
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開発のイコン イメージからイデオロギーへ

櫻井　龍彦

はじめに

人類による地球上の他者に対する組織的な働きかけ、それも「文明化の使

命」という大義名分と経済的利益の追求という意味で、開発の歴史は 15 世紀

末にはじまるヨーロッパ世界の非ヨーロッパ世界への進出にさかのぼることが

できる。

　大航海時代、ヨーロッパ世界がおこなった新大陸の開発は、自国の利益のた

めに略奪と殺戮をくりかえした帝国主義的な拡張であって、今日「開発」が一

般に意図するような現地の生活状況を改善、向上するための行動ではなかった。

帝国主義的な拡張の根拠となる精神的前提には、いうまでもなくキリスト教が

あった。ヨーロッパは新大陸に「野蛮」、「未開」を発見し、福音によって異

教徒を教化、文明化する「偉大」な責務に正当性を見いだすことで、自らの血

塗られた行為を隠蔽してしまった。「西欧＝キリスト教社会」は「非西欧＝異

教社会」と出会うことによって、自らが「先進＝文明＝高文化」であると自覚

し、未開社会を「後進＝野蛮＝自然状態」として対峙させ、世界をゆがんだイ

メージで包んでしまった。

16 世紀以来の植民地時代から第二次大戦後の新植民地主義体制の時代に入

っても、開発の方程式は基本的に変わりはない。西欧は第三世界、途上国すな

わち新植民地の異教徒たちの低開発状態に「未開」を見いだし、西欧が「科学」

と「文明」によって達成した近代化＝工業化を推進することを使命と考えた。

帝国主義による植民地支配が終わった戦後の経済成長をテーゼとする開発では、

キリスト教の教義が、少なくとも表向きには、大航海時代のように最前線で旗

をふるようなことはなかった。代わって登場したのは、民主、自由、平和秩序
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の概念であり、そしてなによりも途上国を共産主義の進出から守る「
メ シ ア

救世主」

として援助することにあった。それは父が子を「保護」しながら、子の「成長」

と「進歩」を助ける「慈悲」に等しく、その意味でキリスト教精神なるものは、

基調音として相変わらず健在であった。

　本稿はこうした 20 世紀の近代世界システムにも組みこまれた開発のイデオ

ロギーを、大航海時代にさかのぼってイメージ化してみようという試みである。

とりあげるのは、聖クリストフォロスのイコンとコロンブス関連の絵画である。

そこに現代に通じる開発主義の表象を読みとってみたい。

キリストを背負う者

まず一枚の絵画からみてみよう（図 1）。マドリッドのラサロ・ガルディア

ーノ美術館にある「コロンブスと聖母マリア像」（作者不詳）である。コロン

ブスのキリスト教信仰には、最初の航海でたてた誓願やカリブ海の島々にグァ

ダルーペ（聖母を祀った修道院）、サンタ・マリア・デ・ラ・コンセプション

（受胎の聖母マリア）と命名したことに表れるように、聖母崇拝に特徴がある

といわれる（ミシェル・ルケーヌ、1992、p19）。聖母の前でひざまずくコロン

ブスの姿が、その篤い信仰をよく表現しているだろう。

問題にしたいのは、コロンブスの後ろに立つひげの生えた大柄な男である。

棒を杖代わりにし、小さな子どもを背に負っている。いうまでもなく守護聖人

として名高い聖クリストフォルスである。コロンブスを讃える絵画に、なぜ聖

クリストフォルスが一体として描かれるのであろうか。コロンブスの背後で彼

を支え、後ろ盾のように立つ大男は、コロンブスとどんな関係にあるのだろう

か。

コロンブスの名前はいろいろな呼び方をされるが、スペインふうにクリス

トバル・コロン  Cristóbal Colón と呼ぶのが一般的である。クリストバルはラ

テン語ではクリストフォルス  Christophorus、英語ではクリストファー

Christopher になる。コロンブスが自分の名前を聖クリストフォルスに重ねたこ

とは、1493 年、エスパニョラ島から帰り、イサベル女王に提出した報告書の

サインからも明らかである。彼は自分の洗礼名に神の意志を自覚していたよう

である（増田義郎、1979、p189）。

このことには、実は大変大きな意味があった。クリストフォルスという名

前は、「キリストを背負う者」という意味である。コロンブスは、単に富に対
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する欲望と収奪だけから新大陸へ進出したのではなく、全世界に福音を宣べ伝

える大事業という使命をみずからに課していた。（図 2）はよく知られたテオ

ドール・ド・ブリの版画であるが、新大陸の裸の「野蛮人」から貢ぎ物を受け

るコロンブスは、背後で部下たちに十字架を立てさせている。絵画で明確に表

現されたキリスト教による世界征服の願望であろう。コロンブスは教皇アレキ

サンデル 6 世にあてた書簡（1502 年 2 月）で、“われらの主がその聖なる御

名と福音書を世界中に広められるよう期待する”（ツヴェタン・トドロフ、1986、

p14）と述べているように、その航海の目的のひとつは伝道にあった。

コロンブスはキリストを背負うことで、未知の土地で遭遇した他者をキリ

スト教世界観で対象化し、支配、征服に等しい開発に着手する。福音の伝道を

免罪符に、「文明化の使命」を「白人の責務」として自己正当化した新大陸の

開発は、その後の大航海時代の航海者たちにおいても同じことである。

ではそのようにコロンブスを駆り立てた精神的支柱としての聖クリストフ

ォルスとは、何者なのだろうか。

聖クリストフォルスの生涯

　聖クリストフォルスは、ヨーロッパでは庶民のあいだに、救難の聖人として

よく親しまれている。教会の祭壇や壁画ばかりでなく、橋、城、民家、路傍な

どにもこの聖人の絵や彫像があり、木版画の護符もつくられている。古くから

巡礼、旅行、航海の安全を祈るための守護聖人であり、荷物運搬業、建築業、

造園業などギルドの職業神としても崇拝された。現在、ヨーロッパでドライバ

ーのお守りになっているのはその流れである。

　わが国では芥川龍之介の小説「きりしとほろ上人伝」によって、この聖人が

知られているかもしれない。芥川はヤコブス・デ・ウォラギネ Jacobus de Vorgine

（1235～98）によるキリスト教聖人伝『黄金伝説』から翻案してこの作品を書

いた。5 世紀に小アジアでクリストフォルスが信仰されたことがわかっている

が、まとまった伝記として知られるのは、 13 世紀、ウォラギネが編纂した聖

人伝にはじまる。

『黄金伝説』によると、クリストフォルスはカナン出身の巨人で、洗礼を

受ける前はレプロブスという俗名であった。力持ちで、魁偉な容貌をし、強い

ものにあこがれた。この世で最も偉大な主君に仕えようと旅に出る。はじめカ

ナンの王に仕えるが、王よりも悪魔が強いことを知ると、魔王をさがしに荒野
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に出る。魔王を見つけ共に旅に出るが、あるとき悪魔は街道に十字架を見つけ

ておびえた。わけをたずねると、悪魔はキリストというものがいて、それが最

も恐ろしいと告げる。そこでレプロブスは悪魔を見限り、世界最強の主をさが

しにふたたび旅に出る。

１人の隠修士に出会い、キリストに会いたければ、川で渡し守をしながら

待つとよい、とアドバイスを受ける。そこで川のほとりに小屋をたてて住み、

シュロの木を杖に、旅人や巡礼者を肩に乗せて川を渡す仕事に従事した。ある

日、幼子が川を渡してくれと頼む。レプロブスはこの小さな子を背負って川に

入った。すると突然水かさが増し、子どもは鉛のように重くなって、レプロブ

スは動けなくなってしまった。だがなんとか渡り終え、まるで「全世界を背負

ったような重さだ」とため息をつくと、幼子は「あなたは全世界を背負っただ

けではなく、世界を創造したものも背負ったのです。わたしこそキリストであ

り、あなたが仕えようと願っていた真の王なのです」と告げる。そしてこのこ

とが真実である証拠として、杖代わりのシュロの棒を地面に挿しておけば、翌

朝花が咲き実を結ぶだろうと予言する。はたして翌朝そのとおりに奇蹟が起こ

り、以後レプロブスはキリストに帰依し、名もクリストフォロスと改めた。

このあとに続く物語は、クリストフォロスが異教徒をキリスト教に改宗さ

せた聖戦士として殉教した後半生の行伝である（ヤコブス・デ・ウォラギネ、

1986）。

さきに述べたように聖クリストフォロスの信仰は、小アジアで 5 世紀ごろ

にはじまったようであるが、現在残っている図像は、いずれも 10 世紀以降の

ものである。たとえば（図 3）は、シュヴァーベンのブックスハイム修道院に

ある 15 世紀前半の木版画である。（図 4）は、コンラート・ヴィッツのもの

（15 世紀半ば）である。これらの図像はいずれも『黄金伝説』でまとめられ

た伝承にもとづき、聖クリストフォロスは子どもを背にのせ、杖をついて川を

わたる巨人として描かれている。

ブックスハイム修道院の木版画で注目したいのは、背負われたキリストが

十字架の付いた球体をもっている点である。この球体はキリスト教美術によく

みられるもので、宇宙、全世界、地球をあらわす「帝国宝珠」である。神が創

造した宇宙、世界を球体で象徴し、皇帝や王がそれを手にすれば、権威や王権

のメタファーとなった。上部に十字架がつければ、キリスト教の勝利、支配を

よりつよく示す権標となる。クリストフォロスが背負うキリストがこの「帝国
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宝珠」をもつ意味は、クリストフォロスが「世の救い主（Salvotor Mundi）」と

して川をわたり、伝道の旅にでることである。旅の目的は全世界においてキリ

スト教が勝利をおさめることであった。

犬頭の野蛮人クリストフォロス

クリストフォロス自身、もとはといえば未開、野蛮な異教徒に属していた。

彼は、「人や犬を食う人びとの土地」に生まれたといわれる（アーサー・コッ

テル、1993、p52）。エピソードが『黄金伝説』にまとめられる以前、5 世紀に

さかのぼる東方の伝承では、レプロブスは犬頭人身の人食い族の出身であった

が、キリスト教の洗礼を受けて人頭になり、人間のことばをしゃべるようにな

ったという話らしい（ヤコブス・デ・ウォラギネ、1986、ｐ22、注 5）１）。

コロンブスに限らず新大陸への航海者は、未知の土地に住む原住民が犬の

口をしていたり、人間の肉を食べたりする
カニバル

習慣があると報告している。犬頭人

（キュノケファロイ）のことは、早くはヘロドトス（紀元前 480?～前 428?）

の『歴史』に登場し、マルコ・ポーロ（1254～1324）やジョン・マンデヴィル

（『東方旅行記』は 1356 年に書かれた）など中世の旅行家、冒険家たちの紀行

文にも頻繁にでてくる。（図 5）は、ローレンツ・フリース『海洋地図の話』

（1525）にみられる食人の犬頭人である。

レプロブスが犬頭人身の姿をしていることから、クリストフォロスの図像

の起源に、古代エジプト神話に出てくるアヌビス神が想定されることがある。

アヌビスは犬またはジャッカルの頭をもつ死の神である。葬儀において死者の

魂を来世に導く重要な役目をはたした。

聖クリストフォロスが、食人の習慣をもつ犬頭人であったという東方由来

の伝承を証拠づける見事なイコンが残っている。アテネのビザンティウム美術

館にある 17 世紀の聖像である（図 6）。この犬頭人身のクリストフォロスは右

手に十字架をもち、すでにキリスト教に帰依している。もう一つは 18 世紀、

ギリシャ聖教教会のイコンである（図 7）。クリストフォロスは左手に杖（奇

蹟のおこるシュロの木）をもち、戦士の格好をした犬頭の聖者である。その姿

は神のことばを告知する天使を見上げ、静かに聞き入っているかのようだ。

古い伝承では、クリストフォロスは未開の地に住む犬頭の野蛮な異教徒で

あった。それがキリスト教の教化によって人間としての徳性を身につけ、福音

を伝える熱心で忠実な信徒に変身した。これはキリスト教が異教徒に勝利した



22　　　　　　　　　　　　　　櫻井　龍彦 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ことを、寓話として表現したものであろう。コロンブスが自らをクリストフォ

ロスになぞらえて、新大陸の「犬頭」、「人食い」の「野蛮人」にキリスト教

の信仰を植えつけようというのは、クリストフォロスの改宗の過程を、そのま

ま使命としてのキリスト教世界制覇の行為に移行し、再現することに他ならな

い。

しかし忘れてならないのは、クリストフォロスは福音だけを説いたのでは

なかった。伝承によればクリストフォロスは異教徒との戦いでは、もと巨人で

獰猛な野蛮人であった性格をいかんなく発揮したことである。聖戦士は殉教の

戦いにおいては怪人レプロブスにもどった。同じようにコロンブスも大陸進出

においては、左手に福音書を右手に剣をもって行動したのであった。

海をわたるコロンブス

作者不詳の絵画「コロンブスと聖母マリア像」で、コロンブスの後ろに立

つ聖クリストフォロスは、コロンブスその人に等しい。象徴的には、コロンブ

ス自身がキリストを背負っていると解釈してよいだろう。

絵画的に両者が融合したものは、コロンブスの友人ファン・デラ・コーサ

が 1500 年に作成した世界地図に描かれている（図 8）。この地図は当時「発見」

された新大陸の島々を書き込んだ最初のもので、地図の頂点には、幼子キリス

トを背負い川をわたる聖クリストフォロス像が描かれている。いうまでもなく、

これは福音を背負い、海をわたるコロンブスその人の像でもある。（図 9）は

この部分の拡大図である。コロンブスがキリスト、福音を背負って航海してい

るとみてよいだろう。幼子キリストは、「帝国宝珠」を手にしている。

宇宙、世界を象徴する球体の「帝国宝珠」が、地球そのものの形で表され

るのは、ごく自然なことである。円形の地球で端的に示される全世界を、あた

かも背に負うかのような姿で海をわたるコロンブスの図像がある。ホノリウ

ス・フィロポーヌスの『西インドの未開拓地方新航海想像図』（ 1621 年）に

描かれているものである（図 10）。コロンブスが福音による世界支配の使命を、

キリストを背負った聖クリストフォロスの姿でシンボライズするのではなく、

全世界を象徴する地球を自らが直接背負うことで表現しているのである。

19 世紀の絵画になるが、チェザーレ・デル・アクアは、コロンブスのアメ

リカ大陸「発見」をコロンブスが地球儀（南北アメリカ大陸がこちらを向いて

いる）を手に、中米諸島を見上げる姿で描いている（図 11）。まるでさきにみ
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たギリシャ聖教教会のイコンに描かれた犬頭のクリストフォロスと同じポーズ

をとるかのように、コロンブスは画面の右上を見上げている。見上げながら静

かに神の言葉を聞き、福音による世界制覇の勝利を確信しているかのようであ

る。この絵画では、コロンブスは支配のシンボル宝珠＝地球儀を背負うのでは

なく、「掌中」に入れてしまったのである。映画「チャップリンの独裁者」（The

Great Dictator、1940）で、ヒンケル（ヒットラー）演じるチャップリンが地球

儀を手玉にして戯れるように。

コロンブスの足下には、裸で描かれた自然状態のインディオが配されている。

原住民は、あたかもコロンブスに踏みつけられているかのようである。そのよ

うに感じるのは根拠がある。たとえば大英帝国による植民地支配の具現者とし

て解釈可能なロビンソン・クルーソーの挿し絵（ 19 世紀）に、仰向けになっ

たインディアンの頭を踏みつけ、左手に宝珠、右手に棍棒（図では剣）をもつ

図像がある（図 12）。これは 1877 年、ジュール・ボナシーズがパリで出版し

た『ロビンソン・クルーソー』に入れられたジュール・フェスケの挿し絵であ

る。ヨーロッパの新大陸征服、支配を示すイコン以外のなにものでもないだろ

う。このクルーソーとコロンブスとの間になにほどかの区別があるとは思えな

い。クルーソーが宝珠と杖（棍棒、剣）をもつ姿は、クリストフォロスそのも

のである。

世界地図や地球儀との組み合わせで描かれるコロンブスは、かれが全世界を

背負って航海にでることを意味している。暗愚な異教徒がたとえ地の果てにい

るキュノケファロイのような
バ ル バ ロ イ

野蛮人であっても、改宗によって道徳のある人間

に成り変わること、すなわち野蛮の文明化は可能である。レプロブスがクリス

トフォロスに変身したように。人食い族のフライデーがクルーソーによってキ

リスト教に改宗し、主人の忠実な召使いとなって、野蛮人の悪習カニバリズム

を捨て去ることができたように。

救世主がもつ十字架付きの球体は、世界支配のシンボルでもあった。コロン

ブスは自分が「救世主」になることを十分自覚していた。しかし「救世」が実

は「支配」にすりかわっていることには、どれだけ自覚的であったろうか。コ

ロンブスの苗字コロン（Colón）が、ラテン語の植民者（Colonus）の意味に解

釈できるのは、歴史の皮肉かもしれない（彌永信美、1969、p476、注 46）。
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20 世紀の「帝国意識」

スペインの年代記作者フランシスコ・ロペス・デ・ゴマラは、“天地創造以

来最大の事件は、キリストの受肉と死を除けば、インディアスの発見である。”

といった（ミシェル・ルケーヌ、1992、p19）。その「発見」によって世界史を

一変させた男こそコロンブスである。以後、ヨーロッパ世界の非ヨーロッパ世

界への本格的な開発がはじまる。その後の開発も「文明対野蛮」の世界観を踏

襲し、実態は帝国の領土拡大、経済的侵略による異民族の征服、従属化であっ

た。

19 世紀後半から 20 世紀にかけて生存し、第 26 代アメリカ大統領となった

セオドア・ルーズベルト（1858～1919）は次のように述べている。

未開(野蛮)状態のなかで暮らしている人々に対するアメリカの義務は、彼らが鎖

から解き放たれるのを見とどけることである。われわれは、未開 (野蛮)そのもの

を破壊することによってのみ、彼らを自由にさせられる。

文明化された諸民族が未開（野蛮）な諸民族のいたるところに、なんらかの形

で膨張をするまでは、平和をもたらすことはできない。（岡倉登志、1999、p138,9）

未開状態から野蛮人を「解放」し、「自由」にしてやることが、アメリカの

「義務」であり、「文明」が勝利してはじめて「平和」が築かれるという論理

で帝国主義的「膨張」が許容されていく。こうした「帝国意識」による侵略的

開発を正当化、合理化するために、キリスト教の「慈愛」精神が強調されるの

は、この時代においても同じである。ルーズベルトは 1910 年の演説で次のよ

うに言明している。

前世紀における世界史の最大事は、世界の不毛の空間に文明を広めたことであ

ります。その事業は、今も続いています。野蛮な地を文明のために征服中であ

る文明国の国民は、心からなる相互の仁慈の気持ちにより一緒に働くべきであ

ると思います。（岡倉登志、1999、p140）

20 世紀の開発は、ルーズベルトが言うように前世紀の大事業の継続である。

さかのぼれば、コロンブスの「新大陸発見」以来の事業である。異教徒の未開

社会が「第三世界」や「発展途上国」に、救世主が「民主主義」や「自由貿易」
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に置き換えられても（デイヴィッド・ゴードン・ホワイト、 2001、p277）、開

発イデオロギーの根底にある方程式は基本的に変わりはない。福音書の中身は

「進歩」、「成長」、「発展」、「科学」、「技術」、「文明」という言説であり、

それらの総体としての「近代化」というレトリックである。

「
パ タ ー ナ リ ズ ム

父権主義」を政策とする西欧は、父の役目として子である途上国を「守護」

し、その成長を見守る「義務」があると考えた。医者でありキリスト教宣教師

であったシュヴァイツァー（1875～1965）は、自叙伝『水と原生林のあいだで』

のなかで、黒人を「自然の子」と呼び、白人と黒人との関係について、次のよ

うに述べている。

黒人は子どもである。権威なしでは子どものなかでは何もできない。だから、

黒人との交際の形式は、そのなかに私の自然の権威が現れるようにくふうしな

ければならない。黒人に対してそれを伝えるのに、「私はお前の兄弟だ、だが

兄だ」という言葉を私は作り出した。親しみと権威を組み合わせること、これ

が原住民と正しく交わるための大きな秘訣である。（アルベルト・シュヴァイ

ツァー、1961、p502、3）

白人と黒人は、兄弟であるが決して対等ではない。白人は常に上位の立場に

ある兄であった。原住民を子どもや弟とみて教導しようとする優越感は、ひと

りシュバイツァーだけの黒人観ではない。 20 世紀における西欧アングロ・サ

クソンの文明使命感である。そのために、西洋近代文明こそが普遍的価値をも

つというイデオロギーを権威として、その言説を低開発国に受け入れさせるこ

とが「慈悲」であった。いいかえるなら、開発のイデオロギーに「洗礼」を受

けないものは、いつまでも未開、野蛮な状態で停滞するほかないのである。

ドリトル先生の「文明化の使命」

　20 世紀のはじめ、ルーズベルトの演説にみられるような、低開発諸国に対

する「善意」に満ちた「仁慈の気持ち」は、おそらく西洋の多くの人にとって

偽りのないものであったろう。一例をあげれば、ヒュー・ロフティング（1886

～1947）の『ドリトル先生航海記』のような冒険譚を読んだ子供や大人たちが、

そうした「正義」の「善意」に共鳴したであろうことは十分に予測される。た

とえば、次のような場面でのドリトル先生のせりふに、西洋の「良心」を感じ
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とったかもしれない。

ドリトル先生が南太平洋のクモサル島で王様に選ばれると、先生は原住民に

下水の意義、ごみの収集の方法を教え、用水池や水道管、金属の道具などをつ

くり与えて、住民たちの生活基盤を築き上げた。争いごとも解決してやり、学

校で勉強の指導もした。道路もつくった（ヒュー・ロフティング、1990、p332）。

貧困、未開状態からの解放は、生活向上によって達成される。清潔な水と環

境によって病気を減らし、生産手段をもつことで雇用をひろげ、教育を発展さ

せて人材を育成する。ドリトル先生は、開発のためのインフラ整備に貢献した

のである。しかしクモサル島にきてから 7 ヶ月たち、お供のスタビンズたちか

ら帰国をすすめられたとき、ドリトル先生は言った。

わしたちは、いわば、この住民たちの暮らしかたを変えてやった。……それが、

うまくゆくかどうか、わしたちは見守ってやらねばならん。

今、ここの人たちを、投げ出して逃げてゆくと、どういうことになるか。連中

は、おそらく、あの古い習慣や風俗に、あともどりするにちがいない。そうし

て、わしたちの教えたことを悪用して、はじめに会ったときよりも、もっと悪

くなるだろう……。それに、わしは連中がすきなのだ。連中が育ってゆくのを

見るのが、たいへん楽しみだ。わしは、どうしてもこのまま、この仕事をつづ

けねばならんと思う。 わしは、ここにとどまるべきだ。（ヒュー・ロフテ

ィング、1990、p342）

月日がたち、ふたたび島を離れるよう促されたとき、ドリトル先生は言った。

それはできないよ。あれたちは、あの不衛生なやり方に、ふたたび逆もどりす

るだろう。悪い水、料理しない魚。下水のない町。伝染病……。いや、いけな

い。わしはあれらの健康と幸福を守ってやらねばならぬ。わしはもともと、人

間の医者だったのだ。けっきょく、元のところへもどってきたのだとも思える。

わしは、あの人びとを見すててはならぬのだ。いずれ、そのうちには、よい折

もあるだろう。だが、いま、見すてることはできんのだ。（ヒュー・ロフティ

ング、1990、p369～370 ２））

わが子を育てるように、自分より劣ったものを慈しむ。守ってやらねばなら
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ぬという義務感。「大英帝国」の「植民地主義」に反映した「白人の重荷」な

るものが、ドリトル先生にもしっかりと具現している。「文明化の使命」は、

かれらが「善意」と「良心」であると信ずる「信念」に由来するだけに、余計

始末が悪いのである。

ドリトル先生のような「信念」は、その後いつでも再現し、支配擁護の弁明

に使われた。たとえば 1954 年にはじまるアルジェリア独立戦争のとき、フラ

ンスが征圧の口実にとして、“フランスが退去したならば、アルジェリアは悲

惨と野蛮のなかに逆もどりするであろう。フランスはそれを防ぐ社会的義務と

人間としての義務を負っているのである。”（竹田英尚、2000、p275）と言っ

たのは、ドリトル先生の心優しい「配慮」となんら変わりはない。近代文明国

にとっての「義務」は、いつでも「帝国意識」と一体であったのだ。

トルーマンの「開発宣言」

第二次世界大戦後の 50 年代、アメリカは「マーシャル・プラン」によって、

戦争で破壊、荒廃した西側世界の復興のために経済援助をおこなった。同時期

にトルーマン大統領によって発案された「ポイント・フォア計画」は、援助を

世界規模に広げ、「低開発」、「後進国」をターゲットに、“米国において、

すでにテストされ実証された技術上の情報を共有することによって、後進国が

自ら自国を開発するのを永続的に援助しようとするもの”（ハリー・ S・トル

ーマン、1966、p176）であった。この計画をトルーマンは 1949 年の大統領就

任演説において、次のような言い回しで発表している。

われわれは一つの大胆な新計画に乗り出し、米国の科学の利点と工業の進歩と

を、後進地域の改善と成長に適用するようにしなければならない。（ハリー・S・

トルーマン、1966、p175）

トルーマンのこの宣言は、「開発」が 20 世紀後半の戦後世界を律する最重

要概念となっていく出発点として位置付けられるものであった（原洋之助、1999、

p67）。「科学」、「工業」、「進歩」、「改善」、「成長」といった近代イデオロ

ギーがここでも有効に散りばめられている。そしてこの開発思想の根底に流れ

ているのは、
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われわれ米国人は、伝統的に一貫して利己的ではない。たとえ困苦欠乏のため、

他に分ける余裕がなくても、隣人愛に優れているのが昔から米国社会の特徴で

ある。（ハリー・S・トルーマン、1966、p174）

といったキリスト教倫理観に裏打ちされた「善意」の「隣人愛」であることも

大航海時代と変わりはない。

1960 年代は「開発の 10 年」といわれる時代である。その世界戦略はケネデ

ィによって提案され、国連も参画して、「国際開発戦略(IDS)」を採択し、「国

連開発計画（UNDP）」などさまざまな援助機関を設立した。アメリカを中心

とする西側が南北問題を経済支援で積極的に解決しようとする意図は、植民地

解放運動が共産主義勢力と結びつくのを未然に防ぐことにあった。この懸案は

50 年代以降引きずってきた課題であった。

こうした情勢の中でも、たとえばアメリカが中南米への経済援助を「進歩の

ための同盟」という枠組みで推進したように、相変わらず「進歩」というよう

な言説が使われる。ダーウィニズムの形をとった近代社会進化理論とその歴史

観は、「低開発」の「開発」のためにいつも援用される「普遍主義思想」であ

った。

川のコード

最後に聖クリストフォロスが川をわたることの象徴的意義を、現代の開発思

想との関連で述べておきたい。川をわたることは移行の象徴である。たとえば、

この世からあの世への移行。キリスト教世界では罪深いこの世から楽園、ユー

トピア、理想の世界への移行である。

来世に行く川には渡し守がいた。ギリシャ神話にでてくるカロンである。人

は死ぬと渡し守カロンの舟にのって冥界の川をわたらねばならなかった。聖ク

リストフォロスにカロンの面影を見出すのは無理なことではない。川を隔てて、

野蛮と文明が向き合い、川をわたることでクリストフォロスは野蛮から文明へ、

レブロブスから聖クリストフォロスへ移行した。川を媒介としてレブロブスは

獣性を捨て、一旦死ぬことで人間として再生できたのである。この「人間開発」

としての渡し守の役目はコロンブスが引き継ぎ、未開の原住民の野蛮状態を文

明社会に昇華する事業を請け負った。

聖クリストフォロスのイコンから読み取れる移行のイメージは、今日の開発
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教育プログラムのなかでも展開している。ザンビアなどで実践された「変革の

ためのトレーニング（Training for Transformation）」である。これはブラジルの

教育学者パウロ・フレイレの「意識化」の方法論にもとづき、参加者が主体的

に問題の根本原因を分析し、他者や自分をとりまく世界との関係に気づき、行

動を起していけるよう促すプログラムである３）。

そのトレーニングのひとつに、「川のコード（ river code）」と呼ばれる寸劇

がある（図 13）。

　リセリとムチンダは川を前にし、どうやってわたるか思案に暮れている。そ

こへカペペがやってきて、川の中の飛び石をわたればいいと勧める。しかし流

れにのまれないかと心配し、ふたりはわたろうとしない。みかねたカペペはリ

セリを背負い、飛び石をわたる。しかしリセリは重く、一歩進むたびに重さが

肩にくい込み、川の中ほどの小島でリセリをおろす。

川岸ではムチンダが待っている。しかたなくカペペは戻ると、ムチンダも恐

いから背負ってくれとせがむ。しかしカペペにもうそんな力はないので、いや

がるムチンダの手をとって一緒にわたる。はじめ尻込みしていたが、だんだん

自信がつき、ムチンダは「勇気を出せば、簡単だわ。ひとりでもできそう。」と

言って、ひとりで歩き出し、とうとう川をわたりきった。ふたりはこうして念

願の対岸にたどりつく。しかし一方、小島に取り残されたリセリは……。助け

を求めるばかりである。

　こうした寸劇を通して、現地の人々と先進国から来ている援助者は、それぞ

れがカペペ、リセリ、ムチンダに自分を重ねて議論していく。依存型で自助努

力をしなかった自分、開発の重荷を全部背負い込もうとした自分の姿などを発

見していく。「川のコード」では、川のそれぞれの岸が、なにを象徴している

かも議論しあう。こちら側はいま置かれている未開発の状態、対岸は開発後の

生活。川は問題群をあらわし、飛び石は問題解決の方法、小島は未完成のプロ

ジェクトを象徴している、という具合にである。

　今日、川の渡し守は援助国が演ずる。かつてクリストフォロスやコロンブス

が担った役割を先進諸国がはたしている。カペペの肩にくい込む重さは、リセ

リの属する被援助国がかかえる現実問題の深刻さの象徴である。全世界の、地

球の重さにたえたクリストフォロスのように、援助する側、自立しようとする

当事者は、問題解決の重責に忍耐が必要である。そのとき川は冥界の川であっ
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てはならない。また川をわたるという開発行為のめざす先が、冥界の川の向こ

うにある死の世界であってはならないだろう。

おわりに

　本稿は開発主義の表象として、聖クリストフォロスおよび大航海時代の聖ク

リストフォロスを自認するクリストファー・コロンブスをとりあげた。聖クリ

ストフォロスのイコンを、試みにキリスト教パターナリズムに後押しされた帝

国主義、植民地主義による世界支配戦略の象徴として解読してみたのである。

このイメージは、歴史的にも政治的にもコロニアリズムの延長にあって、装い

をあらたにしたポストコロニアリズムの開発主義にも生きていた。イコンの暗

示する世界秩序の枠組みは、いまだ解体されていない。植民地はなくなっても、

植民地主義イデオロギーは消滅したとはいえないだろう。

　クリストフォロスの歴史そのものが野蛮から文明への移行、昇華であった。

すなわちクリストフォロスは犬頭、巨人の怪物から人間に変身し、最後はキリ

スト教に殉教する聖人となった。その生涯は後進国、低開発社会から先進国、

近代文明社会へと仲間入りする開発成果実現の過程とパラレルに解釈できる。

　イコンを構成するいくつかの道具立ても、今日の開発問題と照らし合わせた

とき、重要なシンボルとして解釈できる。「帝国宝珠」は市場経済化、自由競

争によるグローバリズムを背景とした開発イデオロギーであり、福音に等価の

権威をもつものとして機能する。「川」は低開発と開発後の理想社会をへだて

る時空間として、眼前にひろがる障碍であるが、成長のためには、わたりきら

ねばならない。「背負うキリスト」は、途上国が潜在的にかかえる問題群の重

さを表している。「奇蹟をおこす杖」は、貧困、低開発から抜けだすための経

済成長の政策マジックとして、「クリストフォロス」や「コロンブス」は、西

側援助諸国における開発ワーカーの象徴として着目してみれば、開発問題にま

た新たな視角が生まれるのではないだろうか。

注

 1)　クリストフォロスの起源が東方にあり、グノーシス派をたどってペルシャやエ

　ジプトへとさかのぼりうることについては、デイヴィッド・ゴードン・ホワイト、
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　2001、p57 以下を参照。

 2)　なお竹田英尚（2000、p266、7）も『ドリトル先生航海記』から同箇所を引用し、

　この“世界中の人びとに愛される名作”も“他民族にたいする征服と支配を正当化

　する思想を踏襲”していて、“大航海時代より巧妙になったディスクール”がみえ

　る、と指摘している。

 3)　以下、このトレーニングについては、荒木美奈子、1992、第 3 章による。
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