
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続！？　ブンブンブ（部族毎の違い）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創刊号を未読の皆様のために少しおさらいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブンブンブとは写真のような３本足が特徴の太鼓です
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴は一本木を刳り貫き、打面は動物の皮が張られて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。（創刊号の「シリーズ・音」にて水川氏が紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しています。）さて、このブンブンブ、写真１と写真２を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比較して頂いて最たる違いにお気付き頂けましたで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうか。写真１は前号で水川氏も記述のギリヤマ族
のブンブンブ、それに対し写真２はドゥルマ族のブンブンブです。ギリヤマ族のブンブンブ
では皮を胴に張る際に杭で打ち込む方法をとっているのに対し、ドゥルマ族では木の蔦な
どで作ったフープに皮を巻き込みロープで締め上げる方法をとっています。どちらの部族
も打面のチューニングをする際には焚き火にかざして熱で張るという手法を用いますが、
これは打面のテンションを引き上げ・保つことを目的としています。しかしドゥルマ族の場
合、ブンブンブ一つ一つのチューニングが音程によって決められていて、ブンブンブの一
つ一つをまるで鍵盤楽器の鍵盤の一つ一つのように
使用する目的から、より音程に対してチューニングし
易い構造としてロープを締め上げていく方法をとって
いると思われます。打面のテンションによって太鼓の
「鳴り」が変わる為、基本的に緩んでくれば張るのが
常なのですがドゥルマ族の場合、音程を重要視する
ため時には演奏中に水をかけて緩めることで音程を
調節することもあります。

　世界各地で異常気象が続いていますが、ケニアも例外でなく、昨年の10月－11月の
小雨期に異常豪雨による洪水が起き、全土で47人が死亡、70万人以上が被害を受け
る事態になりました。洪水になると次に出てくるのがコレラ・マラリア等の感染症の危険
ですが、これに加えてケニアでは1997年以来となるリフトバレー熱（ウィルス性疾患で詳
しいことがほとんどわかっていない）の発生があり、わずか２ヶ月間で死者82人を含む
患者220人に感染した疑いがあったようです。
　東アフリカはここ十年の間、旱魃と洪水を繰り返しており、今年の3月－5月の大雨期
の時期は昨年とは打って変わって、水不足となることが予想されています。そのため、
牧畜、農業には大きな影響を与える可能性があるようです。1997年の大旱魃にナイロビ
にいた時は、どこも水不足で、トイレの水はできるだけ流さないようにし、一週間に一回、
シャワーを浴びるような生活でした。なぜかマサイの牧童が草を求めてナイロビ市内に
入り込み、渋滞を気にすることなく、車道に何十頭もの牛を引き連れて歩く姿を異様に
感じた覚えがあります。
　昨今の異常気象は地球温暖化の影響であり、IPCCの今回提出された報告書では人
的要因の可能性が更に大きくなりました。経済的な損失だけでなく、人的損失をももたら
す異常気象に歯止めをかける瀬戸際に立ちつつある現在、地球全体を見る視点を忘れ
ず、遠くに思いを馳せ、自らを律する必要性を改めて感じました。

■マリンディ（MALINDI）
　バスコ・ダ・ガマが訪れたとされる港。
中国へシマウマとキリンを送り出した町。
そんな歴史を留めながら、スワヒリの人々の生
活を感じさせる町がマリンディだ。浜にでれば、
空き地で手製のボールでサッカーを楽しむ子供
たちを眺めながら、心地よい風と波の音を肌に
感じることができる。アザーンが鳴り響く路地裏を歩けば、どこからか猫が出てきて、後を
ついて来いとでも言うように優雅な足取りで、前を歩いて行き、漆喰の壁に囲まれた迷路
にいざなう。路地道からふと見上げると、干されたカンガが色鮮やかにひらひらと揺らめ
いている。
　アラビア・コーヒーはたった一杯でもとてもキツイ。絞りたてのタンジェリン・ジュースは酸
味を残しながらほんのりと甘いが、マンゴ・ジュースはこれでもかというぐらいに甘ったるく、
搾りかすのざらざらとした舌触りが官能的だ。ムカテ・ヤ・マヤイは、ぺしゃんこにしたオム
レツに見えるがチャイと一緒に味わうと、何とも言えない柔らかさを感じる。付け合せにム
シカキがあると最高だ。スワヒリの人々の町を離れれば、リゾート・ホテルの連なりが続く。
イタリア人、ドイツ人。クリスマス・シーズンには観光客で賑わい、浜には日光を求める人
が寝そべったり、泳いでいたりとゆったりとした時間が流れている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　■ムションド（MUSHONDO）

　　　ギリヤマ族のンゴマでよく使われる太鼓
　　に『ムションド』という名の太鼓がある。
　　その形は細長く、股に挟んで叩く。皮の張
　　られた打面の中心にムピラという天然ゴム
　　を熱し、燃えた木の灰を混ぜた黒いゴムを
　　リング状に貼り付ける。これにより、何とも
　　いえない怪しい音を発するようになる。
　　『トゥ～～ン、トゥ～～～ン！』と何かが喋っ
　　ている声のような音が遠くまで飛んでいく。
　　倍音が出て、頭が気持ちよく鳴る。太鼓の
　　ボディは、ムルングという木が、乾くと軽く
　　なるので適している。ンゴマ・ザ・ペポ、マ
　　ブンブンブ、ゴンダ、ナンバ、ディンバなど
　　のンゴマで太鼓叩きのリーダーが司令塔
　　役になり、ムションドを雄弁に叩く。それを
　　合図として回りを固めているブンブンブ叩
　　きたちが同等の決めのリズムで応え、複
　　雑怪奇なユニゾンが繰り広げられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マリンディから西へマタトゥで未舗装のガタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガタ道を行くと、およそ30分、マドゥングニとい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う地域に着く。前回お話したゲデに較べても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなりの田舎である。ここは、ンゴマ・ザ・ペポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（精霊のンゴマ）がよく残っているところである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここの夜の闇は、深く濃く、闇自体が物質感を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持って皮膚にまとわりついてくる。なるほど何
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かペポ（精霊）がいるような気もしてくる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここにひとりのムゼーがいる。名は、カヒンデ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィ・ワ・ツァンヅェ、推定年齢80から90歳。長身

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で非常に温厚な人柄の持ち主で、高貴な雰囲

　　気が彼の回りを包んでいる。ケニアが建国されてから禁止になったが、彼の仕事はハン
　　ターであった。そして、何より伝説的なンゴマ・ザ・ペポの叩き手であり、同時に凄腕の太
　　鼓職人でもある。彼はかつて、あるムカンガ（呪術師）とともにムチャウイ（悪い呪術師）
　　を何人も捕まえた。ムゼーは、今はあまりンゴマ・ザ・ペポを叩かなくなったが、たまにン
　　ゴマの締めで朝方、叩いてくれる。その時のムゼーの瞳は爛々と輝き、その猛禽類のよ
　　うな手から繰り出される音は、他の叩き手とは一味もフタ味も違い、シンプルでビビッドで
　　こちらの身体を貫いてゆく。また、人間離れした異様な凄みが醸しだされ、そのンゴマの
　　場を圧倒的に支配していた。ンゴマ・ザ・ペポにはムゼー・ツァンヅェのことを唄った歌が
　　幾つかあり、今も多くの人に歌い継がれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首都アジスアベバの南西に広がる南部諸民族州。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その名の通り、エチオピア南部に暮らす少数民族の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集合体です。農耕や牧畜を生業としながら伝統的な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活をおくる人びとが多い中、グラゲの人びとの大半
　　　　　　　　　　　　　　　は、その才覚を商売の分野で発揮しています。
　　　　　　　　　　　　　　　アジスアベバの目抜き通りから、路地裏の商店まで大小様々
　　　　　　　　　　　　　　　な店を経営するグラゲ商人たち。商売の秘訣は、ひたすら
働くことにあるとか･･･その勤勉さからエチオピアの日本人と例えられることもあります。
民族舞踊のおもしろさは、人びとの日常の所作が、そのまま踊りや
衣装、そして音楽に表れること。グラゲ民族の踊りは、働き者の彼ら
を象徴するように忙しなく踏むステップが特長です。動きやすい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンツスタイルのコスチュームや、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長い髪が邪魔にならないようスカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーフで頭をすっぽり覆うスタイルが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定番で、軽快なリズムに乗って踏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む見事な足捌きからも彼らのフット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークのよさを伺うことができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気にあるグラゲ民族の伝統音楽は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コチラで試聴できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://ababa.cocolog-nifty.com/mamebon1/2007/02/2_f6fe.html
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★東アフリカ・フォトぎゃらりぃ　撮影：佐藤太志朗

数年前、実家（日本・東京都下）の馴染み
の牛乳屋さんは「宅配も流行らないし、、、」
などと言いながら某大手社の不正発覚を待
たずに結局廃業してしまった。
ケニアでも町のスーパーなどで似た様なパ
ッケージの牛乳を簡単に手に入れることが
出来、牛乳好きにとっては、なんともありが
たい話なのだが、ケニアの牛乳事情も気に
なるところだ。

MAZIWA＝牛乳

今回の２カットは共にナイロビからモンバサ
へと向かうバスの車中からのものだ。一見
すると同じ建物をアップにしただけのようだ
が、撮影場所は異なる。現在のケニアの物
流システムや牛乳屋さんの企業規模は分か
らないが、この外装をした（もしくは同様な看
板を掲げた）牛乳屋さんはわりと高い頻度で
各所でお目にかかる事が出来る。

★シリーズ・踊り ～エチオピア　グラゲ民族の踊り（南部諸民族州）～

案内人：山本純子

★ンゴマ・ジャパニれぽーと

★巻頭言
ンゴマ・ジャパニの成長とともに進化するNJ通信。創刊第二号からは、フルカラーで、

よりリアルな東アフリカ生情報を発信します！ンゴマ・ジャパニの水川勝利＆向山恵
理子も、更なる成長と進化を求めて、只今、ケニアで武者修行中。アニャンゴこと向
山恵理子は、連日現地メディアを賑わせ、今やケニアの大スターだとか･･･!?
この真相は、帰国後の独占インタビューで。（純子＠編集長）

飲むエチオピア
エチオピア・コーヒー読本

『みんなの豆本プロジェクト』本格始動!!!
2007年1月に発足した『みんなの豆本プロジェクト』エチオピア編集部は、事務局4名。
学生編集委員6名の計10名でスタートしました。3月初旬に『飲むエチオピアエチオ
ピア・コーヒー読本』『踊るエチオピアエチオピア・ダンス読本』の2冊をリリース。
Webからダウンロードもできます。http://ababa.cocolog-nifty.com/mamebon1/
エチオピア編集部では、引き続き編集委員を募集中。
お問い合わせは、コチラまで。　E-mail : ngoma_japani@post.nifty.jp

TOKYO AFRICA (2007.3.4.～3.11.)
「東京アフリカ」とはJAYN（日本アフリカユースネットワーク）と南青山OVEが主催する、

都市一体型イベントです。ンゴマ・ジャパニも協力団体のひとつとして参加しました。
期間中を通して、会場内に展示された佐藤太志朗撮影による迫力のムゼイ3選。最終日

の東京アフリカデーでは、エチオピア大使館率いるモカ・エチオピア・ダンスグループの

協力により、エチオピアを丸ご
と楽しむエチオピア・アワーを
プロデュース。伝統のコーヒー
セレモニーに民族衣装ファッシ
ョンショーやダンスメドレーが
加わり、最後のワークショップ
では、満員の会場が一帯とな
って沸き立ちました。ダンスメ
ドレーでは、ケニア・ルオ族の
ダンスユニット、ニャティティ・
ムレンボ!!との即興コラボも！
更に来場者には、NJ特製エチ
オピア読本&東京アフリカ限

定カンガ豆本も配られました。

★特別寄稿「タンザニア下町おまんま紀行」森　祐子
　

　おてんと様がてっぺんからちょっと首を傾ける頃、人間臭い所をうろうろしていますと、
ママ達がカラフルなポリバケツを並べている光景に出会います。そこでお目にかかれる
のが、wali-maharagwe（ワリ-マハラグエ）。日本語にすると＜煮豆かけごはん＞、とでも

言いましょうか。またまたカラフルな洗面器（！）に、ごはん（インディカ米）をこれでもか、
とモリモリ盛り、その上に赤豆の煮豆（日本のように甘くない）をたんまりかけます。
そしてそのまた上に小魚のココナツ煮だったり、牛肉とジャガイモのスパイシーなスープ
だったりをかけ、菜っ葉の煮たものを添えれば出来上がり。オプションはママによって様
々ですが、おもしろいのが、どこへ行ってもどこで食べてもこの料理、一律料金だという
こと。ごはん＋煮豆、だけでも、全部のせでも同額。どこの国でもおばちゃんというのは
ナカナカずるがしこいもので、こちらがこのシステムを知らないと見ると、豆だけかけて
知らんぷりしたりします。こちらも黙っているわけにはいきませんね。やら野菜はないの
か、隣のヤツは魚ものっかってるじゃないかとブウブウ言うと、しぶしぶバケツの蓋を開
けてくれるわけです。こちらでは、屋台で食事を頂く場合、だいたいこの様な段階を経て、
やっとこさ、いただきます、となるのです。日本の様にお金を入れればガチャコン、と欲し
いモノが手に入る、そんなナマヌルイもんではありません。いやがおうでもズブとくなりま
す。そして、おいしい！の一言でも言えば「異国人があたいの飯を喰ってるよ！うっしゃ
っしゃ」となり、ヒマを持て余している輩たちがワイワイ集まり、そうして彼らと仲良くなり、
路上カハワ（コーヒー）などおごってもらっちゃったりするわけです。どこへ行っても下町っ
てステキなところですね。

★ンゴマちゃんは知っている！ボンゲの秘密山本純子

ムゼイ・ランドゥの何十人目かの息子
ボンゲは鋭い瞳に三頭身の三歳児。

じゃれあう子供たちの群れに突っ込
んで、ンゴマちゃんを押し倒す。

タイコを叩くンゴマちゃんを押しのけて
でっかいタイコ独り占め。

けれど
ンゴマちゃんは
知っている。
そんなボンゲ
の弱点を。
ボンゲ・ランドゥ
泣く子も黙る
ガキ大将。
でも、奴は未だ
かぁちゃんのオッパイから卒業できない
オッパイ星人なのである…

★シリーズ・人　案内人：水川勝利　　

★シリーズ・音　案内人：水川勝利　　

★シリーズ・村 案内人：黒田毅　 ★アフリカン・パパラッチ　レポーター：黒田毅

★ムワリム黒田のスワヒリ語塾　講師：黒田毅

東アフリカ沿岸都市に悪霊出現か？強姦魔に脅える成人男性たち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～wikipediaより ～　

　ポポバワ（コウモリの翼という意）は、タンザニア・ペンバ島に現れた悪霊で、1995年
にペンバ島、ザンジバル島、ダル・エス・サラーム、東アフリカ沿岸都市へと広がる集
団パニックを引き起こした。この悪霊は夜間に黒い影とともに襲うとされているが、形
態については不明で、様々に変化するらしい。一説には巨大な翼を持つ幽霊もしくは
悪鬼とされ、時に”Imran(イムラン)”とも言われる。昼間は人の姿をとり、屋根を爪で引っ

かくような音と鼻を刺激するような匂いと共に現れるとも言われている。ポポバワは主
に就寝時に男性を襲うため、男性の多くは路上やベランダで寝るようになったと言わ
れている。男性が寝入っている間に力を行使し、床に顔を押し付け、1時間ほど彼らを
犯す。犠牲者の多くはペンバ島の貧しい住人であると言われるが、他の島やタンザニ
ア沿岸部でも報告がある。友人や隣人に打ち明けなければ、長期間にわたり幾度も
この強姦に脅かされる。時に睡眠麻痺（金縛り）の一つとも考えられている。このポポ
バワの襲撃の報告が増えるのは、ザンジバルの選挙の時期に重なり、近年急増して
いる。この2007年にはダル・エス・サラームでこの報告が激発した。ポポバワの存在を
無視すると、怒りを買うといわれており、イチジクの木の下にお守りを置いたり、ヤギ
を屠殺することで悪魔祓いできると島民は信じている。

Haki ya Mungu（ハキ・ヤ・ムング　－　神にかけて）
この言葉は口論の場でよく使われます。水掛け論になって、相手に「お前の言っている
ことは嘘だろ」とかツッコマレタときに、この「ハキ・ヤ・ムング（神にかけて真実だ）」を使
います。直訳すると「神の公明さ」という意味なんですが、けんか口調で天を指差して言
うので、傍目からみると脅しているように見えるかもしれません。

Habari gani?(ハバリ・ガニ　－　お元気ですか・どんな調子ですか)
時節を気にすることなく、日常よく使う挨拶で、直訳すると「どんなニュースですか」という
意味です。返答の仕方はいくつかありますが、Nzuri (ンズリ－いいです)が代表的でしょ
うか。たとえ調子が悪くても、Mbaya(ンバヤ　－　悪いです)とは言わずに、ンズリと返事
をしてから説明するのが礼儀です。

Asante(アサンテ　－　ありがとう)
感謝の意を表す言葉です。より深く感謝の意を表したい場合は、Nakushukuru　sana 
(ナクシュクル・サナ －　大変感謝しています）という言い方があります。

Pole(ポレ　－　ごめんなさい・可哀相に)
この言葉は、謝るような状況でよく使われる言葉ですが、謝罪の意というよりも「ひどい
状況になったことに同情する」といったニュアンスをもった言葉です。Samahani(サマハニ　
－　すみません)と許しを求める言葉がありますが、日常では滅多に使われません。
表立って謝罪することは、自分の不利益につながるといった意識があるからかもしれま
せん。

★東アフリカ新聞　レポーター：黒田毅

★古今東西音楽雑記帖　ナビゲーター：佐藤太志朗

～アニャンゴ情報～
★4月20-22日　九州ツアー/福岡・宮崎・大分（予定）
　4月22日(日)は、大分県洞門キャンプ場で『東アフリカな日曜日』に出演！
　http://www4.ocn.ne.jp/~karibu/
★その他のライブ
4月28：静岡ライブ／5月3日：浜松楽器博物館ライブ／5月26日：仙台ライブ
6月8~10日：北海道ライブ／6 月10日：音遊び教室（ﾚｸﾁｬｰ＆ﾗｲﾌﾞ)＠東京教育会館
★4月・5月の土日で都内・茨城計3箇所でダンス教室開催予定。(ｷｯｽﾞｸﾗｽも開講!）
詳細は、ンゴマ・ジャパニのホームページに随時公開予定。乞うご期待！
ンゴマ・ジャパニHP　　http://ngoma-japani.orio.jp/
～みんなの豆本プロジェクト情報～
★ケニア読本の編集委員を募集します！
★エチオピア読本続々リリース予定。引き続き編集委員を募集中です！

お問い合わせ：ngoma_japani@post.nifty.jp
★みんなの豆本プロジェクト『エチオピアダンス読本』の一部が本になります。
　更に詳しいエチオピア民族舞踊をご紹介！明石書店より4月発刊予定。
　アフリカ理解プロジェクト編集『アフリカンアート＆クラフト』http://africa-rikai.net/projects/books.html

★ンゴマ・ジャパニ・ニュース
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