コー トジボアール・ アジ ュクル人の
重層的帰属意識
た つ のサ ッカー 暴動か ら一―
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独立後のアフ リカ諸国の課題 のひとつは,国 家形成 を しつつ 国民を形成す ることであ った。 この
課題 と対立 しこれを阻害す るものと して考え られてきたのが ,「 部族主義 (tttbalism)」 という語で
もって批難をこめて呼ばれてきた民族 へ の帰属である。部族的なものは警戒 され回避 されてきた。
コー トジボアールでは,セ ンサス の民族統計がデ ー タブ ックに掲載 され ていなか った り(1),新 聞
などでは しば しば民族集団の呼称を直接使 うことを避けて地域名を隠喩 と して用 いるなどがみ られ
る(2)。
そのような障害にもかかわ らず 国民意識は この 国では独 立後40年 を経た今 日ではおおいに浸透 し
てきた。 この ことは1995年 および2000年 の 2回 の大統領選挙を機になされた,大 統領 へ の立候補資
格をめ ぐる コー トジボアール人性

(イ

ボア リテ Ivoirit6)論 争に明 らかで あ る。そのなかで木年 7

月に国民投票 によって承 認 された候補要件は非常に厳 しいものとなった。大統領候補 となるには候
補者 自身が コー トジボアール 国民で あるだ けではな く,そ の両親のふた りともが コー トジボアール
国籍 をもっている必要が あると決 まった。 これ によ り国外 か らの移入民だけではな く,一 方の親が
移入民である二世も本人の国籍 にはかかわ らず候補 となることはできないことになった。
このような国民意識の浸透は,で は他の既存 の帰属意識の弱体化 ない し消失 をともなっているの
で あろうか。帰属意識について西川は「個人は,国 家 ,民 族 ,等 々 とい った単 一 のものだけに同化
￨11995:
しているのではなく,い くつか の レベルでさまざまな対象 に同一化 しうるものであるJ[西 チ

192]と 指摘 している。西川は とくに言及 していないが ,複 数の帰属が編成原理が異 なる集団に別
個 に生 じるのは当然であるだろう。たとえば血縁集団と地縁集団とにそれぞれ 帰属意識をもつ こと
はごく普通に考え られ ることである。問題 となるのは原理は同 じだが異 なった レベル の集団にたい
して複数の帰属意識,す なわち重層的帰属意識 が生 じるかである。 さ らに, この重層的帰属の場合
に,そ れぞれの帰属意識の強度 は どの程度 なのか という問題が ある。
本論では地域に根ざす と考え られているものに限定 し重層的帰属意識 について検討す る。村 ,地
方 ,国 家 ●)な どのさまざまな広が りの地域集団へ ひ と りの人間が帰属意識 をも っているのか どう
か,そ れが どの程度の強度のものであるのかを,サ ッカーをめ ぐる応、
たつ の事件 とその報道 か らみ
律
)。
ていきたい
具体的には1998年 か ら94年 にかけてお こった 国家 レベル と村 レベル とふたつのサ ッ
カー試合 における暴動 を主 な材料 と して,ア ジュクルの人びとの帰属意識 について考察 してい く。
これ までサ ッカーをめ ぐっては,ナ シ ョナ リズ ムとの関係 についてはたとえば今福 [1997]や 後
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藤 [1995]が 考察 している。 またサ ッカーと部族 主義 についてケ ニアの例を取 りあげた ものに坂本
[1994]が ,ス ポーツ社会学の立場か らサ ッカーの観客を論 じたものに リーヴァー [1996]が あ る。
本論で取 りあげ るアジュクル人は,西 アフ リカ・ コー トジボアールの経済首都 ア ビジャンか ら西
へ およそ50キ ロメー トルに位置す る町 ダブ (Dabou)を 郡庁所在地 とす るダブ郡の30あ ま りの村 に
居住す る。その人 口は約 10万 人といわれ る。 また ダブ郡 にはアジュクル人だけではな く国内外か ら
の移入民 も数万人居住 している。

2

村人 の 帰属意識

私の調査地であるアジ ュクル人の村 (A村 と してお く)の 人びとが, どのような地縁集団に帰属
していると感 じているのか という問題 は,直 接的には判断の難 しい問題である。 これ までの調査の
中での人びととの 日常会話 などか ら考え ると,村 人にとって地理的・空間的な領域 をもつ集団と し
て以下のものがあげ られ るのではないか と考える。
まず , 日常的に対面的接触がお こなわれ る村が第一にあげ られ るだろう。 この村 は上 。中 。下 と
い う三地 区に分かれていて,各 人はその どれかに分属 していることで村の一員 であるということに
なっている。村 を越えた レベルでは,ま ずあげ られ るのはアジ ュクルとい う民族集団 に属 して いる
ことで あ る。 アジュクルの居住領域は行政上の区画で あ るダブ郡 とほぼ重 なる6)。 これは同時 に言
語共 同体であ り文化共同体 ともいえ る。第三に,支 族 (confederation)が あげ られ る。歴史的 に
アジュクルの社会編成はブブ リ (Boubouri)と デ ィプ リム (Dibrimou)の 応、
たつ の支族 にわかれ
対 立 しあ っていた。それぞれの支族はほぼ ダブ郡の西半分と東半分に相当す る。 A村 はプブ リ支族
に属 している。第四は村連合 (tribu)で あ る。それぞれ の支族はい くつか の村 の連合か らなり
A村 はオボル (Oborou)連 合 に属 している。 この村連合 が単位 となっておこなわれ る儀礼 もつ い
,

最近 まで存在 していた。人 口規模 か らす るとこの村連合 までが どうにか対面的接触が可能 な集団と
いえる。
これ らの 4つ の「 伝統的」 な共同体へ の帰属意識とともに,新 たな共同体すなわ ち コー トジボアー
ルとい う国家 へ の帰属 , 自分が コー トジボアール人であるという国民意識 も,人 び とのあいだに確
実 に見いだす ことができる。のちに詳 しく述 べ るが,ブ ルキナフ ァソや マ リ, ガーナなどの他国出
身の移入民たちが村の内外に居住 していることも,コ ー トジボアール人意識の形成 におおきな影響
を及ぼ した ものと思われ る。
この コー トジボアール人意識以外 にも,新 たな帰属意識がみ られ る。1990年 代中頃 よ り声高に叫
ばれ ることが 目立 ちだ した コー トジボアール の南部 と北部 いう分けかたの どち らに属す るのか,南
部人か北部人かとい う意識 も近年相 当の浸透をみ る。アジ ュクルの人びとはキ リス ト教徒 が中心で
開発の進んだ豊かな南部地域 に属 し,イ スラム教徒 が 中心 で 中央政治か らは見はなされてきた貧 し
い北部地域 と対立す ることになる [Camacho 1998:2627]。
他方,国 家を超えた レベ ルをみ ると「 われわれアフ リカ人」 という意識が村人のなかにもみ られ
る [勝 俣 1998:71‑72]。 このアフ リカ人意識 についてす こ し詳 しくみてお く。 これ は人種 的概念 で
ある「 黒人Jの 言 いか えとも考え られ るか らだ。 アメ リカ合衆国で「 黒人Jと いう語 を差別的だ と
み な し「 アフ ロ・ アメ リカンJに 言 いか え られているのはその例である。 コー トジボアールで も
,

「 黒人」 と自己言及す ることはみ られ な くな り,非 黒人が この語を使用す ることも表立 ってはない
といえる。 もちろんこれ らは公的 レベル の使用 と 自己言及お よび他者 にたいす る呼びかけの場合 に
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限 られ ,一 般的 な分類名称 と しては存続 している。他方 ,「 黒人Jの 反対概念 にあた る「 白人Jは
アジア人も含めた非黒人 にたい しアフ リカ人の側か ら呼びかけと しても使用 されつづ けて いる。 ま
た「 アフ リカ人Jの 範時 にはサハ ラ以南のアフ リカ人だけではな くコー トジボアールで一般 に「 レ
,

バ ノン人Jと 呼ばれ るアラブ糸の移民も含 まれ , さらに引ヒアフ リカだけではなく中東の アラブ人 も
おそ らくこの中に入 る。中東がアフ リカ大陸に位置 していないにもかかわ らず,ま た人種的には 白
人であるにもかかわ らず彼 らも「 アフ リカ人」 なのである。同時に「 レバ ノン人Jを さ して「 われ
われの身内の白人 (notre blanc)Jと い う表現 もされ ,欧 米の「 白人Jと は異 なるものと して区別
されていることがわか る。 これ らか ら「 アフ リカ人Jと はかつて白人が形成 した分類である「 黒人J
と同義ではないといえよう。
以上のように地域 に根 ざす集団だけを考えても,総 数 100人 に満たない村 の中の地区とい う集 団
アフ リカ人 という集団まであげ ることができる。 これ らのさまざまな レベルで
か ら数億人 におよ応ミ
帰属意識形成 は可能であ り,ま た個人が帰属す ると感 じているのはそれ らに軽重の差 はあ るにせ よ
ひとつ と限ることはできない。

3節 と 4節 では ここにあげたさまざまの レベル の集団か ら国家 と村 をとりあげ,そ れぞれの レベ
ルで起 こったサ ッカーをめ ぐっての事件を事例 と して,そ れぞれ へ の帰属意識の強度 について検討
したい。

3
3.1

対 ガ ー ナ ・ ナ シ ョナ リズ ム
アセ ック =コ トコ事件

サ ッカーの第29回 アフ リカ・ クラブチー ム・ チ ャンピオ ンカ ップの準決勝 は1993年 10月 17日 , ま
ずアセ ックの本拠地である コー トジボアールのア ビジヤンでアセ ック (ASEC)対 コ トコ (Kotoko)
の第 一戦 が行われ ,ア セ ックが 3対 1で 勝利 した。アセ ックは現在の コー トジボアールの中ではお
)。
一 方 コ トコは ,こ の名称が アシ ャンテ ィ
そ らくも っとも人気 のあ るクラブ・ チー ムで あ る
。),チ ームの本拠地がかつ てのア
(Ashanti)の シンボルのひとつで ある「 ハ リネズ ミ」 を意味 し
シャンテ ィ王 国の王都 クマ シ (Kumasi)で あ ることか らもわか るように, ガーナ最大 の エ ス ニ ッ
ク・ グループであるアシャ ンテ ィを代表す るクラプ・ チー ムで ある。 アセ ック勝利の後 の第 二戦 は

二週間後 の10月 31日 (日 曜 日), コ トコの本拠地 クマシでお こなわれた。試合は コ トコが 2対 0で
勝利 し決勝 へ進 出す ることとなった。
「 アセ ック=コ トコ事件」 と して今も記憶 されて いる事件 は, この第 二試合の応援 に コー トジボ
アールか らクマシまで大挙 して くりだ したアセ ックのサポー ターが,ガ ーナ側 か ら暴行 や嫌が らせ
を受けた ことに始 まる。 コー トジボアールのマス コ ミ報道 によると,人 びとを乗せたバ スが 国境 を
越えた ところか ら投石や暴行 などをガーナ人か ら受 けた。 また,ク マ シでの試合当 日にもアセ ック
のサポー ターは,競 技場の入場 チケ ッ トをもって いたにもかかわ らず ,ガ ーナ側の妨害 にあ って最
後まで競技場のなかに入れなか った。そ して10月 31日 か ら11月 1日 にかけて コー トジボアールに戻 っ
たた くさんのサポー ターたちは負傷 した姿で帰 ってきたのである。
この 日曜 日のクマ シでの出来事が コー トジボアールの新聞に報道 されたのは,月 曜 日には間に合
わ なか ったようで翌 々 日の 2日 火曜 日か らである。だがた くさんの人間が ガーナでや られた という
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ニュースはそれ以前 にラジオも しくは峰によって伝わ っていたのだろ う。すでにガーナ人にた いす
る「復讐 Jは 新聞が クマ シの事件 を報道す る 2日 よ り前に始 まっていたようで ある。
このことは新聞の記事か ら確認できる。 11月 3日 付の政府糸の朝刊紙,『 フラテル ニテ 。マ タ ン』

ι
知ケ
チ
珍M"%,以 下FMと 略す )に は,ラ ジオが ア ビジ ャンの騒動 を伝 えて いるとい う記事が
領カチ
掲載 されている。それによれば,ア ビジャンの民間 ラジオ局「 アフ リカ 。ニ ュメ ロ・ ア ン (Africa
N° 1)」 が 2日 朝 の ニ ュースで この騒 ぎについ て, トラブルで50人 の死者がでていると報道 してい
る。新聞の記事 はこのラジオ報道 には誇張があると非難 していた。 これ にたい してラジオ局 も反論
し,そ の反論 ものちに同 じFMに 掲載 された。
街のあち こちで蛮行や略奪があ り,外 国人は本当に暴力を受けて死ぬまで殴 られたので ある。
トレッシ ユヴ ィル 。)の 16番 通 りでは,ひ と りの女性が死んだのを 目の前で 日撃 した し,警 察
署 にはた くさんの外国人が避難 と朱護を求めてきて いたので あ る。)。
翌 3日

,FMは クマ シの事件の続報 は しているがア ビジャンで起 きてい る騒動 についてま った く

沈黙を守 った。だが,新 聞の報道はないものの実際の事態は相当に深刻だ ったのだろう。同 日, コー
トジボアール政府はFMと 同 じ新聞社が発行す る夕刊 紙『 イボアール ソワール』 (〃 0汀 ど 'SO/R,
以下ISと 略す )紙 上で,お こっている事件にかん して「 鎮静の呼びかけ」 との見 出 しをつけた次の
ような声 明を発表 した。通常 には政府発表を一 手に掲載す るはずのFMに ではな く大衆紙であるIS
に声明が掲載 された こと 自体が,事 件の緊急性 とともに異常性を感 じさせ る。多少長 くなるが,記
事全文を引用 してお こう。
ガーナか らの情報 によれば,ア セ ックと コ トコの第 2戦 に際 してもめ ごとがお こった模様 で
あ る。
,コ ー トジボアールはつ ねに人びとを温か く受け入れ てきた土地であ り, コー トジボアール 当
局は領土 内に住む外国人の コ ミュニテ ィーの生命 と財産の保護をつね に保証 してきた。
コー トジボアールにはおよそ400万 人の外 国人が定住 してお り, ガーナ人のおおきな在住 グ
ループが ある ことはこのことの雄弁 な しる しである。 したが って,ア ビジャンで の第 一戦 がお
こなわれた期間中, コー トジボアール政府は ガーナの代表団や コ トコの選手,チ ームの協賛者
,

そ して試合 を観 に出向いてきた ガーナ人サポーターの安全 を保証す るために,あ らゆる適切 な
措置をとってきた。
この思いが けない もめ ごとについての説明を得 ようと政府 はガーナ 当局 に接触中であ り,住
民のみなさんには平静を保 ちガーナ人 コ ミュニ テ ィーに対 して決 して報復を しないよう要請す
る(10)。
事態は このよ うに政府声明と してガーナ人にたいす る報復の可能性 に直接言及 して,そ の沈静化
をはか らなければならないまでに至 っていたといえるだろう。 4日 にはこの事件は コー トジボアー
ル,ガ ーナ両国の外交問題 にまで発展 した。 ガーナの外務大臣が急返ア ビジャンに訪れ , コー トジ
ボアールの首相および外務大臣と会談 しているこD。
事件の規模のおおきさは 5日 の「 仮集計」 と しての発表か らも想像 できる。それ によれば,死 者
は23人 で,内 コー トジボアール人が 6人 ,ガ ーナ人が13人 ,国 籍不明が 4人 にのぼ っている。 また
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住劾
病院 に担 ぎ込 まれたのは コー トジボアール人が20人 ,外 国人 が53人 であ った と伝 え られた 。少
な くとも20名 以上の死者がでた この事件 は,ガ ーナ人だ けではなくコー トジボアール在住の外国籍
の人びとすべ てにとって「 決 して忘れ ることので きないJ事 件 と して記憶 され る ことになる。
このよ うな外国人排斥は,歴 史的 には独立前の1958年 にダホメ (現 ベ ナ ン)人 や トー ゴ人を国外
に追放 したことがあ ったが ,そ れ以来 目立 った動 きはなか った [原 口 1992:135]。 しかも独 立前 の
国民意識の発現 は,「 経済発展 の果実 を,地 元民の名 で確保 しようとす る経済的利害の水準にと ど
まる意識であ ったJ[原 口 1992:139]。 当時 ダホ メ人が フラ ンス領西 アフ リカのなかで重用 され要
職 を占めていたことが理 由での排斥 と考えてよいだ ろう。 A村 にもこのダホメ人の追放で近 くの会
社の空 いたポス トに就 いた人が何人か存在す る。
かつてのダホメ人が相対的に有利 な地位あ ったのと比べ,今 日のガーナ人が コー トジボアール人
にとって羨望や嫉妬の対象にあるとはとてもいえない。 ガーナ人はむ しろ コー トジボ アール人に雇
用 されて いた り,コ ー トジボアー ル人のや りたが らない労働 に従事 しているのである。そ こには経
。働
済的 なものに しろその他 のものに しろ直接的な利害 の対立はみ いだせ ない 。む しろナシ ョナ リ
ズムが もっとも発現 しやす いスポーツの試合 においては,利 害 とは無関係 にそれが剣 きだ しの形で
現れたといえるのではないだろうか。
ガーナのクマシでのアセ ック対 コ トコの試合に伴 った騒動 は,サ ッカーの試合 が開催 されたわけ
ではないアビジャンにおいて反 ガーナ人意識をともなった復讐 となり,多 数の死者を出す こととなっ
た。 このようなサ ッカーにともなう騒動 と してはフー リガンの問題がよく知 られている [ビ ュフォー
ド1994]。 しか しアセ ック=コ トコ事件は フー リガ ン的な事件 とはいえない。実際 に観戦 にい った
人 というよりもむ しろ観戦にいかなか った人もふ くめた人びとの全体が起 こ した事件 なのである。
そ して,つ ぎに述べ るように:事 件はア ビジャンだ けではな くA村 という地方の村 にまでおよんで
いる。 また,政 府は声明で事件 はクマシで コー トジボアール人が受 けた ひ どい しうちにた いす る復
讐だ と している。新聞報道 もそのような論調である。だが,少 なくみても20名 以上の死者が でた事
件がたんなる復讐 でおきるのであろうか。試合を観 にいった クマ シで コー トジボアール人が殺 され
たわけではないのである。 これ についてもA村 でお こったことを調 べ ると,そ れが単 なる復讐では
なか った 可能性がみえ る。

3.2 A村

での反応

アセ ック=コ トコ事件 がおきた1998年 の10月 か ら11月 にかけて,私 は 日本にいたので直接 この事
件を見聞き したわけではない。 この事件 に関心をもちは じめたのは,翌 年 8月 A村 に第二 回 目の調
査 に戻 ったときで ある。
事件 について述べ る前 に,こ こで A村 について,お よび A村 に居住 している非アジ ュクル人につ
いて簡単 に説明 しておきた い。
私が主 な調査をお こな っているダブ郡 A村 は,郡 庁のあ るダブの町か ら約 10キ ロメー トルに位置
している。人 日はアジュクル人だ けで300人 た らず 。ほかにアジ ュクルが住む地区のなか に移入民
が数十人居住 している。村 には アジュクルの住む地区のほかに,そ の南側 に接 して移住民か らだ け
α肋酔 )と 呼ばれて いる地区が あ る。そのむ こうがパ ーム会社 の労働者の暮 ら
のジ ュラ・ ブグ (″ ′
す社宅街 で,そ れを こえると隣村 に入 る。 ジュラ・ ブグには200人 あま りの非 アジ ュクル人が居住
してお り,そ の構成は,国 内の他地域出身者 とともに,ブ ルキナ人,マ リ人, トー ゴ人,ベ ナ ン人

,
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ギエ ア人 ,ニ ジェール人 などで,さ まざまな民族 。国籍の人び とか らなる。 この 中 には季節的な出
稼 ぎ者 もいるなどその人 口は非常 に流動性が激 しい。 A村 のアジ ュクル の人 々は これ らの移入民を
農業労働者等 として雇用す る立場 にあ り,高 齢者中心の農業経営であるゆえ これ ら移入民の労働力
は不可欠 となっている。
これ らの移入民をアジュクルの人びとは原則 と して外国籍の人にたい してはその国名で,同 じコー
トジボアール人にたい してはそのエスニ ック・ グループ名でまず認識 している。例外はブルキナフ ァ
ソのモ シ (Mossi)お よび シサラ (Sissara)の 人 々で ,彼 らは 国名 ではな くエ ス ニ ック・ グルー
プのほうで認識されている。逆 にブルキナフ ァソ出身であれば他 のエ スニ ック・ グループに属 して
いて もモ シで あ るとみなされ る場合 もある。一方で,移 住者のある集団を「 ガーナ人Jと 所属す る
国籍で呼び,も う一方 では「 モシ」の ように,明 らかにブルキナファソに国籍 をもつ人であ っても
民族名が集団呼称 となっている。
本論で取 り上げているガーナ人 も1993年 以前はお もにジ ュラ・ ブグに居住す る非アジュクル集団
のひとつで あ った。92年 にはおよそ20人た らずのガーナ人 コ ミュエテ ィーがジュラ 。ブグに形成 さ
れていた。だが,彼 らは98年 秋の アセ ック=コ トコ事件を機 に村 か ら姿を消 して しま った。それ以
後今 日まで,ジ ュラ 。ブグにガーナ人は戻 ってきていない。
さて,ア セ ック=コ トコ事件のときに村では どのようなことがお こったかを述 べ てい く。 2回 目
の調査のために村 に着 いてまず最初 に気 がついた のは,ジ ュラ・ ブグの何軒かの家が焼 けかれたま
ま放置 されていたことである。 また, しば らくす るうちに,以 前 は小 さな コ ミュニテ ィーを形成 し
ていたガーナ人たちがひとりも見 当た らないことも気 になった。 これ らが どう してなのかは,単 刀
直入 にはなかなか聞きづ らく,そ れ となく少 しず つ 聞 いていった なかでわか ってきたのは以下のこ
とで ある。
まず ,焼 かれた家は以前 ガーナ人が住んでいた家であることが確認できた。隣村の若者がアセ ッ
ク=コ トコ事件のときに襲撃 しにきて,家 に火をつ けた という。 しか し,そ こに住 んでいた ガーナ
人は,お そ らく無事だろうとい うのだ。 なぜ なら,ア セ ック=コ トコ事件 がお こる前 にあ らか じめ
かれ らはなん らかの騒動が起 こることを予測 していたのだろうか,村 外 に避難 していて,事 件の 日
にはすでにジュラ・ ブグか らは消えていた ということだ。
アセ ック=コ トコ事件 について どのような情報 を得たのか も聞いた。それ によると,ア ビジャン
で, ガーナ人が リンチにあ った り潟 に放 り込 まれた りして殺されているという噂 が流れたという。
もちろんこの噂の出所や経路はわか らない。だが これ と同様の話はア ビジャン在住 の人か らも聞き
取 ることがで きた。
ア ビジャンで何10人 かの死者がでたのと,A村 のガーナ人の家が襲撃 を受けたのはほぼ同時的な
できごとだ った ことがわか った。都市 においてだ けではな く,そ こか ら60キ ロメー トルほ ど離れ た
小さな村 においても,死 堵 こそで なか ったが ガーナ人に対す る同様の迫害 が生 じていたのである。
さ らに,A村 でわか った ことは,事 件が決 してクマシで コー トジボアールか らのサポーターが暴
行を受けた ことにたいす る復讐 というような偶発的 なものではな く,ガ ーナ人にとってはある程度
前 もって予測 されていたものでないかということだ。おそ らくこの時期 に コー トジボアール人のあ
いだ になん らかの反 ガーナの風潮 が ,都 市だけで な く農村部 にまで広 が っていたのだ ろう(10。 当
時,ジ ュラ・ ブグにいたガーナ人にとってこのできごとは相当の衝撃 だ ったので あ ろう。 6年 以上
た った2000年 4月 現在 もジ ュラ・ ブグにはガーナ人はひとりも戻 ってきていない。
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村相互 の対立

サ ッカーをめ ぐる暴動事件 は,国 の レベルでお こるかぎり,南 米の例 をあげるまで もな くた くさ
んの例があるだ ろう。アセ ック=コ トコ事件 も,ナ シ ョナ リズ ムの発現であ るという限 りでは,そ
れほ ど特異 な感 のす るものではない。だが,サ ッカーにともなう騒動は村 の レベルで もおきた。 ア
ジュクルの村相互のサ ッカーの試合 において,試 合 の経過 に不満 をもった観客になかか ら暴動 がお
こり多数 の重傷者が出たのである。
その事件 はサ ッカーの試合のあ った村の名前か ら「 ヤサ ップ (Yassap)事 件 Jと 呼ばれ る。事
件がお こったのは1994年 の夏休みがほぼ終わ りにちかづいた 9月 18日 であ った。アジ ユクルの村対
抗サ ッカー選手権「 第 13回 ルクアス・ アー プル杯 (La Coupe Loukouass Akp100)Jが この休暇 を
利用 して開催 され ,そ の決勝戦がヤサ ップ村の グラン ドでお こなわれた。決勝に勝 ち残 ったのはヤ
サ ップ村 とその北隣の ロプ (Lopou)村 のチ ームで あ った。
村 どう しの対抗試合 といえ ども,そ れ へ の取 り組みは選手 もそれをサポー トす る方 も真剣 である。
アジュクルの人は子 どものす るサ ッカーは「 遊びJだ というが,対 抗戦の ような20才 代の青年 が真
剣 にす るサ ッカーは「 遊び」 などではないという。 このような村対抗試合 ではチ ームの中に数人の
村 出身ではない優秀 な選手が いるのが「 あた りまえ」である。そ して選手たちは勝利すれば (額 は
少 ないにせ よ)Vヽ くらかの報奨金 が 出 ることを当然のように期待 して いる。 これ ら選手を呼ぶ費用
や報奨金 ,そ のほかにはユニ フォームや交通費な どのす べ ての費用はた いていは単独 の後援者 が負
担す るので,ひ とりで負担す るに しては相 当な額 の出費を している ことになる。 また選手権その も
のも強力な後援者が いないと開催できにくい。 このときの選手権では ロプ村出身の当時現職の スポー
ツ大 臣であ ったデ ィビ氏がそれにあたると思われ る。決勝当 日には大 臣みず か ら観戦 にきたほか
何人かの記者 がヤサ ップまで取材にきていたようだ。おかげで地方でお こった事件 にもかかわ らず
,

詳 しい報道 が残 っている。
暴動 は試合開始か ら48分 後 ,す なわち後半 に入 ってまもな くロプが 2′ 点目の ゴール を した瞬間 に
それ に不満をも った観客が一斉 にグラウ ン ドになだれ こんだ ことに始 まる。試合中 にお こり試合が
中止 となったとい う点ではまさにフー リガ ン的な暴動 であるといえよう。 リーヴァーはフー リガ ン
,

「 内部 に数多 くの,あ るいは強烈 な,分 裂 を抱 えた社会 で
の暴動 について次のように述べ ている。
は,劇 化 された闘争はあまりにも真 に迫 っているがゆえに,見 世物 と しては盛 り上が りをみせ るの
だが,あ げ くの果てには,敵 意が強烈す ぎてともにプ レーす ることができなくなるということにも
なるのである」 [リ ーヴ ァー 1996:230]。 騒動は しば らく続 き多数のけが人 が出た。
負傷の規模 についてはISに 詳 しい。それ によると,重 傷者 は10人 あまりで,ア ビジヤンの病院 に
運 ばれた。そのうち 1人 はデ ィビ大臣のボデ イーガー ドに ピス トルを撃たれ たもののか らくも命 を
取 りとめた人であ ったと思われ る。 また傷害以外 にも, ロプの選手を乗せてや ってきたデ イビ大 臣
QO。

所有の小型 バ スが焼 き討 ちにあい全焼 した
この事件当 日は私は調査のためにA村 に滞在中であ った。私 自身 はこの試合の観戦 にはいか なか っ
たが,村 の青年たちの中 にはこの決勝戦を観 にい っていた者がおお くいた。そのため試合 のあ と興
奮のさめ ないままの彼 らが戻 ってきて,た だちにこの事件の話を聞 くことができた。その時の話 で
は, ピス トルで撃たれ た人 と焼 き討ちにあ ったバ ス の運転手の 2名 が殺 された ことになっていた。
ミ
上のISの 記事 につけ られたサブタイ トルは「 土地問題 と魔術 (sorcellerie)カ 原因」 とな ってい
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る。土地 問題 とは,も ともと応、
たつの村の間には土地 問題で対立があ り,そ れが誘因だ ということ
だ。だが,村 と村の土地 争 いはこの地 域では珍 しいことではなく, どの村 も常に隣村 とのあいだで
土地 問題を抱 えているといっても過言ではない。 しか しだか らとい って,死 傷者 などでた りす るこ
とは通常はない。 またもう一つの原因である魔術 とは,記 事の内容か ら, ロプが得点 した 1点 目が
魔術によるものであるとヤサ ップが主張 していることを指 している。村のなかでも「 魔術を使 った」
という言説は他者 を非難 す る場合 に しば しば用 い られ る。 どち らも,と くに対立感情をとくに強め
るようなことが らではない。 これ らが10名 あまり重傷者 をだ した事件 の根本的な原因とはいいがた
いのである。

5お

わ

り に

以上みてきたように,サ ッカー の試合 をめ ぐっては,国 際試合であ っても村対抗試合であ っても
暴動が起 きた。 国民の代表や村民の代表が闘うサ ッカーの試合が,代 表以外 の人びとの闘う場 と化
したので ある。ふたつ の事件の類似性について,ISは ロプの人への取材 か らと して「 アセ ック対 コ
トコの試合を経 験 した人は,ヤ サ ップで 同 じ光景をもういち ど経験 したのだ (1つ Jと 記事 中に書 い
ている。一方 は 国民意識の発現であ り,他 方は村民意識の発現であるというように レベル は異 なる
ものの,暴 動 にいた るという点で意識の強度の面ではかわ らないものが あるといえるだろう。 また
どち らの事件 において も,原 因と推定されていることとその発生 した暴力のおおきさとが つ りあい
がとれていないことも共通す る。
本論で事例で取 りあげたのは 国家 と村 へ の帰属 についてで あるが,帰 属の対象は国家ない し村 に
限 られ るものではないことは あ らためて強調 したい。同 じくサ ッカーにかんす る事例 か ら,ア フ リ
カ人意識および部族意識についてもふれてお こう。
1998年 のワール ドカ ップに 出場 した カメルー ンは予選 リー グ第 3戦 の対 スペ イ ン戦にお いて,カ
メルー ンのあげた得点がオ フサイ ドの判定で無効 とされ試合は引き分けに終わ った。 このことで カ

メルー ンの予選での敗退は決定 した。だが このオフサ イ ド判定が審判 の ミスジャッジといわれ ても
しかたのないよ うな疑わ しいものだ ったので, これ にたい し他 国のチ ームで ああるにもかかわ らず
自分のチームのことのようにように村人たちは怒 るのである。それはおそ らくカメルー ンがアフ リ
カを代表 しているか らで あろう。 アフ リカの仏語 圏全体 をカバ ーす るニ ュース週刊誌『 ジュン・ ア
フ リック』 鯨効%4″ 物ι
)も この問題を特集で掲載 した QO。 アフ リカのチームの問題 はその 国の
人だけではな く (少 なくとも)仏 語圏 アフ リカの人びとに共通の,憤 りをおぼえるもので ある こと
がわか るQtt。 サ ッカーは 国民意識だけではな くアフ リカという地域 に所 属す るという意識をも発
現させ ることを, この一件は示 しているので ある。
他方 , コー トジボアールでは顕著ではないサ ッカー と部族主義 との結びつきについては,坂 本の
ケ ニアの例の報告 を参考に したい。それによれば「 ケ エアでは,地 方 ごとにサ ッカー・ チ ームを擁
し, 自分の出身地のチームが試合 に出るとなると,出 稼 ぎなどで都市 に出てきている人びとは, こ
ぞ って競技場 へ と足 を運ぶ ことになる。ただ,切 符 を買 って入 場 し観戦す るというような生や さ し
いものでは なく,競 技場へ 向かう乗 り合いバ スの中か ら既 に戦 いの火蓋は切 られている。すなわ ち

,

観戦 にともな う一連の行動は,ま さに,出 身部族のチ ーム と相手チームをめ ぐる模擬戦であ り,ス
ポーツ観戦 とは,固 く結ばれた出身地域 との絆の発露 に他 ならない」 [坂 本 1994:40]の である。
このよ うな他国の試合 にたいていのアフ リカ人 レベ ルで の憤慨や,地 域の出身部族のチ ームの試
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合の観戦での模擬戦 なども,本 論 で見てきたような国民意識や村意識 の場合 と同 じように,な ん ら
かのことが原因となって暴力に転化す る可能性は否定できないだろう。
本論では,複 数の帰属意識を持 つ ことが あ りえることを示す とともに,そ の強度 を ッサ ッカーを
つ う じての暴力の発動か ら検証 しようと試みた。帰属意識の強度 をこのことだけで論 じられ るとは
考えないが,ア ジュクル人の 国民意識 と村意識の関係は,一 方が強 くなれば他方が衰退す るような
関係ではないとはいえると考える。
最後 に,1999年 秋以来 コー トジボアール西南部では入植 しているブ ルキナ人に対 しての外 国人排
斥が継続 し,多 数の死者が でているほか,数 万人が移入地か ら本 国へ帰還 していることが報道 され
ている。 これは今後全国化 し,93年 にガーナ人 にたい して始 まった外国人迫害 は コー トジボアール
に在住す るす べ ての外国人 にたい してもおこるのであろうか。 またそうなった ときに,こ れ まで移
入民にたよって繁栄 してきた コー トジボアール経済 が どうなるのか。アジ ュクルの村での調査を継
続 しつつ,同 時に国内の状況にもさ らに関心 を向けてい くしかないとの思いがす る。

注
(1)国 家・ 国民形成 にお け るセ ンサ スの重 要性 につ いては、ア ンダー ソ ン [1997]を 参照。
(2)た とえば「 アジ ュクル」 という民族名を用 いる代わ りに「 ダブの人び と」 と居住地域の名 を用 いるなど。

(3)国 籍条項 の規定 には血 統 主義 によるもの と生地 主義 によるもののふたつ が あ ることか らもわか るよう
に,「 国民Jと は「 血 」 のつ なが りによるとい う考えが あ ることはい うまで もない。
(4)国 民国家 の代表 とされ るフラ ンスにお け る調査で も,国 家 よ りも 自分の住 んで い る町や村 に対 す る帰
属意識の方が強 い という結果 が 出て い ることを,杉 村が紹介 してい る [杉 村 1998:76]。

(5)民 族集団が地域 に根 ざす だ けの もので ないのは無論であ るが ,本 論 では これ を地縁的 なもの と して扱
う。 その理 由には二 点 あ る。

a)も

ともとダブ郡 の境界 自体 が ア ジ ュクル人 の居住領域 を もとに決 め

られた ものであ るが,境 界付近 は人 の手 の及 んでいない森が広が っていた。 い くつか の村 では歴史的

に他 民族 との共住 はあ るとはいえ,隣 接 民族 との地理 的 な隔絶が一定程 度み られ た といえ る。 b)今
日では多数 を 占め る都市 で生 まれた アジ ュクル人 も,す べ て親 の 出身村 に儀礼 を とお して帰属す るこ
とで 自らのア ジ ュクル性 を確認 している。特 定 の村 に属 そ うと しないア ジ ュクル の若 者 は非常 にまれ
で あ る。

(6)A村 で調 べ たか ぎ りでは,ク ラブ・ チームが特 定 の地域 ない し民族 と結 びつ いてい ることは認め られ
ない。

(7)こ の ことは阿久津 昌三 氏 に ご教示 いただ いた 。
(8)ア ビジ ャンの一つ の地 区名 (写 1用 者注 )。
ι
vゲ 形 れ
わサ
ゲ
η1993年 11月 4日
(9)口 確サ
(10)コ てガ尺β'SOrR 1993年 11月 3日
ηη
ι
ケ
r珍 ん
のヵ%1993年 11月 5日
(11)Л 確チ
わチ
カ 1993年 11月 5日
(12)F/pチ ″ガ形 か
(13)ガ ーナ人が コー トジボアール人 よ り優位 にた て る可能性 は,文 化 的領域 にはあ るか も しれ ない。 コー

トジボアールのアカ ン系 の人び との起源伝説 の多 くには,祖 先は ガーナか ら移動 して きた ことが 語 ら
れ てい る。
(14)な ぜ ウフ ェ 。ボア ニ大統領 の在任 中の この時点 でナシ ョナ リズ ムが 高 ま った のか,ま た どう して対象
が ブルキナ人で もな くマ リ人で もな くガーナ 人であ ったのか とい う,ふ たつ の疑 間は残 され た ままで
あ る。 一般 には, コー トジボ アールのナ シ ョナ リズ ムが 激化 した のは1993年 12月 の ウフ ェ 。ボア ニ の
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死後 ,憲 法規定 によ り後継 大統領 につ いた ベ デ ィエ とウフ ェ・ ボア ニ時代 の元首相 ワタラとの政治的
争 いのなかで の こととされ る。
筋 ss 4カ ダ '(ア ジ ュクル 語 )は 文字 どお り訳せ ば「 団結 は 良い」 で あ り,皮 肉に もこの選 手権
には村 々の連帯や協調 が掲 げ られ ていた ことがわ か る。
ど'SOrR 1994年 9月 20日
(16)Л 友
"賓
ど'SOrR 1994年 9月 20日
(17)Л 友

(15)̀L%筋

"賀
(18ガ 勿″ 4〃 留 1955号 , 1998年 6月 30日
(19)『 ジュン・ アフ リック』の同号では,カ メルー ンとともにモ ロ ッコの試合での問題 も取 りあげ られて

いる。
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