あなた方は、われわれはもれなく農業に就くと約束した」という意味である。マ

プフーモはこの曲に “You Once Boasted You Were a Great Famer”「あなたは私達を優れた農家と誇った

のに」という英語タイトルをつけた。 



88 

Tozvireva takamirepi? この不満をどこにぶつければよいのか 

Chimbo changu chimbo chanhamo 

varume oiye 

私の歌は苦しみの歌 

（1991 年『ホンド』収録曲 筆者訳） 

 

 2000 年の急速再入植計画によって、多くのアフリカ人が土地を手に入れたことはよかっ

たかもしれない。しかし、マプフーモは、急速再入植計画によって「熟練農家が追放され、

その結果、飢餓を招いた」と主張する（UCSD Guest Book: Thomas Mapfumo interview 2003）。

2002 年のアルバム『チムレンガ・レベル』（Chimurenga Rebel）は、土地問題や政府の失政

を批判したアルバムである5。「飢餓耕作」（Marima Nzara）という歌で描かれるのは、ある

男性（「お父さん」）の農業に失敗した姿である。彼は労働者をののしり、暴行を加えた結

果、働き手を失って自ら飢餓に陥った。歌詞に登場する「男性」（baba）という名詞は不特

定の男性を指す言葉である。アフリカ人でも、ヨーロッパ系人でも、政治家でもない。た

だ農業に失敗した男性である。しかし、実際にこの男性が象徴するのはムガベ大統領であ

る。ムガベの政策が熟練労働者をおいだし、国中に飢餓を招いた。歌詞の表面上の意味だ

けを解釈すれば、それが政治的なメッセージであるとはわからない。生活の一場面を描く

ことで、政治的メッセージを伝える非常に高度な暗喩技法である。 

 

Marima Nzara （飢餓耕作） 

Aiyeiye baba mativanzira アイイェイイェ、お父さん、あなたは食料を奪った 

Aiyeiye baba munonyanya アイイェイイェ、お父さん、あなたはやりすぎだ 

Aiyeiye kupopota munonyanya アイイェイイェ、あなたは不平ばかり言いすぎだ 

Aiyeiye baba mairasa アイイェイイェ、お父さんあなたは失った 

Aiyeiye kubvira vanorima アイイェイイェ、農家は出て行った 

Aiyeiye baba muchaona アイイェイイェ、お父さんあなたは思い知るだろう 

Chinyanya baba 行き過ぎた行為だ、お父さん 

Marima nzara あなたは飢餓を耕作した 

Kutaura chinyanya baba 口が過ぎる、お父さん 

Kutaura chinyanya baba 口ばっかりだ 

Aiyeiye baba makaura アイイェイイェ、あなたは後悔している 

                                                  
5 このアルバムは発売数日で 3 万枚のセールスを記録した。ジンバブエでは異例の大ヒットであった。 
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Aiyeiye kundzinga vasevenzi 労働者を追い払った 

Aiyeiye kutuka kwesevenzi アイイェイイェ、労働者を冒涜した 

Aiyeiye kurova vasevenzi 労働者を暴行した 

Aiyeiye baba mazviona アイイェイイェ、お父さん、見たか 

Aiyeiye nzara maikoka アイイェイイェ、あなたが招いた飢餓 

Aiyeiye hurombo mahukoka アイイェイイェ、あなたが招いた貧困 

Aiyeiye baba mativharira アイイェイイェ、お父さん、あなたは私たちの発展を

妨げる 

（2002 年『チムレンガ・レベル』収録曲 筆者訳） 

 

2005 年以降の人口流出 

休息再入植計画以降のジンバブエは、経済破綻、政治的暴力などの国家的危機を経験し

た。そして、この状況を脱しようと、多くのジンバブエ人が国外に脱出した。ジンバブエ

統計局によれば、南アフリカには少なくとも 27 万人以上のジンバブエ人移民がおり、オー

ストラリアにも 2 万人以上の移住者がいる（ZIMZTAT 2012）。 

経済破綻の原因のひとつは、欧米の経済制裁である。急速再入植計画おける暴力的な土

地の収用が国際的な非難を浴び、経済制裁につながった。アメリカとイギリスは現在も資

産凍結や渡航禁止などの制裁を続けている。 

2008 年、ジンバブエは「ハイパーインフレ」で世界から注目を浴びた。ジンバブエドル

の下落が続き、ある試算では年間インフレ率が 279 京％に達した（Zimbabwe Standard 

2008/11/8）。当時、ジンバブエでは、一日に三回物価が上がったといわれている。外貨不足

から上下水道の整備や管理が滞り、医療機関は薬品を輸入できなくなった。そのためにコ

レラが発生し 1 万人以上が死亡した（Zimbabwe Standard 2008/12/20）。 

 経済破綻が起こった 2008 年は、政冶的暴力が大きな問題となった年でもある。2008 年の

選挙において、ムガベ率いる ZANUPF は国会議席数を大幅に減らし、それまでの野党 MDC

（民主変革運動:Movement for Democratic Change）が第一党となった。ムガベは大統領選挙

でも MDC のチャンギライに敗れた。しかし、その得票数が 50％に満たず、6 月に再選がお

こなわれることになった。再選までの期間、野党党員や野党支持者に対する政治的暴力が

おこなわれた（Raftopoulos 2009:229）。チャンギライは一般市民に対する更なる暴力を恐れ、

選挙直前に決選投票への立候補を取りやめた。国際社会からの圧力が高まる中、大統領に

再選したムガベは、MDC との連立政権を樹立した。そして政府は 2013 年、大統領の任期
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を 2 期 10 年と限定する新憲法を発布した。新憲法の下でおこなわれた 2013 年大統領選挙

では MDC が大敗し、ムガベが 6 選を果たした。ムガベは最長で 2023 年、99 歳になるまで

大統領を続けることになる。 

マプフーモが 2010 年に発表したアルバム『亡命者』（Exile）は、世界各国のジンバブエ

人亡命者に向けられたものとなった。マプフーモは故郷を離れたジンバブエ人をターゲッ

トに、イギリス、アメリカ、南アフリカ、ボツワナなどで積極的に演奏活動をおこなって

いる。「郷愁」（Ndangariro）では、故郷を離れざるをえない人々の悲しみが歌われている。

この悲しみはマプフーモ自身の悲しみでもある。マプフーモはジンバブエには 2004 年以降

戻っていない。ジンバブエのメディアから帰国の時期を尋ねられると、帰国の意志は表明

するものの、実現には至っていない。ジンバブエの人々は「マプフーモが帰ってきたら、

すぐに逮捕されてしまう」と語る。マプフーモがもつ政治的影響力はいまだに強力である。

民衆も政府も音楽の政治性には非常に敏感である。 

 

Ndangariro（郷愁） 

Handirare ndokufunga ini あなたたちを思うと眠れない 

Nyika yeZimbabwe 祖国ジンバブエ 

Ndorara ndichifuniga ini 

Mhuri yeZimbabwe 

故郷の家族を思いながら眠ります 

Pfungwa dzinondinetsa ini 

Kwandiri kure 

私は遠くにいるから 

寂しさがこみ上げる 

Hama musandicheme imi 家族よ、私を思って泣かないで 

Ndiri kuuya もうすぐ戻ります 

Kugara kufunga chete ずっと思い続けています 

Hama kumusha 故郷の家族のことを 

Kugara ndichingochema 

Misodzi baba 

涙を流しながらすごしています 

Kana ndorangarira Zimbabwe ジンバブエのことを思い出すと 

Kana ndofunga ini Harare, Bulawayo, 

Gweru, Kwekwe, Kadoma 

懐かしいジンバブエ、ハラレ、ブラワヨ、ク

ウェクウェ、グウェル、カドマ（地名） 

Kana ndorangarira ini 

Mai vangu kumusha 

思いおこせば、別れに涙を浮かべた母を田舎

に残したのも、ずっと昔のことだ 
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Ndakavasiya kare kare 

Vanondichema 

Vatiri vechimurenga 

Ndovimba nemi 

われわれ解放闘争の闘士は、あなたのために

戦った 

Pose pandinofamba ini 

Ndofamba nemi 

私はいつもあなたのことを胸に生きてきま

した 

Zvinoda kushinga chete tiburirire 私にできることは、努力が報われるため、耐

え忍ぶのみ 

Zvino tone ndangairo 

Zvinondinetsa 

かつての想い出が、私を悲しませる 

Kana ndorangarira Zimbabwe ジンバブエのことを思い出すと 

Kana ndofunga ini Chegutu, Chinoyi, 

Marondera, Rusape, Mutare, Masvingo 

想い出の町チェグトゥ、チノイ、ルサペ、ム

タレ、マシンゴ（地名） 

Ndinokukwadzisai mose あいさつしよう 

Mhuri yeZimbabwe ジンバブエの家族に 

Tinoti makadii mose?  

Tiri kuuya 

「お元気ですか、もうすぐ戻ります」と 

Ndiri mwana wemughetto ini, Munozviziva 知っているだろう、私はゲットーの子どもだ

った 

Hama neshamwari dzangu vanondifunga 家族も友人も、私のことを思っている 

Chokwadi ndavasuwa ini, Ndavasiya kare 遠い昔に別れた、彼らのことが本当に恋しい

Kunyange zvangu ndiri kure 遠くにいたとしても 

Handikanganwe kumusha 故郷のことは忘れない 

Ndokunge??? kwake Mwari Tichaonana ??? 

Chimwe chete chinondibaya 

Ipfungwa dzangu 

私のこころに刺さるのはひとつだけ 

それは故郷に帰りたいという思い 

Kana ndorangarira ini, kumarket, Mbare, 

Fiyo, Mabvuku, Mufakose, Chitungwiza 

想い出のマーケットスクエア、ンバレ、フィ

ーヨ、マブク、ムファコセ、チトゥンギーザ

（2010 年『亡命者』収録曲 筆者訳） 
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第 7 章 調査村の社会構造－近代的バントゥ農耕社会 

 

7.1 再入植地リンガ村の歴史環境 

村史 

本研究の調査拠点が位置するのは首都ハラレの南約 80km に位置する農村である。調査

地の行政区分は東マショナランド州セケ郡 19 区である1。19 区は「リンガ（村）」（Ringa）

という名で知られている2。 

口頭伝承によれば、19 世紀末ごろ現在の 19 区周辺はニャンドーロ氏族の支配下にあった。

ところが、彼らは 19 世紀末にセシル・ローズ率いるイギリス南アフリカ会社によって土地

を奪われ、移住を余儀なくされた。移住先は 19 区から約 30km 北に設定されたチオタ原住

民居留地であった。チオタ周辺に居住していたアフリカ人は、チオタ原住民居留地に隔離

され、そこから自由に移動することを禁じられた。 

1980 年のジンバブエ共和国独立にともない、チオタ原住民居留地周辺の白人占有地の一

部がヨーロッパ人からジンバブエ政府に返還され、そしてかつての住民であるアフリカ人

農民に再配分された。19 区はこのような経緯で独立後にアフリカ人農民に再配分された再

入植地（Resettlement）である。2011 年の 19 区人口は 1457 名であった。 

区内の施設としては、看護師が駐在する診療所（clinic）が一軒、プライマリースクール

                                                  
1 Word 19, Seke District, Mashonaland East (Province) 
2 Ringa という言葉はショナ語で「見る」という意味である。村名の由来について、村の代表者に聞いた

が、彼にはわからなかった。その他の村民にも尋ねたがわからなかった。 

    

図 7-1 セケ郡の位置           図 7-2 セケ郡1 
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（7 年制）が二校、セコンダリースクール（4 年制）が一校ある。そのほか、ジンバブエ農

業省事務所が一軒、商店が 8 軒ありうち 6 軒には電気が通っている。水道はない。各集落

への電線網はないが、近年、太陽電池を利用する世帯が増えている。2000 年代以降、携帯

電話が普及しており現在は各世帯に一台以上の携帯電話がある。 

 

図 7-3 19 区内の集落図 

 

口頭伝承 

前述のように、19 区周辺地域はもともとニャンドーロ氏族の支配下にあった。ニャンド

ーロ氏族は 19 区周辺の地を「約束の地」（Chivavarira）と呼んでいる。その理由は、19

区周辺が長い移動の歴史を経て、 後に到着したニャンドーロ氏族の安住の地だったから

だ。ニャンドーロ氏族には次のような口頭伝承がある。 

ニャンドーロ氏族の起源地は現在のタンザニア周辺だった。ニャンドーロ氏族はそこで

社会（nyika）を始めて形成した。人々は国家の成立（kutanga nyika：クタンガ・ニーカ）

を喜んだ。現在のタンザニア連邦共和国はかつて、タンガニーカと呼ばれていた。したが

って、ニャンドーロ氏族は彼らの故地を現在のタンザニアであると信じている。国家を形

成したのち、ニャンドーロの人々は故地であるタンザニアを離れてアフリカ大陸を南下し

た。そしてザンベジ川を越え、その南岸のダンデ地方に到着した。その後再び南下し、ジ
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ンバブエ高原中央部に到着した。その 終地点が「約束の地」と呼ばれる現在のセケ郡 19

区周辺地域であった。かつてこの地がニャンドーロ氏族の支配地であったことから、19 区

にある小学校のひとつには「チオロ小学校」（Chihoro Primary School）という名前がつけ

られた。チオロとはニャンドーロ氏族の祖先の名前である。 

 

行政組織 

セ ケ 郡 19 区 の 行 政 は 、 地 方 行 政 都 市 農 村 開 発 省 （ Ministry of Local 

Government, Urban and Rural Development：以後『地方行政省』とする）の管轄化にあ

る3。19 区の代表者は公選の郡議会評議員（Councillor）である。評議員は国政選挙の際に

投票によって選出される。各区では総選挙を前に各党の候補者選出集会が開催される。た

とえばムガベ大統領率いる与党 ZANUPF（Zimbabwe African National Union Patriotic 

Front）は総選挙前に候補者選挙（Primary Election）を開催する。19 区の ZANUPF 支持

者は区の中心部にある広場に集合する。そこで、集会参加者（ZANUPF 支持者）の推薦に

よって三候補が選ばれる。そして集会参加者の挙手によって 終候補者が決定される。こ

の 終候補が、総選挙と同時におこなわれる郡評議員選挙に立候補する。 

評議員の役割は区と郡議会の連絡である。評議員は区内の各集落から問題点をくみ上げ、

郡議会に報告する。一方、郡議会で決定された事項は評議員を通じて各集落に連絡される。

各集落には集落長がいる。19 区は 9 集落で構成され、各集落に「サブク」（sabhuku）と呼

ばれる集落長がいる。「サブク」とは徴税台帳の book に由来する言葉である。この言葉は、

ローデシア時代に政府の代理人として、集落長が徴税を代行したことから生まれた。 

サブクは各集落の住民による推薦と承認によって選出される。そしてサブクをトップと

した組織が構成される。主な役職として、秘書（Secretary）、会計（Treasurer）、警備（Security）

がある。秘書の仕事は、集落や区で開催される集会（musangano）の議事録作成である。

会計の仕事は徴税や公共施設改修費の寄付金の記録などである。警備は集落内に居住する

非常勤警察官が担当する。集落で事件が起きた場合、警備担当者が犯罪者を逮捕し、報告

書を作成するとともに、容疑者を郡警察に連行する。また、ウシの売買や交換がおこなわ

れる場合には、警察官による証明書の発行がおこなわれる。 

                                                  
3筆者が調査をおこなった 2011 年、州議会を構成するメンバーは知事、市長、各市議会議員 1 名、郡議会

議長、郡議会員 1 名、特別議員 3 名、伝統首長州委員会代表 1 名によって構成されていた。2013 年に憲法

が改正され、現在の州議会議員の多くは国会議員で構成される。州議会議員の組織は（a）議長

（Chairperson）、（b）州選出の上院議員、（c）上院議員 2 名、（d）伝統首長議会の議長と副議長（それぞ

れの所属州のみ）、（e）州選出の全ての国会議員、（f）女性国会議員、（g）地方政治組織の首長、（h）比例

代表選挙によって選出された議員 10 名、である。 
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サブクの主な役割は、共有財産の管理である。たとえば集落に隣接する森林や、池、土

などは集落の共有財産である。資源保護の目的から、無許可での資源利用は禁じられてい

る。したがって、薪や材木の切り出し、レンガ作りのための粘土採取など、共有財産の利

用には全てサブクの許可がいる。そのほか、住民間で発生した軽微な問題はサブクのもと

で解決される。たとえば、飼育している家畜が他人の畑の作物を食い荒らした場合など、

その損害賠償については当事者とサブクとの話し合いによって決定される。 

サブクの権利濫用が問題になることもある。たとえば、19 区のある集落では一部の住民

が、林野の開拓と居住地や畑の拡張をおこなった。他の住民は法律で認められていないこ

の行為を痛烈に批判した4。しかし、新たに開拓をおこなった住民はサブクから許可をもら

ったという理由で開墾を進めた。住民の怒りの矛先は独断で開墾の許可を出したサブクに

向けられた。 終的にこの問題を解決したのは、地方行政省の郡行政官（District 

Administrator）であった。郡行政官は居住地開拓の問題を視察して省に報告した。 終的

には 19 区全体の集落に対して、各世帯につき一区画のみ居住区を拡張することが許可され

た。農地の開拓は許可されなかった。 

この問題の背景には人口増加の問題があった。19 区では入植開始から約 30 年が経過し、

人口の増加にともなう居住地不足が発生していた。サブクが独断で開墾を許可した集落だ

けでなく、同様の問題は他の集落でも発生していた。したがって居住地拡張の問題は 2011

年の集落会議、区会議でたびたび議題に上った。集落、区、郡、州の各組織が連携をとる

ことにより、地域の問題解決がはかられている。 

しかし、土地開拓に関する問題はいまだにくすぶっている。2013 年にはニャンドーロ氏

族の男性が「祖先の地」を主張して林野の開拓をおこなった。これは法律上違法であり、

周辺住民も認めていない。しかし、植民地以前にこの土地を治めていたと伝えられている

ニャンドーロ氏族にとって、この地の開墾は慣習法上は、違法であると言い切れない。こ

のような形で、リンガ村には、近代的な行政方式と伝統的な慣習の共存と摩擦を見ること

ができる。 

19 区にはジンバブエ地方行政省とは別の政治的影響力をもつ組織がある。それはビリナ

ガニレという霊の霊媒師を中心とする伝統的な組織である。ローデシア時代、セケ郡南部

地域は白人占有地であった。したがって、現在の 19 区周辺には約 1 世紀にわたって伝統的

首長が不在だった。ところが、セケ郡南部で再入植が開始された直後に、再入植民のなか

から首長に代わる伝統的指導者が突然誕生した。伝統的指導者となった人物は 18 区（通称

                                                  
4 違法な土地の開墾は「ジャンバンジャ」（jambanja:大勢の人がわめきたてること）とよばれる。 
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マササ村）に住む女性であった。マササ村はリンガ村の北東約 20 ㎞のところに位置する再

入植地（1982 年開村）である。1983 年、マササ村入植民でニャンドーロ氏族の女性に、同

氏族の 高位霊ビリナガニレ（Birinaganyire）が憑依した。 

ビリナガニレ霊は代々ニャンドーロ氏族の女性に憑依してきた霊である。1960 年代から

1970 年代にかけて、先代のビリナガニレ霊はチオタ原住民信託地（Chihota Tribal Trust 

Land）にいたと伝えられている。ビリナガニレ霊は古くからニャンドーロ氏族首長の任命

や慣習法の制定、雨乞い、病気治療などをおこなってきた。1983 年にビリナガニレ霊の霊

媒師が誕生して以来、セケ郡南部の 17 区、18 区、19 区周辺の住民はビリナガニレを伝統

的指導者と認識するようになった。 

彼女は宗教的指導者として雨乞いや収穫感謝などの季節祭を執りおこなう。それと同時

に、慣習法によって地域の問題を裁いたり、伝統的な休日を指定したりする。たとえば、

セケ郡南部一帯にはビリナガニレ霊の指示によって農繁期の休日「チシ」（chisi）が設定さ

れる。セケ郡南部一帯では、チシの日に農作業をおこなうことが禁止される。この日に作

業をおこなうと、ビリナガニレの怒りをかい、サルが畑を荒らしに来るといわれている。 

 

図 7-4 2011 年の 19 区行政組織（筆者の聞き取りと Matyszak 2013 をもとに作成） 
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7.2 リンガ村の住民と親族構成 

リンガ村住民 

2011 年現在、リンガ村の世帯数は 206 世帯、人口は 1457 人であった（全戸調査より）。

住民の出身地は、チオタ地域とチヴ（Chivhu）地域がそれぞれ全体の約 3 分の 1 ずつを占

める。チオタ地域はリンガ村から北西に 30-50km、チヴ地域は南に約 50km に位置する。

チオタ地域出身者は全体の 33%、チヴ地域出身者が全体の 30%、その他のショナ語圏出身

者が 30%を占める。ショナ語圏以外の出身者としては、マラウィ出身者が全体の 4%、ブラ

ワヨ（ンデベレ族地域）、モザンビーク、ザンビア出身者が合計 3%である。住民のほぼ 100%

がショナ語を第一言語としている。近年、南アフリカやボツワナに出稼ぎする若者が増え

ている。そのために人口の流出入が激しい。 

 リンガ村住民の多くはキリスト教徒である。リンガ村の全世帯の約 90％は、何らかの形

でキリスト教を信仰している。ただし、キリスト教徒の中には伝統的な祖先崇拝を並行し

ておこなっているものも多い5。各世帯の宗教的な状況は次のように 3 分類することができ

る。 

A) 世帯主とその配偶者の両方がキリスト教のみを信仰する世帯 

B) 世帯主とその配偶者の両方が祖霊信仰のみを信仰する世帯 

C) キリスト教と祖霊信仰を並行する世帯 

206 世帯のうち、 も高い割合を示すのが C（キリスト教と祖霊信仰の並行）で全体の

57%、その次が A（キリスト教のみ）の 34%、 も少ない B（祖霊信仰のみ）は 9%であっ

た。したがって、キリスト教の影響がある世帯は全体の 91%におよぶ。しかし、わずかで

も伝統的な信仰をおこなう世帯は全体の 66%いる。近年の傾向として、祖霊信仰が衰退し、

キリスト教化が進んでいる。 

祖霊信仰は祖霊を一族の守護霊として祀る宗教である。祖霊のほかにも天空霊や動物霊

などさまざまな信仰対象がある。伝統的な信仰では、全能の「創造者」（Musikavanhu）と

いう霊が信じられているが、これは直接の信仰対象とはならない。人々の直接の崇拝対象

は創造者の下位に属するムズィム（霊：mudzimu, pl;vadzimu, midzimu）である。ムズィ

ムは霊媒師を憑依することによって、人々に直接助言を与える。霊媒師は助言者として人々

の崇拝を集める。 

伝統的な信仰を否定することで信者数を拡大しているのが、チポストリ（chipostori）と

                                                  
5 キリスト教徒であると主張していても、実際には土着宗教の信者であったり、キリスト教を否定しなが

らも教会の聖職者に相談を持ちかけたりすることも珍しくはない。したがって、人々が信仰する宗教は非

常に流動的である。 
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呼ばれる独立教会である。チポストリの信者はムポストリ（mupostori）もしくはその複数

形のマポストリ（mapostori）と呼ばれる。この教会はジンバブエの独立教会で、ヨハネ・

マソウェ（Johane Masowe）、ヨハネ・マランケ（Johane Maranke）など、いくつもの宗

派に分かれる。彼らは聖霊（Mweya Mutsvene：清い霊）を信仰する。聖霊は預言者

（muporofita）を通して人々に語りかけるため、人々の直接的な信仰対象は預言者である。

ヨハネ・マソウェ宗派の信者は建物としての教会を持たず、藪のなかの一箇所を切り開き、

そこで儀礼をおこなう。信者は白装束を身にまとって毎週金曜に藪の中の教会に集合する。

彼らの儀礼の中心人物は「預言者」である。預言者は聖霊の声を感じ、それをことばや歌

にして人々に説く。信者は預言者に続いて歌を歌う。彼らの歌に楽器の演奏は伴わない。

信者は手拍子を打ちながら豊かな和音を用いて歌う。 

チポストリの教義は伝統宗教の祖霊信仰の教義と対立する。そしてこの教義の違いが、

祖霊信仰からチポストリへの改宗につながっている。ムズィム信仰からチポストリへの改

宗理由は二つある。 

ひとつは、邪術（uroyi）からの逃避である。マポストリは体調不良や不幸の原因を邪術

であると考える。預言者は邪術によって引き起こされた不幸を水と塩で清めて解決する。

ショナの伝統では病気治療や問題解決の方法として薬（mushonga）が用いられるが、マポ

ストリはこれを邪術の一種として一切否定する。また、敬虔な信者は西洋式の医療をも拒

否する。 

改宗の第二の理由は、経済的問題である。チポストリでは葬送儀礼にかかる経済的負担

が軽い。伝統的慣習では一人の死者につき、少なくとも三回の葬送儀礼がおこなわれる。

死者の霊は段階的に浄化される。儀礼の開催には、大きな経済的負担がかかる。儀礼開催

に必要なものは、家畜、雑穀酒、交通費、世話役への謝金である。これらの出費は経済力

の弱い家庭にとって大きな負担となる。一方、チポストリの葬送儀礼は埋葬のみで完結す

る。彼らの教義では、死者は死んだ瞬間に浄化され、聖霊のもとへと向かう。したがって、

ムズィム信仰に特徴的な段階的な霊の浄化をおこなう必要がない。しかも、マポストリは

酒も飲まず、楽器も演奏しないため、葬送儀礼にかかる費用がかなり軽い。 

チポストリ以外で近年普及し始めた教会に、ペンテコステ系教会がある。リンガ村にあ

るペンテコステ派教会はアポストリック・フェイス・ミッション（通称AFM：Apostolic Faith 

Mission）とザイオージャ（ZAOGA:  Zimbabwe Assemblies of God Africa）である。 

ムズィム信仰とキリスト教を並行して信じるキリスト教徒は、ローマ・カトリック教会

とメソディスト教会に多い。ローマ・カトリックは土着の信仰を容認することで信者を獲
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得してきた。彼らは呪術を否定するものの、ショナにとって も重要な葬送儀礼クロワグ

ワの開催を認めている（Kumbirai 1977）。 

 

氏族制度 

ショナ社会は氏族社会である。あらゆる人間はいずれかの氏族に属し、自分の苗字と同

じように氏族名（mutupo）を持っている。ショナ族は父系社会である。したがって、すべ

ての子は父親の氏族名を受け継ぐ。自分や母親と同じ氏族に所属する人物は、血縁がなく

とも親戚とみなされる。所属氏族ごとに婚姻や職に関する禁忌がある。 

氏族構成には三層のレベルがある。 も大きな氏族としてチダオ（chidao, pl.zvidao）が

ある。チダオの下位にはジンザ（dzinza, pl.madzinza）の層がある。本研究ではチダオを

「クラン」、ジンザを「リネージ」と呼ぶことにする6。現地では、チダオもジンザも、英語

で clan（氏族）と訳される。 

クランとリネージを指す名前はムトゥポ（mutupo, pl.mitupo）と呼ばれる7。そしてそれ

ぞれの氏族の 下層にインバ（imba）がある。インバとは「家」という意味である。ショ

ナ族はそれぞれクラン名、リネージ名、家名、個人名という四つの名前を持っている。た

とえば筆者の調査協力者であるサムソン・ブーレ（Samson Bvure）氏は、テンボ・サマイ

タ（Tembo Samaita）クランの、マジンバクパ（Mazvimbakupa）リネージに属する、ブ

ーレ家のサムソン、という人物である。日常生活で もよく使われる名前はリネージ名で

ある。したがって、筆者の調査協力者ブーレ氏は近隣住民から「マジンバクパ」というリ

ネージ名でよばれている。 

ひとつの氏族が複数のムトゥポをもっていることもある。マジンバクパ氏族にはチオタ

（Chihota）やニェンバ（Nyemba）8というムトゥポもある。したがって、一人の人物が 5

個か 6 個の名前を持っていることも珍しくはない。これらのムトゥポの由来は動物名や体

の一部、そして祖先のニックネームである。たとえばテンボ・サマイタ・クランの「テン

ボ」とは、「白と黒」を意味する言葉である。したがって、テンボ・サマイタ・クランの人々

のシンボルはシマウマである。「マジンバクパ」というリネージ名は「あなたは人に与える

                                                  
6 人々は各氏族の起源伝承や氏族名の由来については詳しいが、実際の家系については、それほど深い記

憶を持っていない。自分の父方の祖先については、せいぜい２代か３代前までの記憶しかない。 
7 ショナ語の辞書Dura Mazwi Guru ReChishonaやStandard Shona Dictionaryでは氏族名をmutupo、
その下位集団名を chidao（pl.; zvidao）としているが、chidao が上位集団名か下位集団名かについて、そ

の定義は地域で異なる（Bourdillon 1987:24）。チオタ地域のシマウマ氏族では chidao が上位集団の名前

として用いられる。なお、現地の人々はムトゥポやチダオを clan name と英語訳する。Mutupo や chidao
の語源については、今のところわかっていない。 
8 チオタ氏族の女性は「ニェンバ」や「マンジェンジェンジェ」（Manjenjenje）というムトゥポをもつ。

「チオタ」や「マジンバクパ」とは呼ばれないが、同氏族である。 
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ことで膨らんだ」（Mazvimba kupa.）という意味である。この名前がつけられた背景には、

その昔、この氏族が狩猟の名手で、その獲物をポルトガル人に売って生計を立てていたこ

とに由来する。つまり「獲物を捕らえ、それを与えることで裕福になった人々」という意

味である。また、マジンバクパ氏族の人々はチオタという氏族名も持っている。「チオタ」

という名前は、彼らの食生活に由来する言葉である。マジンバクパ氏族はモザンビークか

らジンバブエ高原にやってきた。彼らは高原に定着するとオタ（hota）と呼ばれる植物の

根（tsenza dzehota）を食べることで有名になった。そこで、周辺の人々から「オタの人々」

（Chihota）と呼ばれるようになった。 

 

表 7-1 テンボ・サマイタ・クランの氏族構造 

氏族層 氏族名、家族名 

クラン 
chidao 

Temo Samaita 

リネージ 
dzinza 

Chihota 
Mazvimbakupa 

Nyemba 
Manjenjenje 

Mutasa Dube Samaita 

家 
imba 

Bvure Tirikoti Bvukumbwe Gandidzanwa Gwenzi Pembedzai 

 

ムトゥポに現れる動物や事柄は禁忌と関係する。禁忌のひとつは食の禁忌である。人々

はムトゥポに関する食物を食べてはならない。ムトゥポは氏族のシンボルであり、自分自

身のシンボルであると考えられる。したがってその動物を食すことは、共食いもしくは自

分を食べることになると考えられている。 

 ムトゥポに関するもうひとつの禁忌は内婚の禁止である。同じムトゥポをもつ人物は、

たとえ初対面であっても、たとえ血縁がなくても、結婚してはならない。また、母親と同

じムトゥポをもつ人物とも結婚できない。男性から見て、母親と同じムトゥポを持つ女性

はすべて母親と認識される。女性から見て母親と同じムトゥポを持つ男性はすべてオジに

なる。両親と同氏族の異性との結婚は近親相姦として禁止される。ただし、同氏族内で婚

姻を結ぶ例もある。その場合には「離縁の儀礼」が開かれる（kucheka ukama）。離縁の結

果、男性は新しい氏族に入る。これにより内婚が外婚化される。各大氏族の下位には複数

の小氏族があるが、これらは離縁をきっかけに発生したものである。本来は大氏族の下位

組織としての小氏族はなかったが、離縁が発生するたびに新しい氏族が生まれ、組織が細

分化された。たとえば、テンボ・サマイタ・クランの下位にはマジンバクパ、ムタサ（Mutasa）、
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ドゥーウェ（Dube）などのリネージがある。これらの氏族はもともと一つの集団であった

が、対立や離縁によって分化したと伝えられている。 

ショナ社会は外婚制の氏族社会である。伝統的にひとつの氏族が地域を支配してきたと

しても、その地域には複数の氏族が共生している。支配者が所属する氏族が必ずしもマジ

ョリティであるとは限らない。リンガ村の氏族構成もその例のひとつである。リンガ村に

は約 30 氏族の人々が共生する。ただし、氏族ごとの人口には偏りがある。 も人口の多い

エランド氏族は人口の 20％を占める。ついでサル氏族（17％）、心臓氏族（14％）となる。

伝統的にはリンガ村はニャンドーロ（ゾウ）氏族の土地であった。しかし、現在 19 区に居

住するニャンドーロ氏族は区人口の約 6％である。選挙で選出された区の評議員は心臓氏族

出身であり、９集落のうち８集落長の出身氏族は、サル氏族３名、エランド氏族２名、シ

マウマ氏族１名、ウシ氏族１名、ワニ氏族１名であった。残り１集落長の氏族は聞き取れ

なかった。かつての支配氏族であるニャンドーロ氏族が、各集落の権力を握っているとい

うわけではない。 

 

親族関係 

ショナ社会における親族関係（ukama）は血縁を超えた複雑な氏族間関係の上に成り立

つ。一人の人物は個人であると同時に、氏族の一部、あるいは、氏族の代表と考えられて

いる。血縁関係がない人物でも、両親、祖父母、配偶者にかかわるすべての氏族出身者は

親族とみなされる。初対面の人物であっても、同じ氏族に属する人は親子や兄弟とみなさ

れる。したがって、ショナ社会は広範な親族関係の上に成り立っている。初対面の人が挨

拶を交わす場合、必ず相手の氏族名が確認される。人々は相手の所属氏族を知ることで初

めて人間関係を築くことができる。たとえ相手が年下であっても、目上の氏族に対しては

敬意を表明し、敬語を用いなければならない9。 

 親族名称は氏族関係によって規定される。表 2－4 はショナ社会における親族呼称をまと

めたものである。いずれの親族呼称も血縁を超えた人物に適用される呼称である。 

たとえば「母」（amai）に当てはまる人物をみてみよう。ショナ社会の「母」には、①自

分の生みの母、②①以外の父のすべての妻、③母親と同氏族の女性、が当てはまる。③に

当てはまる女性はショナ社会全体に数え切れないほどいるが、これはすべて自分の母と認

識される。たとえ相手が 2 歳の子どもでも自分の母親と同じ氏族の女性は「母」と呼び、

敬語を用いて敬意をあらわさなければならない。日本では母方の女性イトコは「イトコ」

                                                  
9 ショナ語には敬語表現がある。一人の相手に対して、二人称複数を用いることで敬意を表現することに

なる。 
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と呼ばれる。しかしショナ社会では、母方の女性のイトコは、母と同氏族の女性なので「母」

と呼ばれる10。 

ショナ社会において、ひとりの人間は母親個人の子でも父親個人の子でもない。すべて

の個人は、両親が所属する各氏族の子である。したがって母親が属する氏族の女性は母と

呼ばれる。自分と同じ氏族の年長者は父（baba）やオバ（tete）であり、同氏族同年代の

人物はきょうだいであり、その子どもは自分の子ども（mwana, pl;vana）である。たとえ

ば、ある男性 A にとって、男兄弟の子どもは自分と同じ氏族であるから自分の子である。A

は男兄弟の子どもに対し、本当のわが子と同じように接しなければならない。もし彼らの

父親が亡くなれば、その子は A が育てなければならない。ただし、 も重要な親族は直接

的な血縁のある親族である。自分の財産を相続するのは、自分の血をひく子どもである。

しかし、呼称の上では血縁の有無は関係ない。それぞれの人物は個人であると同時に、氏

族の一部である。 

親族が血縁のみによって規定されるならば、親族の範囲はある程度限定される。しかし、

ショナ社会では氏族制度によって親族が拡大する。親族が拡大することによって、それだ

け相互扶助の責任も拡大する。リンガ村の人々は、親族関係をうまく利用して相互扶助を

おこなう。何らかの

緊急事態が発生した

時、彼らは親族に頼

る。また、氏族縁の

関係にある家族は、

困難な状況にある家

族を助ける責任があ

る。たとえば、19 区

の集落 7 には 18 世帯

がある。そのうち、

世帯Aと他の 17世帯

の関係を調べると、

婚姻による血縁関係

のある世帯は 3 世帯、

血縁はないが氏族的

                                                  
10 父方平行イトコ、母方平行イトコはともにきょうだいである。 

表 7-2 男性親族に関する呼称 

親族呼称（男性） 日本語 関係 

sekuru 
祖父 
オジ 

① 父の父 
② 父の父の兄弟 
③ 母と同氏族の男性 
④ 父の母と同氏族の男性 

baba 父 
① 父 
② 父の兄弟 
③ 自分と同氏族の年長者 

mukuwasha 
義理の息子 
義兄弟 

① 娘もしくは姉妹（自分の
同氏族の女性）と結婚した男
性 

tsano 義兄弟 ① 妻の兄弟 

tezvara 義父 ① 配偶者の父 

murume 夫 ① 夫 

baba munini 
オジ 
義弟 

① 夫の弟 
② 父の弟 

baba mukuru 
オジ 
義弟 

① 夫の兄 
② 父の兄 
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な親族関係にある世帯は 11 世帯あった。つまり、世帯 A にとって、集落内のほとんどの世

帯が親族関係にあることになる。その結果、それぞれの世帯に対して何らかの形で相互扶

助の義務が生じる。 

氏族間の相互扶助について次のような事例がある。2011 年、ある男性の娘が危篤状態に

陥った。そのとき、男性は自分の生みの母と同氏族の男性（sekuru）の家に駆け込み、救

急車を呼ぶ資金を借りた。彼らには血縁がないが、氏族縁の関係によって相互扶助の義務

が生じる。困難な状況にある人物の親族は、その状況を見捨ててはならない。それを見捨

てるようなことがあれば、家族や氏族全体が邪術や妖術の対象となりかねない。 

 

表 7-3 女性親族に関する呼称 

親族呼称（女性） 日本語 関係 

ambuya, gogo 
祖母 
オバ 

① 父の母 
② 母の母 
③ 祖父母の姉妹 
④ sekuru の妻 
⑤ tezvara の妻 

tete 
オバ 
義姉 
義妹 

① 父方のオバ 
② 自分と同氏族の年長女性 
③ 夫の姉妹 
④ 義理の父の姉妹 

amai 母 
① 自分を産んだ母 
② ①以外の父の妻11 
③ 母と同氏族の女性 

sisi 姉 

① 男性の異性きょうだい 
② 男性と同氏族の女性 
③ 女性の姉 
④ 女性と同氏族の年長者 

mukadzi 妻 ① 妻 

 

表 7-4 両性に当てはまる親族呼称 

親族呼称（両性） 日本語 関係 

hanzvadzi  きょうだい 
① 異性のきょうだい 
② 自分と同氏族に所属する異性 

mukoma 兄、姉 
① 同氏族の年長者 
② 年長の平行イトコ 

munin'ina 弟、妹 
① 同氏族の年少者 
② 年少の平行イトコ 

muzukuru 孫、甥、姪 
① 子どもの子ども 
② 自分と同氏族の女性から生まれた人物 

 

                                                  
11 ショナ社会は一夫多妻制である。 
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7.3 リンガ村の生業 

リンガ村の自然環境 

 19 区の総面積は約 100 平方 km である（南北 大約 12km、東西 大約 11km）。標高は

も低い地点で約 1340m、 も高い地点で約 1410m である。西部から東部に向かって緩や

かに標高が上昇する。季節的な河川が三本ある。乾季には水量が減るため川が分断され、

小さな池や湿地となる。これらの河川の水が飲料水として用いられることはない。飲料水

は井戸水である。標高の低い西部では井戸が浅い。10m ほど掘ると飲料水が得られる。一

方で南東部は水脈が深く、各世帯で井戸を掘ることが難しい。そのため、風車式の共用井

戸が設置されている。 

 リンガ村の年降雨量は 500-800mm である（Agricultural Technical & Extension 

Service）。一年は雨季（10 月－翌年 4 月）と乾季（4 月－9 月）に分かれる。乾季にはほと

んど雨が降らない。雨季には農業をおこなうに十分な降水量がある。 

 気温についての詳しいデータはないが、農業省の職員は「一年を通じて気温が低い」と

いう。冬季（6、7 月）には霜が降りる。バナナやマンゴーなどの果樹が冷害で枯れること

も珍しくはない。 

 この地域の植物の優占種はマメ科樹木の munondo（Julbernardia globiflora）、muunga

（Acacia）、musasa（Brachystegia spiciformis）、イネ科の thinde（Sporobolus pyramidalis）、

tsangadzi（stereochlaena cameronii）である（Agricultural Technical & Extension 

Service）。19 区内には草地、疎林、湿地など多様な景観がある。牧草が豊富であることか

ら、牛の飼育に適した地域である。疎林には果樹も豊富である。マチン科の mutamba

（Strychnos）、クリソバラヌス科の muhacha（Parinari curatellifolia）、フトモモ科の

mukute（Syzygium cordatum）などの果実は、食料源としても重要である。 

集落の周りに広がる疎林帯には野生動物が生息する。3 種類の小型レイヨウ類（tsenza, 

mhene, mhembwe）、野ウサギ（tsuro）、トビウサギ（nhire）、イノシシ（njiri）は狩猟の

対象でもある。他の哺乳類としてヒヒ（gudo）や小型のサル（tsoko, gwee）が生息する。

鳥類は数え切れないが、狩猟の対象としてホロホロチョウ（hanga）やキジバト（njiva）

が生息している。 
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農耕 

 リンガ村の中心的生業は農業であ

る。主な農産物は、穀物としてトウモ

ロコシ（chibage）、シコクビエ

（zviyo/rukweza: finger millet）、ヒエ

（mhunga : Pennisetum typhoides）、

米（mupunga: oryza sativa）、ソルガ

ム（pfunde: Sorghum bicolor）がある。

このうちトウモロコシが も多く栽

培され、雑穀類、米の生産は、トウモ

ロコシに比べるとわずかである。イモ

類はジャガイモ（batatisi）、サツマイ

モ（mbambaira）が栽培されるほか、

わずかであるが、キャッサバがある。

キャッサバは芋だけでなく葉も食用

として消費される。豆類としては落花

生（nzungu）、ニモ（nyimo: Vigna 

subterranea）、大豆が栽培される。そ

の他の野菜として、トマト、かぼちゃ

（nhanga）、きゅうり（gaka）、食用油を得るためのヒマワリ（sunflower）などが栽培さ

れる。換金作物としてパプリカ（paprika）、タバコなどが栽培されている。 

リンガ村は 9 集落で構成される。それぞれの集落には農地、居住地、共同放牧場、菜園

がある。集落 1 から 8 の各世帯には、0.36ha の居住地、6ha の畑、そして約 1ha の菜園が

割り当てられた。集落 9 はもと国有地で、退役軍人や政府関係者に分配された。集落 9 の

各世帯には他の集落の数倍の広さの農地がある。 

 集落 7 の住民は、畑（munda）、菜園（garden）、居住地、の 3 か所で農耕をおこなう。

畑は集落の南側に、菜園は北側にある。集落の北側には季節河川があり、菜園はその川に

沿って拓かれている。集落 7 の各世帯が所有する畑の面積は約 15 エーカー（6ha）である。 

農産物のほとんどが自家消費用である。まとまった現金を獲得するだけの余剰生産物は

なかなか得られない。2007 年、世帯 A は 15 エーカーの畑で、主食のトウモロコシ、ラッ

表 7-5 菜園の主な栽培植物 

日本語 現地名 

ケール kale chomolier 

ケール cobo 

ケール cobo rugare 

ケール viscos 

ケール red viscos 

カボチャ germ squash 

カボチャ Nhanga 

ワケギ king shallot 

ワケギ Shallot 

タマネギ Onion 

エンドウ Peas 

インゲン green beans 

トマト dhomasi 

ジャガイモ mbatata 

オクラ derere 

キュウリ 2 種類 gaka 

楽器用ひょうたん deze 

トウモロコシ chibage 

落花生 nzungu 
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カセイ、ヒマワリ、その他を耕作した12。それぞれの作付面積はおおよそ 4.5ha、0.6ha、

0.6ha、0.3ha であった。ここから約 4 トンのトウモロコシが収穫された。この世帯におけ

る一年間のトウモロコシ消費量は約 4 トンである。したがって、他の世帯や企業に販売す

るだけの余剰はほとんど生まれない。 

菜園（garden）では毎日の食事に欠かせない野菜（トマト、ケールなど）が栽培される13。

菜園は季節河川のそばにあるため、掘ればすぐに水が出る。菜園内には深さ 2m、直径 2m

ほどの井戸がほられる。井戸水の利用によって、乾季でも野菜栽培が可能である。野菜は

副菜として常に需要があるため、販売が可能である。菜園に力を入れる世帯にとって、野

菜販売は貴重な現金収入源である。大量の野菜が収穫できた場合は、集落から約 7km はな

れた幹線道路わきで、路上販売がおこなわれる。 

世帯 A の菜園ではユーカリが栽培される。ユーカリは建築材やタバコ乾燥炉用の燃料と

して利用される。 

 

図 7-5 集落 7の居住地と畑 

                                                  
12 キュウリ(gaka)、シコクビエ(zviyo)、カボチャ(nhanga)、楽器用ひょうたん(deze, hosho)、など 
13 この地域の主食はトウモロコシや雑穀の粉を炊いて練ったサザ（sadza）である（写真 2）。これに副菜

（muriwo）がつく。副菜として、ケールなどの葉菜をいためたものと肉類がある。肉は煮込み、から揚げ、

焼きなどの方法で調理される。味付けはタマネギ、ワケギ、トマトなどで作ったスープでおこなわれる。

落花生は焼いて軽食として食べられるほか、ピーナッツバター（dovi）が調味料として重宝される。ピー

ナッツバターは日本の味噌のような感覚で利用される。 
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図 7-6 世帯 A の菜園の作物（①ユーカリ林、②トウモロコシ、③、④、⑤その他の野菜） 

 

写真 7-1 人々の日常食「サザ」（sadza）。 
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集落 7 の耕作は 9 月中旬、雨季開始の直前に始まる。農作業は翌年の 4 月頃まで続く。

農業サイクルに合わせて、祖先崇拝に関する農耕儀礼やその他の地域的行事がおこなわれ

る。「ニンベ」（nhimbe）と呼ばれる共同耕作や、農業省が主催する収穫報告会は各集落に

とっての娯楽イベントでもある。 

リンガ村における耕作の手順は、①牛耕、②播種、③除草、④収穫、⑤保存、である。

筆者の滞在した世帯では、2009 年以降牛耕がおこなわれる時期が早くなった。その理由は、

にタバコ栽培が始まったからである。タバコ栽培をおこなう場合、9 月初旬には苗栽培をお

こなわなければならない。 

 

図 7-7 ハラレの気候とリンガ村の農業カレンダー 

 

①  牛耕 

集落 7 の耕作は 9 月の中旬に開始される。畑を耕す方法には、牛耕、手耕、もしくはト

ラクターの使用がある。このうち、 も一般的な耕作方法は牛耕である。ウシの代わりに

ロバが用いられることもある。牛耕は 4 頭のウシと 2 人 1 組の操縦者によっておこなわれ

る。4 頭のうち、力の強い 2 頭が前、弱い 2 頭が後ろの列に配置される。操縦者の 1 人は犂

を操作し、もう 1 人は鞭（chamboko）と口笛でウシを操作する。集落 7 の土壌は砂である

ため土を耕すことに難はないが、畑を覆う芝（tsangadzi）が耕作の妨げになる。牛耕の目

的は根きりと畝作りである。 

耕作は共同でおこなわれることもある。この共同作業は「ニンベ」（nhimbe）と呼ばれる。

集落の住民は、ある世帯のためにそれぞれ農機具や労働を提供する。ニンベを主催する世
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帯は、酒を醸造し家畜を屠殺してふるまう。共飲共食と共同労働は、ジンバブエ農村に農

繁期の到来を告げる風物詩である。ニンベがおこなわれるのは、特に肥料を散布する日で

ある。この肥料は堆肥（manyowa14）である。堆肥は各世帯で自家生産される。各世帯に

はウシを囲う柵（danga）があり、堆肥はそこで作られる。この柵には前年度収穫されたト

ウモロコシの葉や茎が敷いてある。これらはウシの排泄物と混ざり合い、堆肥になる。堆

肥は畑に運ばれ、スコップで播かれる。一年をかけてたまった肥料は大量であり、その運

搬にはかなりの労力を要する。運搬には牛車（ngoro）が使用される。牛車一台でくりかえ

しすべての堆肥を運搬するにはかなりの時間がかかる。そこで、近所の住民が牛車を提供

して、共同で運搬をおこなう。 

堆肥が播かれると、次の工程は畝づくりである。すでに一度耕された場所に、もう一度

犂を入れ、直線的な畝を作る。直線的で整然とした畝の並ぶ畑には、効率よく作物を植え

ることができ、また播種後の作業もやりやすくなる。 

 ウシを持たない世帯、あるいは、ウシはあるが犂のない世帯は他世帯の農作業を手伝う

ことを交換条件にウシや犂を借りることができる。ただし、ウシをもたない者は、他世帯

が耕作を追えた後にウシを使うことになるので、播種が遅れ十分な収穫量をえることは難

しい。世帯 A の家には、隣の集落に住む兄の息子（ショナ社会では息子にあたる）が農作

業を手伝いに来る。彼が世帯 A を手伝う理由は、彼の家にはウシがいないからである。世

帯 A、すなわち父（ショナ社会では父の弟も父）の世帯を手伝うことでウシをかりることが

できる。 

 

② 播種（kudonhedzera/ kudyara） 

2007 年の世帯 A では、トウモロコシを中心に、ラッカセイ、ヒマワリ、シコクビエ、カ

ボチャ、キュウリなどが植えられた。トウモロコシの種は 3 種類あった。そのうち 2 種類

は種苗会社の販売する交配種で、収穫までの期間が異なる 2 種であった。もう一種は在来

種であった。カボチャとキュウリの種は、ザルやバケツの中でトウモロコシの種に混ぜら

れ、同じ畝の中で混作される。 

 

③  除草（kusakura） 

作物は播種後、1~2 週間で発芽する。播種後すぐに雨が降るかどうかで発芽のタイミング

が変わる。発芽と時を同じくして、芝や雑草もはびこるようになる。そこで除草作業

                                                  
14 英語の manure に由来。 
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（kusakura）がおこなわれる。除草には柄の短い鍬（badza）が用いられる（柄の長さは

約 70cm）。除草方法は作物の周囲に生えた雑草を鍬で除草する。この作業は明け方から午

前 9 時ごろまで、毎日おこなわれる。昼に休憩があり、夕方から再び除草がおこなわれる。

除草作業は、1 年の作業の中でもっとも骨の折れる仕事である。そのつらさは「除草作業は

腰を折る」（kusakura kunotyora musana）という言葉で表現される。この作業が作物の収

穫量に大きく作用することから、除草作業に人が雇われることがある。除草の時期になる

と、各世帯に鍬を持った女性があらわれ、雇用を乞う姿が見られる。彼女らは除草作業の

対価に現金や穀物を獲得する。乾季の終わりになると、食料の尽きる世帯が増える。この

ような世帯にとって除草作業は貴重な現金収入源、あるいは、食料源である。 

 

④ 収穫（kukohwa） 

 収穫されたばかりのトウモロコシは、一定期間ダラ（dara:棚）に保管される。これは穀

物を乾燥させるための棚である。ダラの手前にはチタラ（chitara:小棚）が設置され、乾燥

したトウモロコシをその場で脱穀（kupura）できるようになっている。芯についたままの

トウモロコシをチタラにおき、木の棒でたたくと実だけが下に落ちる。 

 

写真 7-2 脱穀作業 
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⑤ 保存 

 脱穀後の実は穀物庫（hozi）に保管される。写真 3 の穀物庫は、伝統的な高床式のもので

ある。中には、一般的な住居と同じ円形の建物を穀物庫にしている農家もある。収穫した

余剰作物は GMB（Grain Marketing Board:穀物市場取引局）に売却されるか、個人的な売

買のために保管される。多くの収穫を得た場合は、それを売却せずに保管する。乾季の終

わりごろになり、トウモロコシが底をつく世帯がでると、トウモロコシは貨幣同様に取り

扱われる。食料が必要な世帯は、レンガ造りや屋根の葺き替え、狩猟などの獲物との交換

でトウモロコシを入手する。また、旱魃の頻発するジンバブエ南部からトラックで買い付

けに来る人々も見られる。 

 

  

図 7-8 穀物乾燥棚              図 7-9 脱穀用作業台 

 

 

図 7-10 牛車 
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写真 7-3 穀物庫（hodzi）               写真 7-4 除草作業（kusakura） 

 

 

写真 7-5 牛耕用犂（gejo） 
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写真 7-6 牛耕 

 

リンガ村の農業と畜産業は、政府の支援と管理のもとにおこなわれている。リンガには

国から派遣された農業専門の職員が駐在する。農業に関しては農業省の AGRITEX

（Agricultural Technical & Extension Service:農業技術改良普及局）から 3 人の職員が派

遣されている。彼らの仕事は、各集落の土壌や作物の収穫量の調査、新しい作物への挑戦

や作物の病気に関するアドバイスなどである。また、政府から種や肥料の支給がある場合

は彼らが窓口となる。企業が契約農家を探す場合も AGRITEX が窓口となって条件に合う

農家を斡旋する。畜産の専門家としては VLT（Veterinary Livestock Technician）が常駐

している。彼は獣医師である。リンガ村常駐 VLT の管轄区域は 18、19、20 区の 3 区にま

たがる。VLT の主な仕事は、家畜の病気治療や予防接種である。リンガ村の中心部には VLT

のオフィスがある。 

表 7-6 リンガ村の主な作物と収穫量（AGRITEX 2004） 

作物 総作付面積(ha) 平均収穫量(1haあたり）

トウモロコシ 1000 2t
落花生 150 3t
シコクビエ 20 15bags
ヒマワリ 25 20bags
パプリカ 30 280kg
大豆 15 20bags
サツマイモ 10 8t
ニモ 15 12bags
豆類 10 15bags  
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各世帯の居住地には何らかの果樹が植えられている。世帯 A にはレモン、桃、グアヴァ、

ウチワサボテン、クワなどがある。これらは主に自家消費される。集落 7 にはマンゴー販

売を副業にする世帯もある。しかし、リンガ村は気温が低く冷害が起こることも多い。冷

害になるとバナナやマンゴーはまったく収穫できない。 

 

 

図 7-11 世帯 Aの敷地図 

 

家畜 

リンガ村で飼育されている主な家畜はウシ（mombe）とヤギ（mbudzi）である。そのう

ち も多くの世帯で飼育されているのがウシである。ウシを所有する世帯はリンガ村全体

の 75%で、頭数は合計 2000 頭以上である。リンガの人口が約 1500 人であることから、ウ

シの頭数は人口以上である。リンガ村の世帯数は 206 世帯なので、1 世帯あたり 10 頭以上

のウシを所有する。ただし、ウシの所有頭数には偏りがある。ウシの所有頭数が も多い

世帯では、150 頭のウシを飼育していた。 

ショナの人々にとって、家畜は文化的にも経済的にも重要である。文化的な側面として

は、婚資としてのウシ利用がある。「結婚すること」（kuroora）は「婚資を払って妻をもら

うこと」である。今日、婚資（roora）として現金が支払われることもあるが、伝統的には

ウシが贈与されなければならない。現金で支払われる場合、その価格の基準はウシの価格

である。結婚にウシが必要であることから、男はウシをもって初めて一人前と認められる。

また、葬送儀礼などの儀礼は、ウシやヤギの屠殺なしには考えられない。儀礼の際に殺さ

れたウシは儀礼参加者に振舞われる。 

ウシは資産としても重要である。まとまった現金が必要なとき、人々はウシを売却する。
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逆にまとまった現金が手に入った人は、ウシを購入し繁殖させることで資産を増やす。ウ

シの価格は大きさや性別によっても異なるがアメリカドルで 200－600 ドル以上である。

2007 年には 2 歳の雌ウシが約 200 ドルで取引された。近年、ウシの価格が高騰しており、

小型の雄ウシの価格が 400 ドルをこえることも珍しくはない。この価格は 2013 年の小学校

教諭の平均月給（約 400 ドル）に相当する金額である。またウシは役畜としても有用であ

る。物資の運搬、耕作にはウシが不可欠である。 

リンガ村で飼育されるウシには 2 種類ある。一つはハード・マショナ（Hard Mashona）

という種のウシである。この種はショナの伝統種といわれている。気候変動や病気に強い

という長所があるが、小さく、また子を生みにくいという短所がある。リンガ村で飼われ

ているウシの多くはこの種である。もう一種は現地でブラマン（Brahman）とよばれる種

である。この種はインド起源のゼブ種である。ブラマンの体は大きく、背中にこぶがある

ことから、ハード・マショナとの違いは一目瞭然である。成長が早く、また体が大きいと

いう特徴があるが、気性が荒く操るのが困難である。リンガ村ではウシは役畜として用い

られるため、気性の荒さは好まれない。ブラマンの体の大きさと、ハード・マショナの環

境適応力をかけ合わせるべく、二種の雑種もみられるが、それほど普及していない。体型、

性格の優れた牛以外は去勢される。成長した未去勢ウシはハンディラ（handira）、出産経

験のある雌ウシはモウ（mhou）、出産経験のない雌ウシはツィル（tsiru）と呼ばれる。 

 

表 7-7 リンガ村の 2種類のウシ 

種類 長所 短所 写真 

Hard 

Mashona 

（在来） 

病気に強い 

気候変動に強い 

小さい 

乳生産が少ない 

仔が生まれにくい 
 

Brahman 

（インド） 

成長が早い 

肉がうまい 

平均的なミルク

生産 

子育てしない 

言うことをきかない 

病気に弱い 

 

 

ウシの飼育方法は放牧である。餌は林野の草と、乾季には収穫後のトウモロコシの葉や

茎が与えられる。それ以外の世話としては、数か月に一度塩水を与えることと、数年に一
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度、村の施設で予防接種を打つことである。放牧がおこなわれるのは日中である。夕方以

降、ウシは主に少年によって放牧地から連れて帰られ、柵に戻される。 

ウシの出産シーズンは、雨季の開始時期である（10-11月）。牛が出産すると、搾乳（kukama）

がおこなわれるようになる。1 日につき、ウシ 1 頭から 3~4 リットルの乳が搾られる。ミ

ルクの利用方法は 2 種類ある。生乳（mukaka mumbishi）として、もしくは、ミルクティ

ーとして飲まれるか、酸乳（mukaka wakafa）として食されるかである。酸乳は生乳が半

日ほどで自然発酵したものである。朝搾乳した乳を鍋または土器に入れ、小屋の中に置い

ておけば酸乳になる。生乳は下剤としても用いられる。牛乳がチーズやバターに加工され

る例は見られない。 

ウシの次に飼育世帯が多い家畜はヤギ（mbudzi）である。リンガ村でヤギを飼う世帯数

は全体の 62%で、合計頭数は 600 頭以上である。ヤギは成長が早くまた増えやすいが、「果

樹を食い荒らす」という理由で、集落 7 では飼育が規制されている。ヒツジを飼っている

世帯は、リンガ内で一世帯のみである。ヒツジが利用される機会は雨乞い儀礼のときにの

みである。その場合も屠殺されないことが多い。ヒツジが屠殺される場合は非常に深刻な

旱魃が訪れたときのみである。 

このほかに小型家畜が飼育される。鳥類としてニワトリ（huku）、シチメンチョウ（toki, 

garikuni）、アヒル（dhadha）、ホロホロチョウ（hanga）、ハト（hangaiwa）がある。ホ

ロホロチョウは野生動物を飼い馴らしたものである。ホロホロチョウを家畜化するために

は、森で野生のホロホロチョウの卵を採集し、それをニワトリの親に抱かせ、羽化させる。

うまく羽化すると、ニワトリがホロホロチョウの子を育てる。野生のホロホロチョウは空

を飛ぶのだが、ニワトリに育てられたホロホロチョウはほとんど飛ばない。 

 その他の食用の小家畜としてウサギ（tsuro）、モルモット（mbira）がある。これらの小

家畜は自家消費用、あるいは、販売用として飼育されている。ネコ（katsi）とイヌ（imbwa）

はそれぞれ、ネズミ対策と警備用、狩猟用に飼われる。 

 

狩猟採集 

 狩猟は法律によって禁止されているが、それでもおこなわれている。狩猟に必要なもの

は犬とパチンコ（rekeni）である。たいていの場合パチンコはハラレで購入される。価格は

ひとつ 3～4 ドルである。購入時は二股の枝にタイヤチューブと赤い頑丈なゴムひもが取り

付けられている。熟練の狩猟者はそれをすべて取り外し、自分の手の大きさと腕力に合う

ように改造する。弾には石ころが用いられる。腕力のある人は強力なゴムを用いるため、
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小型のレイヨウ類なら一撃でしとめてしまう。 近では深夜に大型ライトを用いた狩猟が

おこなわれるようになった。若者たちは集団で夜の猟に出かける。彼らは犬を連れ、レイ

ヨウ類が見つかったときには大型のライトで獲物を照らす。光に驚いて立ちすくんだ獲物

に犬が襲い掛かり、捕獲する。 

19 区周辺では 4 種類のレイヨウ（mhene: Steen Bock, mhembwe: Duiker, tsinza: Oribi, 

mhara: impala）、イボイノシシ（njiri: Warthog）、野ウサギ（tsuro: hare）、ホロホロチョ

ウ（hanga: Guinea Fowl）、アリクイ（sambani: Antbear）などのほか、鳥類、魚類が捕

れる。レイヨウ類は 10－20 ドルで、野ウサギは 4 ドル前後で販売される。これらはトウモ

ロコシと交換されることもある。狩の上手な特に若者は、狩猟を副業に現金や穀物を獲得

している。 

 採集としては、食用の野草（derere:調理すると粘性の物質を出す数種類の植物 , 

chirevereve: Senecio erubescens など）、キノコ類（ndebvu dzasekuru, tsvuketsvuke, 

dindindi, nzeve, nyezi, nyambururu など）、果物類（damba: Strychnos, roro: Annona 

stenophphylla, hacha: Parinari curatellifolia, tsambatsi: Lannea edulis など）、食用昆虫

として、蝶の幼虫ハラティ（harati）、コオロギ（gurwe）、バッタ（hwiza）、ハネアリ（ishwa）、

シロアリ（juru）が採集される。その他、薬用として植物や土などが採集される。 

 

現金獲得手段（手工業、商業、サービス業） 

各世帯の農地 6ha をすべて活用して農業をおこなえば、一年分の食料はまかなえ、ある

程度の現金収入は得られる。しかし、不安定な気候や人手不足などから、6ha すべてを耕作

することのできる世帯、作物すべてを思うように実らせることのできる世帯はほとんどな

い。 

したがって、多くの世帯では乾季の終わりになると食料が不足する。この場合は現金に

よる購入か、もしくは物々交換や労働によって食料を手に入れなければならない。さらに、

子どもがいれば学費が必要であるし、衣料品などの日用品を購入するには現金が必要であ

る15。したがって、たいていの世帯には現金を獲得するための手段がある。多くの場合、そ

の手段は農業以外の副業である。副業は現金収入を得るための重要な技術である。工芸品

の作成や家具、農具修理などの仕事は「手の仕事」（mabasa emaoko）と呼ばれる。集落 7

には、畑の耕作以外に 20種類以上の仕事がある。副業は以下のような経緯でおこなわれる。 

                                                  
15 2014 年のリンガ・プライマリー・スクールの学費は学期ごとに 15 ドル、セコンダリー・スクールは 22
ドルである。それぞれ一年間に三学期分の学費が必要である。多数の子どもがいる世帯では、学費が大き

な経済的負担となる。授業料が払えず、学業をあきらめる子どもも珍しくはない。 
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世帯 B がおこなう副業として、屋根の葺き替え、レンガ作り、靴修理、農作業手伝いな

どがある。彼はこれらの仕事の代価として、現金やバケツ数杯のトウモロコシを手に入れ

る。彼はこれらの技術があることで、農作業をそれほどおこなわずとも生計を立てること

ができる。したがって、労働力のかかる農作業はそこそこにして、後は副業で食いつない

でいる。 

世帯 C では副業と農業をうまく組み合わせて現金収入を得ている。世帯 B は 2009 年に

タバコ栽培を開始した。農地面積の 3 分の 1 がタバコに、3 分の 1 強がトウモロコシに、残

りがその他の作物にあてられた。タバコ栽培によって、トウモロコシの栽培面積は縮小し

た。したがって、主食であるトウモロコシの収量は減った。トウモロコシは収穫後数か月

で底をつき、現金による食料購入が必要になった。世帯 B は楽器職人の家なので、楽器販

売による現金収入が食料品購入に当てられた。 

世帯 C の作成する楽器は外国人の顧客相手に作られる。したがって、時に大きな収入が

入ることがある。彼はこの収入をタバコ栽培に投資し、さらに大きな収入を得ようとして

いる。タバコ栽培からは数千ドルに達するまとまった収入を手にすることができる。しか

し、化学肥料、農薬、炉建設、乾燥用薪、労働者雇用、作物運搬にかなりの費用がかかる。

したがって、農業以外に現金収入のあるものでないとタバコ栽培を成功させることは難し

い。 

世帯 B は楽器販売で得た資本を元にタバコ栽培に投資し、2012 年にはタバコから 5,000

ドル以上の収入を得た。彼はそのうち 4,200 ドルを使って、畑にポンプ式井戸（borehole）

を建設した。ポンプ式井戸の建設によって、タバコ栽培が効率化するとともに、キャベツ

やジャガイモなど販売用作物の栽培が可能になった。世帯 B は、トウモロコシの減収を副

業で補い、タバコ栽培によって将来のための投資をおこなった。このように、各世帯は農

業と「手の仕事」をうまく組み合わせて生計を立てる。 

副業は富を分配する方法としても重要である。ある世帯がまとまった収入を得ると、必

ず近隣の住民がやってきて仕事を乞う。そして、収入を得た人物は彼らに仕事を与える。

もし収入を得たにもかかわらず、近隣住民に富を分配しなければ嫉妬が生まれる。嫉妬は

他の住民との人間関係を悪化させ、 終的には邪術事件を招くこととなる。世帯 B は国際

的な楽器販売をおこなっており、海外からの送金によってたびたびまとまった収入を得る。

しかし、家長はそのたびに「近所の住民にお金をあげなければならない」という。そして、

自分が得た利益で周辺住民に仕事を与える。このような分配の意識も氏族関係の強さに由

来する。自分の収入は自分の金ではなく、自分が所属する氏族の収入である。他氏族は自
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分の氏族と親戚関係にある氏族である。他氏族を助けなければ、氏族間の関係が悪化し、

祖先の怒りをかうことになる。 

 

表 7-8 集落７の各世帯の現金獲得手段 

世帯 No. 現金獲得手段 

1 建設、屋根葺き、木工（鍬の柄など） 

2 野菜販売、木工 

3 レンガ作り、野菜販売 

4 かご編み 

5 土器作り、屋根葺き、マンゴー販売 

6 楽器作成、髪結い 

7 小家畜販売（ハトなど）、野菜販売 

8 レンガ作り、木工、食器棚作り、野菜販売 

9 楽器作成、日用雑貨販売、建築 

10 板金加工 

11  - 

12  - 

13 楽器作成、建設、板金加工 

14 農作業手伝い 

15 レンガ作り、漁業、靴修理、井戸掘り 

16 白人農場の警備 

17 編み物、土器作り 

18 日用雑貨販売、溶接、鍵修理、自転車修理、塗装 

19 写真撮影 

20 警察官 

 

写真 7-7 タバコ乾燥炉 



123 

第 8 章 ニャンドーロ地域の祭祀音楽 

 

 ニャンドーロ地域の儀礼で演奏される音楽として三種類の音楽がある。若者の娯楽歌謡

ジティ（jiti）、葬送儀礼や憑依儀礼で死者や霊に対して歌われる祭祀歌謡ンゴンド（ngondo）、

そして、宗教儀礼と娯楽の場の両方で演奏されるいわゆる親指ピアノのンビラ（mbira）の

音楽である。 

 これら三つの音楽がひとつの儀礼の異なる場面で演奏されることがある。2005 年、筆者

は、リンガ村のンビラ奏者たち 6 人とともにニャラゾ（nyaradzo）と呼ばれる儀礼に参加

した。 

この儀礼は葬儀の数週間から約 1 ヵ月後におこなわれる儀礼である。参列者は死者の追

悼をおこなうとともに、一家の代々の祖霊に対して新たな霊が死者の世界に向かったこと

を報告した。儀礼の主催者は筆者が滞在していたリンガ村在住のある男性であった。彼は、

筆者とリンガ村の他のンビラ奏者たちに儀礼でのンビラの演奏を依頼した。 

儀礼開始時刻は午後八時だと聞いていた。儀礼会場はリンガ村から歩いて約 2 時間の場

所であった。筆者は儀礼開始に先立って、午後 6 時ごろにメンバーの集合場所である友人

宅へ行った。メンバーは集合するとまず腹ごしらえをした。皿いっぱいのサザ1を食べ、タ

バコをすって一服。ンビラの調律を合わせているうちに午後 8 時を過ぎた。「儀礼開始は 8

時ではないのか」、という筆者の質問に対し、ンビラ奏者たちは「ちょっと遅れていくほう

が盛り上がる」と答えた。われわれは午後 8 時過ぎに友人宅を出発した。 

そこから真夜中の林や草地をひたすら歩いた。一時間ほど歩いた頃か、かすかに太鼓と

マラカスの音が聞こえ始めた。太鼓のなっている場所が、この日の儀礼会場であった。と

ころが太鼓がなり始めてから 30 分歩いても現地には到着しなかった。音が聞こえてから会

場に着くまでには 1 時間を要した。太鼓の音は約 10km も先まで聞こえていたのである。 

儀礼会場には焚き火が焚かれていた。焚き火の周りでは若者たちがジティと呼ばれる娯

楽の歌を歌い、踊り、太鼓を叩いて楽しんでいた。われわれは儀礼会場のそばにあった茂

みに身を潜めた。メンバーの一人が、「いいか、ネマムサーサ（伝統曲のひとつ）を弾きな

がら、ゆっくり近づいていこう」といって、ンビラの演奏を開始した。そして会場へ近づ

いた。真夜中の茂みからンビラの音とともにンビラ奏者たちが登場した。太鼓を叩いて踊

っていた若者たちが一斉に沸きあがり、「ンビラ奏者が着た！」と喜んだ。儀礼主催者は「遅

いじゃないか、来ないかと思ったよ、よく来てくれました」といって、ンビラ奏者を熱く

                                                  
1 トウモロコシの粉を炊いて練ったもの。野菜や肉とともに食されるショナの日常食。 
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歓迎し、そのまま円形の草葺小屋へと迎え入れた。そこからンビラの演奏は朝まで続いた。 

ンビラの演奏には途中で何回かの休憩が入った。休憩中はみな屋外に出て太鼓を叩きな

がら娯楽の歌ジティを歌った。休憩が終わると再びンビラの演奏が始まった。ンビラの演

奏とジティの合唱を繰り返すうちに、空がうっすらと明るくなり、夜が明けた。 

主催者は踊り疲れた参列者が雑魚寝している小屋へ入り、彼らを起こした。そして、ン

ゴンドと呼ばれる民謡を歌い始めた。このときの歌は狩猟の歌で、先祖を賞賛する歌であ

った。参列者が屋外に出ると、みな一列になって歌いながら歩き始めた。乾季で固まった

畑の上を横断し、畑を越えると茂みに入った。少し丘を登ると、林の中に墓地があった。

墓地につくと参列者はンゴンドの歌をやめた。そこで、ンビラ奏者が演奏を始めた。親族

代表はンビラが演奏される中で死者と祖霊に祈りをささげた。死者の妻は死者が葬られた

場所を、涙を流しながら清掃した。ンビラの音が感傷的な雰囲気を演出した。祈りと清掃

が終わると人々は村へと戻り、共食して儀礼は終了した。 

娯楽の歌ジティ、儀礼の厳粛な雰囲気を演出するンビラの音楽、そして祖先を賞賛する

ンゴンド民謡。これら三つの音楽文化が、ニャンドーロ地域において も民衆的でかつ宗

教的に重要な役割を果たす音楽である。 

 

 

写真 8-１ ニャンドーロ地域のンビラ奏者（左：B. Kanengoni、右：M. Murevanhema） 
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8.1 娯楽の歌ジティ 

儀礼における娯楽文化としてのジティ 

外部者の目から見れば、ジティ（jiti）は、冠婚葬祭や宗教儀礼でおこなわれる伝統的な

音楽である。豊かな和音や呼唱答唱方式をも用いた合唱と見事な太鼓の打奏はショナに古

くから伝わる音楽のように聞こえる。しかし、ジンバブエの人々にとって、ジティは非伝

統的な音楽である。というのも、ジティには歌詞においても、音楽においても、現代的な

要素がみられるからである。歌詞にはスラングや英語などが含まれており、音楽にはポピ

ュラー音楽の要素が取り込まれている。 

アメリカの民族音楽学者トゥリノによれば、ジティはもともとチヌング（chinhungu）と

呼ばれる娯楽目的の伝統音楽であった。それが、1960 年ごろに外来のポピュラー音楽と融

合したことで、現代的な音楽とみなされるようになった（Turino: 228-231）。「ジティ」と

いう言葉は南アフリカで発達したアメリカ・ジャズ起源のポップス「ジット・ジャイブ」（jit 

jive）に由来する。南アフリカに出稼ぎに出たローデシアの若者がジット・ジャイブを学び、

その音楽的要素を当時チヌングと呼ばれていたショナの娯楽音楽と融合させた。そうして

いつしか「チヌング」が「ジティ」と呼ばれるようになった。その後のメディアの普及に

より、ジティにはさまざまな音楽的要素が取り入れられた。ジティは楽しむことを 優先

に、流行の音楽や言葉を積極的に取り入れて発展した音楽である。 

ジティは冗談など遊びの要素を多分に含む娯楽の音楽である。しかし、葬儀などの宗教

儀礼でも演奏される。娯楽音楽ジティには宗教儀礼の厳粛な雰囲気を維持する効果がある。

たとえば憑依儀礼が開催されるとき、その儀礼は夕暮れとともに始まり翌朝、もしくは、

数日後までおこなわれる。儀礼がおこなわれるのはたいてい建物の中である。そこでは粛々

とンビラが演奏される。霊媒師に霊が憑依すれば、人々は霊との長い話し合いに入る。屋

内で霊媒師との懇談がおこなわれる一方で、屋外では若者が中心となってジティを演奏す

る。屋内でおこなわれる懇談に疲れた参加者は、内と外を行き来しながら、長時間に及ぶ

儀礼をのりきる。 

 

ジティの音楽構造 

ジティの演奏には歌の伴奏としてンゴマ（ngoma：太鼓）、オショ（hosho：マラカス）、

ジケイ（zvikei：拍子木）が演奏される。 

ニャンドーロ地域のリンガ村で演奏されるンゴマの形は、反円錐形の縦置き型である。
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そのサイズは、高さ 50cm ほどの小型のものから 1 メートルを越す大型のものもある2。 

一台のンゴマが出す音は三種類ある。高音、低音、ミュート音の三音である。 

高音は打面の縁に近い部分で演奏される。打面は人差し指から小指までの指全体で打た

れ、打った瞬間に指は打面を離れる。高音は「ポーン」という伸びる音を出す。 

低音は打面中央部で演奏される。手のひら中央部の肉厚の部分を、打面中央部にドンと

落とし、瞬時に打面から離す。 

ミュート音とは、太鼓の革の振動を抑制させながら演奏する奏法である。ミュート音を

出すための奏法には二種類ある。ひとつはマオンベロ（mahombero）と呼ばれる奏法であ

る。この音の出し方には個人差があるが、大きく分けて二種類の手の型がある。ひとつは

人差し指から小指に掛けての指 4 本の指先をまげ、太鼓の革に対して指先が直角の状態で

演奏する方法。もうひとつは指先だけで打面を勢いよく押さえつける方法である。マオン

ベロ以外のミュート音を出す方法としては、片手で太鼓打面を押さえつけ、もう一方の手

で打面の空いたスペースを打つという方法である。ミュート音は「パッ」という短く切れ

                                                  
2 大型のンゴマの重量は非常に重く、なかには一人で運べないほど重たいものもある。ンゴマの胴の材木

として、ジャケツイバラ科の mubvamaropa（Pterocarpus angolesis）や、マメ科の munhondo
（Julbernardia globiflora）、muriranyenze（Albiza versicolor）が好んで使われる。これらは非常に密度

が高く、硬くて重い木である。ンゴマ製作者は、なるべく朽ちて中空になった古木を材料として用いる。

中空になった木は、胴を貫通させる作業が簡単に済ませられるからである。太鼓の革は屠殺されたウシの

革を乾燥保存しておいたものである。革がンゴマに張られる場合には、数日間水に浸し、やわらかい状態

に戻される。そして、杭で胴に打ち付けられる。革の張り具合は、焚き火であぶることによって調節され

る。 

         
写真 8-2 マオンベロ奏法（左手）       図 8-1 ンゴマの奏法 
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のよい音である。 

オショは瓢箪の一種を乾燥させたものに木の実が入れられたマラカス状の楽器である。

通常 2 個一組で演奏される。 

ジケイは本来楽器ではない。ジケイはウシを犂や牛車に固定するための木製器具である。

ジティが演奏される場合、ジケイは拍子木として用いられる。 

 

 

図 8-2 牛車に装着されるジケイ 

 

 ジティには二種類のリズムがある。ひとつはオショが「チャ・カ・チャ」という三音節

を繰り返す 3 連符のリズムである。もうひとつは、オショが「チャ・ッ・チャ・カ」とい

う 4 音節を繰り返す 4 連符のリズムである。オショやジケイはこれらのリズムに合わせて

演奏される。 

ンゴマ奏者は歌が始まると、その歌に合わせてンゴマを演奏する。ジケイ、手拍子、オ

ショも歌に続いて演奏に加わる。ンゴマを演奏する

のは 10 代後半から 20 代前半の若者であることが多

い。小学生ぐらいの少年がンゴマを演奏することも

ある。ンゴマ奏者に家系や性別は関係がない。上手

に演奏できるものが演奏する。人々はンゴマを囲っ

てそれぞれの楽器を鳴らしたり、歌ったり、踊った

りする。 

ジティに特徴的なダンスは、女性が少し前かがみ

になり、細かく尻を振るダンスである。このダンス

は性行為を思わせるダンスである。男も女も腰を振

りながら踊る瞬間が、夜の娯楽として も楽しい瞬

間である。 
 

図 8-3 ンゴマ 
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ジティは歌を中心とする音楽である。したがって、急な葬儀で楽器が準備できなかった

場合や儀礼会場に楽器がない場合は手拍子と歌だけおこなわれる。 

ジティで歌われる歌は、伝統的な歌、キリスト教の讃美歌、ポピュラー・ソングなどさ

まざまである。メロディやリズムは常に変化していると考えられ、なかなかとらえどころ

がない。ジティには流行り廃りがあり、数年前に歌われていた歌が時代遅れになっている

ということも珍しくはない。 

ジティの歌は呼唱、答唱形式で歌われる。また、歌詞は短い歌詞の繰り返しである。一

人の女性、あるいは、男性が歌の出だしを歌うと、周囲の人々が特定の歌詞でそれに答え

る。答唱には和音が用いられる。選曲は呼唱者がおこなう。ただし、呼唱者がみんなの知

らない歌を歌いだしたり、その場にいる人々が呼唱者の歌う歌を欲しない場合は、「別の歌

にしよう」といって、次々に曲が変えられる。呼唱者が決まっているわけではないので、

自分が歌いたい歌がある場合は、間合いを見てその歌を歌いだしてもよい。ただし、個人

によって歌の技術には差があるので、たいていの場合は歌唱力のある人物（特に女性）が、

呼唱者を担当していることが多い。みなの楽しめる歌が歌われたときは、その歌が何度も

繰り返されることもある。歌の長さは一曲につき 7 分前後である。 

  

           写真 8-3 ジティの様子 

 

ジティの歌詞 

ジティには無数の歌がある。しかもその歌は次々に生み出される。新しい歌は、替え歌
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と即興によって限りなく生み出される。若者たちは既存のジティの歌や、ポピュラー音楽、

キリスト教の賛美歌などからリズムやメロディを取り出し、その歌詞を替える。内容は冗

談や、親に対する不満など、若者らしい内容の歌が多い。年長者を馬鹿にするような歌も

ある。 

 次に示す歌はもともとは教会の賛美歌であった。賛美歌が娯楽目的のジティとして歌わ

れることは珍しくはない。この歌はラザロの復活という聖書の一節に由来する。歌中に登

場する（ベタニアの）マリアとマルタは姉妹で、ラザロは彼女らの弟であった。彼ら三人

はともにイエス・キリストの友人であった。イエスはラザロが死んだことを聞き、彼の家

を訪問した。そこでマリアとマルタはイエスに「あなたがもしここにいたら彼は死ななか

ったのに」と言った。イエスはラザロの墓へ行き、彼に語りかけた。するとラザロがよみ

がえった。この歌は 1980 年代に Sweg Unit というエレキギターバンドによってレコード

化された。教会が作った賛美歌がジティになったのか、それとも、エレキギターバンドが

作った賛美歌がジティになったのか、この歌の由来はわからない。ジティにはこのような

起源不詳の歌が多く含まれる。 

 

呼 Maria マリア 

答 Maria naMarita マリアとマルタ 

呼 Vaka 彼らは 

答 Vakataura naishe 彼らはイエスに告げた 

呼 Dai もし 

答 Dai magara pano, Lazaro haaifa 「もし、あなたがここにいたら、ラザロは死な

なかったのに」と 

呼 Nyara 泣かないで 

答 Nyarara Maria usacheme 泣かないで、マリア 

呼 Ndibaba それは神 

答 Ndibaba vaita kuda kwavo それは神の思し召しだった 

呼 Nyara 泣かないで 

答 Nyara Maria usacheme, Lazaro mapenya 泣かないでマリア、ラザロが輝いた（よみがえ

った） 

（筆者訳） 
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日常性の逆転 

 ジティは即興性に富んでいる。呼唱者は歌が歌われる状況にしたがって、即興で歌詞を

替える。ショナ社会では年齢の高い人物を尊敬しなければならない。したがって、日常生

活では年長者に対して失礼な冗談を言うことは許されない。しかし、結婚式や喪明けの儀

礼などの祝祭では、ジティに合わせて歌われる年長者への冗談は許される。 

次に紹介する歌では、ある見栄っ張りで傲慢な男の姿が滑稽に歌われる。彼の傲慢さは

「バケツのようにでかい腹」や「業務用せっけんのように大きな足」という象徴的な表現

であらわされる。この歌が歌われるとき、若者たちは現場に居合わせる人物の名前を歌に

取り込む。若者たちは、歌中の傲慢な男に筆者の名前や、家長のニックネームである「ド

レッド」を当てはめた。若者たちが家の主人のことをニックネームで呼ぶことは日常生活

では許されない。しかし、ジティの歌で年長者を冷やかすことは許される。 

この歌も作者や由来は不詳である。ポピュラー歌手のダイトン・ソマンジェ（Dyton 

Somanje）が類似した歌を歌っているが、ダイトンがジティをモチーフに歌ったのか、若者

がダイトンの歌をモチーフにしたのかは不明である。 

  

呼 Zvandaona pano 俺がここで見たこと 

答 Aiwa, zvandaona pano, vakomana アイワ（掛け声）、俺がここで見たことって

のはな、兄ちゃん 

呼 Geena imoto 地獄は灼熱だぜ 

答 Aiwa, geena imoto, vakomana アイワ、地獄は灼熱だぜ、兄ちゃん 

呼 Rimwe zirume ある傲慢な男がいた 

答 Rimwe zirume, vakomana ある傲慢な男がいたぜ、兄ちゃん 

呼 Rine ndevu hwapepe あいつはすげー髭してたぜ 

答 Aiwa, rine ndevu hwapepe, vakomana アイワ、すげー髭だぜ 

呼 Tsoka iran’eni 足は業務用石鹸みたいにでかかったぜ 

答 Aiwa, tsoka iran’eni, vakomana アイワ、足は業務用石鹸みたいだったぜ、兄

ちゃん 

呼 Dumbu ibagedi 腹はバケツみたいにでかかったぜ 

答 Dumbu ibagedi vakomana 腹はバケツみたいだったぜ、兄ちゃん 

呼 Bvepfepfe 見栄っ張り 

答 Rinopera rabiwa, vakomana 見栄っ張りは盗まれでもしなきゃ、なくなら
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ないぜ、兄ちゃん 

呼 Musoro ihacha 頭はハチャの木みたいにでかかった 

答 Aiwa, musoro ihacha vakomana アイワ、頭はハチャの木だぜ、兄ちゃん 

呼 Muno idomasi 鼻はトマト 

答 Muno idomasi, vakomana 鼻はトマトみたいだったぜ、兄ちゃん 

呼 Dredi ane ndevu ドレッド・ヘアーのあいつは髭もすげえぜ 

答 Dredi ane ndevu vakomana ドレッドはすげえ髭しているぜ、兄ちゃん 

呼 Dredi akapenga ドレッドはヤバイぜ 

答 Dredi akapenga, vakomana ドレッドはヤバイぜ兄ちゃん 

呼 Yuji akapenga ユウジはヤバイぜ 

答 Yuji akapenga vakomana ユウジはヤバイぜ兄ちゃん 

（筆者訳） 

 

 ジティの歌には女性の尻（zakwatira, pl; mazakwatira）や胸（zamu, pl;mazakwatira）

を題材にした性的な歌がいくつか見られる。ショナの日常生活では、異性の前で性的なこ

とばを発することは許されない。しかし、ジティで性的な表現が現れるのは珍しいことで

はない。年長者に対する冗談と同じように、性的表現が可能になるという点にもジティが

持つ日常生活の逆転の性質を見ることができる。 

次の歌は、出産経験のある中年の女性（mupfana, pl; vapfana）の胸についての歌である。

この歌も年長者を題材にした冗談の歌である。いち中年女性を前にしてこのような発言を

することは、日常生活では許されない。若者たちは地域にいる女性を想像しながらこの歌

を歌う。中年女性が、大きな胸から母乳を滴らせている姿が滑稽に表現されている。それ

に加えて、若者たちはその中年女性の子どもまで「つれていく」とからかって歌う。「あな

たの子、次にあったらつれてっちゃうよ」という歌詞は子どもを連れて行かれて狼狽する

女性の姿を想像させる。このようにして、若者たちは歌で大人をからかって楽しむ。呼唱

者には 3 種類の歌詞があり、答唱者はそれに対して一種類の歌詞を歌い返す。 

 

呼

１ 

Zamu rempfana ukaribata mutepfetepfe オバちゃんのおっぱい、つかんだらテペテペ

（柔らかさの表現）していてやわらかい 

呼

２ 

Mwana wenyu ndikamuona ndoenda naye あなたの子、次に会ったらつれてっちゃうよ 
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呼

３ 

Mwana wenyu ndikamubata ndoenda naye あなたの子、捕まえてつれてっちゃうよ 

呼

４ 

Chururu chururu chururu chururu 

chururudza, Emma chururu 

チュルル、チュルル、チュルル、チュルル、チ

ュルルッとエマの母乳が滴るよ 

答 Emma chururu, Emma chururu, Emma 

chururu, Emma chururu, aha Emma 

エマ、チュルル、エマ、チュルル… 

（筆者訳） 

 

8.2 祈りの歌ンゴンド 

ンゴンド（ngondo3）は特に祖霊信仰と関係の深い音楽である。死者の霊を霊界に送るた

めの葬送儀礼や、人間と霊が直接的に接触する憑依儀礼では必ずンゴンドが歌われる。 

ニャンドーロ氏族のある男性によれば、ンゴンドはショナ社会で も古い歴史を持つ歌

である。現在はジンバブエに様々な楽器があるが、ンゴンドは楽器がまだなかった時代か

ら歌われていたといわれている4。したがって、ンゴンドの歌唱には特に楽器の伴奏は必要

ではない。太鼓やオショが演奏に用いられることもあるが、ンゴンドの歌詞をなぞるよう

にごく単純に鳴らされる5。ニャンドーロ地域の農耕儀礼では、儀礼会場に太鼓があったと

してもンゴンドの伴奏として演奏されることはない。この儀礼のンゴンドは歌と踊りのみ

でおこなわれる。 

 

苦難の象徴としての戦いの歌 

ンゴンドの歌のテーマには、戦い、狩猟、性、霊との接触、などがある。その中で、特

                                                  
3 語源は不明。 
4 ただし、ンゴンドのすべての歌が必ずしも歴史的に受け継がれてきた歌であるとは限らない。霊媒師が

突然歌った未知のンゴンドが伝統曲となる場合もある。祖霊が霊媒師に憑依した場合、その霊媒師は祖先

そのものみなされる。したがって、霊媒師の歌った歌は、祖先がかつて歌っていた伝統的な歌と認識され

る。ンゴンドの中にはいわば再生産された伝統民謡が含まれる。1990 年代にリンガ村で活躍したある男性

霊媒師がいた。彼はチオタ氏族の祖霊と、蛇の霊に憑依される霊媒師であった。彼には病気治療の能力が

あったため、多くの患者が彼を訪れ、毎週末に儀礼が開かれた。彼は霊に憑依されると、人々がきいたこ

とのないンゴンドを歌い、それを儀礼参加者に歌うよう命じた。霊媒師は 2000 年代に亡くなったが、その

歌は今でも人々に歌い継がれている。 
4 ンゴンドという分類は音楽的特徴の分類ではない。したがって、ンゴンドのリズムやメロディには複数

の形式がある。リズムとしては三拍子系のタイプが 2 種類、4 拍子系のタイプが 2 種類ある。音階として

は 4 音階、5 音階、6 音階、7 音階のものがある。ンゴンドと他の民謡を分けるものは、メロディやリズム

ではなく歌詞である。戦い、狩猟、性に関する民謡はすべてンゴンドに分類される。 
5 ンゴンドという分類は音楽的特徴の分類ではない。したがって、ンゴンドのリズムやメロディには複数

の形式がある。リズムとしては三拍子系のタイプが 2 種類、4 拍子系のタイプが 2 種類ある。音階として

は 4 音階、5 音階、6 音階、7 音階のものがある。ンゴンドと他の民謡を分けるものは、メロディやリズム

ではなく歌詞である。戦い、狩猟、性に関する民謡はすべてンゴンドに分類される。 
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によく歌われるテーマが「戦い」（hondo）である。歌には、槍や弓など、狩猟や戦闘に用

いられる武器が登場したり、戦いによって村が焼ける情景が描写されたりする。歌にあら

われる戦いは、祖先がかつて経験した苦難の記憶だといわれている。憑依儀礼では、まず

儀礼冒頭にンゴンドが歌われる。そしてンゴンドが歌われる中で霊（特に祖霊）による霊

媒師の憑依が起こる。 

憑依儀礼が開催される目的は地域社会における何らかの問題解決である。儀礼参加者は

霊媒師の助言を受けながら、問題の解決策を議論する。このような儀礼における戦いの歌

は、人々が抱える問題と、その問題によって発生した苦難の象徴である。儀礼参加者は祖

先が経験した困難の記憶であるンゴンドを歌うことで、祖先に対して自らの苦難を象徴的

に訴える。人々の救済を求める祈りが霊に通じたとき、霊が霊媒師に憑依して人々に助言

を授ける。 

初に紹介する歌は、ニャンドーロ地域のある男性霊媒師のもとで歌われていた歌であ

る。儀礼参加者がンゴンドを合唱すると、男性霊媒師はチオタ氏族の祖霊チャカバパシ

（Chakabvapasi：地よりいずるもの）に憑依された。霊に憑依された後も、霊媒師はたびた

び儀礼参加者にンゴンドの合唱を要求したと伝えられている。霊媒師は 1990 年代に亡くな

ったが、チャカバパシ霊のもとで歌われていたンゴンドの歌は、各種の儀礼で現在も歌わ

れている。 

チャカバパシ霊のために歌われたンゴンドのひとつ「家族よ退け」は、戦いによって人々

にもたらされる「貧しさ」（hurombo）の歌である。「貧しさ」（hurombo）とは「喪失または

欠乏による苦しみ」を意味する概念である。経済的な欠乏だけではなく、家族や友人を失

うことも「貧しさ」に含まれる。戦いが起これば殺し合いになり、その結果、人々は貧し

さを経験することになる。憑依儀礼におけるこの歌は、人々が経験している困難の早期解

決への祈りである。困難の早期解決にはチャカバパシ霊の助言が必要である。彼らが歌っ

たンゴンドは、地域の苦しみの象徴であり、同じ苦しみを経験したであろう祖霊への懇願

であった。 

 

呼 Hama sudurukai 家族よ、退け 

答 Panorwa mikono ngaibayane panorwa mikono ここで戦いが起こる、殺しあいになるだろう、こ

こで戦いが起こる 

呼 Dai masudurukai もしあなたたちが退いたなら（戦いは起こらない

だろう） 
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答 Panorwa mikono hurombo panorwa mikono ここで戦いが起こる、貧しさがおとずれる、ここ

で戦いが起こる 

（筆者訳） 

 

 ンゴンドには戦いによって荒廃した故郷の情景が記録されている。次の歌では、鳥の羽

すら見つからないほどに荒廃した故郷の情景が、二行の詞で表現されている。ジンバブエ

にはデンデーラ（dendera：ジサイチョウ）という美しい鳥が生息する。デンデーラはその

美しさから恋人のメタファーとして用いられることもある。この歌は、戦いの結果、デン

デーラの羽すら手に入らないほどの災難が起こったことを伝える。人々の故郷は畑（gura, 

pl;makura）という言葉で象徴される。人々の故郷は鳥の羽すら残らないほどに焼け落ちた。

「デンデーラの羽」と「畑が燃えた」ということばが、戦いによる家族や恋人との生き別

れや死別を暗喩する。 

 

呼 Ndowanepiko, munhenga wedendera? どこで手に入るのか、デンデーラの羽 

答 Kumakura kwatsva moto kwatsva 畑（故郷）は焼けた、炎で燃えた 

（筆者訳） 

 

性の歌：子孫繁栄の祈り 

 性の歌は多産を祈る歌であると考えられる。多産を祈願する歌のひとつに「死ぬ者あら

ば生まれる者あり」（Vanofa vachizvarwa vamwe）という歌がある。歌には二行の歌詞が

ある。ひとつは「死ぬ者あらば生まれる者あり」、もうひとつは「貧しいことはくさい」

（hurombo hunonuwa）である。 

「死ぬ者あらば生まれる者あり」という詞には二通りの解釈がある。ひとつはそのまま

の意味で、命を落とす人がいれば、新しく誕生する命もあるということである。もう一つ

の解釈は、ショナ社会の死生観に即した解釈である。ショナ社会では人間の死は肉体の死

でしかない。肉体は滅んでも魂は新しい世界で生き続ける。死者の魂は肉体を離れて霊の

世界に新たに誕生することになる。 

二つ目の歌詞「貧しいことはくさい」にも二つの解釈がある。一つ目の解釈はそのまま

の意味で、「くさい」ことを貧しさの象徴と捉える解釈である。マジンバクパ氏族の男性は

次のようにこの歌を説明した。「着る服もなく、体を洗う石鹸もない、そんな貧しい人間は

臭い。だから貧しいことは臭い」。また、「死ぬ者」という一つ目の歌詞との関係から、「く
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さい」は死臭を意味しているのかもしれない。しかし、「くさい」を否定的にとらえるこれ

らの解釈はいずれも表面上の意味である。「くさい」のもう一つの解釈は、性行為や男性器

である。ショナ社会では性行為をおこなうと、その人間には不浄で不快なにおいが染みつ

くという。したがって、性行為をおこなった日には、動物ににおいが察知されてはならな

い狩猟や神聖な宗教儀礼に参加してはならないという決まりがある。したがって、「くさい

こと」は不快なにおいであると同時に、多産の象徴となる。 

以上をまとめるとこの歌には「死ぬ者－生まれるもの」、「貧しさ－くさい」という二項

対立がある。「くさい」という言葉は決して貧しさの象徴ではない。「貧しさ」と「くさい」

は対立するものである。死ぬものがあれば、生まれるものがあり、貧しくて結婚もできな

い人がいれば、結婚して子どもをつくる（くさいこと）ものもいる。この歌は貧しさから

の救済と子孫繁栄を祈る歌であると考えられる。 

 

呼 Vanofa vachizvarwa vamwe 死ぬものあらば、うまれるものあり 

答 Hurombo hunonuwa 貧ししことは、くさいこと 

（筆者訳） 

 

 ンゴンドの中には直接的な表現で性器を歌う歌もある。性的な歌は特別な儀礼のときに

しか歌われない。筆者の観察した宗教儀礼では、ショナ族の聖地チロロジワにおいて、霊

媒師歓迎の歌としてこの歌が歌われた。女性は性行為を真似るように、ドンとしりを突き

出しながらこの歌を歌った。女性が「キンタマ」と歌えば、男性は「オマンコ」と歌い返

す。「蜂が刺す」という歌詞もンゴンドにたびたびあらわれる表現である。おそらく蜂が刺

すという刺激、あるいは、蜂が刺すときの格好が性行為に関連づけられるものと思われる。 

 

呼 Roverera jende キンタマを打て 

答 Mukuze unoruma 蜂が刺す 

呼 Iyaa hoiye イヤーアオーエー 

答 Mukuze unoruma 蜂が刺す 

呼 Roverera gongo オマンコを打て 

答 Mukuzeunoruma 蜂が刺す 

（筆者訳） 
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 次の歌はジンバブエで もよく知られるンゴンドの歌である。この歌は「ニャマイェク

ゴチャ」という歌詞で知られている。「ニャマイェクゴチャ」とは「焼くための肉」（nyama 

yekugocha）という意味である。一般的に、この歌は狩の成功を祝う歌として解釈されてい

る。狩猟に出かけた人物が槍で獲物を突き刺し、それを祝う光景が歌われる。狩猟はショ

ナの祖先の生活様式であると考えられている。ショナ社会では農業は新しい生活スタイル、

狩猟採集は伝統的な生活スタイルと考えられている。狩猟の成功を祝うこの歌は、祖先の

賞賛の歌でもある。 

 

呼 Yave nyama yekugocha さあ、食料の（焼くための）肉が手に入った 

答 Yoweerere woawo ヨウェーレレオアオー 

呼 Yave mhuka ine mawara 模様のある動物だ 

答 Baya wabaya 殺せ、殺したか？  

（筆者訳） 

上の歌は狩りを想起させる歌であるが、宗教儀礼では歌詞の一部が性器を表すことばに

替えられる。儀礼の際には「焼くための肉」（nyama yekugocha）という歌詞に加え、「キ

ンタマの肉」（nyama yemachende）や「オマンコの肉」（nyama yemakongo）という表現

が加えられる。「殺す」（baya）という言葉には、「（槍、棒、針、指などの細いもので）突

きさす」という意味がある。したがって、歌が性行為を示していることは明らかである。 

 

呼 Yave nyama yemakongo さあ、これがオマンコの肉だ 

答 Yoweerere woawo ヨウェーレレオアオー 

呼 Yave nyama yemachende さあ、これがキンタマの肉だ 

答 Baya wabaya させ、さしたか？  

（筆者訳） 

 

霊の往還 

 ンゴンドは霊的存在に困難からの救済を懇願する祈りの歌である。戦いの歌は窮状を訴

える歌、性の歌は子孫繁栄をいのる歌。狩猟の歌は祖先を賛美する歌。そして、 後の歌

は人間と霊の直接的接触を祈る歌である。人間の魂は、死後霊界へと送られる。しかし、

子孫に困難が生じれば霊は再びこの世に戻る。すなわち、その霊による霊媒師の憑依が起

こる。憑依を通じて人々は救済者である霊と直接会話をすることができる。 
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「クエンダ・ンビレ」（kuenda mbire）はンゴンドの中で も有名な歌のひとつである。

一つ目の歌詞は「ンビレに行く、ンビレに行く」である。ンビレ（mbire）とは、人間が一

度行くと二度とは戻ってこられない場所である。人間が行けば戻ってこられない場所とは

すなわち、霊の世界のことである。二つ目の歌詞は「私は山に登る、お前も続け」である。

ショナ社会では、かつて死者が山の岩陰へ葬られる習慣があった。したがって、山は死者

の象徴であり、霊の世界へとつながるものである。ンビレにいくこと、山に登ることは、

この世からあの世へと霊が移行することを象徴する。「お前も続け」とは「死者は祖先に続

いて霊界へ行け」という意味である。この歌は一連の葬送儀礼で歌われることが多い。死

者は霊の世界に行き、そこで守護霊となって子孫を守護すると考えられている。 

 

呼 Kuenda mbire kuenda mbire 霊界へ行く、霊界へ行く 

答 Woiyewo woiyewo kuendambire オイェオーオイェオー、霊界へ行く 

呼 Ndokwira mugomo wonditevera 私は山へ登る、お前も続け 

答 Woiyewo woiyewo kuendambire オイェオーオイェオー、霊界へ行く 

（筆者訳） 

 

ショナの人々は祖霊を一族の守護霊であると考える。人々が平和に生活できるのは、祖

霊があらゆる不幸や病気から一族を守っているからである。そのため、死者は丁重に葬ら

れ、一連の葬送儀礼を経て守護霊として祀られる。そして、毎年の収穫後には祖先に感謝

を示すための収穫祭が開催される。ただし、祖霊に対する感謝儀礼を開催しても一族に不

幸が訪れることがある。このような時、人々は祖先を批判する。次の歌は不幸をもたらし

た祖先を批判し、それでもやはり、祖先に救済を乞う祈りの歌である。ンゴンドの歌には

珍しく、この歌には呼唱や答唱の形式がない。 

（筆者訳） 

次の歌「白い槍」の歌詞は比喩に富んでいる。歌のテーマは狩猟とも戦いとも解釈でき

る。この歌は三種類の歌詞で構成される。 

一つ目の歌詞は「白い槍の子どもたちがやってくる」という歌詞である。「白い槍」は「鋭

い槍」とも解釈される。「白い槍」は戦いや狩の技術の高さや聡明さを象徴している。また、

Zvawakauraya vana wako おまえが子どもたちを見殺しにした 

Tarisa vevamwe vanogara 見よ、他の家の人々は、平和に暮らしている 

Mudzimu mukuru chirega chinya 偉大な祖霊よ、怠りなく我々を守りたまえ 
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「槍」は祖先や祖霊に憑依された霊媒師を象徴する。なぜなら、霊媒師は租霊に憑依され

ると儀礼用の斧や槍を身につけるからである。したがって、「白い槍の子どもたち」という

歌詞は、聡明な霊や霊に憑依された霊媒師のことを暗示する。 

次の歌詞は「深い森（荒野）には獰猛なライオンがいる」という歌詞である。「深い森」

（gwindingwi）や「森」（sanogo）は、人間界と霊界の中間であると考えられている。そこ

にいる「ライオン」（shumba）は偉大な祖霊の象徴である。ショナ社会ではもと氏族首長の

霊を「ライオン（霊）」（mhondoro）と呼ぶ6。偉大な祖霊が「ライオン」と呼ばれる理由は

その霊が動物のライオンに宿っていると考えられているからである。夜の儀礼において「ラ

イオン」は霊媒師に憑依する。「深い森にはライオンがいる」という歌詞は、偉大な祖霊が

人々のそばにいることを示している。 

三つめの歌詞は「故郷の主たちがやってくる、ほら、若者どもがやってくる」という歌

詞である。「故郷」（musha）とは自分の出身地や生家のことである。したがって、故郷の主

とは一族の祖であると推測できる。一族の祖は首長のことであり、それは先ほどの「ライ

オン」と一致する。そして「若者」とは、現在の世代に続く祖先たちのことである。彼ら

が「やってくる」ということは、霊媒師の体に降りるということである。つまりこの歌が

示唆することは、「戦いや狩猟の技術に優れた（人々を救済するための知恵を持った）聡明

な祖霊が霊媒師に憑依する」ということである。人々は祖先の偉大さを歌によって称え、

困難からの救済を歌によって訴える。 

 

呼 Dzinoruma zezai oiye 獰猛なライオンがいる、恐れよ 

答 Vana vapfumo jena vachauya, hezvo 

machinda ose anouya 

鋭い槍の子どもたちがやってくる、ほら、若

者どもがやってくる 

呼 Anouya awoiye woiye やってくる、アオイェウォイェ 

答 Gwindingwi rine shumba dzinoruma 深い森には獰猛なライオンがいる 

呼 Dzinoruma, zezai oiye 獰猛なライオンがいる、恐れよ 

答 Vene vemusha uno vachauya, hezvo 

machinda ose anouya 

故郷の主たちがやってくる、ほら、若者ども

がやってくる 

呼 Anouya, awoiye woiye やってくる、アオイェウォイェ 

答 Gwindingwi rine shumba dzinoruma 深い森には獰猛なライオンがいる 

（筆者訳） 

                                                  
6 「ライオン」を指すふたつの言葉 shumba と mhondoro がある。 
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8.3 ンビラ文化 

「祖先のンビラ」 

ンビラ（mbira）とは木製の板に金属製の鍵盤が取り付けられた体鳴楽器7である（図 4）。

日本では「親指ピアノ」や「カリンバ」という名で知られている。発音原理による楽器分

類法では、薄片状の鍵盤が発音する薄片鳴楽器（lamella phone：ラメラフォン）に分類さ

れる。ジンバブエではラメラフォンの総称として「ンビラ」という語が用いられる8。 

ジンバブエには様々な型のンビラがあり、それぞれの名称も異なる。例えばジンバブエ

北部には「マテペ」（matepe）と呼ばれるタイプのンビラが、南部には「ンジャリ」（njari）

と呼ばれるタイプのンビラがある。本論文で分析するンビラは、特に「祖先のンビラ」（mbira 

dzavadzimu）と呼ばれるものである（図 5）。祖先のンビラの分布域はジンバブエ中部である。

名前からもわかるように、この楽器はショナの祖霊信仰と密接な関係を持つ楽器である。

ショナ社会では伝統的に祖霊などの霊崇

拝がおこなわれてきた。原因不明の病気

や干ばつが発生すると、人々は救済を求

めて霊のための儀礼を開く。儀礼ではン

ビラが演奏され、そこで霊媒師が霊に憑

依される。霊媒師はンビラの音の中で治

療、助言、雨乞いをおこなって人々を救

済する。 

以下「ンビラ」と記述した場合は、基

本的に「祖先のンビラ」を指すものとす

る。 

                                                  
7 ザックスは発音原理から楽器を分類した（ザックス 1966）。楽器は、体鳴楽器、気鳴楽器、膜鳴楽器、

弦鳴楽器、電鳴楽器に分類される。体鳴楽器とは、膜や弦などの張力を必要としない、「天然の発音物質」

である。また、「打ったり、手をたたいたり、足を踏み鳴らしたりすることの延長として」発生した楽器で

ある。体鳴楽器には木琴、スリットドラム、鈴、マラカスなどがある。気鳴楽器は、空気振動を発音原と

するものである。管によって空気振動が増幅されるラッパや笛類は気鳴楽器である。膜鳴楽器は、「開口に

張った膜によって音をだす」楽器である。革の張られた太鼓類は膜鳴楽器に属する。弦鳴楽器は、弦の振

動を発音源とするする楽器である。ギターや三味線などのいわゆる弦楽器は弦鳴楽器に属する。電鳴楽器

は、シンセサイザーなど、電気振動を発音源とする楽器である。Lamella は薄片、層を意味するラテン語

である。その他の分類名称として、舌状の鍵盤が発音することから、舌鳴楽器（lingua phone）がある。 
8 言語学者の品川大輔によれば、「ンビラ」という名前は「歌う」を意味する動詞“imba”に由来する。ニ

ャンドーロ地域のンビラ奏者である、ゾンゴーザ氏は「ンビラは勝手に歌いだす楽器」（mbira inozviimbira）
とこたえた。つまり、mbira は、「歌う楽器」（inozviimbira）ということばから派生したことが考えられ

る。mbira の語源には他の説もある。たとえば、mbira という動物（ナキウサギ、モルモット）の鳴き声

に由来するという説（モンドーロ地域男性）や、「ンビラッ、ンビラッと鳴るから」という擬音語由来説（ハ

ラレ在住のンビラ奏者）がある。 

 

図 8-4 ンビラ 
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図 8-5 南部アフリカにおけるラメラフォンの分布（Tracey 1972） 

 

楽曲の意味 

ンビラの伝統曲にはそれぞれ口頭伝承がある。したがって各伝統曲には意味がある。ン

ビラ奏者は儀礼の目的や進行状況をふまえて演奏曲を選択する。たとえば、ンビラの曲の

中で も有名な「ネマムサーサ」（Nhemamusasa）という曲がある。各種の儀礼におけるン

ビラの演奏は、ネマムサーサの演奏で始まることが多い。というのも、ネマムサーサは「新

たな出発」を暗示する曲だからである。「ネマムサーサ」とは「ムサーサを建てるために木

を切れ」（tema musasa）という言葉が変化したものである9。「ムサーサ」（musasa）とは、

現代的に言えばテントのようなものである。ムサーサは長距離移動や新しい村の開拓のた

めの仮住まいとして作られるテントである。今日でも、ムサーサが利用されることがある。

筆者がムサーサを見たのは、ニャンドーロ地域在住の女性霊媒師が 150km 以上はなれた聖

地を巡礼したときであった。霊媒師とその信者たちは、聖地に着くとムサーサを築き、そ

こで寝泊りをしながら数日間の儀礼をとりおこなった。仮住まいとしてのムサーサは人々

にとって移動や開拓、あるいは、それを繰り返してきた祖先の象徴となっている。 

                                                  
9 Samson Bvure 氏とのインタビューから。 
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写真 8-4 聖地に建てられたムサーサ 

「ブカティエンデ」という曲も、儀礼で演奏される定番の曲である。この題名は「起き

上がれ、さあ行こう」（Mukai tiende.）という意味である。その昔、ニャンドーロ氏族に武

力衝突が起こった。そのとき、一羽の鳥が人々のもとにやってきた。その鳥が人々に「敵

がやってきた、起き上がって出発せよ」と伝えた。この鳥の伝言によって人々は敵の襲撃

から逃れることができた。そのときの鳥の声が「ブカティエンデ」という曲になったとい

われている10。「起き上がれ、さあ行こう」という曲の意味から、ブカティエンデは儀礼の

序盤や霊が霊媒師の体を離れる終盤に演奏されことの多い曲である。 

儀礼が開催される地域や崇拝対象の霊の種類によって、個々の伝統曲の重要性も異なる。

「ダンデ」（Dande）という曲は特にニャンドーロ氏族の人々にとって重要な曲である。ダ

ンデとはジンバブエ北部の地名である。ニャンドーロ氏族の言い伝えによると、人々は「グ

ルースクヮ」（Guruuswa）と呼ばれる場所ではじめて国家（nyika）を形成した。その場所は

現在のタンザニア辺りであったといわれている11。ニャンドーロ氏族はそこから徐々に南下

し、ザンベジ川を渡って現在のジンバブエ北部にあるダンデ地方に到達した。ニャンドー

ロ氏族の祖先はダンデに到着したことを祝ってダンデという曲を作ったといわれている。

したがって、ダンデが演奏されたとき、人々はニャンドーロ氏族の長い歴史を感じる。そ

                                                  
10 Dzongodza Taonezvi 氏とのインタビューから。 
11人々は、はじめて国（氏族社会）が誕生したときに「国が始まった！」（Tatanga nyika!『タタンガ・ニー

カ』）と喜んだという。彼らが始めて国を作った場所は現在のタンザニア連合共和国、かつての「タンガニ

ーカ」であると考えられている。Dzongodza 氏のインタビューから。 
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して、ダンデの演奏は、祖先に対する敬意の表明でもある。このような解釈から、ニャン

ドーロ氏族の祖先崇拝の儀礼ではダンデが繰り返し演奏される。一方で、他の地域では、

儀礼を通じて一度もダンデが演奏されないこともある。たとえばジンバブエ中北部のムサ

ーナ地域では、ニャンドーロ地域で儀礼の中心曲となる「ニムティム」（Nhimutimu）や「ダ

ンデ」は演奏されない。その代わりに「戦い」（Hondo）、「クザンガ（人名）」（Kuzanga）、

「水溜り」（Chakwi）などが演奏される。ニャンドーロ地域ではムサーナ地域でよく演奏さ

れるこれら 3 曲は娯楽目的の曲と認識されている。 

このほかジンバブエ各地で演奏される伝統曲には、「転換」を意味する「チピンドゥーラ」

（chipindura）、「男性の声」を意味する「マオロロ」（mahororo）、「祝福」を意味する「チペ

ンベレ」（chipembere）などの曲がある。チピンドゥーラには、過去に勃発したある武力衝

突で人々が一斉退却したことを伝える曲だといわれている。この曲は停滞した儀礼の雰囲

気を転換させる曲と考えられている。マオロロは犯罪が起こったときに開催される伝統的

な裁判での男性の声を象徴している。この曲は、伝統的な裁判において罪が裁かれたり、

和解のための議論がおこなわれるときの曲であるといわれている。そして、チペンベレは

狩の成功を祝う曲である。狩猟はショナの伝統的生活の象徴である。したがって、チペン

ベレの演奏は狩猟を生業としていた遠い祖先を音によって表現することである。 

ンビラ奏者による演奏曲の選曲には、各曲の意味だけでなくそれぞれの楽曲の技術的側

面も影響する。ンビラは複数の奏者によって演奏されることが多い。奏者同士の息が合う

までに多少の時間がかかる。また、指先のウォーミングアップも必要である。そこで、儀

礼序盤ではゆっくりとしたテンポの曲が選択される。この場合、曲の意味が文脈とは直接

的に一致していないこともある。たとえばカリガモンベという曲は儀礼の序盤で演奏され

ることの多い曲である。カリガモンベは「牛を殺す」という意味であるが、この曲が演奏

されたからといって牛が屠殺されるわけではない。カリガモンベは指の動きが比較的少な

い曲であるため、ウォーミングアップをかねて序盤に演奏される。ネマムサーサは曲の意

味をとっても、技術的な基準からしても、序盤に演奏される曲にふさわしい曲である。 

儀礼中盤から終盤にかけては、奏者にも他の儀礼参加者にも多少の疲れが見え始める。

長時間にわたるンビラの演奏に飽きてしまう参加者もいる。そこでンビラ奏者たちは、一

般参加者のあまり聞きなれない曲を演奏する。これらの曲にはムゾレワ（裁判の曲）やム

タンバ（ダンバの木）、ニュチ（蜂）などの曲がふくまれる。これらの曲は年間を通じて演

奏される機会が少ない。したがって、一般参加者にとっては珍しい曲である。曲調を変化

させることが再び参加者の注意をンビラの演奏にひきつける。終盤には再び会場を盛り上
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げる必要がある。そこで「チピンドゥーラ」（転換）や「ブカティエンデ」（起き上がって、

行こう）等が演奏される。 

前節ではンビラの伝統曲と同じように過去の出来事や習慣を伝える歌としてンゴンドを

紹介したが、ンゴンドとンビラでは大きく異なる点がある。それはンゴンドが言葉を中心

とする音楽であるのに対し、ンビラが歌詞のない音を中心とする音楽であることだ。ンビ

ラの伝統曲の意味は、曲名に隠されているだけであって、基本的には歌詞として歌われる

ものではない。ンビラの音楽は非言語的な音によって、一族の歴史を抽象的に表現する。

ネマムサーサが演奏されれば、そこに移動と開拓という祖先が経験した過去の出来事が非

言語的に表現されることになる。たとえば、機関銃の音が鳴れば戦争がイメージされるよ

うに、ンビラの音はショナの人々に祖先の伝統的狩猟生活や、歴史を感じさせる。ンビラ

の演奏によって、儀礼空間には現在でも過去でもない特別な空間が作り出される。 

 

表 8-1 各地の儀礼におけるンビラの中心曲 

儀礼の中心曲 
地域 

ニャンドーロ ムサーナ マシンゴ 

ネマムサーサ ○ ○ ○ 

ニャマロパ 

（メンベールワヤ・ニャマロパ） 
○ ○ ○ 

カリガモンベ ○ ○ ○ 

タイレワ ○ ○ ○ 

チピンドゥーラ ○ ○ ○ 

ブカティエンデ ○ ○ ○ 

バンギーザ ○ ○   

ムゾレワ ○ ○   

マオロロ   ○ ○ 

チペンベレ   ○ ○ 

ホンド   ○ ○ 

クザンガ   ○ ○ 

ニムティム ○     

チャークウィ   ○   

ゴンバ     ○ 

 

 



144 

表 8-2 ニャンドーロ地域の儀礼におけるンビラの中心曲とその演奏時間帯 

儀礼の中心曲 意味 序盤 中盤 終盤

ネマムサーサ Nhemamusasa ムササを作るために木を伐採せよ ◎ ○ ○ 

ブカティエンデ Bhukatiende 起き上がって、行こう ○ ○ ○ 

ニムティム Nhimutimu 語意不明 ○ ○ ○ 

ダンデ Dande ダンデ（地名） ○ ○ ○ 

メンベールワ・ 

ヤニャマロパ 

Mhemberwa 

yaNyamaropa 
ニャマロパ（人物名）による祝福の曲 ○ ○ ○ 

カリガモンベ Karigamombe 牛を殺せ ○ ○ 

タイレワ Taireva 私達はよく話したものだ   ○ ○ 

チピンドゥーラ Chipindura 転換せよ   ○ ○ 

バンギーザ Bangiza 道を示せ   ○   

ムゾレワ Muzorewa 語意不明（裁判の曲といわれている）   ○   

ムタンバ Mutamba ダンバの木   ○   

ニュチ Nyuchi 蜂  ○  

シュンバ Shumba ライオン   ○   

 

楽器の構造 

 ンビラは 24 本の鋼鉄製鍵盤（mazino:歯）、共鳴板（gwariva:板）、擦音具で構成される。

共鳴版にはペケシェン（pekesheni）、もしくはマジャカ（majaka）と呼ばれる部品が取り付

けられる。この部品は鍵盤の振動に共振して、「ジー」という摩擦音を出す。したがって本

論文では擦音具と呼ぶことにする。「ペケシェン」という言葉は、英語の percussion（打楽

器）に由来する。擦音具はパーカッシブ（打楽器的）な音を出すことからペケシェンとい

う言葉ができた。マジャカは、「ジャカジャカ」という音に由来する言葉である。擦音具に

は二種類ある。ひとつはブリキ板にビールの王冠や貝殻が取り付けられたものである。も

うひとつは、針金に薄い金属片が巻きつけられたものである。 

 ンビラの音量は比較的小さい。儀礼など、より大きな音量が必要な場合には、デゼ（deze, 

pl; mateze）と呼ばれる共鳴具が用いられる。デゼはユウガオに似た植物で、大きなもので

は実の直径が 50cm を超える。デゼにも擦音具として瓶ビールの王冠や、貝殻が取り付けら

れる。ンビラはデゼの中におかれ、つっかえ棒（mutsigo, pl; mitsigo）で固定される。 

ンビラの演奏に欠かせないもうひとつの楽器がオショ（hosho, pl;hosho）である。オシ

ョはいわゆるマラカスで、材料は瓢箪と木の実である。オショに用いられる瓢箪には二種

類ある。ひとつは楽器専用の瓢箪で、その植物もオショと呼ばれる。もうひとつはブッズ
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ィ（budzi, pl; mapudzi）と呼ばれる食用のカボチャである。作成方法はいずれも同じであ

る。まず実に穴が開けられ、中身が取り除かれる。中身を取り除くために、実に熱湯が注

がれ、そのまま数日間放置される。そうすることで中身が腐り、果肉と種が取り除かれる。

実が乾燥したところで、ウォタ（hota）と呼ばれる木の実が中にいれられる。 

オショの演奏はンビラの合奏に躍動感を与える。ンビラの合奏にオショが加わることで、

はじめて人々は踊り始める。ンビラ音楽は音の空白が極めて少ない音楽である。しかも、

複数の音が複雑に組み合わされたメロディとリズムが連続する。ンビラ音楽の構造を理解

できるのは、ンビラ奏者と一部のンビラ好きの聴衆だけである。したがって、音楽構造の

詳細を知らない一般の聴衆がンビラのメロディやリズムにあわせていきなり踊ることは難

しい。オショのリズムがンビラの音を区切り、曲の輪郭をはっきりとさせる。そうするこ

とによって、ンビラ奏者と聴衆とがひとつのリズムのもとに統合される。それぞれのンビ

ラの伝統曲には、決まったオショのタイミングがある。オショのタイミングをはずすと、

ンビラの合奏はうまく循環しない。適切な間合いでオショが演奏されなければ、ンビラ奏

者と聴衆が統合されることはない。したがって、オショ奏者はンビラ音楽を熟知した人物

でなければならない。 

 

 

写真 8-5 ンビラ奏者（奥）とオショ奏者（手前） 
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写真 8-6 オショに用いられる二種類のウォタ  写真 8-7 デゼに固定されたンビラ 

 

ンビラの音階 

ニャンドーロ地域のンビラ奏者であるゾンゴーザは、ンビラには三種類の声（マーズギ）

があるという。ひとつは成人男性の声、もうひとつは女性の声、そして子どもの声である。

これらの三声は、ンビラの鍵盤配列と一致する。ンビラの鍵盤は、低音層（7 本）、中音層

（7 本）、高音層（10 本）の三層に配置される。低音層の鍵盤から順に成人男性の声、女性

の声、子どもの声と呼ばれる。 

ンビラの音階は 7 音階である。7 音のうち 5 音は 3 オクターブ、2 音は 4 オクターブがン

ビラ一台のなかに含まれる。ただし、一台の楽器が持つ音域や音の微妙な配列は職人の個

性や地域性によってさまざまである。例えばジンバブエ東部のダンバツォーコ地域では、

非常に音の低い 3 オクターブを持つンビラが好まれて演奏される。そこから 50 ㎞ほど離れ

たニャンドーロ地域のンビラは、それに比べるとかなり高い音域の 3 オクターブで構成さ

れる。また、ンビラの持つ「音調」にも地域差や個人差がある。音調の違いとは、西洋音

楽で言う短調や長調の違いのようなものである。ショナのンビラ奏者は、「音調」のことを

英語の tuning に由来する「チュニン」（chunin）、または、「チューン」（chuni）という言

葉で呼ぶ。 

ジンバブエ中部で もポピュラーな音調は、「ニャマロパ」（Nyamaropa）、もしくは、「ス

トレート・チューン」（straight chuni）と呼ばれる音調である12。西洋の 7 音階で分析する

                                                  
12 チオタ地域出身のンビラ奏者、サムソン・ブーレによれば、ニャマロパは、かつて存在したンビラの名

手の名前である。しかし、奏者によっては異なった説を唱えるものもいる。たとえば、ゾンゴーザは、ニ

ャマロパという人物の存在をみとめるものの、ンビラのチューニング名前としては否定する。ゾンゴーザ
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と、ニャマロパの特徴は、 も低い音が「ソ」であり、そこから順に「ラシドレミファ」

が配置される（図 6）。調律は感覚的におこなわれるので、この 7 音には多少の個人差があ

るが、西洋音楽ハ長調の「ソラシドレミファ」と大差のない音階である。 

 

図 8-6 ニャマロパの音構成 （Berliner 1978） 

 

表 8-3 ニャマロパの音階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジンバブエ中部で 1980 年代以降に急速に拡大した音調に「マウェンベ」（Mavembe）と

いう音調がある13。「マウェンベ」とはショナ語で「調子外れ」という意味である。ニャマ

ロパの 低音が「ソ」であるのに対し、マウェンベの 低音は「ミ」であり、そこからフ

ァソラシドレの順に音が配置される。つまり、ニャマロパとマウェンベの鍵盤は、二音ず

れた形で配列される（図 7）。 

                                                                                                                                                  
は、虫の羽音がンビラのチューニングの名前であるとする。たとえば、ミツバチ（nyuchi, samusengere）
やアシナガバチ（mazingizi）などがそれである。 
13 マウェンベ・チューニングはチオタ地区出身のセクル・ゴラ（Sekuru Gora）という人物によって、知

られるようになり、1980 年代以降ジンバブエ各地に普及した。 

鍵盤 階名

B3, L3, R5 ド 

B4, L2, R6 レ 

B5, L4, R7 ミ 

B6, L5, R8 ファ

B1, L1, L6, R2, R9, （L6 と R2 は同音） ソ 

B7, L7, R3, R10, （L7 と R3 は同音） ラ 

B2, L1, L4 シ 
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図 8-7 マウェンベの音構成 

 

表 8-4 マウェンベの音階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍵盤がずれて配置されても、曲の演奏方法は変わらない。したがって、ニャマロパで「ド

レミ」と演奏される曲は、マウェンベでは「ラシド」となる。このような音調の違いが、

伝統曲の雰囲気を一変させる。日本では誰もが知るであろう「かえるのうた」を例にして

説明したい。「かえるのうた」の冒頭を階名で歌うと、「ドレミファミレド、ミファソラソ

ファミ」となる。これを 2 音ずらして歌うと「ラシドレドシラ、ドレミファミレド」にな

る。後者は非常に違和感のある「調子外れ」な、かえるのうたである。通常のンビラから

二音ずれたンビラが「調子外れ」と言われる所以はここにある。ジンバブエ中部に古くか

ら伝わる音調はニャマロパであったといわれている。したがって、ニャマロパに慣れた奏

者からすれば、マウェンベ・チューンはまさしく「調子外れ」なンビラであった。しかし

近年、マウェンベ特有の奏法が次々と創作されている。これらの奏法は、ニャマロパが奏

鍵盤 階名

B3, L3, R5 ラ 

B4, L2, R6 シ 

B5, L4, R7 ド 

B6, L5, R8 レ 

B1, L1, L6, R2, R9, （L6 と R2 は同音） ミ 

B7, L7, R3, R10, （L7 と R3 は同音） ファ

B2, L1, L4 ソ 
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でる伝統曲を、それとは異なる指使いによってマウェンベで演奏するという奏法である。

言い換えれば、マウェンベを用いた伝統曲の編曲である。マウェンベが奏でる伝統曲は、

ニャマロパの伝統曲と類似しながらも少し異なる独特の音調を醸しだす。その音色は、恐

ろしいほど人の心をうつ。そのことから、マウェンベ･チューニングは別名「殺し屋」

（gandanga）と呼ばれる14。 

ンビラの合奏がおこなわれるとき、用いられるすべてのンビラは、すべて同じ音配列に

調律される15。合奏の前には時間をかけて調律が行われる。調律の外れた音は「調子外れ」

（vembe）もしくは「音をなくした鍵盤」（yarasa mazwi）と呼ばれる。一方うまく調律さ

れた音は「聞かれる音」（munzwo）と呼ばれる。調律の方法は、一台のンビラの音調を整

えることから始まる。ンビラの伝統的な音調は人びとの感覚で伝承されている。儀礼開催

直前の会場では、ンビラ奏者が伝統曲を弾きながらンビラを調律する。すると、周りにい

る人々が、「その鍵盤の音は小さすぎる（高すぎる）」

などと指摘する16。奏者の持つ音感覚、儀礼参加者

の音感覚にしたがって、一台のンビラのバランス

が整えられる。一台の調律が終わると、他のンビ

ラに調律のすんだンビラの音がコピーされる。音

調の基準が人々の感覚にあることから、ンビラの

伝統的な音調は時代とともに変化しているものと

考えられる。 

調律の方法は鍵盤を支える金属板から鍵盤の先

端までの距離調整によっておこなわれる。固定さ

れた位置から鍵盤が下に下がれば音が低く、上に

上がれば音が高くなる（図 8）。ンビラ奏者は金槌

                                                  
14 ニャマロパとマウェンベはいずれも西洋 7 音音階に近い音色をもっている。これに対し、ニャンドーロ

地域で演奏されるニュチ（nyuchi: ミツバチ）と呼ばれる音調は、7 音音階でありながら、西洋 7 音音階の

感覚からすれば違和感のあるチューニングである。しかし、7 音のバランスは非常によい。ニュチは各曲

の迫力を引き出す、独特の音調である。ニュチの奏者はニャマロパやマウェンベを、西洋音楽に影響を受

けた「都会のンビラ」と批判する。「ニュチ」はニャンドーロ氏族の霊媒師のもとで長年継承されてきたチ

ューニングである。彼らの言うとおり、ニュチのようなチューニングこそが、西洋音楽から受けた影響の

少ない、西洋文化流入以前のショナの音感覚に近いのかもしれない。 
15 近年、異なる音調のンビラを組み合わせる合奏方法が流行するようになったが、古くから信仰されてき

た祖先霊に対する演奏は、同じチューニングのンビラでなければならない。たとえば、ニャマロパやマウ

ェンベをうまく調律し、異なる奏法で合奏するグループが多数誕生している（Mbira DzeNharira, 
Mawungira ENharira など）。 
16 低い音は「大きい音」（huru, kura）高い音は「小さい音」（diki, duku）と表現され、大きな音は「高

い音」（pamusoro）小さな音は「低い音」（pasi）と表現される。 

 

図 8-8 チューニング方法 
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や鍬の金属部を使って調律をおこなう。 

 

演奏技術 

 ンビラは両手親指、右手人差し指の計 3 本の指で演奏される。共鳴板に開けられた穴に

は右手小指が差し込まれる。ンビラを立て、右手のひらを上に向けたまま楽器正面から小

指を穴に挿入し、中指と薬指を共鳴板の外側から裏側にまわす。左手は、共鳴板左側に添

えられる。三層に配列された鍵盤のうち、左側にある低音層と中音層は全て左親指で演奏

される。高音層の鍵盤のうち、左から三本は右親指で演奏され、残りの鍵盤は右人差し指

で演奏される。高音部の鍵盤は、裏側から手前に向かって人差し指ではじかれる。 

   

写真 8-8, 8-9 ンビラの持ち方 

 

ンビラの伝統曲は布を織るように演奏される。ほとんどの楽曲は 48 音節で構成される。

これを 48 本の縦糸に例えれば、ンビラの音は横糸である。奏者は 48 音節の中に異なる音

を織り込んでメロディ（模様）を浮かび上がらせる。複数の奏者が演奏する場合は、より

複雑な模様が出来上がる。 

ンビラの伝統曲は 4 小節で構成される。そしてそれぞれの小節は 12 音節で構成される。

4 小節は 20 秒に満たないほど短いが、演奏者はこの旋律を長時間にわたって何度も循環さ

せる。熟練奏者は、ひとつの伝統曲にいくつものバリエーションをもっている。長時間に

わたる演奏の中で、奏者はパターンを変化させながら伝統曲を演奏する。 
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「ネマムサーサ（Nhemamusasa）」という伝統曲を例に、ンビラの曲の構造を分析する。

まず、ンビラの鍵盤を三層に分け、それぞれの鍵盤に記号と番号をつける。ンビラの鍵盤

配列の三層を鍵盤の位置を基準に B（Bottom）、L（Left）、R（Right）とする。それぞれ

の層の鍵盤を内側から外に向けて 1、2、3、4…と番号付けする。したがって左下段の鍵盤

は内側から外に向かって B1、B2、B3、、、、となる。R 層は右手の親指と人差し指で、L 層

と B 層は左親指で演奏される。ネマムサーサをこれらの記号と番号で表すと表 5 のように

なる。ネマムサーサ（主奏 1）では、右手の演奏が R2、R5、R2、R4、R3、R5･･･となる。

ネマムサーサにはふたつのパート（kushaura:主奏、kutsinhira:伴奏）があり、それぞれに

数多くのバリエーションがある。そのいくつかを表 6、7、8 に示した。奏者はこれらのパ

ターンを臨機応変に組み合わせて演奏する。 

 

リズム 

ネマムサーサの旋律は 48 音節（12 音節×4 小節）で構成される。根底にあるリズムは三

連符である。ンビラと一緒に演奏されるオショ（hosho:マラカス）が「チャ、カ、チャ」の

三連符を刻む。オショの基準音が鳴る位置をここでは「拍」ということにする17。この位置

は、手拍子が打たれたり、ダンスの基本ステップが踏まれたりする位置である。拍と一致

するタイミングで演奏される鍵盤は厳密に決まっており、これが外れると演奏は破綻する。 

表 8-5 ネマムサーサ （主奏 1） 

節

拍 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R 2 5 2 4 3 5 2 5 3 5 3 6 3 6 3 5 3 5 2 5 2 4 2 4

L 3 4 4 3 5 4 2 5 4 3 4 2

B 3 5 7 3 6 7 4 6 7 3 5 1

1 2 3 4

  

表 8-6 ネマムサーサ （主奏 2） 

節

拍 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R 2 5 5 2 4 4 3 7 7 2 5 5 3 8 8 3 7 7 3 6 6 3 5 5 3 7 7 2 5 5 2 4 4 2 6 6

L 1 3 1 4 4 1 3 5 4 2 3 4 1 3 1 4 1 2

B 3 5 7 5 3 7 6 7 5 7 4 7 3 7 5 3 2 4

1 2 3 4

  

表 8-7 ネマムサーサ （主奏 3） 

節

拍 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R 5 5 4 4 3 3 2 2 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 2 2 7 7 6 6

L 3 4 4 3 5 4 2 5 4 3 4 2

B 3 5 7 3 6 7 4 6 7 3 5 1

1 2 3 4

                                                  
17 ショナ語では「拍」に該当する語はない。ただし、英語で beat と呼ばれることがある。 
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 表 8-8 ネマムサーサ （伴奏 1） 

節

拍 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R 5 2 5 2 4 3 5 2 5 3 5 3 6 3 6 3 5 3 5 2 5 2 4 2

L 3 3 4 4 3 3 5 4 2 2 5 4 3 3 4 2

B 3 3 5 7 3 3 6 7 4 4 6 7 3 3 5 1

1 2 3 4

  

ネマムサーサのリズムには、三種類のパターンがある。曲全体は三連符のリズムで信仰

するが、ンビラ奏者の指の動きはそれとは異なる二連符、三連符、四連符のリズムである。

たとえばネマムサーサ主奏の右手のパターン（表 5）を見ると、「タ○、タ○、タ○、・・・」

という二連符を規則的に演奏していることがわかる。一方、左親指で演奏される伴奏の L

層と B 層のパターン（表 8）は、三連符から真ん中の一音を抜いたパターンになる。拍を

一音目とすると「タ○タ、タ○タ、タ○タ」（B3○L3、B3○L4、B5○L4、、、）というパタ

ーンになる。もうひとつの主奏には四連符のパターンが見られる。主奏 2 の左手（L 層と B

層）は「タカタ○、タカタ○、タカタ○」という 4 音節の 後の一音節を空白にしたパタ

ーンで演奏される。したがって、ネマムサーサは二連符、三連符、四連符という三種類の

リズムを基本構造に持つ。他の曲も基本的にはこれらの 3 パターンをもっているが、これ

に加えて3パターンの混合形もある。表9で「混合タイプ」と示したのはムゾレワ（Muzorewa）

という曲の主奏パターンの左手（L 層と B 層）形式である。また、三連符にはふたつのタ

イプがあり、表 9 の「タイプ 3」はネマムサーサにはあらわれない三連符のパターンを示し

たものである。 

 

表 8-9 ンビラのリズム形式 

拍 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 曲の例 

タイプ 1 二連符 ×   ×  ×  ×  ×  ×   
Nhemamusasa 
（kushaura） 

タイプ 2 二連符  ×  ×  ×  ×  ×  × 
Nhemamusasa 

（kutsinhira）

タイプ 3 三連符 × 
 

× ×
 

× × 
 

× ×
 

× 
Bhukatiende
（kushaura） 

タイプ 4 三連符 × ×   × ×  × ×   × ×   
Nhemamusasa 

（kutsinhira）

タイプ 5 四連符 × × ×  × × ×  × × ×   
Nhemamusasa 
（kushaura） 

混合タイプ（例） × ×   ×   × ×  ×  ×   Muｚorewa 
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旋律 

 次に旋律的特徴について分析する。旋律的特徴は、ンビラの演奏パターンを表に示すと

わかりやすい（表 10、11、12）。表の縦軸には、ンビラの持つ音域すべての音（24 音）を

音高順に配置した。横軸は時間の流れであり 12音節×4小節の計 48音節で循環する。表 5、

表 6、表 8 との関係を示すために小節線を入れた。 

全鍵盤は音高によって三つの音域に分けられる。高音域には 9 音（R1 を除く R 層全部、

L 層の高音 2 音を含む）、中音域には 5 音（L1、L6、L7 を除く L 層 4 音と R1）、低音域に

は 8 音（B 層すべてと L1）が含まれる。 

 

表 8-10 ネマムサーサの旋律（主奏１） 

R 10

R 9

R 8

R 7

R 6 ○ ○

R 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R 4 ○ ○ ○

R 3, L 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

R 2, L 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

L 5 ○ ○

L 4 ○ ○ ○ ○ ○

L 2 ○ ○

L 3 ○ ○ ○

R 1

B 7 ○ ○ ○

L 1

B 6 ○ ○

B 5 ○ ○

B 4 ○

B 3 ○ ○ ○

B 2

B 1 ○

× × × × × × × × × × × × × × × ×

←
高

音
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

低
音

→

拍

1 2 3 4節

  

 

表 8-11 ネマムサーサの旋律（主奏 2） 

R 10

R 9

R 8 ○ ○

R 7 ○ ○ ○ ○

R 6 ○ ○ ○ ○

R 5 ○ ○ ○ ○

R 4 ○ ○ ○

R 3, L 7 ○ ○ ○

R 2, L 6 ○ ○ ○ ○

L 5 ○ ○

L 4 ○ ○ ○ ○ ○

L 2 ○ ○

L 3 ○ ○ ○

R 1

B 7 ○ ○ ○

L 1

B 6 ○ ○

B 5 ○ ○

B 4 ○

B 3 ○ ○ ○

B 2

B 1 ○

× × × × × × × × × × × × × × × ×

←
高

音
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

低
音

→

拍

節 1 2 3 4

 



154 

 

表 8-12 ネマムサーサの旋律（伴奏１） 

R 10

R 9

R 8 ● ●

R 7 ● ● ● ●

R 6 ● ● ● ●

R 5 ● ● ● ●

R 4 ● ● ●

R 3, L 7 ● ● ●

R 2, L 6 ● ● ● ●

L 5 ● ●

L 4 ● ● ● ● ●

L 2 ● ● ● ● ●

L 3 ● ● ● ●

R 1

B 7 ● ●

L 1 ●

B 6 ● ●

B 5 ● ●

B 4 ● ●

B 3 ● ● ● ● ● ●

B 2

B 1 ●

× × × × × × × × × × × × × × × ×

←
高

音
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

低
音

→

拍

節 1 2 3 4

  

 

ネマムサーサの旋律的特徴は４点にまとめることができる。ひとつは、低音域の上昇旋

律である。主奏、伴奏ともに、各小節内で低音域の音高が上昇している。二つ目は、上昇

と下降を繰り返す、中音域の波型旋律である。波型旋律は、伴奏の中音域に顕著に見られ

る。中音域の音程は波打つように上下動する。そして、三つ目は、高音域に見られる二つ

の中心音である。中心音となるのは R2、R3 である18。R2 と R3 は右手親指で演奏される。

ネマムサーサの 4 小節を通してこの 2 音に注目すると、第一小節の終わりから第三小節ま

では R3 が、第四運小節から第一小節に掛けては R2 が、続けて演奏されていることがわか

る。ネマムサーサは R2、R3 を中心とした和音の中で演奏される。第四の特徴は、高音域

における下降旋律である。主奏 3 に見られるように、高音域は 高点から徐々に下降する。

高音域の下降旋律は、他の伝統曲にも共通して見られる。多くの曲において右手が、ある

パターンから下降旋律に移行し、またもとのパターンに戻るという奏法がよく見られる（主

奏１と３の交代）。高音層のパターン変化にはいくつかの決まりがある。R 層の音は、R2、

R3 と同音か、もしくはその和音の音でなければならない。 

このような旋律の特徴は、曲ごとに異なっている。たとえばマオロロという曲の旋律は

表 13 のようになる。ネマムサーサの高音域では 48 音節の中に 2 度の下降旋律が現れたが、

マオロロでは下降旋律は一回のみである。またネマムサーサに見られた低音部の上昇旋律

                                                  
18 R2 と M1、B1、R9 はオクターブ違いの同音である、R3 と B7、R10 も同様である。また、ネマムサー

サの合奏には、R2-M3（ソド）、R2-M2（ソレ）、R2-M4（ソミ）、R3-B4（ラレ）、R3-M4（ラミ）、R4-M2
（シレ）、R4-B5（シミ）、R5-M4（ドミ）、R5-M5（ドファ）、R6-L5（レファ）、計 10 種類の和音が見ら

れる。 
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はマオロロにはない。マオロロの中音域の旋律はネマムサーサよりも細かい上下動を繰り

返している。このように、それぞれの楽曲にはそれぞれの音の模様がある。聴衆はその模

様を感じ取って、それがその儀礼に適切な音楽であるかどうかを判断する。 

 

表 8-13 マオロロの旋律（主奏） 

R 10

R 9 ○ ○ ○ ○

R 8 ○

R 7 ○ ○

R 6 ○ ○ ○

R 5 ○

R 4 ○ ○ ○ ○ ○

R 3, L 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

R 2, L 6 ○ ○ ○ ○ ○

L 5 ○

L 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

L 2 ○ ○ ○ ○ ○

L 3 ○ ○ ○

R 1 ○ ○

B 7 ○ ○

L 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

B 6

B 5

B 4 ○

B 3

B 2

B 1

× × × × × × × × × × × × × × × ×

3 4

←
高

音
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

低
音

→

拍

節 1 2

 

合奏 

 ンビラの演奏には二人の奏者による呼応関係がみられる。二奏者の役割は主奏 

（kushaura：演奏を先導すること）と伴奏（kutsinhira：ついていくこと、答えること）

と呼ばれる。主奏者が曲の中核部分を演奏し、伴奏者はそれを補う。主奏と伴奏が担当す

るそれぞれの演奏パターンは、単独で演奏されても、確固とした形式を持った音楽である。

しかし、合奏によって両パートが組み合わされると、そこで始めて楽曲の完成形があらわ

れる。完成形の旋律は、各パート個別の演奏からは想像できないような旋律に変化する。

二人の演奏が完璧に合奏されると、一人の奏者が奏でる音はパートナーが奏でる音の中に

埋没してしまう。未熟な奏者は、合奏によって自分の演奏している音がわからなくなり、

演奏が破綻してしまうことも珍しくはない。 

何度もいうように、ンビラの伝統曲の多くは 48 音節で構成される。つまり、48 本の縦糸

がある。この縦糸に二人の奏者がそれぞれの音（横糸）を交互、あるいは同時に入れてゆ

く。完全な布の模様は二人の合奏によって浮かび上がる。その模様はそれぞれがパターン

を変化させることによって徐々に変わってゆく。ンビラでは個々の奏者のソロパートのよ

うなものはない。二人の奏者は、コンビネーションを も重要視する。縦糸が 48 本と決ま
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っているにもかかわらず、一方の奏者が 40 音しか演奏しなければそこで演奏は破綻する。

したがって、ンビラの演奏においては独創的な個人演奏はおこなわれない。48 音節にわた

る二人の奏者のコンビネーションとその変化によって、儀礼会場にほころびのない布を敷

き詰めることがンビラ演奏の目的である。 

 ンビラの主奏、伴奏パターンそれぞれには、音の空白がある。うえで見たように、ネマ

ムサーサ主奏の第一小節 R 層は「○２○５○２○４○３○５」である。2 音につき 1 音の

空白がある。伴奏者はこの空白に「５○２○５○２○４○３○」という音をはめ込む。す

ると二台のンビラが作り出す人つながりのメロディ「５２２５５２２４４３３５」があら

われる。第一小節を構成する全 12 音節は、2 台のンビラがそれぞれ 6 音ずつを交互に出す

ことによって完成する。 

 マオロロでは主奏者が中音域を中心に担当するのに対し、伴奏者が低音域を担当する。

ンビラのふたつのパートは旋律と同時に音域を相互補完する役割がある。このように主奏

者と伴奏者が相互補完的に音を連ねるのがンビラ音楽の特徴である。 

 

表 8-14 ネマムサーサ合奏の呼応関係（主奏 3＋伴奏 1） 

節

拍 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

主R 5 5 4 4 3 3 2 2 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 2 2 7 7 6 6

伴R 6 5 5 4 4 3 3 2 2 8 8 7 7 6 6 5 5 4 3 2 2 7 7 6

主L 3 4 4 3 5 4 2 5 4 3 4 2

伴L 3 3 4 4 3 3 5 4 2 2 5 4 3 3 4 2

主B 3 5 7 3 6 7 4 6 7 3 5 1

伴B 3 3 5 7 3 3 6 7 4 4 6 7 3 3 5 1

1 2 3 4

  

表 8-15 ネマムサーサ合奏の旋律。（○：主奏３、●：伴奏１、▲：音の重複） 

R 10

R 9

R 8 ○ ● ○ ●

R 7 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

R 6 ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○

R 5 ● ○ ● ○ ● ○ ●

R 4 ○ ● ○ ● ○ ●

R 3, L 7 ○ ● ○ ● ○ ●

R 2, L 6 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

L 5 ○ ● ○ ●

L 4 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

L 2 ▲ ● ○ ●

L 3 ▲ ● ▲ ● ▲ ●

R 1

B 7 ▲ ▲ ▲

L 1

B 6 ○ ● ○ ●

B 5 ○ ● ○ ●

B 4 ● ○ ●

B 3 ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ●

B 2

B 1 ▲

× × × × × × × × × × × × × × × ×

←
高

音
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

低
音

→

拍

節 1 2 3 4



157 

  

表 8-16 マオロロ合奏の旋律。（○：主奏３、●：伴奏１、▲：音の重複） 

R 10

R 9 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

R 8 ● ○

R 7 ● ○ ● ○

R 6 ● ○ ● ○ ● ○

R 5 ● ○

R 4 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

R 3, L 7 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

R 2, L 6 ○ ○ ○ ● ○ ● ○

L 5 ○ ●

L 4 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○

L 2 ○ ● ○ ○ ○ ▲

L 3 ● ○ ○ ● ○

R 1 ● ○ ● ○

B 7 ● ○ ● ○

L 1 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

B 6

B 5

B 4 ● ○

B 3 ● ● ●

B 2 ● ● ● ● ●

B 1 ● ● ● ● ● ● ●

× × × × × × × × × × × × × × × ×

3 4

←
高

音
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

低
音

→

拍

節 1 2

  

ンビラの歌 

ンビラ音楽には必ずしも歌は必要ではない。ンビラ音楽にとって重要なのは音であり、

音にこめられた意味である。したがって、ンビラを弾けても歌が歌えない奏者は珍しくな

い。儀礼のときには歌が歌われずに延々とンビラだけが演奏されることもある。 

一方でンビラに合わせて積極的に歌が歌われることもある。ンビラの歌には歌詞をとも

なう歌唱法と、歌詞のともなわない歌唱法（低声唱法：mahonyera、のど唱法： huro）があ

る。歌詞の内容は必ずしもそれぞれの伝統曲が持つ意味とは一致しない。曲本来がもつ意

味と大きくかけ離れた歌詞がつけられる場合は、曲の題名も歌に合わせて変わることがあ

る。 

歌詞のある歌唱法として「クデケタ」（kudeketa）もしくは「クデケテラ」（kudeketera）と

呼ばれる技法がある。クデケテラは、語るように歌う歌唱法である。クデケテラによる歌

は、一聴すると歌というよりは、むしろ語りのように聞こえる。ンビラ奏者や他の儀礼参

加者は特にンビラの高音域に見られる下降旋律に合わせて歌詞を並べることが多い。 

歌詞の内容は形式化、固定化された伝統的な詞と、状況に応じた即興的な歌詞に分かれ

る。長時間に及ぶンビラの演奏の中で、ンビラ奏者やその他の聴衆はさまざまな言葉をン

ビラの音に合わせて発する。その内容は、脈絡のないものや、冗談、祖先への祈りなどさ

まざまである。たとえば、ンビラ演奏の場で互いのコミュニケーション方法としてクデケ

テラ唱法が用いられた例がある。筆者はンビラが演奏される憑依儀礼を題材にした短い映
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像作品を作成したことがある。数週間にわたるリハーサルののち、撮影をおこなった。シ

ャイな出演者たちを盛り上げるため、撮影現場では酒が振舞われた。しかし、ある出演者

が酒を飲みすぎて酔っ払ってしまった。撮影が開始されると、その出演者は演技の手順を

すべて忘れてしまった。そこで、他の出演者がンビラの演奏に合わせて「マゲツィさん、

次はそこの霊媒師と、話しなさい～」（Magetsi taura nemudzimu huyo）と、次のシナリオを

歌った。現場はンビラ、オショ、歌などの音であふれていた。もし彼が歌ではなくて、大

声で彼に「次のシナリオは、、、」といったとしたら、撮影の雰囲気が壊れてしまったであろ

う。彼は歌うことによって、場の雰囲気を保ったまま彼に情報を伝えることができた。 

ジンバブエ南部にあるマシンゴの友人は筆者に対する警告を歌にして歌った。彼女は「ブ

ツムタンダリ」（Bhutsu Mutandari）というンビラの娯楽曲に合わせて歌った。筆者が彼女の

歌を録音したとき、かの女は即興で「ユウジがもうけた金を独り占めした」（Yuji akadya mari.）

という歌詞を歌った。この歌詞には「この録音を売って一人で金儲けをするなよ」という

筆者への警告と、「勇二はそんなことしないの知っているよ」という冗談の両方がこめられ

ている。彼女がもし歌ではなく話し言葉で「一人で金儲けをするな」といったとしたら、

筆者と彼女の関係が悪化したかもしれない。しかし、娯楽の音楽に合わせて筆者に警告を

することで、彼女は場の雰囲気や二人の人間関係を保ったままに思いを伝えることができ

た。このような形で、ンビラが演奏される場面の一種のコミュニケーションの方法として

即興の歌詞が歌われる。 

一方、それぞれのンビラの曲には固定化された伝統的な歌詞や、ひとつの作品として定

型化された歌詞が付随している場合もある。ンビラの演奏の場では、定型化された詞と即

興詞が入り乱れる。特に商業目的で活動するンビラ奏者は、伝統的なンビラの楽曲に独自

の詞をつけて、他の奏者との差異化をはかる。次に示す事例は、ニャンドーロ地域で活動

するマンダレンダーレ・ンビラバイブス（Mandarendare Mbira Vibes）というンビラ・グルー

プの歌である。 

マンダレンダーレ・ンビラバイブスはリンガ村在住の 6 人のメンバーで構成されるグル

ープである。メンバーの担当はンビラ奏者 4 人、オショ奏者 1 人、ンゴマ奏者 1 人で構成

される。彼らはリンガ村周辺で開催される宗教儀礼に呼ばれてンビラの演奏をおこなうと

ともに、2004 年には大手レコード会社のグランマ・レコード（Gramma）から“Tochema nani?”

というアルバムをリリースした。したがって、彼らは宗教的目的と商業的目的の両方でン

ビラを演奏している。彼らの得意とする曲のひとつが「神殿」（Zangara）という曲である。

神殿とは、偉大な霊媒師のために建設される大きな建物のことである。この曲の原曲はン
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ビラの伝統曲のネマムサーサであるが、マンダレンダーレ・ンビラバイブスの自作の歌詞

がつけられ、「神殿」という題名で呼ばれている。この歌はキリスト教化のすすむリンガ村

において、伝統的な霊信仰の大切さを訴える歌である。歌詞はほぼ完全に固定化されてい

る。ネマムサーサの曲の本来の意味である、開拓や新しい出発という内容は歌詞の中には

出てこない。歌は呼唱答唱形式で歌われる。この歌は伝統的な歌ではないので、初めて聞

く聴衆にとっては聞きなれない歌である。聴衆は繰り返し歌を聞いて歌詞を記憶したとこ

ろで答唱に参加して歌を歌う。 

 

呼 Bira guru rakabikwa kwamambo 王によって開催された大祭 

答 Enda unotora mbira, utore makano tiende 

kuZangara, mwanangu wee 

ンビラをもって、儀礼用斧を手にとって、さあ

神殿に行こう 

呼 Tigotamba nevakaenda kare 私達は先人達とともに踊るだろう 

答 Enda unotora mbira, utore makano tiende 

kuZangara, mwanangu wee 

ンビラをもって、儀礼用斧を手にとって、さあ

神殿に行こう 

呼 Zita rangu ndini Tafirinyika 私の名前はタフィレニカ（祖国に命をささげる

もの） 

答 Enda unotora mbira, utore makano tiende 

kuZangara, mwanangu wee 

ンビラをもって、儀礼用斧を手にとって、さあ

神殿に行こう 

呼 Mambo wedu tinomutendawo 私達の王に感謝します 

答 Zuva guru ranhasi, zuva guru ra nhasi, zuva 

guru ranhasi 

今日は偉大な日、今日は偉大の日、今日は偉大

な日 

呼 Mambo wedu tinomutendawo, mambo wedu 

tinomutendawo 

私達の王に感謝します 

答 Zuva guru ranhasi, zuva guru ra nhasi, 

patsika dzedu 

今日は偉大な日、今日は偉大の日、私達の伝統

文化にとっての 

（筆者訳） 

 

マンダレンダーレ・ンビラバイブスは、別のンビラの伝統曲にも「ワンゴワ・ムガリロ」

（Wangova Mugariro）という独自の詞をつけた。原曲はンビラの伝統曲であるが、歌詞はこ

のグループのオリジナルである。この歌は、呼唱答唱形式で歌われる。呼唱者は独自の作

詞による固定化した詞と即興の詞をおりまぜて歌う。答唱者はそれに対し、決まり文句の



160 

「ワンゴワ・ムガリロ」（人生は、そうあるべきだ）を歌い返す。2005 年、この歌は村で評

判になった。宗教儀礼や娯楽の場に彼らが登場すると、参加者はみな「ワンゴワ・ムガリ

ロ」の演奏をリクエストし、合唱するようになった。この歌は祖先を賞賛する歌である。

呼唱者は、演奏の場に居合わせた人物の名を歌詞に取り入れて賞賛するなど、即興を織り

交ぜて歌う。 

  

呼 Zvakatanga nevakuru vakasiya 

zvakadaro 

すべては祖先から始まり、祖先によって伝え

られてきた 

答 Wangova mugariro, wangova mugairo それが人生だ、それが私達のしきたりだ 

呼 Pasipamire ari kupiko, atipawo damba 

rimwe chete 

偉大な霊媒師パシパミレはどこにいるのか、

彼はわれわれにダンバの実をくれた 

答 Wangova mugariro, wangova mugairo それが人生だ、それが私達のしきたりだ 

呼 Birinaganire ari kupiko, atipawo mvura 

yekunwa 

偉大な精霊ビリナガニレはどこにいるのか、

彼女はわれわれに飲み水をくれた 

答 Wangova mugariro, wangova mugairo それが人生だ、それが私達のしきたりだ 

呼 Gwenyambira svika nepapapa, utiitewo 

makorokoto 

ンビラ奏者よ、ここにきて祝ってくれ 

答 Wangova mugariro, wangova mugairo それが人生だ、それが私達のしきたりだ 

呼 Musha rudzii wakadaro, usina vakuru 

usina matare 

年長者がおらず、首長の寄り合いもない故郷

なんてあるはずがない 

答 Wangova mugariro, wangova mugairo それが人生だ、それが私達のしきたりだ 

 （筆者訳） 

 

固定化した伝統的な歌詞は意味が曖昧で、その意味を理解することが困難である。ただ

し、そのような歌詞の多くは祖先や霊と人間とのつながりを暗示している。その例として

ンビラの伝統曲に「ブカティエンデ」（Bhukatiende：起き上がってさあ行こう）という曲が

ある。この曲では「荒野（森）が私に重くのしかかる」（randiremera sango）という歌詞と、

「他の人々がどこへ行ってしまったのか、おしえてくれ」（ndiwudzeiwo kuvakaenda vamwe）

という歌詞が繰り返される。この歌は 2 通りの解釈ができる。 

「起き上がってさあ行こう」には「荒野」という言葉で象徴される歌い手の孤独で困難

な状況と、困難に陥った人物が「他の人々」に救済を乞う姿が表現されている。「他の人々
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はどこへ行ってしまったのか、おしえてくれ」という歌詞は、自分が一人どこかへ取り残

されてしまった状況を表現している。「他の人が行ってしまった場所」とは、人がこの世を

去って旅立ったあの世のことである。つまり、歌い手は友人や家族に先立たれ、その孤独

に苦しんでいる。「立ち上がっていきましょう、彼らが行った場所へ」という歌詞はすなわ

ち、「霊界の助けを借りよう」と解釈できる。 

もうひとつの解釈は前述の「起き上がっていこう」に関する言い伝えである。その言い

伝えとは、はるか昔、人々のもとへ鳥が舞い降り、「敵が来るから起き上がっていきなさい」

と告げた、という物語である。「鳥が飛んできて・・・」という細かい物語が歌詞にあらわ

れるわけではないが、伝統的な歌詞は曲に付随する物語とある程度の内容一致が見られる。 

呼唱者は伝統的な歌詞と、即興的な歌詞を織り交ぜて歌う。答唱者はそれに対して「荒

野が私を苦しめる」という歌詞を繰り返す。 

 

Bhukatiende（起き上がって、さあいこう） 

＜呼唱者＞  

Sango sango here amai 荒野、荒野ですか、お母さん 

Sango randiremera 荒野が私に重くのしかかる 

Mukaitiende kuvakaenda vamwe 立ち上がっていきましょう、彼らが行った場所へ 

Ndiwudzeiwo kuvakaenda vamwe 教えてくれ、彼らはどこへ行ったのか 

Baba randiremera お父さん、荒野が俺に重くのしかかる 

Ndakarota amai varoyi 私の夢に邪術師があらわれた 

Vakafamba nezizi mutswanda あいつはかごにふくろうを入れて歩いてた19 

  

＜答唱者＞  

Randiremera sango 荒野が私を苦しめる 

（筆者訳） 

 

 歌詞をともなわない歌唱法には、マオニェラ（mahonyera；低い声）とウロ（huro：のど）

の二唱法がある。これらの唱法はンビラの旋律や、ンビラの音の和音を声で真似るような

歌唱法である。マオニェラ唱法は「エヤエヤエヤ」、「アイアイアイ」、「ホンデホンデ」な

どの表現でンビラの音を模倣する歌唱法である。ウロも同じようにンビラの音を模倣する

                                                  
19 「ふくろう」は邪術師の象徴である。 
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のであるが、こちらの歌唱法ではこぶしやヨーデルのような裏声を混ぜた方法で歌われる。

たとえば「アイェーイェーイェー」と歌われるとき、ウロ唱法では「イ」の部分だけが裏

声になる。詩的な歌詞には言葉とリズム、メロディを一致させるという高度な能力が必要

になるが、マオニェラには言葉が必要ない。したがって、マオニェラとウロはンビラの音

楽に詳しくない聴衆でも歌うことができる。 
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第 9 章 ショナ族のムズィム信仰とその儀礼 

 

 ショナ社会では八百万の霊的存在が信仰されている。世の中に発生する幸や不幸はこれ

らの霊によって引き起こされていると説明される。したがって、人々は幸福の持続や不幸

からの救済を霊に対して祈る。霊の中には人間に憑依するものもある。霊媒師は人々に不

幸の原因を伝えたり、病気の治療をおこなう。 

 本章では、ショナ族の霊概念、霊媒師、雨乞い儀礼の分析を通じて、ショナ社会基層宗

教文化における政治、宗教、音楽の複合構造を明らかにする。 

 

9.1 ショナ族のムズィム信仰 

「ムズィム」（mudzimu, pl; vadzimu, midzimu）とは「闇の国にいるもの」（ari kunyika 

dzimu）である1。ショナの人々が「ムズィム」という場合、広義においては人間に憑依す

るあらゆる霊を指す。狭義においては人間に憑依する霊の中でも特に祖霊のことをさす。

ショナ社会では世の中に起こるあらゆる事象の背景にムズィムの見えざる力が関係すると

考えられている。 

 

霊の世界と肉体の世界 

ショナ族は人間が生きる世界のほかに、霊の世界があると考える。ショナ語で霊界をさ

す三つの言葉がある。一つ目は「メポ」（mhepo, pl;mhepo）である。「メポ」という言葉に

は「空気」、「風」という意味がある。つまり、「メポ」とは人間の目には見えないが感じら

れる世界のことである。二つ目の言葉は「ニカ・ズィム」（nyika dzimu）である。ニカ・

ズィムとは「闇の国」という意味である。暗闇に入ると、人間には何も見えない。メポと

同じように闇というのも人間の目には見えない世界のことである。そして三つ目の概念は

「デンガ」（denga）である。「デンガ」とは「上」あるいは「天」という意味である。デン

ガは上や天を指す言葉であるが、必ずしも上空をさすわけではない。地に対しての天であ

るから、これは、空気を意味するメポと同様の概念である。これら三概念はどれも同じ世

界のことを指しており、英語で heavenや paradiseと訳される。メポ界は聖なる世界（inoera）

であると考えられている。 

                                                  
1 “dzimu”ということばは、「火を消す」や「灯りを消す」という意味の動詞“-dzima”から派生したものと

考えられる。「ムズィム」はバントゥ系諸民族に広く分布する概念である。たとえば「ムズィム」は祖先の

霊を指す言葉として、ショナ、スワヒリ、チェワ、マラウィ、トンガ、カグル、ザラモなどの民族集団に

みられる（吉田 1992、Brain1973、Gelfand1959 ほか）。 



164 

メポの世界に存在するものは実体のない霊的存在である。「霊」とはなにか。ショナ語に

は実体のない霊的存在を表す四つの言葉がある。一つ目は「メポ」である。これは霊の世

界（空気界、風界）そのものをさす言葉であるが、同時に霊界にいる個々の存在のことも

「メポ」（空気霊、風霊）と呼ばれる。メポは不可視、不可触の性質の性質を指す言葉であ

る。二つ目の言葉は「アリ・クメポ」（ari kumhepo）である。これは「メポ界にいる者」

という意味である。三つ目は「ムズィム」（mudzimu）である。すでに述べたとおり、ムズ

ィムとは「闇の国にいるもの」という意味である。「闇の国」とは人間がいくことのできな

い霊の世界であるが、生きている人間は誰しもムズィムを持っているともいわれる。その

場合、「ムズィム」という言葉は肉体を動かす「魂」と解釈される。「ムズィム」という言

葉には、霊という意味と、魂という意味がある。霊的存在を指す四つ目の概念が「ムエヤ」

（mweya）である。「ムエヤ」とは「息」、「魂」、「霊」、「空気」を指す言葉である。「ムエ

ヤ」は「メポ」に近い言葉であるが、ムエヤは世界を指す言葉ではない。これらの概念は

非常に曖昧であり、ショナ族でも明確に定義することは難しい。 

一方人間の住む世界は「パシ」（pasi）と呼ばれる。パシとは「地」や「下」や「低価値」

という意味である。この世界は肉体（nyama）をもつものの世界である。したがって、人

間や動物の世界である。この世界は穢れた世界（pakasviba）と考えられている。 

メポ界とパシ界の中間に位置するのが「サンゴ（sango）」である。「サンゴ」とは「森」

や「荒野」などの人間が普段あまり立ち入らない区域のことを指す。サンゴには動物や人

間のほかに、家族に見捨てられた、未浄化の霊（ngozi）がいると考えられている。サンゴ

もまた不浄の世界と考えられている。 

人間や動物の死は、肉体の死である。死後、肉体は朽ちても、その魂は残る。人間の霊

は浄化の儀礼を経てメポ界へ移住する。浄化の儀礼を経ない霊は、パシ界から分離されず、

また、メポ界へも入れない。このような霊がさまよう世界のことをサンゴ（森、荒野）と

いう。日本では成仏できない死者の霊が出現する幽霊譚が知られている。それと同じよう

に、ショナ社会にも幽霊譚があり、現在も語られる。幽霊はショナ語で「チポコ」（chipoko, 

pl; zvipoko）と呼ばれる。今から数十年前、ハラレのマチピサという町に、ペギー（Peggy）

という名前の女性の幽霊が出没した。彼女は美人だったそうだ。見た目は人間と何の違い

もなかった。彼女は夜に飲み屋に来ては、男と話していた。彼女は夜が深まると、気に入

った男性に、「うちに来ない？」といった。男は車に彼女を乗せた。そして隣に座った彼女

の指示どおりに車を走らせた。「ついたわ」というので、彼女を見ると彼女はもういなかっ

た。ドアを開けるとそこは町外れの墓地の真ん中だった。 
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表 9-1 ショナ族の世界認識とその住人 

世界 状態 存在者 

メポ界 
mhepo：空気/霊 

nyika dzimu：闇の国 
denga：上/天 

浄 
(-chena)

霊 

ari kumhepo：メポの人 
mhepo：風、空気、霊 
mudzimu：闇の人 
mweya：息、魂、風 

サンゴ界 sango：森/荒野 不浄 
(-sviba)

未浄化霊
動物 
人間 

ngozi ? 
mhuka 
munhu パシ界 pasi：下/地 

 

霊の種類 

 メポ界には、八百万の霊がいる。これらは人間に憑依し、治療などの特殊能力を発揮す

ることがある。人々は人間に降りた霊に、その名前、霊の種類、そして、人間を憑依した

目的をたずねる。霊、あるいは、霊媒師はその性質と能力によって 3 分類される。 

 

（１）天空神霊（mhepo） 

 も崇高な霊と考えられているのがメポ（mhepo：「風」または「空気」）と呼ばれる霊

である。メポの正体は、かつて人間や動物として、この世に生きたことのない存在である。

人間界ではなく、天（denga）あるいは空気（mhepo）に起源を持つ崇高な霊であることか

ら、本章ではこれらの霊を天空神霊と呼ぶことにする。 

天空神霊は人間に憑依するものとしないものの二種類に分かれる。天空神霊のうち、人

間に憑依しないものは一つしかない。それは、「人間の創造者」（Musikavanhu）と呼ばれ

る霊である（以下「創造者」とよぶ）。創造者は全能且つ唯一の存在であり、英語では神（God）

と訳される。ただし創造者と同一の全能霊をさす言葉がそのほかにもある。ジンバブエ全

体で神を指す言葉として も一般的に用いられている言葉はムワリ（Mwari）という言葉

である。Daneelはムワリという言葉がキリマンジャロ地方の農耕神に由来するという説を

唱えた。Daneelによると、ムワリという名は、タンザニアから現在のジンバブエに移動し

てきたンビレ（Mbire）という部族とともにジンバブエにもたらされた。彼らの起源地であ

るキリマンジャロ付近では、「ムアリ」（Muali）という言葉が「種播く人」という意味で

至高神を指す言葉として使用されている（Daneel 1971:81）。ンビレとはショナ族の中の一

氏族であるサル氏族の祖先である。筆者はジンバブエ各地でムワリという言葉の意味を尋

ねたが、Daneelの説に相当する説や、その他の適切な説明を聞いたことがない。ムワリとい

う言葉は聖書のGodの訳語として用いられたことからジンバブエ中に広まったが、もともと

はジンバブエ南部のショナ語（カランガ方言）であったといわれている。全能霊をさすそ
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の他の名称に「天の人」（Nyadenga）、「雨の人」（Nyamvura）などがある。創造者のこと

を本章では天空心霊の中の天空神と呼ぶことにする。 

 創造者は、この世の全てを支配する。自然災害や病気などは全て神の意思（kuda 

kwaMusikavanhu）によるものだと考えられている。人の死、誕生、幸運、不運は全て神

の支配するものである。したがって、人々が不幸からの救済を乞う相手は、創造者となっ

てもおかしくはない。ところが、人々の直接の崇拝対象となるのは、創造者の下位に属す

る霊である。ショナの人々によれば、創造者の存在は偉大であり、人々が直接神に語りか

けることはできない。創造者に直接接触できるのは霊的存在のみである。したがって、人々

が神に祈りを届けたければ、人間に憑依する下位の霊に祈りを託さなければならない。下

位の霊は人間の祈りを順番に上位霊に伝達する。そして 終的に創造者に祈りが伝達され

る。 

天空神霊の中で人間に憑依するもの、すなわち、創造者以外の霊ことを、天空霊と呼ぶ

ことにする。天空霊は特定の人間を憑依し、その人物に予知能力、雨を降らせる能力、病

気治療能力、戦闘能力などの特殊な能力をあたえる。天空霊の例として 19 世紀前半にパシ

パミレという男性に憑依したチャミヌカ（Chaminuka）、19 世紀末にチャルウェという女

性を憑依したネハンダ（Nehanda）、現在ニャンドーロ地域の女性に憑依しているビリナガ

ニレ（Birinaganyire）などがある。チャミヌカには予言者としてあるいは、強力な戦士と

しての逸話がある。ハラレの南東に位置するチトゥンギーザという場所には、チャミヌカ

が槍を貫通させた巨岩が残っているといわれている。また、チャミヌカはヨーロッパ人に

よるジンバブエ侵略を予知したといわれている。チャミヌカの霊媒師であったパシパミレ

の孫、ルケン・パシパミレ氏によれば、チャミヌカの霊媒師は 19 世紀前半にンデベレ族と

の武力衝突で自ら命を絶った。チャミヌカは強力な力を持っており、だれもチャミヌカを

殺すことはできなかった。しかし、彼はンデベレとショナの争いによる犠牲者の増加を止

めるため、自ら死を選んだ。彼はンデベレの少年に槍を持たせ、そのやりに自ら突かれて

命を絶った。チャミヌカが 後に言い残したことは、「武力衝突はこれで終わるが、ンデベ

レ族地域には干ばつが起こるだろう」ということであった。現在ジンバブエ南西部のンデ

ベレ族地域で降水量が少ないのは、ンデベレがチャミヌカを殺したからだと言われている。

もうひとつの天空霊ネハンダは 1896－97 年に勃発したヨーロッパ人入植への抵抗闘争を

率いたことで知られる。ネハンダはジンバブエ独立の英雄として、現在も国家的にたたえ

られている。ニャンドーロ地域の天空霊ビリナガニレは、代々ニャンドーロ氏族女性を憑

依してきた。ビリナガニレは雨を降らせる能力、病気治療の能力、不幸から人々を守る能
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力を持つと考えられている。また、ビリナガニレはニャンドーロ氏族首長の任命権を認め

られていたり、慣習法を行使して裁判や地域の問題解決をおこなったりする。ビリナガニ

レについては第 9 章で詳しく論じる。 

以上のように、 も崇高な霊とされている天空神霊には二種類の霊がある。一つは全能

の創造者、もう一つは全能ではないが人間を憑依する天空霊である。創造者は人々の直接

的崇拝対象にならないにもかかわらず、その存在が意識されている。この理由は、人々の

直接的崇拝対象である天空霊、あるいは、その霊媒師が全能ではないからだと考えられる。

つまり、全能の創造者の存在は天空霊や霊媒師の不完全性を説明するものである。 

 

（２） 祖霊（mudzimu） 

 祖霊は「ムズィム」と呼ばれる。「ムズィム」とは「闇の人」という意味であり、広義に

は人間を憑依するあらゆる霊を指す。しかし、狭義にはムズィムは祖霊を指す。例えば、

ニャンドーロ氏族が崇拝する 高位霊のビリナガニレのことを人々はムズィムと呼ぶ。し

かし、他の霊的存在との関係において、ビリナガニレはムズィムではなくメポ（天空霊）

であるといわれる。厳密には「ムズィム」は人間に起源をもつ祖霊を指す言葉である。ム

ズィムには三つの階層がある。 

 ムズィムの中で も高位にあるのは「モンドーロ」（mhondoro, pl; mhondoro）と呼ばれ

る霊である。モンドーロ霊の正体は、歴代の氏族首長の霊である。「モンドーロ」という言

葉の本質的な意味は「恐ろしいもの」という意味である。たとえば、「サッカーのモンドー

ロ」といえば、それは「恐ろしいほどサッカーのうまい人」という意味になる。また、「モ

ンドーロ」は動物のライオンを指す言葉でもある。ライオンは獰猛で恐ろしい動物、首長

霊は雨を降らせるという恐ろしい力を持った霊という意味である。モンドーロ霊の昼間の

姿が動物のライオンであるという説明をする人もいる2。ここでは歴代氏族首長霊のことを

ライオン霊と呼ぶことにする。 

 ライオン霊には、雨乞いの力、治療の力、慣習法によって地域の問題を裁く力、そして

人々の祈りを天空神霊に伝達する力を持っている。ジンバブエ北部ムサーナ地域の霊媒師

に憑依するライオン霊は、嗅ぎタバコによって病気治療をおこない、また地域住民のあら

ゆる相談に応じている。この霊の霊媒師は女性であった。彼女は彼女が所属するサル氏族

                                                  
2 「モンドーロ」という言葉がどのような霊を指すかについては、ジンバブエの各地域によって異なって

いる。例えば、ジンバブエ南部のマシンゴのある霊媒師は、人間に憑依する霊の中で も偉大な霊がモン

ドーロで、その下位に風霊が位置するという。また、北東部のニャマパンダではあらゆる死者の霊がモン

ドーロと呼ばれている。また筆者が風霊に分類したネハンダやチャミヌカは、モンドーロに分類されてい

ることもおおい。 
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の元首長の霊に憑依された。彼女の影響力は、ムサーナの村落とサル氏族全体に及ぶ。東

部のムレワ地域の男性に憑依するムサニャンゲというライオン霊は、ニャンドーロ氏族の

初代首長であった。彼は様々な薬（mushonga, pl;mishonga）を用いて病気治療や厄除けな

どをおこなう。また、日常生活の問題について相談された場合、ムサニャンゲはそれぞれ

の相談者に対して慣習法（mutemo, pl; mitemo）を説明し、それに従わせる。ムサニャン

ゲは古代のショナ語を話すため、一般人は彼の言葉を理解することができない。ムサニャ

ンゲには所定の通訳者（nyamai）がおり、彼が通訳や身の回りの世話をおこなう。彼の力

もまた、村落だけでなく、遠く離れたニャンドーロ氏族の人々にまで及ぶ。 

元首長以外の祖霊で、今生きている世代の人間から三世代以上をさかのぼる祖霊は「タ

テグル」（tateguru, pl; madzitateguru）と呼ばれる。「タテグル」とは「大祖霊」という意

味である。人々は二世代前の祖先まではその名前を覚えているが、それ以上の世代の祖先

の名前を覚えていることはほとんどない。したがって、自らが属するリネージの霊の多く

は大祖霊と呼ばれる。大祖霊は家族の守護霊である。霊媒師を憑依せずとも、人々はこと

あるごとに大祖霊に対して祈る。たとえば葬儀には、死者の大祖先に対して、「あなたの子

孫がそちらの世界へ向かいます」などという祈り文句が唱えられる。霊媒師が大祖霊に憑

依されれば、助言や薬と嗅ぎタバコを用いた治療をおこなう。ただし、彼らには氏族全体

や周辺地域全体に影響を与えるほどの力がない。家族霊ということができる。 

大祖霊の下位には祖父霊（sekuru）と祖母霊（ambuya）がある。彼らが霊媒師に憑依す

ると、霊媒師は大祖霊の霊媒師と同じように治療や助言をおこなう。祖父霊は特に現世代

の人々と も近い世代の霊として、家族を守護していると考えられている。人々が創造者

に対して救済を乞うとき、まずは父または祖父の霊に祈りがささげられ、その後順番に大

祖霊、ライオン霊、天空霊に祈りがささげられる。多くの場合は「さらに上位の霊にわれ

われの祈りをお伝えください」（Moudzanaudzana kumberi.）という言葉で、個々の霊へ

の祈りは省略される。たとえ天空霊の霊媒師が目の前にいたとしても、近親の祖霊を通り

越して祈りを上位霊に届けることはできない。 

 

（３）能力霊（shavi） 

後に「シャウィ」（shavi, pl.;mashavi）という霊がある。このカテゴリーには動物や想

像上の生物、そして、ヨーロッパ人の霊などが入る。これらの霊は憑依することなしに人

間に能力を与える場合と、人間に憑依することで人間に特殊な能力を授ける場合とがある。

Shavi という言葉は-shava（『食料を獲得する、生計を立てる、はたらく』）という動詞に由 
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来すると考えられる。人が生計を立てるためにはある種の才能、能力（chipo: gift）が必要

だ。シャウィはその能力そのものだと考えられている。したがって、この霊のことを能力

霊と呼ぶことにする。狩猟、芸術、商業に長けた人物には強い能力霊がついていると考え

られている。才能としての能力霊をもっている人物は、その才能を生かしてカネを稼ぎ、

そして能力霊への感謝の儀礼を開かなければならない。才能を出し惜しみしたり、ただ働

表 9-2 霊の分類 

霊分類 
（ショナ語） 

性質 霊の固有名 憑依 

天空神霊 
空気霊 
mhepo 

(pl. mhepo) 

天空神 

Musikavanhu 
Mwari 
Nyadenga 
Nyamvura 

人間の創造者 
種まく人 
天人 
雨人 

× 

天空霊 

Chaminuka 
Nehanda 
Birinaganyire 
Chitsachegore など 

意味不詳 
意味不詳 
ビリとガニレ 
雲の根 

○ 

祖霊 

ライオン霊 
mhondoro 

(pl. mhondoro) 
氏族霊 

Musanyange 
Chigonga 
Machengo など 

静かに歩かない 
意味不詳 
意味不詳 

○ 

大祖霊 
tateguru 

(pl. madzitateguru) 
家族霊 

Kaseke 
Muzanenhamo 
Gandidzanwa など 

セケ氏族の人 
意味不詳 
意味不詳 

○ 

その他 
能力霊 
shavi 

(pl. mashavi) 

動物霊 
外国人霊 
未浄化霊 

Shovanepasi 
Ambuya Maria など 

意味不詳 
マリアばあさん 

○/×

 

表 9-3 霊の役割 

霊分類 性質 憑依

役割 

影響力 上位

霊 

伝達

治療
雨乞

い 

慣習

法制

定 

首長

任命

空気霊 
天空

神霊 

全能神 × 全能 地球 

天空霊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域 

ライオン霊 
祖霊 

氏族霊 ○ ○ ○ ○ ○ × 氏族/地域 

大祖霊 家族霊 ○ ○ ○ △ × × 家族/地域 

能力霊 
その

他 

動物霊 

外国人霊 

未浄化祖霊 

○/× × ○ × × × 個人/地域 
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きをしたり、才能に対する感謝の儀礼を拒否したりすると、その人物から能力霊が逃げる

といわれている。ただし、能力霊は有益なものばかりではない。人殺しや盗みの能力霊も

いる。 

能力霊の例として、サル（tsoko）、蛇（nyoka）などの動物霊、人魚（njuzu）など想像

上の生物、そして、ヨーロッパ人（murungu）がある。これらの霊に共通していることは、

いずれも氏族名ムトゥポを持たないという点である。ムトゥポはショナの人々が人間同士

の関係を知るために不可欠の要素である。人間であるはずのヨーロッパ人の霊が祖霊では

なくシャウィに分類されるということは、文化的にはヨーロッパ人は人間ではないという

ことを示す。人間であることは、ムトゥポを持つことであり、ムトゥポを持つということ

は、ショナの人々と親族関係を持つということである。ヨーロッパ人は皮膚の色がアフリ

カ人と異なるから霊がシャウィに分類されるというわけではない。黒人の中にはアルビノ

の人もいるが、彼らの霊は祖霊のカテゴリーに含まれる。また、シャウィの中には未浄化

の祖霊が含まれることがある。これらの霊は人間に悪影響をきたすことから悪霊（ngozi）

と呼ばれることもある。しかし、これらの霊は清められれば祖霊として親族の守護霊とな

る。したがって、未浄化の霊を能力霊とするか、祖霊とするかはショナの人々の間でも意

見の分かれるところである。 

蛇と人魚の霊は憑依を通じて霊媒師に治療の能力を与える。リンガ村近郊に住むある女

性は、人魚のマシャウィ（シャウィの複数形）を持つ霊媒師として、毎週治療儀礼を開い

ている。この女性は 1980 年代に川で人魚にさらわれて消息不明となった。しかし、それか

ら数年後、女性は突然村に現れた。村に戻ったとき、女性には人魚の霊が宿っており、儀

礼を開くと人魚霊に憑依されて人々を治療した。筆者は2011年にこの女性の儀礼を訪れた。

女性は人魚に憑依されているため、しきりに顔を水でぬらしていた。そして流暢な英語で

話した。人々は人魚は海で死んだヨーロッパ人の霊だといった。したがって彼女が英語を

話したのは当然のことであった。彼女は日本で起きた東日本大震災のことを詳しく知って

おり、津波で被害を受けたその現場を見に行ったと言った。おそらく人魚の霊が海を泳い

で日本まで来たということであろう。農村部のアフリカ人がラジオやテレビで日本の情報

を知っていることは珍しくはないが、このような情報を突然告げられると、やはりその神

秘性に驚かされる。 

また、ハラレの東数十キロのアクチュラスという地域では、ショナ人の霊とヨーロッパ

人の霊の間に生まれた大祖霊がある女性霊媒師に憑依した。この大祖霊は人々の悩み事に

対して助言を授ける。しかし、自分の手に負えない問題になると、その母親の霊（ヨーロ
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ッパ人能力霊）に語り掛け、母親の霊から助言を授かる。2013 年にこの儀礼に参加したあ

る日本人女性は、この霊媒師に「彼氏と結婚したいが、なかなかプロポーズをもらえない」

と相談した。すると霊媒師は大祖霊の母親である能力霊に助言を乞うた。霊媒師はしばら

く独り言のようにショナ語でも英語でもない言語を話し、メポ界の母親霊と会話した。会

話が終了すると、霊媒師は日本人女性に「いまマリアお婆さん（母親の能力霊のこと）に

相談したら、彼女が日本に行って、彼氏に話をつけてくれたからもう大丈夫」と言った。

日本人女性は、日本に帰国後、彼氏に何か変わったことがなかったかを尋ねた。すると彼

は「夢に君が出てきて、別れを切り出された」と言った。それから数ヵ月後、彼らは無事

結婚することができた。偶然か必然か、このような出来事を通してジンバブエの霊媒師た

ちは人々の信仰を集める。霊媒師は女性に対し、さらに相談が必要な場合はマリアおばあ

さんのための儀礼を開くよう言った。マリアおばあさんのための儀礼には、供物としてワ

インとビスケットが必要だと述べた。なぜならマリアお婆さんは西洋人の霊だからだ。 

能力霊は創造者へとつながる祈りの伝達経路には入らない。また、地域の問題を慣習法

によって裁く力や首長を任命する権限はない。その代わりに個人個人の悩みや病気を解決

する。個人の悩みは家族、地域の問題であるから、能力霊の影響力は地域や氏族にも影響

力があるが、家族や地域の守護霊としての役割はない。 

 

9.2 霊媒師の地域的承認―霊媒師誕生儀礼 

天空霊、ライオン霊、大祖霊、祖父母霊、能力霊は人間に憑依する。「憑依」はショナ語

で kusvikirwa もしくは kupoterwa という。これらはいずれも「（～の場所に）つく」

（kusvikira, kupotera）という動詞の受動態である。そここから派生して、霊媒師は「つ

かれるもの」（シキロ：svikiro, pl;masvikiro）と呼ばれる。霊媒師を指すもうひとつの言

葉は「ホームウェ」（homwe, pl; homwe）である。「ホームウェ」は「ポケット」という意

味である。たとえばズボンのポケットはホームウェである。実体のない存在としてのメポ

は見ることもつかむこともできない。しかし、風船のような容器に入ることで、空気の存

在を確認することができるように、霊は霊媒師というポケットに入ることで姿や声を獲得

する。 

 

憑依－人間性の転換 

霊に憑依されると霊媒師本人の意識はなくなり、別の人間性（unhu）が霊媒師の体を支

配する。多くの場合、憑依が起こると、もとの人間のムズィム（魂）はその体を抜け出し
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て、そのすぐそばにとどまるといわれる。そして別のムズィムが一時的に霊媒師の体を支

配する。ただし、天空霊のような高位に位置する霊の場合、憑霊の様式が他の霊の場合と

は異なるといわれている。たとえばニャンドーロ地域の天空霊ビリナガニレの霊媒師の側

近は、ビリナガニレは霊媒師の体に入り込んでその体を支配するのではなく、霊媒師を捕

えている（kubata）。したがって、霊媒師の意識は失われない。しかし、ビリナガニレに常

に捕らえられている状態であることから、その霊媒師は儀礼以外の日常生活においても、

ビリナガニレと同一視されている。天空霊の霊媒師は霊媒師というよりはむしろ預言者と

いうほうが正しいかもしれない。ただし、霊媒師が始めて天空霊に憑依されたときは、意

識をなくして倒れる。天空霊霊媒師の中には、儀礼開催のたびに身を震わせ、霊の憑入の

瞬間を表す者もある。したがって、天空霊の場合は、預言者としての性格と、霊媒師とし

ての性格を併せ持っていると考えることができる。 

憑依の瞬間をもって、霊媒師の声、表情、言葉は一変する。男性霊が降りた場合、女性

霊媒師の声は低くなる。表情も険しくなり、振舞いが男らしくなる。霊媒師は現代的な洋

服を拒んで脱ぎ捨てて裸になるか、もしくは、布をまとう。多くの場合、霊媒師は信者た

ちに棍棒や杖、槍などの武器を持ってこさせ、それを身につける。この姿は、戦いあるい

は狩猟の服装であるといわれている。 

 

霊媒師の特殊能力 

憑霊によって霊媒師の言葉も変わる。祖霊であれば、その霊が人間として生きていた時

代の古いショナ語を話す。もし霊媒師が英語交じり、もしくは、スラング交じりのショナ

語を話せば、憑依は偽装であるとみなされる。その言葉があまりに古い場合、そして異民

族の霊が降りた場合、霊媒師には通訳者（muturikiri, mutapi, munyai）が必要となる。通

訳者は霊媒師によって指名される。通訳者の中には霊媒氏との会話によってその言葉を学

ぶものと、何の訓練もなしにその言葉を理解できるものがいる。たとえばチオタ氏族のあ

る男性は、クンダ族祖霊の通訳者を担当したことがある。クンダ族はジンバブエの北の国

境からモザンビークにかけて分布する民族である。クンダ族の霊があるショナ族霊媒師に

降りた。通訳者はクンダ語を話すことはできないが、なぜかその言葉を理解できたそうだ。

その理由を彼は、チオタ氏族の歴史にあると説明した。チオタ氏族はかつてモザンビーク

に住んでいた。モザンビークで発生した武力衝突を理由にジンバブエに移住したという口

頭伝承がある。通訳者の話によれば、彼の氏族にはモザンビークの記憶が刻まれており、

そのためにクンダ語が理解できた。チオタ氏族の男性は、なんとなく理解できた霊媒師の
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言葉を、現代ショナ語で人々に伝えた。もし彼が訳を間違えると、霊媒師がそのつど間違

いを訂正させた。通訳者は霊媒師の参謀として儀礼で重要な役割を果たす。 

憑依が起こると霊媒師には特別な能力が備わる。その能力には治癒能力（kurapa）、雨降

を降らせる能力（kunayisa mvura）、予知能力（kufembera）がある。このような能力や、

非日常的な言語は人々に畏敬の念を抱かせる。したがって霊媒師は神聖なもの（mudzimu 

unoera）として人々からあがめられる。 

人はいつどこで霊に憑依されるかわからない。しかし、多くの場合、憑依にはいくつか

の兆候がある。たとえば、しゃっくりがやまない、原因不明の体調不良が続く、突然聞き

なれない言語を話す、などである。このような兆候が出た場合、その人物を含む親族は霊

媒師誕生儀礼（kugadzira mudzimu）を開く。人間は自分の意思で降霊させることはでき

ないと考えられている。ただし、憑依儀礼を見た事のある人物なら、憑霊を演じることが

できる。したがって、霊媒師誕生儀礼は、その人物が本当に憑依されているのか、それと

も、演技なのかを確かめる儀礼でもある。儀礼を通じて憑依の信憑性が疑われると、霊媒

師の誕生は認められない。儀礼には憑依の兆候が見られる人物とその親族、そして友人な

どが参加する。霊媒師は自らを霊媒師と規定することはできない。親族や友人を含む地域

の承認を経て初めて霊媒師となる。 

 

リンガ村における霊媒師誕生儀礼の過程 

リンガ村在住のある男性（マジ氏族）は親族が度重なる病気に見舞われていること、そ

して女性親族に憑霊の兆候があることから、2011 年 6 月、霊媒師誕生儀礼を開催した。こ

の儀礼の開催目的は、第一にマジ氏族男性親族一同に発生している病の解決であった。病

の解決方法は、病の原因を解明し、その原因となった問題を解決することであった。この

原因は霊的問題であると考えられた。なぜなら、親族が憑依の兆候を示したからである。

憑依の兆候は霊が人々に何かを伝えようとする意志だと解釈される。一家における病の連

続と憑依の兆候の同時発生は、霊が親族に対して病の原因を伝えようとしている証拠だと

考えられる。この原因は親族に霊の憑依が起こって初めて明らかになる。不幸の連続、そ

して、憑依の兆候がマジ氏族男性に霊媒師誕生儀礼の開催を決断させた。 

儀礼は二部で構成された。第一部は洗礼（kugeza mudzimu：魂を洗うこと）の儀礼であ

った。まず、マジ氏族の男性とその姉妹、そして、息子が呪医の薬草で清められた。続い

て憑依儀礼（dare, pl; matare）が開かれ、呪医に祖霊が憑依した。マジ氏族の男性は呪医

の祖霊に対し、霊を迎える第二部の儀礼への支援を求めた。第二部は清められた親族に、
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霊を迎える儀礼であった。第二部儀礼が開催されたのは第一部儀礼の一ヵ月後であった。

第二部の目的は、マジ氏族男性の親族に降りようとしている霊を迎え、不幸の原因を解明

するための儀礼であった。 

儀礼を主導した人物は、伝統薬に通じている女性呪医（n’anga）であった3。この呪医は

ゾウ氏族祖霊の霊媒師でもあった。マジ氏族男性は、母親がゾウ氏族であったため、彼に

とってゾウ氏族の全ての男女は親族になる。そこで彼はゾウ氏族の呪医に儀礼を任せた。

儀礼参加者はゾウ氏族男性とその二人の姉妹、息子、妻、遠戚の人々、そして、友人、ン

ビラ奏者であった。筆者はンビラ奏者としてこの儀礼に参加した。儀礼第一部は、清め準

備、浄め、祖霊との懇談、の三儀礼で構成された。 

 

＜儀礼第一部＞ 

① 清め準備 

儀礼第一部の洗礼は、親族を清めるための薬や道具などの準備によって始まった。呪医

は数種類の乾燥した植物片を砕き、粉末にして調合した。この薬は依頼者家族の体を清め

るものであった。次にマジ氏族男性が準備した二羽のニワトリが取り出された。一羽は白、

もう一羽は黒いニワトリであった。ニワトリも親族の清めに用いられた。呪医は穢れが移

されることになる黒いニワトリの足に黒い布を縛った。これらの準備が終わると、霊媒師

は木製の皿（diro）を取り出し、それに嗅ぎタバコの入った容器（nhekwe）と 25 ドルを

おき、祖先への祈りを準備した。参加者は祖先への敬意を示すため、靴と帽子を脱いだ。

そして、参加者は祖先に敬意を示すためのかしわ手（kuuchira）を打った。女性は高い声

を上げ、手や舌の動きでその声を振るわせた。この音はムルルと呼ばれるこえで、霊への

敬意を表す音である。呪医はかしわ手を打ちながら自身の属するゾウ（ニャンドーロ）氏

族の祖先に対して、清めの儀礼への支援をお願いした。 

 

Unendoro ニャンドーロ氏族の祖先よ 

Ndokumbrawo chikumbiro お願いがあります 

Vanoda kugedzwa ここに洗礼を受けたい人々がいます 

Takwenda kumvura これから私達は清めの儀礼のため、川へ向かい

                                                  
3 ショナ社会における伝統医 n’anga の定義は、「伝統薬によって治療する人」である。この人物が霊媒師

であるかどうかは関係ない。ただし、霊媒師が治療をおこなうことが多いため、霊媒師＝n’anga というイ

メージがある。霊媒師でなくとも、伝統薬に深い知識を持っている人物、薬を夢で見て覚える人物なども

n’anga と呼ばれる。 
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ます 

Motitungamirirawo われわれを（成功へ）お導きください 

Chuma chenyu ndicho hichi ここにあなたへのささげものがあります 

Chekugeza munhu wenyu mhuri 

yese yekwaShumba kwaMadzi 

kwa ○○ 

あなたのもとを頼ってきたライオン・マジ氏族

の○○家の皆を清めるためのささげものです 

Vasunungurewo ka vapwere vari 

kungodai vari kuchema 

彼らを、あなたの子どもたちを、解放し給え。

彼らはこのように救済をもとめています 

Kunhun’una mukati mekurarama 

kwavo, mukati meurwere 

彼らの人生には不幸と病があります 

Vanokumbira rubatsiro kwemuri 彼らはあなたに救いを求めています 

Pane vanenge vachishanyawo また、彼らを訪れようとしている（霊的な）も

のがあります 

Vasanyare vasunungurei 

vasekuru vabude 

それを解き放って、この世へ出してください 

Vakutaurawo zvavanoda そしてその霊が伝えようとしていることを話

させてください 

Hongu kaNyamasvisva （祖先の無言の返答を感じて） 

そうです、ゾウ氏族の祖先よ 

Kana kuine ari kuita 

zvezvikwambo kwakare 

Ndiye anenge akabata zvinzwa 

yake???, Nyamasvisva 

Itai zvamuri kuita… 

もし、大昔に呪い（ジクワンボ）をほどこした

人物がいたのなら、その人が???しているのか

もしれません 

ゾウ氏族の祖先よ、どうかこの問題を解決して

ください 

Moudzawo ka vana mushai???, 

moudza vana ambuya 

どうか???や偉大な女性の祖先たちにも、（私達

を支援してくれるよう）お伝えください 

Hurrrrrr ルルルルルルー（女性のムルル） 

（一部省略） 

② 浄め 

祈りを終えると、人々は近隣の川に向かった。男性と男性の息子は上半身裸になって、

川岸へ立った。男性の姉妹 3 名はそれぞれ布一枚を体に巻いて男性と息子の隣に並んだ。
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男性は黒いニワトリを胸の辺りに抱えた。呪医は川の水をプラスチックのバケツに汲み、

それに薬を混ぜた。儀礼用の杖（tsvimbo）で液体をかき混ぜ、牛の尻尾で作ったハタキの

ような呪具（muswe）をそれに浸した。呪医は呪具を使ってその液体を親族にかけた。す

ると、男性の息子が震えながら大きな声を発した。そして、「おまえ、このやろう」（iwe, iwe!）

と大声で叫びながら清めに抵抗した。これは男性の息子にとりついていた呪い（chikwambo）

もしくは悪霊（ngozi）が現れたことを示す。呪医は悪霊に「出て行け」（Ibva!）とののし

りながら、他の参加者は「私達が望むのはマジ氏族の守護霊だけ。呪いは持ち主のもとへ

帰れ！」と声を上げた。呪医は川の後方にある藪へと男性の息子を追いやった。息子は大

声を上げながら、暗闇の奥へと消えた。バケツの液体がなくなってしばらくすると、息子

は何食わぬ顔で戻ってきた。ここで呪医は男性が抱えていた黒いニワトリを取り、親族ひ

とりひとりの体にこすりつけた。これは、悪霊や呪いなどの穢れを、黒いニワトリに移す

儀礼である。親族の体を黒いニワトリで浄め終わると、ニワトリは藪に放たれた。呪医は

清めの前にニワトリの足に黒い布を縛った。これは誰かがこのニワトリを間違えて食べな

いようにするための印であった。呪医は次に白いニワトリを取り出し、黒いニワトリのと

きと同じように、ひとりひとりの体にこすりつけた。親族は白いニワトリによって清めら

れた。さっきまで大声を上げていた息子は、何もなかったかのような表情であった。清め

が終わると、一同は呪医の家へ戻った。 

 

③ 祖霊との懇談（dare） 

清めの儀礼終了後、呪医の家では、ゾウ氏族の祖霊との懇談「ダレ」（dare, pl;matare）

がおこなわれた。この懇談は、儀礼第二部の準備儀礼であった。儀礼はンビラの演奏とと

もに始まった。ンビラの演奏が始まって、数分たつと、呪医は次第に苦しそうな表情にな

り、体を小刻みに動かして「アハッ、アハッ」と息詰まるような声を上げた。呪医は彼女

の祖霊に憑依されようとしていた。すると、突然、呪医とは正反対の位置に座っていたマ

ジ氏族男性の息子が「アアアアアーーーッ」と大きな声を上げ、座ったままで首を激しく

上下に振った。そして立ち上がり、千鳥足で小屋の中を歩き回ろうとした。先ほど取り除

かれたはずの呪いが、まだ彼の体に残っていた。マジ氏族男性の友人の「捕まえろ！」と

いう声で周囲の男性が彼を捕まえて座らせると、青年は何もなかったかのように静かに座

った。丁度彼が落ち着いた頃、呪医は「アウー」といいながら、大祖霊に憑依された。彼

女は野生動物の毛皮でできた帽子をかぶり、白黒二色の布（machira）を身にまとった。こ

の衣装は、かつて祖先を象徴する衣装である。着替えによって彼女は祖先そのものになっ
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た。衣装を着けた女性霊媒師の声は男の声のように低くなった。降霊状態の霊媒師は話し

方、表情、振る舞いなどが男らしく、まさに祖先がこの世に戻ったかのようであった。参

加者は「ご先祖様！」（Vasekuru！）と言い、女性は「ルルルルルルー」とムルルを鳴らし

た。祖霊は、「おう、そこにおるのは誰じゃ、あぁ、マジ氏族のお前か」といいながら話を

進めた。一同はマジ氏族一家に不幸が続いていること、どうやら親族に霊が降りようとし

ていること、そして、洗礼のとき、ンビラの演奏のときに現れた悪霊について話した。霊

媒師は、次回の儀礼までに酒の醸造や、その他の儀礼用品たとえばかぎタバコなどを要求

した。祖霊は、悪霊の取り付いた青年に清めの飲み薬をわたし、それを儀礼第二部まで飲

み続けるよう指示した。呪医は「それでは、わしはもう行く」というと、体をブルット震

わせ、体を大きく伸ばしたあとで衣装を脱いだ。呪医は「ご先祖様は何と言っていた？」

と懇談の 中におこなわれた議論の内容を復唱させた。霊媒師は霊に憑依されている間の

意識がないといわれている。したがって、他の儀礼参加者から儀礼の内容を聞いて、初め

て事の次第を知る。この手順は、霊との懇談においておこなわれた議論を整理するための

手順である。議論の内容が参加者全員で確認されたところで儀礼第一部は終了した。 

 

＜儀礼第二部＞ 

儀礼第一部から約一ヵ月後、同じく呪医のもとで儀礼が開催された。儀礼第二部は、儀

礼準備、祭祀音楽演奏、祖霊との懇談の三段階でおこなわれた。 

 

① 儀礼準備 

儀礼にあわせて、シコクビエを 7 日間醸造させたどぶろくが用意された。儀礼当日、呪

医の家に着いたマジ氏族男性は呪医との間で謝礼金についての話し合いをおこなった。マ

ジ氏族男性と呪医は筆者が謝礼金を払うと見込んでいたようであったが、筆者の友人がそ

れを拒んだ。というのも筆者はンビラ奏者としてマジ氏族男性に招聘され、しかも儀礼第

一部で呪医への謝礼と供物（嗅ぎタバコの原料）を支払っていたからであった。結局マジ

氏族の親族一同は謝礼金（40 ドル）を自ら支払った4。 

謝礼金の支払いが終わると、第一部の儀礼と同じように人々は手を叩きながら呪医の祖

霊に対して儀礼への支援を祈った。 

 

② 祭祀音楽の演奏と霊による参加者の憑依 

                                                  
4 呪医は筆者が謝礼を払わなかったことに腹を立て、録音や撮影を許可しなかった。 
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祈りが終わるとンビラが演奏された。参加者は音に合わせて踊った。演奏が盛り上がる

と、まずゾウ氏族の大祖霊が呪医に憑依した。マジ氏族男性は儀礼第一部で要求された酒

と嗅ぎタバコを大祖霊にささげた。 

その後しばらく、ンビラの演奏が続けられたが新しい霊が参加者を憑依することはなか

った。そこで人々はひとまずンビラの演奏をとめ、ンゴマ（太鼓）を叩いて民謡（ンゴン

ド）を歌った。参加者は異なる地域からの参加者であったため、合唱できる曲がなかなか

見つからなかった。人々は次から次へと歌を変えた。息の合う歌が見つかると、その歌が

繰り返し歌われた。そうするうちに、マジ氏族男性の女性親族に霊が降りた。この女性は

男性の遠戚に当たる人物で、すでに霊媒師として認められた人物であった。したがってそ

の霊は男性の一家に新しく訪れようとする霊ではなかった。女性は、霊が降りると、あら

かじめ準備されていた赤い布を身にまとい、棍棒を手にもって踊った5。赤い衣装をまとっ

たムズィムはショナ語ではなくジンバブエ東南部のチャンガーナ語を話した。儀礼会場に

いた人々は、誰もその言葉を理解することはできなかった。ムズィムはチャンガーナ語の

歌を一人で歌い、数分後に霊媒師の体を離れた。人々はンゴンドの合唱を続けた。すると、

マジ氏族男性の妹が急に座り込み、体を震わせた。参加者は「どなたですか？」、「何かお

っしゃってください」と、彼女に憑依しようとしている霊に話しかけた。しかし、彼女は

苦しむだけで、一言も言葉を発せず次第に平静を取り戻した。霊が彼女に憑依することは

なかった。 

人々が民謡をやめて再びンビラを演奏すると、マジ氏族男性の息子が「アー！」と声を

上げ、踊り始めた。この人物は儀礼第一部で悪霊に憑依された人物だ。親族一同は「また

悪霊が来た！」といって、男性を取り押さえ、その霊をののしりながら男性の頭に布をか

ぶせた。呪医に憑依したゾウ氏族の大祖霊は香をたき、男性の頭にかぶせた布の中を煙で

充満させ、彼に憑依した霊を追い払った。 

 

③ 祖先との懇談 

男性から霊が離れた直後、マジ氏族男性の友人が呪医に憑依した大祖霊を大声で叱責し

た6。彼の話によれば、儀礼参加者に憑依した霊は、いかなる霊であれ、丁重に扱うのが常

                                                  
5 祖霊が赤い衣装を着ることはほとんどない。赤は血を意味する。祖霊、精霊の多くは血を汚れと考え、

それに触れると霊媒師が死ぬこともあると言われる。この儀礼で現れた霊は特別な霊である。ゾウ氏族の

男性に尋ねたところ、かつての戦士や軍神のような霊は、赤い衣装を着ることがある。チャンガーナの霊

は、戦士霊であったと考えられる。 
6 男性は、祖父祖母霊、大祖霊のような比較的下位に位置づけられる祖霊を叱責することに恐れはないと

いった。これらの祖霊は、元人間であり、自分の父や祖父と同じようなものである。だから失敗すること
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識である。したがって、未知の霊が降りた場合は、まずその霊に対して「どなた様ですか」

（Ndivaani?）と尋ねなければならない。それが悪霊であれば、なぜ悪霊として現れたのか、

その原因をつきとめ、解決しなければならない。祖霊が体調不良や憑依を通じて親族に何

らかのメッセージを伝えるのと同じように、悪霊にも人に憑依するための理由がある。多

くの場合、悪霊は殺人や強盗被害にあって死んだ人物の霊である。したがって、悪霊が現

れた場合には、彼が悪霊と化した経緯を尋ね、悪霊が申告した犯人の一族は代償（牛や酒）

を支払わなければならない。男性は「過去の犯罪を償うことで、悪霊は姿を消す」（Ngozi 

inoripwa）と述べた。しかし、この儀礼において、マジ氏族の一家とゾウ氏族の大祖霊は、

青年に降りた霊が何者であるかを突き止める前に、霊をののしり、追い払った。この行為

はムズィムに対する不敬である。マジ氏族男性の友人はゾウ氏族のムズィムとマジ氏族の

一同をひどく叱責した。それに気を悪くしたゾウ氏族のムズィムは霊媒師の体を離れ、こ

の儀礼はそこで終わった。 

 

霊媒師誕生の地域的承認 

マジ氏族男性の友人の話、そして他の儀礼参加者の話によれば、このとき息子に降りた

霊は、悪霊であるはずがなかった。なぜなら、息子は清めの儀礼を経た上に、一ヶ月を通

して清めの薬を飲んでいたからである。そして、霊が降りたときの行動もあきらかに悪霊

のものとは異なっていた。若者が一ヶ月前の儀礼第一部で憑依されたとき、その行動はた

だ体を激しく動かし、千鳥足で暴れるような動きを示した。しかし、今回は、声を上げは

したものの、ンゴマやンビラの音にあわせて非常に上品に踊った。ゾウ氏族のムズィムや

マジ氏族の親族は、息子に降りた霊が悪霊ではないことを理解していたと考えられる。お

そらく、彼らは意図的に霊を追い払った。その理由は、マジ氏族一家にとって、彼が霊媒

師になることが不都合だからである。この一族には、息子のほかに霊をほしがる人物がお

り、その人物が霊による青年の憑依を妨害した。霊媒師は人間のパシ界と霊のメポ界をつ

なぐ人物であり、人々から宗教的な尊敬を集める。しかも、もし、新たに青年に憑依した

霊が天空霊のような高位の霊であったなら、青年は氏族を超えた政治的権力をも持つこと

になる。したがって、霊の正体が突き止められる霊媒師誕生の儀礼は、一族、あるいは、

地域の将来を占う非常に重要な儀礼となる。儀礼のやり方を叱責した男性の話によれば、

霊媒師を演じることによって家族や地域における影響力を握ろうとする人物は大勢いる。

                                                                                                                                                  
もある。しかも、歴史的に見れば、ゾウ氏族は叱責した男性の所属する氏族に従属する氏族である。男性

は歴史的背景と、祖霊の犯した失敗が明白であったことから、大祖霊を叱責した。 
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しかし、地域社会や親族は霊媒師の誕生に慎重である。霊媒師は家族と地域に認められて、

初めて誕生することになる。 

 

9.3 憑依儀礼の政治性―ニャンドーロ地域の雨乞い儀礼 

リンガ村を含むセケ郡南西部一帯は、地域住民から「ニャンドーロ地域」（KwaNyandoro）

と呼ばれている。「ニャンドーロ」とは、ジンバブエがイギリス植民地支配を受ける以前か

ら、この地域を支配してきた氏族の名前である。ニャンドーロ地域のマササ村にはニャン

ドーロ地域一帯に強い影響力を持つ女性霊媒師がいる。彼女は天空霊ビリナガニレの霊媒

師である。ビリナガニレは農耕神として、また、地域住民の相談役として尊敬を集めてい

る。彼女のもとでは年三回の農耕祭が開催される。これらの儀礼には、祖霊や天空神霊に

対する豊作祈願や収穫感謝という宗教的な側面と、地域の諸問題の解決を図る政治的側面

がある。 

2011 年 9 月に開催された雨乞い儀礼にはふたつの目的があった。ひとつは雨乞いであっ

た。地域住民の主な生業は農業である。その農法は天水農業であるため、人々は雨乞い儀

礼において、適度の雨が降る雨季の到来を祈った。 

儀礼のもうひとつの目的は地域社会の問題について、その解決策を議論することであっ

た。2011 年の雨乞い儀礼で議論されたことは、ビリナガニレの霊媒師に対する邪術問題で

あった。ビリナガニレの霊媒師は 2010 年に脳梗塞をわずらった。2011 年、彼女の体には

麻痺が残っており、まともに歩くことすらできない状態であった。この脳梗塞の原因に邪

術の疑いがあった。そこで、犯人と思しき人物が儀礼に呼ばれて公開尋問を受けた。 

また、ビリナガニレを中心とする儀礼組織は、霊媒師の体調を回復させる解決策のひと

つとして、聖地巡礼を検討した。ビリナガニレとその儀礼組織は、雨乞い儀礼の儀礼期間

中に議論を重ね、ジンバブエ北西部にある聖地「チロロジワ」（Chirorodziva）への巡礼を

計画した。雨乞い儀礼は一週間にわたって開催されたが、そのほとんどの時間がこのよう

な議論の時間に費やされた。 

 

マササ村の社会 

 ニャンドーロ地域が位置するのはジンバブエ中部のセケ郡南東部である。ローデシア時

代、この地域はヨーロッパ人の占有地に指定された。ニャンドーロ氏族は北に約 20km の

地点にあるチオタ原住民居留地へ強制移住させられた。1980 年にジンバブエが独立すると、

政府は再入植計画によって白人占有地を黒人に再配分した。その結果、チオタ地域に強制
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移住させられたニャンドーロ氏族の一部が、もともとの居住地に再入植した。ニャンドー

ロ地域を示す明確な境界線はないが、セケ郡南部のリンガ村、ツンガ村、マササ村とチコ

ンバ郡北部のチャタ地域という四つの再入植地とその周辺部がニャンドーロ地域と呼ばれ

ている。再入植した人々はここで農業を中心とする生活を送っている。 

この地域がかつてニャンドーロ氏族の支配地であったということは、口頭伝承で伝えら

れている。口頭伝承によれば、ニャンドーロ氏族が一つの集団として社会を構成した場所

は現在のタンザニア周辺であった。そこから徐々に南下し、 後にジンバブエ高原に到着

した。人々は安住の地を求めて移動を繰り返してきたといわれ、 後にたどり着いた地が

「約束の地」（Chivavarira）と呼ばれる現在のセケ郡南西部であった。 

  

図 9-1 セケ郡の位置         図 9-2 セケ郡地図 

 

天空霊ビリナガニレ 

ニャンドーロ氏族の伝統的な政治は氏族首長によっておこなわれていた。しかし、ヨー

ロッパ人入植者に土地を追われて以降、「約束の地」にはアフリカ人が不在であった。した

がって、人々がニャンドーロ地域に再入植した 1982－3 年には、この地域を治める伝統的

な首長はいなかった。しかし、1983 年にマササ村の女性に天空霊ビリナガニレが誕生した

ことにより、彼女が王（mambo）とよばれ、伝統的な宗教と政治の中心人物となった。彼

女は氏族首長ではないが、伝統的にはニャンドーロ氏族首長を任命する権力を持っている。

現在の国家法では首長任命権を持つのはジンバブエ政府であるが、彼女は独自にニャンド

ーロ氏族首長を任命している。 
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マササ村には複数の集落があり、それぞれの集落には集落長（sabhuku）がいる。彼ら

は住民の選挙によってえらばれたジンバブエ政府の地方行政組織の一部である。集落長を

まとめる評議員（Councillor）もセケ郡 18 区選出の代議士である。彼らの人選に関してビ

リナガニレは一切関与しない。しかし、ビリナガニレは独自の組織を構成し、伝統的な宗

教儀礼や呪術裁判、慣習法制定などの政治的儀礼をおこなっている。 

ビリナガニレの霊媒師は 1983 年に誕生した。この年はマササ村が開村して 1 年後であっ

た。ビリナガニレに憑依された女性は、ニャンドーロ氏族のムシャンバドペ家

（Mushambadope）の女性であった。彼女はジンバブエ・メソジスト教会に通うキリスト

教信者であった。1983 年のある日曜日、彼女はいつもと同じように日曜礼拝に参加したと

ころ、そこでビリ（Biri）という名前の霊に憑依された。彼女の義理の妹の話によれば、彼

女は突然教会の赤いユニフォームを脱ぎ、「われはビリなり」といいながら村を歩き回った。

親族と村人は彼女のために霊媒師誕生儀礼を開いた。すると彼女はビリに続いてガニレ

（Ganyire）という霊にも憑依された。ビリは女性の天空霊で、ガニレはその兄弟霊だとい

われている。「ビリナガニレ」とは「ビリとガニレ」という意味である。これらの霊は祖霊

（ムズィム）ではなく、かつて、肉体を持つ生物として地上に存在したことのないメポ（風、

空気）であるといわれる。したがって、この霊は本論文における霊分類の天空霊に当ては

まる。ビリナガニレはニャンドーロ氏族女性に憑依するが、人間に起源をもたない天空霊

である。それゆえ、氏族や民族の枠を超えたあらゆる人間の救済者であると考えられてい

る。ビリナガニレの霊媒師が誕生したことにより、マササ村の住民は彼女のための神殿

（banya/zangara）を建設した。この神殿では農耕祭をはじめとする宗教儀礼が開催される。

儀礼の中心人物である霊媒師は「ムコンブエ」（mukombwe7）と呼ばれる。「ムコンブエ」

とは、「囲まれる人」（munhu anokombwa：中心人物）という意味である。 

霊媒師の誕生により、セケ郡南西部の村であるマササ、リンガ、ツンガ、チャタ一帯に

はビリナガニレの慣習的な影響力が及ぶようになった。たとえば地域全体への影響として、

慣習法のひとつ「チシ」（chisi）がある。チシとは、農繁期の休日である。ビリナガニレの

力の及ぶ地域では、火曜日と金曜日に仕事をおこなってはならない。この日はビリナガニ

レの霊が、上空を旋回して人々を監視しており、もし仕事をおこなえば、その畑だけ雨が

降らないか、もしくはサルが来て作物を荒らすと言われている。ただし、近年はこの法を

無視するキリスト教徒が増えている。 

 

                                                  
7 他の地域では天空霊が「ゴンブエ」（gombwe, pl;makombwe）と呼ばれることもある。 
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図 9-3 マササ村のビリナガニレの神殿周辺図 

 

天空霊ビリナガニレは長年にわたって継承されてきた霊である。ビリナガニレは代々ニ

ャンドーロ氏族女性を憑依してきた。霊媒師が死亡すると、別のニャンドーロ氏族女性が

ビリナガニレによって憑依された。口頭伝承によれば、ビリナガニレはニャンドーロ氏族

がまだジンバブエに到着する以前から信仰されていたそうである。文献によれば、ビリナ

ガニレは 1959 年にはチオタ地域にいた（Gelfand 1959:18-19）。リンガ村の男性によれば、

この霊媒師は 1970 年代に亡くなった。そして、1983 年に再入植地マササ村のニャンドー

ロ女性がビリナガニレに憑依された。その後、マササ村の霊媒師は 2013 年 1 月に亡くなっ

た。そして葬儀の数日後、マササ村から数十キロメートル離れた再入植地チャタの少女が

ビリナガニレによって憑依された。約半世紀の間に誕生した４人の霊媒師はいずれもニャ

ンドーロ氏族の女性である。 

霊媒師の交代によって、ニャンドーロ氏族の本拠地も移転してきた。ビリナガニレが女

性に憑依した場所の近くには神殿が建設された。たいていの場合、神殿は泉（chisipiti）の

近くに建てられる。マササ村の神殿の近くにはふたつの湖があった。神殿はビリナガニレ

の霊媒師がなくなるたびに破壊され、次の霊媒師が誕生すると、彼女のもとに新しい神殿

が建設される。神殿は霊媒師が生活する場所であり、また儀礼のおこなわれる場所でもあ
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る。マササ村にあったビリナガニレの神殿は直径約 15m の円形、レンガ作り、草葺の建物

であった。周囲の村落で散見される平均的な円形の小屋は直径が 4-5m であるから、神殿の

大きさは巨大である。神殿の裏にはビリナガニレ所有の畑があった。神殿の周囲には給仕

の小屋、儀礼以外のときにビリナガニレが居住する西洋風の平屋建て住居、ニワトリ小屋、

穀物庫、酒の貯蔵庫、来客が宿泊するための小屋があった。また、神殿の南西側には祖先

の木と呼ばれる木があり、周囲には縄が引かれてあった。これは「ルシャンガ」（rushanga）

と呼ばれる小さな聖域である。そのほかには来客用のトイレと日用雑貨の売店がある。 

 神殿の周りは聖域である。したがって、神殿に入ろうとするものは神殿の手前 15m ほど

のところで靴や帽子を脱ぐ。そして、男性はかしわ手を打ちながら、女性はムルルを鳴ら

しながら、ゆっくりと神殿に近づき、入場しなければならない。 

 

儀礼組織 

ビリナガニレのもとには地域住民による組織が編成される。マササ村で編成された組織

の主な構成員は伝達者（munyai, pl; vanyai）、給仕（mukaranga, pl;vakaranga）、食品･

酒管理者（samusuwo, pl; vana samusuwo）、首長（ishe, pl;madzishe）、ンビラ奏者

（gwenyambira, pl;magwenyambira）であった。 

 

① 伝達者 

儀礼組織の中で も大きな役割を果たすのが伝達者である。伝達者の役割はビリナガニ

レと他者の仲介である。たとえばビリナガニレに謁見を希望するものは、まず伝達者と接

触する。訪問者が用件を伝えると伝達者が神殿に入ってビリナガニレに用件を伝え、その

後謁見が可能かどうかを訪問者に伝える。謁見の許可がおり、訪問者がビリナガニレに会

えたとしても、基本的にはビリナガニレに対して直接話しかけることはできない。また、

ビリナガニレも人々と直接会話することができない。伝達者はビリナガニレと人々のすべ

ての会話を復唱する。たとえ当人同士の声が聞こえていても、伝達者の復唱した言葉が公

式な会話となる。また、霊媒師から神殿内の特定の個人に内密にメッセージが届けられる

場合は、伝達者が耳元で伝達をおこなう。神殿内のすべての会話が伝達者によって支配さ

れる可能性もあるので、伝達者の人選は非常に重要である。儀礼における会話は氏族に関

係なく、平等でなければならない。伝達者はニャンドーロ以外の氏族から、霊媒師本人に

よって選ばれる。マササ村の伝達者は当初マジギラ（牛）氏族の男性であったが、彼の死

によって、マザルラ氏族の男性に引き継がれた。 
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② 給仕 

ビリナガニレには食事や洗濯などの世話をする給仕がいる。マササ村ではチオタ氏族の

年配女性と、10 代のニャンドーロ氏族女性が給仕を務めていた。神殿の脇には給仕専用の

小屋があり、給仕以外の人々はここに入ることができない。毒や邪術が持ち込まれる可能

性があるからである。 

 

③食品管理者 

食品管理者は儀礼の際の食品と酒の管理をおこなう。儀礼では酒が振舞われ、牛が屠殺

されて肉が振舞われる。管理者は食品管理庫の鍵を渡され、食事や酒に毒が盛られないよ

う、また平等に配分されるように管理する。 

 

④首長 

首長は儀礼を統括する人物であるが、この首長は政府の承認した首長ではない。ビリナ

ガニレはローデシアの支配体制が確立される以前は首長任命権を持っていた。しかし、そ

の権利はローデシア政府に奪われた。ジンバブエ独立以降はジンバブエ政府によって首長

任命権が継承された。しかし、2011 年現在もビリナガニレは独自に首長を任命していた。

その結果、ニャンドーロ氏族には政府が任命した首長とビリナガニレが任命した 2 首長が

存在した。筆者は三度にわたってマササの儀礼に参加したが、これらの儀礼に政府任命の

首長が参加することはなかった。ニャンドーロ氏族の首長権争いは非常にはげしい。ニャ

ンドーロ氏族首長は不穏な死を遂げることが多くそのたびに毒殺説が噂される。筆者が滞

在した 2011 年にも政府任命のニャンドーロ首長が不可解な死を遂げた。このとき警察から

事情聴取を受けたのは、ビリナガニレに任命されたもう一人のニャンドーロ首長であった。

「ニャンドーロ氏族首長は一年ももたない」といわれるほど、首長権の争いは熾烈である。 

 

⑤ンビラ奏者 

 マササ村にはビリナガニレのもとで長年にわたってンビラ音楽を演奏してきた奏者がい

た。2011 年当時、マササ村のビリナガニレには 3 人のンビラ奏者がいた。彼らは先祖代々

ビリナガニレのもとでンビラを演奏してきた奏者である8。マササ村のビリナガニレの儀礼

                                                  
8 ンビラ奏者は、長時間に及ぶンビラの演奏を一手に引き受けるが、現金としての報酬は一切ない。他の

参加者と異なる点は、儀礼で振舞われる牛の肉が少し多めにもらえることぐらいである。彼らは職業とし

てンビラを演奏しているのではなく、ただ、ビリナガニレへの信仰心と、ンビラ音楽に対する強い興味か
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でンビラの演奏を担ったのはサル氏族（Soko Kumene）のマイケル・ムレワネマ（Michael 

Murevanhema）、ニャンドーロ氏族のゾンゴーザ・タオネジ（Dzongodza Taonezvi）、エ

ランド氏族（Vuramai）のボースウェル・カネンゴーニ（Bothwell Kanengoni）の三名で

あった。ムレワネマとカネンゴーニの出身はマササの北に位置するチオタ地域である。彼

らは親や兄弟の影響を受けてビリナガニレのもとでのンビラ演奏を開始した。マイケルの

兄ムクチャ（Mukucha Murevanhema）はジンバブエ中に名の知れた名ンビラ奏者であっ

た。2014 年現在も彼は存命であるが、体調を崩したことでンビラ奏者を引退した。マイケ

ルは 1956 年にチオタで生まれ、成人してからはソールズベリー（現ハラレ）に住んでいた。

再入植地マササ村ができたことを契機に村に移住し、警察官と農業の兼業によって生計を

立てている。現在はビリナガニレの儀礼で中心的な奏者として活躍している。カネンゴー

ニは 1976 年生まれで、現在はマササ村から十数キロの人里離れた場所に住んでいるそうで

ある。彼は兄やオジからンビラを習った後、ゾンゴーザに弟子入りしてその腕を磨いた。

ゾンゴーザはジンバブエ北部出身の 60 代男性であった。彼も家族がンビラ奏者であった。

ゾンゴーザはニャンドーロ氏族であることから、ニャンドーロ氏族女性に憑依するビリナ

ガニレに対する信仰心が非常に強かった。1983 年にマササ村の女性にビリナガニレが憑依

したことをきっかけに、1990 年代にリンガ村に移住した。彼の住居はリンガ村の各集落か

ら少し離れた森の中にある。林野を開拓して畑や居住地を作ることは法律で禁止されてい

る。しかし、彼の居住地はビリナガニレの指示によって開拓されたため、政府もこれを合

法の開拓と認めている。ビリナガニレはニャンドーロ地域の土地に対する特別な権利を持

っていることになる。その後、ビリナガニレは彼を儀礼の進行を取り仕切る首長に任命し

た。筆者はゾンゴーザからンビラを習い、ビリナガニレのもとで第四の奏者としてンビラ

演奏を担当した。ンビラの演奏には「オショ」（hosho）と呼ばれるマラカス状の楽器が必

要である。ンビラの演奏に比べればオショの奏法は簡単であるが、ンビラの音楽を熟知し

た人物でなければ演奏は難しい。マササ村の儀礼では 3-4 名の男性が交代でオショの演奏を

担当した。 

                                                                                                                                                  
ら演奏している。彼らはンビラの音楽の所有者（muridzi）はビリナガニレであるという。ムレワネマは、

自分が正しい音楽を演奏しているかどうかを、儀礼中のビリナガニレの行動から読み取る。ンビラは一晩

を通じて演奏されることもある。たいていの場合、ビリナガニレの霊媒師は、寝転んでいるか、眠ってい

る。しかし、よい演奏ができているときは起き上がり、座ったままじっとンビラの演奏に耳を傾ける。儀

礼でのンビラの演奏にはこれら三人以外にも奏者の加わることがあるが、彼ら三人の相互補完的なンビラ

の合奏は、他者の入り込む隙がない。他の奏者は一時的に合奏に参加することはあっても、演奏を主導し

たり、長時間の演奏を続けたりすることはできない。 
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 儀礼をとりおこなう上で重要な役割を果たすのは、これら伝達者、給仕、首長、ンビラ

奏者、食糧管理者である。他の一般参加者は彼らの指示にしたがって、儀礼の進行をサポ

ートする。 

表 9-4 人間の儀礼参加者 

参加者の役名 氏族 性別 役割 

伝達者 

Mutapi/ Nyamai 
Mazarura 男 

ビリナガニレの伝達、または通訳をおこなう。ビリナガニ

レに関わる全ての会話は、彼によって復唱される 
給仕 1 

Mukaranga 1 
Anyemba 女 年配の女性、ビリに関わる炊事洗濯など 

給仕 2 

Mukaranga 2 
Nyandoro 女 10 代の女性、ビリに関わる炊事洗濯など 

その他給仕 

Mukaranga 
複数 男女 ビリナガニレ以外の霊媒師の給仕 

首長 

Ishe 
Nyandoro 男 

本来は氏族の首長であるべき、儀礼の進行役 

ンビラ奏者 

Gwenyambira 1 
ンビラ奏者（進行役と兼任） 

ンビラ奏者 

Gwenyambira 2 
Museyamwa 男 ンビラ奏者 

ンビラ奏者 

Gwenyambira 3 
Sokokumene 男 ンビラ奏者 

ンビラ奏者 

Gwenyambira 4 

筆者 

(Wadaatora) 
男 ンビラ奏者 

役名なし Nyandoro 男 マラカス奏者 

食料管理 

Samusuwo 
不明 男 酒、食事、肉の管理 

一般参加者 複数 男女
一般参加者、あらゆる氏族、民族、人種の人々の参加が可

能 

 

霊媒師集団 

 ビリナガニレの神殿で開催される儀礼にはジンバブエ各地の霊媒師が集結する。彼らは

ビリナガニレの支持者である。2011 年の雨乞い儀礼にはジンバブエ各地から、計 9 名の霊

媒師が集まった。その霊の地位はさまざまである。ビリナガニレ以外の霊を格の高いほう

から挙げると、天空霊チツァチェゴレ（Chitsachegore/ Chitsvachegore）、ライオン霊ムサ

ニャンゲ（Musanyange）、ライオン霊チゴンガ（Chigonga）、ライオン霊マチェンゴ

（Machengo）、大祖霊ムザネナモ（Muzanenhamo）、大祖霊カセケ（Kaseke）、大祖霊ム

カニャ（Mukanya）、大祖霊シュンバ（Shumba）であった。 

 

① 天空霊チツァチェゴレ 
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チツァチェゴレはビリナガニレと同等の地位を持つ天空霊である。その霊媒師はハラレ

に住む 20 代の男性で、サル氏族であった9。一見、彼は霊媒師であるようには見えない。容

姿からすれば、彼は現代的な若者である。髪の毛は整髪されたドレッド・ヘアー。工業製

品の紙巻タバコを吸い、瓶ビールを飲む姿は伝統を重んじる他の霊媒師とは大きく異なっ

た。筆者は、この霊媒師が儀礼において霊に憑依される場面を一度も見ることはなかった。

霊が降りないことについて、彼は次のように語った。「周囲の人は俺に霊が降りるって言う

けれど、俺には霊が降りたことはない。だけど家族や儀礼関係者に儀礼に参加しろって言

われるからここに来る」と述べた。彼に霊が降りないにもかかわらず、人々が彼をチツァ

チェゴレの霊媒師と認める理由は二つある。ひとつは、彼が過去に一度だけチツァチェゴ

レに憑依された経験があったからである。儀礼に参加していた彼の姉の話によると、彼は

10 代の頃に一度だけチツァチェゴレの霊に憑依された。彼が「憑依されたことはない」と

いう理由は、憑依されたときには霊媒師の記憶がなくなるからである。 

人々が彼をチツァチェゴレの霊媒師であると認めるもうひとつの理由は、彼の父がチツ

ァチェゴレの霊媒師だったことである。一般的に、霊は家系に継承されるものではない。

憑依はいつ誰に起こるかわからない。しかし、父親がチツァチェゴレの元霊媒師であった

ことが、彼に一度だけ起きたチツァチェゴレの憑依を裏付けたものと考えられる。ただし、

実際に儀礼で彼にチツァチェゴレの憑依が起こらないことは大きな問題であった。ビリナ

ガニレは儀礼の際に「チツァ（チェゴレ）の霊媒師には問題がある。何とかしなければな

らない」と述べていた。他の儀礼参加者も彼に憑依が起こらないことを懸念した。もしチ

ツァが霊媒師を憑依するようになれば、彼はドレッド・ヘアーをやめ紙巻タバコも吸わな

いはずだといった。チツァの霊媒師は頭頂部の毛を丸く残して剃髪するそうである。しか

し、霊が降りていようといまいと、彼の聖人たる地位は確固たるものであった。あとで示

すように、儀礼における彼の地位は、ビリナガニレに次ぐものである。 

 

②  ライオン霊ムサニャンゲ、チゴンガ、マチェンゴ 

ムサニャンゲはニャンドーロ氏族の初代首長の霊（ライオン霊）である。したがって、

ムサニャンゲはニャンドーロ氏族のライオン霊のなかで も偉大な霊である。ムサニャン

ゲの霊媒師は、マササ村の北東約 100km に位置するムレワ地域に住む。彼はそこに神殿を

持っており、普段はそこで霊媒師として生活している。そして、ビリナガニレの季節祭の

たびにマササを訪れる。ムサニャンゲには専任の伝達者がいる。伝達者のモンベヤララ

                                                  
9 本人に確認できなかったが、儀礼参加者によるとチツァチェゴレの霊媒師はサル氏族である。 
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（Mombeyarara）氏によると、ムサニャンゲの霊は 1960 年代に現在の霊媒師を憑依した。

モンベヤララはムサニャンゲに指名されて伝達者となった。しかし伝達者となった当初、

彼はムサニャンゲの言葉を理解することができなかった。ムサニャンゲが非常に古い霊で

あることから、その言葉もショナの古語であった。モンベヤララによれば、この言葉には

タンザニアから南下してきたニャンドーロ氏族の歴史が現れている。ムサニャンゲの言葉

にはタンザニアの言葉、コンゴの言葉、ザンビアの言葉などが含まれるという。たとえば、

ムサニャンゲはンビラのことを「ツィツァ」（tsitsa, pl;tsitsa）や「マリンバ」（rimba. 

pl;marimba）と呼ぶ。ツィツァの語意や語源は不明であるが、「リンバ」や「マリンバ」と

いう言葉はタンザニアのゴゴ語やスワヒリ語でンビラを意味する言葉である。伝達者はム

サニャンゲとの会話を繰り返す中でその言葉を学んだ。 

ビリナガニレ、チツァチェゴレ、ムサニャンゲの霊媒師には他の霊媒師とは異なる厳格

な禁忌が課せられる。ショナ社会では挨拶のときに握手をするのが礼儀であるが、これら

の霊媒師は人と握手してはならない。この禁忌は天空霊またはライオン霊を穢れから隔離

するための対策である。あらゆるムズィムにとって血（ropa）は穢れたものである。もし

誰かが動物や人間の血が付着した手で霊媒師に触れると、その霊媒師は死ぬか霊が逃げる

と言われている。また、食事や飲み物を他の人々と共有してはならないという禁忌もある。

その理由は、霊媒師を食事にもられた毒や呪薬から守るためである。 

このほかに儀礼には二人のライオン霊霊媒師が参加した。一人はチゴンガという霊であ

った。チゴンガの霊媒師はマササから北西に約 150km はなれたチノイ（Chinoyi）に居住

するニャンドーロ氏族の男性である。もう一人のライオン霊はマチェンゴであった。マチ

ェンゴの霊媒師はリンガ村近隣に住むニャンドーロ氏族の女性であった。彼女はチゴンガ

よりも格の低い首長霊であるが、儀礼においてはチゴンガよりも重要な役割を果たした。

マチェンゴの役割は「ムシンボーティ」（musimboti）と呼ばれる。「ムシンボーティ」とは

「柱」のことである。その名のとおり、マチェンゴの座席は神殿の中心にある柱のもとで

あった。儀礼では彼（女）が憑依されることをきっかけに、他の霊媒師に霊が降りた。霊

にはそれぞれ序列があるが、その能力（masimba）は異なる。マチェンゴはチゴンガより

も格下の霊であるが、儀礼における役割はチゴンガよりも重要であると考えられている。 

 

③ 大祖霊ムザネナモ、カセケ、ムカニャ、シュンバ 

その他の祖霊霊媒師として、ムザネナモ、カセケ、ムカニャ、シュンバの霊媒師が参加

した。これらの霊はそれぞれニャンドーロ氏族、セケ（エランド）氏族、ムカニャ（サル）
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氏族、シュンバ（ライオン）氏族の大祖霊であった。霊は男性祖霊であったが、霊媒師は

いずれも女性であった。これらの霊は天空霊、ライオン霊よりも下位の祖霊であった。そ

れぞれの霊媒師は給仕とともに儀礼に参加する。儀礼期間中、給仕は霊媒師のための調理

を担当する。 

 

表 9-5 儀礼に参加した霊とその霊媒師 

順位 霊の名前 霊の氏族 霊媒師の性別 霊媒師氏族 霊の位置づけ 

１ Biri naGanire 無 女 Nyandoro 天空霊 

２ Chitsachegore 無 男 Soko 天空霊 

３ Musanyange Nyandoro 男 Nyandoro ニャンドーロ氏族ライオン霊 

４ Chigonga Nyandoro 男 Nyandoro ニャンドーロ氏族ライオン霊 

５ Machengo Nyandoro 女 Nyandoro ニャンドーロ氏族ライオン霊 

６ Muzanenhamo Nyandoro 女 Nyandoro ニャンドーロ氏族ライオン霊 

６ Kaseke Seke 女 Seke セケ氏族の大祖霊 

６ Mukanya Soko 女 Soko ソコ氏族の大祖霊 

６ Shumba Shumba 女 Shumba シュンバ氏族の大祖霊 

 

儀礼におけるビリナガニレの役割 

 ビリナガニレの神殿では、年三回の季節祭が開催される。3 月もしくは 4 月に開催される

儀礼は「おかず食い」（Kudya Muriwo）とも呼ばれる収穫感謝儀礼である。7 月に開催さ

れる冬儀礼（Bira Rechando）は、畑の野菜に冷害が起こらないよう祈る儀礼である。そし

て 9 月には雨乞い儀礼（Bira Rekukumbira Mvura/ Rukuruva）が開催される。これら三

儀礼は、地域を挙げた大祭（bira guru, pl; mapira makuru）である10。ビリナガニレのも

とでは、大祭以外の個人的な悩み相談や治療のための小規模な儀礼が随時開催される。 

 これらの儀礼においてビリナガニレが果たす役割は、雨乞い、治療、地域社会の問題解

決である。ビリナガニレは治療と邪術除けに嗅ぎタバコ（bute）を用いる。ビリナガニレ

を参拝した人々は、しばしばお守りとして嗅ぎタバコをもらうか、嗅ぎタバコを水にとい

たザンバーラ（zambara）もしくはドワ（dova）と呼ばれる液体を体にかけられる。ビリ

ナガニレの嗅ぎタバコは強力で、たとえば車にふりかければ交通事故を起こさないと信じ

                                                  
10 憑依儀礼は「ビラ」（bira, pl; mapira）と呼ばれる。ビラは「奉納する」（-pira）という動詞に由来す

る言葉である。 
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られている。また、いかなる病気も治すと信じられている。ビリナガニレのもとでは大量

の嗅ぎタバコが消費されることから、参拝の際に持参する奉納品として、嗅ぎタバコの原

料となる発酵、乾燥させたタバコの葉の塊「チャンブガ」（chambwa, pl;zvambwa）が重宝

される。 

ビリナガニレには雨を降らせる能力もある。その能力の高さは、もしビリナガニレに雨

を乞えば、10 分後には雨が降るといわれるほどである。筆者は乾季の終わりに雨乞い儀礼

に参加したのであるが、雨乞いの祈りを終えて数時間後にその雨期初めての雨が降った。

このときにはビリナガニレの雨乞い能力を信じずにはいられなかった。 

 地域社会の問題解決として、彼女は呪術裁判をおこなったり、地域住民の相談に対する

助言をおこなう。彼女が独断で問題解決を推進することはないが、議論において彼女の助

言は不可欠であるし、解決策の決定には彼女の承認が必要である。 

 

雨乞い儀礼の過程 

2011 年の雨乞い儀礼が開始されたのは 9 月 14 日であった。その儀礼準備は一週間以上

前に始まった。準備とは儀礼用の酒の醸造である。酒作りはマササ村住民の奉仕によって

おこなわれた。穀物もマササ村住人からの寄付であった。この儀礼のために作られる酒の

原料はシコクビエのみで、トウモロコシやその他の穀物は使われない。一般の参加者が飲

む酒は 7 日間醸造の通称「セヴン・デイズ」という酒である。ビリナガニレのためには「ム

ーツクウィワ」（mutswiwa）と呼ばれる 30 日醸造の特別な酒が用意された。この酒は 10

歳未満の初潮を迎える前の少女によって作られる。 

儀礼の開始日は、酒の醸造具合によって左右される。当初、儀礼開始は 10 日（土）の予

定であったが、酒の発酵が進まなかったため、4 日間延期された。雨乞い儀礼の開催が近づ

くと、遠方に住む人々は携帯電話を使って首長や伝達者に正確な開催日を確認した。 

雨乞い儀礼は約一週間にわたって開催された（2011 年 9 月 14 日（水）から 21 日（水）

の 8 日間）。この儀礼では霊媒師が霊に憑依されたままで一週間を過ごす。初日の夜に霊媒

師がそれぞれの霊に憑依され、彼らは祖先そのもの、あるいは肉体を持った天空霊そのも

のとして生活した。一週間の間、彼らは聖人として、特別な衣装を身にまとい、特別な食

事をとる。霊媒師は、祖霊や天空霊に憑依されている一週間の間記憶がすべてない（よう

に振舞う）。 終日に霊が霊媒師の体から離れると、彼らは一般の儀礼参加者から一週間に

起こったことを報告される。 

霊によって憑依された後、霊媒師たちは伝統食と呼ばれるものしか食べてはならない。

霊媒師が食べてよいものは穀物としてシコクビエ（zviyo）、野菜としてカボチャ（nhanga, 
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pl;manhanga）、カボチャの葉（muboora）、カボチャの種（modzi）、サツマイモ（mbambaira）、

ジャガイモ（batatisi）、野草（nyevhe, chirevereve, tsenza など）であった。血は穢れたもの

であると考えられるため、肉は一切食べられなかった。穀物や野菜は、砂糖、塩、ピーナ

ッツバター（dovi）で調理され、その他の化学調味料が用いられてはならない。朝食は決ま

ってシコクビエの粥であった。粥（bota）はシコクビエ、水、砂糖、ピーナッツバターで調

理された。霊媒師は、シコクビエの粥を、木の皿（diro）と木のさじ（chikwati）で食べた。 

8 日間にわたる儀礼期間のなかで、雨乞いの儀礼がおこなわれたのは第六日目午前の数十

分間だけであった。それ以外のほとんどの時間は、地域的な問題、あるいは、個人的な問

題解決のための議論に費やされた。雨乞い儀礼はジンバブエ各地から多様な霊媒師が終結

する機会である。家庭や個人の悩みを持つ人々は儀礼に参加し、期間中に霊媒師と懇談を

持ち、そこで助言を得ることができる。第六日目と七日目に牛が屠殺されるのであるが、

これは、霊媒師たちのための供犠であるというよりはむしろ、儀礼開催に協力した一般参

加者への振舞いであった。 

 

1 日 2 回の礼拝 

儀礼期間中、 終日を除いて一日二回の礼拝が毎日おこなわれた。早朝、もしくは、日

中に開催される儀礼と夕方以降に開催される儀礼である。早朝の礼拝は「マムコ」（mamuko）

と呼ばれる。この言葉は「起き上がる」、「起床する」を意味する-muka という動詞の派生

語である。ここでは早朝もしくは昼におこなわれるその日 初の礼拝を礼拝 1 と呼ぶこと

にする。夕方の儀礼は「マスケロ」（maswero）と呼ばれる。この言葉は「一日を過ごす」

（-swera）という動詞の派生語である。ここでは礼拝 2 と呼ぶことにする。二回の礼拝には

それぞれ既定の様式がある。 

礼拝 1 は祭祀音楽の演奏に始まり、それに続いて特別儀礼が開催されるか、もしくは、

議論がおこなわれる。礼拝 2 は祭祀音楽の演奏に始まり、それに続いて議論がおこなわれ

る。夕食の休憩を挟んだ後で、深夜に入ると娯楽的側面の強い祭祀音楽が演奏される。礼

拝 1 と礼拝 2 の間の時間は、自由時間である。この時間帯に人々は酒を飲んで歓談したり、

霊媒師と個人的な懇談を持ったりする。このような礼拝が、八日間の儀礼期間中に毎日繰

り返される。 
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表 9-6 雨乞い儀礼のスケジュール 

礼拝 9/14(水) 
15 
(木) 

16 
(金) 

17 
(土) 

18 
(日) 

19 
(月) 

20 
(火) 

21 
(水) 

１ 
儀礼開始
の祈り  

議論 議論 議論 議論 雨乞い 議論 
離脱 
解散 

自由
時間 

 
個人 
懇談 

個人 
懇談 

個人
懇談

個人
懇談

個人懇談
牛の屠殺

個人懇談 
牛の屠殺 

 

２ 憑依 議論 議論 議論 議論 議論 議論 
 

深夜 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽  

 

祖先への祈りと憑依 

 儀礼第一日目の礼拝 1 ではメポ界のすべての霊に対する祈りがおこなわれ、儀礼 2 にお

いて霊媒師が霊に憑依される。 

礼拝 1 は水曜の午後におこなわれた。儀礼は祭祀音楽の演奏で始まった。 

ビリナガニレの伝達者が神殿の前で「神殿に入りましょう」（Ngatipinde mukati.）とすべ

ての参加者に呼びかけた。これを合図に、すでに神殿内にいたビリナガニレ以外の霊媒師

たちが神殿に入り、所定の位置についた。神殿内には中央に柱、入り口から見て柱の右手

に焚き火、焚き火の右側についたてがあり、ついたてに隠れるようにしてビリナガニレが

座った。ビリナガニレの手前には彼女の給仕が、奥には伝達者の男性が座った。柱のすぐ

そばにはマチェンゴの霊媒師が座った。柱をはさんでビリナガニレと反対側には下位の霊

媒師が、入り口正面の奥には も偉大なライオン霊ムサニャンゲの霊媒師が、ムサニャン

ゲとビリナガニレの間に天空霊チツァチェゴレの霊媒師が座った。右手にいるビリナガニ

レから反時計回りの順で位の高い霊が座った。 

霊媒師に続いて神殿に入ったのはンビラ奏者とオショ（マラカス）奏者であった。筆者

は他のンビラ奏者とともに神殿に入った。ンビラ奏者はかしわ手を打ちながら神殿に近づ

き、神殿に入ると左手のほうを回り、神殿を半周あまりして、チツァチェゴレとビリナガ

ニレの間に座った。ンビラ奏者の位置は他のどの霊媒師や一般参加者よりもビリナガニレ

に近い位置であった。この位置はンビラの音がビリナガニレに も音が届きやすい位置で

あった。 

ンビラ奏者は位置につくと演奏を開始した。しばらく演奏すると、次に他の一般参加者

が神殿の外でンゴンド民謡を歌った。彼らは細い木の枝を手に持ってそれを振り、歌いな

がら行進するように入場した。木の枝は会場周辺に落ちている適当な棒切れであった。こ

の棒切れは、槍、杖、棍棒などの武器を象徴するものである。人々は首長を先頭として一

列に並び、すでにンビラの演奏がおこなわれている神殿に入った。入り口を入って左側に
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並び、足でリズムを取りながらビリナガニレのほうを向いてンゴンドを歌い続けた。しば

らくすると彼らは演奏をやめて座った。 

次に、伝達者を介してビリナガニレと他の参加者の挨拶（kukwazisa/ kumutsa）が交わされ

た。首長は肘をついて上半身を起こした側臥位、それ以外の人々は両足を伸ばしてすわっ

た（この姿勢を長座という）。長座（kutambarara）はショナ社会における も礼儀正しい

座り方である。伝達者が挨拶を始めると、男性参加者はかしわ手、女性は高い声を舌や手

の動きで震わせ、ムルル（mururu）を鳴らした。全ての挨拶は伝達者によって復唱された。

挨拶はビリナガニレから、まずは上位の霊媒師に対しておこなわれた。次に下位の霊媒師

へと順にビリナガニレと霊媒師の挨拶が交わされた。 後に首長が人間を代表して挨拶に

答えた。挨拶の方法は日常の挨拶とは異なった。ことばはゆっくりと時間をかけて発せら

れた。挨拶は次のようにおこなわれた。 

 

男性: (kurova manja) ポンポンポン･･･（かしわ手の音） 

女性: (mururu) ルルルルルル･･･（ムルル） 

伝達者: Zvitereerwe muzunguwe. 

 Sekuru Chitsa, hanzi 

naMukombwe, kwadzisai 

zvenyu. 

天空霊の声を聞け。 

チツァの霊媒師よ、ムコンブエ（ビリ

ナガニレの霊媒師）が挨拶せよとおっ

しゃった 

チツァチェ

ゴレ: 

Ndauya Mukombwe. ムコンブエよ、私はここに参りました

伝達者: Hanzi naSekuru Chitsa, 

“Ndauya mukombwe”. 

チツァの霊媒師が「ここへ参りました」

と申しております 

女性: (mururu) ルルルルル･･･ 

伝達者: Zvitereerwe muzunguwe, Sekuru 

Musanyange, hanzi 

naMukombwe, kwadzisai 

zvenyu. 

天空霊の声を聞け、ムサニャンゲの霊

媒師よ、ムコンブエが挨拶せよとおっ

しゃった 

ムサニャン

ゲ: 

Ndauya Mukombwe. ムコンブエよ、私はここへ参りました

伝達者: Hanzi naSekuru Musanyange, 

“Ndauya mukombwe”. 

ムサニャンゲの霊媒師が「ここへ参り

ました」と申しております 
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女性: (mururu) ルルルルル･･･ 

以後、下位の霊媒師へ同じ挨拶がおこなわれた 

 

挨拶が終わると、人々は霊界への祈りの儀礼に移った。ビリナガニレ以外の一同はンビ

ラの演奏とともに神殿の外に出た。ムサニャンゲを先頭に霊媒師、その他の参加者の順で

一列になり、一同は神殿の南西数十メートルのところにある「祖先の木」（muhacha: 

Parinari curatellifolia）へ向かった。祖先の木の周りはロープで囲われた、ルシャンガと

呼ばれる聖域であった。ここで霊を集めるための儀礼がおこなわれた（kuunganidza）。儀

礼参加者の代表としてムサニャンゲの霊媒師が、霊に対して雨乞い儀礼の開催をつげ、そ

して、儀礼への支援を祈った。 後に祖先の木とその周囲に酒が撒かれた。残った酒は参

加者で回し飲みされた。 

祈りを終え、参加者は神殿に戻った。ムサニャンゲの霊媒師はルシャンガでの一連の儀

礼をビリナガニレに報告した。これをもって礼拝 1 が終了し、人々は休憩に入った。ある

ものは酒を飲み、あるものは食事をとり、また歓談した。初日の一回目の儀礼では、霊媒

師がまだ霊に憑依されていないということもあり、問題解決などの議論がおこなわれるこ

とはなかった。 

日が暮れると、伝達者は「日暮れの儀礼、日暮れの儀礼、神殿に入りましょう」（Maswero, 

maswero, maswero, ngatipinde mukati!）と人々を呼び、礼拝 2 が始まった。すでに日がくれあ

たりは暗かった。神殿の中は灯油ランプひとつと、ビリナガニレの前でたかれている火の

おかげで、うっすらと明るかった。まずは霊媒師が神殿に入った。礼拝 1 の後、神殿内の

壁際にはそれぞれの霊媒師の寝床が作ってあり、彼らの持参品もそこに整理されていた。

天空霊チツァチェゴレは入り口とは反対側の壁際に、ライオン霊ムサニャンゲは向かって

その左側に、ライオン霊チゴンガはそのさらに左の位置に、それぞれ茣蓙を敷いてすわっ

た。マチェンゴは昼の礼拝と同じように柱のそばに茣蓙を敷いて座った。他の霊媒師は礼

拝 1 とは異なり、神殿内の入り口左手の壁際に茣蓙を敷いて座った。 

霊媒師に続いてンビラ奏者が神殿に入り、所定の位置でンビラの演奏を始めた。他の参

加者は神殿の外でンゴンドを歌った。彼らは木の枝を持ってンゴンドを歌いながら神殿に

入った。そして壁際に陣取った霊媒師たちの前で、ビリナガニレのほうに向かって歌を歌

い、歌に合わせて足踏みをした。神殿の中では一方ではンビラが、もう一方ではンゴンド

の民謡が同時に演奏された。これらの音楽様式はまったく異なるものである。したがって、

神殿内はしばらくの間、混沌とした音環境となった。ンゴンドの歌唱とンビラの演奏が 10
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分ほど続いた頃であろうか、柱のところに座っていたマチェンゴの霊媒師が「アッアー」

という高い声を上げて体を震わせた。霊媒師はライオン霊マチェンゴに憑依された。する

と他の霊媒師たちも「ウー」、「アー」と一斉に声をあげた。これはマチェンゴの憑依が、

他の霊の憑依を誘発したものと考えられる。霊媒師はそれぞれの霊に憑依されると、それ

まで着ていた洋服を脱ぎ、特別な衣装に着替えた。ムサニャンゲはダチョウの羽で作った

冠（ngundu）をかぶって金属の杖をもち、黒い布をまとった。同じようにチゴンガ、マチ

ェンゴは黒い布をまとい、木の杖を手に持った。ムカニャは真ん中で白黒二色に分かれた

布をまとい、儀礼用の斧（gano, pl;makano）をもった。ビリナガニレは体を震わせた後、黒

い布をまとい、黒い帽子をかぶった。彼らが衣装をかえる間も、ンビラの演奏とンゴンド

の合唱は続けられた。着替えを終えた霊媒師たちはンゴンドを歌う人々の足元を、声をあ

げながら、地を這うようにして神殿の中央部へと進んだ。両膝をつき、両手を腰の後ろへ

まわし、上半身を上下左右に動かしながら少しずつ前に進むしぐさは、人間の動きとは思

えないほどの迫力であった。ンゴンドを歌う人々の前に進み出た霊媒師たちは、そこで立

ち上がり、ンゴンドの合唱にあわせて踊った。霊媒師が踊りに満足して座ると、ンゴンド

の歌唱は終わった。 

次に霊が降りた状態で霊媒師の挨拶がおこなわれた。参加者は長座の姿勢になった。男

性はかしわ手をうち、女性はムルルを鳴らした。昼の礼拝のときと同じように、伝達者を

介して霊媒師たちの挨拶が始まった。伝達者は、昼の儀礼と同じように「天空霊の声を聞

け･･･」と挨拶を始めた。しかし、今回の挨拶では伝達者に答える霊媒師に言葉はなかった。

興奮状態の霊媒師は伝達者の呼びかけに対して「ウ、ウー」といううなり声を上げるだけ

であった。 

霊媒師の中で唯一霊に憑依されなかったのがチツァチェゴレの霊媒師であった。彼は自

分の場所に座り、衣装を替えることなく昼の儀礼時と同じように言葉で挨拶を返した。伝

達者の話では、もしチツァに霊が降りれば、霊媒師は杖を持ちってムサニャンゲと同じよ

うに冠をかぶる。しかし、何がしかの問題があり、チツァの霊媒師には霊が降りなかった。 

挨拶が終わると、ンビラの演奏がとめられた。次に一週間の雨乞い儀礼の日程について、

短い議論がおこなわれた。議論の後、人々はンビラの音楽に合わせて踊る娯楽的時間を迎

えた。ンビラは 3 時間以上続けて演奏された。一般参加者も、霊媒師も手拍子、歌、踊り、

ムルルなどでンビラの音楽に参加した。疲れたものは小屋に戻って就寝した。霊媒師たち

は神殿内のそれぞれの場所で、毛布に入って休んだ。ンビラの演奏は夜ふけまで続いた。 
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 儀礼初日は儀礼参加者として不可欠な霊を、霊媒師の体に迎えるための儀礼であった。

礼拝 1 ではメポ界のすべての霊に対して、儀礼の開催を告げ、さらに儀礼への支援が要請

された。礼拝２では、礼拝 1 で召集された霊が、それぞれの霊媒師に憑依した。ンビラの

音楽は霊を歓迎するかのように長時間演奏された。人々は疲れるまでンビラに合わせて踊

り続けた。 

 

表 9-7 一日目の礼拝内容 

順 礼拝 1 順 礼拝 2 

1 霊媒師入場 1 霊媒師入場 

2 ンビラ奏者入場、演奏 2 ンビラ奏者入場、演奏 

3 一般参加者、ンゴンド歌唱、入場 3 一般参加者、ンゴンド歌唱、入場 

4 挨拶 4 憑依 

6 霊を集める儀礼 5 挨拶 

6 議論 

7 ンビラ演奏、踊り 

 

雨乞いの祈り 

雨乞いがおこなわれたのは儀礼開始から 6 日目であった。二日目以降、礼拝 1 は未明の

ンビラ演奏で開始された。夜が明け、神殿に朝日が差し込む時間帯になると、伝達者は神

殿の前で他の参加者を呼んだ「早朝儀礼、早朝儀礼、早朝儀礼。神殿に入りましょう」

（Mamuko, mamuko, mamuko, ngatipinde mukati!）と。起床した参加者はまず、神殿外でンゴ

ンドを歌った。そして木の枝を振り、歌を歌いながら神殿に入場した。彼らが入場すると、

霊媒師たちもンゴンドを歌った。ムサニャンゲは一般参加者と霊媒師たちを率い、一列に

なってンゴンドを歌いながら神殿を出た。そして神殿前の敷地を、歌いながら一周し、ま

た神殿に戻った。神殿に戻った後も、彼らはンゴンドを歌い続けた。10 分ほどンゴンドと

ンビラの演奏を続けたあと、参加者はみな座った。そして伝達者を介した挨拶がおこなわ

れた。2 日目から 5 日目までの礼拝 1 は、毎回このように始まり、そしてそれに引き続いて

議論がおこなわれた。 

6 日目には議論ではなく、雨乞いがおこなわれた。挨拶が終わった後も、ンビラ奏者はン

ビラを弾き続けた。すると、ムサニャンゲが水色の布をまとい、神殿の中央部へと進み出

た。それと同時に、伝達者がヒツジをつれて神殿に入場した。羊は神殿中央のムサニャン

ゲに託された。ムサニャンゲはそこでひざまずいて、ヒツジの体に触れ、祈りをささげた。
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祈りはつぶやきのようなもので、ンビラの演奏の中ではその内容を聞き取ることはできな

かった。祈りがおこなわれる間、他の男性参加者はかしわ手を打ち、女性はムルルを鳴ら

した。 

祈りが終わると、伝達者はそのヒツジを外へ連れ出し、もう一頭のヒツジを連れて神殿

に入場した。ムサニャンゲは同じ方法でヒツジに触れてまた祈った。 

儀礼後にムサニャンゲがおこなった儀礼の意味を首長に解説してもらった。この儀礼は、

天空神である創造者に雨を乞う儀礼であった。ヒツジ（hwai）は「天の鳥」（shiri yedenga）

と呼ばれ、人々の願いを創造者のもとへ届ける動物であると考えられている。大祖霊（カ

セケ、ムザネナモ、シュンバ、ムカニャ）、ライオン霊（ムサニャンゲ、チゴンガ、マチ

ェンゴ）、天空霊（ビリナガニレ、チツァチェゴレ）の霊媒師は、人間の祈りを下位の霊

から上位の霊へと段階的に伝達する役割を果たす。 終的にライオン霊のムサニャンゲが、

天空霊のビリナガニレ、チツァチェゴレが見守る中で、人々の祈りを羊に乗せて創造者へ

と送った。ムサニャンゲが二頭のヒツジを用いた理由は、彼らが二つの願いを持っていた

からだ。一頭目のヒツジはビリナガニレの霊媒師についた穢れ（脳梗塞の病）をはらうた

めのヒツジで「清めのヒツジ」（hwai yesuko）と呼ばれた。二頭目のヒツジには特別な名前

はなかったが、雨乞いの願いを託された羊であった。ムサニャンゲがまとった水色の布は

空の色を象徴する布のである。そして、羊は雲の象徴であった。不思議なことに、この儀

礼があった日の夕方に霧雨が降った。この日の日中は一日を通して快晴であっただけに、

この出来事には驚いた。ビリナガニレの雨乞いの力を実感することができた。 

雨乞いの儀礼は午前中に終了した。午後にはビリナガニレの霊媒師所有の牛が殺され、

人々に肉が振舞われた。ウシの屠殺に際して、祈りなどの特別な儀礼はなかった。また、

雨乞いで祈りを託されたヒツジが殺されることはなかった。肉は食品管理役の男性によっ

て、鍵つきの倉庫で管理された。 

 

問題解決の議論 

儀礼期間中には、二種類の方法で問題解決の議論がおこなわれた。ひとつは礼拝 1 と 2

に神殿の中でおこなわれる全員参加型の議論であった。もうひとつは礼拝 1 の後に、神殿

外でおこなわれる、個別の議論であった。 

2011 年の雨乞い儀礼の中でおこなわれた全員参加型の議論には、二つの議題があった。

ひとつ目の議題は、雨乞いの儀礼で用いるウシと羊をどうやって手に入れるかという問題

であった。 
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雨乞い儀礼では、参加者に肉が振舞われる。また、雨乞いの祈りのために羊が用いられ

る。これらの家畜は、ビリナガニレの霊媒師が所有している家畜であった。しかし、ビリ

ナガニレは自分でこれらを飼育することはせず、周辺地域の人々に委託して、分散して飼

育していた。したがって、どの家で飼育されているどの家畜を用いるかが議論された。数

日間にわたる議論の結果、リンガ村で飼育されている家畜を使用することになり、その家

畜を連れてくる人物と日程が決定された。決定された家畜は、儀礼組織メンバーの一人で

あった首長が、リンガ村で飼育していた牛であった。したがって、首長がリンガ村に赴き、

儀礼用の家畜を連れてくることになった。首長は儀礼開始から四日目の午後にマササを出

発し約 20km 離れたリンガへ牛車で向かった。彼は 5 日目の午後に牛二頭を連れてマササ村

に戻った。 

二つ目の議題はビリナガニレの霊媒師の健康問題であった。彼女は 2010 年に脳梗塞で倒

れ、一時危篤状態に陥った。このとき、ムサニャンゲの霊媒師が伝統薬を用いてビリナガ

ニレの霊媒師を回復させた。人々はこの病気の原因をある人物による呪術にあると推測し

た。というのも、ビリナガニレが倒れる前に、彼女に対して不審な行動をとった人物がい

たからであった。疑いのある人物は、ビリナガニレの霊媒師の弟であった。この弟は、霊

媒師が聖地巡礼の旅に出るときに、彼女に付き添った人物の一人であった。彼は、巡礼に

向かう途中で野性の果実であるダンバの実を霊媒師に渡した。しかし、その実を食べたと

きから霊媒師の体調が悪化し 終的には意識を失った。したがって、関係者は彼が毒をも

ったと推測したのであった。男性は儀礼に召喚され、神殿内で霊媒師や地域の人々から尋

問を受けた。男性はさまざまな質問を投げかけられ、それらに答えた。当初は的確に答え

ていたものの、質問が重なるうちに男性の答えがあやふやになり、 後には話のつじつま

が合わなくなった。話の焦点は誰がダンバの実を持参し、霊媒師に手渡したかという点で

あった。当初男性は誰かから渡されたダンバの実を、霊媒師に手渡しただけといっていた

が、人々が異なる方法で質問したときに、「自分が準備して渡した」といってしまった。

結局、彼の話が曖昧であったこともあり、儀礼期間中に彼が何らかの罰を受けることはな

かった。しかし、ビリナガニレの霊媒師の体調問題は深刻であり、これを解決するための

聖地巡礼が検討された。 

彼らが解決策として話し合った聖地巡礼の聖地とは、ジンバブエ北東部の町チノイ

（Chinoyi）の近郊にある洞窟（chirorodziva：チロロジワ）であった。チロロジワには前人

未到の深さを誇る洞窟がある。洞窟は水で満たされており、その水は深く青く澄んでいる。

いくら旱魃になっても、いくら雨が降っても、その水位は変動しないと言われている。ま
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た、その水は北の国境を流れるザンベジ川、南の国境を流れるリンポポ川、東の国境を流

れるガイレジ川に通じており、チロロジワで祈ればその祈りはジンバブエ全土に広がると

言われている。ビリナガニレはチロロジワで体を清めるとともに、チツァチェゴレの霊媒

師に起きている問題を解決するための儀礼を提案した。 終的に、彼らは雨乞い儀礼の終

了後にチロロジワへの巡礼旅行を決行することで合意した。巡礼にはムサニャンゲ、マチ

ェンゴ、チゴンガ、ムザネナモの霊媒師が同行することになった。 

礼拝 1 が終わった後の自由時間は、一般参加者が霊媒師と懇談（dare, pl;matare）をもつ

時間である。神殿前の宿泊用の小屋のひとつが懇談に用いられる。このような個別の懇談

にはビリナガニレは参加しない。筆者はこの時間にムサニャンゲに呼び出され、懇談を持

ったことがある。実は、筆者は儀礼二日目に体調を壊し、丸一日寝込んだ。その後、友人

に連れられて徒歩 20 分ほどのところにある診療所を訪れた。そして、その帰宅途中にその

友人の家を訪れ、そこで紅茶をご馳走になった。この一連の経緯を知ったムサニャンゲは

筆者を呼び出して警告した。彼の言葉は日常のショナ語とは異なるので、周囲の人々の通

訳を介して話を聞いた。ムサニャンゲは次のように言った。 

 

私はお前に、他の集落に行って食事をしてはならないという規則を授けよう。お前が

見知らぬ人物の家で食事をすることは危険だ。お前が呪薬を盛られないかと心配して

いる。おまえは腹をこわしているそうではないか。その病気も誰かの呪薬によって引

き起こされたのかもしれない。おまえはこの建物の中で、首長が提供する食事だけを

食べなさい。 

 

 筆者の腹痛の原因は、儀礼用のどぶろくを醸造するための、発酵の種に使われる発芽シ

コクビエの粥を大量に食したことにあった。しかし、ムサニャンゲは、筆者が周辺の集落

で危険な目に会わないよう、筆者に禁止事項を授けた。個別の懇談ではこのような形で、

霊媒師が人間に対して助言や規則を授ける。 

  

雨乞い儀礼におけるンビラ演奏の 2 様式 

全員参加型演奏 

 雨乞い儀礼におけるンビラの演奏様式には以下の二種類がある。一つ目は全員参加型の

演奏形式である。全員参加型というのは、ンビラの演奏が儀礼の中心的行為となり、儀礼

参加者全員がンビラの音楽に参加する形式である。ンビラの演奏技術は非常に高度である
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ため、全員がンビラを演奏することはできない。参加者は自分のできる範囲でンビラの音

楽に参加する。参加方法には手拍子、ダンス、歌、ムルルがある。多くの参加者はンビラ

の音、あるいは、それに伴奏されるオショ（マラカス）の音にあわせ、手拍子を打ちなが

ら軽くステップを踏む。参加者の中には踊りが好きで、なおかつ、洗練された技術をもっ

ている人もいる。そのような人は特にステップに意識を集中させ、切れのある動きで踊る。

歌はンビラの音にあわせ、つぶやくようにして歌われる。マササ村の儀礼では、参加者が

ンビラに合わせてひとつの歌詞を合唱することはない。それぞれの参加者が、個々に伝統

的な歌詞をつぶやく。ンビラの伴奏に用いられるオショの音が非常に大きいため、つぶや

くような歌が何を言っているのかを聴き取ることは非常に難しい。女性はンビラの演奏中

にムルルを鳴らすことがよくある。特に曲の終わりや霊媒師が立って踊り始めたときなど

にムルルが鳴らされる。このようにして、ンビラ奏者、オショ奏者、一般参加者、霊媒師

のすべてがンビラの音楽に参加するのが、全員参加型の演奏形式である。この形式が見ら

れる機会は、毎晩のンビラ演奏の形式である。雨乞い儀礼の中で、 も娯楽的意味合いの

強い時間である。 

 

背景音型演奏 

 もうひとつの演奏形式が背景音型である。この形式は、中心的な儀礼行為の背景でンビ

ラが演奏されるという様式である。この場合、ンビラの音楽に意識を集中させているのは、

ンビラ奏者とオショ奏者のみである。霊媒師や一般参加者は、そのときにおこなわれてい

る中心的儀礼行為に意識を集中させている。この形式が見られるふたつの例を挙げよう。 

 一つ目の例はンビラの演奏とンゴンドの歌唱の同時並行とそれに続く挨拶儀礼である。

一日二回の礼拝は、ンビラの演奏で開始される。霊媒師が神殿に入場すると、ンビラ奏者

がそれに続いて入場し、そこでンビラが演奏される。このとき霊媒師が踊りや歌でンビラ

音楽に参加することはない。彼らは神殿内で他の参加者が入場するのを待機する。神殿内

でンビラがなると、他の参加者は神殿外で民謡を歌う。そして民謡を歌いながら神殿に入

場する。そして、所定の位置につくと、ンゴンドを歌いながら足踏みをして踊る。このと

き、霊媒師たちもンゴンドの歌に加わる。神殿の中では半分でンゴンドの歌唱が、もう一

方ではンビラが同時に演奏される。このとき同時並行で演奏されるンビラとンゴンドの音

楽は、リズム、メロディ、テンポの点から、まったく一致しない。それぞれの音楽が同じ

空間の中で個別に演奏される。したがって、神殿内の音楽的環境は混沌とした状態になる。
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マササ村のンビラ奏者であるゾンゴーザは、この様式を「混奏」（kusanganisa）とよぶ。

ゾンゴーザはこの様式を、ビリナガニレのための祈りの方式であると述べた。 

 この混沌とした音楽環境がしばらく続いたのち、霊媒師と一般参加者はンゴンドの歌唱

をやめて座り、挨拶を開始する。一方でンビラの演奏は続けられる。一般参加者はンビラ

音楽のリズムとはまったく関係のないタイミングでかしわ手を打つ。ンビラが生み出す背

景音とかしわ手の「ポン、ポン、、、」という音の中で、伝達者が挨拶の音頭をとる。そして

「天空霊の声を聞け・・・」という伝達者の挨拶が粛々とおこなわれる。挨拶が終わった

ところでやっと、ンビラの演奏が停止し、議論やその他の儀礼へと移る。 

 二つ目の例として、一日目の挨拶儀礼の後でおこなわれる「祖先の木」での祈りの儀礼

がある。挨拶儀礼の後、参加者は一列になって神殿を出、祖先の木とその周囲の聖域（ル

シャンガ）にむかう。ンビラ奏者は列の 後につき、ンビラを演奏しながら歩く。このと

きに演奏される曲は「カリガモンベ」（Karigamombe:牛の屠殺）という曲である。この曲

が演奏される理由は、曲の意味にあるのではなく、演奏の簡易さにある。カリガモンベは

テンポがゆっくりで、しかも、演奏に使用される鍵盤が少ない。したがって、歩きながら

の演奏に も適した曲である。ンビラの演奏はルシャンガに到着しても継続される。ムサ

ニャンゲの霊媒師が参加者を代表して祈りをささげ、木に酒を注ぐときにも、ンビラがそ

の背景で演奏される。人々はンビラに合わせて踊るわけではなく、ただ儀礼を見守る。ン

ビラの演奏はこの後、彼らが神殿に戻るまで継続される。 

 ンビラは毎日二回の礼拝において、必ず演奏される。しかし、二回の礼拝において、そ

れが儀礼の中心的行為となることはない。霊媒師、一般参加者、ンビラ奏者の礼拝におけ

る動きを分析すると、礼拝 1 と 2 の入場から挨拶にいたるまでの一連の儀礼行為において

ンビラ奏者以外の参加者がンビラ音楽に参加する場面がない。ルシャンガでの霊に対する

祈りの儀礼や、六日目におこなわれた雨乞いの祈りにおいても、人々がンビラの音楽に参

加することはなかった。雨乞い儀礼中におこなわれる主な儀礼行為において、ンビラはそ

の背景音として演奏される。他の儀礼参加者はンビラ音楽には参加せず、中心となる儀礼

行為に意識を集中させる。雨乞いの祈りをおこなう場面では、でムサニャンゲが羊に手を

添えて祈る間、ンビラが演奏される。しかし、一般参加者はンビラに合わせて踊ったり歌

ったりするわけではなく、祈りのかしわ手を打つ。 
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表 9-8 一日目の礼拝 1における参加者の行動とンビラの演奏 

順 
参加者の行動 ンビラ

演奏 霊媒師 一般参加者入場 ンビラ奏者 中心的行為 

1 入場 神殿外待機 入場 入場 × 

2 神殿内待機 神殿外待機 ンビラ演奏 待機 ○ 

3 神殿内待機 ンゴンド歌唱 ンビラ演奏
内：待機 

外：ンゴンド 
○ 

4 ンゴンド歌唱 ンゴンド歌唱、入場 ンビラ演奏 ンゴンド歌唱 ○ 

5 挨拶 挨拶 ンビラ演奏 挨拶 ○ 

6 移動 移動 ンビラ演奏 移動 ○ 

7 祈り 祈り ンビラ演奏 祈り ○ 

 

儀礼空間としてのンビラ音楽 

中心的儀礼行為の背景で演奏されることから、ンビラは儀礼空間を構成する一要素である

ということがいえる。儀礼はンビラの音楽によって始まる。そして、その音の中で別の儀

礼行為が進行する。このようなンビラの役割は、儀礼の「舞台」といえる。霊媒師が神殿

に入りそこでンビラ奏者が演奏されると、神殿内は次の儀礼行為がおこなわれる舞台とな

る。礼拝をおこなう一般参加者にとって、ンビラの音は音楽というよりはむしろ空間とな

っている。礼拝において、儀礼の一般参加者はその音の細部についてまでは意識を集中さ

せない。彼らが意識を集中させるのはあくまでもンゴンドの歌唱や、霊媒師との挨拶や、

祈りである。ンビラの音は一般参加者が歌を歌い、挨拶をこない、祈りをおこなう舞台で

あり空間である。 

 しかも、ンビラの音はただの音ではない。ンビラの伝統曲は氏族の歴史を象徴する音で

ある。ンビラ奏者は儀礼の文脈に合わせて、その場面で もふさわしい曲を選択する。ニ

ャンドーロ地域の儀礼で も演奏頻度の高い曲は、ダンデ、ブカティエンデ、ニムティム、

ネマムサーサである。ダンデはニャンドーロ氏族がジンバブエで 初に居住した地域であ

る。ダンデを演奏することはニャンドーロ氏族の祖先とニャンドーロ氏族が代々祀ってき

たビリナガニレの賞賛である。ブカティエンデ（立ち上がってさあ行こう）とネマムサー

サ（仮小屋のために木を切れ）はいずれも移動を繰り返してきた人々の歴史を象徴する音

である。ニムティムは別名ニムティム・ヤニャマロパと呼ばれる。これはニャマロパとい
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う人物によって演奏されたニムティムという意味である。ニムティムという言葉の意味は

現地の人々にとっても不明であるが、この曲も祖先を賞賛する曲である。 

 ンビラの音は祖霊や天空霊を賞賛する音である。しかも、それぞれの曲には意味がある。

儀礼においてンビラの音が演奏されることはそこに祖先への賞賛と、一族の歴史を照射す

ることである。人々はンビラの音によって、過去の空間へと引き込まれ、霊媒師はその名

かで過去の存在である祖霊や天空霊に憑依される。したがって、ンビラの音楽は人々を非

日常的な過去でも現在でもない空間へと引き入れる。ンビラの演奏は異次元空間を演出す

る技術ということができる。そしてその異次元空間は人々と異次元の存在である霊とが霊

媒師を介して接触する空間である。ショナの人々が日常生活におけるあらゆる困難を解決

してきた、宗教、政治の空間は、音楽によって演出される非日常的な異次元の空間であっ

たということができるのではないか。 
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考察 

 

１．ジンバブエ独立闘争と音楽 

本研究がまず注目したことは、ジンバブエの近代政治史において、音楽が非常に大きな政

治的影響力を持ったということである。現在のジンバブウェが独立したのは 1980 年、これ

は 1960 年のアフリカ独立の年より 20 年の後であった。その間、ジンバブエアフリカ人は、

ローデシアという少数白人が支配する人種差別国家に対する独立闘争を続けることになる

のだが、その際の闘争を力づけ鼓舞するとともに、一般民衆に独立闘争の意義をかたりつた

える役割を、闘争歌がになった。 

音楽がジンバブエの解放を支えるほどの力をもった、その源泉には何があるのか。 

この問題理解のカギとなったのは、闘争音楽（チムレンガ・ミュージック）の父トーマス・

マプフーモの音楽であった。マプフーモは、ショナの伝統音楽を用いてローデシア政府の人

種差別政策を糾弾していたからである。ショナの伝統音楽とは、親指ピアノ楽器ンビラを用

いた儀礼音楽である。ショナの儀礼とは、霊媒師に様々な霊が憑依する儀礼である。 

マプフーモ音楽が政治性を持ったその源泉には、ショナ族の基層宗教文化があった。それ

は、霊媒師を中心とする儀礼文化であり、そこに音楽、宗教、政治の一体性があった。 

また、ショナの独立闘争の歴史をしらべてゆくなかで、独立闘争の英雄とされているのが、

植民地軍に対して兵をひきいて戦い、とらえられ処刑された霊媒師であることもあきらか

になった。霊媒師が極めて政治的な役割をになっていたのである。 

 

２. 憑依儀礼における音楽、政治、宗教の一体性 

儀礼文化の音楽-政治-宗教の一体性とはなになのか。これを私は、ンビラ音楽習得のため

に、地方の村に住むンビラ奏者に弟子入りする中、そしてンビラ演奏者として村の霊媒師儀

礼に参加する中で気付いていった。 

ニャンドーロ氏族が崇拝する天空霊ビリナガニレは地域社会における政治的中心であり、

宗教的中心でもあった。ビリナガニレ霊の神殿があるマササ村には儀礼組織が結成され、そ

の組織を中心に地域社会の問題解決（雨乞いや呪術問題）について議論がおこなわれた。シ

ョナの人々にとって霊媒師はあらゆる危機からの救済者である。したがって、霊媒師には雨

乞いなどの神秘的能力を用いた宗教的役割だけでなく、政治的な役割が与えられる。 

救済者である霊を霊媒師に迎えるにあたって演奏されたのがンビラであり、ンゴンド民

謡であった。ンビラは非日常的な空間を作り出す音楽であり、この音楽があって初めて霊媒
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師と人間による議論がおこなわれる。一方でンゴンド民謡は、祖先への救済を乞う祈りの歌

であった。ンゴンドの歌は闘いの歌であった。人々の苦難は祖先が経験した苦難（戦い）に

よって象徴された。 

村落レベルの問題に対する伝統的な解決は、祭祀音楽によって作り出された非日常空間

における議論によっておこなわれた。祭祀音楽なしに非日常空間を作り出すことはできず、

したがって、議論も問題解決もおこなえない。また、危機的問題（政治的問題）なくして憑

依儀礼の開催はない。したがって儀礼がなければ祭祀音楽も演奏されない。 

 

3. 解放闘争における音楽、政治、宗教の一体性 

祭祀音楽、宗教、政治の一体性は地域レベルの危機をこえた、民族的あるいは国家的危機

においてもあらわれた。 

ショナは 19 世紀以降 3 度の武力衝突を経験した。ンデベレとの武力衝突、イギリス南ア

フリカ会社との武力衝突、そして、ローデシア政府との武力衝突であった。これらのいずれ

の危機においても、霊媒師が大きな役割を果たして来た。 

ンデベレとの武力衝突においてショナ族を率いたのはチャミヌカ霊霊媒師、イギリス南

アフリカ会社との武力闘争を率いたのは、ネハンダ霊とムレンガ霊であった。 

そして、ジンバブエ解放闘争において解放軍を支援したのも各地の霊媒師たちであった。

アフリカ人解放軍は 1966 年に武力闘争を開始するも、初めての武力作戦はあっけなく失敗

した。敗北の理由のひとつは民衆からの支援がなかったことであった。そこで解放軍が霊媒

師と同盟を結び、民衆の支持を獲得した。霊媒師は地域社会の宗教的指導者として、アフリ

カ人民衆からの信頼を集めていた。解放軍は霊媒師を闘争に巻き込むことで、初めて解放闘

争を前進させることができた。 

1960 年代に始まった解放闘争を支えたふたつの音楽があった。第一に解放軍歌、第二に

マプフーモのチムレンガ・ミュージックであった。 

解放軍歌は民衆教育の方法として利用された。解放軍は農村部でゲリラ戦を展開し、民衆

とともに歌った。そして、打倒ローデシア政府のための戦略が民衆の間に伝えられた。民衆

のなかには、打倒ローデシア政府を叫ぶ解放軍の戦力に不審を抱くものもいたであろう。し

かしかれらも、解放軍とともに歌うことで解放軍を支援するようになったに違いない。 

解放軍歌の歌詞は政治的であると同時に宗教的でもあった。解放軍歌にはイギリス南ア

フリカ会社によって処刑されたネハンダ霊やムレンガ霊を讃える歌があった。 

一方で、都市では、トーマス・マプフーモがショナ民謡をエレキギターで演奏するという
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斬新な音楽で人気を集めた。マプフーモはさらに反体制的な歌詞でローデシア政府の人種

主義を糾弾し、また解放軍を支援した。マプフーモの音楽はショナの祭祀音楽を用いた音楽

であった。したがって、ギターで演奏されていたとしてもそのメロディやリズムは地域社会

の問題解決を目的として開催される憑依儀礼を象徴する音楽である。 
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