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ルイ=フィリップ・ダランベール『ミルウォーキー・ブルース』 
Louis-Philippe DALAMBERT, Milwaukee Blues 

（Sabine Wespieser Éditeur, 282p. (texte 270p.)） 
 
著者について 

Louis Philippe-Dalambert（1962-）は、ハイチの⾸都ポルトー・プランス出⾝の詩⼈・⼩説家。デュヴ
ァリエ独裁政権下で教師の家庭に⽣まれるが、⽣後すぐ⽗を亡くし、⾸都近郊のスラム街ベル・エールで
敬虔なカトリックの⼥系親族に育てられる。ジャーナリストとして勤務したのち 1986 年パリに移住、ソ
ルボンヌ⼤学で⽐較⽂学の博⼠号を取得。7 か国語を操るダランベールは、ヨーロッパ、南北アメリカ、
中東、アフリカを放浪し、各地でフランス⽂学を教えた。現在パリとハイチ、2 つの拠点を往還しながら、
ウィスコンシン・ミルウォーキー⼤学で教鞭をとっている。1982 年に初の詩集を出版、フランス語とハ
イチのクレオール語で創作を続ける。「放浪」は彼の⽂学的主題で、世界をめぐった経験やハイチの歴史・
⽂化的ルーツが⾊濃く反映された作品は、近年とくに注⽬を集めており、複数の⽂学賞に輝いている。  

主な著作 
・詩  
  Et le soleil se souvient (1989) 
・⼩説 

Le crayon du bon Dieu nʼa pas de gomme (1996) 
Ballade dʼun amour inachevé (2013) 
Avant que les ombers sʻeffacent（2017） 
 （メディシス賞、アカデミー・フランセーズ⽂学⼤賞最終候補作） 

Mur Méditerranée (2019) （スイス、ポーランドの選ぶゴンクール賞受賞作） 

・エッセイ 
 Haïti, une traversée littéraire, en collaboration avec Lyonel Trouillot (2010) 
＊以上、いずれも未訳 
 
作品について 
 アメリカ中⻄部、ウィスコンシン州最⼤だがうらぶれた都市ミルウォーキーの貧しい⿊⼈街、フラン
クリン・ハイツの⾷料品店から発信された緊急通報。パキスタン移⺠の息⼦である店主は、たかが偽ドル
札の使⽤疑惑で、「9 1 1」のナンバー──この 3つの数字に、今後は彼のアイデンティティが凝縮される
だろう──を押したことを深く悔いている。彼は夜ごとに、⾃分が底なしの⽳に⾶びこんでゆく悪夢に
うなされている。「無数の⿊い顔が、落ちていく俺を取り巻いて叫ぶんだ。『息ができない！ 息ができな
い！ 息が……』」この恐ろしいまでの影響⼒の波及は、インターネット上での事件の拡散と重なってい
る。世界中のスクリーンに、通報で駆けつけた警官の膝に組み伏せられ、圧死するエメットの姿が映し出
されたのだ。われわれの⽣きる現実世界で起きた、ジョージ・フロイド事件の明らかな置き換えである。 
☆ 911（Nine-One-One）：北⽶の緊急通報⽤電話番号。警察、救急、消防すべて「911」に統⼀されている。奇しくも、

2001 年 9 ⽉ 11 ⽇に発⽣したイスラム過激派アルカイダによる同時多発テロ事件の⽇付でもある。 
 



 
 

- 2 - 

作品の構成 
第 1 部 フランクリン、幼年期 
  911  ⼥性教師  幼なじみ  ドラッグの売⼈ 

第 2 部 サッカーと⼈⽣の⼤学 
 コーチ  婚約者  元妻 

第 3 部 デモ⾏進 
 放蕩息⼦  癒えない傷  恥辱の⾜かせ  デモの準備  ジェンダーと肌の⾊ 
 神の選択  マ・ロビンソン・ショー  神の視点  その⽇は来る 
 
あらすじ 
第⼀部 
激しい悔恨に苛まれる店主の語りは、インターネットのイメージから⽣み出された、7 つの証⾔の⽪切

りである。エメットを知っていた、あるいは愛した 7 ⼈の⼈物による回想が、⼀⼈称で綴られてゆく。 
 店主は、⾃⾝の不遇な半⽣を振り返りつつ、顔⾒知りだらけのフランクリン・ハイツで、不幸なめぐり
あわせで屈強な⿊⼈男性エメットと⾯識がなく、⼥性客のクレームに屈して通報したことを悔やむ。そ
のあとの出来事は全世界が⾒た──⽣贄の⽺のようにエメットは殺され、3 ⼈の娘が遺されたのだ──。 

エメットの幼少期は、⼩学校で彼を教えた⼥性教師によって語られる。印象的なのは、この少年が絶え
ず J. B.レノアの「アラバマ・ブルース」（1966）を⼝ずさんでいたことだ。これは、「姉や兄を⽩⼈警官
に殺された⿊⼈」を歌った曲で、彼⼥⾃⾝も若き⽇に⼈種差別への抗議デモで歌っていたのだった。続い
て、仲良しだった同級⽣ 2 ⼈、エメットに初恋を捧げたぽっちゃりした幼なじみのオティーと、更⽣し
たドラッグの売⼈ストークリーも、エメットやその⺟との想い出、また事件前後のいきさつ、彼の死によ
って⽕がついたデモ⾏進や BLM（Black Lives Matter）運動について、店主とは別の視点から物語る。 
 
第⼆部 
 スポーツ推薦でウィスコンシン・ミルウォーキー⼤学に⼊学し、フットボールの才能をめきめきと伸
ばしたエメットの学⽣時代は、まずアメリカのアスリート育成システムについて熱く語るコーチによっ
て回想される。エメットのポジションは、激しい競争にさらされるラインバッカーだったが、少年時代か
らアメフトに情熱を持ち、往年の名選⼿についてもよく知っていたという。コーチのほうではエメット
に、マルコム Xやキング牧師など、公⺠権運動のカリスマたちのイメージを重ねていた。 
 ついでエメットの⽩⼈の婚約者ナンシーが、エメットの学⽣⽣活を語る。コーチとナンシーはともに、
エメットに⽴ちはだかる数々の困難を乗り越えさせようと尽⼒した。まずカトリック・⽩⼈・富裕層で構
成される⼤学の環境になじめなかったこと、そしてフットボール選⼿として得た名声とそれに続く深刻
な負傷、とりわけ NFL からのスカウト攻勢が彼に悪影響を及ぼしたことであった。 
 エメットは歩⾏障害を伴う脚の負傷から復帰できず、⼤学を去り、ナンシーとも破局して⼆度と連絡
をとらなかった。数年間は最初のパートナーと放浪⽣活を送るが、彼⼥は⼆⼈の娘を残して去った。失意
のうちにフランクリン・ハイツに戻ったエメットのその後は、幼なじみオティーの友達でもある元妻が
語る。エメットにとっては 3⼈⽬となる娘を授かったが、やはりうまくいかず別れることになった。 
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第三部 
 第三部の核となるデモ⾏進の描写は、三⼈称の語りへの転換と、ボブ・ディランやボブ・マーリーなど、
より政治的なミュージシャンの楽曲への⾔及によって、先⽴つパートとは明確に区別されている。物語
はデモ⾏進を組織するマ・ロビンソンを中⼼とする⼈物たちにフォーカスしてゆく。マ・ロビンソンはエ
メットの⺟親の親友であり、若くして南部の⼈種差別から逃れてきた強靭な⼥性であり、かつての刑務
所の⼥看守であり、そして引退後に教会を創⽴した牧師なのだ。⼆⼈の崇拝者が SNSによる発信を管轄
し、彼⼥を⽀えている。まず、寛容なマリー=エレーヌがいる。少⼥の時に合衆国にやってきたハイチ出
⾝の若い⼥性で、ハイチ⽂学の博⼠号を取得しており、積極的な政治活動家でもある。もう⼀⼈は熱狂的
なダン、第⼆次世界⼤戦後に合衆国に亡命してきたハンガリー系のユダヤ⼈だ。彼もまた政治活動家で、
ボブ・マーリーを崇拝している。 
 デモの準備にみなぎる激しい興奮と、エメットの葬儀でマ・ロビンソンが披露する、キング牧師に影響
された⾒事なスピーチとの間には、ミシガン湖畔の瀟洒な住宅街のよそよそしい静けさが挿⼊される。
そこに読者が⾒出すのは、殺⼈者となり妻⼦に去られたが、なお犠牲者にはいささかも感情移⼊しない
孤独な⽩⼈警官の姿だ。第⼀部においていくつかヒントは散りばめられたものの、作者は最後の数ペー
ジにおいて、結末を巧みに宙づりにしてみせた。市庁舎⽬指してキルボーン橋を渡る平和的なデモ⾏進
は、はたしてマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が率いたデモ⾏進が、エドマンド・ペタス橋
で KKK（クー・クラックス・クラン）と結託した警察に鎮圧されたのと同じ末路をたどるのだろうか？ 
 
本書の読みどころ 

（１）語りの重層性 
 本書は３部構成だが、前半と後半で語り⼝をガラッと変えている。第 1 部は、経歴も環境も異なる⼈物
たちのモノローグから構成され、おそらく意図的に会話⽂が極⼒排されている。エメットというひとり
の男性をめぐる 7 ⼈それぞれの語り⼝ははっきり異なっており、時たま引⽤されるブルースの楽曲を通
じてユーモアたっぷりに、オーケストラさながら⾒事に編みあげられてゆく。接続法半過去を⽤いる⼥
性教諭や、前未来をあやつり詩的な⽐喩をちりばめたナンシーの語りと、フランクリン・ハイツの住⼈た
ちの溌溂とした⾔葉遣いとがかわるがわる現れるのだ。また、証⾔者が記憶によみがえる同⼀のできご
とや⼈物について、別の視点から語ることで、エメットの⼈物像や周りとの関係性も、複雑な陰影を帯び
ながら多⾯的に浮かび上がってくる。語りは時系列に沿って進⾏し、事件がメディアで⼤々的に報道さ
れたことで、エメットの葬儀後ミルウォーキーでデモ⾏進が起きたことも回想される。 
第 3 部で三⼈称に変わっても、物語は引き続きユーモアと⼈種的な多様性を保っており、聖書からの
引⽤や直接的な表現を好むマ・ロビンソンから、より節度のあるマリー=エレーヌの話し⽅に移⾏するな
ど、クローズアップされる⼈物の語りの特徴を交互に取り⼊れている。そこに、キング牧師やローザ・パ
ークスなど公⺠権運動の闘⼠たち、あるいは J.B.レノアやボブ・マーリーなど、⼈種差別に抗議したミュ
ージシャンのイメージや⾔説が重なることで、語りはさらに重層的なものとなっている。興味深いこと
に何⼈かの⼈物は、ハイチ出⾝の移⺠である、スラム街で育った、⼤学院で⽂学を専攻したなど、ダラン
ベール⾃⾝と重なるバックグラウンドを持っており、作者の視点もさりげなく物語に溶けこんでいる。 
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（２）織りなす歴史のあや 

 本書は、現代の事象と歴史的なレフェランスがたくみに折り重ねられている。過去については、たとえ
ばエメットは、1955 年 8 ⽉ 28 ⽇にミシシッピ州で⽩⼈たちにリンチを受け惨殺されたシカゴ出⾝の⿊
⼈少年と同じ名である。この事件でも犯⼈たちは、保安官とグルになった⽩⼈の裁判官によって釈放さ
れている。もっとも記憶に新しい時事問題も出てくる。ホワイトハウスの「かつらのマリオネット（pantin 
à la moumoute）」については、何度か⾔及される……。登場する⼈物の出⾝地や放浪先がきわめて多様で
あること、そして多⾓的な語りと視点の採⽤によって、ダランベールはみごとな離れ業をやってのけた。
すなわち、アメリカという国における⿊⼈ゲットーの閉鎖性と、差別を⽣みだす不動の社会構造を読者
に強く感じさせつつ、根本的には他者を受け⼊れ、チャレンジの可能性を与える⼟地でもあるという、変
化とニュアンスに富んだひとつの国のイメージを描き出してみせたのだ。ナンシーによれば、この国で
は、少なくともミルウォーキーの若者たちが夢に⾒がちなニューヨークやシカゴ、ロサンゼルスといっ
た⼤都市においては、⼈種の異なるカップルが受け⼊れられる可能性がある。⾷料品店の店主によれば、
この国では「たとえ着いたその⽇に、お前さんより抜け⽬ないやつに⾦をだましとられて、なにひとつ成
し遂げられずに⼝をポカンと開けてくたばるとしても、少なくとも希望の旗のもとに死ねるんだ。最悪
なのは、希望のないままくたばることさ」（p. 15.）。「その⽇は来る…」と題された最終章をしめくくる段
落は、ミルウォーキーにハッピーエンドが訪れるという仮定にもとづき条件法で書かれているが、これ
はまったく⾮現実的な結末ともいえないだろう。「⼆⼈がこの事件を孫たちに語り伝える時、彼らはアメ
リカ⼈だとか、ユダヤ⼈だとか、ハイチ⼈だとか、⿊⼈だとか、⽩⼈だとか以前に、まず⼈間（des êtres 
humains）であるだろう。きっと彼らはともに、ミルウォーキーで起きた⼀連のできごとを、まったく過
去のものとなった⼀時代のこととして想い起こすのだろう」（pp. 276-277.）。 
 
（３）読者にゆだねられた余⽩ 

 ダランベールは、⼥性の登場⼈物たち、とりわけ⿊⼈⼥性たちについては、細やかなニュアンスを含ん
だスタンスをとっている。彼⼥たちは、⽗親としての責任から逃れる男たちの犠牲者として描き出され
るが、それでいて勇敢な⺟や祖⺟でもあるし、輝かしい知性の持ち主でもある。男たちと同じく、⾃らの
⽣を⽣きるためにわが⼦を捨て去る⼥たちもいる。こうした⼈物造形の背景には、ダランベール⾃⾝が
⽣後すぐ⽗を亡くし、信⼼深く⽀配的な祖⺟をはじめとする⼥性の親類縁者たちに養育されたこと、の
ちには世界中を放浪してさまざまな出会いを経たことが影響したとも考えられる。 
 本書は、読者に想像の余地を多分に残しており、物語の隠された多⾯的な部分にも想いを馳せるよう
にと誘っている。たとえばエメットの⽗親について、⼈々はおかしな⾵体で穏やかな話し⽅をするとい
うことしか知らないが、なぜ彼はアラバマを去ってミルウォーキーに移住したのだろうか？ なぜ彼は
息⼦をエメットと名付けたのだろうか？ そしてなぜ彼は、幼い息⼦に「アラバマ・ブルース」を教えた
のだろうか？ アラバマに戻ったのち、エメットの⽗親に何が起こったのだろうか？ こうした疑問か
ら、「アラバマ・ブルース」や「エメット」という名について調べた読者は、アメリカにおけるあまりに
も⻑く過酷な、⼈種・社会的平等を訴える激しい闘いの歴史を垣間⾒ることになるだろう。 
  
本書のウィークポイント 
 冒頭の章「9 1 1」の書き出しからは想像できないほど、本書の構成は緻密に計算されており、読者の
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誰もが記憶に新しい 2020 年の事件に、叙事詩的なスケールを与えようという作者の野⼼を感じさせる。
記憶のなかで現在と過去を往還する 7 ⼈の語り⼿による前半部は、ルイ=フェルディナン・セリーヌやウ
ィリアム・フォークナー、あるいはジェイムズ・ジョイスの影響を感じさせるし、後半部でひとつの強烈
なエネルギーに突き動かされるデモ⾏進を描いたパートは、エミール・ゾラの『ジェルミナル』（1885）
を彷彿とさせる。本書を特徴づける多彩な⽂学的・⾳楽的レフェランスは、多⾔語をあやつり該博な知識
をもつ作者ならではのしかけといえる。ミネソタで起きた事件を、作者のよく知るミルウォーキーに置
き換えつつ、⾃⾝のメッセージ性は極⼒表に出さずに複合的な視点から中和する語り⼝も軽やかだ。 

とはいえこれらの巧みなしかけは諸刃の剣で、ときおりふと「なぜこの物語をフランス語で読んでいる
のか」という疑問がよぎらなくもない。マリー=アントワネットの伝記映画をハリウッド版で観ているよ
うなこそばゆさがぬぐえないのだ。本書で繰り返される“étatsunien”という⾔葉は“American”に、“Je ne 
peux pas respirer!” というエメットの叫びは、“I canʼt breathe!” に置き換えたほうがやはりしっくりく
る。スラム街に育ちスラングを多⽤する元売⼈のストークリーや、アメフトについて⻑広⾆を振るうコ
ーチのモノローグなどは、むしろ英語で読んだほうがはるかにわかりやすいだろう。まさにアメリカ合
衆国を体現する多様な語り⼿ゆえに、初読で物語世界にスッと⼊るには⾻が折れるかもしれない。 
 
作品からの抜粋 
（１）「９１１」（ « Nine-One-One », pp. 13-14.） 
 俺はあのいまいましいナンバーを絶対に押すべきじゃなかったんだ。できるなら、スマホのキーボー
ドから、９と１の数字を永遠に消去しちまいたい。⼀晩で村ひとつまるごと世界地図から消し⾶ばす、サ
イクロンや洪⽔みたいに。９と１のないキーボードを⼊れるアプリがあればいい。そのためなら、腕の⼀
本くらい喜んで払うさ。とはいえ、そんなことがほんとにできるアプリなら、どこにだってあるだろう
さ。ここ以外のどこにだってな。この⼟地の住⼈にとっちゃ、「9-1-1」は無視できない番号なんだ。フラ
ンクリン・ハイツの端っこに住んでるやつらから⾒れば、俺たちのこのちっちゃなスーパーを表してる
ような番号さ。ちょっとした屁ひとつでも、電話に指を伸ばすんだ。そのへんの夫婦の⼝喧嘩だとか、両
親にうんざりしたガキだとか、うつむいて壁際すれすれを歩いてる不審者だとか、消⽕栓を公衆便所と
勘違いしたホームレスだとか、てめえのプードルのクソを拾い忘れたボディービルダーだとか……。も

っとずっと厄介な問題だっていろいろあるさ。べろべろに酔っぱらったり、安物のコカイン
ク ラ ッ ク

をバッチリ決

めた野郎が、⾃分の⼥が泣き叫んで隣⼈の助けを呼ぶより前に、そいつをこっぴどくぶん殴ってたりな
──逆の場合もあるけど、そんなにしょっちゅうじゃない──。変質者が真っ昼間に⼦どもを追っかけ
まわしたり……。こういうことをみんな、テレビやネットで⼀⽇中話してるだろ。誰かあんたに⾃分の⼦
どもたちをスパイしたり、携帯をチェックしたり、24時間後ろに張りついたりするように仕向けるかい？ 
そいつらが犯されて殺されるんじゃないか、あるいはその逆をしでかすんじゃないかって⼼配からさ？ 
つまり、⼦どもたちをくたびれさせたり、ノイローゼ患者予備軍にしたりってことだけで、給料のほとん
どが溶けて消えちまうし、精神科医のポケットにはレシートひとつないってわけさ。 
 
（２）「幼なじみ」(« Lʼamie dʼenfance », pp. 57-58.) 
 ひとことで⾔えば、あんたはあっという間に、たったひとりで⼦どもを産むはめになるのよ。だってそ
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の間に、ろくでなしは尻に帆かけて逃げ出したからね。⼀⼈か、ほかの⼥と⼀緒か知らないけど、どうだ
っていい。何の痕跡も残さないでね。⽣きてるって便りひとつ寄こさないし、もっとひどいのは、養育費
も振りこまないこと。そしたら、あんたは⼀緒に重荷をしょってくれる別の男をつかまえにいくの。それ
が⼈間ってものよ。⽣活費を捻出して、毎⽇湯を沸かして、いろんな余分のかかりを払って……そういう
のって当たり前にもらえるわけじゃないの。あんたは⾃分に⾔い聞かせる、ちっちゃな天使には⽗親み
たいな存在が必要だろうって。そしてあんた⾃⾝には「⼈肌の温もり（body heat）」が必要だろうって─
─ それだって⼈間らしいわよ──出費をけちるために暖房を消して、中⻄部の冬があんたの⾻まで凍て
つかせる夜なんかにね。こういうことするちょうどいい⼝実よ。そして別の男がまた、ずらかる前にあん

たのお腹にひとつかふたつ⼦種をまいてくわけ。あんたはまた独り取り残されて、⾷料切符
フードスタンプ

を⽀給された

り、エメットの⺟さんみたいな⼈たちのためのフードバンクに頼るしかないのよ。フランクリン・ハイツ
に住んでる結構な数の⼥たちとか、アメリカン・ドリームを求めてやってきた新参者のためのね。 
 
（３）「デモ⾏進」（ « La marche », pp. 265-266.） 
 マ・ロバンソンがデモに合流してから 45分ほどが経ったころ、彼⼥がためらいなく奇跡と呼び、つめ
かけたマスコミも予感していた出来事が起こった。じつは、⾏列が進むにつれて、都市の四⽅⼋⽅から、
その周辺のエリアから、⼀部はマディソン郡から、続々とデモの参加者たちが殺到する事態になってい
たのだ。SNS の⼒だろうか？ デモのことを電波に乗せたローカルのラジオ局やテレビ局の⼒なのか？ 
⼝コミだろうか？ 神の軍勢です、とシスターはきっぱり⾔った。神は事件を裁きの天秤にかけ、⼤いな
る不正義を⾒出し、私たちの味⽅をしてくださったのです。フランクリン・ハイツを出発したときには、
数百⼈の⼩集団だったが、いまや数千⼈の勢⼒に、そして 1 万 2 千⼈にものぼる決然とした市⺠の群れ
にふくれ上がっていた。彼らはこの国が向かっている⽅向性に、無能で⽪⾁屋で俗っぽい⼤統領に、ほと
ほと嫌気が差していたのだ。とはいえデモ隊の中にも、彼に投票した者たちはいたのだが。⼈々は、⼤統
領を⽀持しつつ、彼よりもはるかに悪事を⾏う州知事にもうんざりしていた。⽩⼈たちも、ラテンアメリ
カの⼈々も、⿊⼈たちも、アジア⼈たちも、⼥たちも男たちも、アメリカ合衆国を構成する異なるコミュ
ニティからやってきた⼈たちが⼀⻫に、デモ⾏進に加わっていた。まるで、地元を通りがかったバスに⾶
び乗ったり、そのバスをつかまえるために最寄りのバス停まで数百メートルを⾛り抜ける乗客たちのよ
うだった。この雑多な集団全体が、信念にもとづいて歩んだ。デモ⾏進を通じて⼈類をひとつにしようと
望むかのように、⼼に深く根を下ろした、より友愛に満ちた明⽇への希望をともに抱いて。 
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［補⾜資料］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 アメリカ合衆国地図。⾚がウィスコンシン州。⻩は本書が⾔及する歴史的事件や⾳楽の舞台となっ
た州。ブルース(Blues)は 20 世紀初頭、⿊⼈差別がとくに根深い南部ミシシッピで発祥、アラバマ、ノー
ス・カロライナ、イリノイ、ミネソタと徐々に北上しながら発展した。1930 年代にカントリー・ブルー
スが⻩⾦期を迎え、1950 年代にはエレキサウンドを⽤いたモダン・ブルースが北部を中⼼に流⾏した。 
 ジャズやロック、ポップスの源流ともされるブルースは、基本的に 12 ⼩節形式で、それを 4 ⼩節ずつ
A・A・B に分けた歌詞がワンコーラスとなる。⼈⽣の哀歓をどこか明るくノスタルジックに歌う曲が多
く、⼈種差別への抗議メッセージを込めた「アラバマ・ブルース」も例外ではない。ジャンルとして流⾏
りすたりはあれど、往年の名曲が古びることはなく、ブルースの歩みはアメリカの歴史そのものである。 
 
読解の⼿がかりとなるレフェランス 
（１）実在の歴史的事件 
・エメット・ティル事件（1955 年 8⽉ 28 ⽇、ミシシッピ州デルタ地区） 
 → シカゴ出⾝のアフリカ系アメリカ⼈の少年エメット・ティル（1941-1955）が、ミシシッピの親戚
を訪れた際、⽩⼈男性の妻に流し⽬を送ったと複数の男に激しい暴⾏を加えられ、川底に遺棄された凄
惨な事件。ティルの葬儀と犯⼈たちの裁判は全⽶の注⽬を集め、公⺠権運動を⼤きく前進させた。 

・⾎の⽇曜⽇事件（1965 年 3⽉ 7 ⽇、アラバマ州セルマ） 
→ キング牧師が率いたデモ⾏進が、エドマンド・ペタス橋で KKK（クー・クラックス・クラン）と
結託した警察に鎮圧された。アメリア・ボイントン・ロビンソンを含む多数の犠牲者が出た。 

・マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師暗殺事件（1968 年 4 ⽉ 4 ⽇、テネシー州メンフィス） 
 → 全国遊説の途上にあったキング牧師が、滞在先のモーテルで⽩⼈男性の凶弾に斃（たお）れた事件。 
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・ジョージ・フロイド事件（2020 年 5⽉ 25 ⽇、ミネソタ州ミネアポリス） 
 → 偽ドル札の使⽤容疑をかけられたジョージ・フロイド（1973-2020）が、8分 46秒にわたる不適切

な拘束によって殺害された事件。“I canʼt breathe.” と繰り返し懇願する逮捕時の動画は SNSで瞬時に
拡散され、死の翌⽇から発⽣したデモは⽇に⽇に過激化し、全⽶に拡がった。2014 年のエリック・ガ
ーナ―殺⼈事件から続いていた BLM（Black Lives Matter）運動が加速し、世界へと波及した事件。 

 
（２）本作で引⽤されるおもな作品 
・ジェイムズ・ボールドウィン（James Baldwin, 1924-1987） 
 アメリカの代表的な作家であり公⺠権運動家のエッセイ『次は⽕だ The Fire Next Time』（1963） 
・トルーマン・カポーティ（Truman Garcia Capote, 1924-1984） 
 実在の殺⼈事件に取材したノンフィクション・ノベル『冷⾎ In Cold Blood』（1965） 
・ラングストン・ヒューズ（Langston Hughes, 1902-1967） 

ブラックアメリカの⾵俗を謳った詩集『くたびれたブルース The Weary Blues』（1926） 
・ニコラス・ギジェン（Nicolas Guillén, 1902-1989） 
 キューバの国⺠的詩⼈が詩集『キューバの歌』に収録した「エメット・ティルへの哀歌」 
・マーティン・ルーサー・キング・ジュニア（Martin Luther King Jr., 1924-1984） 
 1963 年 8⽉ 28 ⽇、⼈種や出⾃に関係なく、あらゆる市⺠が公⺠権を求めたワシントン⼤⾏進の⽇に、
キング牧師が⾏った記念碑的な演説、“I have a dream”. 

・ジャック・ルーマン（Jacques Roumain, 1907-1944） 
 ハイチの国⺠⽂学とされる⼩説『朝露の統治者たち Gouverneurs de la rosée』(1944)。 
 
（３）本作で⾔及されるおもな楽曲 
・Charlie Poole « Milwaukee Blues » (1930) 
 ノース・カロライナ出⾝のチャーリー・プール（1892-1931）による楽曲。 

https://www.youtube.com/watch?v=Mkckcztg6P4 
・J.B. Lenoir « Alabama Blues » « Vietnam Blues » (1966) 
 1950 年代〜60 年代にシカゴ・ブルースを牽引した J.B.レノア（1929-1967） 
 による楽曲。反戦、反⼈種差別を鮮明に訴えている。 

https://www.youtube.com/watch?v=TtzIy1YUVXU 
・Bob Dylan « Blowinʼ in the wind » (1963), « Just like a woman » (1966) 
  ボブ・ディラン（1941-）は、アメリカを代表するミュージシャン。1960 年代には反体制のメッセージ

ソングの旗⼿として絶⼤な⼈気を博した。2016 年、歌⼿として初となるノーベル⽂学賞を受賞。 
・Bob Marley « Get up, Stand up » (1975), « Redemption song » (1980), « Buffalo Soldier » (1983) 
  ボブ・マーリー（1945-1981）は、ジャマイカ出⾝のレゲエミュージシャン。反⼈種差別運動に積極的

に参加し、⾳楽活動を通じて平和を訴えた。36歳で病没するが、後世に⼤きな影響を与えた。 
・その他、ローリング・ストーンズ、レイ・チャールズ、ルイ・アームストロングらによる楽曲など。 

 （作品紹介：オディール・デュスュッド／福⽥美雪） 


