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表紙の写真 
アカエリマキキツネザル（Varecia rubra, 左上・右下）とクロシロエリマキキツネザル

（Varecia variegata, 右上・左中央・左下） 
 
 それぞれ、果実の採食（右上）、周囲の警戒（右下）、食後の休息（左上）、オスからメス

へのグルーミング（左中央）、移動中のジャンプ！（左下）の様子です。 
 両種とも、20-30m ほどの高さの樹冠部に生息するため、観察するには、樹木を見下ろせ

るように山の斜面を登ったり、ぐるっと回りこんで枝葉が途切れる位置を探したり、観察ポ

イント探しが必須です。その上、熱帯雨林で湿度が高いためレンズが曇りやすく、日中は逆

光、焦点が手前の葉に合いやすいなど、撮影にはとても苦労しました。 
 
撮影日 
2017 年 8 月 26 日（右下）、8 月 27 日（左上）、9 月 2 日（右上）、9 月 5 日（左下）、9 月 6
日（左中央） 
 
撮影場所 
アカエリマキキツネザル（Masoala 国立公園 Ambodiforaha 村周辺） 
クロシロエリマキキツネザル（Torotorofotsy-Ihofa） 
 

井上 紗奈 撮影 
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第 24 回懇談会（大会）講演  
 

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 
 

関西学院大学 経済学部 栗田 匡相 

１．はじめに ～マダガスカルとの出会い～ 

 
マダガスカルを初めて訪れたのは 2013 年の 7 月。その年の夏期休暇には筆者にとって初

のアフリカ大陸での調査となるケニアの農村調査を神戸大学の高橋基樹先生（現在では京

都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科）の大学院ゼミと合同で行う予定で、その

スケジュールなどを立てていたところ、前の職場であった早稲田大学大学院アジア太平洋

研究科の教え子から久しぶりの連絡があった。彼女にケニアの調査の話をしたら自分はマ

ダガスカルの JICA 事務所で働いているので、ついでにマダガスカルも見に来ませんかとお

誘いを頂いた。ケニアとマダガスカルは同じアフリカ諸国ではあるものの「ついでに」行く

ような距離でもないのだが、それまでアジアをメインに研究をしてきた筆者としては、様々

な国の状況を見ておくのも悪くはないな、と「ついでに」マダガスカルにも立ち寄った。そ

の頃はまさか自分がその後、毎年のようにマダガスカルに出かけることになるとは露程も

思わなかった。 
当時はフェーズ 1 の時期であった PAPRIZ1の対象村を訪問させてもらった。マダガスカ

ル最大の稲作地域でもあるアロチャマングル県（Faritra Alaotra-Mangoro）の農村で出会

う村人達のちょっとシャイな雰囲気とはにかむような笑顔、乾燥した赤茶けた大地と豚肉

と豆の煮込み、ムフボリナ（mofo baolina、サータアンダギーに似た球形ドーナツ）と満天

の星空、目から耳から、あるいは手触りとして入ってくる全てのものが何故か懐かしく思え

たのを今でもよく覚えている。 
訪問調査の最終日に土地無し農業労働者の若いカップルに出会った。それはそれは貧し

い家計で、乳飲み子もいて、でも世帯収入は頑張って 2 人で働いても 1 日に 2 ドル程度。

農業労働で食べられない時期は、様々な仕事をこなすことでなんとか食いつないでいる。統

計的にも、1 日に 1.9 ドル程度の消費もままならないような生活を送る人たちの割合が 8 割

弱にものぼる（https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-
4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_MDG.pdf）。もちろん物価の違い、生活環

境の違いがあるので、そういった点を考慮しなければならないが、マダガスカルが世界最貧

国家の一つであることは疑うべくもない。貧困の研究とか開発経済学などと偉そうなこと

を言っていた日本の大学の先生は随分と平和ぼけをしていたのだろう。懐かしさを覚える

https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_MDG.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_MDG.pdf
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マダガスカルの生活世界の豊穣さと目の前にある絶対的貧困の過酷な現実とのはざまでノ

ックアウト寸前だったように思う。調査の最後に「二人はどんな出会いで結婚したの？」と

いう質問をしたところ、初めて見る日本人に緊張していた二人の表情が緩み、少々頬を赤ら

めながらもとても素敵な笑顔で二人のなれそめの話をしてくれた。二人の初々しさに何か

救われたような気がしたノックアウト寸前の筆者は、何故かマダガスカルの再訪をそのと

きに心に決めた。 
 

2．調査について 

表 1 マダガスカルでの調査歴 
年月 調査の概要 

2013 年 8 月 マダガスカルを初めて訪問 PAPRIZ 第 1 フェーズ期で、アロチャマン

グル県のモデルサイトを訪問・調査（1 週間程度） 
2014 年 8 月 アンカズベ、アンチラベ、マンジャカンドリアナの 3 地域で調査（5002

世帯、2000 人程度のデータ収集、1 ヶ月程度） 
2015 年 12 月 ブングラバ プレ調査（2 週間程度） 
2016 年 1 月 ブングラバ調査（1200 世帯、6000 人程度のデータ収集、3 週間程度） 
2016 年 6 月 ブングラバでの PAPRIZ サック配布実験（2 週間程度） 
2016 年 8 月 PAPRIZ サック配布実験の中間調査（2 週間程度） 
2017 年 2 月 PAPRIZ サック配布実験の事後調査（2 週間程度） 
2017 年 8 月 アンカズベ、アンチラベ、ブングラバ調査（1000 世帯、5000 人程度のデ

ータ収集と社会実験、村民間ネットワークの調査）＋流通調査（マジュン

ガ、フェヌアリヴ、アンチラベ、ブングラバ、イタシなど（1 ヶ月程度） 
2019 年 2 月 イタシ、ブングラバ、アンバトランピ調査（200 名程度の調査、認知能

力、利他性などの調査）（2 週間程度） 
2019 年 8 月 アンカズベ、アンチラベ、ブングラバ調査（1000 世帯、5000 人程度のデ

ータ収集）＋プチ PAPRIZ サック配布社会実験（110 ヵ村程度で実施）

（1 ヶ月程度） 
2019 年 12 月 農業技術普及員プレ調査（2 週間程度） 
2020 年 2 月 農業技術普及員本調査（農業省職員、農民トレーナー、技術指導受講農

民、一般農民、全てで 600 名程度の調査）（2 週間程度） 
 
 あの出会いから 8 年近くが経って、マダガスカルでの総滞在時間も合計すれば半年以上

にもなった（表 1）。調査で滞在した村の数も 1 時間程度の滞在しかできなかった村もある

が、優に 100 を超える村にお邪魔してきた。調査した世帯数も 2000 世帯にものぼり、世帯

員数にすると 10000 人を超える調査データが手元にある 2。調査の内容にもよるが、数年来
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に渡って継続しているブングラバ（Bongolava）、アンチラベ（Antsirabe）、アンカズベ

（Ankazobe）等での調査では、40 ページ以上にもなる調査票を用いて調査を行っている。

短くても 1 世帯あたり 2 時間程度、長いときには 4 時間程度にもなる調査時間だが、意外

にも村人は協力的でほとんどの人々が最後まで調査につきあってくれる。筆者が行う調査

は、学部の学生を 20 名以上も連れて行い、彼ら一人一人に現地の通訳（概ね大学生や大学

院生）を 1 名つけ、その日本－マダガスカル若人ペアで各家庭を訪問しながら調査を行う、

という点で他のどのような開発経済学者の調査スタイルとも異なっている 3。何故このよう

な調査スタイルを取るのかという理由については大きく分けて 2 つある。一つは学生の人

間的成長につながるからという理由である 4。調査時には農家に泊まることも余儀なくされ

る 5。電気、ガス、水道といった日本ではライフラインと呼ばれる全てのラインは閉ざされ

ており、かつ携帯の電波もろくに届かず、時折お腹も体調も壊してしまう。でも通訳のマダ

ガスカル人は日本人学生に対してとても親身に接してくれ、ホームステイ先の家族はどこ

へ行ってもとても優しい。農村の生活は経済学的には貧困そのものだが、村人の生き抜く力

の強さに触れ、だからこそ彼らを貧困せしめている社会や環境や経済の在り方に正しく分

析の目を向けることが出来るのだ。こういった自らの経験に基づく正しい研究、学びへの気

づきは、残念ながら現在の日本の大学教育の現場ではほとんど得ることが出来ない。異文化

理解とかコミュニケーション能力の向上とか、日本で叫ばれるそういった言葉が嘘くさく

聞こえるほどの濃密な経験を積んだ学生は飛躍的な人間的成長をとげ、そして同時にマダ

ガスカルへの愛着が醸成されていく。このような経験をした学生がいつの日にかマダガス

カルの厳しい状況を何かしらの形で救ってくれるのではないかという淡い期待も込めなが

ら学生とともにマダガスカルに足を運んでいる 6。 
 さて、こうした調査スタイルを取る今ひとつの理由が、できうる限りまともな調査を行い

たいという理由だ。マダガスカルに限らず、途上国や中進国における調査員のクオリティは

高くはない。大卒や高専卒という肩書きを持った調査員も多くいるが、そうした調査員の一

定程度は四則演算もままならなかったり、少々長めの説明文（1～2 段落程度の文章と言え

ば感覚的に理解してもらえるだろうか）を理解することが出来なかったりする 7。我々の調

査は、日本人学生とマダガスカル人通訳がペアを組んで行われる。調査票や調査の説明は調

査前にしっかりと時間をかけて行うが、フィールドに出れば予想も出来ないようなトラブ

ルや珍回答が出てくることもままある。その際に、調査の意図や研究目的をしっかり理解し

ている日本人学生がいれば適切な対応が可能であるし、現地にいる筆者に電話で確認を取

ることも可能だ。また毎晩開かれる調査ミーティングなどでそうした情報共有もスムーズ

に行われる。しかし外注して行われる調査ではどのようなことが行われるだろうか。あまり

考えたくないようなことが起きているのかもしれない。 
筆者の途上国農村調査デビューは 1999 年のミャンマーでその後 2 年間ほどミャンマー

の農村に足繁く通うことになったのだが、そのときに京都大学東南アジア地域研究研究所

の方々に叩き込まれてしまった誠実な農村社会経済調査のスタイルというのが身体にこび
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りついているのか、外注調査のメリットもわかりつつも、どうにも生理的にそういう調査を

自ら進んでしようと思えない。時間も調査に関わる様々な調整コストも全て自己負担なの

で、外注するよりは大変な負担増であることは間違いないのだが、それでも一人一人の 1 世

帯 1 世帯のデータを適当に扱うことにつながりかねない道に踏み込んでいくのは、8 年前に

若い夫婦のなれそめを聞いてしまった身としては何とも気分が悪いのだ。それに、こうした

苦労を引き受けたおかげで、マダガスカルに住む日本人の方々、PAPRIZ 関係者はもちろ

ん、大使館、JICA 事務所、民間で働く方々には大変お世話になり、またこうした交流が生

まれることで筆者自身のマダガスカルに対する愛着も更に深まっていった。学生達が訪問

する 8 月には現地の日本人会が主催で歓迎会と現地調査の報告会を開催していただいてい

る。 
なお、学生達は調査票とは別に各世帯を訪問調査した際に気になったことを書きとめる

フィールドノートを取っている。それだけではなく、調査時には一緒に写真を撮ってくるの

で、例えば、事後的に妙な数値データ（例えば、米の消費量がある月だけ 3 倍になっていた

り等）が発見されたときにも何故そのような数値データが入っているのかの理由もすぐに

わかる。2000 世帯、10000 人のデータ蓄積、調査方法はそのような一人も 1 世帯の情報も

漏らさずに、調査で出会った全ての人たちの生きた情報を誠実に正確に蓄えようとする意

識、理由から来ている。 
 

3．中央高地における農村の状況 

 
さて、前置きが随分と長くなったが、そうして得られたデータから見えてくることを本節

では紹介していきたい。少々古い文献だが世界銀行の世界開発報告書 2008 年は『開発と農

業』というタイトルになっており、農村がより発展し、貧困から脱却していくための方策と

して、①農業生産性の向上、②農村経済の多様化、③労働移動、という 3 点を上げている

（https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5990/WDR%202008%2
0-%20English.pdf?sequence=3&isAllowed=y）。以下、順にマダガスカル中央高地における

農村の状況を上記の 3 点から考えてみたい。 
 農村での暮らしを支える経済活動は農業生産になるが、主食たる米生産についてもマダ

ガスカル全体での総消費量の 10％程度を輸入に頼っており、その生産性も 2 トン/ヘクター

ル程度と日本の 3 分の 1 程度しかない。緑の革命と呼ばれる高収量品種や化学肥料の導入

が進んでおらず、多くの農家が伝統的な稲作生産を行っている。 



7 
 

 
図 1 技術普及のために考えるべき 3 つのポイント 

 
 農業生産性を改善するために、マダガスカルのような国にとって必要なことは農業生産

の向上ではあるが、そのために必要なことは近代的な農業技術の伝達である。図 1 にある

ように、そうした技術普及を考える際には 3 つのポイントを押さえておきたい。技術の適

応可能性、普及制度、そして技術を受け入れる農民が直面している制約の 3 つである。それ

ぞれ技術の供給面、普及面、需要面と呼んでもよいだろう。マダガスカルの米生産を考える

と、各種援助によってマダガスカルの土壌や自然風土に適した技術や種子が開発できたも

のの、その技術を普及するための制度は全くといいほど整っておらず、80 年代から 90 年代

にかけて流布していたという「化学肥料を使うと土地が腐る」という噂のために、世帯主の

年齢が高い農家ほど化学肥料を使用する近代農法を忌避する側面もある。何より深刻なの

は化学肥料などを調達するための資金が無いという点と、仮に資金があったとしても化学

肥料の供給が極めて少なく地方の農村などでは化学肥料へのアクセスが限られてしまうと

いう点だ。 
 この状況を打開するためのアイデアとして筆者が提案したのが PAPRIZ サックだ。

PAPRIZ 技術を行うのに必要な種子や化学肥料、解説書などが一つのサックにまとめて入

っており、化学肥料や種子を手に入れるためにあちらこちらと駆けずり回る必要もない。こ

れを村長等を通じて村人に配布し、実際にどれほどの増産効果があるのかを検証したとこ

ろ多くの農家で 2 倍近い収量増を経験し、継続して PAPRIZ を行いたいという声が筆者に

も多数届いた 8。 

農業技術の適応可能性

• 農業技術の有効性
は土地の条件や自
然環境に左右される

• そのため、その国や
地域に適した技術を
独自に開発する必要
があるが、しばしば
途上国自身で行うこ
とが難しいため、国
際機関などがその役
割を担うこともある。

技術の普及制度

• 技術があってもそれ
を適切に普及させる
ためのシステムが必
要。

• 予算が少ない途上
国政府には、十分な
普及システムを構築
することが難しい。反
面、日本を含むアジ
アの国では、こうした
制度構築がうまく機
能し、また民間部門
の参入もあった

農民の技術採択にお
ける種々の障壁

• 技術も普及システム
もあったとしても、そ
れを実際の農民が
受け入れるかどうか
は別問題（心理的な
負担、リスクを考える
べき）

• 新技術を試してみた
いと思っても、貧しい
ためにトライするた
めのお金を工面する
ことができないという
農家も多い

技術の供給面 技術の普及面 技術の需要面
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 PAPRIZ が農業生産性を改善させるという点についてはその他の分析手法を用いてもし

っかりと検証してきた（栗田 2018a）。ただし、PAPRIZ によって増えた収益が、例えば親

父の THB（ビール）に消えてしまったりしても困る。要は PAPRIZ の採用が世帯の貧困状

況を本当に改善できているのかという点にまで検証を進める必要がある。この検証は筆者

のゼミ生であった大谷奈央、紙谷和明、坂田成優、佐野紗希、樋渡太洋、岡響生ら諸氏が共

同論文や卒業論文などで検証してくれた。彼らの研究では、PAPRIZ への理解度が高い農家

がそうでない農家に比べて農業収入をどの程度改善するかを検証した。 
 

表 2 PAPRIZ 理解度の違いによる脆弱性指標の改善状況の違い 

 
 
 表 2 における PAPEIZ への理解度は、PAPRIZ が推奨する農法に関するクイズをおこな

って、その正答率によって評価した。ここに示したように、PAPRIZ を採択した世帯の中で

もその趣旨をよく理解していた世帯では、貧困に陥る確率（脆弱性指標 9）が 35％程度改善

していた。いつも貧困ライン 10すれすれの生活を送っているような世帯（例えば 50％程度

の確率で来期は貧困に陥る世帯）にとっては、PAPRIZ の採用が貧困からの脱却に大きな効

果を持つ。世銀の世界開発報告でも述べられていたように、農業生産性の改善は貧困からの

脱却につながるというわけである。プラスして興味深いのは、PAPRIZ 技術に対する理解度

の違いである。ただ単に PAPRIZ を利用するだけでそのしくみを理解していなければ、仮

に収益が増えても世帯の脆弱性はそれほど大きく改善されないということだ。こうした点

から PAPRIZ の普及にはしっかりとした技術指導などがセットになって行われる必要があ

ることが理解できる 11。 
 それでは、農村経済の多様化という点ではどうだろうか？アンタナナリヴ（Antananarivo）
やアンチラベ（Antsirabe）、タマタブ（Tamatave）などの大都市近郊農家では一家の働き

手の中に工場労働者やサービス業従事者などがおり、農業の兼業化と呼ぶべき現象が見ら

れるが、その他多くの地域では農村の主たる所得源は農業生産である。加工業や農産品の物

流業なども農村で暮らす人々が経営しているというよりは、都市圏の精米業者、野菜ブロー

カーなどが村々をまわって集荷している形態が一般的である。ではそうした経済発展段階

の初期段階にあるといえるマダガスカルのような国では農村経済の多様化は全く生じてい

ないのであろうか？そういうわけではなく、農村においても石切場での日雇い労働やレン

ガ作り、畜産や大工、鍛冶職人など、農業生産とは異なる多様な所得源があり、こうした様々

な農業外就労の機会を得ている世帯ほど、家計の厚生水準そのものも高くなる傾向がある

PAPRIZへの理解度が高
いPAPRIZ採択農家

PAPRIZへの理解度が低
いPAPRIZ採択農家

35%改善 ほとんど変化無し
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12。 
 筆者のゼミ生であった南雄太君が検証したのも所得源の多様化が世帯所得に及ぼす影響

であった。農業生産からの所得だけでなく、農業外労働、畜産、送金、雑所得などの多様な

所得がある世帯では、全般的に所得が高い。 
最後に労働移動についてである。経済発展が進むことによって農村から首都への大規模

な移動が生じ、首都近郊などに住宅密集地区が形成されることが多い。首都であるアンタナ

ナリヴに地方からの出稼ぎ労働者が住まう住宅密集地区が存在しないわけではないが、規

模は小さく、例えばアジア諸国が経験したような首都への大量の移動が生じているわけで

はない。このため、マダガスカルの労働移動を扱ったような計量経済学分野の研究は筆者の

知る限りは存在しない。しかしながら中央高地での調査データからは興味深い結果が得ら

れた。 

 
図 2 労働移動をしたことがある人の割合（2019年） 

 
 図 2 は 2019 年時の調査データを用いて労働移動経験の有無を聞いたものである。図から

も明らかなように調査データの 18％程度の人々が労働移動を過去 5 年以内に経験しており、

都市部への労働移動だけではなく、農村部への労働移動（農村間移動）も多く見られること

がわかった 13。筆者が以前にタイの労働移動データを用いて行った分析ではタイの高度経

済成長期でもある 80 年代後半から 90 年代前半にはタイの全労働力人口の 3 割程度が労働
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移動を経験していた。その数値に比べると 18％程度というのは高くはないが、経済発展段

階の初期段階にあるマダガスカルを高度経済成長期のタイと比較しても 10％程度の差しか

無いことには少々驚かされた。 
 

表 3 労働移動意思と希望労働移動期間（2019年） 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成  

 
 また労働移動を行いたいかどうか、更には労働移動を行いたいと答えた村人がどの程度

の期間を労働移動にあてたいのかを聞いたところ表 3 のような結果が得られた。4 割以上の

人々が労働移動の意思があり、そのうちの 4 割程度は 1 年以上の比較的長期間の労働移動

を希望している。 
 このように比較的旺盛な労働移動への意思や労働移動経験が明らかになった。労働移動

によって農村への送金が行われれば、先の所得源泉多様化でもあったように世帯所得の上

昇につながることが多い。更には都市での様々な情報が村に届くという情報チャネルの役

割も農村経済の発展には大きな意味を持つ。 
このようにいいことずくめのように見える労働移動だが、筆者のゼミ生であった榎谷亮

君の分析からはそれほど手放しで喜べない状況が見えてくる。一家の働き手である父親、母

親が労働移動に出かけてしまうと農村に残されるのは子どもや年寄りだ。以前、カンボジア

の農村で調査をした際に、両親が出稼ぎに出てしまい、1 年以上親に会っていないという小

さな子ども達に出会ったことがある。両親に会いたいと願う子ども達の想いを聞くと胸が

張り裂けそうであった。幼少期に実の両親に長期間会えないことが後の人生にどのような

影響を与えるのかについては教育面、心理面、健康面などから研究が進んでおり、当然のこ

とながら悪影響が大きいことが知られている。そしてマダガスカルの農村でも同様のこと

が起きる可能性があり、榎谷君の分析によれば、母親の労働移動は子どもの成長（身長や体

重など）に大きなマイナスの影響を与えてしまう（父親の移動はその限りではない）。 
子どもの年齢ごとの平均身長からその子の身長がどの程度離れているのかというのを数

値化したのが HAZ スコア（年齢別身長比 Height-for-age の Z スコア）と呼ばれる健康指

標である。WHO によると、HAZ スコアが－２以下であると慢性的栄養失調状態を示し、

－３以下であるとさらに深刻な慢性的栄養失調状態であると定義されている。マダガスカ

ル中央高地の農村で筆者らが 2019 年に集めた資料をもとに、0～14 歳までの子どもの HAZ

スコアを図 3 と表 4 に示す。これら図表によると、約 90％以上の子どもが栄養失調状態に

労働移動意思 人数 (％) 希望労働移動期間 人数 (％)
労働移動意思あり 1232 (41.5) 一時的 388 (32.0)
労働移動意思なし 1739 (58.5) 季節的 345 (28.4)

1年以上 481 (39.6)
合計 2971 (100.0) 合計 1214 (100.0)



11 
 

あり、その中でも約 24%が慢性的な栄養失調状態、約 21％が深刻な栄養失調状態にあること

がわかる。つまりは、マダガスカル農村部の子どもたちのほとんどが深刻な健康状態にある

ことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3 マダガスカルの子どもの年齢別 HAZスコア（2019年） 

 

表 4 0～14 歳の子どもの HAZスコア（2019年） 

 

 このようにそもそも子ども達の健康状態が悪い中で、労働移動には様々なメリットがあ

るとはいえ、更なる健康悪化を招くような母親の労働移動を推奨するのは無理がある。2020
年の 2 月にアンタナナリヴ近郊を調査していた際に立ち寄った村の子ども達に肉や魚を最

近いつ食べましたか、という質問をしたが、多くの子ども達が月に 1～2 回、年が明けてか

ら一度も肉や魚を食していないと回答した子どもも複数いた。その他にもダハル（dahalo、
牛泥棒）に田畑を焼かれ、食糧を生産できなくなったために、その年に数名の子どもが亡く

なったという村もあった。毎年のようにサイクロン被害に遭う東海岸の村では、村のほとん

どの子ども達のおなかに寄生虫がおり、学校に通えていない子ども達も多数いた。訪問した

HAZスコア 健康状態 人数 (%)
０超過 標準、または良好な状態 159 (9.3)
０以下、－１超過 276 (16.1)
ー１以下、－２超過 513 (29.9)
ー２以下、－３超過 慢性的栄養失調状態 404 (23.5)
ー３以下 深刻な慢性的栄養失調状態 366 (21.3)
合計 1718 (100)

栄養失調状態
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村々で子ども達の身長、体重、上腕中央部周囲径を測るようにしており、そのデータ数は

3000 人を超える。そしてそのデータが物語ることは大変残念なことだがマダガスカルの多

くの子ども達が栄養失調の状態にあるということだ。幼少時の栄養失調は少年期における

学業への悪影響、並びに青年期における職業選択や生涯所得にも悪影響を及ぼすことが知

られている。母親の労働移動によって子ども達の将来に大きな損失を与えかねないという

事実は、一方で極めて厳しい貧困状況で暮らす人々の貧困脱出経路でもある労働移動とい

う選択肢が無くなることでもあり、分析からわかってしまった事の意味は重い。分析から見

えてくるのは、何もよい話ばかりではなく、耳の痛い、目を背けたいことも沢山明らかにな

っていく。子ども達の未来はマダガスカルの未来でもある。その未来が向かう先はかなり暗

い。それでも「我々の知性は悲観的だが、意志は楽観的である」とはグラムシの言葉だが（サ

イード他 2005）、我々の意志が、こうした厳しい現状を踏まえた上で、どのような態度を、

そして行動を表明できるのかが問われている。 
 

4．結びに代えて 

 
 未来が閉ざされてしまっているような思いになるが、希望がないわけではない。筆者のゼ

ミの伝統的な研究テーマの一つに、女性の家庭内での地位向上が子どもの教育や健康にど

のような影響をもたらすのか、といったものがある。榎谷亮、逸見光咲、岡響生、政安梨紗、

粟井大貴、中野隆一郎、村上鈴佳、田中優子、南雄太、梶晃樹、元木誉、宮尾伍郎、能登谷

俊紀、辻晴花、加茂田知沙ら諸氏がマダガスカルの農村調査データを用いて分析を行ってき

た。それら研究から一貫して導かれるのは、母親の最終学歴が高く家庭内における決定権が

大きくなると子どもの教育や健康、更には先に紹介した所得源泉の多様化などにすらよい

影響があるということだ。無論、母親の決定権が増すだけで、マダガスカルの貧困状況が劇

的に改善するわけではないだろう。ただ、その効果は種々の分析結果を眺めてみると大きな

効果を持つことがわかる。農業生産性改善や教育、健康などの側面に着目した援助プロジェ

クトを行う際に、こうしたジェンダー的な視点を正しく盛り込むことが出来れば、想定以上

の効果を得ることも出来るだろう。 
 また、筆者が調査した中央高地の農村は、単一の血縁で形成されているというよりは、複

数の血縁で構成されている場合が多かったように思う。そのような村では村全体で協調行

動を取るのが難しく、例えば援助プロジェクトの効果が均等に行き渡らないなどの問題が

生じるかもしれない。実際に村人のインタビューなどでは、隣人や村長の悪口を聞かされた

り、あるいは村長自身が率先してよろしくない振る舞いを行っている状況などを把握する

ことが出来た。100 世帯程度の村でも、当たり前だが中では色々とあるようである。 
 とはいえ、なにもマダガスカル人がその他の民族に比べて、著しく利己的だったり、協調

行動が苦手だと言うわけではない。それを立証するために、マダガスカルの農村で以下のよ
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うな 2 つのゲームを実施した。 
 
独裁者ゲーム：あなたの村人全員をランダムに 2 つのグループに分けました。あなたは 1 つ

めのグループに選ばれました。1 つめのグループに属する人には 10000Ar が支給されまし

た。あなたはこの 10000Ar を 2 つめのグループにいる人にどの程度分け与えますか？0～
10000 の間の数値で答えてください。ただし、第 1 グループの誰が第 2 グループの人にお

金をあげたかは分かりません。またあなたも第 2 グループの誰にお金をあげるのかは分か

りません。 
最後通牒ゲーム：あなたの村人全員をランダムに 2 つのグループに分けました。あなたは 1
つめのグループに選ばれました。1 つめのグループに属する人には 10000Ar が支給されま

した。あなたはこの 10000Ar を 2 つめのグループにいる人にどの程度分け与えますか？0
～10000 の間の数値で答えてください。ただし、第 2 グループの人があなたの提案を拒否

した場合、あなたも第 2 グループの人もお金を受け取ることは出来ません。なお第 1 グル

ープの誰が第 2 グループの人にお金をあげたかは分かりません。またあなたも第 2 グルー

プの誰にお金をあげるのかは分かりません。 
 
 経済学の原理原則で考えると、お金をあげない（独裁者ゲーム）、あるいは 1Ar だけあげ

る（最後通牒ゲーム）といった、ある意味では冷酷な行動が正当化されるのだが、こうした

実験を世界各国で行った結果によれば、独裁者ゲームでは最初の取り分の 3 割程度、最後

通牒ゲームでは 4 割程度の金額を分配することが観察されている 14。つまりこの結果から

は、人は経済学的な合理的判断のみで動いているわけではなく、相手の行動を思いやるよう

な利他的な行動を取っていることがわかるわけだが、ではマダガスカルではどうだったの

だろうか？2019 年 2 月調査では約 200 名に対してこのゲームを行った。 
 

表 5 ゲームの結果（2019 年 2 月調査から） 

 
 
 表 5 から明らかなように、これまでの先行研究の指摘とほとんど変わらず、マダガスカ

ル人が著しく利己的であったりするわけではなく、利他的な行動も出来そうなことが確認

できた。とはいえ、先に述べたように農民が協調行動を行う組織や制度形成が行われている

とは言いがたい。例えば、水利組合は村内に存在しつつも実際には全く機能していないとい

う村も多数あった。世界最貧国家であるマダガスカルは生活面での不安のみならず、政治不

安、治安の問題なども山積しており、公的な組織・ネットワークを形成するための環境が良

ゲームの種類 配分額
独裁者ゲーム 3179Ar
最後通牒ゲーム 4106Ar
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好とは言いがたい。こうした状況下で、村内の社会関係に配慮できていない中途半端なプロ

ジェクト介入を行っては、かえって村内の権力構造のゆがみを助長し、更なる妬みそねみの

温床になる可能性がある。 
筆者のゼミ生であった大崎勇、古川広樹、北野泰雅ら諸氏の分析では、日頃の挨拶や生活

上の悩みを相談しあうといった行動を定量化した結果、社会関係や他人に対する思いやり

が村人の様々な意思決定や選択に影響を及ぼしているということを明らかにした。彼らの

分析では、PAPRIZ のような農業新技術の採択に社会ネットワークからの影響が大きいこ

と、村人の幸福度は相互に波及しあうことが観察されること（隣人の幸福度が高いと自分の

幸福度も高くなり、それらが相互に影響し合っていること）、更には利他的な社会ネットワ

ークがあることで予期せぬ天候ショックによって引き起こされる世帯消費の下落・変動が

しっかりと抑えられること、などを明らかにしてくれた。 
 筆者のゼミ生が明らかにしてくれたマダガスカル農村の希望とは、母親の決定権が増す

と多方面によい影響があるということ、社会ネットワークに代表されるような互恵的な組

織・制度を、村人一人一人を取りこぼすことなく形成することが出来れば天候ショックの対

応や新技術の導入などへよい効果があり村人全体が幸せになれるということである。これ

らに加えて PAPRIZ が生み出した素晴らしい農業技術体系が存在することは、世銀が指摘

したように貧困からの脱却には農業生産性の改善が全ての大本にある以上、極めて重要な

ことである。 
 さて、こうした希望をつなぎ合わせることでマダガスカルの絶対的な貧困状況を打破し

ていくことが出来るのではないだろうか。 
 

 
 

図 4 マダガスカル農村における持続可能な教育機会の提供に向けたロジックモデル 

保険の導入政策

結果 所得変動に影響されない・継続可能な教育の達成

PAPRIZ・みんなの学校
同時介入

授業参観・家庭訪問
連携強化

世帯特有のショック
による影響の緩和

リスクシェ
アリング 所得向上 金融市場

保険市場
親への情報

介入

分析から
分かる課題

集計的ショック
による影響の緩和

親の特性が
子の教育に与える
負の影響の緩和

達成される
対策

村外ネット
ワーク
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 図 4 は現在筆者のゼミに所属するゼミ生、染谷凜太朗、山田聖哉、坂井勇斗、藤野直人、

小畠一仁、橘知里、中江健介、中川大河、松下宗平らが先輩達の研究から得られる知見を用

いてマダガスカル農村における教育機会の持続的な提供がどのように可能になるのかをモ

デル化したものである。更にこれら個別課題を統合したのが図 5 になる。図中の VSLA は

村内貯蓄貸付組合（The Village Savings and Loan Association）のことで、PAPRIZ とは

別のスキームのもとに導入された制度である。農業保険や給食なども含め、目的を異にする

援助スキームの連携が図られているようすを示している。 
 

 
図 5 農村の貧困改善に向けて 

 
 多様な個別課題の関連性を一つ一つ丁寧に解きほぐしながら、個々の生活に光をあてつ

つ、全体としての生活環境、人生の可能性をよりよいものとする実践的な取り組みを

PAPRIZ、JICA やマダガスカル農業省に協力をあおぎながら、そしてもちろんのこと農村

で暮らす人々と共にマダガスカルで実際に行いたいと考えている。こうした一見すると夢

見がちなことが可能と思えるのも、8 年前に「ついでに」マダガスカルに立ち寄り、その生

活世界の豊穣さの中でアロチャマングルの若い夫婦のなれそめを聞くことで、筆者が知ら

ず知らずのうちにマダガスカルに恋をしてしまったからなのだろう。 
筆者の恋は盲目かもしれないが、積み上げてきたデータや分析はとてもクリアであり、マ

ダガスカルの未来を考える上で無くてはならない重要な知見だ。こうした知見を積み上げ

る意識を作れたのは先にも述べたミャンマー調査なのだろう。大学院の博士課程にあがっ

たばかりの頃、指導教官がサバティカルでアメリカに 1 年間の留学に出かけたが、そのと

きに彼が抱えていたミャンマーの大型プロジェクトの雑用をさせてもらえたことがきっか
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けだ。別に筆者が頭脳明晰だったから選ばれたというわけでは全くなく「栗田君が一番体を

壊さなそうだからね」というフィジカル面での採用であったこともありがたいことにハッ

キリとお伝え頂いた。無駄にタフな身体に産んでくれた両親には感謝している。それが無け

れば、筆者が今この文章を書いていることはないのだから。 
調査を行うということはデータによる無味乾燥な数値情報を自らの身体的なリアルとし

て意味づけていくことでもある。そうしたある意味で自分勝手で、ともすれば見当違いかも

しれない物語を自らの内に宿らせて、そしてその物語をアカデミックの言説と現場でのリ

アリティとの緊張感の中で育み、そして表現、実践していくことが、調査で出会った多くの

人たちに対する研究者としての最低限のマナーかとも思う。大体において、開発経済学なん

ていう学問は途上国があるから続けられるわけで、さっさとこんな分野の学問なんて無く

なればいいのにと昔からずっと思っている（残念ながら筆者の存命中には無くなりそうも

ない）。食べさせてもらってる立場であるにも関わらず、現地の人々への敬意を欠く態度や

発言をする開発経済学者を見るとうんざりするし、最近では現地に行きたくない開発経済

学者というのもいるらしい。希望がないのはもしかするとマダガスカルのような途上国で

はなく、「分析」する側の方なのかもしれない。 
アンタナナリヴの住宅密集地区で調査をすれば雨期には毎年水没するような衛生状況の

極めて悪い家屋が多数並んでいる。住宅密集地区で生活する幼子の母親にインタビューし

たときのことだ。「なにかこれまでの人生で後悔をしていることはありますか？」という質

問をしたのだが返ってきた答えは「後悔していることはない、というよりは「後悔した」と

思って私が歩みを止めてしまったら私は生きていく道や術、気力を無くしてしまうだろう。

だから私は後悔していることはないんだ。だって私が後悔したらこの子達はどうなるんだ

い」というものであった。彼女の人生にいったいどのようなことが起きるとこのような言説

が返ってくるのか想像も出来ない。 
結局、分析する側の我々は事物に遅れてやってくる。そして一方的な恋心を抱くだけなの

かもしれない。それでも対象と向きあって、お互いを交えて、格闘する。激しい恋の形だが、

日本語の「考える」という語源は本居宣長によれば体を交えて格闘するという類いのもので

あったようだ 15。 
分析する側に著しく欠如しているのは、こうした考える・恋する主観的である意味で独り

よがりな能力なのだろう。その能力は通常の学問の在り方とは真逆を向いているように思

える。研究者の主観を精緻に厳格に排除することに尽力してきたのが学問の歩みだとすれ

ば、これから筆者が行おうとしているのは、出会いの偶然に身を任せて現地の人々と共に創

り上げる新しい主観的な学問の在り方なのだと思う。それはともすれば学問の退行でしか

なく、あるいはもう学問そのものではないのかもしれないが、マダガスカルの農村に想いを

馳せると、あるいはコロナ禍で沈む世界を前にすると、そんなことが望まれているような気

がしてならない。 
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註 

1. JICA が行うプロジェクトで、英語正式名称 Project for Rice Productivity 

Improvement in Central Highland、和名は中央高地コメ生産性向上プロジェクトとい

う。筆者が初めてマダガスカルを訪れたのは第 1 フェーズ（2009 年～2015 年）の時期で

ある。プロジェクトがもたらす生産性向上効果は大変大きく現在は第 3 フェーズに入って

いる。 
 
2. 多くの開発経済学者が行う典型的な調査スタイルとは、研究のメインとなる Research 

Question（研究課題）と調査デザインを事前調査の実施によって洗練、決定し、その後の

本調査は現地の NGO や調査会社などに委託するというものである。最近では、欧米のト

ップ大学で学位を得たアフリカ人が母国に戻り、こうした調査会社を立ち上げたり、コン

サルタント会社や調査会社などで働いていたりするため、研究に精通した人物が調査会社

に多く所属するということも多くなった。またこうした人物自らが卒業した大学からの調

査依頼などを受けて研究調査を行ったり、国際機関からの委託を受けたりするなど、最近

では研究に対する理解度の高い調査会社などが増えてきている。 

3. 何故、危険やリスクがあるにもかかわらず世界最貧国家のマダガスカルに学生を連れて

行くのかということについてのより詳しい説明は、栗田（2020a）を参照されたい。 

4. 8 月の調査時はペルセウス座流星群を見ることが出来る。満天の星空に降る流れ星を見

るには農村に泊まるのが一番である。ちなみに筆者は火球と呼ばれる現象をアンカズベで

の滞在中に遭遇した。ただし農村の人たちによると、流れ星を探すなど夜外出する際には

「魔術師に見つからないように注意しなければならない」という。魔術（mpamosavy）
 



19 
 

 
の詳細に関してここで述べる紙幅はないが、マダガスカルにおける行動規範のひとつとし

て記しておく。 
5. そうした学生達の思いが結実した学生活動が Book for Children、JASNIDS、Creating 

Happiness for Journey という 3 つの活動である。詳しくは栗田ゼミの Website を参照さ

れたい。 https://kurikuriresearch.wixsite.com/main  

6. 筆者はこれまでインドネシア、ラオス、エチオピア、マダガスカルなどで高卒、大卒の

労働者の認知能力を調査してきたが、日本の小学生レベルの読解問題や算数の問題を解く

ことが出来ない人々が多く存在した。詳しくは、栗田（2019）（2018b）を参照された

い。 

7. 詳しくは、栗田（2018a）（2020b）を参照されたい。 

8. 脆弱性指標について詳しくは黒崎（2009）を参照されたい。 

9. ここで用いられる貧困ラインは、前述した 1 日 1.9 ドルの収入が得られるかどうか、と

いう世界銀行の定義を用いている。より詳しくは、世界銀行の Website、

https://www.worldbank.org/ja/news/feature/2014/01/08/open-data-poverty を参照され

たい。 

10. なおこの分析には 2017 年と 2019 年の 2 時点で調査した 568 世帯のパネルデータを

使用している。こうした技術指導に関する研究に興味がある方は、Emerik and Dar(2021)

等を参照されたい。 

11. Tesfaye and Tirivayi(2020)などを参照されたい。 

12. 本データは 2019 年のデータだが、日比野友美、杉本直樹、中野悟史、松尾美由貴ら

が行った 2014 年の調査、分析においても 10 数パーセントの労働移動経験を持つ人々のデ

ータを得ている。 

13. Oosterbeek et al (2004)や Engel (2011), Cochard et al (2011)などを参照されたい。 

14. 小林秀雄の『学生との対話』という書籍で言及されていた。 

https://kurikuriresearch.wixsite.com/main
https://www.worldbank.org/ja/news/feature/2014/01/08/open-data-poverty
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生き物図鑑 25 

アングレカム ソロリウム 

（財）進化生物学研究所 蒲生 康重 
 

 

【和名】 アングレカム ソロリウム（学名の英語読みを、カタカナ表記したもの） 

 

【学名】 

Angraecum sororium Schltr. （ラン科アングレカム属） 

 

【現地名】 

  Betsileo地域：tapakotsindravoaevavy  または tapotsindravoaevavy  

Merina地域：velonarivotaona 

と、文献には掲載されていた。 

 

【分布】 

アンタナナリヴ（Antananarivo）、アンチラナナ（Antsiranana）、フィアナランツア(Fianarantsoa)、

トゥアマシナ（Toamasina）周辺の標高1600〜2200ｍのタピア（tapia :マダガスカル島の固有種の

コミカンソウ科の木本性植物。学名：Uapaca bojeri Baill.）の林や岩場に生育。 

 

【形態的特徴】 

高さ1 ｍ程度の半着生の単茎性ラン科植物。長さ18 – 30 cm 幅3 - 4.5 cm程度の細長く厚みが

ある革質の葉を互い違いに2列に付けながら、茎の先端に向かって成長する。茎のあちこちから白

い根を伸ばして、木や岩肌に着生する。地面にまで根を伸ばす場合もある。花は葉の付け根あたり

から葉よりは短い花茎を伸ばし、白色で大きく肉厚な花を1花茎あたり1〜4花付ける。他のアン

グレカム属と同様に距（きょ）と呼ばれる花の後ろに突き出した中空の角状の蜜を溜める構造があ

り、長さ25 - 30 ㎝くらい。開花期は12月〜3月。 

 

【その他】 

 写真は2012年3月ごろアンブシチャ（Ambostra）より少し東にある巨大な岩盤の上で撮影した

もの。岩盤の上のくぼみに、わずかにある土に様々な植物が密生して生えていた。その中で、ひと

きわ目立つ巨大な花を咲かせていた。同じ場所には、多肉植物のベンケイソウやアロエ等もみられ
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た。 

 日本においては「ダーウィンのラン」で有名なセスキペダレ（A. sesquipedale Thouars）やレオ

ニス（A. leonis (Rchb.f.) André）、属内交配品種など数種類のアングレカム属が、ラン専門店で見

かけられるようになったが、属自体がマイナーで、特にこのソロリウムを日本で栽培している人

を、著者はしらない。ラン業界に詳しい知人に話を聞くと、かつて何人かの栽培家が育てていたそ

うだが、開花させたという話は聞いたことがないそうだ。 

 海外のランの栽培サイトにおいては、本種の栽培環境は、昼の温度を平均22～23 ℃、夜の温度

を平均12 ℃～13 ℃に維持し（つまり一日の温度差を10 ℃位に設定し）、湿度を75～80 ％（春

先は65 ％）、さらに光は25000～40000 lux（日本の曇天午前10時ごろの陽光～晴天午後3時ご

ろの陽光）が望ましいとされていた。日本においては、かなり栽培環境づくりが難しい植物ではな

いかと思われる。当分は自生地に訪れないと見ることのできないランである。 

 

参考文献 

Phillip Cribb and Johan Hermans. 2009 FIELD GUIDE TO THE ORCHIDS OF 
MADAGASCAR. Kew Publishing. UK. 384-387 

 

Pierre Boiteau , Marthe Boiteau, Lucile Allorge-Boiteau.1997 Index des noms scientifiques avec 
leurs équivalents malgaches: à partir du Dictionnaire des noms malgaches de végétaux de Pierre 
Boiteau (Dictionnaire des noms malgaches de végétaux. ) C. Alzieu. 32 

 

Charlotte Leth, Cultivation of Angraecum sororium Schltr. – African, African Orchids, 閲覧日

2021-04-30，http://www.africanorchids.dk/299-angraecum/3600-cultivation-of-angraecum-

sororium-schltr 

 

http://www.africanorchids.dk/299-angraecum/3600-cultivation-of-angraecum-sororium-schltr
http://www.africanorchids.dk/299-angraecum/3600-cultivation-of-angraecum-sororium-schltr
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図１．Angraecum sororium 

 

図2．花（正面） 

 

図3．花（横） 
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図4．自生地の風景 
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マダガスカルの町と自然 36   
 

アンカラファンツィカ国立公園における 
人々の入植と村落の形成 

 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 山田 祐 

 
 アンカラファンツィカ国立公園（Ankarafantsika National Park）はマダガスカル北西

部を代表する保護地域である。公園内には落葉性の乾燥林が広がり、コクレルシファカ

（Propithecus coquereli）やフォッサ（Cryptoprocta ferox）をはじめとする多くの絶滅危

惧種が生息している。2017 年には一部の湿地がラムサール条約に登録されたことからも、

希少な景観や動植物を目的に毎年多くの観光客が訪れる。しかしアンカラファンツィカ国

立公園には、これら自然環境の特徴にとどまらない強い独自性がある。 
 アフリカにおける自然保護は、住民を保護区から排除した要塞型の保護から、住民を保護

に参加させる住民参加型の保護

へ転換したとされる（Adams & 
Hulme 1998）。多くの保護区に

おいて、住民は保護地域から排

除されたのみならず、それまで

使用してきた自然資源を利用す

ることも制限された[西崎 2004; 
岩井 2016]。アンカラファンツィ

カ国立公園の独自性は、こうし

た住民の排除が行われなかった

点にある。アンカラファンツィ

カでは、自然保護区が設立され

た 1927 年から現在に至るまで、

住民が公園内に定住し続け、保

護区のなかで生活を成立させて

いる（Alonso et al. 2002; Aymoz 
et al. 2013）。マダガスカルのい

くつかの保護区では、区内に

人々が暮らす事例が報告されて

いるが（Ratsimbazafy et al. 
2012）、なぜ彼らが自然保護と共存するに至ったかについて記した研究は少ない。私はこれ

までアンカラファンツィカ国立公園の南部に位置するアンブディマンガ村（Ambodimanga 

図 1. 現在のアンブディマンガ村（GPSを用いて作成） 
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Fokontany）に滞在し、人々がどのように入植したか、またどのように生活してきたか 2018
年から 2019 年の半年のあいだ、聞き取りによって詳細に調査してきた。本稿では聞き取り

によって得た住民の歴史について詳述したい。 
 アンカラファンツィカの森に人々が暮らし始めたのは、19 世紀の終わりから 20 世紀の

初めにかけてである。当時、西部に多く居住していたサカラヴァ（Sakalava）は「牧畜民で

あったことから、森の外で暮らす場合が多かった」と語られている。アンブディマンガに初

めて入植した人びとは、耕作地を求めて東部から移住してきたシハナカ（Sihanaka）の夫

婦であった。彼らは森の谷あいに位置し、2 つの河川が合流する氾濫原に水田を造成し、付

近の高台に家を建て生活を始めた（図 1）。1900 年前後である。1927 年にアンカラファン

ツィカが森林保護区に指定され（Alonso et al. 2002; MNP 2017）、1929 年にはアンブディ

マンガも保護区内に組み込まれたが（Alonso et al. 2002）、アンブディマンガの人々は先住

権を認められ、保護区のなかで暮らし続けた。 
1920 年代には、別のベツィミサラカ（Betsimisaraka）の姉弟がアンブディマンガへ入

植し、初めのシハナカの夫婦の子である兄妹とそれぞれ結婚した。村は彼らの子孫によって

発展を続けていくこととなる。1990 年代にはアンブディマンガ村として法人格を付与され

た。20 世紀中ごろまでに新しく 3 夫婦が村へ入植したが、それ以降は婚姻による入植をの

ぞき、新規入植者はいない。そのため現在の村の構成員 200 人あまりはすべて 4 夫婦の子

孫か彼らと婚姻関係を結ぶ者である。とくに最初期に入植した夫婦の子孫とその配偶者は、

全村人の 69%を占める。 
  入植以降、村の主な生業は移植による水稲耕作であり、現在も全 49 世帯で営まれてい

る。その他小規模ながら、点播による陸稲栽培やキャッサバ、トウモロコシも栽培されてい

る。また食生活においては、森林か

ら 採 集 し た ホ ウ ビ カ ン ジ ュ

（Nephrolepis biserrata）や湖沼で

漁獲したティラピア（Oreochromis 
niloticus）などの動植物を資源とし

て利用してきた。2003 年にアンカラ

ファンツィカが国立公園に指定され

てからは、住民に対する制限が強ま

り、新規開墾や新規入植が禁止され

た。しかしそれにより、無秩序な自

然資源利用がくい止められ、持続的

な住民活動が現在まで維持されるこ

ととなった。1984 年と 2018 年に撮

影されたアンカラファンツィカ国立

公園の航空写真を俯瞰しても、公園図 2. アンカラファンツィカ国立公園の航空写真 

0km      10km 

アンブディマンガ村 
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内のみで森林が維持されていることが見てとれる（図 2）。 
 アンブディマンガ村初期の入植の歴史は、デシャン（1989）の報告したマダガスカル東

部から西部への移住の動向と一致する(※もしこのあたりの出来事について詳しい論文を知

っている方がいましたらお教えください)。アンカラファンツィカ国立公園にはほかに 12 ヶ

村が存在するが、どれも東部からの移住者が形成した村であるとされる。入植した彼らは周

囲のサカラヴァが利用しない森林に居住し、森林資源を利用した生活を始めた。食用資源と

して森林を直接利用する古くからの活動は、現在の生活でも重要である。また水田耕作では

年中森から供給される水資源や腐植土が間接的に利用されている。 
 しかしこういった自然資源の利用は、森林が保たれてのみ継続する活動である。国立公園

の外部では、約 30 年で無秩序に木々が利用され続け、現在では森林がほとんど喪失すると

ともに、森林を利用する人びとの生活も失われた（図 2）。そればかりか、近年では外部の

住民によって公園内の保護林が違法に伐採される行為も多発している。 
 こうした事例に対処し、森林喪失という同様の轍を踏まないためにも、公園内の住民には

保護活動が委託されている。山火事が起こった際の延焼を防ぐため、住民は雨季直前に国立

公園の境界付近へ防火帯を作成する。違法伐採や違法採集を取り締まるため、住民には村域

内の監視業務もまかされている。また住民が内部に居住していることそのものが違法者の

侵入を抑制しているともいえる。近年では村の境界に柵を作り外部者の侵入を抑止するな

ど、自発的な保護活動も始まっている。 
アンカラファンツィカ国立公園では住民の参画によって国立公園の自然保護体制が保た

れ、住民は保護された森林資源を利用して生活している。住民生活と自然保護の双方に利益

がもたらされることで、現在までの国立公園の共存関係が成立していると言えよう。 
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Voandalana（土産話）38 
 

ヴヘマール 
                              写真家 堀内 孝 

 

マダガスカル北東部にヴヘマール Vohemar（別名イハラナ Iharana）という小さ 

な町がある。現在、北西部の町アンビルベ Ambilobe とこの町を結ぶ国道 5A の修復 

工事が中国の援助で行われている。約 150 キロの道のりが 10 数時間もかかる「地 

獄の悪路」だったが、完成すればわずか 2 時間で行けるようになるという。 

 長い間、「陸の孤島」と言われてきたヴヘマールだが、2001 年 11 月、北東部のサ 

ンバヴァ Sambava からアンビルベへ向かう途中に立ち寄ったことがある。 

 サンバヴァを出たタクシー・ブルース taxi-brousse は国道 5A を北上した。アンビ 

ルベとヴヘマールを結ぶ国道と同じ路線だが、こちらはきれいな舗装道路だ。車窓 

からは、無数の旅人の木と深い森に包まれた山々が見える。アンツィラベ・ノール 

Antsirabe Nord という村を通過してさらに北上していくと、上下揃いのカラフルな 

布をまとった女性が目立つようになってきた。サカラヴァ Sakalava の人たちが暮ら 

す地域に入ったようだ。やがて車はヴヘマール市街を見下ろす高台を通過し、ほど 

なく街中にあるステーションに到着した。3時間ほどかかったが、快適なドライブ 

だった。 

 

図 1 大型船も入ることができるヴヘマール港 
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 ヴヘマールは海岸に沿って広がるこじんまりした町だった。海岸近くに市場があり、と 

れたての魚やマンゴーが並んでいる。小規模だが、にぎわいのある市場だ。町の一角で 

は、午後になるとカート katy 売りが出た。カートとは噛むと次第に気持ちが良くなって 

くる中東起源の覚醒植物だ。フランス植民地時代に移民してきたアラブ系の人々によって

持ち込まれたという。荷物が到着すると、待ち構えていたように客が集まってくるのは 

ディエゴ・スアレス Diego Suarez やアンビルベなどと同じ光景である。北部の人たち

は、カートが本当に好きだ。 

 

 

図 2 町の一角で売られていたカート。新鮮なものを求めて大勢の客がやってくる 

 

 古いモスクを見ながら海沿いの道を歩いて行くと、コンテナが並ぶ港が見えてき 

た。クレーンを備えた大型船が港に入り、荷下ろし作業をしている。その先にある 

浜辺では、魚の仲買をする女性たちが漁師の到着を待っていた。木彫りのカヌーが 

点々と浮かぶ海はとても静かで、どこまでもリーフが広がり、清んだコバルトブル 

ーをしていた。ディエゴ・スアレス郊外にあるラメーナビーチ Ramena Beach にも 

引けをとらない美しい海だ。 

 リーフでは網漁をする家族がいた。レンズを向けると笑顔で手を振っている。お 

おらかで、実に気持ちのいい人たちだ。漁が終わると家に連れて行ってくれ、わざ 

わざヤシの木に登って実をとり、ジュースをご馳走してくれた。爽やかなジュース 

もさることながら、白い果肉が例えようもなくうまかった。そしてお土産にと、も 
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うひとつヤシの実を持たせてくれた。マダガスカル人の優しさに触れた気がして、 

何だかとてもうれしかった。 

 

       

  図 3 リーフで漁をしていたサカラヴァ・アンジョアティの漁師 

 

 漁師はサカラヴァ・アンジョアティ Sakalava Anjoaty と呼ばれる人たちだった。 

彼らの祖先はアラビア半島からやってきたそうで、主にヴヘマール周辺に住む。 

 海岸には、彼らが崇める聖木が立っていた。樹齢は数百年と言われ、枝に白い布 

がたくさんつけられている。願いごとや病気などの困りごとがあると、人々は儀礼 

を司るンピズル mpijoro とともにこの木を訪れ、はちみつや市販のラム酒であるト 
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ーカメーナ toaka mena などを捧げて儀礼を行う。そして願いがかなうと、その証 

としてこの白い布を結びつけるのだという。枝には儀礼の際に屠られたゼブ牛の頭 

骨も飾られていた。 

 後に新聞で知ったが、彼らは 3 年ごとに、「ファマンギアナ・タニ・マニンツィ 

famangiana tany manintsy」と呼ばれる祭りを行うという。先祖の墓を詣でた後、 

海岸でたくさんのゼブ牛を屠って先祖に捧げ、その祝福を受けるのだ。2018 年に行 

われた儀礼では 130 頭の牛が供儀され、30 万人以上が訪れたそうだ。機会があった 

ら取材してみたい祭りである。 

 

 

図 4 海岸に立つサカラヴァ・アンジョアティの人々の聖木 

 

 ヴヘマールは歴史的な遺跡があることでも知られる。かつてこの地に住んでいた 

アラブ起源と言われる人々は、インド洋交易を行っていたという。発掘された彼ら 

の墓地からは中国製の陶磁器なども見つかっている。その写真をどこかで見たこと 

を思い出し、「陶磁器が見つかった古い墓がどこにあるか知りませんか？」とホテル 

のオーナーに聞いてみた。中国人なので何かしらの情報を持っていると思ったのだ 

が、夫婦ともに知らないという。アリアンス・フランセーズなどでも聞いてみたが、 

誰も知らなかった。自力で街中を歩きイスラム教徒の墓を見つけたものの、どれも 

それほど古くはないようで、結局探し出せずに終わった。サヴァ地方観光局 Office  
Regional du Tourisme de Sava が発行する資料によると現在、遺跡の一部がアンジ 
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ョアティ公園のなかに整備され、見学できるという。祭りと合わせてぜひ見てみた 

い遺跡だ。   

 町の近くには、アンヂャヌツァーラ Andranotsara（別名 ラック・ヴェール 
Lac Vert「緑色の湖」）という湖もあった。「湖もきれいだが、近くの高台から望む 

インド洋の景色がすばらしい」とホテルのオーナー。行ってみようと思ったのだが、 

ガソリン不足で車がなかなか見つからない。見つかっても、相場の 3 倍の料金をふ 

っかけてくる。そうこうしているうちに出発の日が来てしまい、これも見られずに 

終わってしまった。運が悪い時は重なるものだ。 

 その代わり、知り合った運転手から湖にまつわる面白い伝説を聞いた。昔、湖の 

ほとりに村があったそうだ。ある時、村の住民が 7 つの頭を持つ海の怪物と諍いを 

起こした。怪物は怒り狂って豪雨を降らせ続け、村は水没してしまった。その時に 

できたのがこの湖で、湖に住むワニは水没した村の住民の生まれ変わりだという。 

諸説あるようだが、実に神秘的な湖である。 

 

5 古いモスクが建ち、のんびりと人々が行き交う海辺の通り 

 

 この他にも、アンビルベへ向かう途中にあるルキ・マナンバトゥ Loky Manambato 
保護区では、絶滅が心配されるペリエリ・バオバブ Adansonia perrieri や全身金色 

の毛に覆われたタタサールシファカ Propithecus tattersalli が見られる。ヴヘマール 

の北西 70 数キロのところにあるダライナ Daraina村からアクセスでき、保護区内には 
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宿泊施設も用意されている。 

 ヴァニラ景気で近年、ヴヘマールもずいぶん変わったと聞く。予定通り工事が終われ

ば、今年からディエゴ・スアレスやヌシベ Nosy Be、さらには首都からのアクセスも容易

になるだろう。ビジネス客や観光客の往来も増え、町の変化はさらに加速しそうだ。  
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マダガスカルのことわざいろいろ 28 

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 
 
Ny nenina tsy aloha fa aoriana. 
[J.A.Houlder, Ohabolana ou Proverbes Malgaches, Antananarivo: Trano Printy Loterana, 
1960: 90] 
[ W.E.Cousins et J.Parret, Ohabolan'ny Ntaolo, Mémoires de L'Academie Malgache 
Fascicule XLIV, Tananarive:Imprimerie Nationale, 1972: 159] 
 
直訳：「後悔は、先ではなく後に（来ます）」 
 
Ny nenina tsy eo aloha hojerena, fa aoriana handatsa. 
[Estine Rinara Soa, Ohabolana Malagasy , Antananarivo: Librairie Mixte, 2006: 201] 
 
直訳：「後悔は、先んじて見られず、謗る後に（来ます）」 
 
Ny nenina tsy mba aloha hananatra fa avy aoriana handatsa. 
[Régis, Rajemisa-Raolison, Rakibolana Malagasy, 1985: 767] 
 
直訳：「後悔は、忠告の前ではなく、謗る後に来ます」 
 
意訳：「後悔先に立たず」 
 
意味：「後悔は、物事をする前に生じる事はなく、物事をした後で現れます。ですから、物

事を行うに先立ち、これを慎重に検討する事が必要です」 
 
 ny は、マダガスカル語の定冠詞です。nenina は名詞で、「後悔」・「悔恨」を意味し、

manenina は nenina を語根とする自動詞・他動詞で「悔いる」・「後悔する」事を指します。 
「後悔」に付加されている定冠詞の ny は、名詞を限定する働きよりも、その名詞に注意を

喚起もしくは強調する働きをしています。tsy は、「～ではない」の意味を表す否定辞です。

このことわざの場合、tsy aloha、すなわち aloha「前に」と言う前置詞もしくは副詞にかか

る事によって「前に非ず」を意味します。fa は、順接の意味も逆説の意味も表す接続詞で、

このことわざでは、逆説の意味で用いられており、前置詞ないし副詞の aloha「前に」と

afara「後に」の間に置かれる事により、「前ではなく後で」を表しています。 
このことわざの二番目のバージョンにある eo は、「目に見える近い場所を示す」前置詞
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ないし代名詞です。ここでは、aloha 「前に」を強調するために挿入されています。hojerena 
は、jerena「見られる」と言う受動態に未然の行為を示す接頭辞 ho- が付加されています。

avy は、「来る」・「着く」を表す語根動詞です。handatsa は、latsa 「非難」・「謗り」を語

根とする動詞 mandatsa 「非難する」・「謗る」の未来形になります。 
三番目のバージョンにある hananatra は、anatra 「助言」・「忠告」を語根とする動詞

mananatra 「助言する」・「忠告する」の未来形です。すなわち、このバージョンでは、「後

悔は先ではなく、後に来る」のバージョンよりも、「後悔は、忠告の前ではなく、謗る後に

来る」と、行動の内容がより具体的に語られています。tsy「～ではない」に mba と言う助

動詞 を付加すると、tsy 単体よりも意味が弱まります。 
 
 おそらく誰もが知っているであろうこの簡潔で異論の無いことわざを基に、ネニナ「後悔」

を頓智に長けた腹違いの子供の名前に置き換え、マダガスカルの東部地方では次のような

「昔話」ないし「おとぎ話」が伝承されています。 
 

ネニナ（後悔）は先に非ず 

I Nenina tsy mba aloha 
ある男が女を娶りました。月日が経ちました。二人の間の子供の名前は、ネニナ（「後悔」

の意）でした。その子は一人っ子でしたが、本妻の子ではなく、本妻はたくさんの子供を産

んでいました。と言うわけで、ネニナは義母に育てられることになりました。子供たちは一

緒に遊び、子供たちが言いました。 
「君には籾殻をあげよう。僕たちの分は白米だよ」 
「ああ、それは良いね。（籾殻は）天辺じゃないか。僕は家の一番の天辺さ」とネニナが言

いました。 
「こいつ! その事、母さんに言いつけてやる」 
「ああそうかい」 
「お母さん、お母さんが籾殻をあいつにやったら、それはコメの天辺だってネニナが言うん

だ。だからあいつが家の一番の天辺だってさ」 
「あいつが何だって! お待ち、じゃああいつに白米をやろうじゃないか。ネニナのやつ、

頭にくる。まったくどうしょうもないやつだ」 
 （とうとうネニナに）白米が与えられました。 
「ふんだ。ざまあみろ ! お母さんが今度は君に白米をくれるってさ。今度は僕らがコメの

天辺（籾殻）をもらうのさ」と子供たちが言いました。 
「それは良かった。僕が、家にある全ての物、家にある全てを手にするんだ」とネニナが言

いました。 
「こいつ ! その事をまたお母さんに言いつけてやる !」 
「お母さん、こんなこと言ってたよ。あいつが、家にある全ての物、家にある全ての物を手
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にするって言っていたよ。ネニナはそれができるって」 
「何だって! 見ていなさい、ネニナにそのことを後悔させてやろう。そのことを後悔させ

てやるから見ていなさい! 今度は、おこげをあいつにやろうじゃないか!」 
 今度はおこげが（ネニナに）与えられました。他の子供たちはコメの天辺（籾殻）と白米

を食べました。ネニナには、おこげが与えられました。また子供たちは、遊びに行きました。 
「ふん、ふん。ざまあみろ。お母さんが君におこげをくれたぜ」 
「君たちはものを知らないんだなあ。おこげは、根っこで土台だよ。だから、僕が土台で根

っこさ。そう、根っこ、あの家の全ての物の根っこなのさ」 
「こいつ! またお母さんにその事をばらしてやる」 
「お母さん、またこんなこと言ってたよ。おこげが、土台で根っこだってさ。だから、あい

つがこの家の土台で根っこだって」 
「ああ、そうかい。あいつのやった事を洗いざらい父親に言おうじゃないか。あのネニナの

奴にゃ我慢ならないよ」 
 男が一人、森から戻って来ました。 
「ねえ ! 今日この場で離婚して ! あんたの子供の事で、私たちは頭がおかしくなりそう

だわ。あんたがあの子を殺さないのなら、あたしはもうこれ以上この家に居たくないわ！」 
「ああ、あの子のことで頭を悩ませ、私たちを別離させるなら、おまえたちと別れるよりも、

あの子と別れることにしよう」と男は言いました。 
「子供たちと共にお暇させて頂きますわ ! ネニナを殺してちょうだい !」 
「え ! 殺すのは待ってくれ !・・・どうしたものか ?」 
「じゃあ、あいつには知らせずに、あいつを王さまのもとにやって、王さまにやつの首を 
刎ねてもらいましょう」と女が言いました。 
「どうやって、王さまに言うんだい ?」 
「今から、王さまのもとに行きましょう」 

夫婦は王さまのもとに着き、言いました。 
「ああ、王さま ! 私たちの子供は私たち親を敬わず、素行が悪く、親に反抗ばかりしてお

ります。ですので、掟に従い、この素行不良の者を殺してください。この者の首を刎ねてく

ださい !」 
「わかった ! ここにその者を連れてまいれ」と王さまが言いました。 
「では、こうしてはいかがでしょうか？ 子供に花を持ってこさせ、その子供を殺すのです」 
「良いだろう ! では、首を刎ねる兵士にその者を来させることにしようと思うが ?」と王

さまが言いました。 
「承知しました ! 王さま、ご注意ください。花を持ってくる者がネニナです。彼に自分の

人生を後悔させてやってくださいませ」 
 （兵士は）出発し、（ネニナに）花を渡しました。 
「ネニナよ、この花を王さまにお届けせよ。これは、王さまに対する名誉と感謝の深い証な
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のだ。ネニナよ、おまえ自身がこの花をお届けせよ」 
「お渡しください。私がこの花をお持ちいたします」と言いました。 
「（途中）休むでないぞ。休むでないぞ。王さまのもとに着くまで。道はさして遠くはない」

と兵士が言いました。 
 （子供たちは）出かけました。出かけました。出かけました。 
「そっちに行ってくれ。僕は木陰で休みたいよ」 
「ああ。・・・死にそうだ。この花を（持って）」（とネニナが言いました。） 
「どうしたんだい ?」 
「（お腹が痛いので）ここでウンチがしたいんだ ! この花を」 
 ネニナは、その花を義母の長男に渡しました。 
「君たちは、休まないで。父さんと母さんが、君たちをぶつよ。十分気をつけて !」 
 間もなく、ネニナはウンチをして戻りました。他の子供たちは行ってしまいました。  
 首を刎ねる兵士が、子供たちを遠くから見つけました。子供たちはまだ森の中でした。花

を持った子供が着くや否や、兵士は捕まえて首を刎ねてしまいました。 
「こやつの首を刎ねたぞ ! こやつの首を刎ねたぞ !」 
 もう一人の首を刎ねられなかった子供は慌てて逃げ出して姿をくらまし、途中ネニナに

会いました。 
「あれ ! 何で戻ってきたの ? 花は届いたの ?」 
「王さまが、兄さんの首を刎ねたんだ ! だから、僕は戻ってきたんだ」 
「なんてこったい ! 急いで戻ろう、さあ !」 
 駆けて、駆けて、家に逃げ帰りました。 
「向こうはどうだったかい ?」（と子供たちの母が言いました。） 
「王さまが兄さんの首を刎ねたんだ。だから、僕たちは戻って来たんだ」と言いました。 
 女は頭を抱えて、泣きました。 
「あ～、死にたい !」 
「（王さまの村に）近づいた時、ネニナが急にウンチをしたので、僕ら兄弟二人が先に行っ

たんだ。それで、兄さんがその花を持って行ったんだ」 
「ああ、息子よ、あたしは死にたいよ ! もしネニナが先だったら、あたしの子供は死ななか

った。なんてこったい ! もしネニナが先だったら、あたしの子供は死ななかった !」 
 このため、「ネニナ（後悔）は先に来ず」と言うことばが生まれました。もしネニナが先

に行っていれば、ネニナを育てた女性の子供は死ななかったからです。 
（深澤秀夫 ラザフィアリヴニ・ミシェル『マダガスカルの民話 I』東京外国語大学アジア・

アフリカ言語文化研究所 2015: 60 – 69） 
  
「このため、「ネニナ（後悔）は先に来ず」と言うことばが生まれました」と語り終える

「物語の想像力」の豊かさと面白さには、感心するしかありません。 



39 
 

日本で作ろう！マダガスカル料理 第 41 回 
 

Moringa sy Makamba 
ムリンガ・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. 乾燥モリンガ              大匙 3 杯～5 杯 
    b. バナメイエビ           10 匹～20 匹 
    c. 小松菜             2 把～4 把 
    d. クレッソン           2 把～3 把 

e.  トマト                         1～2 個 
f.  玉ねぎ                1 個 
g.  塩                  少々 
h.  固形スープの素           1 個 
i.  包丁                 1 
j.  シチュー鍋              1 
k. お玉                  1  
l.  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. 小松菜とクレッソンを洗い、根の部分を切り落としてから、数センチ幅に切り分けます。 
c. バナメイエビの触角や脚の食感の嫌いな方は、殻を剥いてください。個人的には、丸ご

と煮た方が、味が良いように思います。 
d. 鍋に水を入れ、塩と固形スープの素、それにトマト・玉ねぎ・乾燥モリンガを加えて加

熱します。ひと煮立ちしたところで、バナメイエビを投入します。 
e.  エビに火が通ったところで、鍋に小松菜とクレッソンを入れます。 
f. ここからさらにひと煮立ちさせた後、3 分～5 分ほど中火で煮たら出来上がりです。 
 
 3）ここがポイント！ 
  a. 乾燥モリンガは、「モリンガ茶」あるいは「乾燥モリンガ」として日本でも一年を通

してパック詰めにされて販売されており、入手が容易です。生のモリンガの葉も、沖縄など

で栽培されているため、季節によって入手可能です。乾燥モリンガの方が、このようなスー
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プに入れた際には生の葉よりも苦みが強くなります。ですので、乾燥モリンガの投入量につ

いては、個々人の好みに応じて調節してください。また、「乾燥モリンガ」には破砕された

葉と茎が一緒になっていますので、固い茎の部分を選り分けた方が、食感が良くなります。 
  b. エビは、日本で「大正エビ」や「芝エビ」の名前で売られている物を用いても構いま

せん。しかしながら、マジュンガ（Majunga）地方で makamba kotrokosa の名称で販売

されている軽く茹でたり、天日乾燥させたりした塩蔵のエビの味を再現するには、形と大き

さをも含めこのバナメイエビがベストです。バナメイエビ、元々は東太平洋に棲息するエビ

でしたが、近年、東南アジア等における養殖が進み、冷凍や解凍ものと共にボイルしたもの

が日本の店頭で流通し、容易に入手できるようになっています。 
  c.  既に、マダガスカル風スープであるル・マザーヴァ（ro mazava ）の作り方で何回が

説明させて頂いたように、入れる葉野菜は、一種類よりも複数の種類を加えた方が、味の深

みが増します。今回のムリンガ・シ・マカンバでは、小松菜をメインにモリンガとクレッソ

ンの三種類の葉野菜を用いています。モリンガは主として「苦み」を付与します。 
 
 moringa sy makamba とは、「モリンガの葉とエビ」の意味です。ご紹介した料理は、

Majunga 等北西部の家庭でよく作られている ro mazava の一つになります。makamba 
kotrokosa は軽く茹でただけのため、スープに入れるとエビの出汁がよく出ますし、塩蔵の

ため内陸の町でも売られているだけではなく、その塩味がスープの味に深みを与えてくれ

ます。 
 モリンガはインド原産のワサビノキ科の植物で、日光と高温を好むため、熱帯地方や沖縄

等の亜熱帯地域で広く栽培されるようになっています。また、その葉等には、ビタミン・タ

ンパク質・カルシウム・マンガン等の栄養素が豊富に含まれているため、「スーパー食品」

として発展途上国における栄養状態を改善する食材として注目されています。日本では、乾

燥モリンガを健康促進飲料として用いる事が、最近増えています。 
モリンガがマダガスカルに何時頃持ち込まれたのかは不明ですが、moringa / anamambo 

/ landihazobe / hazomalanga 等の名称で、マダガスカル南部・南西部・北西部等で広く栽

培されています（Cabanis, Y., Chabouis, L. et F. Chabouis, Végétaux et groupements 
végétaux de Madagascar, et des Mascareignes, tome 4, Tananarive: Bureau pour le 
Développement de la Protéction Agricole, 1970: 1209 – 1210）。このため、マダガスカル

に派遣されている青年海外協力隊も、農村生活改良運動の一環として、このモリンガの栽培

と利用の促進を図っています。 
モリンガ、エビだけではなく、肉や魚の煮込み料理に加えても構いません。「苦み」を楽

しむ「大人の味付け」となります。ただし、「苦み」が苦手な方は、「隠し味」程度の少量の

投入にした方が無難です。 
 簡単で栄養バランスの良いマダガスカル北西海岸部の家庭料理の味に、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 
２０２１年 ３月２７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 
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（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 

（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） 
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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 
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
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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。 

附則 （２０２１年３月２７日） 

この会則は２０２１年３月２７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 
 

2022 年 3 月 26 日（土）に、東京農業大学「食と農」の博物館において開催予定としてい

た第 25 回懇談会大会は、昨今のコロナウイルス感染状況に鑑み、対面式ではなく、Zoom
を用いたオンライン開催へと変更させていただきます。 
 
日時：2022 年 3 月 26 日（土） 13:00～18:30 
 
［プログラム］ 
13:00～ ご挨拶 
13:10～ 講演 1: 土佐 泰祥 氏（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～ 講演 2: 堀内 孝 氏（写真家） 
   「マダガスカルの市場と手仕事」  
15:30～ ポスター発表（予定） 
16:15～ 総会 
17:15～ 懇親会 (予定) 
 
大会参加費・懇親会参加費ともに無料です。会員以外のかたも無料でご参加いただけます。 
 
◆ Zoom を用いたオンライン開催への参加には、マダガスカル研究懇談会のトップペー

ジより参加登録が必要となります。参加登録の締め切りは 3 月 19 日（大会の 1 週間前）

です。大会の前日までに、ご登録いただいたメールアドレスに Zoom の URL、ミーティン

グ ID、パスワードをお知らせします。 
 
◆ 参加登録のための URL は下記になります； 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchz3mwLxyzBBT8p_OKPQ4frMgTdJW7O
P0AKtSwd6c1AopcvQ/viewform 
 
◆ マダガスカルでの研究や活動に関する、会員の皆さまからのポスター発表を募集しま

す。演題ごとに Zoom ブレイクアウトルームを設定して参加者が自由に入退室できる形式

を予定しております。発表を希望される方は、参加登録フォームより申し込みいただけます。

申し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

合わせてご了承ください。発表される方が決まりましたら、事前にタイトルと要旨をお送り

いただきますよう改めてご連絡いたします。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchz3mwLxyzBBT8p_OKPQ4frMgTdJW7OP0AKtSwd6c1AopcvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchz3mwLxyzBBT8p_OKPQ4frMgTdJW7OP0AKtSwd6c1AopcvQ/viewform
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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。 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 
マダガスカル研究懇談会ニュースレター SERASERA 第 46 号 

 
発行者 マダガスカル研究懇談会 

              〒606 - 8511 
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京都大学アフリカ地域研究資料センター内 
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