わ

のり お

こう さ

オーストラリア西部の砂漠を南北に縦断する世界最長の一本道︒牛の移送のためにヨーロッパ系移
民が作り出したこの道は︑先住民アボリジニの神話的世界と交叉するものでもあった︒
企画展﹁ワンロード﹂の開催にあたって︑神話と歴史が出会う場所で生まれたアボリジニ・アートを

ルの一本道キャニング牛追いルート︵ Canning Stock Route
︶を題材としたアボリジニ・

ている︒本企画展では︑オーストラリア西部の砂漠を縦断する一八五〇キロメート

アボリジニ・アートの作り手として現代のアートワールドにおいてもひろく知られ

ングと称される神話そして歴史上の出来事などを題材とし︑独特の様式を備えた

オーストラリアの西部の砂漠地帯に暮らす先住民アボリジニは︑土地︑ドリーミ

異文化接触の場としての一本道

中心に︑現代オーストラリアの重層性を紹介する︒

ワンロードからみた
アボリジニ・アートと
オーストラリアの変貌
に

丹羽 典生
アートを取り上げている︒
一〇〇年以上前に畜牛を移動させるために探検家アルフレッド・キャニングに
と出会う接点でもあった︒彼らは︑異文化のコンタクトゾーンにおける体験をどの

会場

2016年6月9日（木）―7月19日（火）
国立民族学博物館 企画展示場
会期

よって作られたこの道は︑この地域のアボリジニの人びとがはじめて西洋人入植者
ように表現しているのか︑そして絵画とアボリジニの文化とはどのような関係にあ
るのか︑オーストラリアにおける先住民社会の過去から現在までの変化を視野に入
れつつ紹介するというのが展示の趣旨のひとつである︒

展示では︑七つのセクションにわけられているが︑内容に着目すると大きく三つ

神話と歴史の交叉点

リア先住民の生活にいかなる影響を与えたかというストーリーになっている︒

に区分できる︒そしてそれはキャニング牛追いルートという一本道が︑オーストラ
まず︑ヨーロッパとの接触以前のアボリジニ社会を紹介する箇所がある︒そこで
は︑砂漠のなかにあった聖なる水場のまわりにおけるアボリジニの生活のあり方と
彼らのドリーミングとよばれる神話・世界観が呈示されている︵ ドリーミングにつ
こう さ

︒道はアボリジニの神話とヨーロッパ人による植
いては︑本特集の六︱七頁を参照︶
民地化という歴史の交叉点として表現されている︒
次いで︑ヨーロッパ系の人びととアボリジニとの接触とその後のアボリジニ社会
の変化を題材とする絵画が配置されている︒具体的には︑ヘリコプターをはじめて
見たアボリジニの経験に焦点をあて︑そうした偶発的な出来事を彼らが絵画とい
う手段を通じていかに表現しているのか︑当事者であるアボリジニ自身による説明
を横目にしながら︑絵画を重層的に読み解けるよう展示されている︒

もうひとつは︑いまでは砂漠から離れた人もいるアボリ

新しい魅力
ジニが︑彼らの故郷である砂漠の地をどのように絵画作品
グ牛追いルートという一本道とそのまわりに︑いかにアボリ

として仕上げているのか紹介している︒同時に︑キャニン
ジニの芸術運動が生み出されているか︑アボリジニの人び
とがオーストラリアの歴史と国をどのようなものとして捉
えているのかについてアボリジニ自身の証言が映像資料に
よって補足されながら︑絵画自体としての美しさと同時に
この展示を通じて一見抽象絵画にも見まがうアボリジニ・

楽しむことができる︒

みを味わうことができよう︒また︑これまで有名作家によ

アートに具体的な歴史的事実を重ねて読み解くという楽し
る独立した作品としてとらえられる傾向にあった絵画をワ
ジニ・アートとしての新しい魅力を知ることができるので

ンロードにまつわる集合的作品として見直すことでアボリ
はないかと思う︒

「ワンロード―現代アボリジニ・アートの世界」
キャニング牛追いルー
ト・プロジェクトの風景
撮影・ティム・アッカー、
2007年
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民博 研究戦略センター

《クンクン》Kunkun 2008年 ノラ・ナンガパ、ノラ・ウォムピ、ブガイ・ワイロウタ、
クムパヤ・ギルガバ（マトゥミリイ・アーティスト） オーストラリア国立博物館蔵

企画展

ワンロードを
巡る旅
ジョン・カーティ

牛追いルート・プ
ロジェクトチーム
撮影・ティム・アッ
カー、2007年

井戸36番における
FORMキャニング

ルートから生まれたアート
一〇〇年前に地図が作られた︒ある世界を出現させ︑別の世界を消し去った
軌跡をひとつにした地図であった︒

地図であった︒道の建設を可能にして︑その道がふたつの世界・歴史・未来の
キャニング牛追いルートこそ︑その道である︒しかしただの道でなくそれ以
上のものである︒オーストラリア北部から南西部市場へ牛を運搬する
ために作られた一八五〇キロにおよぶ道︒多くの砂漠の民の部族的境
界を横切る地図上の線︒アボリジニと外部の世界の人びとが接触し︑
衝突し︑二〇世紀において最後には協力が起きた場所︒砂漠の生活か
そう せい

ら離れ︑
﹁オーストラリア﹂と称されたなにがしかの辺縁へと至る通路︒
した︒この道は︑その複合性の総体において近代オーストラリアのシ

そしてこの道をめぐって二〇世紀のもっとも興味深い芸術運動が叢生
ンボルである︒
本展示の絵画は道にかかわる物語をあまたの角度から検討している︒
そのため歴史の教訓︑グローバルなアート史の教訓︑通文化理解への
招待などさまざまなかたちで読み解くことができる︒オーストラリア
の砂漠の民による現代の砂漠アートを通覧したものとして読むことが
芸術運動への唯一のもっとも重要な貢献である︒アボリジニ・アートは我々の国

できる︒アボリジニ・アートの誕生は︑オーストラリアがなしえたグローバルな

ワンロードは︑数多くの手がかりを与えてくれる︒アートはしょせんひとつ

民的アートであるが︑オーストラリアの外ではほとんど理解されないままである︒

界観を日本の観客にお見せしたい︒ふたつの世界の交叉を示し︑カントリー︵ 故

こう さ

でしかないのだ︒究極的には︑このすばらしいアートの背後にある人びとと世

のキャニン

地︶の絵画を通じてオーストラリア史を横切るアボリジニの世界を描き出すこ

とによって︑それを披露したいのである︒

二〇〇七〜一〇年にかけて︑独立した非営利団体である

たちあらわれた物語
グ牛追いルート・プロジェクトの調査がおこなわれ︑この世界に光が当たった︒
二〇一〇年は︑植民地的︑フロンティア的な到達点となった牛追いルートの建設
とその界隈での出来事を物語ることで︑アボリジニの人びとと彼らの声を歴史

かい わい

一〇〇周年記念となる年であった︒本プロジェクトは︑二〇世紀においてこの道

の周辺から奪回し︑かつそれらを歴史的視点のなかに位置づけることを試みて
いるのである︒
調査者たる筆者たちは︑オーストラリア史に関するアボリジニの視点を学べる
だろうと考えていた︒しかし我々が学んだのはそれだけではなかった︒家族につ
オーストラリアの物語が語らずにいたことを学んだ︒アートと口承史からたちあ

オーラルヒストリー

いて︑ドリームタイムについて︑アボリジニの故郷の理解のしかたについてなど︑
らわれてきた物語は︑キャニング牛追いルートではなく︑その道が割り込んだ世
わたしたちは︑数年にわたりアーティストや物語の話者と道に沿って旅するこ

界についてであった︒そしてこれこそが︑ワンロード展がいま語る物語である︒

たちで記録した︒出来事が起きた時点ではなく︑出来事

とで︑オーストラリア史に関するアボリジニの見方を︑絵画・口承史・映像のか
が起きた場所という視点から見た歴史である︒ドリーム
タイムと歴史が交叉し︑ときに衝突する歴史の見方であ
館でもっとも成功した展示となるにつれて︑オーストラリ

る︒本展示が最初に公開されたオーストラリア国立博物
アの観客が心を奪われた見方である︒
地図が語る数千年の歴史
日本で展示を開催することで︑オーストラリアとアボ
リジニ・アートが交叉する物語を︑オーストラリア外で
は最初のことであるが︑世界の観客の方々にも楽しんで
いただきたい︒
これらの絵画それぞれは西洋的な意味での地図ではない︒しかし展示のなか
で全体をまとめてみると︑ある種の地図としてたちあらわれてくる︒景観のな
の地図である︒ワンロードは過去一〇〇年の要約ではなく︑数千年におよぶ文

かでの方向感覚を得るためではなく︑歴史のなかで自らを再度方向づけるため
化的連続性の力強い証言なのである︒ごく最近のものに過ぎない︑オーストラ
リアの共有する歴史は︑そのことを理解せねばならない︒それゆえワンロード
がその名前を拝借したキャニング牛追いルートのオーストラリア国立博物館コ
道についてですらまったくない︒今日のオーストラリアについて語られ始めたば

レクションは︑ただの道以上のものなのだ︒そして究極的には︑実際のところ
かりのむしろより大きくより重要な物語なのである︒
︵ 翻訳・丹羽典生︶
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アルフレッド・キャニン
グによる牛追いルートの
探検計画（部分）
提供・西オーストラリア
土 地 情 報 局(Landgate)、
西 オ ー スト ラリア 州、
2009年

F
O
R
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ニャーナ（ ストレッ
チ湖）にて、共同キュ
レーターのヘイリー・
アトキンスと牛追い
ルート沿いで描かれ
た作品たち
撮 影・テ ィム・ア ッ
カー、2007年
オーストラリア国立博
物館蔵
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南オーストラリア博物館

キャニング牛追いルート沿
いのペインティングキャン
プに集うアーティストたち
2007年

さち こ

アボリジニの
ドリーミングと
ソングライン
くぼ た

窪田 幸 子
神戸大学大学院教授

夢じゃない﹁ドリーミング﹂
オーストラリアのアボリジニについて書かれた文章には︑ドリーミングということ
ボリジニの絵画や唄は︑
ドリーミングをあらわしていると聞いて︑
人びとは戸惑う︒
﹁ド

ばが必ずといっていいほど入っており︑この概念がわからないと︑前に進めない︒ア

ドリーミングとは︑神話的な創造の時代をさす︒しかし︑それは決して過

リーミングってなに？﹂
﹁夢のこと⁝⁝？﹂
︒
去の出来事のみを意味するのではなく︑永遠であり︑遍在するものといわれ
る︒アボリジニの世界観では︑ヒトや動物の姿をした祖先の精霊たちが︑ド
たりしながら大地を旅したとされる︒そして︑旅の道筋で泉や川︑谷や丘な

リーミングの時代に︑歌い︑狩りをし︑戦い︑性交し︑だましたり︑助け合っ

した︒社会を統率する︑儀礼や︑規則などの法もさずけた︒そして旅の終わ

どの地理的特徴をつくりだし︑植物や動物や人間をうみだし︑言語をうみだ
りには︑
祖先の精霊たちは︑
その姿を変え︑
聖地とよばれる泉や岩場や星になっ
場する精霊たち︑動植物︑出来事︑聖地などの場所︑そして法などのすべて

たという︒このような旅のストーリー全体がドリーミングとよばれ︑旅に登
もドリーミングである︒アボリジニの生活の基礎はすべてドリーミングにあ
るといっても過言ではない︒
アボリジニはもともと約六〇〇の言語集団にわかれており︑それぞれの地
方言語には︑ドリーミングにあたることばがあった︒例えば︑筆者の調査す
よばれ︑今回の展示作品の地域である砂漠の西部地域では︑ジュクルパまたは︑

る北部海岸地域では︑ワンガルとよばれ︑砂漠の東部地域では︑アルケラと

人類学者が誤訳して﹁ドリーミング﹂
﹁ドリームタイム﹂としたといわれてい

チュクルパとよばれる︒二〇世紀前半に︑この地方ことばのひとつを︑ある

ジの動きにのって︑一般に広く受け入れられ︑今ではすっかり定着している︒

る︒しかし︑ドリーミングということばは︑一九八〇年代に特にニューエイ

文字をもたないアボリジニは︑それぞれの地域集団ごとに︑儀礼をおこない︑歌い︑

物語を歌︑踊りで継承
踊り︑絵を描くことでドリーミングの知識を表現し︑継承してきた︒地域集団ごとに
ドリーミングの内容は異なり︑旅の主人公も異なり︑旅のルートももちろん異なる︒
旅は︑具体的な地名の場所を通っており︑地図上に線で表すことができるようなもの

ライン﹂とよばれるのである︒ソングラインとよばれるのは︑精霊の旅は歌で表現さ

である︒このような祖先の精霊の旅の道筋が︑
﹁ドリームタイムの道﹂とか︑
﹁ソング

をもち︑その内容を儀礼で歌い︑踊り︑絵に描く︒祖先の精霊たちの大地をめぐる旅

れるからである︒地域集団︑
父系出自集団は︑
それぞれ異なる祖先の精霊のストーリー

点からなる地理的構成をもっている︒そして︑それぞれの地点︑場所で精霊たちは歌

は︑泉や︑川筋︑キャンプ地など︑具体的な地名の場所をたどるもので︑ルートと地
い︑踊ったとされ︑子孫であるアボリジニたちは︑それを現在もくりかえす︒このよ
こう さ

うに旅の語りは︑まさにソングラインなのであり︑オーストラリア大陸には︑無数の
ソングラインが︑複雑に重なり合い︑縦横に交叉して走っていることになる︒
そして︑アボリジニの絵画には︑それぞれのソングラインの全体や一部︑ソングライ
ンにあらわれる動物や植物や精霊の姿などが描かれている︒アボリジニアートの見か
けは︑地域による差も大きく︑具象的なもの︑記号図像的なもの︑そして現代アート
のような抽象的なものと多様である︒しかし︑そのいずれもが︑何らかの形で︑ドリー
団を通じて︑旅のストーリーと直接につながっている︒アボリジニにとって︑大地と故

ミングの世界とソングラインを描いている︒アボリジニ個人は︑自分が属する言語集
郷こそが︑肉体的にも精神的にもすべての源であり︑旅のストーリーを儀礼でたどる
ことが彼らの義務であり︑それによって彼らの世界は維持されてきた︒

そのようなオーストラリア大陸に︑一八世紀末からイギリス系の人びとが入植し︑

重なるふたつのルート
二〇世紀初めにある牛追いのルートが作られた︒今回の展示のテーマである﹁キャニ
ング牛追いルート﹂である︒北部の牧場から南部の人口増加地域へ︑食肉としての牛
を安全に運ぶために建設された一八五〇キロのルートであり︑牛に水を飲ませるため
の井戸をつなぐ形で作られた新しい﹁道﹂である︒主流社会の歴史では︑入植の進展
ラインを横断して作られていた︒そしてこのルートの周辺で︑アボリジニの人びとは︑

に貢献した開発として位置づけられた︒しかし︑これはアボリジニの領域と︑ソング

今回の展示は︑このようなふたつの世界と︑ふたつの質の異なるルートの重なり合

入植者と接触することになり︑暴力的な経験もすることになった︒
いを焦点としており︑これまで無視されてきたアボリジニの歴史
彼らが維持してきたソングラインの重要性と豊かさ︑そし

と彼らの経験に注目するものとなっている︒そしてそれは︑
てその強さを照らし出してもいるのである︒

1990年
アカシアの表面に染みだした蜜
を枝ごと集める。水あめのよう
な味だ 1990年
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中央砂漠の町のアートセンターに集められた、点描アクリル絵画

アボリジニの絵画。
女性達が旅をしてやってき
てブッシュポテトを採集し
ているところが描かれてい
る。黒く描かれている形は
女性達のキャンプである
制作・ピーター・ハーバート
国立民族学博物館蔵
標本番号 H0149416
アカシアの木の根にすむ芋虫
を、たき火で煎り焼きにして食
べる 1990年

西砂漠地域の、パ
パニヤの町で点描
アクリル絵画を描
くアボリジニ画家。
大切な現金収入源
でもある
2009年
絵画「ポッサムの創
世神話」
制作・ティム・ロー
ラ・チャパルチャリ
国立民族学博物館蔵
標本番号 H0085765
ダンシング・ボー
ドとよば れ る、儀
礼で女性がもつ木
製の道具。同心円
はキャンプ 地、Ｕ
字は精霊の姿をあ
らわす
2016年

ぼ

まさとし

アウトバックの
開発と
異文化接触
く

久保 正敏

土饅頭のようなス
ピニフェックスと
砂丘の広がる砂漠
風景
1997年、西 オ ー ス
トラリア州ウォー
バートン近く

︶
droving

古くはテレビ西部劇﹃ローハイド﹄
︵一九五九〜六五年放送︑クリント・イーストウッドの出
︑最近では﹃オーストラリア﹄
︵二〇〇九年公開︶に︑牛追い︵ ドロービング
世作︶

違いない︒

マイル﹄でも取り上げられた︑アボリジニ混血児

マイル﹄にも登場する数千キロメートルに

とまれ︑今回の企画展も︑両文化の接触の歴史を正負の両面から振り返る機会となるに

と割り切る実務家型︑などのタイプがあることに気づいた︒

ニ神話世界に心酔したニューエイジ風の夢想家型︑買い付けはアボリジニ生活支援のため

わたしも同行したことがあり︑彼らには︑芸術運動を起こそうとする企業家型︑アボリジ

がアボリジニの村を定期的に四駆車で巡回して美術工芸品を買い付ける﹁アートラン﹂に

︒白人アート・サポーター
〇〇九年七月号﹁表紙モノ語り﹂の﹁ミツアリのドリーミング﹂参照︶

た白人教師からの︑キャンバスに固定化しては︑というアドバイスから始まった︵ 本誌二

で芸術運動が起きる︒例えば︑
同地域に代表的な点描画は︑
ドリーミングの図像表現を知っ

西欧がアボリジニ芸術を発見する契機ともなり︑一九七〇年前後から中央砂漠のあちこち

他方で︑キリスト教ミッションや教育関係者など白人とアボリジニとの接触の増加は︑

文化接触と芸術運動

やロードトレインによる牛輸送に置き換わって廃れていく︒

らの多くが殺された︒もっとも︑過酷なこのルートはその後あまり発展せず︑やがて鉄道

ニにとって大事な周辺の泉をも涸らすこととなるため︑アボリジニとの争いが絶えず︑彼

か

一〇〇ミリメートル以下となる干ばつの時期には︵ 統計によればほぼ一〇年ごと︶
︑アボリジ

は牧牛用の井戸を掘っていった︒こうして完成した計五二カ所の井戸群は︑年間降水量が

言語グループ・コミュニティを横切りながら︑彼らの聖地や生活基盤である泉を見つけて

で覆われており︑悪食で知られるノヤギ以外の草食動物は食べない︶
︒彼は︑九つのアボリジニ

型的な砂漠地域を通る︑牧草に乏しい乾燥ルートだ︵ スピニフェックスの葉は非常に硬く棘

とげ

は︑砂丘が広がるなかに土饅 頭 状のスピニフェックス︵ イネ科ツキイゲ属︶が点在する典

ど まん じゅう

世界最長一八五〇キロメートルに達する牛追いルートを一九一〇年に確立した︒このルート

およぶ﹁ウサギよけフェンス﹂建設のための探索をおこなっていた︒彼はこの経験を基に︑

キャニングは︑既に数年前︑
﹃裸足の

うと︑
西オーストラリア州政府に願い出たことに始まる︒
依頼を受けた探検家アルフレッド・

占していたキンバリー西部の業者に対抗した東部の業者が︑砂漠を通るルートを確立しよ

二〇世紀初頭に牧牛業が各地に広がり︑業者間の競争のなかで︑パースへの海上輸送を独

今回の企画展が取り上げるキャニング牛追いルートは︑アウトバック開発の次の段階︑

牛追いの道

たのだ︵ 本誌二〇〇三年一二月号﹁よむ・みる・きく﹂の﹁
﹃盗まれた世代﹄の少女たち﹂参照︶
︒

政策﹂など︑さまざまな対アボリジニ政策を実践する場もまた︑この道に沿って展開され

をさらに白人と混血させ生物学的吸収をねらうという︑悪名高い﹁混血児引き離し

〇〇二年公開の﹃裸足の

︒先述の﹃オーストラリア﹄や二
刊民族学﹄一一八号﹁オーストラリア交通事情﹂参照︶

き起こし︑同時に労働や食糧を求めるアボリジニの集住する場を生み出した︵﹃季

軸の左右に広がっていく︒この開発はまた︑先住のアボリジニとの接触や衝突を引

︵
︶が作られ︑その両脇の防火帯がやがて道路となり︵ 現在
Overland
Telegraph
Line
︑牛追いルートとそれに伴う井戸掘削や鉱山開発もこの
のスチュアート・ハイウェイ︶

発見したアデレードとダーウィンを結ぶ南北縦断ルートに沿って︑電信路

多くは失敗する︒最後に︑ジョン・マクドゥオール・スチュアートが一八六二年に

一九世紀中ごろから大陸中央部を北上するルート探検が何度もおこなわれたがその

ただし︑アウトバックの開発は容易ではなかった︒欧州との電信路を設けるため︑

困難なアウトバック開発

が発達する︒

︑イギリス本国への輸出品としても食肉業
から遠いオーストラリアは発明の才に富む︶

の移民ユージン・ニコル発明の冷凍装置を備えた輸送船が開発され︵ かように欧州

クにも粗放的な牧牛業が広がっていく︒さらに一八七五年ごろには︑フランスから

量に流入する︒彼らを養うため︑
乾燥や長距離移動に耐える牛を対象に︑
アウトバッ

一九世紀中ごろ以降︑ブーメラン海岸地域でゴールドラッシュが起き︑移民が大

ニ文化が比較的に良く維持された︒

地域をオーストラリアでは﹁アウトバック﹂とよび︑白人入植が遅れただけに︑アボリジ

には熱帯疎林地域で高温多湿︑ともに白人入植者には厳しい自然環境が広がる︒これら

と︑中緯度高圧帯に属するため年間降水量二五〇ミリメートル以下の砂漠地域︑その北部

弓形を成すこの地域はブーメラン海岸地域とよばれる︒その西側の大分水嶺山脈を超える

一七八八年に本格的入植が始まって以降︑植民はまず温暖な大陸東南部を中心に進んだ︒

アでは︑牛追いルートはアウトバックの開発と連動しながら展開する︒

で︑牛追い人︵ ドローバ︶武勇伝︑そして牛泥棒伝説の数々を生み出した︒オーストラリ

静め︑適切な水場と牧草を与え続けて牛の体重を減らさずに目的地へ運ぶには技術が必要

を数カ月かけて誘導するもので︑ときには雷鳴などに驚いた牛の暴走︵ スタンピード︶を

場面が登場する︒道路や鉄道が未整備の一九世紀︑牧場から集荷地まで数百〜数千頭の牛
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17 編成のロードトレインが
2,452 頭の牛を運ぶ
2003年、ノーザンテリトリ・
アートランによる
美 術工芸品買い
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民博 名誉教授

ロードトレインの牛輸送用
トレーラー
2006年、ノーザンテリトリ・
アリススプリングス

