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表紙の写真 
 

雨季にラッカセイとトウモロコシを植える住民 
 

2018年12月10日撮影 マジャンガ（Majunga）州、アンカラファンツィカ（Ankarafantsika）国立公園、アンブデ

ィマンガ（Ambodimanga）村 

2018年は雨季のはじまりが遅かったが、12月の半ばごろになるとようやく雨脚がみられるようになった。写真で

は、田植えを午前中に終えた世帯主が数人の雇い人とともに、土を起こしながらラッカセイとトウモロコシを植えてい

る。 

 

                                                                             山田 祐 撮影 
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第 24 回懇談会大会および総会代替措置の報告 
 

2020 年 3 月 28 日に開催を予定していた第 24 回マダガスカル研究懇談会大会および総会は、事務局ならびに世話役

会で協議した結果、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となりました。その後も世界的な同感染症の拡大

に伴い、2020年度中に懇談会大会（および総会）を開催する目途が立たない状況が続きました。このため、事務局と世

話役会でさらに協議を続けた結果、2020年1月に開催された世話役会で決議された事項を提案し、引き続き現体制によ

る事業運営を暫定的に認めていただくよう、会員の皆様にお願いすることに決まりました。 

これを受けて世話役代表の塚原高広氏が、4月23日付で会員の皆様にメールを送付しました。このメールで塚原氏は、

世話役会で決議された提案事項を提示し、会員の皆様に対して暫定的な承認を求めました。回答期限までに異議申し立

てがなかったため、これらの提案事項は暫定的に承認されました。ただし、これらの提案事項に対する正式な承認は、次

回の総会に持ち越されることとなりました。 

なお、今回、暫定的に承認を受けた事項は、①総会代替措置について、②2019 年度の事業報告と決算報告について、

③2020年度の事業計画および予算案について、④第24回懇談会大会の開催延期について、⑤2020年度役員の選出と確

認について、⑥マダガスカル研究懇談会会則第５条の変更について、⑦会報の電子化に伴う著作権の帰属について（p. 

48の「ニュースレター編集方針」の最後の文言をご覧ください）、の7点でした。 

 

【2019年度の活動】 

2019年3月30日（土）に、東京農業大学「食と農」の博物館で、第23回研究懇談会大会を開催しました。参加者は

38名（含む演者2名）で、うち総会出席者は28名でした。 

懇談会ニュースレターSERASERA 40号と41号の編集をおこない、それぞれ230部を発行しました。また、42号の

編集をおこないました。 

懇談会の会員数は2019年12 月31 日の時点で109名（正会員：102 名、家族会員：7 名、賛助会員：1団体）でし

た。昨年度と比較して、正会員数は4名減少、家族会員数は増減なし、賛助会員は増減なしでした。 

 

【2019年度の決算報告】 

 収入として年会費 171,000 円（正会員・家族会員）、非会員の大会参加費 7,000 円、書籍・バックナンバー等売上げ

5,360円、利息6円、懇親会費の寄付20,717円の合計204,083円がありました。 

 これに対し支出として、消耗品費（封筒・ラベル等）7,852 円、『SERASERA』40 号と 41 号の印刷費 208,656 円、

『SERASERA』40 号と 41 号の郵送費 42,990 円、ホームページ運営費 3,240 円、事務局員の大会参加交通費 27,820

円、振込手数料1,944円があり、合計は292,502円でした。この結果、当期収支は88,419円の歳入減となり、次年度へ

の繰越金は、2018 年度の 1,101,761 円から、1,013,342 円に減少しました。この収支決算は、会計監事の杉本星子氏と

平野智巳氏から「適正」との監査を受けました。 
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【2020年度の事業計画および予算案】 

2020年度1月1日に発効した新会則を受け、正会員・家族会員の区別は無くなり、2020年1月1日時点での会員数

は 109 名となりました。なお本年度より会費制度が廃止され、会費未納による強制退会の規程が無くなりましたが、未

納会員へは郵送での通知を行います。 

2020年度の事業計画として、SERASERAは、電子媒体で42号を2月1日に発行しましたが、さらに43号を発行し

ます。また、電子媒体への移行に伴い、今後会員の皆様への連絡は一斉メールで行うこととします。そのためのメールア

ドレス再登録の通知を、2月に郵送で行っています。 

提出された 2020年度予算案は以下のとおりです。懇談会大会は来年度への延期を予定しているため、今年度予算に、

懇談会大会開催に関わる経費は計上していません。 

2020 年度予算案の収入合計は前年度繰越金 1,013,342 円を含む 1,140,942 円です。うち会費収入の 117,600 円は、

2019年の正会員未納者56名✕0.7✕3000円として計上しました。これは、2020年より会費が廃止されたためです。ま

た賛助会員費納入の有無は、賛助会員の判断に委ねられますが、１団体からの収入が見込まれるため賛助会員費収入は

10,000円を計上しています。 

各支出費目は、消耗品代を例年より少なく2,000円と計上しています。これは、紙媒体の廃止により封筒・ラベル代が

不要となり、領収書用紙等の文具代のみに減額したためです。また郵送費を14,000円計上しましたが、これは会員に対

するメールアドレス再登録の通知(120 名✕84円)と、会費未納金の通知(56 名✕62円)を行うためです。紙媒体の会報発

行を取りやめたため印刷代はゼロ円、3月28日に予定していた大会および懇親会を中止したため懇親会費補助金もゼロ

円となります。その他、例年通りの支出としては、ホームページ運営費4,000円、振込手数料3,000円があります。予備

費は1,117,942円となります。 

 

【2020年度の役員】 

会則11条に基づいて、2019年度に引き続き、飯田卓、市野進一郎、蟹江康光、蟹江由紀、高畑由紀夫、塚原高広、深

澤秀夫、水田拓、森哲、吉田彰の各氏（五十音順）が、2020 年度の世話役の任にあたります。また昨年度に引き続き、

塚原高広氏が世話役代表を担います。 

会計監事 2 名は新規選出（2020-2021 年度）する必要がありますが、引き続き平野智巳氏・杉本星子氏を会計監事候

補として総会に諮ることが世話役会で決議されました。2020年度の事務局員は、昨年度と同様、市野進一郎、江端希之、

蒲生康重、関健次郎、下家大典、前畑晃也、山田祐の各氏（五十音順）が担当します。編集部員は飯田卓、市野進一郎、

深澤秀夫（編集主任）、前畑晃也、水田拓、山田祐の各氏（五十音順）が担います。 

 

【第24回懇談会大会の開催延期について】 

開催中止となった第 24 回懇談会大会は、世話役会および事務局で協議した結果、１年後の 2021 年 3 月 27 日（土）

に延期し、京大会場にて開催することとなりました。しかし、今後の新型コロナウイルス感染症の終息時期が予測できな

い状況が続いています。このため、2021年3月に通常の開催ができないときは、Webにて大会を開催し、双方向コミュ
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ニケーションができるツールを使用したライブ配信により総会を実施する予定となっています。 

 

【マダガスカル研究懇談会会則第５条の変更について】 

会則第５条に関して不正確な表現があることが明らかとなったため、一部文言の削除の承認を会員の皆様に求めます。

現在の会則については、下に付した参考資料をご参照ください。 

 

現在の会則第５条は以下の通りです。 

 

第５条 会員は次の権利を有する。 

一 第３条第一号の懇談会大会及び第１４条の総会への出席 

二 第３条第二号の電子版情報への投稿及び寄稿 

三 本会の事業活動への参画 

 

年会費の無料化により、会員も非会員も懇談会大会参加費は同等となりました。従いまして、会員と非会員の重要な違

いは、「総会で議決権を持つかどうか」という点であり、第5条第一号から、「第３条第一号の懇談会大会及び」という文

言を削除します。また、第5条第二号の文言である「投稿」と「寄稿」の違いは、投稿は自発的に原稿を寄せること、寄

稿は編集部が原稿を依頼することを指します。これにより、寄稿自体は会員の権利とは言えないため、「及び寄稿」とい

う文言も削除します。 

 

改訂後の会則第５条は以下の通りです。 

 

第５条 会員は次の権利を有する。 

一 第１４条の総会への出席 

二 第３条第二号の電子版情報への投稿 

三 本会の事業活動への参画 
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生き物図鑑 22 

クチヒゲハンミョウ 
京都大学名誉教授 堀 道雄 

 

【和名】 

樹上性のハンミョウ：クチヒゲハンミョウ属（昆虫綱、鞘翅目、ハンミョウ科） 

 

【学名】 

Pogonostoma Klug, 1835 

 

【英名】 

通常、属名で呼ばれており、特別の英名はない。しいて言えばMalagasy arboreal tiger beetles。tiger beetleはハン

ミョウ科の英名。 

 

【マダガスカル名】  

sangodingodina。地方によってはsangodidina （後者についてはペリネ特別保護区付近での村人からの聞き取りによ

る。この語は子供もよく知っていた。） 

 

【名前の由来】 

学名はヒゲのある口の意。この属の特徴である長い大顎肢一対と下唇肢一対が口ヒゲのように見えるため（図１）。和

名もそれを踏襲している。マダガスカル名は、木の幹を回る者の意。成虫の行動をうまく表現している。日本語にも｢キ

マワリ｣と呼ばれる樹幹で活動するゴミムシダマシ科の甲虫がいて、分類的な類縁は遠いが、人などが近づくと、幹の反

対側にすばやく回り込む習性を持っており、同じ発想のネーミングと言える。 

 

【分布】 

マダガスカル島とその属島の特産の属で、全部で 16 亜属約 110 種に分化しており（Cassola, 2003; Moravec, 2002, 

2007, 2010）、島全体に広く分布しているが、種数は東部の熱帯雨林が圧倒的に多い。 

 

【形態的特徴】 

日本産のものも含めて、ハンミョウ類はすぐにそれと分かる特有の形（大きな複眼と大顎、オサムシ主科特有の紡錘形

の身体、糸状の触角、そして長い脚）をしているが、熱帯地方に生息する樹上性の属（東南アジア、中南米、そしてこの

マダガスカル産のものを含めて数属いる）のものはそうした特徴を共有しているものの、身体つきだけは筒状で細長い
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（Pearson & Vogler, 2001）。頭から翅端までの身体の大きさは、大形のものは体長約2.4cm、小形のものは5mmほど

で(図２)、中形の甲虫といえる。ハンミョウ類には目立つ色彩や斑紋をもつものが多いが、クチヒゲハンミョウには斑紋

はなく、金属光沢を帯びる種は少数いるが、大部分はツヤのある黒または藍色一色で、緑色の種も何種かいる。 

 

【生態的特徴】 

ハンミョウの仲間なので肉食性であるが、多くのハンミョウが地表をすばやく走り回りながら獲物を探すのに対して

（Pearson & Vogler, 2001； 堀 編, 2019）、クチヒゲハンミョウは樹木の幹を走り回って狩りをする。クチヒゲハンミョ

ウのことを知らない人でも、マダガスカルの森で調査をしたことのある人なら、日中に樹幹を、前方に伸ばした触角を打

ち振り、ふつう螺旋を描きながら、せわしなく走り回っている、アリを一回り大きくしたような甲虫をきっと見ているだ

ろう。ときどき立ち止まって背伸びをするような姿勢で辺りをうかがったり、あるいは背伸びをしたまま動かずに獲物

を待ち伏せしていることも多い。そして幹上で立ち止まったり待ち伏せする場合は、必ず頭を下にした姿勢で静止する

（図１）。近づくと素早く幹の反対側に回って静止するか、幹を上に登って逃げる。飛翔能力はあるが、飛んで逃げるこ

とは少ない。餌とする獲物は幹の上で活動している小動物で、アリや鱗翅目の幼虫などが多いが、捕まえることのできる

ものなら何でも襲いかかる。獲物を探知すると、名前の由来ともなっているヒゲ状の大顎肢と下唇肢を口の前で籠（か

ご）のように広げて突進して絡め取り、すぐさま大顎で咬み砕きはじめる。活動は主に日中で、夜は根元付近に降りてき

て、やはり下向きの姿勢で静止している（図3）。しかし夜間でも捕食や交尾をしていることがある。 

幼虫も樹上性で、雌は根元近くのコルク質の樹皮の中に産卵し、そこで孵化した幼虫は、細いトンネルを樹皮に沿って

掘り抜いて巣を造る（図 4）。幼虫も肉食性であるが、歩き回って獲物を探す成虫と異なり、完全な待ち伏せ型の捕食様

式で、巣の入り口で樹皮上を移動する小昆虫を待ち構える。幼虫の頭と胸部の前半は円盤状の形をしていて、その円盤で

マンホールの蓋のように巣孔の入り口をすっぽりと塞いで、虎バサミと呼ばれる罠のように、大顎を大きく開いた状態

で獲物を待ち伏せる。うまく獲物を捕まえると、そのまま巣孔の中に引きずり込んで、捕食する。幼虫は3回脱皮して、

樹皮下に蛹室を造って蛹となる。どの種も羽化は雨期に限られるようで、成虫が見られるのも11月末から3月末までの

雨期だけである。 

成虫が歩き回って獲物を探し、幼虫がトンネルを掘って入り口で待ち伏せるという生活様式は、実は地表性の他のハ

ンミョウと共通で（堀 編, 2019）、他のハンミョウが地表で活動するのに対して、クチヒゲハンミョウは樹幹をあたかも

地表として使いはじめた系統ということができるだろう。 

なお，マダガスカル産のハンミョウ類の分類は，植民地時代にフランスの昆虫学者によってかなり詳しく調べられた

が，その全貌が解明されたのは今世紀になってからで，専らチェコのMoravecによって，10編近いレビューと，３冊の

モノグラフで，既知の19属237種が詳細に解説されている（Moravec, 2002, 2007, 2010）。しかし，こうした欧米の昆

虫学者の研究対象は専ら成虫であり，幼虫や蛹などの未成熟期の研究はほとんど進んでいない。その理由は，幼虫の種名

を決定するには成虫期まで観察しなければならず，主に旅行者として訪れる欧米の研究者には手がつけにくい課題だか

らである。しかし，これは現地の研究者なら取り組める課題であり，実際，アンタナナリヴ（Antananarivo）大学の院

生が筆者との共同研究として，クチヒゲハンミョウを含む特産の属の未成熟期の解明に取り組んでいる。上記の幼虫に
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ついての知見も，この院生の研究によるところが大きい。 

 

【その他】 

樹上性という生活様式を発展させたハンミョウとしては、クチヒゲハンミョウの他に、中南米にクシヒゲハンミョウ、

東南アジアにクビナガハンミョウ類がいて、これらは互いに類縁がある。おそらくその共通祖先は中生代のゴンドワナ

大陸に起源をもち、その後、大陸の分裂とともにその子孫が世界の熱帯に広がったものと考えられる。ところが、不思議

なことにアフリカ大陸にはこの系統の血を受け継ぐ樹上性のハンミョウがまったくいない。アリやシロアリなどとの競

争に負けてしまったか、あるいはキツツキなどの樹皮下の昆虫を捕食する天敵に駆逐されたなどの可能性が考えられる

が、いずれも推測の域を出ない。ハンミョウの進化と生物地理に関する大きな謎である。 
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図1 Pogonostoma praetervisum。 体長約11mmの中型種。樹幹に静止して待ち伏せている。フィアナランツォア

（Fianarantsoa）州ラヌマファナ（Ranomafana）にて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 Pogonostoma globulithorax。 体長約7mmの小型種。主に樹木の根元付近で活動する。大型種の獲物ともなりう

る。アンツィラナナ（Antsiranana）州マルタウラナ（Marotaolana）の森にて。 
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図3 Pogonostoma simile。体長約16mmの大型種。夜間には樹の根元付近で休息する。マハジャンガ（Mahajanga）

州アンカラファンティカ（Ankarafantsika）にて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 クチヒゲハンミョウの幼虫（種名不詳）と巣孔。A）アンツィララナ州の乾燥した疎林で見つけた、根本付近に幼虫

が造巣している樹木（樹種名不詳）。幹はコルク質の樹皮が発達している。B) 樹皮上の幼虫の巣孔の入り口（矢印）。C) 

巣孔の壁を掘り崩して、巣孔の状態を示す。入り口の直径は数mmで、巣孔の長さは約7cm。巣孔の底に幼虫の頭部が

見える（矢印）。 
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Voandalana（土産話）35 
 

アンブヒマンガ 
                              写真家 堀内 孝 
 
2018 年４月、北西海岸地方の撮影を終え、マジュンガ Majunga から首都アンタナナリ

ヴ Antananarivo のイヴァト Ivato 空港へ戻ってきた。 
 荷物を受け取り外に出ると、恰幅のいいタクシー運転手から名前を呼ばれた。顔を見る

が、誰だかわからない。「覚えていないのか？リザ Rija だよ」。名前を聞いて、ようやく思

い出した。1993 年、タナ（首都 Antananarivo の略称）郊外の友人宅に長期間お世話にな

ったことがあるのだが、彼はその友人の息子だった。当時はまだ中学生で、乾季の冷える

夜など、コーラの大瓶で湯たんぽを作ってもらい、二段ベッドの上と下で寝たものであ

る。現在は結婚して２人の子供がおり、知人から車を借りてタクシーの運転手をしている

という。 
 「もし明日、時間があったら、タナの好きなところへ案内するよ」と誘われた。そうい

えば、ここしばらく海岸地方の撮影ばかりで、首都の様子をゆっくり見て回ったことがな

かった。料金は１日借りて、13 万アリアリ ariary（約 3600 円）でいいらしい。とりあえ

ず今日は街中のホテルまで送ってもらい、明日、メリナ Merina 王国の王宮が残るアンブ

ヒマンガ Ambohimanga へ行ってみることにした。 

新しくモダンなホテルが建ち始めた首都アンタナナリヴ 
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翌朝は５時半に起きた。薄暗い中、ホテルのバルコニーから下を見ると、彼はすでに来

ていた。車は、カローラそっくりの中国製のセダンだ。内装が少々安っぽいが、走りはし

っかりしている。6 時に出発し、車は国道３号線を北へ進んだ。イヴァト空港周辺の道沿

いは中国系のホテルが立ち並びだいぶ様変わりしていたが、開発が進むアクルンヂャーヌ

Ankorondrano 周辺もショッピングセンターや携帯電話会社の高層ビルが建ち、風景が一

変していた。 
 マサイ Masay 湖を通り抜けると、車の流れが急に悪くなった。中心部へ向かう車線は

渋滞が始まり、完全に動けなくなっている。「もう少し時間が経つと、郊外に出る道も動

かなくなる。早朝に出発したのはこの渋滞を避けるためなんだ」とリザ。タナの渋滞は

2000 年ごろから始まったと記憶しているが、さらにひどくなっている印象だ。道路も補修

されるどころか、悪くなっている。 
 しばらく街中を走り、やがて車は国道 3 号線を左折した。家がまばらになるとともに田

畑や樹木が増え、急に郊外の雰囲気になった。そして出発から 1 時間半ほどで、アンブヒ

マンガに到着した。 
 渋滞は回避できたものの、アンブヒマンガの王宮はまだ開いていなかった。近くの軽食

スタンドでフランスパンにバターを塗ってもらい、カフェオレとともに朝食をとった。リ

ザはムフ・シーラ mofo sira を注文した。塩で味つけした米粉のパンで、ちょっと酸味の

あるところがうまいという。 

フランスパンやムフ・シーラ、ムフ・ボールなどが並ぶ軽食スタンド 
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 アンブヒマンガはタナにある 12 の聖なる丘の一つだ。標高は低いところでも 1300m 以

上あるそうで、なんとなく肌寒い。 
 村の入り口には、石を積み上げて造った古い門があった。裏にまわると、円板状の巨大

な石が立てかけてある。「ここはアンバトゥミツァンガナ Ambatomitsangana 門だ。アン

ブヒマンガには昔の門がいくつか残っているが、ここが一番大きいんだ。円盤状の石は、

直径４m 以上、重さは 12t もある」とリザが解説してくれた。観光客を連れてムルンダヴ

ァ Morondava やディエゴ・スアレス Diego-Suarez まで行くこともあり、国内の観光地に

ついてはひと通り勉強しているという。 
 門の上に草葺きの東屋があるので登ってみると、マダガスカルの伝統的なボードゲーム

であるファヌルナ fanorona が置いてあった。一体いつ頃から使われ続けているのだろう

か、年代物の石版はだいぶ擦り減っていた。 

         
        アンブヒマンガの東にあるアンバトゥミツァンガナ門 
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 施設が開くまでまだ時間があるので、村の老人にガイドを頼み、王宮から少し離れたと

ころにある聖地へ案内してもらった。老人によると、アンブヒマンガの丘の王領地は 2001
年、ユネスコの世界遺産に登録された。見応えがあるのはやはり王宮だが、周囲にはメリ

ナ王国時代の門や王墓、泉などが点在しており、ぜひガイドを雇って見て欲しいと話す。 
 わたしたちは、集落を通り抜け、森の中の道を歩いた。世界遺産に登録されたことで丘

の上に広がる森はしっかりと管理されており、貴重な樹木には名前などを記した看板が設

置されている。 
 息を切らしながら坂道を登っていくと、ようやくマハザザ Mahazaza という場所に着い

た。ゴツゴツとした岩の多いところで、積み上げられた石の上に木造の黒い家が建ってい

る。近くには赤や白に塗られた家もある。「ここには王や王族の墓がある。色の塗られた

建物は、儀礼を行うドゥアニ doany だ」と老人は語った。 
 近くには大きな岩があり、その割れ目に布が埋められていた。岩の前に国旗が立てら

れ、硬貨やろうそくなども供えられている。外国からの観光客はあまり訪れないが、地元

の人にとっては神聖な場所で、しばしば祈願の儀礼が執り行われるという。わずか小一時

間の散策だったが、非常に面白い場所を見ることができた。 
 

 
             マハザザにあるドゥアンニの建物 
 
 9 時になり、ようやく王宮の受付けが開いた。ガイドの老人にお礼をし、入場料 1 万ア
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リアリ（約 280 円）を支払って中に入る。建物の外観は撮影可能だが、内部の撮影は固く

禁止された。リザは車の盗難が心配なので、駐車場に残ることになった。 
 階段を上っていくと広場があり、大きく平らな岩場があった。「王国時代、儀礼がある

と、ここで牛が屠られました」とガイドが説明した。今も牛を屠ることがあるそうで、近

くの大木の幹や根元には、牛の頭骨がいくつも飾られている。神聖な石も立っており、実

に神秘的な場所だ。 

         
            広場近くの大木に飾られた牛の頭骨 
 
 さらに階段を上り、城壁の門をくぐる。すると前方に、木造の黒い建物が見えてきた。 
急傾斜の屋根が印象的な建物だ。18 世紀末、メリナ王国を再統一し、領土を急拡大させた

アンヂアナンプイニメリナ Andrianampoinimerina 王の王宮である。建物はマハンヂフヌ

Mahandrihono と呼ばれ、彼がアンタナナリヴに居を移すまで住んでいたという。 
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 中に入ろうとすると、「左足から入ってはいけない。ファディ fady（禁忌）だ！」と警

備員に怒られた。そして、入るときは必ず右足から入り、出るときは後ずさりする形で左

足から出なければならないと細かく指導された。 
 建物は一間だけの簡素な作りで、中心に紫檀のりっぱな柱が立っていた。北東の隅には

ベッドが上下に配置されている。「上は王専用で、下は妻が使った」と警備員。それにし

ても小さなベッドだ。しげしげと見ていると、「王の身長は 150cm もなかったそうだ」と

警備員が教えてくれた。有名な槍を持った王の肖像画からもっと大柄な人物を想像してい

たが、これほど小柄だったとは驚きであった。また室内には、木製のしゃもじや食器など

の生活道具も展示されていた。どれもシンプルなものばかりで、当時の質素な暮らしぶり

が伺えた。 

マハンヂフヌと呼ばれるアンヂアナンプイニメリナ王の王宮 
  
 隣には、凝った装飾の施された二棟の洋風の建物が立っていた。19 世紀後半、女王ラナ

ヴァルナ RanavalonaII 世が使用した別荘だという。大きい棟はファンヂアンパハレマナ

Fandriampahalemana 宮で、ヨーロッパ製のベッドや家具が置かれ、イギリスのヴィク

トリア女王からの贈り物なども展示されていた。オリジナルのものかどうかはわからない

が、日本風の女性が細密に描かれた壁紙も興味深い。 
 別棟は、チャーヌフィタラチャ Tranofitaratra（ガラスの館）と呼ばれる建物で、2 階

にはイギリスから取り寄せたという個性的なデザインのガラスがはめ込まれていた。開放
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的で、とても居心地のよさそうな部屋だ。ここは会議などに使用されたという。 
 二つの建物をつなぐバルコニーの装飾には、マダガスカルの国旗と同じ、赤と白と緑が

使われていた。ガイドは、「赤はフィアンヂアナナ fiandrianana（王権）、白はバフアカ

vahoaka（人民）、緑はタニ tany（土地）を表しています」と語っていた。 
 二つの王宮を見終え、裏手のスロープを登っていくと、王や女王が使用した二つの浴場

があった。水は穢れのない少女たちが泉から運んできたそうで、ファンヂュアナ

fandroana と呼ばれる沐浴の儀礼も、年に一度行われたという。 
 さらにスロープを登ると、家の形をした墓が並んでいた。それぞれの建物にはプレート

が付けられており、アンヂアナンプイニメリナをはじめとする歴代の王の名が刻まれてい

た。今も多くのメリナ人が訪れるといい、他の場所では感じたことのない厳粛な雰囲気が

漂っていた。 
 

ラナヴァルナ II 世が利用したアンブヒマンガの別荘 
 
「青い丘」の意味を持つアンブヒマンガ。「マンガには、美しいとか、すばらしいという

意味もある」とリザは話していた。確かに、高台から望む田園風景は本当にすばらしく、

一見の価値がある。わたしは、刈り入れどきを迎え、黄金色に輝く水田を眺めながら帰路

に着いた。 
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追悼 石原（古矢）晃さん 
2020 年 3 月 14 日、JICA 派遣専門家や在マダガスカル・日本大使館職員の職、あるいは

植林や孤児院支援等のボランティア活動を通して、多くの方々と親交のあった石原（古

矢）晃さんが急逝されました。石原さんと親しかった会員三名の方々に、その人となりや

ご活躍の様子を伝える文章を寄せて頂きました。 
 

石原晃君を偲ぶ 
 

元駐マダガスカル大使 山口 洋一 
    

石原晃君との出会いは私が駐マダガスカル大使をしていた一九八六～八九年の時代であ

るから、今から三〇年以上もの昔に遡る。当時、彼は JICA がマダガスカルに派遣してい

た五名からなる漁業協力チームの責任者であった。このチームは漁労、流通、加工などの

専門家で構成され、彼はその全体を統括するチームリーダだったのである。彼の名前はそ

の当時、古矢晃だったので、今でも私には「古矢君」の方が馴染みがある。 
マダガスカルの首都アンタナナリヴ（Antananarivo）は島の中央高地に所在するため、

首都の住民は海の幸とは全く無縁の暮らしをしていた。魚と言えば、ごく限られた川魚し

か知らなかった。海辺は遠く離れ、道路事情も劣悪だったため、海産物が首都に届くこと

は絶無だったのである。 
この状況を打開すべく、古矢君は悪戦苦闘した。首都に冷凍・冷蔵庫を設置しなければ

ならなかったが、彼はまず鉄製の古いコンテナ数個を並べて、これを冷凍・冷蔵庫に改造

した。こうして海産物を首都の住民に食べさせる彼の努力は徐々にその成果を発揮し、今

ではタナに海産魚を売る魚屋が軒を並べるようになったのである。JICA の協力プロジェ

クトが住民の生活様式までも変化させた成功例は、他に類例を見ないと言っても過言では

ない。 
その後、私が駐トルコ大使や駐ミャンマー大使をしていた時分には、彼との親交も遠の

いていたが、退官後、現に私どもが手掛けている NPO アジア母子福祉協会には、彼が役

員として参加し、積極的に活動してくれていた。彼のお陰で、この団体の活動領域にマダ

ガスカルが加わり、この NPO を大いに活性化してくれた。彼は毎年数回、マダガスカル

に赴き、多彩な事業に携わったが、特に桜の植林には力を入れていた。タナやその近郊に

桜並木を見ることができるようになったのは、実に彼の功績なのである。 
兎も角、彼のマダガスカルに対する思い入れは深く、マダガスカルについては、日本に

おける押しも押されぬ第一人者となっていたことは疑いない。 
実に惜しい人物を失った。故人のご冥福を心から祈りたい。 
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アジア母子福祉協会専務理事 石原晃さんを偲んで 
 
                      NGO Ambato fy アドバイザー 櫻井 文 
 

2020 年 3 月 14 日、マダガスカルへ熱い思いで貢献されてきた石原晃氏が天国へ旅立た

れました。これまでご活躍されてきたことを再度皆様と共有したく、また、個人的にも大変

お世話になったお礼を込めて、ここに追悼文を書かせていただきます。 
 
石原さんとの出会いと海老 
石原さんとの最初の出会い、それは私が JICA の青年海外協力隊としてマダガスカルへ

赴任したての 2010 年 3 月頃でした。「これから各任地へ配属される新隊員は赴任前に美味

しい海老をたらふく食べていきなさい」というマダガスカルで水産関係に携わっていたと

いう石原さんからのお誘いを受けて、同期隊員 8 名で美味しいマダガスカルの海老をたら

ふくご馳走になりました。日本で食べるより海老の味がとても濃い気がしたのを覚えてい

ます。思い起こせば、この海老で出会ってからかれこれ 10 年というお付き合いだったの

ですね。 
 
 大先輩は協力隊 OV 
 石原さんのご厚意で、我々の 3 ヶ月後に着任した隊員達も、同じように海老をご馳走に

なっていました。なぜこんなにも我々によくしていただけたのか、実は石原さんご自身も

青年海外協力隊の OV（Old Volunteer の略 国はマダガスカルではありませんが）、つま

り我々にとっての大先輩であり、それもあってか、協力隊任期中、また任期終了後「マダ

ガスカル OV 会」の活動の中でも大変ごひいきにお世話して下さいました。 
 
 OV 会としてグローバルフェスタに参加 
 マダガスカルでの青年海外協力隊の活動終了後、かれこれ 8 年程経つ私ですが、その

間、秋に東京の日比谷公園で行われた『グローバルフェスタ』に『青年海外協力隊 マダ

ガスカル OV 会』として参加させていただいたことが何度かありました。このイベント、

ブースを出すのには実はそれなりの出展料がかかります。そんな中、石原さんのご厚意

で、これまで石原さんが専務理事を務めてこられた『アジア母子福祉協会』様で出展され

るブースの一部を無償で間借りさせていただき、参加させていただくことが出来ました。

石原さんのご厚意とお力添えがなければとても私達 OV 会だけでは実現しなかったことで

す。このような機会を与えてくださったことで、隊員活動終了後、なかなか会う機会、き

っかけのなかった OV 同士を再び繋がらせ、OV としてマダガスカルに出来ることは何か

と考え、行動するチャンスを与えて下さいました。この点でも、石原さんは、後輩である
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マダガスカル OV の私達を上手く活用し、マダガスカルに貢献されていたのではないでし

ょうか。 
 
 桜への熱い思い 
 石原さんと言えば、何と言っても『桜』をまず思い浮かべます。初めて海老をご馳走に

なった 10 年前のあの日も、「在マダガスカル日本大使館前の道に桜を植えてあるから」と

言っておられました。それ以来、大使館へ行く度、「石原さんの桜、順調に育っている

な」と必ず見ていました。 
 2015 年に私が短期隊員となってマダガスカルに戻った時には、桜の種を分けて下さいま

した。私自身も任地に桜を残せたらと熱い思いで種を蒔きましたが、なかなか芽は出ず。

電話で石原さんに相談したこともありました。結局、種からは素人には難しく、その後、

石原さんと現地スタッフ達の育てた桜の苗を数本いただきました。その苗は、現在私が運

営する NGO Ambato fy の活動地であるフィアナランツアの集落に植え、現在も順調に成

長しています（写真 1 参照）。 
 また、我が子が産まれた 2019 年に「お子様の誕生祝に桜の苗をひとつ差上げます」と

いうメッセージを石原さんよりいただきました。2019 年 10 月に初めて息子を連れてマダ

ガスカルへ着いた際には桜の苗はまだ首都で準備中とのことでした。今か今かとその時を

待ち、2020 年 2 月にようやく桜の苗がいただける状態になり、わが家で一番良い場所を

選び、植えました。植えた桜はちょうど息子の太郎と同じ丈でした。無事植樹をしたご報

告とお礼のメールを（写真 2 参照）を添えて送ったのが、石原さんの発たれる少し前、2
月末でした。 
「河津桜は、比較的挿し木や取り木で増やせる樹種です。私はなかなかマジュンガに行 

く機会はありませんが、お子さん同様元気に育つ事を祈っています。」 
これが石原さんから頂いた最後のメッセージとなってしまいました。 

これからまだまだ聞きたいことも報告したいこともあったのですが…。 
しかし、そんな中、マダガスカルには石原さんと長年桜を育ててきた有能な頼れる現地人

の Haja さんという方がいます。（ちなみに水産についても何かあればこの人を頼るように

も教えられました）この点においても現地人を育ててくれた石原さんに感謝です。最後のメ

ッセージにあったように石原さんの熱い思いのこもった桜、挿し木や取り木で増やしてい

き、天国からお花見していただけるように育てていきます。 
 
 様々な分野で石原さんが長年蒔き続けてくれた「種」は、マダガスカルで根付いています。

私達のために、マダガスカルのために、今までどうもありがとうございました。心から感謝

しています。これからは天国から私達をどうぞあたたかく見守ってください。 
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写真 1 フィアナランツアにある NGO Ambatofy の活動地に植えて 2 年目の桜 

（手前 2 本） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

写真 2  大事な桜を守るために周囲を囲まれた 1 歳の息子と同じ背丈の河津桜の苗木  
2020 年 2 月末撮影 
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故・石原晃さんの追悼文を通しての自然思想 
 

元クインズランド大学研究員 理学博士 川又由行 
 

突然の訃報は 3 月 16 日に深澤秀夫さんからのメールであった。非常に驚いた。この連絡

の約一ヶ月前、2 月 22 日に石原さんから関係者への BCC メールが届き、桜の植樹も終わ

り、マダガスカルからの帰路につくとの連絡であった。それが最後のお別れになるとは・・。

本当に、本当に惜しい人を亡くしてしまった。そして、今回、深澤さんから石原さんの追悼

文の依頼を受け、石原さんが抱いていたマダガスカルにおける自然保護活動のあり方につ

いて語ってみたい。 
 
私と石原晃（古矢晃）さんとの最初の出会いは、アイアイファンドの代表島泰三さんの紹

介であった。遡れば今から 12 年ほど前、リーマン・ショック後、世の中がうす暗い、現在

の新型コロナウイルスの雰囲気と酷似していた。そんな中、石原さんから農林水産省の外郭

団体から海外調査研究の助成金があるので、アイアイファンドの活動地で調査研究を行わ

ないかというお誘いであった。丁度、石原さんもマダガスカルの日本大使館での技術派遣員

として赴任する前で、タナ（首都 Antananarivo の略称）における住み家の提供の提案もあ

り、非常に有り難かった。 
 
ここで石原さんの略歴を簡単に紹介しよう。石原さんの海外活動はケニア共和国に昭和

43 年 3 次隊青年海外協力隊員（職種：建設機械）として赴任されたのが始まりであった。

その後に、ヤマハ発動機（株）に就職され、開発途上国を中心に主に船外機の販売開発に従

事、JICA 水産開発アドバイザーとして派遣されていた。在勤中・退職後も NPO 法人で植

樹活動に情熱を注いでいた。マダガスカルは、アフリカ最大の島国で、アフリカ最長の海岸

線を有すると共に、多様な気候と貴重な動植物が生息していることに加えて、インド洋上に

位置するマダガスカルは、アジア的な要素もあり、非常に魅力を感じていたことを述べてい

た。 
 
マダガスカルの自然環境を通して、水産業のエビ養殖などの水域生態には、その稚魚が育

つマングローブ林が不可欠であり、その栄養素の源となるフルボ酸鉄を森林の落葉腐植土

が育み河川から海洋へと流れてプランクトンの餌となる循環がある。我々はこうした生態

系の循環の重要性について考察する機会もあった。このようなマダガスカルの自然に魅せ

られていたこともあり、石原さんは離任後の第二の人生をマダガスカルでの活動と決めて

いた。特に、後述するが、そこには貴重な動植物が生息するマダガスカルの自然環境には深

く敬意を払っていたことを忘れてはならない。 
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その中の幾つかのエピソードを語ってみたいと思う。石原さんがマダガスカルの日本国

大使館に赴任した当時、タナの大使館は建設後間もなく、公邸の整備も十分には進んではい

なかった。大使館の庭園には大きなユーカリの木がそびえ立っていた。特に、固有種に思い

入れがあった石原さんは、現地のスタッフに指示、ノコギリを持って木登りをさせ、樹木の

上部から下部の幹へと順序よく切って伐採に漕ぎ着けた。その五輪選手のような身軽な身

体能力の高さに驚き、今の日本人であればとても出来ないことだと、我々二人で感心してい

たことを思い出す。また、このユーカリから数十メートルの所に、どういう経緯で熱帯地域

のマダガスカルに日本から持ち込まれたのかは不明だが、銀杏も生育していた。マダガスカ

ルで葉が色づくこともなく結実することもない。多くの日本人大使館員は不思議に思って

はいたが、それもそのはず長日植物の銀杏が熱帯地域で決して開花することはない。それな

ればと、思い立ったら吉日、マダガスカル最南端フォール・ドーファン (Fort-
Dauphin/Taolagnaro)に住む横山さんに電話して引き取ってくれないか、交渉もしていた。

いわば適種適木ではないのだが、適地と考えての判断であった。 
 
石原さんは 2000 年代後半のマダガスカル派遣中、日本国大使館近くのレストランの 2 階

の 3 室を借りていた。冒頭でも述べた通り、私はタナ滞在中、この 2 階の 1 部屋を石原さ

んから借りていた。石原さんは酒を嗜まなかったが、宴会や食事会の折々に、石原さんが帰

国された折に、山口・元マダガスカル大使が係る NGO 法人アジア母子福祉協会で桜並木の

活動の構想を語ってくれた。私は 1990 年代に JICA 専門家としてマダガスカル国に派遣さ

れていたこともあり、石原さんと苗畑管理を訪ねてはいた。桜並木の育成のために圃場の確

保が欠かせないが、どの地域に桜並木の育成が相応しいか、地方の協力隊隊員からも育成の

支援が得られるかなど情報を得た結果が、今日の活動に繋がったのは確かであろう。 
 
たまたま、私と石原さんが居合わせたアンチラべ(Antsirabe)で開催された協力隊員によ

る親睦会からタナに向う帰路の道中、石原さんと協力隊員と交わした隊員の活動奮闘話、き

め細かな相談に応じていた様子が忘れられない。これも石原さんは現地では数少ない協力

隊 OB として、協力隊員の面倒を見ていたこともあり、多くの隊員から非常に慕われてい

た。 
 
マダガスカルの中でもアロチャ湖 （Alaotra）の上流域はラバカ（lavaka）と呼ばれる土

壌流失の著しい地域の一つであり、現在、JICA による植林も含めた PRODAIRE（マダガ

スカル国ムララノクロム総合環境保全・農村開発促進手法開発プロジェクト）が行われてい

る。しかし、石原さんは離任後に開始されたこの事業に懐疑的で、JICA 担当部長や現地事

務所に異議文を送っていた。その最大の理由はユーカリなどの外来樹種を植えていること

であった。確かにこの地域は土壌侵食が激しく、雨風による土壌侵食を避けるためには早成

樹種と呼ばれる外来樹種で庇蔭対策しなければならないことも一理あるが、ここはマダガ
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スカルである。石原さんのこの文章の指摘の通り、植林樹種の 90%がユーカリではとても

納得出来るものではない。近年、マダガスカルの早成樹種についての研究も進み、『マダガ

スカルの自然史』(Goodman and Benstead 2003)の中で Dufils (2003)が、マダガスカルに

も Harungana madagascariensis と Trema orientalis という早成樹種が存在すると述べて

いる。しかし、何故こうした樹種を植えないのか疑問が残る。マダガスカルで自然保護活動

を行うのであれば教科書とも言えるこの本を手にして熟読していただきたい。これも一言、

プロジェクト関係者にはマダガスカルの自然史に対する愛も理解もなく、勉強不足が招い

た結果であろう。仮に、学術論文を読むことが困難ということであれば、次項で述べるネッ

トワークを構築することで、改善が図られることも期待される。もちろん、私も関係者にそ

の旨お伝えしているのだが、その道程は厳しいと言える。 
 
この国の動植物の固有種率は 80-90%を占め、国際的生物多様性保全の条約の下で「生物

多様性」などの事業を行えば、国際的評価も高くなっていたであろうが、PRODAIRE はそ

れに繋がることを行わなかったことに石原さんは憤慨していた。ご存知の通り、他の世界で

は見られないキツネザルが生息している。マダガスカル東部の森林では、Eulemur 属 2 種

とエリマキキツネザル(Varecia variegata)は種子を丸呑みするが、糞中の種子は傷つかず高

い発芽率を維持することが確認され(Dew and Wright 1998)、Eulemur 属や Varecia 属の

果実食性キツネザルが種子散布者として大きく貢献していることが分かった（Sato 2009）。
一方、中央高地のアンブヒマンガ(Ambohimanga)の森林群落では、ユーカリ林の周辺には

阻害物質と呼ばれるアレロパシーにより、他の樹種が生育できなかったことが確認されて

いる(Kawamata 1999)。また、農作物の収量に対するユーカリ種の影響では、減少を示し

(Rao and Reddy, 1984)、それは樹冠の大きさ(del Moral et al. 1974, Basu et al. 1978)に左

右され、さらに落葉落枝の影響もあることが知られている(del Moral and Muller 1970)。つ

まり、マダガスカルの森林生態はキツネザルに依存していることを忘れてはならず、ユーカ

リではなく固有種による森作りの再生を図らなければ、農業生産向上にも結びつかないと

いうことを認識すべきであろう。さらに、東部の Pandanus 湿地帯には限定的に生息する

淡水魚 Pantanodon. madagascariensis が分布しているが（Sparks, 2003）、この固有種は

絶滅危惧種とも言われている。東部の河川流域は西部の流域と比べて、淡水魚の多様性があ

り、種類も豊富であるが、上流域の PRODAIRE 植生環境が変化することで下流域の水域環

境にも多大な影響を与えることも理解すべきであろう。 
 
私見だが、こうした啓蒙なき自然保護活動は危険を招くと言わざるを得なく、他の事例で

の経験論から実施すべきでもない。マダガスカルの自然史に係る事業であれば、誰でもがカ

ントの指摘する空間の“モヤモヤ感”を考えるであろう。そこで人間がどのように考察するか

が、問われることになる。自然科学の形而上学的原理では、自然に秩序（空間・時間）を与

えるのは、人間自身、数学的認識が客観的であるのは主観が経験以上に普遍的な空間・時間
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を自然世界に組入れているという純粋理性批判である。一方、人間は最高の善と幸福を求め

る意思があり実践理論の世界が開かれ、我々の判断力は自然そのものを人間の目的にかな

った因果律でみなさざるを得ない。「自然とは」の問を、科学はあくまでも唯物論や実証主

義なものとして捉えているが、今、人間はあたかも目的にかなったものとして観る目的論的

判断力、すなわち「カント的理性」の哲学が問いである。 
 
要約すると、その国・地域の自然科学や社会科学の観念に基づいての活動が図られている

かを“まとめる力”である。例えば、毎年のように大使館で深澤秀夫さんが行っている社会文

化人類学の座学、あるいは京都大学の研究報告、アイアイファンドや進化生物学研究所によ

る実績のある固有種の植樹活動など実証主義と結びついており参考にすべきである。こう

したネットワークの構築に基づく取り組みが行われていないことに石原さんは同プロジェ

クトに違和感を覚えていた。 
 
マダガスカルの自然を愛する人であれば、誰でもが石原さんの JICA への抗議文に賛同を

示すはずだが、なかなか文章を手にして行動に移すような人は現れない。私もお手伝い致し

ましょうかとの提案に、「この手の問題は私一人でやる」と石原さんに一蹴されてしまった。

とにかく歯に衣着せず、良識があり、男気もある実行力のある方であった。そして、石原さ

んの桜並木づくりの、その先には水産業を育むマダガスカル森林生態の再生があったこと

は忘れてはならない。それだけにその損失は大きいと言わざるを得ない。したがって、石原

さんの死を無駄にすることのないように、生物多様性の国、マダガスカルにおける自然環境

保護活動の指針を問う意見書（キツネザルが生息できる固有種による森づくり）を JICA に

提出すべきではないかと考えている。研究者はマダガスカルで研究するということは、この

地で勉強させていただいていることに繋がっていながらも、その多くは自分の専門以外の

外界に暮らす空間に無関心と言える。これではニーチェ曰く、「蛙の脳髄」だけを研究して

いる狭量な学者と同じである。しかるに、皆さんのご意見を賜りたく思う。 
 
先日、これまでの石原さんの社会貢献活動が高く評価され、社会貢献支援財団より、今年

の 7 月に社会貢献賞授与との嬉しい知らせが、石原さんのお嬢様から届いた。私も報われ

た感じがした。きっとご本人も草葉の陰で喜ばれていることであろう。そして、お嬢様もお

父様の残された仕事を引き継ぎたいとのご意向を持っておられる。これからも私は側面か

らご支援を致したいと考えているが、どうかマダガスカル研究懇談会の会員の皆様からも、

ご支援・ご協力を賜ることができれば嬉しく存じます。末筆になりましたが、夢の中でも、

ひょっこりと、マダガスカルから電話がかかってきそうな不思議な感じを覚えている・・。 
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タナの Anosy 湖岸に咲く桜の母樹(2010) 
このサクランボの実生からも各地に植樹された 
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もっと深く知るための 6 

kitay telo an-dalana の慣行と現地民司法制度 
 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 深澤秀夫 
 

kitay telo an-dalana と言うマダガスカル語の慣用句があります。直訳すれば、kitay 
「薪」、telo 「三」、an-dalana = an- + lalana 「道に」、すなわち「道にある三本の薪」を

意味します。『マダガスカル語国語辞典』では、この語句について「夫婦が離婚する時のや

り方 二本を夫が得、一本を妻が得ます」（Régis RAJEMISA-Raolison, Rakibolana 
malagasy, Fianarantsoa: Ambozontany, 1985, p.525.）と説明しています。すなわち、離婚

に際して、夫婦の財産の三分の二を夫が、三分の一を妻が取得する中央高地のイメリナ

（Imerina）地方における習慣を指しています。 
 
これだけであれば、中央高地地方における離婚に関する在来の慣習に過ぎませんが、私が

1983 年から調査を続けているマジュンガ（Majunga）地方北西部の村においても、離婚の

際の財産の分割法としてこの語句が用いられており、その年収穫された籾米の三分の二を

夫が取得し、三分の一を妻が取得する慣行が現在でも実行されています。もちろん、現行の

マダガスカルの民法上は日本と同様に、夫婦が結婚以降に共同で成した財産については夫

と妻との間で二分する事になっていますが、法定婚及び裁判離婚を行う人がほんどいない

上、水田等の相続財産は分割・譲渡できない習わしの北西部地方の農村においては、依然と

してこの方式に基づいて離婚が行われています。しかしながら、北西部地方の方言では、「薪」

は kitay ではなく kakazo maty「枯れ木」と呼ばれており、この語句と習慣の双方が、この

地方固有のものではなく、ある時期にイメリナ地方からもたらされた可能性を物語ってい

ます。 
 
では、この離婚習慣は、何時頃から、北西部地方でも行われるようになったのでしょうか? 

  
北西部地方は、1823 年、ラダマ（Radama） I 世に率いられたイメリナ王国軍の侵入と共

に、特に目立った抵抗もなく、同王国の支配下に組み込まれました。これにより、

Mandritsara「良く治まっている」や Befandriana「多くの寝台」と名付けられた町が造ら

れ、王都アンタナナリヴ（Antananarivo）からこの地方を統治する役人が派遣されると共

に、イメリナ王国の軍隊が駐屯しました。一方、北西部地方の人びとは、＜親指と人差し指

を広げた長さのコメ＞（vary zehy）と呼ばれる年貢米（具体的な量は不明）をイメリナ王

国に対して納める義務を負う事となりました（Louis MATTEI, “Les Tsimihety”, Bulletin 
de l’Academie Malgache, tome. XXI, 1938, p.133.）。早ければイメリナ王国による支配が
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北西部地方に及んだこの時期に、上記の「道にある三本の薪」の習慣が、同地方にもたらさ

れた事になります。 
 
その一方、1881 年に公布されたイメリナ王国の成文法、通称『305 条法典』中の「婚姻

について」の項にはこの習慣への言及が見られない上、263 条に「古くから行われ、かつ現

在まで引き続き従われている法律及び土地の習慣は、たとえこの法典に記載されていなく

とも、有効な法律であると共に効力のある習慣であり、この法典に記載された法律と同等と

認められる」（Ny Lalan’ny Fanjakana, Antananarivo: Ny Presin’ny Mpanjaka ny 
Madagasikara, 1881, p.68.）と明記されている事から、「道にある三本の薪」はイメリナ王

国時代まで、同地方固有の習慣に留まっていた可能性もないわけではありません。 
 
「道にある三本の薪」の習慣が北西部地方に導入された時期についてのもう一つの可能

性が、1909 年 11 月 5 日付で、フランス共和国大統領 Armand Fallières（1841 年～1931
年生没 1906 年～1913 年在任）名で発令された「婚姻制度及び相続方式についてのイメリ

ナの現地民司法制度（justice indigène)の改正に関する決定」です。この決定の中では、「メ

リナ（Merina）の慣習法が効力を持つ全ての地域において、kitay telo an-dalana の婚姻制

度は、現地民（indigène）の婚姻の法的制度と見なす」（Amédée Gamon, Traité de la Justice 
Indigène à Madagascar, Tananarive: Imprimerie Officielle, 1910, p.363.）事が明文化さ

れています。「メリナ（族）の慣習法が効力を持つ全ての地域」と名指される範囲が何処ま

でなのかについてはいささか曖昧ですが、1823 年以来イメリナ王国の支配下に組み込まれ

ていた北西部地方は、この布告の適用対象地域に該当したものと考えても大きな齟齬はあ

りません。したがって、フランスによる植民地化以降の 20 世紀に入ってから、「道にある三

本の薪」に基づく離婚方式が、北西部地方にもたらされた蓋然性も高いと言えましょう。 
 
上記の布告の中で言及されている「原地民司法制度」とは、1901 年から初代総督ガリエ

ニ（Joseph Simon Gallieni  1849 年～1916 年生没 1896 年～1905 年在任）の下で施行

された、マダガスカル人はフランス共和国市民（citoyen）ではなく臣民（sujet）として

扱われ、フランス共和国の法令が適用されるフランス市民権を持つ人間とは異なる法律に

基づいて異なる裁判所で裁かれる事になった法制度を指しています。ガリエニは、マダガ

スカルに着任する以前にも、仏領スーダン（現在のマリ）の軍司令官（1886 年～1888
年）や仏領インドシナ（現在のベトナムとカンボジアとラオス）の連隊長（1892 年～

1896 年）を歴任し、植民地行政についてもかなり豊富な知識と経験を有していました。ガ

リエニは、1896 年 8 月 6 日にフランス議会がマダガスカルを植民地として併合する事を

可決した直後の同月 10 日に、初代マダガスカル総督に任命され、同年 9 月 7 日にタマタ

ヴ（Tamatave）に着いた後、同月 28 日に総督府の置かれたタナナリヴ（Tananarive = 
Antananarivo）に着任しました（Marc Michel, Gallieni, Librairie Arthème Fayard, 
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1989, pp.113 – 188.）。 
 
当初ガリエニ総督は、マダガスカル統治の基本政策として「人種政策」（politique des 

races）を採用しました。この政策は、マダガスカルの三分の二を支配地域としその君主は

対外的に「マダガスカルの主権者」と認められていたイメリナ王国の勢力を抑止すると共

に、メリナ（Merina）族以外の民族を政治的に優遇すると言うものでした。このためガリ

エニ総督は、1895 年対仏反乱勢力に利用されぬようにイメリナ王国の新年祭を禁止、

1896 年 10 月 15 日フランス支配に対する反乱への関与の嫌疑をかけイメリナ王国女王の

オジと王国の内務大臣の二人を銃殺、1897 年 2 月 27 日王国の復権を目指す反乱勢力に利

用されることを懸念しイメリナ王国女王 Ranavalona III 世を島外追放の上イメリナ王国

を廃止、1897 年 10 月学校教育におけるフランス語学習を義務化、国内保護領を設定しそ

の長に当該地域の首長などの有力者を行政官として起用等の施策を次々と実行しました

（op. cit., pp.175 – 203.）。 
 
しかしながら、状況に応じた実務能力に優れていたガリエニ総督は、「人種政策」に基

づく「イメリナ王国抑止政策」が、マダガスカルにおけるフランスの速やかな実効支配を

確立する上で必ずしも得策ではない事を看取するや、着任一年を待たずに 1897 年の時点

でイメリナ王国の制度やその官吏と言う人材を活用する方向へと政策の舵をきり始めまし

た。これにより、イメリナ王国の村落制度であるフクヌルナ（fokonolona）を全土におい

て施行、イメリナ王国の夫役制度ファヌンプアナ（fanompoana）を公共資本整備のため

に試験的に導入した後 1908 年から全土で施行、1902 年マダガスカル学士院を設立、マダ

ガスカル語の検定制度の導入およびフランス人教員のマダガスカル語学習を義務化等が、

暫時行われました。このガリエニ総督による「人種政策」転換後の施策の一つとして、

1901 年の「原地民司法制度」（justice indigène)の導入があります（op. cit., pp.204– 
218.）。余談ながら、ガリエニの即応力の高さは、1914 年 3 月に退役していたにもかかわ

らず、ドイツによる宣戦布告後の同年 8 月 26 日にパリ地区軍司令官に任命された際、同

年 9 月 6 日～11 日にかけてパリの北方で行われたマルヌ（Marne）の会戦において、パリ

市内のタクシー600 台余りを徴発して予備兵力を前線に輸送・投入し続け、ドイツ軍の進

撃をくい止めた事でも発揮されています（op. cit., pp.271 – 287.）。 
  

1901 年に「原地民司法制度」の導入が決定されましたが、その際、大半のマダガスカル

人「臣民」に適応された法律の根幹を成したのが、上記に挙げた 1881 年に布告されたイメ

リナ王国の『305 条法典』でした。しかしながら、フランス植民地下の状況において『305
条法典』をマダガスカルにおける「臣民」全員に対する法規範として施行するためには、条

項の取捨選択と再解釈や再定義が不可欠であり、この地道で困難な作業を現場で担当した

フランス人司法官の中心的人物が、ガモン（Marie – Louis Amédée Gamon 1863 年～1918
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年生没）その人でした。 
ガモンは、プリヴァ県（Privas）県庁所在地において 1886 年に法学士号を取得し、同じ

年にエクス・アン・プロヴァンス県（Aix-en-Province）において弁護士研修を受けました。

その後、ガモンは、1888 年～1894 年仏領のアルジェリアにおいて裁判官を、1895 年～1909
年マダガスカルにおいて地方裁判官や控訴院裁判官を、さらに 1909 年～1911 年仏領コン

ゴにおいて検察官や検察総長を務めました。ラロシュ（Hippolyte Laroche 1848 年～1914
年生没）マダガスカル保護領総督（1896 年在任）およびガリエニ総督の二人とも、司法官

としてのガモンの仕事と能力を高く評価していました（Gabriel PAIN, “Marie-Louis 
Amédée GAMON”, Hommes et Destins MADAGASCAR, Paris: Académie des Sciences 
d’Outre-Mer, pp.215 – 216.）。 

 
ガモンは、マダガスカルの法制および法制史をめぐり下記の三つの著作を遺しています； 

1. Code annoté de la legislation malgache 『マダガスカル法制の注釈付き法典』, 1906
年. 二巻本 
2. “Le code de Ranavalona I” ,  「ラナヴァルナ I 世法典」 Bulletin de l’académie 
malgache 『マダガスカル学士院年報』, 1907 年. 
3. Traité de la Justice indigène à Madagascar 『マダガスカルにおける現地民司法制度

についての解説』, 1910 年. 全 420 ページ 
 
ガモンがマダガスカルを離任した直後の 1909 年 9 月 8 日付で、第二代総督オガニュール

（Victor Augangeur 1855 年～1931 年生没 1905 年～1910 年在任）の名前で布告され

た総督令「現地市民（civile indigène）をめぐる訴訟手続き」によって、裁判実務をも含め

た「原地民司法制度」が完成をみると共に、その翌年にガモンによる『305 条法典』等のイ

メリナ王国の法制の解説を含めた「臣民」の裁判に関する提要である『マダガスカルにおけ

る現地民司法制度についての解説』が出版された事からも、彼が「現地民司法制度」の確立

と運用をめぐり果たした役割の大きさを窺い知る事ができます。 
  
ガモンが、「現地民司法制度」をフランス植民地下の全マダガスカル「臣民」に適用する

ために導入した新たな法概念が、「民法」と「刑法」の区分でした（Traité de la Justice 
indigène à Madagascar, 1910, pp.1-169.）。「民法」と「刑法」の区分は、フランスを中心

とする近代法概念の基本に他なりません。なぜならば、この両者を峻別する事によって、国

家と個人との関係を規定する「刑法」分野、とりわけ国家が個人に強制力をもって介入する

犯罪事項と、対等な個人同士の関係を規定する「民法」分野とが分立され、その結果「民事

不介入」の原則が成立するからです。先のイメリナ王国の『305 条法典』は、当時の王国と

住民が直面していた多岐に渡る問題について詳細に規定した法令集ですが、1.男性・女性の

別なく死刑および財産没収を科す 12 の罪 2.反逆者の妻と子供 3.反逆を現認した人間 
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4.殺人 5.王/女王の尊厳 6.10 年以上の懲役に処する罪 7.窃盗 8.奉公人（奴隷）9. 婚

姻 10.堕胎 11.癩病と天然痘 12.肉屋 13.容量・重量・長さの計測 14.時間 15.幹線

道路と支道 16.土地の売却・土地の貸借 17.家屋の貸借 18.森 19.平民 20.個人の財産 

21.収監者・受刑者 22.人心扇動者 23.貨幣 24.政府の代理人 25.薬品 26.公務員 27.
裁判官 28.争い 29.マダガスカル人の違約 30.法律と土地をめぐる慣習 31.宗教 32.
首相および軍司令官への書類の提出 33.学校 34.子供の入学 35.試験 36.教師 37.酒 

と題された 37 の見出し項目ごとにまとめられているものの、「民法」と「刑法」双方の事象

が混在しながら列記されており、両者を区分する概念、すなわち国家が個人に介入しうる範

囲とその制限という考え方の存在していなかった事がよくわかります。 
  
「現地民司法制度」において「民法」と「刑法」概念の区別の導入を図りながらも、近代

民法の理念と抵触する、離婚に際し財産分割の比率を夫と妻と言う性別に基づいて二対一

に設定する「道にある三本の薪」の慣行が、「現地民司法制度」の運用上の完成期である 1909
年に大統領令として布告されたのは単なる偶然の出来事なのか、それともフランス共和国

市民に適用される法令とフランス共和国臣民に適用される法令とが異なる事をマダガスカ

ルの人びとに明示し実感させるために行われた意図的な出来事なのかとの視点から、現地

民司法制度の探求を今後も続けてゆく必要がありそうです。 
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マダガスカルのことわざいろいろ 25 
 

 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 深澤秀夫 
 

 
Aza ny sarambaben’ ny kintana no jerena 
Fa ny Telonohorefy.   
[W.E.Cousins et J.Parret, Ohabolan'ny Ntaolo, Mémoires de L'Academie Malgache 
Fascicule XLIV, Tananarive:Imprimerie Nationale, 1972, p.607.] 
 

直訳：「沢山の星を見る事なかれ、（オリオン座の）三ッ星（だけ）を見よ」 
 
意味：「空にはたくさんの星がありますが、オリオン座の三ッ星だけが目に入ります 同じ

ように、たくさんの異性がいますが、あなただけが目に入ります 世の中に男性や女性が

たくさんいても、その中で自分にとって大事な人は一人だけなのです」 
 
 aza は、「～するな」を表す否定命令です。ny は、マダガスカル語の定冠詞になりま

す。sarambabe は、「沢山ある物」を指す名詞です。kintana は、「星」を意味します。no
は、日本語の格助詞の「が」に相当します。jerena は jery を語根とする受動態で、「見ら

れる」を意味します。fa は、順接と逆説双方の意味を持つ接続詞ですが、このことわざで

は、「そうではなくて」の逆説の意味で用いられています。telonohorefy は、telo「三」＋

noho「～のような」＋refy「両手を広げた」、すなわち「両手を広げたような三つ（の

星）」が直訳の意味になります。一単語としての telonohorefy は、オリオン座のベルトに

あたる「三ッ星」を指します。ちなみに、refy は、イメリナ（Imerina）地方などにおけ

る昔の長さの計測単位の一つを表しています。 
 
 このことわざは、既に「マダガスカルのことわざいろいろ 22」（『マダガスカル研究懇談

会ニュースレター』No. 40, 2019, pp.33 – 34 .）において紹介した Maro ihany ny hazo fa 
ny fary no mamy. 直訳：「木々にはいろいろありますが、サトウキビだけが甘いのです」

と類似の意味を有しています。ただ、前出のことわざに比べると、aza と言う否定命令が入

っている分、今回ご紹介したことわざの方が、「愛の告白」よりは「一人の人だけを大事に

しなさい」と言う教訓的な意味合いが強いかもしれません。 
 
 今回このことわざをご紹介した理由は、このことわざが人口に膾炙するためではく、星

にまつわる極めて数少ないことわざの一つであるためです。既存のことわざ集を調べてみ

ても、「星」と言う項目や索引の無い場合がほとんどで、かろうじて W.E.Cousins 達が

http://malagasyword.org/bins/teny2/sarambabe#mg.n
http://malagasyword.org/bins/teny2/jerena#mg.pv
http://malagasyword.org/bins/teny2/telonohorefy#mg.n
http://www.mondemalgache.org/bins/ohabolana/maro.mg.aj#3877
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1871 年に収集し刊行した上記のことわざ集の中に、このことわざ一つだけが収録されてい

るにすぎません。 
 
マダガスカルの人びとの祖先はこの二千年ほどの内に海を渡ってやって来たにもかかわ

らず、「海洋民」であれば航海との関連で星に関心を抱いてしかるべきところ、現代のマ

ダガスカルの人びとは驚くほど星に関心がありません。天体としての星に興味が無い事

は、星にまつわることわざがほとんど無い事とストレートに結びついているようです。 
 
 そのような星に対する全般的な無関心の中で、マダガスカルの人びとが共通に関心を示

し特定の名称を与えている星（kintana / basia / vasia）が、金星（明けの明星と宵の明

星）、すばる（プレアデス）、そしてこのことわざにも出てくるオリオン座の三ッ星の三天

体になります。これについては、「マダガスカル島の博物誌 10 星と月と太陽」『マダガス

カル研究懇談会ニュースレター』No. 18, pp.3 – 11 をご参照頂ければ幸いです。日本です

とオリオン座は冬の星座を代表しますが、南半球のマダガスカルではオリオン座は稲作の

農繁期である雨季の中空高くに、少し首を後ろにそらすようにして見ることができます。 
 
 とは言え、マダガスカルにおける降るが如き満天の星空とオリオン座を知る人にとって

は、このことわざで用いられている比喩の巧みさがよく理解頂けるものと思います。 
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日本で作ろう！マダガスカル料理 38 
 

Hena sy Laisoa 
ヘーナ・シ・ライスア 

         
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 深澤 秀夫 

 
1）用意するもの（3～4 人分） 
   a. 牛肉                     300g～400g 
    b. キャベツ           半分 

c. ニンニク            半分 
d. トマト                      2～3 個 
e. タマネギ            1 個～2 個 
f. ショウガ            小さいもの 1 個 
g. 塩               少々 
h. 固形スープの素        1 個 
i. 食用油             少々 
j. おろし金            1 
k. 包丁             1 
l. シチュー鍋           1 
m. ヘラ              1 
n. 水               500cc～1ℓ 

 
 2）料理方法 

a. トマトを四つに切って、へたを取り、種子を指で掻き出します。タマネギの皮を剥い

て、みじん切りにします。 
b. ニンニクの皮を剥き、みじん切りにします。ショウガの皮を剥き、半分をみじん切り

に、残りの半分をおろし金ですりおろします。 
c. キャベツを半分に切り、さらに繊維と反対方向に数センチ幅で切り分けます。 
d. 牛肉をマッチ箱大くらいに切ります。 
e. 鍋の底一面に広がるくらいに食用油を入れて加熱し、先ずみじん切りにしたニンニク

とショウガを炒め、次に種子を取り除いたトマトとみじん切りにしたタマネギを投入し、へ

らでかき混ぜます。 
f. 投入したタマネギとトマトなどがペースト状になったら、牛肉を投入し、よくかき混ぜ

ます。 
g. 牛肉に火が通った段階で、1 リットルくらいの水を入れ、塩とおろしたショウガさら
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に固形スープの素 1 個を投入し、鍋に蓋をして 60 分～90 分くらい強火で煮込みます。 
h. 牛肉がよく煮えた段階で、切り分けたキャベツを入れます。ここからさらに 30 分～

40 分くらい中火で煮込んだら出来上がりです。 
 
 3）ここがポイント！ 
 牛肉とキャベツの二つだけが素材と言ってよい料理です。日本でしたら春キャベツを使

うと出来上がった料理の甘みが強くなりますし、固めの夏キャベツを用いても、煮込み時間

をとるため、十分に柔らかく賞味できます。上記の煮込み時間はあくまでも目安で、量や素

材の質等によって煮込み時間は変わってきますので、鍋から立ち上る「匂い」と具材の「質

感」を一番の判断基準としてください。マダガスカルで食べるこの料理の味を再現するので

したら、牛肉はアメリカやオーストラリアから輸入されたものの方が、和牛よりも適してい

ます。また、牛肉代を節約するのでしたら、多少煮込みに時間がかかりますが、すね肉がお

薦めです。ただ、輸入牛肉は和牛に比べ脂肪分が少ないため、それを補うためには、筋肉を

100g～200g くらい入れると良いでしょう。もし、お金に余裕があるようでしたら、輸入牛

の尻尾肉を入れますと、コクが格段に深まります。 
 
 laisoa とは、フランス語でキャベツを指す les choux が訛音化したマダガスカル語になり

ます。キャベツはヨーロッパからもたらされた外来野菜ですが、現在ではアンタナナリヴ

（Antananarivo）やアンツィラベ（Antsirabe）等の比較的冷涼な気候の中央高地一帯にお

いて広く栽培されています。また、収穫後日持ちがするため、マジュンガ（Majunga）やタ

マタヴ（Tamatave）等の海岸部の町にも中央高地産のキャベツが出回っています。そのた

め、今回ご紹介したヘーナ・シ・ライスアは、中央高地の町はもちろんの事、海岸部の都市

の家庭においても馴染みのある料理となっています。また、牛肉を用いる事が多いものの、

豚肉を使っても構いません。しかしながら、海岸部の町ではキャベツを賞味する機会が中央

高地より少ないため、この煮えたキャベツの匂いを「うんち臭い」として嫌う人もいます。

とは言え、牛肉と豚肉の価格が急騰した昨今（現在はどちらも 1kg だいたい 560 円）、ヘー

ナ・シ・ライスアは、少ない肉の「量を増す」事ができる上、キャベツも比較的安価な素材

のため、料理法が簡単な事とも相まって、都会の庶民の食卓にのぼる機会が増えているよう

です。 
 
日本でお馴染みのロールキャベツとはまた異なる食味の中央高地や海岸部の町における

キャベツを用いたお手軽な家庭料理の味に、ぜひこの日本でも挑戦してみてください！ 
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マダガスカル研究懇談会会則 
 

１９９９年 ４月 ３日制定 
２００２年 ３月３０日改訂 
２００５年 ４月 ２日改訂 
２００８年 ３月２９日改訂 
２００９年 ３月２８日改訂 
２０１６年 ５月 １日改訂 
２０１９年 ３月３０日改訂 

  
第一章 総則 

（名称） 

第１条 本会はマダガスカル研究懇談会（英名：Japan Society for Madagascar Studies、マダ

ガスカル名：Fikambanana Japoney ho an'ny Fikarohana ny momba an'i Madagasikara）と称す

る。 

（目的） 

第２条 本会は、マダガスカル島及びその周辺島嶼の自然・社会・文化に関する会員相互

の情報交換及び交流を促進し、もってこれらに関する研究の発展に資することを目的と

する。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

        一 懇談会大会の開催 

        二 電子版による情報の発信 

        三 前二号に掲げる事業のほか、前条の目的を達成するために必要な事

業 

第二章 会員 

（入会） 

第４条 本会に入会しようとする者は、本会が別に定める方法により、入会を申し込むも

のとする。 

（会員の権利） 

第５条 会員は次の権利を有する。 

        一 第３条第一号の懇談会大会及び第１４条の総会への出席 
二 第３条第二号の電子版情報への投稿及び寄稿 
三 本会の事業活動への参画 
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（会費） 

第６条 本会の会費は、無料とする。 

（退会等） 

第７条 本会を退会しようとする者は、事務局（第１３条に規定する事務局をいう）に対

して退会を申し出るものとする。 

２ 世話役代表（第９条第一号の世話役代表をいう）は、世話役会の決議を経て、次の各

号に掲げる会員を強制的に退会させることができる。 

        一 第２条に規定する本会の目的に著しく反する行為を行った会員 

        二 本会の活動を妨げる行為を行った会員 

        三 本会の品位を損なう等の言動又は行為を行った会員 

第三章 役員及び事務局 

（役員） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

        一 世話役代表 １名 

        二 世話役 １０名以下 

        三 会計監事 ２名 

（役員の任務） 

第９条 世話役代表は本会を代表し、会務を総括する。 

２ 世話役は、本会の庶務、会計、渉外、及び第３条各号に掲げる事業の運営を担当す

る。 

３ 会計監事は、本会の財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、会員のうちから総会で選任する。 

２ 世話役代表及び会計監事は、役員の互選によってこれを選任する。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、世話役代表の任期は連続２

期を限度とする。 

（世話役会） 

第１２条 世話役会は、世話役をもって構成し、世話役代表がこれを招集する。 

２ 世話役会は、次に掲げる事項を決議する。 

        一 収支決算案及び事業報告案 

        二 収支予算案及び事業計画案 

        三 会則の制定、変更又は廃止に関する案 

        四 役員の任期満了等に伴う次期役員候補の選出 
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        五 前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関する重要な事項として

世話役会が総会に上程することとした事項 

        六 本会の運営の実務に関する細則の制定、変更又は廃止 

        七 事務局（第１３条に規定する事務局をいう）の場所の選定及び事務

局員第１３条第２項に規定する事務局員をいう）の選任 

        八 前二号に掲げるもののほか、本会の運営に関する事項であって、総

会の決議を要さない事項 

３ 世話役会の議事は、出席した世話役の過半数で決する。 

４ 世話役代表は、第２項に掲げる事項の全部又は一部を決議する必要があり、第１項の

世話役会を招集することが困難である場合には、世話役全員に宛てた電子メールその

他の通信手段を利用して世話役全員による協議を行い、その過程において世話役全員

の過半数が同意の意思表示をした案をもって、当該事項を決定することができる。 

５ 前項の決定があったときは、当該事項についての提案を可決する旨の世話役会の決議

があったものとみなす。 

（事務局） 

第１３条 本会に、世話役代表及び世話役の会務を補佐する機関として事務局を置き、そ

の場所は、世話役会の決議を経て、世話役代表がこれを定める。その場所を変更する場

合も同様とする。 

２ 事務局に事務局員を置き、世話役会の決議を経て、世話役代表がこれを任命する。 

３ 世話役代表は、第１５条第２項の規定により第３条第一号の懇談会大会その他の催事

の開催にあたり参加費を徴収することとし、かつ前項の事務局員が当該催事に参加す

る場合には、世話役会の決議を経て、その参加費を免除することができる。 

第四章 総会 

（総会） 

第１４条 総会は、会員をもって構成し、毎年１回、新会計年度開始以後４か月以内に、

世話役代表がこれを招集する。 

２ 総会は、次に掲げる事項を決議する。 

        一 収支決算及び事業報告 

        二 収支予算及び事業計画 

        三 会則の制定、変更又は廃止 

        四 役員の選任 

        五 その他本会の運営に関する重要な事項として世話役会が上程した事

項 

３ 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。 

第五章 会計 
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（経費） 

第１５条 本会の経費は、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 

２ 本会は、第３条第一号の懇談会大会又はその他の催事を開催するにあたっては、その

都度、世話役会の決議を経て、参加者から参加費を徴収することができる。ただし、

第１４条に規定する総会のみに出席する会員からは参加費を徴収しない。 

３ 前項の規定により参加費を徴収する場合には、世話役代表は、当該催事の開催及び参

加費の額を予め会員に通知するものとする。 

４ 本会は、第３条各号に掲げる事業の実施にあたり、寄付金を募ることができる。 

（会計年度） 

第１６条 本会の会計年度は、毎年１月１日からその年の１２月３１日までとする。 

附 則 （２０１９年３月３０日） 

この会則は２０２０年１月１日から効力を発する。 
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情報冊子『アフリカで安全にフィールドワークする 
ために：マダガスカル編』の紹介 

 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 佐藤宏樹 

 
1986 年よりマダガスカルでの学術研究を継続してきた京都大学アフリカ地域研究資料セ

ンターでは、アフリカでのフィールドワークを安全に実施するための手引きとして、同研究

センターおよび京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の教員・研究員・大学院生

らがマダガスカルにおける現地調査に役立つ情報冊子『アフリカで安全にフィールドワー

クするために：マダガスカル編』にまとめ、2020 年 3 月に刊行しました。以下の目次にあ

るように、フィールドワークに関わる様々な情報を盛り込んでいます。 
 

『アフリカで安全にフィールドワークするために：マダガスカル編』 
 

目次 
 
第１章 ：マダガスカル渡航のすすめ：学術的な魅力と本書のねらい 
第２章 ：入国ビザの取得と滞在期間の延長 
第３章 ：京都大学が拠点とする主な調査地 
第４章 ：調査許可と生物資源の持ち出し 
第５章 ：お金事情 
第６章 ：交通手段 
第７章 ：通信事情 
第８章 ：治安と安全 
第９章 ：健康管理と病院 
第 10 章：各施設へのアクセス 
 
発行者：京都大学アフリカ地域研究資料センター 
製作・編集：佐藤宏樹、市野進一郎、朝田郁、前畑晃也、江端希之、糸井川壮大、山田祐 
情報提供・協力：森哲、金子隆之、Noelikanto Ramamonjisoa、Tojotanjona Patrick 
Razanaparany、Tsanta Fiderana Rakotonanahary、Felix Rakotondraparany 
 
この冊子は、2019（令和元）年度京都大学全学経費「海外フィールドワーク中の安全対策

と事故対応のための情報収集：国別ハンドブックの作成と危機対応シミュレーションの実

施」により作成されました。 
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【本冊子の入手方法】 
本冊子の記述は 2020 年 2 月時点で研究者個人の経験から得た情報を基に執筆されたこ

ともあり、本書の位置づけはあくまでも著者らの経験と個人見解を共有することを目的と

しており、情報の真偽や正確性・信頼性等については一切保証いたしません。こうした事情

をご理解いただいた上で本冊子の提供を希望される方は、以下の問い合わせ先まで氏名・送

付先住所・希望部数をお知らせください。冊子は非売品であり、個人使用の目的に限り無料

で提供いたします。ただし、送料に関しては着払い郵送などで送りますので、申込者にご負

担いただきます。 
 
問い合わせ先： 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻 
佐藤宏樹 
Email: sato.hiroki.l50 [a] kyoto-u.jp 
[a] を @ にかえてください。l50 は「エルの小文字と 50」ですのでご注意ください。 
また、佐藤が海外調査等で長期不在の場合には発送時期に遅れが生じます事を、ご了承くだ

さい。 
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第 24 回懇談会（大会）のご案内 
 
 マダガスカル研究懇談会第 24 回大会は、下記の要領で開催されます。事前の参加申込は

必要ありません。会員、非会員を問わず、ふるってご参加いただけますようご案内申し上げ

ます。 
 
日時：2021 年 3 月 27 日（土） 13 時 30 分（開場 13 時 00 分） 
場所：京都大学稲盛財団記念館 3 階中会議室 

〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
URL: https://www.africa.kyoto-u.ac.jp/contact/access/ 

会場等の問い合わせ先：京都大学アフリカ地域研究資料センター（市野または前畑） 
電話: 075-753-7802／090-7432-3923（市野） 
 
プログラム： 

13:30～ ご挨拶 
13:40～ 発表 1: 井上 紗奈 氏（立命館大学） 

「エリマキキツネザル 2 種の生活と取り巻く環境」 
14:50～ 発表 2: 栗田 匡相 氏（関西学院大学） 
     「貧困からの脱却に向けて――2000 世帯、1 万人以上の生活を記録した世帯調査

から見るマダガスカル中央高地の今」 
16:00～ 総会 
17:00～ ポスター発表 
17:15～ 懇親会 
 
大会参加費： 大人 1000 円、小人・学生等 無料。会員以外のかたもご参加いただけます。 
懇親会参加費： 3,000 円 
 
会場ではポスター発表会も開催します。マダガスカルでの研究や活動に関する、正会員

または家族会員からの発表を募集します。A0 縦長の大きさ（縦 119 センチメートル、横

幅 84 センチメートル）ていどのスペースを割り当てますので、発表者ご自身でレイアウ

トと掲示および発表終了後の撤収をしてくださるようお願いします。 
発表を希望されるかたは、2 月末日までに、ポスター発表をする旨のメールを下記の 2 

つのメールアドレスまで送り、発表者名とタイトルをお知らせください： 
info@madacom.org 
edit@madacom.org 
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申込みが多数に達した場合には、先着順で発表をお受けしたいと思いますので、この点も

あわせてご了承ください。会員のみなさまの積極的な応募をお待ち申しあげております。 
 
会場までのアクセス 

 
＊京阪電車 
京阪「神宮丸太町駅」の出町柳方面（５番出口）から北へ徒歩４分（鴨川を左手に） 
＊ＪＲ／近鉄「京都駅」から：駅北側のバスターミナルにて 
>>（A2)乗り場から 市バス 205/17/4 系統で「荒神口」下車、東へ徒歩４分 

（荒神橋を渡る） 
>>（C3)乗り場から 京都バス 17 系統（大原方面）で「荒神橋」下車すぐ 
＊阪急「河原町駅」から 
市バス 59/37/17 系統で「荒神口」下車、東へ徒歩４分（荒神橋を渡る） 
＊地下鉄烏丸線「丸太町駅」から 
市バス 202/204 系統で「丸太町京阪前」下車、北へ徒歩５分（鴨川を左手に） 
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原稿を募集しています 
 
SERASERA は、会員間の交流と情報交換を目的としたニュースレターです。広く会員各位

からの原稿（文章／表紙写真）を募集しています。 
 
◆ SERASERA は、2020 年 1 月発行予定の 42 号から、紙媒体の印刷物ではなく、マダガ

スカル研究懇談会のホームページ上で（http://www.madacom.org/news/index.html）電子

的に公開されています。SERASERA への投稿・寄稿をめぐるご質問等については、電子メ

ールで編集部宛て（edit@madacom.org）にお問い合わせください。 
 
1. 原稿期限 

毎年、原則 5 月 1 日に夏号の編集を、11 月 1 日に冬号の編集を開始します。この日ま

でに、電子メールで編集部まで原稿をお寄せください（edit@madacom.org）。ただし、

文章を書きなれていない方の場合には、編集部とのあいだで通常より多くのやりとり

をする場合がありますので、上記の期日よりも早めに原稿をお寄せください。 
2. 原稿形式 

文章原稿はマイクロソフト社のワード形式で、写真原稿は JPG 形式でお寄せください。 
3. 写真原稿 

表紙写真には、撮影者、撮影場所、撮影年（月日）および 100～300 文字の解説文章を

添えてください。 
4.  編集の手間を軽減するため、表紙写真原稿ではない一般原稿の場合には、できる限り、

投稿者自身が文章原稿に写真を貼りこんで整形したワードファイルを作成し、お送り

ください。 
5.  文章原稿 

分量にとくに制限はありませんが、ひとつの記事の長さは、短いもので 2000 文字てい

どを目安とします。掲載希望コーナーの名まえと題名、執筆者名と所属をお忘れなく。

文章は、予備知識のない人にも内容と意図が理解できるよう、できるかぎりやさしくわ

かりやすい表現で書いてください。マダガスカル語の語彙や地名、人名をカタカナ表記

される場合には、アルファベット表記も添えてください。アルファベット表記がわから

ない場合は、編集部にご相談ください。生物についての学術的な原稿の場合は、生物名

のラテン学名もできるだけ添えてください。 
6.  関連写真・図表 

番号と短いタイトル、必要に応じて 2～3 行以下の解説を付してください。ひとつの記

事につき、写真と図表あわせて 10 点ていどを上限とします。 
7.  記事の出典（リソース） 

http://www.madacom.org/news/index.html
mailto:edit@madacom.org
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自分が直接見聞していない話や、自分が集めたのではない資料については、出典（リソ

ース）を明記してください。また、未確立の学説や根拠薄弱な仮説などが引き合いに出

される場合、編集部が根拠や出典などの提示を求めることがあります。引用した文献に

ついては、著者名・文献名・出版年・出版社ないし書誌名・掲載ページ（雑誌論文の場

合）などを文献リストとして末尾にまとめておいてください。 
8.  文章コメント 

わかりやすさと最低限の正確さを期するため、編集部が文章に目をとおして、著者にコ

メントを連絡いたします。ただし、最終的な文責は寄稿者にありますので、編集部から

のコメントに従うか従わないかを適宜判断して、手直しをおこなってください。この作

業は、原則一回とします。SERASERA の発行主旨や会の活動目的に合致しない記事と

編集部が判断した場合には、掲載の延期や中止をお願いする場合があります。 
9.  レイアウトの著者校正 

夏号の原稿については 6 月中、冬号の原稿については 12 月中に、レイアウトの著者校

正をおこないます。この時点では、ページ数が変わるような大幅な変更ができませんの

で、7. に関わる手直し時までに、納得のいく文章にしあげてください。著者校正の段

階で大幅な加筆訂正をされた場合には、編集部が掲載の延期や中止をお願いする場合

があります。 
10. 刊行とウェブ公開 

夏号は 7 月下旬、冬号は 1 月下旬をめどに電子的に刊行いたします。ただし、編集作

業は会員のボランティア作業にもとづいておこなわれていますので、執筆者のみなさ

まにはその旨よろしくご理解とご協力のほどをお願いいたします。投稿された記事や

画像は、マダガスカル研究懇談会のホームページで公開します。 
 

ニュースレター編集方針 
 マダガスカル研究懇談会ニュースレターは愛称を「SERASERA」とします。Serasera

はマダガスカル語で「交流」を意味し、＜セラセーラ＞と発音します。 
 ニュースレターの編集は、世話役と事務局員から構成される編集部によりおこなわれ

ます。 
 編集部員の名前はニュースレター上に開示します。 
 ニュースレターは会員からの投稿および編集部が会員と非会員に対し執筆を依頼した

原稿を記載し、発行されます。 
 原稿は、会の活動目的に沿う内容とします。 
 その上で原稿は、その分野や領域を限定しません。 
 編集部は寄せられた全ての原稿を査読し、その内容が会の活動目的に合致しているか

どうか、事実関係についての誤りあるいは文章表現や表記上の誤りや不適切な箇所が

ないかどうかについて判断いたします。 
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 編集部は、執筆者に対し、原稿内容の修正を求めることができます。 
 原稿のニュースレター掲載への最終的判断は、編集部に一任されます。したがって、そ

の内容が不適切であったり、事実関係の修正がなされたりしない場合には、編集部から

依頼した原稿であっても、不採用とする場合があります。不採用の理由については、原

稿の執筆者に対し編集部から通知いたします。 
 SERASERA に掲載された著作物の著作権はすべて著作者にあり、著作者は

SERASERA に掲載された著作物を自由に利用できることとします。ただし著作者は、

著作物の複製と公衆送信をマダガスカル研究懇談会に許諾したものとみなします。 
 
 
 
 

2020 年度世話役・事務局・編集部・会計監事 
 
【世話役】飯田卓・市野進一郎・蟹江康光・蟹江由紀・高畑由紀夫・塚原高広（世話役代

表）・深澤秀夫・森哲・水田拓・吉田彰 
 
【事務局】市野進一郎・江端希之・蒲生康重・下家大典・関健次郎・前畑晃也・山田祐 
 
【編集部】飯田卓・市野進一郎・深澤秀夫（編集主任）・前畑晃也・水田拓・山田祐 

 
【会計監事】杉本星子・平野智巳 
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