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2008年9月27日　現代人類学研究会「実践の人類学ーアクションからみえる調査の未来」　　

カメルーンで森と人の共存をさぐる
－これまでの研究をもとに私が実践できること－

森のキャンプで過ごすバカ

　発表目的

●これまでの研究内容と実践の試みの紹介

●これからの研究と実践の計画の紹介

これまでの道に転がっていた特に大きな石とその
転び方、起き上がり方を紹介

　　　　　　　　　　　　　研究と実践について考える

ラフィアヤシ茂る湿地

　関心のはじまりと大学院時代前期

森で野生ヤムを食すバカ

●研究のきっかけ
10年前の夏、大学の図書館
「自然に強く依存しながら自然を破壊しない暮らし」
「自然と人間の共生」

●大学院（2000～2008年）
アフリカの熱帯雨林で起こる森林伐採と自然保護
ピグミーを取り巻く厳しい状況
研究テーマ「自然保護がピグミーの生活に与える影響」

エコック（岩山）から眺めるカメルーンの熱帯雨林
（写真提供：木村大治）

アフリカの熱帯雨林の自然環境

総面積：１億７千万ヘクタール（日本の4.5倍）
動物：中大型哺乳類50種～、鳥類300種～、魚類121種～、
　　　　蝶（無脊椎動物）215種～
植物：8000種～
季節：　雨季（9-11, 3-6)と乾季(12-2, 7-8)
年間降水量(平均）：　1500mm
年平均気温：　23-25℃
高度：　海抜600m

熱帯雨林を走る道路（カメルーン）

Mbo
（Pachyelasma tessmannii
　マメ科)



ジャー川の朝（カメルーン） ムカラバドゥドゥ公園の西ローランドゴリラ（ガボン）
（写真提供：竹之下祐司）

赤土の道をいくカメレオン（カメルーン）

ゾウの糞（カメルーン）

ピグミー系狩猟採集民

Baka Aka
Mbuti

Efe
TwaTwa

Babongo
Bakola

森林への強い依存、
歌と踊りの文化
農耕民との相互依存関係、
定住化の影響

森のキャンプで住居を作るバカ

道路沿いにあるバカの集落

森のキャンプへ移動中の家族



罠をかける男

カワイノシシ
平均体重32kg

ピーターズダイカー
平均体重　16kg狩猟帰りの男たち

狩猟

罠や槍を用いた猟

採集

野生ヤムを食す
食用の葉(koko, Gnetum 
africana, グネツム科)

野生果実(peki, Irvingia 
gabonensis, イルビンギア
科)

ヤマノイモ、食用の葉、野生果実、
キノコ、食用虫、ハチミツ

漁労

掻い出し漁（魚、エビ、カニ）
釣り（魚）

掻い出し漁を行う 父が釣った魚を
持つ少年

農耕

プランテン、バナナ、キャッサバなど

畑でキャッサバの若葉を摘む キャッサバの芋を掘る

農耕民への労働力提供

農作業全般、家事、道具作り
獣肉やキノコ、食用果実などの森林産物を提供
農作物や工業製品、現金を入手

農耕民とピーターズダ
イカー
(ngendi;Cephalophus 
callipygus)
の肉を提供する

農耕民の船作りを手伝うバカの男性

　

カメルーン共和国東部州
ブンバ・ンゴコ県

調査期間：2001年11月 ～ 2006年7月に5回　（約2年間）

　調査地の概要：位置

118名のバカ
68名のコナベンベ（農耕民）

国境道路

50km

ムルンドゥ

調査村

ヨカドマ

★

ヤウンデ

狩猟採集民バカ　25,000人
焼畑農耕民　35,000人

マレア・アンシアン村



前半の研究（2000年～2003年）

「自然保護計画がピグミーに与える影響」

●生活の諸側面（生業、食生活、家財道具、家計）の　
　分析から、バカの森林利用と外部社会との関係を明　
　らかにした。

●森林保護プロジェクトに対するバカの無関心な態度　
　　を取り上げ、バカの森林利用と森林保護プロジェクト
　　の矛盾点から、プロジェクトの問題点を明らかにした。

森林保護プロジェクト

1998年　WWFやGTZ(ドイツの援助団体）、森林省によって開始

2002年に中央アフリカ諸国や主要援助国、国際NGOが結ぶ「コンゴ盆地森林
パートナーシップ（CBFP）」の保護活動の一部。

内容：・3つの国立公園の保護

・森林区画法　

・狩猟規制　

カメルーンの森林法（LawNo.94-
01 of 20 January 1994)と　　　　　
　　　　　法令(Decree 95-466 PM 
of 20 July 1995) によって保護種、

　　　　　　　　　　禁猟期、禁猟具、
売買禁止が定められる。

プロジェクトへの反応：環境教育

バカ（後列） 農耕民（前列）

　消極的 積極的
半数が参加 大半が参加

遠くをぼんやり
見つめる

自分たちの
利権を主張

心ここにあらずという様子のバカ

調査村にて2001年8月12日実施

森林省の役人によってフラン
ス語でプロジェクトの説明が
なされ、農耕民出身の普及
員によって農耕民の言語に
翻訳される。

プロジェクトの問題点　森林区画法

バカの活動域と矛盾

森林キャンプが利用禁止区域に

プロジェクトの問題点：狩猟規制

バカの動物利用と矛盾

方名

分類* 規制 学名 和名　　　　　　　　　　　　(バカ語） 狩猟 食用 交易

A 狩猟禁止 Gorilla gorilla  (Savage & Wyman) ゴリラ ebobo
Pan troglodytes (Blumenbach) ナミチンパンジー seko
Colobus guereza  (Ruppel) クロシロコロブス kalu 2 1 0 2
Cercopithecus neglectus  (Schlegel) ブラザモンキー mambe
Cercocebus agilis Milne-Edwards アジルマンガベイ tamba
Galago alleni (Waterhouse) アレンズガラコ polo 1 0 0
Perodicticus potto (P. L. S. Muller) ボスマンズポットー katu
Anomalurus beecrofti Fraser ビークロフトウロコオリス likuya 1 0 0
Smutsia gigantea  (Illiger) オオセンザンコウ kelepa 1 0 1
Panthera pardus (L.) ヒョウ sua
Orycteropus afer (Pallas) ツチブタ kpinya
Hippopotamus amphibius (L.) カバ ngubu
Hyemoschus aquaticus (Ogilby) ミズマメジカ akolo 3 1 2
Cephalophus silvicultor  (Afzelius) コシキダイカー bemba 3 3 4
Loxodonta africana (Blumenbach) cyclotis アフリカマルミミゾウ** ya

B 政府が発行する Syncerus caffer (Sparrman) nanus アカスイギュウ mboko
狩猟許可の取得者 Tragelaphus spekei  (Sclater) シタトゥンガ mbugdi 1 3 4
のみ狩猟可能 Tragelahus euryceros (Ogilby) ボンゴ mbongo

Tragelaphus scriptus (Pallas) ブッシュバック 不明

Cephalophus callipygus (Peters) ピーターズダイカー ngendi 114 58 52 74
Cephalophus dorsalis (Gray) セスジダイカー ngbomu 21 10 9 13
Potamochoerus porcus  (L.) カワイノシシ pame 8 8 10 4
Hylochoerus meinertzhageni (Thomas) モリオオイノシシ bea 1 5 6
Civettictis civetta (Schreber) アフリカジャコウネコ liabo 2 0 0
Genetta  spp. ジャコウネコ mboka
Aonyx congica (Loennberg) ヌママングース londo
Loxodonta africana (Blumenbach) cyclotis アフリカマルミミゾウ** ya

C 売買禁止 上記をのぞく動物種 71 11 12 7

*2006年に森林省大臣による法令(No. 0648 of 18 December 2006)をもとに作成。
**象牙の重量が5kg以下のマルミミゾウはクラスAに分類され、それ以上のものはクラスB に分類される。
***それぞれの動物種が、狩猟動物や食用動物、交易動物に占める割合（重量）を算出した。
      0は、1%に満たなかった場合を示している。

表  調査地域における保護種(哺乳類)とバカの動物利用
占有度（％）***調査地にお

ける捕獲数

90％が狩猟禁止種

10％

プロジェクトの問題点：狩猟規制

獣肉交易

(農耕民）
45%

植物性森林
産物の交易

(商人)
37%

農耕民へ

労働力提供
17%

贈与

1%

 

図　ある世帯における現金収入源と内訳

調査世帯における129日間の現金収入と収入源の内訳を示している。

N=17,200FCFA
           (約4,300円)猟法 頭数 割合(%)

ワイヤー 195 88
山刀もしくは素手 20 9
槍 7 3

表　猟法別にみた捕獲頭数の割合(%)

図　生業活動
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大雨季 大乾季 小雨季 小乾季
季節

狩猟

ゾウ狩り*

採集

漁労

molongo**

農耕民へ労働力提供

農業

その他

* ゾウ狩りは近隣村のバカによって行なわれ、調査村のバカはゾウ肉の運搬作業に参加しただ

けであり、調査村のバカが主体的に行なった狩猟活動とは区別した。
**大乾季から小雨季にかけて集団で行なわれるmolongo (森林行）は、とくに複合的な生業が

行なわれるために他の活動と区別した。

(N=840人日） (N=840人日） (N=1120人日） (N=560人日）

88％を利用禁止猟具によって捕獲

年間を通した狩猟活動に
対して禁猟期（7～12月）

45％を禁止されている
獣肉交易から獲得



プロジェクトの問題点：環境教育

・バカの農耕民に対する政治的、経済　
　的、政治的依存状況など地域社会に
　おけるバカの地位が反映。
・地域社会におけるバカのマイノリティ　
　化の促進。

図　生業活動
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ゾウ狩り*

採集
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molongo**

農耕民へ労働力提供
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* ゾウ狩りは近隣村のバカによって行なわれ、調査村のバカはゾウ肉の運搬作業に参加しただ

けであり、調査村のバカが主体的に行なった狩猟活動とは区別した。
**大乾季から小雨季にかけて集団で行なわれるmolongo (森林行）は、とくに複合的な生業が

行なわれるために他の活動と区別した。

(N=840人日） (N=840人日） (N=1120人日） (N=560人日）

大雨季 大乾季 小雨季 小乾季

主食 プランテンバナナ 474.3 502.2 669.6 585.9
バナナ 613.8 362.7 585.9 390.6
キャッサバ 208.6 238.4 89.4 208.6
その他の農作物* 124 255.7 145.9 248
野生のヤマノイモ 35.2 73.6 192 41.6

副食 獣肉 260 250 150 145
ゾウ肉 0 0 0 100
水産資源** 3.8 43.7 55.1 19
ハチミツ 0 186.6 178.8 38.9
その他の森林産物*** 10.3 10.3 20.6 20.6
キャッサバの葉 29.1 19.4 26.7 4.4
その他の農作物*** 0 0.76 0.8 1.9
合計 1759.1 1943.36 2114.8 1804.5
*ココヤム、トウモロコシ、サツマイモ、カボチャが含まれる。
**魚、エビ、カニが含まれる。
***葉野菜やキノコが含まれる。
****ココヤムやカボチャの若葉が含まれる。これらは、カロリー計算のための
資料が見あたらなかったため、キャッサバの葉のデータでカロリー計算した。

表 バカの成人一人当たりの平均摂取カロリー(kcal)
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図　ある世帯における現金収入源と内訳

調査世帯における129日間の現金収入と収入源の内訳を示している。

N=17,200FCFA
           (約4,300円)

主食の89～98％を

農耕民に依存

現金収入の62％を

農耕民に依存

年間を通して労働力を提供

・2003年7月
　森林保護プロジェクトの改善点
　　　
　を論じた報告書を提出
・2003年12月
　現地セミナー開催

発表者のアクション

保護の推進者
西欧の自然保護思想

VS
発表者

伝統的な活動域の承認
狩猟規制の緩和

発表する

現地セミナーの様子

森を取り巻く現代的な問題
から別のテーマへ・・・・

ピグミーと植物の関係
653種類の聞き取り
　1786件の知識収集

・多くを分類・命名
・食用、建材・物質文化、薬、
　交易品、毒として利用
・生息地や形態の知識
・信念

後半の研究（2004～2006年）

植物標本を採集する高齢女性

植物とバカの関係（道具）

アクセサリー (Ipomoea 
quamoclit、ヒルガオ科)

踊りの衣装 (ndele; Lastreopsis 
efulensisオシダ科)

おしゃぶり　(ngwasa na ngo; 
Sarcophrynium brachystachyum

クズウコン科)

葉の帽子

櫛　(hoso; Hypselodelphys 
scandens クズウコン科)

植物とバカの関係(薬)

左：農耕民とうまくつきあう薬(mengoka; 
Bambusa vulgaris　イネ科 )

右：学校の薬　(nokowono:　　
Justicia laxa キツネノマゴ科）

薬の知識の個人差発見 「私の薬」
Tandandaをめぐるエピソード

・バカはそれぞれに異なる薬を持ち
　それは個人や家族の病歴を反映。
・個人差の要因を検討（素材、習得、医療システム）

下：tandanda
（Sida rhombifolia, アオイ科)

再び自然保護の問題と対峙

真夏のある日に実践への意思が復活

思い出した言葉
　「未来の見通しは暗い。（中略）そして、つまるところ弱者（バカ）
　が負けていくだけである。このような構図（つまり、強者である　
　行政や資本家が弱者であるバカの生活や文化を損なっていく
　こと）を打破する方途があるのかどうか、それが深刻な問題で
　ある。そしてあとは、転んでも何かをつかむ余地が残されてい
　るかどうかである」。 （エコソフィア13号、寺嶋秀明コメント）

　「転んでも何かをつかむしかない」と決意

まとめの作業から（博士論文作成）2007年



研究と実践について考えること（つぶやき）

・気力と覚悟が必要
・「実践性を旨とする領域」へエール
・研究が実践の動機
・実践ノウハウの難しさと試行錯誤の側面

・人類学者の役割
・研究成果の分かち合い
・「同化する」という武器

これからの研究とアクション

アフリカ熱帯雨林をめぐる新たな動向から
　　　　　　　　　　　　　研究成果を分かちあう方法を模索

●2008年12月　現地シンポジウム開催

イギリスなどの人権団体がカメルーンにおいて活動を展開し、バカの伝

統的な活動域の承認や狩猟規制の緩和などを議論

森と人の共存世界への鍵

朝霧たちこめる森への道

イギリスの研究者、Ｊ．Ｌｏｕｉｓ氏の開発したGPSによる参与描地図法と、
これまでの私の研究を統合し、慣習的権利の確立と検討

森とバカの関係
薬の知識の個人差を生み出すメカニズムの調査

21世紀COEプログラム「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成」,
文部科学省科学研究費・基盤研究（A2)「生活環境としてのアフリカ熱
帯雨林に関する人類学的研究」, 基盤研究(A1)「海外学術調査・フィー
ルドワークの手法に関する総合研究」, 京都大学後援会, 京都大学大学
院ASAFAS, ピグミー研究会, WWF Cameroon, GTZ Cameroon,  カメル
ーン森林省, 国立標本館, リンベの植物園, マレア･アンシアン村の人々, 
ほか博士論文執筆にあたりお世話になった皆さまに心より感謝いたします。

ご静聴をどうもありがとうございました。

ジャー川(カメルーン）からの夕焼け


