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表紙の写真 
 

母と娘 

 

私は、1983年の12月から、北西部の一村落において社会人類学の調査を現在まで続けており、滞在期

間は延べ三年近くになります。調査を始めた頃にちょうど村の男性に嫁いできたのが、今の隣家の奥さん

です。その奥さんとは、私が料理人として雇っているおばさんと一緒に、台所用具の貸し借りをしたり、

食べ物をやりとりしたり、茶飲み話をしたりする間柄です。この日は、実のお母さんが離れた実家のある

村から訪ねて来てくれたと言うので、私に二人の記念写真を撮ってくれと頼んできました。お母さんは、

上掛けのキサーリ kisalyと身体に巻くサルーヴァナsalovana と言うこの地方の女性の正装を纏ってお

り、記念写真を撮られるにあたっての意気込みが伝わってきます。 

 

撮影日時：2016年8月29日  

撮影場所：マジュンガ(Majunga)州、ベファンドゥリアナ（Befandriana）県にて 

 

                                                                            深澤 秀夫 撮影  
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総会報告 
 

 2021 年 3 月 27 日（土）、Zoom を用いたオンラインで、第 24 回マダガスカル研究懇談会が開催され、

38名（含む演者2名）が参加しました。研究発表に引き続いて行われた総会には32名が参加し、以下の点

についての報告と審議がありました。 

 

1．2020年度総会議事事項 

新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため、2020 年 3 月 28 日に予定されていた懇談会大会と総会が

中止されました。世話役会で協議した結果、以下のような総会代替措置が取られました。まず、2020 年 1

月に開催された世話役会で決議された事項を会員にメールで送付し、暫定的な承認を求めました。この結

果、会員からの異議がなかったため、暫定的承認を得られたとし、2020年度事業を運営しました。そして、

今回の総会では、暫定的承認を得られた2020年度総会議事事項の正式な報告と審議が行われました。 

 

 【2019年度の活動】 

 2019年度の懇談会（大会）は、2019年3月30日（土）に、東京農業大学「食と農」の博物館において

開催され、参加者は38名、総会出席者は28名でした。 

 『マダガスカル研究懇談会ニュースレター SERASERA』は、40号と41号の編集を行い、それぞれ230

部を発行しました。 

 2019年12 月31 日時点での会員数は、正会員102名、家族会員7名、賛助会員1団体の総計109名で

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・賛助会員）、非会員の大会参加費7,000円、書籍・バ

ックナンバー等の売上げ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、交通費（事

務局員の大会参加交通費・東京―京都間往復）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。これらの報告

を受け、2019年度の決算報告が総会で承認されました。 

 

 【2020年度の予算案】 
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 提出された 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、各支出費目

は、郵送費14,000円、消耗品代2,000円、ホームページ運営費4,000円、振込手数料3,000円、および予

備費1,117,942円となります。2020年度から『SERASERA』の紙媒体発行が廃止されたため、その発行に

かかる印刷代、郵送費、消耗品である封筒・ラベル代など、不要になった支出品目を減額しました。また、

2020 年 3 月 28 日に開催予定であった大会および懇親会を中止したため、懇親会費補助金は 0 円とされま

した。この予算案は、総会で承認されました。 

 

 【2020年度の役員】 

 会則 11 条に基づき、2020 年度～2021 年度の会計監事として杉本星子さんと平野智巳さんが選出され、

総会において承認されました。 

 世話役および世話役代表については、2019年度～2020年度の任期が2019年度総会で承認されているた

め、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（世話役代

表）、深澤秀夫、水田拓、森哲、吉田彰の各氏（五十音順）が、その任にあたります。 

2020年度からの事務局員には、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）が任命されました。 

 

 【その他】 

 会則第５条に不正確な表現があることが明らかになりました。そこで、一部文言を削除した改訂案を提出

し、承認されました。 

 

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 

 

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 

改訂後の会則の全文については、マダガスカル研究懇談会ホームページ上の「会則」をご覧頂ければ幸い
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です。 

 

また、会報 SERASERA の著作権に関する記述に不正確な表現があることが明らかになりました。一部

文言の修正についての審議の結果、承認されました。 

 

SERASERA41号における著作権の表現は以下の通りです。 

 

「SERASERAの公衆送信権は、原則としてマダガスカル研究懇談会に帰属するものとします。」 

 

修正され、SERASERA42号に掲載された著作権の表現は以下の通りです。 

 

「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。」 

 

2．2021年度総会議事事項 

引き続き、2021年度総会の議事事項について、報告と審議がおこなわれました。 

 

 【2020年度の活動】 

 2020 年3月 28日（土）に京都大学稲盛財団記念館で開催が予定されていた第24回研究懇談会大会は、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、１年後の2021年3月27日（土）に延期されました。 

 『マダガスカル研究懇談会ニュースレター SERASERA』は、42 号と 43 号の編集を行い、電子媒体で

発行しました。 

2020年12月31日の時点での会員数は、118名でした。これまであった会員の区分（正会員、家族会員、

賛助会員）は廃止されました。 

 

 【2020年度の決算報告】 

 収入として年会費3,000円と利息6円の合計3,006円がありました。 

 これに対し支出として、消耗品費（文具）880円、メールアドレス再登録の通知に使われた郵送費8,952

円、ホームページ運営費 3,300 円があり、合計は 13,132 円でした。この結果、当期収支は 10,126 円の歳

入減となり、次年度への繰越金は、2019年度の1,013,342円から、1,003,216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。これらの報告

を受け、2020年度の決算報告が総会で承認されました。 
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 【2021年度の予算案】 

 提出された 2021 年度予算案の収入合計は前年度繰越金 1,003,216 円を含む 1,120,816 円、各支出費目

は、消耗品代2,000円、郵送費5,500円、ホームページ運営費4,000円、振込手数料3,000円、過払い会費

返却 21,000 円および予備費 1,085,316 円となります。収入は 2019 年までの会費未納金額をもとに算出さ

れました。支出費目の消耗品代および郵送費は、会費未納・過払い会費返却などの通知に使われます。2021

年3月27日（土）に開催された第24回マダガスカル研究懇談会はZoomを用いたオンライン開催だった

ため、懇親会費補助金は0円とされました。この予算案は、総会で承認されました。 

 

 【2021年度の役員】 

 会則11条に基づき、2021年～2022年度の世話役および世話役代表として、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）、水田拓、森哲、吉田彰の各氏（五十音順）が選出

され、総会において承認されました。 

 会計監事の杉本星子と平野智巳は、世話役との任期のずれを解消するために 1 年で退任し、2021 年～

2022年度の会計監事として新たに選出され、総会において承認されました。 

2021年度からの事務局員には、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）が任命されました。 
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第 24 回懇談会（大会）講演  

エリマキキツネザル 2 種の生活と取り巻く環境 
立命館大学 井上 紗奈 

1．はじめに 

 私は、比較認知科学という分野を専門として、ヒトの物の捉え方（認知）について、ヒト以外の動物との

比較を通して調査をおこなっている。私たちヒトは、色を見分ける仕組みとして、3色型の色覚（青・緑・

赤の光の波長に敏感な 3 種の視細胞を持ち、それらの光の強さの組み合わせで様々な色を見分けることが

できる）を持っているが、哺乳類のなかでは少数派である3色型色覚をなぜ獲得したのか、はっきりとはわ

かっていない。エリマキキツネザル 2 種は、この進化の謎を解くカギとなる、種内に 3 色型と、視細胞の

種類が１つ少ない 2 色型の色覚型が混在する色覚多型を持っ

ている（Surridge, Osorio,& Mundy, 2003; Tan, & Li, 1999）。

基本的な認知メカニズムもあまり明らかになっていないこと

もあり、色や形などをどのていど見分けられるか、といった弁

別課題を中心とした研究を、動物園との共同研究でアカエリマ

キキツネザル（Varecia rubra）を対象にしておこなってきた。

そのなかで、モニタ上の色パネルの弁別において、色覚型に限

らず見分けられるはずの青色に対してのみ、色パネルに触れる

ことを避けるような特徴的な行動を示すことが分かった

（Inoue ＆ Shindo, 2014）。そこで、行動レベルで変化をおこ

すような色弁別の要因について生息環境における検討をおこ

なうために、マダガスカルの野生エリマキキツネザルの行動調

査を開始した。今回、行動調査を通して得た知見について報告

する。 

 

2．アカエリマキキツネザルとクロシロエリマキキツネザル 

 エリマキキツネザルはアカエリマキキツネザルのほかにクロシロエリマキキツネザル（Varecia 
variegata）がいるが、どちらも絶滅危惧IA類(CR)に分類される（Borgerson et al., 2020; Louis et al., 2020）。

両種は 2000 年代初頭まで同一種と分類されていたほど非常に近縁であり、主に果実を主食とし、数十 m

もの高さの熱帯雨林の樹冠と呼ばれる一番高いところで、複数頭の群れで生活している。  

エリマキキツネザルは、飼育下では環境により地面を歩くこともあるが、野生では自ら地上に降りること

はない。そのため、彼らを観察するには暗い地面からずっと上を見上げ続けることになり、木々や葉のすき

まから見えるポイントを探すのも一苦労である（図1）。 

 アカエリマキキツネザルは、マダガスカル島の北東にあるMasoala半島にのみ生息している。現地には、

図1. 観察の様子（丸内に2頭いる） 
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まず首都Antananarivoから飛行機で北部都市のMaroantsetraまで行き、スピードボートでAntongil 湾

を通って原生林が広がるMasoala国立公園へ向かう。飛行機の運行は安定していないうえ、海上移動は天

候に左右されるため、気軽に行ける場所とは言いがたい。本種がこの地域で生存しているのは、このアクセ

スの難しさもあるといえる。しかしながら現地は海域を含むリゾート観光地でもあるため、ビーチには水着

姿の観光客が寝そべり、森にはトレッキングコースが設置されている。国立公園はとても広大であるため、

Ambodiforaha村周辺を中心とした調査をおこなった。一方クロシロエリマキキツネザルは、マダガスカル

島の東部、南北方向に広がってぽつぽつと小さな地域に分断されて生息しており、地域によって模様の異な

る3亜種がいる。アクセスのしやすさの観点から、首都から東部都市Andasibeを経由して車で行くことの

できる私設保護区Torotorofotsy-Ihofa（Ihofa）を調査地とした。地続きの都市側にMantadia国立公園が

あるため観光客が訪れることが滅多になく、森の中は近くの村へ向かう肩幅ほどの細い未舗装路しかない。 

 

3．青の探索と行動調査 

 青色の探索のため予備調査では動植物探しと地域住民への聞き取りを Ihofa にておこなったが、エリマ

キキツネザルと関係するような青い動植物をみつけることはできなかった。 

 行動調査では、Ihofa の1群5頭（オトナオス2、オトナメス２、コドモオス１）を個体追跡し、行動を

記録した。行動域として最大3 km2の範囲を推定、1日では1 km2未満のコアエリアを主に利用していた。

行動調査をおこなった18日中12日間、総追跡時間123時間22分中44時間53分の行動を分類したとこ

ろ、手を広げた日向ぼっこや、長いしっぽを枕にした昼寝を含む休憩と、主食である果実のほか、葉、花、

果汁を含む採食に多くの時間が費やされていた（図 2）。なお、分類に含まない完全に位置を見失うタイミ

ングは、移動をきっかけに発生することが多く、本来の移動時間の割合は上昇すると考えられる。 

 ところでエリマキキツネザルには、コウ

モリのように枝に足で掴まって逆さまにぶ

らさがる典型的な行動がある（図3-1）。飼

育下でもよく見られるが、これまでその目

的に注目したことはなかった。調査では、

このぶら下がり行動は採食時に頻繁に見ら

れることが分かった。ぶら下がることで体

重がかけにくい細い枝先の果実にもアクセ

スすることができるためと考えられる。加

えて、ぶら下がりから仰向けの状態になって、枝先の果実に鼻を近づけてにおいを嗅ぎ、時間を掛けて吟味

して口に入れる実を選ぶ（図３-2）。この観察中、青い空が果物の背景に広がっていることに気が付いた。

調査の中で唯一発見したこの青色と特徴的な採食行動が、飼育下での青色への反応と関係していたら面白

い、と仮説をたてた。検証は今後おこなっていく予定である。 

図2. 行動レパートリー（1日平均） 
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4．エリマキキツネザル2種の行動調査 

 Masoalaと Ihofaにおける2種の行動調査では、遭遇した群れをGPSを持って追跡記録（ログは追跡者

のものだが、遭遇地点の記録によりおおよその群れの位置が推定できる）するとともに、主食の果実が豊富

な木のそばに、動きを関知して自動撮影するカメラトラップをしかけた。いずれも 6 日間、Masoala では

計 5 群 2～5 個体、Ihofa では 2 群 2～4 個体（追跡 1群）を視認した。同じ熱帯雨林でもあまり人の手が

入っていない背の高い原生林から成り、山の起伏の激しい Masoala は、1 本の木になる果実の量が豊富で

あった。観察期間のうち数日に渡って近くに留まったまま 1 本の果樹で採食を続ける群れが 2 群おり、ほ

とんど移動していない様子が見て取れた。GPS のログからは、平面的にそれほど広くないエリアに複数の

群れが居る場合、群れ間の住み分けは主に高低差によるようであった。ただし、この分散は後述の違法狩猟

事件の影響があった可能性も排除できない。一方で、一度人の手が入った二次林から成る Ihofaは、果樹の

サイズの違いか、一日のなかで移動して複数の樹木の果実を少量ずつ食べ、果実以外の葉やツルの採食も比

較的多く見られた。隣の群れとは、川や大きな谷などの物理的な境界によって行動域を分けており、環境に

よる両種の行動の違いが示唆された。 

 両種の生息環境には様々な生き物が共存している。例えば、エリマキキツネザル同様果実を食べる競合相

手にはサルもいればトリもいる。Masoalaでは、シロビタイキツネザル（Eulemur albifrons）をよく見か

けた（図 4）。同じ果樹を時間差で、時にはアカエリマキキツネザルが気が付かない隙に同じ時間で利用す

図3-1. ぶら下がって枝先へアクセス   図3-2. 空を背景に実を選ぶ（上）  

                                 実を食べる（下） 
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ることもあった。なお、体格差からアカエリマキキツネザ

ルの方が優位であり、鉢合わせるとシロビタイキツネザル

は追い払われるため、順番待ちをするかのように近くの木

に留まっている様子も見られた。Ihofa のクロシロエリマ

キキツネザルでは、ブラウンキツネザル（Eulemur fulvus）
が主な競合相手であったが、カメラトラップで捉えた映像

から、日付や時間帯を変えて利用しており、遭遇せずに果

樹を共有する様子が観察された。Masoalaと Ihofaでは競

合相手の種の違いもあるのだろうが、他種との住み分けに

おいても、やはり一度にアクセス可能な果実量が影響して

いることが推測された。 

 

5．ヒトとのかかわり 

 さらに調査では、エリマキキツネザルを含む動物の置かれている現実を目の当たりにした。開発と違法狩

猟である。特に違法狩猟は、調査中にいくつもの罠を発見し、そのたびに破壊した（図 5）。一般的に見ら

れる跳ね罠は、たとえば図5はMasoalaで発見した設置されたばかりのものだが、画像左の緑ロープの間

に動物が足を踏み入れると、しならせた生木の留め金が外れ、ロープが締まって釣りあげられる仕組みにな

っている。発見した日は、けもの道ぞいに複数の罠が

確認できた。 

貧困によりタンパク源の入手が他にない場合の狩

猟においては、簡単に非難できるものではないし、根

本的な解決には時間がかかる。一方で、Masoala で

は深刻な事件が起きていた。私の調査開始の半年ほ

ど前に、別種のキツネザルを含め、銃による大量虐殺

があり群れがいくつか消滅したそうだ。現地ガイド

のArmond氏によると、この事件は、Maroantsetra

周辺で栽培されているバニラが世界的な需要増加により高騰し、そのバニラの買い付けにきたビジネス観

光客向けの珍味として提供する目的で起きたそうだ。都市から来たギャングが麻袋で持ち運ぶ姿が目撃さ

れていた。環境教育により理解が進んでいたはずの地域であったが、私が話を聞いた時点では、関係者は誰

も捕まっておらず、どうやらうやむやになった状態であった。 

Ihofaでは、観光の影響は低いものの、近くで金が産出されることから森に長期滞在する違法採掘者やキ

ツネザル食のタブーのない離れた村から出張狩猟にくるハンターといった、違法な狩猟による危険に晒さ

れている。 

図5. けもの道に仕掛けられた跳ね罠 

図4. 競合相手のシロビタイキツネザル（上） 

   とアカエリマキキツネザル（下）  
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その他の Ihofaの特徴として、保護区内の放牧が挙げられる。近隣の村では畜牛を生業としている人たち

がいるが、山あいの村には飼育する土地がないため、牛は保護区の森に放しっぱなし（図6）で、時々牛飼

いの若者たちが頭数確認に森に入る。通りがかりに調査基地に

寄る彼らに話を聞くと、全頭確認するまで村に帰ってはいけ

ず、牛の気分次第で遠くまで行ってしまうことがあるため何日

も時には何週間も森で過ごすことになるそうだ。彼らと彼らが

連れている犬は、食料を現地調達で賄っている。おそらく機会

があれば狩猟もおこなっているだろう。そして森の牛は町で見

かける牛と違って気性が荒く、ときには蛇をかみ殺すこともあ

るそうで、私自身、一人のときは何度も行く手を阻まれ立ち往

生した。牛は自由気ままに若木を踏み倒しながら草葉を食べま

わる破壊者でもあり、解決の難しい問題の一つである。 

 

6．おわりに 

 エリマキキツネザル 2 種の行動調査を通して、彼らの魅力的で不思議な生活ぶりを垣間見ることができ

た。色知覚に加え特徴的な採食行動、競合他種との住み分けなど、更なる問いが浮かび上がり、興味は尽き

ない。一方で、彼らの生活を脅かす存在について、知識以上に目の前の危機として捉える機会となった。 

 今後も研究を通してエリマキキツネザルの認知行動を明らかにするとともに、彼らの生息環境について

何ができるか考えていきたい。 
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生き物図鑑 24 

ジカッコウ 
石川県立大学 長谷川 克 

 

【和名】 ジカッコウ属  現生の9種として、カンムリジカッコウ、ミナミジカッコウ、アオジカッコウ、

アカボウシジカッコウ、アカビタイジカッコウ、ニシジカッコウ、ハシリジカッコウ、オニジカッコウ、ム

ネアカジカッコウがいるほか、1900年代まではマダガスカルジカッコウという種も存在していた。 

 

【学名】 genus Coua  現生の 9 種は和名順に Coua cristata, Coua verreauxi, Coua caerulea, Coua 
ruficeps, Coua reynaudii, Coua coquereli, Coua cursor, Coua gigas, Coua serrianaであり、絶滅種のマダ

ガスカルジカッコウはCoua delalandeiと名付けられている。 

 

【英名】 学名同様、coua(s)と呼ばれる。和名順に crested coua、Verreaux's coua、blue coua、red-capped 

coua、red-fronted coua、Coquerel's coua、running coua、giant coua、red-breasted couaの9種の現生

種と絶滅種snail-eating couaから成る。 

 

【マダガスカル名】 koaなどの名で呼ばれる。和名順に tivoka、arefy、mariha、aliotse、taitoaka、gory、

kadibake、lejabe、koa などが代表的だが、地域によっても異なり、別種が同じ名前で呼ばれることもあ

る（詳細は割愛：Safford and Hawkins 2013）。 

 

【名前の由来】 学名の Coua、英名の coua、マダガスカル語名の koa は、鳴き声に基づいている（なお、

和名については以下に記すように、生態に由来している）。 

 

【分布】 いずれもマダガスカル固有種で（Safford and Hawkins 2013）、ざっくり島を東北部と南西部に

二分すれば、主に島の東北部に生息するもの（カンムリジカッコウ、アオジカッコウ、アカビタイジカッコ

ウ、ムネアカジカッコウ）と南西部に生息するもの（ミナミジカッコウ、アカボウシジカッコウ、ニシジカ

ッコウ、ハシリジカッコウ、オニジカッコウ）に分けられる（Hasegawa and Arai 2016）。 

 

【特徴】カッコウの仲間（カッコウ目）と言えば、日本では他種に托卵する「カッコウ」や「ホトトギス」

が有名だが、カッコウの仲間全体で言えば、托卵する種は半数にも満たない。同様に、カッコウやホトトギ

スが樹上性の鳥であることから、ついカッコウの仲間全員が同じように樹上で生活していると思いがちだ

が、実際は「ロードランナー」として知られる北アメリカのオオミチバシリなど、地上性の鳥も多い。「ジ

カッコウ」もそうした非托卵性で地上性のカッコウの仲間で、ジカッコウの「ジ」は単純に地面の「地」を
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指す。体型的にも割と地上生活に合ったバランスの取れた形をしており、カッコウと聞いて思い浮かべる鳥

の姿とはちょっと違うかもしれない（図 1）。ジカッコウ属はマダガスカルで適応放散した鳥であることか

ら、ここでは1種のみでなく、現生9種と絶滅種１種をまとめて扱った。 

先述のようにカッコウの仲間全体としては地上性の鳥も珍しくないが、ジカッコウ属は地上性の度合い

がまちまちなところがユニークで、ほぼ樹上性のアオジカッコウのようなものから、地上性の度合いの強い

ムネアカジカッコウまで、同属内でバリエーションに富む。実際、形態もこうした生態的な特徴に合致して

いて、地上性のものほど大きく発達した足で地上を駆け回り、逆に樹上性のものほど翼が長く発達して飛翔

性能に優れている。こうした生息環境の違いに応じて、地上性のものほど（おそらくマダガスカルの赤い土

に合わせて）羽色が赤くなるのは興味深い（図2、3）。マダガスカルといえばスズメの仲間（スズメ目）の

オオハシモズの仲間が適応放散し、その過程で形態や生態を急速に多様化させたことで有名だが、非スズメ

目のジカッコウがどのように適応進化したのか、異なるグループ間でも適応放散の過程に収斂がみられる

かどうかなど、興味は尽きない。 

餌は動物食で、昆虫などの無脊椎動物や小型の爬虫類など脊椎動物を食べるほか、（特にムネアカジカッ

コウなどは）果実もよく食べる。マダガスカルジカッコウはカタツムリ食者で特徴的な分厚い嘴を示すため

特に興味深いが、残念ながら20世紀に絶滅してしまったため、詳しいことはよくわかっていない（図4）。

そのほかの特徴としては、他の非托卵性のカッコウにもよくみられるように、顔に皮膚の裸出部があること

で知られる。ジカッコウの裸出部は青を基調に、種によっては赤やピンクのスポットが入り、とても美しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1. ジカッコウの一種、ニシジカッコウCoua coquereli（Hasegawa and Arai 2018より）。写真から

はわかりづらいが、胸の羽毛が赤い（図3も参照）。写真は明るさ調整済み。 
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図2. 樹上と地表では色構成が異なる（右上の写真は樹冠部のアップ：右下の写真は地表部のアップ）。撮

影地はアンカラファンチカ（Ankarafantsika）国立公園で写真はいずれも縮尺が違うことに注意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3. ジカッコウ各種の翼と足（ふしょ）の相対的な発達量と羽色の関係（Hasegawa amd Arai 2016の

図を日本語に変更）。図中では属名のCouaはC.と略している。横軸は値が大きいほど相対的に足が大きく、

縦軸は値が大きいほど、赤い羽色の占める面積が大きくなることを意味している。図版はGrandidier (1876) 

より。 
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図4. 絶滅したマダガスカルジカッコウ。図版はGrandidier (1876)より。 
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マダガスカルの町と自然 35  イメリナのドゥアニ巡り 6 
 

首都アンタナナリヴに建立された新たな聖地ドゥアニ・ダディラヒ 
 

京都大学 アジア・アフリカ地域研究研究科 江端 希之 

 

 

図 1. ドゥアニ・ダディラヒの社殿正面 
 

マダガスカル共和国の中央高原地帯や西部地域では近年、ドゥアニ doany と呼ばれる聖

地が、国内のみならず国外からも多くの巡礼者を集めている。特に中央高原地帯では巡礼

者の増加に伴って、ドゥアニの社殿や施設が立派になるなどの「発展」を見せると共に、

ドゥアニそのものも増加しつつある（Blanchy et al. 2001; 江端 2017）。そうしたドゥア

ニには様々な宗教的職能者が出入りし、祭祀対象を霊媒や参拝者に憑依させてお告げを聞

くといったことが行なわれている。本稿では、ドゥアニを中心に行なわれている宗教実践

をドゥアニ信仰と呼称する。 
中央高原地帯のアンタナナリヴ州 Antananarivo、ないしイメリナ Imerina 地方（19 世

紀のイメリナ王国領域に含まれる地方)においてドゥアニと呼ばれる聖地は、都市郊外や山

間・農村地域に立地するものが多い。しかし近年、都市中心部に新たにドゥアニが建立さ
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れる事例が見られる。本稿では、30 年ほど前に首都アンタナナリヴに建立された大規模な

ドゥアニ、ドゥアニ・ダディラヒ Dadilahy（ないしドゥアニ・ダディラヒベ

Dadilahibe）を紹介する（図 1）。ダディラヒ dadilahy とダディラヒベ dadilahibe は、

サカラヴァ Sakalava 人を含む北西部地方の方言で「祖父」や「祖先の男性」を意味し、

憑依儀礼（チュンバ tromba）における「古の偉大な霊」をも意味する。ダディラヒ

dadilahy に相当する語句として、イメリナ地方では通常、ダダべ dadabe を用いる。た

だ、ここでは特に、このドゥアニの中心的な祭祀対象であるサカラヴァ王国のアンジアミ

サラ Andriamisara 王のことを指している。なお本稿で使用する画像は全て筆者の撮影に

よるものであり、これらの写真の公表については、ドゥアニの祭司長から許可を得てい

る。 
 

 

図 2. アンタナナリヴ中心部 ドゥアニ・ダディラヒの位置 
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ドゥアニ・ダディラヒは、女王宮（Rovan'i Manjakamiadana）の南側、アンブヒプチ

Ambohipotsy という地域に鎮座している（図 2, 図 3, 図 4, 図 5）。また、女王宮の建つ

尾根を挟んで北側には、本誌 SERASERA35 号掲載の拙稿「マダガスカルの町と自然 28 
アンタナナリヴ イメリナのドゥアニ巡り 3」（江端 2016）にて紹介したドゥアニ・マハ

マシナ Mahamasina が立地している。女王宮周辺には他にも、聖なる水場を祀る小規模

なドゥアニも存在する。 
 
 
 
 

 
 

図 3. ドゥアニ・ダディラヒ遠景（女王宮側の丘から望む）。矢印がドゥアニ 
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図 4. ドゥアニ・ダディラヒ社殿裏側からアンタナナリヴ市街地を望む 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5. ドゥアニのテラスからアンタナナリヴ市街地を望む 
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図 5. ドゥアニのテラスからアンタナナリヴ市街地を望む 

 

      

図 6. 牛の頭骨と人物像をあしらったドゥアニの鐘 
 
ドゥアニ・ダディラヒは、複数のドゥアニの建物（社殿）の集合体である。ドゥアニの

社殿には、十字架を始めとするキリスト教的な意匠が目に付くが、それと同時に、三日月

や星を掲げたイスラム教的な意匠の建築物の存在にも気づくだろう（図 7）。なぜなら、

後述のとおり、このドゥアニでは、キリスト教やイスラム教の霊的存在も祭祀対象として

祀っているからである。 
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図 7. キリスト教的な意匠とイスラム教的な意匠 

 
ドゥアニ・ダディラヒでは、それぞれの建物や部屋に、個別の名前を持つ計９つのドゥ

アニがあり、様々な祭祀対象を祀っている。ドゥアニ・ダディラヒの主たる祭祀対象は、

サカラヴァ王国のアンジアミサラ王と、メリナ Merina 王国のアンジアナンプイニメリナ

Andrianampoinimerina 王を始めとする王霊たちである。この点においては、ドゥアニ・
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ダディラヒは、イメリナ地方の他のドゥアニと似ている。しかし、ドゥアニ・ダディラヒ

が特徴的なのは、それらの王霊と共に、キリスト教（カトリック）の神父の霊や、コモロ

のイスラム聖者なども祭祀対象として祀っている点である。しかもそれぞれが個別の社殿

を有している。 
 
また、一般的なドゥアニでは、牛を供犠する場所は社殿の外の広場である。しかし、ド

ゥアニ・ダディラヒは住宅に囲まれていて、牛を供犠するためのスペースが屋外に確保で

きない。このために、ドゥアニ・ダディラヒでは建物内に、牛を供犠するために設計され

た大広間を有している（図 8, 図 9, 図 10）。この意味でドゥアニ・ダディラヒは、都市

に適応した「都市型ドゥアニ」であると言えるだろう。 
 

 
 

 
図 8. 牛を供犠するための社殿内の大広間 
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図 9. 牛を供犠するための大広間には、音響設備も備えている 

 

 

図 10. 牛を供犠するための大広間には、参拝者らが団欒するためのお洒落なバーも併設 
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図 11. 大広間の入り口と、それぞれの社殿を繋ぐ回廊 
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図 12. ドゥアニ社殿の最頂部 

 
現在の祭司（ピアンジュ mpiandry）の長は、メリナ人のママ・ヴィジィ Mama Visy と

いう女性が務めている（図 13）。ドゥアニ・ダディラヒを建立した初代祭司長はサカラヴ

ァ人で、彼女の夫であった。あるときアンジアミサラ王の霊が夫に憑依し、それ以降、夫

には様々な霊が憑依するようになった。それらの霊の中に、カトリック神父の霊やイスラ

ム聖者の霊も含まれていた。そして夫は、ドゥアニ信仰の宗教的リーダーとなった。憑依

する霊ごとに衣装が決まっており、そのために先代祭司長は、憑依した霊に合わせた装束

を着ていた（図 14）。 
 
その後、夫は、これらの憑依霊に導かれる形で、約 35 年前から、それらの霊を祀るド

ゥアニの建立を開始した。30 年ほど前から現在の社殿を建て始め、社殿の増改築を繰り返

しながら、次第に巨大化してきた。「憑依霊の主導」により展開してきた、以上のような

ドゥアニ建立の経緯と関連して、各ドゥアニには、祭祀対象（が憑依した霊媒）が座るた

めの「玉座」が設置されている。 
 
ママ・ヴィジィは夫が存命のころは、夫が憑依儀礼（チュンバ tromba）を行う際の助

手（ランガヒ rangahy）を務めていたが、夫が亡くなってからは彼女が祭司職を引き継い

だ。ただ、先代祭司長とは異なり、彼女自身が霊媒となって憑依儀礼を行なうことはでき

ないという。なお、ランガヒとは一般に、年長男性や男性家長に対する敬称であるが、憑

依儀礼においては、霊媒（憑依霊）と人々の仲介者（憑依儀礼の助手、書記役ないし通

訳）を意味する（Estrade, 1985）。 
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図 13. 現在の祭司長のママ・ヴィジィ 

     
図 14. ドゥアニ・ダディラヒ創設者（先代祭司長） 
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図 14. ドゥアニ・ダディラヒ創設者（先代祭司長） 

 
ドゥアニ・ダイディラヒでは、イメリナ地方の他のドゥアニと同様、マダガスカル旧暦

に基づく季節の祭りを執り行なっている。旧暦の新年祭アラマディベ alahamadibe とそこ

での沐浴行事ファンジュアナ fandroana や、呪物（ウディ ody）を清めて呪物の力を高め

る旧暦 9 月の祭りアラカウシベ alakaosibe である。新年祭では、ドゥアニ・ダディラヒの

設立を祝う周年の祭りも、併せて執り行なっている。その他には、願い事を祈る、または

願いが叶った際の御礼参りなどの目的で、信徒たちが儀礼を行なう祭りが、適宜開催され

ている。これらの祭りでは、牛を供犠して捧げ、憑依儀礼を行なう。一方、ドゥアニ・ダ

ディラヒを構成する９つのドゥアニでの、個別の特別な祭祀の有無や内容等の詳細につい

てはまだ調査できておらず、今後機会を見て調査を進めたい。 
 
ドゥアニ・ダディラヒでも、ドゥアニの組織構造は、イメリナ地方の他のドゥアニとお

およそ似通っている。すなわち、祭司（ピアンジュ mpiandry ＜見守る人＞）がドゥア
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ニの管理と運営を担う。祭司とは別に、そのドゥアニを信仰する複数の宗教的リーダー

（ピタイザ mpitaiza ＜養育する人＞）がいて、それらの宗教的リーダーはたいてい治療

師（ピツァブ mpitsabo ＜治療する人＞）や占星術師（パナンジュ mpanandro ＜占星

術を行う人＞）でもあり、憑依儀礼を行なうことができる。そして、それらの宗教的リー

ダーは、各自の信徒（タイザ taiza ＜養育される子供＞）から成る集団（タリカ

tarika）を持っている。宗教的リーダーは、自身の信徒集団から寄付を集め、ドゥアニに

寄進する。これとは別に、個人や友人同士で、または家族集団や親族集団ごとにドゥアニ

を参拝し、直接ドゥアニに寄付を収めるケースも多い。つまり、イメリナ地方のドゥアニ

は、そのドゥアニを信仰する複数の信徒集団からの寄付と、個別に参拝に来る家族や親族

や個人からの寄付により、運営されている。ドゥアニ・ダディラヒの場合もこのような構

造を取っている。 
ただ、ドゥアニ・ダディラヒは、先代祭司長の時代においては、組織構造上、イメリナ

地方の他のドゥアニと異なる点もあった。先代祭司長の時代には、ドゥアニの祭司と、ド

ゥアニを信仰する宗教的リーダーが同一人物だったからだ。なぜなら、ドゥアニ・ダディ

ラヒは、有力な宗教的リーダー（＝先代祭司長）が新たに建立したドゥアニだったため、

祭司役（ピアンジュ）と宗教的リーダー役（ピタイザ）が被っていたからである。先代祭

司長は自身の直属の信徒集団のほか、複数の宗教的リーダーをその傘下に収め、それぞれ

の宗教的リーダーは個別に自身の信徒集団を持っていた。また、ドゥアニ・ダディラヒ

も、その噂を聞きつけて、信徒集団に属さない個人や団体が参拝に来ることがあった。そ

の後ママ・ヴィジィが現在の祭司長を受け継いでからは、ドゥアニ・ダディラヒも、イメ

リナ地方の他のドゥアニと同様、祭司役（ピアンジュ）と宗教的リーダー役（ピタイザ）

が分離している。以上の点から、ドゥアニ・ダディラヒも、おおよそイメリナ地方の他の

ドゥアニと組織形態が似通っているということができるだろう。 
 
ドゥアニ・ダディラヒは、上述の通り、新年祭などのイメリナ地方の伝統行事を執り行

なっているほか、ドゥアニを支える信徒の構造も、イメリナ地方の他のドゥアニと似通っ

ている。また、祭司長夫妻は以前から、マハザンガ（マジュンガ）Mahajanga やアンブヒ

マンガ Ambohimanga などの有名ドゥアニを信者と共に巡礼したり、有名ドゥアニの祭典

に参加してきたという。現在も、イメリナ地方のドゥアニ信仰の組織（fikambanan'ny 
zanadrano ＜支流の会＞）や、マハザンガのドゥアニ信仰の組織（mpanao fomban-
drazana Malagasy ＜マダガスカルの祖先の習慣を行う人々＞）に加入し、会費を支払

っている。ドゥアニ・ダディラヒには、アンブヒマンガの有名ドゥアニであるドゥアニ・

アンバトンラダマ Ambatondradama から「聖なる石」（ヴァトゥマシナ vato masina）を

持ってきて祭祀している社殿もある。以上のことから祭司長夫婦は、既存のドゥアニ信仰

の系譜上に、自身のドゥアニを位置付け、活動を展開してきたと言えるのではないだろう

か。 
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図 15. 憑依儀礼で使用する衣装 

 
 
 
 それでは最後に、ドゥアニ・ダディラヒを構成する 9 つのドゥアニの様子を写真で紹介

したい。 
 
①  ドゥアニ・フィヴァヴァハナ Fivavahana 
 
 牛の供犠場に設置された祭壇である。 フィヴァヴァハナ fivavahana には「祈ること」

「崇拝」「宗教」などの意味があり、ここでは、「祈りを捧げるドゥアニ」というような意

味である。このドゥアニ独自の祭祀対象がいるのか否かについては調査中のため明らかで

はないが、儀礼を行なう毎に、憑依という形で、ドゥアニ・ダディラヒで祀っている何ら

かの祭祀対象が現われるようである。 
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図 16. ドゥアニ・フィヴァヴァハナの祭壇 

 

②  ドゥアニ・ネニベ Nenibe 

 
ネニベ nenibe とは、イメリナ地地方の方言で「祖母」や「老女」を意味する。ここで

は、メリナ王国の女王や水の女精霊（ザザバビンジャヌ zazavavindrano）など、様々な

女性の祖先霊（ラザナ razana）・精霊を祀っている。 
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図 17. ドゥアニ・ネニベの祭壇 

 
③  ドゥアニ・ババ Baba 
 
 ババ baba とは、北西方言等において「父親」や「男の老人」を意味する。この団体の

主要な指導者たちも含めて、様々な男性の祖先霊（ラザナ razana）を祀る。 
 

 

図 18. ドゥアニ・ババの祭壇 
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図 19. 様々な呪物ウディ ody 
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図 20. この団体の主要な指導者霊の木像 

 

 

④ ドゥアニ・アンジアンチブング Andriantsivongo 
 
 アンブヒマンガ周辺に位置する有名なドゥアニ、ドゥアニ・アンジアンチブングと、ド

ゥアニ・アンバトンラダマから祭祀対象を「勧請」してきたドゥアニ。ここで言う「勧

請」とは、祭祀対象を祀るための象徴的なモノ（聖なる呪物等）を、元々のドゥアニから

移設することで、祭祀対象を同じくする新たなドゥアニを新設する行為を指す。アンブヒ

マンガとは、首都アンタナナリヴ近郊に位置する、世界文化遺産にも指定されているメリ

ナ王国の旧王都である。ここで祀っている聖なる石は、ドゥアニ・アンバトンラダマから

持ってきたものである。このドゥアニでは、メリナ王国の偉大な占星術師（パナンジュ）

とされるアンジアンチブングや、メリナ王国のラダマⅠ世 Radama I などを祀る。 
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図 21. ドゥアニ・アンジアンチブングの祭壇 
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図 22. アンブヒマンガのドゥアニ・アンバトンラダマから移設した「聖なる石」（写真

左）と、神聖な木とされるパンザカベンタニ mpanjakabenitany（「多くの土地を治める

者、土地の偉大な主」の意味）で作られた十字架（写真右） 
 
⑤ ドゥアニ・アンジアミフヌヴラ Andriamifonovola 
 
 アンジアミフヌヴラ Andriamifonovola という精霊を祀っている。vola（お金）に

mifono（包まれる）、andriana（高貴な人物）という意味の名前からも分かるように、金

運を司るドゥアニである。 

 
図 23. ドゥアニ・アンジアミフヌヴラの祭壇 
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⑥ ドゥアニ・ダディラヒべ Dadilahibe 
 
ドゥアニ・ダディラヒを構成する 9 つのドゥアニの中で、最も重要なドゥアニ。サカラ

ヴァ王国のアンジアミサラ王と、メリナ王国のアンジアナンプイニメリナ王を中心に、ベ

ツィレウ Betsileo 王国のアンジアマムアカリヴ Andriamamoakarivo 王なども祀る。ダデ

ィラヒベ dadilahibe とは、サカラヴァ人の方言で「祖父」や「祖先の男性」、さらには

「古の偉大な霊」などを意味するが、ここでは特に、アンジアミサラ王を始めとする王霊

たちのことを指している。 
 
 
 
 

 
 

図 24. ドゥアニ・ダディラヒべの祭壇 
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図 24. ドゥアニ・ダディラヒべの祭壇 
 

 
図 25. ドゥアニ・ダディラヒで最も重要な祭祀対象であるサカラヴァ王アンジアミサラと

される像 
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図 26. アンジアミサラ王に比肩するとされる、メリナ王国のアンジアナンプイニメリナ王 
 

 
図 27. この団体の重要な指導者霊の木像たち 
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図 27. この団体の重要な指導者霊の木像たち 
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⑦ ドゥアニ・ムンペラ・フレデリック・シュリンプ Mompera Frederic Shrimp 
 
 カトリックの神父（ムンペラ mompera）とされる、フレデリック・シュリンプを祀

る。ある時から、先代祭司長に憑依するようになった神父の霊という。この憑依霊の命令

で、先代祭司長はカトリックの儀礼を行なうようになったという。 

 

 
図 28. ドゥアニ・ムンペラ・フレデリック・シュリンプの祭壇（奥）と憑依者の座る椅子

（右） 
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⑧ ドゥアニ・アブダリ・ムハメッド・アリ Abudali Mohamed Ali 
 
コモロ人のイスラム聖者とされる、アブダリ・ムハメッド・アリを祀るドゥアニ。この

霊も、ある時から先代祭司長に憑依するようになったとされている。このドゥアニには、

コモロ人も参拝に訪れるという。 
 
 
 

 
 

図 29. ドゥアニ・アブダリ・ムハメッド・アリの祭壇（奥）と憑依者の座る椅子（左） 
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図 30. 祭壇にはクルアーンが祀られている 
 

    
図 31. イスラム聖者像やカーバ神殿の図像 
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図 31. イスラム聖者像やカーバ神殿の図像 

 

⑨ ドゥアニ・アンジアンチフアラナ Andriantsihoarana 
 
 正式名称を Andriantsihoarana Mifehi-Tany といい、「比類なき高貴な土地の管理者」

というような意味の名前である。この土地の元々の主である祖霊・精霊を祀るドゥアニ。

このアンジアンチフアラナは、先代祭司長がこの土地にドゥアニの社殿を造営する前か

ら、もともと居たという土着の祖霊・精霊とされる。 
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図 32. ドゥアニ・アンジアンチフアラナの祭壇 



46 
 

参考文献 
江端希之. （2016）「マダガスカルの町と自然 28 アンタナナリヴ イメリナのドゥアニ巡

り 3」、『マダガスカル研究懇談会ニュースレター SERASERA』35: pp. 16-18. 
江端希之. （2017） 『マダガスカル・イメリナ地方における聖地ドゥアニの生成と発展―守

護者ピアンジュの役割に注目して―』（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科博士予備論文）, 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科. 
Blanchy, Sophie; Raison-Jourde, Françoise; Rakotomalala, Malanjaona. (eds) (2001)  

Madagascar: Les ancêtre au quotidien, Usages sociaux du religieux sur les 
Hautes-Terres Malgaches, L'Harmattan. 

Estrade, Jean-Marie. (1985) Un culte de possession à Madagascar: le tromba. 
L'Harmattan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Voandalana（土産話）45 
 

マダガスカル南部の墓めぐり 
 

                              写真家 堀内 孝 

 

マダガスカル南部といえば、ディディエレアやワオキツネザル、ホウシャガメなど貴重

な動植物を思い浮かべるが、それに負けず劣らず興味を惹かれるのが墓である。 
 2018 年 3 月、南東部のフォールドーファン Fort-Douphin から南西部のトゥリアラ

Toliara まで車を借りて旅をした。早朝、フォールドーファンを出た車は国道 13 号線を走

り、昼近くにアンブヴンベ Ambovombe に到着した。ここで腹ごしらえをし、国道 10 号

線に入り西へ向かう。周辺にはアルオウディアやアロエ、ウチワサボテンなどが生える背

の低いスパイニー・フォレストが広がる。 
 ツィウンベ Tsiombe からフォーカップ Faux Cap へのびる赤土の道に入ると、いよいよ

墓が現れ始めた。アンタンドゥイ Antandroy の人々の墓だ。10 メートル四方はありそう

な大型の墓がいくつもある。墓は石を積み上げて作られ、周囲を覆うモルタルには独特の

幾何学模様や牛の絵が描かれていた。墓の中央には棺のような小さな家があり、その周り

におびただしい数の牛の頭骨が置かれている。傍らに、墓を見守るようにモリンガ、アル

オウディアなどの木が植えられているところもあった。 

 
図 1. バルコニーを思わせる装飾が施されたアンタンドゥイの墓 
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 以前、このあたりで墓の写真を撮っていた時、一人の男性が近づいてきたことがあっ

た。一瞬、お金を要求されるのではないかと身構えた。というのも、アンタンドゥイの

人々は墓の敷地内に勝手に入ったり、写真を撮られたりすることをとても嫌うからだ。

「墓の写真を撮るのはファディ（禁忌）だ。許可証はどこだ？ないならお金を払え！」と

迫られたこともある。ところが、その男性は金品を要求しなかった。それどころか写真を

撮られることが誇らしいようで、墓について詳しく説明してくれた。 
 墓は、彼が父親のために建てたものだという。「亡くなってから数ヶ月間かけて墓の準

備をし、１週間近く葬儀をして埋葬した。父親が持っていたのと同じ数の牛を殺し、集ま

った人に振る舞った」と語る。墓に並べられたたくさんの牛の頭骨は、その時に屠ったも

のだ。墓の建築など葬儀には膨大なお金が必要で、資金繰りのためにトゥリアラに出て人

力車の車夫をする人もいるそうだ。 
 

 
図 2. アンタンドゥイの墓には独特の幾何学的な模様を施したものもある 

 
 翌日は、フォーカップから海岸線に沿って西へ向かい、ベルーハ Beloha に抜ける道を選

んだ。ここは南部の中でも最も見応えのあるルートだった。墓がさらに大型化し、20 メー

トル四方もあるのだ。その上、墓の中央には、飛行機や四輪駆動車、バス、牛などの大型の

オブジェが飾られていた。オブジェがない墓には、墓の周囲に、バイクに乗るシーンやリン

ガ ringa と呼ばれる相撲をするシーン、ダンスや音楽を演奏するシーンなどが描かれてい
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た。亡くなった人の人生の一コマだという。また、ブルース・リーやシルベスター・スタロ

ーンなど故人の好きだった映画俳優を描いた墓も多く見られた。 

 
図 3. 四輪駆動車のオブジェが飾られたアンタンドゥイの墓 

 
図 4. 伝統的なダンスや音楽シーンが描かれた墓も多い 
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 マハファリ Mahafaly の地域に隣接するベルーハ周辺には、アルアル aloalo を立てたア

ンタンドゥイの墓も多く見られた。アルアルとはマハファリの人々が墓に飾る彫刻だ。カ

ラフルにペイントされた巨大な墓の上に、牛を始め、牛飼いや憲兵、水を汲む女性などバ

リエーションに富んだアルアルが並んでいる。一本のアルアルに 10 人以上の人を彫り込

んだ手の込んだものもある。通りかかる人に、故人の地位や財力を誇示するかのような豪

華な墓だ。  
 

 
図 5. ベルーハ周辺ではアルアルを飾ったアンタンドゥイの墓が見られた 

 
 アンパニヒ Ampanihy に向かって北上し、チャヌルア Tranoroa 郊外にあるメナランヂ

ャ Menarandra 川を渡ると、マハファリの地域に入った。相変わらず、岩が露出した走

りにくい道が続く。高台や沿道には墓がたくさんあったが、アルアルを飾ったものはあま

り見られなかった。昔はマハファリの墓を見るならこの区間だと言われていたが、随分減

ってしまったようだ。 
 アンパニヒでさらに一泊し、今度は南西部にあるアンドゥカ Androka 方面へ向かっ

た。スパイニー・フォレストを抜け、石の多い凸凹道を 50 キロほど走ると、遠くに海が

見渡せる高台に出た。そこにアルアルを飾ったマハファリの墓がいくつも並んでいた。大

きさは 10 メートル四方ほどだが、石を積み上げた古い墓から周囲にタクシーブルース

taxi-brousse の絵をあしらった新しい墓まである。アルアルは、牛や牛飼いをモチーフに
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したものが圧倒的に多かった。また水不足が深刻な地域の暮らしを反映してか、タンクに

入れた水を運ぶ牛車のアルアルも飾られていた。 
 
 
 
 

 
図 6. アルアルで飾られたマハファリの墓 
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図 7. タンクに入れた水を運ぶ牛車のアルアル 

 
 以前アンパニヒ郊外で取材したマハファリの葬儀では、人が亡くなると遺体を棺に入れ、

墓の用意ができるまで家で一緒に過ごしていた。遺体が完全に乾かないと、祖先になれない

のだという。葬儀の日、遺体を安置していた家の東側の壁が壊され、棺が外に出された。そ

して森の中に作られた墓に遺体が埋葬されると、６本のアルアルを飾った。アルアルは、故

人を偲び立てるそうで、富の象徴である牛が彫られていた。故人の日常生活や人生における

重要な出来事などもモチーフになるという。１本いくらするのかと尋ねと、牛１頭〜２頭分

だと教えてくれた。 
 アンドゥカの手前で右折し、海岸線に沿ってのびる道を北上した。墓はあまり見当たら

ず、ひたすら乾いた大地が続く。イタンプル Itampolo を過ぎたあたりから、路肩に再び

墓が増え始めた。「タナラナ Tanalana の墓だ」とドライバーが教えてくれた。タナラナの

人々は、南西海岸部に暮らす小さな民族集団で、主に農業や牧畜をしているという。 
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図 8. 森の中にひっそりと建つタナラナの墓 

  
 墓の形や大きさはアンタンドゥイやマハファリとほぼ同じだったが、巨大なオブジェも

アルアルもなかった。東側に先の尖った棒が二本立ててあるだけの非常にシンプルな墓

だ。ところが、上部に置かれた牛の頭骨の多さには驚かされた。多い墓は 70 個以上もあ

るのだ。以前ツィマナンペツツァ Tsimanampetsotsa 国立公園でガイドをしてくれたタナ

ラナの男性は、「この地域では牛をとても大切にしています。800 頭飼っていても売らない

で、粗末な家に住み、質素な食事をしています。家族や親戚が亡くなった時、たくさんの

牛が必要だからなんです」と話していた。 
 またガイドは、タナラナはマハファリやアンタンドゥイとは違い、遺体が完全に乾かな

くても葬儀を行うと言っていた。亡くなってすぐに行う場合もあるし、時間を置いてから

行う場合もあるという。どの民族集団も祖先を大切にする気持ちは一緒だが、葬儀方法や

墓のスタイルが少しずつ違っている。南部は実におもしろい地域だ。 
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図 9. タナラナの墓の上部に飾られた牛の頭骨 

 
 最後に、ベティウキ Betioky にある木彫り工房、アール・マハファリ Art Mahafaly に

立ち寄った。以前、アルアルの製作を撮影させてもらった工房だ。敷地に入るとオーナー

が笑顔で出迎えてくれた。だいぶ白髪が増えていたが、元気そうだ。家を使ったギャラリ

ーも昔のままで、アルアルや小物入れ、マハファリの日常シーン彫った像などが並べられ

ていた。しかし、以前に比べると、だいぶ作品が減っているようだった。木の材質が悪い

のか、仕上がりも良くない。理由を聞くと、作品の材料にする木が近くでは手に入らなく

なったのだという。アルアルはメンドゥラーヴェ mendorave という硬い木を使うそうだ

が、これも確保が難しくなっていると話す。確かに、海沿いのベヘールカ Beheloka から

ベティウキに向かう道には森が残っていたが、ベティウキ周辺には見当たらなかった。薪

炭材の確保や耕作のために伐採されてしまったのだという。別れ際にオーナーは、「おそ

らく工房は自分の代で終わりだろう」と寂しげに話していた。 
 マハファリの葬儀芸術は貴重な森とともにユネスコの世界遺産の暫定リストにも入って

おり、世界からも高く評価されている。森の保護と再生が進み、次世代にもぜひ受け継が

れていってほしいものだ。        



55 
 

 

 

図 10. ベティウキにあるアール・マハファリの展示作品 
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マダガスカルのことわざいろいろ 27 

 
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 

 
Mandainga ity rano, hoy ilay boka nizaha tandindona. 
[Estine Rinara Soa, Ohabolana Malagasy , Antananarivo: Librairie Mixte, 2006: 134.] 
直訳：「「この水は嘘をついている」と水面に映った姿を見たハンセン病患者が言う」 
 
“Mandainga ny rano”, hoy ilay boka nizaha ny tandindony. 
 [J.A.Houlder, Ohabolana ou Proverbes Malgaches, Antananarivo: Trano Printy 
Loterana, 1960: 175.] 
直訳：「「水は嘘をついている」と水面に映った己が姿を見たハンセン病患者が言う」 
 
“Mandainga ny rano” 
Hoy ilay boka nizaha tandindona. 
[ W.E.Cousins et J.Parret, Ohabolan'ny Ntaolo, Mémoires de L'Academie Malgache 
Fascicule XLIV, Tananarive:Imprimerie Nationale, 1972: 49.] 
直訳：「「水は嘘をついている」と水面に映った姿を見たハンセン病患者が言う」 
 
意訳：「人のふり見て我がふり直せ」 
 
意味：「ハンセン病患者が水面に映った自分の姿の変わり様を受け入れる事ができないよう

に、人は見る事の難しい本当の自分の姿や有様を容易には受け入れ肯定する事ができない

ものです」 
 
  mandainga は、lainga「嘘」を語根とする動詞で、「嘘をつく」を意味します。日常の

会話においてよく用いられる動詞で、語頭に禁止命令辞  aza を付け加えると  aza 
mandainga ! 「嘘をつくな！」となります。ny はマダガスカル語の定冠詞、一方 ity は、

「これ」を意味する指示代名詞です。rano は、「水」を意味する名詞です。因みに、ranomaso 
すなわち、「目の水」と言うと、「涙」を表します。一方、マダガスカル語では「鼻水」とは

表現せず、lelo と固有の単語が存在します。hoy は、「～と言う」を意味する動詞になりま

す。hoy izy では、「彼 / 彼女が～と言っている」を意味し、hoy izaho では、「私が喋りま

す」と一人称の発話者を強調する言い方になります。ilay は、「その」・「例の」を意味する

定冠詞で、前述の ny に比べると使用頻度は低くなりますが、その分その後にくる名詞を

限定するニュアンスが強くなります。boka は、「ハンセン病」もしくは「ハンセン病患者」
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を指します。現在では治療薬の開発と治療法が進み、街中でハンセン病患者を見かける事は

ほとんど無くなりましたが、私が 1981 年～1985 年にマダガスカルに滞在していた当時、

地方の町や村では、足に障害を負ったハンセン病患者を見かける事がありましたし、ハンセ

ン病患者の村やハンセン病治療専門病院も存在しました。ですから、この諺が生まれた 19
世紀以前には、重度の身体変形を伴ったハンセン病患者を目にする事は、日常生活の中であ

りふれた出来事だったにちがいありません。nizaha は、動詞 mizaha 「見る」・「注視する」・

「探す」の過去形ないし完了形になります。tandindona は陽の光等でできる「陰」ではな

く、「影」、すなわち「鏡や水面に映ったあるものの姿」を意味します。 
 
このことわざには、上記三つのバージョンがありますが。水に付加しているのが定冠詞の 

ny であるのか、それとも指示代名詞の ity であるのか、「水面に映った姿」 tandindona 
が無冠詞であるのか、それとも定冠詞 ny に加えて tandindona に「彼の / 彼女の」を

意味する所有格を表す接尾辞 – ny が付加されているのか否かの違いだけであるため、基

本的に同一同根の諺であると考えて間違いありません。 
 
 鏡に映った己が姿ではなく、水面に映った己が姿の変わりようにハンセン病患者が驚き、

しばしそれを受け入れる事ができない様を描いているこの諺は、鏡が農村に普及するより

もはるか以前の昔にまで成立時期を遡る事ができます。かつてのマダガスカルにハンセン

病患者が多かった事は、ハンセン病患者＝boka にまつわる諺が少なからず現代に至るまで

伝承されている事からも容易に推測されます。 
 
 ハンセン病患者にとって極めて辛い事態に言及したこの諺は、想起させるリアリティー

の分、「人からの辛辣な判断や批判を容易に受け入れる事ができない自分」と言う健常者の

内面に対して向けられた時、鋭い人間観察の感情を引き起こすと言えましょう。 
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日本で作ろう！マダガスカル料理 第 40 回 
 

Petsay sy Makamba 
ペーツァイ・シ・マカンバ 

       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. ターツァイ/ ターサイ          2 杷～3 杷 
    b. 冷凍エビ（大正エビ）       10 匹～20 匹 

c. トマト                        1～2 個 
d. 玉ねぎ               1 個 
e. ニンニク            半分 
f. 生姜                小さいもの半分 
g. 塩                少々 
h. 食用油             少々 
i. 固形スープの素          1 個 
j. 包丁               1 
k. シチュー鍋           1 
l. ヘラ                1 
m. 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、さらに細かく切ります。皮

を剥く必要はありません。玉ねぎの皮を剥いて、細かく切ります。 
b. 生姜の皮を剥き、微塵切りにします。ニンニクも同じく皮を剥いて、微塵切りにしま

す。 
c. ターツァイ/ ターサイを、5cm 幅くらいに切り分けます。 
d. 解凍したエビの殻をとり、腸を抜きます。 
e. 鍋の底に薄く広がるくらいに食用油を入れ、加熱します。油が加熱されたところで、微

塵切りにしたニンニクと生姜を加え、炒めます。ニンニクと生姜に火が通ったところで、玉

ねぎとトマトを入れてさらに炒めます。玉ねぎとトマトがしんなりとしたところで、皮を剥

いたエビを投入し、よく混ぜ合わせます。 
f.  エビに火が通り、色が変わったところで、鍋に水をいれます。次に、塩と固形スープの

素を加え、強火で煮立てます。 
g. ひと煮立ちしたところで、切ったターツァイ/ターサイを入れます。 
h.  ここからさらにひと煮立ちさせた後、5 分～10 分ほど中火で煮たら出来上がりです。 
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 3）ここがポイント！ 
  a. マダガスカル語の petsay ＜ペーツァイ＞は、「白菜」を意味します。と言うことで、

白菜を用いてこの料理を日本で作ると、マダガスカルの味とは、ほど遠いものになってしま

います。なぜならば、日本の白菜よりも固く「青い」葉野菜の味が強くするマダガスカルの 
petsay は、白菜と似て非なるものと言えるからです。日本でこの petsay sy makamba の
味を再現する場合には、同じく中国から入って来た葉野菜のターツァイ/ ターサイを用いる

事がポイントとなります。「青い」葉野菜の匂いと味をしっかりと持ちながらも苦みの無い

ターツァイ/ターサイの方が、甘みが強く柔らかい白菜よりもマダガスカルの petsay を用

いた料理の味を、日本でより忠実に再現してくれます。 
  b. エビとターツァイ/ ターサイにはすぐ火が通りますので、煮こみすぎないように注意

してください。 
  c.  エビは、日本で「大正エビ」もしくは「芝エビ」の名前で売られているサイズのもの

をご用意ください。 
 d. 生姜を入れるかどうかは好みですが、個人的には、解凍エビの生臭さを消して旨味を

引き立たせるためには、生姜の味があった方が良いかと思います。 
 e. 「ご飯の友」のおかずとして作るのでしたら、加える水は少量にしてください。他に

メイン料理があり、スープとしての ro mazava の役割を持たせるのでしたら、加える水を

多めにしてください。 
 
 ご紹介した料理は、天然 / 養殖の大正エビや芝エビが多く流通している Majunga 等北

西部の町の家庭で作られている料理になります。29 号で紹介させて頂いた anambe sy 
crevette 「小松菜と芝エビ」と同系統の、価格が高騰したエビに葉野菜を加える事によって

「量を増す」料理になります。Majunga では、エビを小さいものから順に、tsy vakiny / 
patsa ＜ makamba（芝エビ・大正エビ） ＜ tsitsiky（大型のブラックタイガー）と呼び

分けており、昔から家庭料理の具材として親しまれてきました。しかしながら、エビが輸出

産品として重視されると共にその価格も高騰し、同じキロ単価では、makamba 以上のサイ

ズのエビは、牛肉や豚肉と同等かそれを上回る値段に跳ね上がってしまいました。このため、

かつては、エビをトマトソースで煮た料理法が好まれていましたが、この料理方法はエビを

多く用いるため、エビを他の具材と一緒に煮炊きし、できるだけ少量のエビを用いておかず

を作る事のできる料理法がいろいろと工夫されています。その結果、エビと具材の組合わせ

により、このペーツァイをはじめ、思わぬ新しい味の妙が生まれています。この料理も簡単・

手軽かつスピーディにできる上、ご飯とよく合うおかずとなります。 
 
 エビを節約する料理法から生まれた北西部地方の家庭料理の味に、日本でもぜひチャレ

ンジしてみてください！ 
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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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第 25 回懇談会（大会）のご案内 
 
マダガスカル研究懇談会第 25 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：2022 年 3 月 26 日（土） 13 時 00 分（開場 12 時 30 分） 
場所：東京農業大学「食と農」の博物館 2 階セミナールーム 

〒158-098 東京都世田谷区上用賀 2 – 4 – 28   
https://www.nodai.ac.jp/campus/facilities/syokutonou/ 

 
会場等の問い合わせ先：（一財）進化生物学研究所（蒲生） 
 
プログラム： 
 
13:00～ ご挨拶 
 
13:10～ 発表１：土佐 泰祥（昭和大学）「マダガスカル共和国における口唇口蓋裂医療協

力の 9 年間を振り返って」 
 
14:20～ 発表 2: 堀内 孝（写真家）「マダガスカルの市場と手仕事」 
 
15:30～ 総会 
 
16:30～ ポスター発表：東京農業大学「食と農」の博物館 3F（一財）進化生物学研究所会

議室（懇親会会場）付近 
 
17:15～ 懇親会（予定）（会場：｟一財｠進化生物学研究所会議室） 
 
大会参加費： 大人 1,000 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。A0 縦長の大きさ（縦 119 cm、横幅 84 cm）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。 
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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 

 
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。 
 
会場アクセス 
電車 
小田急線「経堂」駅より徒歩約 20 分（1.7km） 
小田急線「千歳船橋」駅より徒歩約 20 分（1.7km） 
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バス 
いずれも「農大前」下車徒歩 3 分 

 
 
詳しは、 
https://www.nodai.ac.jp/campus/facilities/syokutonou/access/ 
をご参照ください。 
 
会場アクセス参照 URL の QR コードはこちら → 
 
 
 

この案内に関してのご留意事項 
この大会に関しては、情勢が正常化しているとの予想に立って、ご案内申し上げています。

万が一、開催当日近くなってもパンデミック下にある場合には、大会内容が変更となります。 
参 加 を 希 望 さ れ る 方 は 、 マ ダ ガ ス カ ル 研 究 懇 談 会 ホ ー ム ペ ー ジ

https://www.madacom.org/でのご確認をお願いたします。なお、大会内容が変更された場

合、会員のみなさまにはメールでもお知らせ申し上げます。 
 
マダガスカル研究懇談会ホームページの QR コード→ 
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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。 
 

※ 追記：2021 年 3 月 27 日（土）にオンラインで開催された第 24 回懇談会（大会）にお

いては、井上紗奈氏と共に、栗田匡相氏（関西学院大学）が、「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」と

題する講演を行いました。この講演についての記事は、栗田氏のご事情により、2022 年 1
月発行の『SERASERA』46 号に掲載させて頂く予定である事を、会員と読者のみなさまに

お知らせ申し上げます。 

 
2021 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）・水田拓・森哲・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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