
NEWSLETTER, No 11, 2005 

                                               NEWSLETTER                                     

 

生態人類学会ニュースレター 
 
                        THE SOCIETY FOR ECOLOGICAL ANTHROPOLOGY                    
  

 

2005 年 11 月 30 日発行 

 

 

報告 
 

 

市場からみる沖縄現代食品史-在来豚

「アグー」を中心にー 
 

 小松 かおり 

静岡大学人文学部 

 

1. はじめに 

本発表の目的は、公設市場の食料品売場から

沖縄の食品の現代史を概観した上で、近年ブーム

となっている在来豚「アグー」の商品化を事例とし

て、沖縄の食品の社会文化史について考察するこ

とである。 

 那覇は、琉球王朝の時代から沖縄内外の物資流

通の拠点であり、那覇市には、古くから公設市場が

発達した。現在の那覇市第一牧志公設市場（以降、

牧志市場）は、戦後に闇市として始まり、那覇の台

所としての役割を果たしてきた。復帰後は、「ヤマト

（=本土）」と「シマ（=沖縄）」を結ぶ中継点であり、

沖縄における食品の盛衰は、この市場に端的に現

れる。 

 1980 年代の報告書（沖縄大学沖縄学生文化協

会、1982）と 2002 年の発表者による調査を比較す

ると、 近 20 年の牧志市場の商品と顧客の変化が

概観できる。公設市場は、戦後の食糧不足の時期

には代表的な小売り形態であり、日常的な食品売

買の場であった。また、市場がもっとも賑わうのは

行事の前、特に旧正月と旧盆の前であり、市場の

サイクルは、このハレとケのサイクルに従っていた

のであるが、 近、日常の顧客が地元客から観光

客へと急激に移行した。しかし、観光客が訪れるの

はそこが地元の匂いがする市場であるという理由

からであり、地元客に向けた商品が観光客を呼び

込み、観光客の存在が市場の存在を支えるという

構図となっている。また、1981 年の調査では、多く

の分野で沖縄産の食品（シマー）よりも本土産の食

品（ナイチャー）の方に価値がおかれ、価格も高く

設定されていたが、近年の沖縄ブームと「沖縄の

食は長寿食」という言説によって、沖縄産品は「シ

マー」から「長寿食」へと復権した。 

 

2.  沖縄の豚肉食文化とその変容 

 沖縄の豚肉食文化は日本の中では非常に特殊

である。沖縄ではブタはウヮーと呼ばれ、現在の豚

肉食は、14 世紀後半に中国より導入された豚によ

って始まったと考えられる。以降、サツマイモ栽培と

セットで沖縄全体に拡がった。沖縄のブタ飼養は、

屋敷地内での少数頭飼育であり、都市部を含めて

多くの家庭がブタを飼育し、正月前には自家屠殺

していた（ショウガチウヮー）。このような経験から、

ブタの各部位には細かい名称が付与され、骨・内

臓を含むほとんどの部位が食用に供され、さまざま

な豚肉料理が発達した。豚肉は行事食の主役であ

り、油脂の 大の供給源だったのである。このよう

な歴史を背景として、1990 年当時、牧志市場には

豚肉を主に商う精肉店だけで 22 店舗あり、肉（シ

シ）、骨（フニ）、脂（アンダ）、血（チー）、内臓（ウチ

ミ）、皮（カー）をさらに細分化した 31 の部位が商わ

れていた（小松 2002-1）。また、グラムではなく斤

を単位とした売買、枝肉（半身）で仕入れ、スライス

などの加工をしない状態で売買されること、買い手

と売り手の知識の共有を前提とした値札の不在、

彼らの関係を潤滑にするおまけ（シーブン）の存在

など、独特の豚肉市場文化とも呼べる作法が存在

した。近年の精肉売場では、精肉の中に売れる部

位と売れない部位の差が開いてきたこと、精肉に

比べて観光客向けの加工品の販売量が増えたこと

などの変化が見られるが、もう一つの大きな変化は、

ブランド豚の興隆であり、さまざまな名称のブランド

豚が高値で取引されている（小松 2002-2）。ブラ

ンド豚の中でも特に注目され、全国的にブームとも

いえる動きを見せているのが、在来豚をルーツとす

る一連の商品である。 

 

3. 在来豚の復活 

 現在商品化の基礎となっている在来豚は、「島

豚」または「アグー」と呼ばれている。沖縄のブタは
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前述のように、14 世紀に中国から持ち込まれた品

種をベースとして、19 世紀前半にイギリス船からも

たらされた品種、20 世紀になって本土から品種改

良のために持ち込まれたバークシャーなどの西洋

品種が交配されて、その後 20 年ほど経った大正時

代までに、島豚（またはアグー）が成立し、戦前の

沖縄のブタの主流となる。アグーは沖縄戦で激減

し、その後の西欧品種の移入の中で経済性の低さ

のために豚肉市場から消えたが、少数の好事家が

趣味的に細々と飼育していた。1980 年代、沖縄の

文化的復興を願う名護市立博物館の館長がアグ

ーの血を引く形質をもつブタを収集し、祖先の知

恵を学生に伝えたいと考えた北部農林高校の教

諭が戻し交配によって戦前のアグーに近い形質を

もつ品種をつくりあげた。バブル時期のブランド豚

ブームと、テレビなどのメディアが全国的に北部農

林高校のアグーを幻のブタとして取り上げたことに

よって、JA 沖縄経済連を初めとする先進的な畜産

家たちがアグー、または西欧種と交配したアグーを

「あぐー」「島豚」、またはその関連名称で売り出し、

通常市場に出回る豚肉に比べてかなりの高値で取

引されるようになった。そのほとんどは、本土向け

である。平成 17 年度からは沖縄県がアグーの系統

の確立と経済性の発展のためのプロジェクトを立ち

上げ、アグーの認定制度を整える準備中である。 

 アグーの特徴は、3 点にまとめると、「毛が黒いこ

と」「脂が厚くおいしいこと」「コストに対する産肉性

が低いこと」に集約される。「黒いこと」はアグーす

なわち在来性の証明、「脂が厚くおいしいこと」はア

グーの価値、「コストに対する産肉性が低いこと」は

克服されるべき課題である。 

 経済性が産肉性であった時代に非経済的である

として捨てられたアグーは、メディアと結びついた

経済性によって復活した。そして、アグーの経済的

な価値の基本は、ネーミングに象徴されるように

「沖縄の伝統」である。ここには、牧志市場全体で

見られたような「ヤマト」に対する「シマー」の復権、

黒豚で有名な鹿児島に対する歴史的な対抗意識、

現在の「沖縄」の商品価値などが含意される。 

 

4. おわりに 

 家畜や作物の「伝統」品種が商品化されるとき、

問題となる点がいくつかある。帰属とアクセス権、系

統の認定の指標と認定の主体、地域差と地理的範

囲などの問題である。アグーに関する一連の動き

の中で、系統の認定の指標が「黒」という色から

DNA 鑑定へと移ろうとしている、統一されていなか

った名称が「アグー」へと一元化されるなど、さまざ

まな変化が見られる。また、「沖縄」の在来豚として

の統一性が沖縄の中の文化の地域差を隠蔽する

可能性がある。さらに、さまざまな家畜・作物にお

いて、在来品種は品種内多様性が大きい。アグー

の場合、さまざまな品種が掛け合わされて現在に

至った経緯もあり、近親交配による系統造成をして

も、まったく同じ品質をつくりだすことは難しい。在

来家畜の特徴として品質が不揃いであることと、現

在の流通経済が求める品質の均一性のあいだに

ジレンマが生まれる。このような「伝統性」と流通経

済のジレンマを乗り越えて、「アグー」がこれからど

のような形となり、どのような言説を担うのか、これか

らも追っていきたい。 

 

参考文献 

沖縄大学沖縄学生文化協会 1982「那覇市第一牧

志公設市場調査報告」『郷土』第 20 号。 
小松かおり 2002-1 「シシマチの技法」松井

健編『講座・生態人類学 第 6 巻 核としての

周辺』京都大学学術出版会。 
小松かおり 2002-2 「第一牧志公設市場のゆく

え」松井健編『開発と環境の文化学』榕樹書林。 
 
 

 

サンゴ礁資源をめぐる取引慣行とリスク回

避：沖縄・佐良浜の事例から 

 
高橋 そよ 

沖縄大学地域研究所  

特別研究員 

 

1. 目的  

本稿の目的は、外部の流通システムを馴化させ

ながら、地域固有の経済活動がどのような論理にも

とづいて実践されているのかを考察することである。

調査地域である沖縄・佐良浜集落では、追い込み

漁やモリツキ、小型船舶によるパヤオ漁など 14 種

類の漁撈活動が営まれている。特に、サンゴ礁に

生息する生物を対象とした潜水による漁法は、追

い込み漁による網漁、貝類、採集からなり、これら

はマドマーイとよばれている。 

筆者は、これまで、マドマーイとよばれる潜水漁

を営む漁撈集団が、複数の漁法を組み合わせて

活動をおこなっていること、そして、その組み合わ

せが集団ごとにことなるため、漁獲対象魚や利用

する漁場にも違いが生じることを明らかにしてきた

（高橋 2004）。佐良浜集落では、このように漁獲さ

れた魚はセリではなく、ウキジュとよばれる取引慣

行によって売買されている。本稿では、佐良浜で

おこなわれている取引慣行の意味を社会的な文脈

とサンゴ礁資源の利用から検討する。 

 

2. 調査対象と方法 

佐良浜集落は、沖縄･宮古諸島のひとつである

伊良部島北東部に位置する。宮古島北部には 10

キロメートル四方にわたって、100 を超える大小さま

ざまな台礁がパッチ状に点在している。このサンゴ
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礁群は、島の人びとからA八重E

や

EAA干E

び

EAA瀬E

じ

EAとよばれ、古く

から魚貝類の好漁場として親しまれてきた。現在、

佐良浜の世帯数は 1404 戸で、人口は 3897 人であ

る。2003年度の統計によると、207 人が漁業に従事

している。 

 筆者は、2000 年から佐良浜集落にて、継続的

に調査をおこなっている。本稿であつかう主な一次

資料は、2002 年 10 月 19 日から 11 月 28 日、2004

年 11 月 3 日から 29 日の期間におこなった調査に

もとづいている。調査は、漁獲物の販売や分配を

めぐる漁師と仲買いのやりとりを中心に参与観察と

聞き取りをおこなった。 

 

3. 結果 

佐良浜には、セリがない。このため、島に水揚げ

された水産物は、伊良部漁協をとおして那覇の卸

売市場へ出荷されるか、 漁師と仲買いとの固定さ

れたウキジュとよばれる関係によって売買されてい

る。調査期間中に漁を行っていた 44 組の漁撈集

団のうち、約 86 パーセントがウキジュ関係によって

漁獲物を販売していた。不定期に漁をおこなう高

齢や兼業の漁師の中には、漁協に手数料を支払

って委託販売するものもいる。 

ウキジュとは、漁師と仲買いとの固定された取引

関係を意味し、また、その取引相手のことを指す場

合もある。漁師は、ウキジュ関係のある仲買いに必

ず、その日の水揚げのすべてを売られなければな

らない。また、仲買いは、必ずウキジュ関係のある

漁師がとってきたすべてを買い取らなければならな

い。調査期間中、7 人の仲買いがいて、38 組のウ

キジュ関係があった。どのような漁撈形態の漁師と

ウキジュ関係を結ぶかは、仲買いによって異なる。

そして、この違いは仕入れにも大きく反映されてい

た。 

調査期間中、すべての仲買いが仕入れた水産

物は、全体で 47 種類あった。このうち、もっとも多く

の種類を扱ったのは、32 種類を仕入れた仲買いで

あった。一方、もっとも少ないのは 4 種類であった。

この仲買いは小型船舶の漁師とのみ取引をおこな

っており、サンゴ礁を漁場とするマドマーイとのウキ

ジュ関係はなかった。そして、水揚げされた水産物

の約7割が一人あるいは二人の仲買いにのみ扱わ

れていた。 

佐良浜の漁撈活動は、漁撈集団ごとに選択する

漁法が異なるため、対象魚種が重なることが少な

い。これは、漁師との個人的な取引関係によっての

み魚を仕入れることのできる仲買いにとって、自分

しか扱わない水産物の仕入れを可能とする。つまり、

どの漁撈形態をとる漁師とウキジュ関係を結ぶかは、

仲買いにとって、ほかの仲買いとの「商品」の違い

を生み、過当競争を避けるための販売ストラテジー

となるのである。そして、漁師は、この仲買いの期

待にこたえるために、調理用の魚として需要の高

いニー・ファヤ・ゥズ（煮る・食べる・魚）といわれるリ

ーフ・フィッシュの漁獲、なかでも、ほかの漁撈集団

とは異なる種への漁獲を選好して努力していた。 

一方、仲買いは、不漁という漁獲の不安定さ、不

確実性を了解しなければならない。そこで、「商品

の品薄」というリスクへのさまざまな対処方法をめぐ

らし、普段は島外市場に出荷する大型集団追い込

み漁アギヤー組からタカサゴを仕入れたり、ビンナ

ガを石垣島から取り寄せたり、セリ値の変動をにら

みながら那覇や京都などの卸売市場にキハダマグ

ロを出荷している。こうしたジェット機化による運輸

の発展や急速冷凍などのテクノロジーの発達とい

った流通システムを取り囲む状況を馴化させながら、

安定した仕入れが確実であるウキジュという取引慣

行を運用している。 

ところが、ウキジュという取引慣行において、仲

買いと漁師の関係性は、必ずしも経済的な価値の

みに還元されない。ウキジュ関係を継続させるため

に、漁師と仲買いの間では、注文やクレームをつけ

ない無言の交渉、そして手の内をすべて見せると

いう信頼、漁師の仲買いからの前借りといった生活

保障の期待という関係のあり方が重要とされてい

る。 

佐良浜の人びとは、このような関係性は「ツム・カ

ギ（心・美しい）」によって支えられると説明する。ツ

ムカギとは、佐良浜の民俗語彙で、優しさや思い

やりといった気質をさす場合もあるが、商売上のお

まけを意味することもある。佐良浜の人びとは、ウキ

ジュとセリ制について、「セリは当たり前の利潤しか

ないが、ウキジュは心で調節する」という。ツムカギ

は、相手を思いやる行為として漁師から注目され、

「いい」仲買いの評価のひとつだといわれている。

では、実際の取引のなかでどのくらいツムカギが支

払われているのだろうか。ある仲買いの総売上げと

買取金額、諸経費、漁師に支払ったツムカギの合

計金額を 20 日間記録した。すると、純利益とほぼ

同額の約 73000 円が支払われていた。 

 

4. 考察 

漁師と仲買いの関係性において、どちらかに絶

対的な優位さがあるのではなく、関係の解消をする

権利はどちらにもあるという。ところが、実際にはそ

れほど頻繁に解消はおこなわれていない。仲買い

は、ウキジュ関係において、貨幣による 大なる利

益の追求というよりも、むしろ、安定した収入とツム

カギに収斂される、商品を供給する相手とのつな

がりの維持にむけて努力をしている。つまり、ウキジ

ュ関係におけるリスクとは、漁師の不漁による「商品

の品薄」といった不確実性だけではなく、暗黙の契

約関係といった個と個とのつながりの繊細さにある

のではないだろうか。ウキジュ関係におけるリスクと

は、自然的状況だけではなく、社会経済的な諸条

件との相互作用によって認知されるのである。 
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一方で、漁師は、自分しか扱わない魚を仕入れ

たいという仲買いの期待にこたえようと、他の仲買

いとウキジュ関係にある漁師がとらない魚をターゲ

ットとする。つまり、佐良浜の取引慣行において、

資源利用の特化が促進されない。漁法や対象魚

種が異なれば、利用する漁場もかわってくる。漁師

は、魚の生態や漁場に関する民俗知識を充分に

活用して、その日の漁撈活動を選択している。つま

り、ウキジュという取引慣行によってのみ、生産物を

売ることのできる佐良浜漁師が、ウキジュ関係の継

続に向けて努力するということは、結果的に、サン

ゴ礁資源の利用を分散させる状況を生み出してい

る。 

 

参考文献 

高橋 そよ 2004 「沖縄・佐良浜における素潜り漁

師の漁場認識:漁場をめぐる「地図」を手がかりとし

て」『エコソフィア』14:101-119。 

 

 

 

逆「オープンアクセス」の悲劇を超え

て－琵琶湖・有害外来魚駆除事業の事

例から－ 
 

卯田 宗平 

国立歴史民俗博物館 

 

１．はじめに 

 本研究では、琵琶湖での有害外来魚駆除事業を

事例に、自然保護の思想や自然再生の事業と地

域の生業がどのようなかたちで交差するのかを問

題とし、その上で、自然と対峙し自然を利用しなが

ら生活する人びとと自然との関係性に関して一考

察を加えた。 

 現在、琵琶湖では、オオクチバス（Micropterus 
salmoides）とブルーギル（Lepomis macroch rus）に

よる淡水生態系の撹乱が問題となっており、滋賀

県主導による外来魚駆除事業が実施されている。

この事業は、県側が一定の買い上げ価格を設定し、

外来魚を「いつ、どこで、どれだけ獲ってもよい」と

いう、いわゆるオープンアクセスの状態にすること

で全面駆除を目指すものである。 

i

この事業をめぐっては、魚類生態学者や漁民が

中心となる外来魚駆除派と釣り産業や釣り人を中

心とした擁護派に分かれ、事業の賛否に関する議

論が起こっている。なぜなら、この外来魚は地域生

態系にとって悪影響が指摘される一方で、釣り魚と

しての魅力や経済的な有用性をもつことから二分

法的な構図が形成されるのである。しかし従来の

議論では、この事業をめぐる二元論が先行し、駆

除事業が生業の現場でいかに実践されているかが

まったく問われていなかった。 

 

2．調査地の概要と方法 

 本研究では、琵琶湖 大の漁業集落である滋賀

県近江八幡市沖島を調査地とした。面積 1.5 ㎢の

孤島である沖島は、島内人口が 459 人（男性 217

人、女性 242 人、2002 年度）、戸数 145 戸、漁業従

事者が 141 人である。 

調査期間は 1999 年度から 2004 年度まで継続

的に 12 ヶ月間おこなった。調査では、漁師たちの

日々の漁獲行動や漁獲量を GPS 装置で記録し、

そのデータを GIS で処理し利用した。また、外来魚

に対する漁師たちの対応の来歴の聞き取り作業も

おこなった。 

 

3．新たな外来魚漁の特徴と漁師たちの対応 

 この外来魚駆除事業（以下、漁師たちの言葉に

ならって「外来魚漁」とする）の大きな特徴は、秋期

に 盛期をむかえる点である。外来魚漁の出漁 1

回一人あたりの平均漁獲量をみると秋期（10-12

月）が有意に高い。この時期、琵琶湖ではゴリ（ヨシ

ノボリ）底曳き網漁が終わり、次のエビやワカサギ

漁が開始される前の「ちょうど漁（仕事）がない時

期」である。そのため、この時期は、一日あたりの外

来魚漁の出漁人数もほかの時期に比べて有意に

多い。 

 こうした条件のなか漁師たちの対応をみてみると、

以下の点がわかった。使用データは、2002 年 4 月

から 2004 年 12 月までの「一日あたりの平均出漁人

数（人／日）」及び「出漁一回一人あたりの平均漁

獲量（㎏／人／日）＝単位漁獲努力量あたりの漁

獲量（CPUE）」である。 

第一は、2002 年度から 2004 年度にかけて、漁

師たちは特定の時期にのみ駆除活動を集中させ

ていることである。とくに彼らは、CPUE が上昇する

9-11 月に集中的に出漁し、CPUE が減少し始める

12 月中旬頃に次の漁に移行する。すなわち彼らは

「外来魚が獲れるときに獲る」という対応を繰り返し

ている。 

 第二は、CPUE の通時的な変化である。CPUE は、

その指数の変化から、ある時期の資源量の相対的

な変動を判断する指標として使用されている。この

指数の変化をみると、2003 年 11 月から翌年 1 月ま

での指数は減少している一方で、そのほかの月は

有意な減少がみられず、前年と相対的に同じ変動

を繰り返している。 

 こうした彼らの対応で注目したいのは、4-7 月の

外来魚の産卵期及び稚魚の時期に駆除回数が減

少している点である。一般に、外来魚の有効な駆

除方法は、産卵期（4-5 月）及び稚魚期（6-7 月）に

漁獲努力を集中させることである。漁師たちは、こう

した方法を勉強会や告知等で認知している。しか

し、この時期はアユやハスの刺し網漁の 盛期に

あたる。また外来魚の稚魚期は、稚魚の個体が小
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さく、多くの漁獲量（＝漁獲高）が望めないため出

漁しないのである。 

このように、特定の時期にしか駆除しないことや

4-7 月に駆除努力が少ないこと、また生息量に関

する指数に大きな変動がみられないことから指摘

できることは、仮に駆除事業をこのまま継続しても、

結果として外来魚漁が持続的に展開する可能性

があることである。こうした結果を漁師の側からみれ

ば、新たに開始された外来魚漁を従来の生業暦の

空白期間に取り込み年間の操業を続けていること

になる。 

 

4.漁師たちの対応と社会経済的な背景 

これまで、漁師たちの対応について検討した。し

かし生業や資源に関わる議論の際、その行動を動

機づける社会経済的な背景との関係性を無視でき

ない。なぜなら漁業活動は経済活動であり、漁獲

から流通までの相互作用のなかで成立しているか

らである。そこで本研究では、沖島の漁業をめぐる

社会経済的な背景が漁師たちの対応にどのような

かたちで作用したのかを考察した。 

沖島の漁業で特徴的な点は、タキヤと呼ばれる

佃煮加工業者が漁業活動から流通にかけての中

心に存在することである。沖島では、複数の漁師が

一軒のタキヤと直接契約し、漁獲物のすべてをタ

キヤに水揚げする仕組みになっている。これを「モ

チブネ（持ち船）」制度という。2004 年現在、沖島に

は 13 軒のタキヤが 1 軒につき 3-15 人の漁師とモ

チブネ契約をしている。このタキヤは、自らの在庫

状況や店舗での消費動向を勘案し、漁獲対象の

魚種や漁法の変更を漁師側に指示する。とくに沖

島では、漁獲物を商品にできるのはタキヤだけで

あり、漁師はタキヤの決定に従わなければならな

い。 

このように沖島での漁業は、タキヤとの経済的な

つながり（強制といった一方的な関係性も含む）に

より規定され展開している。こうしたなか漁師たちは、

漁業で生計を維持するために「アユやハス漁の

盛期（＝多くの駆除努力が必要な外来魚の繁殖期

や稚魚期）には外来魚漁に出漁せず、ほかの漁が

少ない時期にのみ外来魚の駆除努力を集中させ

る」という対応を選択していたのである。 

 

5.おわりに 

 このように生業の現場では、漁師たちの対応が既

述の二元論の構図で捉えられるほど簡単ではない

ことが分かる。むしろ漁師たちは、1984 年から開始

した自主的な駆除活動や「琵琶湖の固有魚を守

る」という駆除派の立場から言説、また「多くの駆除

努力が必要な時期に外来魚を獲らない」ことや「獲

れるときに獲る」という行動を選択していた。その結

果、仮に事業を継続しても外来魚漁が持続的に展

開される可能性があることを指摘した。 

こうした彼らの対応には、「自然への関心」ととも

に「生業（経済）への関心」という二つの関心が内

在している。ここでいう生業とは、自然と対峙し、自

然を利用しながら生計を維持する活動のことである。

そのため、生業に従事する人びとは、「生業（経済）

への関心」とともに「自然への関心」という二つの論

理を持たざるを得ないのである。この「自然への関

心」の基底には、むろん琵琶湖で生計を成り立た

せるための要求が裏打ちしている。こうしたなか琵

琶湖の漁師たちは、個々の判断・意思決定におい

て、この二つの論理を使い分け（あるいは折衷さ

せ）ながら外来魚に対応していたのである。 

 

 

 

鬼ごっこ起源論再考～サルの遊び研究の

立場から 
 

島田 将喜  

京都大学大学院 

理学研究科人類進化論研究室 

 

１．鬼ごっこの起源を巡って 

「鬼ごっこ」とか「鬼ごと」といった遊びが日本各

地に見られるということは、昔からよく知られていた

が、その起源について江戸時代以来問われてきた。 

 平安時代の僧恵心僧都が、地蔵と地獄の鬼のや

りとりを子供たちに教えたところ、子供たちはこれを

「比々丘女」という遊びにしたと「三國傳記」（1431）

にあることから、江戸時代の考証史家は、これを鬼

ごっこの起源と考えた。また柳田国男は、鬼ごっこ

と同様に、鬼追い、鬼やらい、といった神事が全国

的に見出せるという民俗学的事実から、こうした神

事を子供が模倣したのが起源になっていると考え

た。これらの説に対して、遊び方としての鬼ごっこ

は、日本の宗教的な鬼の概念とは無関係であり、

鬼ごっこの起源は日本の宗教そのものよりも古い

はずだ、とする説がある。 

 後者の説の根拠になっているのは、鬼ごっこは世

界中に普遍的に見出せる、という主張である。確か

に地球上の異なる文化･地域集団にその集団独特

の遊びがあると同時に、集団間でよく似た遊びが

同時に見られるという現象がさまざまな遊びについ

て知られている。しかし、人類の普遍的行動をリスト

化した Brown の著作（1991）には、そのリストに「遊

び」という項目はあっても「鬼ごっこ」という項目は認

められず、鬼ごっこの普遍性は必ずしも自明では

ない。したがってまずこの点について調べてみた。 

 本研究では、鬼ごっことは、複数の子供が、同時

または前後して走る、単なる「追いかけっこ」とは異

なり、「追いかけっこに複数の規則を加えることで、

それが持続的になった遊び」、と定義する。こうした
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遊び方には多くの種類が考えられるが、鬼という言

葉とは無関係に、その遊び方と規則の有無だけで

定義されている点に注意を要する。 

 世界のさまざまな地域･民族の大人や子供の遊

びを収録した大林ら編著の「民族遊戯大事典」

（1998）をデータベースとして扱い、鬼ごっこが世界

中の民族においてどの程度見出されるかを調べた。

その結果 65 の民族カテゴリーには子供の遊びに

関する十分な記述が見出され、そのうち 80％

（52/65）には鬼ごっこがあることがわかった。またウ

ェ ブ 上 で 利 用 で き る 人 間 関 係 地 域 フ ァ イ ル

（eHRAF）をデータベースとして用い、そこに登録さ

れている子供の遊びについて扱った 787 の文献

（2005 年 9 月現在）のうち、英語で鬼ごっこに相当

する語 tag を含む文献を調べた。その結果 14 の

文化に tag についての記述があり、「tag がない」と

述べている文化はないことがわかった。また多くの

場合、一人の鬼対複数の子という遊び方がもっとも

一般的であることも確かめられた。 

 一方、たとえば古代ローマ時代のヘルクラネウム

には｢目隠し鬼｣をモチーフとした壁画が描かれて

いるし、古代中国にも童の鬼ごとという遊びがあっ

たとされている。以上の証拠からは、文化や地域の

違いや時代の前後に無関係に鬼ごっこは普遍的

に見出される遊びであることが強く示唆される。 

 

２．問題の所在 
鬼ごっこの普遍性に関して、鬼ごっこのように単

純な遊びはどこにでも発生する遊び、とする考え方

がある。しかし、鬼ごっこにはどんなに単純なもの

であっても一般的な恣意的規則（たとえば鬼と子と

いう役割を定める規則や、役割の交代を定める規

則など）が存在し、それに伴い遊びの現象面にも

一般的な恣意的構造（一人の鬼対複数の子など）

が存在する。単純であるという理由だけで、これら

の一般性を説明することは困難である。鬼ごっこが

人類に普遍的であるのはなぜなのだろうか。 

 ある人類文化の普遍性を説明するための文化人

類学的仮説の代表的なものとして、「伝播説」が挙

げられる。この説は現在普遍的に見出されている

現象（ここでは鬼ごっこ）を、歴史上のある一時点に

ある地域に生じた出来事が他集団に伝播すること

によって広まった結果として考える。これに対し、筆

者は次のような仮説を考えた。つまり、「系統群とし

てのヒトは、子供の時には鬼ごっこをする生き物で

ある」、という仮説である。これをここでは鬼ごっこの

普遍性に関する「系統説」と呼ぶことにする。 

 鬼ごっこの普遍性に関して二つの仮説を当ては

めてみよう。まず伝播説によれば地理的文化的障

壁によって鬼ごっこが伝播しなかった地域があるだ

ろう、と予測されるが、事実は上述のように積極的

に鬼ごっこがないという文化はほとんどない。また

伝播説では歴史上のある一時点から鬼ごっこが始

まったと考えるが、現在の世界中の狩猟採集魚撈

民の多くが鬼ごっこをするという報告（大林ら 1998

など）は、歴史上鬼ごっこをしなかった時代があると

いう考えよりも、人類史の90％以上を占める狩猟採

集が主な生業であった時代にも鬼ごっこがあったと

いう考えの方を支持する。これらはヒトという種の出

現時にはすでに鬼ごっこをしていた、と考える系統

説では矛盾が少ない。 

 

３．ヒト以外の動物の遊びとの比較 
系統説によれば、鬼ごっこの起源はヒトの起源よ

り古い可能性があり、ヒトに近縁な現生の動物の系

統において、鬼ごっこに近い遊びが観察されれば

仮説の妥当性を強く支持する証拠になりうる。ヒトに

近縁な大型類人猿のボノボやゴリラが飼育下では、

物を使用して明らかに規則のある追いかけっこを

することが知られている。こうした証拠は、類人猿は

少なくとも潜在的には「規則のある追いかけっこ」と

いう意味での鬼ごっこができる、ということを示唆し

ている。 

系統的に類人猿よりはヒトから遠いマカクの一種

ニホンザル（Macaca fuscata）のコドモの遊びではど

うであろうか。筆者の調査地である嵐山 E 群のコド

モたちの間では、一つの物を複数のコドモが奪い

合って遊ぶ「枝引きずり遊び」が観察されるがその

中で生じる追いかけっこには「物を持つ方が逃げ、

持たない方が追う」という規則性があることがわかっ

ている（島田 2005）。 

 

以下では「枝引きずり遊び」の特徴を分析し、こ

の遊びと鬼ごっこを比較することにより鬼ごっこの

起源について考察する。 

 

４．嵐山 E 群の「枝引きずり遊び」 

京都市の嵐山モンキーパークいわたやまに生息

する嵐山 E 群を対象に 2000 年 7 月から 10 月まで

の 37 日間 238.4 時間の調査を行った。嵐山 E 群

は餌付け群であり、各個体の識別や血縁、順位と

いった情報は知られている。調査当時約 160 頭で

構成され、コドモ（0～4 歳）は 41 頭（オス 15 頭、メ

ス 26 頭）いた。 

観察中、物を対象にした行動（採食を除く）をす

るコドモを見つけたらその個体を追跡し、物を持つ

個体が代われば観察対象もその個体に代えるとい

う方法で、物が放棄されるまで観察を続けた。 

遊びに使用された物の種類、物を所有している

個体、その個体と3ｍ以内にいる物を持たない方の

個体との間に生じる相互行為（どちらが、どちらに

近づいて、その結果どちらの個体がどうなったな

ど）を記録した。枝引きずり遊びのバウトとは、ある

物を巡って生じる 1 分以内で連続している相互行

為の連鎖と定義した。 

その結果全部で 298 のバウトが観察された。す

べてのバウトにおいて、物を巡ってのコドモ同士の
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本気の喧嘩は生じなかった。おのおののバウトに

おいて、同時にいくつの物を何個体が所有するの

か、ということについて調べると、一つの物を１個体

が所有する場合が、時間割合の 90％以上を占め、

同時に 2 個体以上が物を引き合ったり、また同時

に 2 つ以上の物が使用される場合はまれであっ

た。 

また 30 秒以上継続する長いバウトにおいて使用

された物は、餌場の周辺で手に入れられるあらゆ

る物が含まれた（木の枝などの自然の物やペットボ

トルなどの人工の物）が、人から与えられる餌や森

の果実などは使用されなかった。 

すべての長いバウト（151 例）の 87％（132/151）

では、物を持つ方と持たない方の間に少なくとも 1

回の追いかけっこが生じていた。このことから追い

かけっこという相互行為は、枝引きずり遊びのうち

に生じるもっとも典型的な相互行為の一つであるこ

とがわかる。生じた追いかけっこ 382 例のうち、物を

持つ方と持たない方のどちらが逃げ手になったか

を、調べた結果、追いかけっこが生じる瞬間に物を

持つ個体の 3m 以内にいた個体の数（1～3 個体）

に無関係に、物を持つ方の個体が逃げ手になり、

その他の 1 ないし複数の個体が追い手になってい

ることが示された。つまり枝引きずり遊びの追いか

けっこにおいては、物を持つ方が逃げ、持たない

方が追うという規則性があるといえる。 

また、物を持つ個体と持たない方の個体が 1 個

体ずつの場合に双方の性・年齢・順位といった属

性の違いがこの規則性に影響するかどうかを調べ

ると、どの属性も影響を与えているとはいえず、ある

個体が物を持っているか否かによってのみ、逃げ

手の役割が決定されることがわかった。 

また具体的な例に目を向けると、物を持たない

方が近くにいなくなってしまった場合に、持つ方の

個体が自分から他の個体に近づいて座り、その結

果物を持たない方の個体が近づき、再び社会的遊

びが生じる例が繰り返し観察された。 

ある一つの物だけが遊びに使用され、その物を

持つ方が逃げる、という明白な規則性は、遊びに

参与する各個体が、ある一つの物だけを遊びの対

象として価値付け、「その物を持つこと」と「逃げ手

の役割」を結びつけて認識していることを示唆する。

またコドモたちは現に社会的に使用している「その

物」だけを奪い合って遊ぶが、物を持つ方の個体

は、その物を所有しつつ社会的に遊び続けようと

する場合が多く、単にその物を独占したいだけで

はないことが示唆される。むしろ物を持つ方の個体

が、物を持たない方の個体が追いかけてくることを

「期待」するために、近くに個体がいなくなった場合

には、自ら近づき、再び規則的な追いかけっこを始

めることができると考えることができる。 

こうした、「こういう場合にはこうするものだ」という、

サルのコドモたちの間で共有された期待は、たとえ

それが明示的でなくても規則と呼べるものであろう

（黒田 1999）。つまり枝引きずり遊びは規則がある

追いかけっこといってよい。 

 

５．枝引きずり遊びと鬼ごっこの比較 

後に、枝引きずり遊びと鬼ごっこを比べてみよ

う。役割を決定しているのは枝引きずり遊びの場合、

物を持つことであるのに対し、鬼ごっこでは「鬼」と

いう言葉や概念と規則そのものである。また追いか

けっこが生じた場合、前者では逃げ手が 1 個体な

のに対し後者では追い手が 1 個体である。またそ

の規則は前者では原初的で明示的ではないが、

後者では明示的である。参与の仕方にも違いがあ

り、枝引きずり遊びへの参与・離脱は基本的に各

個体の自由であるのに対し、鬼ごっこの場合には、

参与・離脱は規則によって定められ自由ではない

のが一般的である。 

こうした差異が多く見いだされる一方で、共通性

もある。規則が定めているのは、枝引きずり遊びで

は逃げ手を、鬼ごっこでは追い手を決めているが、

どちらも相補的役割の一方を定めている。その役

割は、前者では遊びに使用されている「物」と結び

つけられ、後者では鬼という言葉や概念と結びつ

けられており、両者ともに役割が特定の個体と結び

ついているのではない点で共通している。また全

体としての遊びは、枝引きずり遊びでは物を持つ

方の個体対持たない方の個体、鬼ごっこでは鬼対

子という一対多の構造となっている。 

規則のある追いかけっことしての枝引きずり遊び

をニホンザルがするということは、鬼ごっこの普遍性

に関する系統説の妥当性を支持する結果である。

鬼ごっこは枝引きずり遊びとの共通性の上に成立

したことを想像させる。つまり、ヒトが言語を持つよう

になって以降は、役割の結びつけの対象が「物」か

ら「言葉」へ移行し、また明示的規則を発達させる

ことが可能になり、大局的には一対多の構造を維

持しながらも、逃げ手が一人から追い手が一人の

構造へと変化し、現在の鬼ごっこへと至ったのでは

なかろうか。 
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ニホンザルの昆虫類採食時期の季節性 

 
清野 未恵子 

京都大学大学院 

理学研究科 
 
１．はじめに 

ニホンザルは果実や葉などの植物質や節足動

物などの動物質（以下虫）を採食する雑食性の霊

長類である。植物食の詳細な研究がなされてきた

一方で、虫食は採食時間割合が低いことや、採食

時の同定が困難であるため、あまり研究が進めら

れてこなかった。 初に虫食に着目した河合

(1964)は、ニホンザルが全体で昆虫約 30 種、幼虫

約 5 種の虫を採食し、種類は地域間で大きく異な

っていることを明らかにした。その後、幸島や屋久

島で夏期にアオバハゴロモなどの昆虫類を採食し

ていることが報告され(Iwamoto, 1982; Yamagiwa et 
al., 1998)、断片的ではあるがニホンザルの好みが

明らかになった。屋久島では年間を通して虫を採

食していることが明らかになったが (Hill, 1997)、ど

のような種類で構成され、年間を通した採食がどの

ように維持されているのかは不明であった。本稿で

は、ニホンザルがどのような虫の性質を好み、どの

ような虫を食べ物として選択し、年間を通した採食

が可能になっているのかということを明らかにする

ために、ニホンザルの虫採食時期とその種類を述

べることにする。 

 

２．調査方法と定義 

2003 年 10 月～2004 年 8 月の 11 ヶ月間、鹿児

島県屋久島西部地域の標高 5m～200m 程度の海

岸部に生息する野生群Nina-A（18頭～20頭）を対

象に調査を行った。そのうちオトナメス 5 個体を調

査対象とし、行動を採食・移動・休息・その他に分

けて記録した。虫の採食については、探索・捕獲・

採食に分けた。 

 

３．結果と考察 

ニホンザルが採食した虫の種類は約 40 種に及

んだ。総観察時間に対する虫に関わる時間の割合

は 3 %～17%で 2 月が も高く、10,11 月を除くと各

月 10 %を超えていた。以下探索行動の内容と虫の

種類を季節を追って記述する。 

（１）秋季活動型虫類採食期（10 月～11 月） 

カマキリ成虫・卵、モンゼンイスムシアブラムシな

どが主である。カマキリの種類はハラビロカマキリが

ほとんどで、花が咲いている樹種で採集することが

多かった。カマキリ成虫は体内に線虫を飼っている

ことが多いが、線虫ごと食べているわけではないよ

うだ。それは、あるワカオスがカマキリを採食する際

にカマキリを腹部と胸部の間でちぎって線虫だけ

取り除いてから食べていたからである。ただ、この

行動はどの個体でも観察できたわけではない。カ

マキリ卵の種類もハラビロカマキリが多く、樹上で

採集することが多かった。卵はスポンジのような卵

嚢のなかに産み付けられており、サルはその卵嚢

を噛みしがんで卵を食べて卵のうのみを捨てる。そ

のほかイスノキにできる虫こぶのなかに生息してい

るアブラムシを採食していた。 

（２）冬期不活動型虫類採食期（12 月～3 月） 

冬になると一斉に地面で枯葉を開くまたは朽木

を崩す行動が始まった。アメイロオオアリ、森林性

ゴキブリ、クワガタやコガネムシの幼虫（カブトムシ

は除く）、ムカデ、カネタタキなどを採食していた。

温度の低下や日照時間の低下に伴って、越冬を

目的とした虫類が枯葉や朽木などの枯死した植物

に隠れるという習性を利用した探し方である。虫の

種類によってどのステージ（成虫や卵など）で越冬

するかは異なり、ニホンザルが採食するのは幼虫・

蛹・成虫である。朽木を一時的な隠れ家にしている

種類よりも、年中朽木で過ごすような種類は朽木の

奥深くにいる場合が多いが、それらがターゲットと

なることが多かった。生木で集団越冬しているオオ

キンカメムシには目もくれなかった。 

（３）春季活動型虫類採食期（4 月～6 月） 

春になると、若葉の展開にあわせて一斉に発生

する蛾や蝶類の幼虫を採食していた。特にウバメ

ガシについている幼虫類が多かった。その他、鳥も

採食しないといわれている猛毒のサツマニシキとい

う蛾の幼虫も好んで採食していた。幼虫が毛で覆

われていてもお構いなしで、その場合は幼虫を手

ではさむか幹にあててこすり、毛を除いて採食して

いた。 

（４）夏季活動型虫類採食期（7 月～8 月） 

夏になると、虫類の多くが成虫となって発生する。

それに応じてアブラゼミはもちろん、アオバハゴロ

モなどのセミ類、ノコギリクワガタ、カミキリムシなど

の甲虫類、ハヤシクロヤマアリ、ツユムシ類、ナナフ

シ類を採食した。ハヤシクロヤマアリの場合、アリの

巣を見つけると成虫をのぞいて蛹・幼虫のみ採食

した。夏季に発生する成虫は飛翔能力や跳躍力

が優れているものが多いため、発見後に捕獲する

までの時間が他の季節よりも長かった。果実を採

集するときとは異なり、樹上から地上に逃げた虫を

走って採っていた。 

 

４．まとめ 

これまで報告されていたより多くの虫を利用して

いることが明らかになり、各季節に異なる種の虫を

利用していた。ニホンザルが好むステージ（卵か幼

虫か成虫か）は虫の種類によって異なっており、そ

のステージの出現時期にあわせて採食が頻繁に

なっている。また、幼虫では食樹が決まっていて羽

化するまであまり移動しない性質や、群居性といっ

た一箇所に集中する性質が重要であると考えられ
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る。成虫はアオバハゴロモといった飛翔力の弱いも

のが好まれるが、飛翔力や跳躍力の高いツユムシ

やセミなども頻繁に食べられており、短時間で大量

に手に入るということだけが決め手となっているわ

けではないようだ。冬季には隠れている虫の探索

に長い時間をかけていることからも、探す、つかま

えるといった行為も虫の採食においては重要なの

かもしれない。著者が別の群れを観察している際、

調査対象群なら先を争って食べる虫が通りかかっ

たが、別の群れのサルは見向きもしなかった。これ

は、群れによってどの虫が食べ物として認識されて

いるかが異なることを示唆している。個体レベルの

採食行動の違いもあり、臭いや形態など虫の性質

も採食に対して影響している可能性も考えられる。

何が食べ物とし選択され続ける決め手となっている

かを明らかにするには、今後、個体レベルでの調

査と同時に虫の細かい調査も必要である。 
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ニホンザルは毛づくろいのために鳴くのか、

接近のために鳴くのか 
 

菅谷 和沙 

京都大学大学院 

理学研究科 

 

1．はじめに 

ニホンザルは、毛づくろいの前に発声することが

ある。この発声が行われるのは、近接することを避

けている個体同士が接近する際に、緊張を緩和す

るためである（Mori, 1975）と考えられている。

Masataka（1989）は発声を使い分けることによって、

どちらが毛づくろいをし、毛づくろいをされるのかと

いう意図を伝達しているのだと指摘する。しかしな

がら、この発声は必ず行われるわけではなく、どの

ようなときに発声するかは明らかになっていない。

そこで、ニホンザルの毛づくろいに先立つ発声とそ

の後の行動について調査した。それをもとに個体

関係において音声がもつはたらきを考える。 

 

2．方法 

 調査対象は鹿児島県屋久島の西部域に生息す

るＥ群（25‐30頭）の成体メス７頭である。このなかに

は 2 組の母娘を含んでいる。調査期間は、2004 年

5 月 21 日から 6 月 17 日である。約 193 時間の観

察を行い、成体メス同士の毛づくろいをデジタルビ

デオカメラ（Canon DM-FV40）によって記録した。

ただし、サブグルーピングが頻繁にみられたため、

各個体の観察時間は均等ではない。志澤（2001）

にならって、2m より遠くに離れている 2 個体が距離

を縮めた場合を「接近」とし、その後に毛づくろいを

始めた場合を「毛づくろい」とした。接近の際に近

づいた個体を「接近個体」、近づかれた個体を「待

機個体」と呼ぶこととする。毛づくろいを行う前の 2

分間に発声がみられた場合の毛づくろいを「発声

を伴う毛づくろい」として定義した。 

本研究では接近後の毛づくろいの有無、発声の

有無および発声した個体と毛づくろいをした個体

に着目し、分析を試みた。 

 

3．結果 

① 発声を伴う接近後に毛づくろいを行うか 

発声を伴う接近は63事例であった。そのうち、毛

づくろいを行ったのは 50 事例、行わなかったのは

13 事例であった。行わなかった 13 事例をみると、

接近個体が発声した場合は 7 事例、双方が発声し

た場合は 6 事例で、待機個体が発声した後に、毛

づくろいを行わなかった事例は観察されなかった。 

幸島（Mori, 1975）と比較すると、屋久島では発

声を伴う接近後に毛づくろいを行うことが多く、幸

島では発声を伴って接近しても毛づくろいにいた

ることが少ない（χP

2
P=23.3, p<0.01）。 

 

② 毛づくろいに発声を伴うか 

7個体42組のペアのうち、毛づくろいが観察され

たのは 28 組、173 事例であった。 

毛づくろいを、発声を伴う毛づくろいと、発声を

伴わない毛づくろいに分けると、前者は 50 事例

（28.9％）、後者は 123 事例（71.1%）であった。屋久

島では発声を伴わない毛づくろいが多く、幸島で

は 発 声 を 伴 う 毛 づ く ろ い が 多 い （ χ P

2
P=32.6, 

p<0.01）。 

 

③ どの個体による発声か 

発声を伴った毛づくろいのうち、一方だけが発

声するのは 26 事例であり、双方が発声するのは 24

事例であった。一方だけが発声した場合、優位な

個体が発声するのは 5 事例で、そのなかで接近す
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るのは 3 事例、待機するのは 2 事例であった。劣位

な個体が発声するのは 21 事例で、接近するのは

16 事例、待機するのは 5 事例であった。 

一方だけが発声する場合、劣位な個体が接近

する際に発声することが多い。 

 

④ どの個体が毛づくろいをするか 

発声の有無にかかわらず、接近個体が毛づくろ

いをしたのは 121 事例である。このうち優位な個体

であったのは 72 事例で、劣位な個体であったのは

49 事例であった。一方、待機個体が毛づくろいを

したのは52 事例である。このうち優位な個体であっ

たのは 35 事例、劣位な個体であったは 17 事例で

あった。つまり、優位な個体が接近し、毛づくろい

をすることが多い。 

毛づくろいに先立って一方だけが発声する場合、

優位な個体が発声し接近したのは 3 事例である。

優位な個体が毛づくろいをするのは 1 事例、劣位

な個体が毛づくろいをするのは 2 事例であった。優

位な個体が発声し待機したのは 2 事例で、優位な

個体が毛づくろいをするのは 1 事例、劣位な個体

がするのは 1 事例であった。劣位な個体が発声し

接近した 16 事例のうち、劣位な個体がするのは 6

事例、優位な個体がするのは 10 事例であった。劣

位な個体が発声し待機した 5 事例のうち、劣位な

個体がするのは 1 事例、優位な個体がするのは 4

事例であった。一方だけが発声する場合、劣位な

個体が発声かつ接近し、優位な個体が毛づくろい

をすることが多い。 

 

4．考察 

幸島では発声を伴う毛づくろいが多いことが知ら

れている（Mori, 1975）が、屋久島では発声を伴う

毛づくろいが少なかった。これは、個体数、血縁個

体数および家系数が異なっているためであると考

えられる。幸島は 7 家系 110 頭の群れであったの

に対して、屋久島は 5 家系約 25 頭の群れであっ

た。 

個体数および家系数が多ければ、群れ内の緊

張は高まると考えられる。個体数および家系数が

少ない屋久島で、発声を伴う接近および毛づくろ

いの開始が少なかったことから、発声が緊張の緩

和に関係していることが確認された。 

発声を伴う場合について考えてみると、待機個

体が発声した後には必ず毛づくろいが開始される

ことから、待機個体の発声は毛づくろいと深く関わ

っていることがわかった。 

一方だけが発声する場合、劣位な個体が発声

かつ接近することが多いことから、より緊張の高い

個体が緊張を緩和するために発声しているといえ

る。 
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マリ村落部の衛生環境と子どもの健康 
 

杉本 記久恵 

東京大学大学院 

医学系研究科人類生態学教室 

 

１．はじめに 

マリ共和国をはじめとする西アフリカ諸国の村落

部では、安全な飲料水を供給するためのインフラ

整備が不十分でトイレの普及率が低いために、飲

料水を介して拡大する水系感染症の罹患率が依

然として高い水準にある。本研究では、首都バマコ

から南西に 115ｋｍに位置するクリコロ州ティエンケ

レ村を対象として、飲料水の入手源、飲料水の細

菌汚染の程度、トイレの有無について実態を明ら

かにし、地域に暮らす子ども達の寄生虫感染、健

康状態、栄養状態との関連を検討することを目的と

した。 

 

２．方法 

調査は 2003 年 10 月から 2004 年 6 月にかけて

行った。対象としたティエンケレ村は 1930 年代に

建設された村である。現在も、電気、水道がなく、

人々は「伝統的」な生活を営んでいる。マリでは、

親族集団によって構成される「世帯」ごとに納税や

住民登録が行われており、この世帯単位で井戸や

トイレが共有されている。世帯あたりの構成員数は

平均で 10 人、 も多い世帯では 64 人であった。

村落における全世帯（N=92）を対象に、飲料水の

水源（昔からつかわれている浅井戸、2000 年以降

に導入された覆い付きの深井戸）、家と水源の距

離、飲料水の Ph と水温、飲料水を取水する井戸の

特徴（縁の有無、蓋の有無、囲いの有無［穴の周り

を岩や木などで囲ってあるか、それとも縁だけか］）、

井戸の縁の素材、簡易法による飲料水の細菌汚
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染検査（一般細菌、大腸菌）、トイレの有無を調査

した。さらに、村落に居住する９歳から 13 歳の子ど

も全員を対象に、生体計測（身長、体重、上腕周

囲）、連続する 55 日間における主観的症状の記録、

寄生虫検査（糞便検査、直接塗抹法）を実施した。

浅井戸から取水される飲料水の細菌汚染レベル

（一般細菌、大腸菌）の変動要因を明らかにするた

めに、水温、pH 値、塩素消毒を行うかどうか、井戸

に縁／囲い／蓋があるか、井戸の縁がセメントで

造られているかを独立変数とするロジスティック回

帰分析を行った。また、子どもの栄養状態（ＢＭＩ

［慢性的栄養状態の指標］、３ヶ月間の体重変化

［一時的な栄養状態の変化の指標］）の変動要因

を明らかにするために、家庭環境（年齢、教育、保

護者、世帯サイズ、家畜スコア、財産スコア）、衛生

状態（ゴミ捨て場、飲料水中の細菌量、頭皮湿疹

の有無、シラミの有無）、健康状態（主観的症状とし

ての腹痛の頻度、寄生虫感染）を独立変数とする

重回帰分析を行った。 

  

３．結果 

98％の世帯が浅井戸の水を飲料水として使用し

ていた。また、24％の世帯がマリ保健省の勧告を

受けて井戸の塩素消毒を行っていた。飲料水の細

菌汚染状況は、深井戸から採取した飲料水（1 世

帯）では細菌が検出されず、浅井戸から取水され

た飲料水（91 世帯）の全てから大腸菌ならびに一

般細菌が検出された。このうち、約 70％の飲料水

に中度レベル以上の細菌類が含まれていた。深井

戸の水を除いた 91 のサンプルについて、その細菌

汚染レベル（５段階）の説明要因を検討したところ、

塩素消毒が実施され、縁のある井戸では、大腸菌

汚染の程度が低く、逆に、囲いのある井戸では大

腸菌汚染の程度が高かった。一方、塩素消毒をし

ている井戸では、一般細菌による汚染の程度が低

い傾向がみられた。 マリ全体の村落部におけるト

イレの普及率が低い（6.5％）にもかかわらず、対象

村落では 98.7％の世帯がトイレを 1 つ以上は保持

していた。32％の世帯が「老人のためにトイレを建

設した」と答えた。寄生虫検査の結果、なんらかの

寄生虫に感染していたのは全体の 11％であった。

その中で も感染率が高かったのは鉤虫症であり

（7.1％）、続いて条虫症が 4.1％、鞭中症、蟯虫症、

回虫症はいずれも 1％未満であった。55 日間の主

観的症状調査によると、腹痛があった日数は、平

均1.5日、下痢があった日数は平均0.2日であった。

男女いずれにおいても、「腹痛の多い」子どもでＢ

ＭＩが高い傾向がみられた。また、「家族サイズが

大きい」女児はＢＭＩが高い傾向がみられた。一方、

家畜数の多い子どもでは栄養状態が悪い傾向が

みられた。３ヶ月間の体重変化量は、親と同居して

いない男児において加量が少なかった。 

 

４．考察 

マリでは、保健省や NGO の取り組みで、浅井戸

に蓋をすることが奨励されている。今回の調査から

は、細菌汚染に対する蓋の効果は明らかにならな

かった。しかし、これ以外の条件、例えば井戸に縁

があることによって大腸菌が流入しにくいことが明

らかとなった。また、マリの村落部において、汲み

上げた水によって井戸の周りが水浸しにならないよ

うに木や岩をならべて井戸に囲いを設けているの

をよく見かけるが、この方法はかえって一般細菌に

よる汚染を増加させていることが明らかとなった。

WHO およびマリ保健省は、衛生的な水へのアクセ

スが困難である地域における浄水方法のひとつと

して、水量に合わせた塩素量の投入を勧めている。

塩素消毒のされた浅井戸の水では細菌汚染の程

度が少ない傾向がみられたことから、この政策は飲

料水の安全確保に一定の意味をもつと考えられる

が、対象村落部では水量を測らずに塩素が井戸に

投入されており、浅井戸における細菌類の繁殖を

完全に抑制する効果はなかった。深井戸のからは

細菌類が検出されなかったことを考慮すると、飲料

水の水源として深井戸を用いることは適切である。

しかも、各家から深井戸までの平均距離は 187.5m

で、大多数の世帯が WHO の「衛生的な水へのア

クセスの 低レベルの距離（1000ｍ未満）」以内に

居住していた。しかしながら、「習慣（57％）」「味

（26％）」という理由で人々は飲料水の水源として

浅井戸を選択していた。水源の選択は必ずしも健

康への配慮が選択基準として重視されるわけでは

ないことがわかる。対象村では 1957 年に村を焼き

尽くす大火事があり、トイレの建設はこの後 10 年後

から急増している。また 32％の世帯が「老人のた

め」に建設したと答えていることから、村が拡大し排

泄に利用されていたブッシュが生活圏から遠ざか

ったことによるものであると考えられる。対象村落に

おける寄生虫感染率は、公衆衛生研究所によるシ

カソ州の村落部での寄生虫検査の結果（鉤虫症

31.4％、条虫症 3.3％、鞭中症 3.1％、蟯虫症

3.1％、回虫症 0.0％）に比べ極めて低い感染率で

あり、トイレ数の多さが糞便との接触を物理的に軽

減させていているのではないかと予想された。 栄

養状態と生活環境による重回帰分析では、「家族

サイズが大きい」ほど栄養状態が良いという結果が

えられた。これは、マリの村落部において家族数が

多いほど労働力が増し、生活レベルが向上すると

いう先行研究と一致する結果であった。 

 

５．終わりに 

村落部における外部からの健康改善への取り組み

として、深井戸や鉄筋コンクリートで作られたトイレ

等のインフラ整備を見受けることがある。しかし、深

井戸が導入された村落であっても必ずしもそれが

利用されるわけではなく、住民はそれぞれの選択
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基準に基づいて水源を選択している。また、鉄筋コ

ンクリートで造られたトイレは、長期使用を可能にし、

家畜等の侵入を防ぐなどの利点も持ち合わせてい

るが、高価であり普及させることは困難である。この

ような中、今調査を通して村落レベルで取り組むこ

とが可能ないくつかの取り組みが見出された。例え

ば、浅井戸の形態を改善することによって細菌汚

染が軽減されることや塩素消毒が有効であることが

明らかとなった。 

 

 

 

首都近郊の村に居住するトンガ人の労働

時間：タイムアロケーション調査による推定 
 

 福山 祥子 

東京大学大学院 

医学系研究科人類生態学教室 

 

1．背景 

 トンガ王国では、糖尿病をはじめとする生活習慣

病の増加が深刻な健康問題になりつつある。1973

年に 7.5％だった糖尿病の罹患率は、1998–2000

年には 15.1％にまで増加した (Colagiuri et al., 

2002）。生活習慣病のリスクファクターである肥満

（BMI≥30）の割合は、全人口の 60%に達している。 

ポリネシアに生きる人々は、先史時代の人口拡

散プロセスにおいて太りやすい遺伝的素因を獲得

したといわれている。また一方で、購入食品の普及

による高脂肪食の増加、あるいは機械化による身

体活動量の減少など、「近代化」にともなう生活環

境の変化が、肥満の増加に重大な影響を及ぼして

きたのは間違いない。 

ポ リ ネ シ ア の 国 々 に お い て は 、 海 外 移 住 

(migration)、送金 (remittance)、海外援助 (aid)、

官僚制 (bureaucracy) が社会の重要な構成要素

になっている (頭文字をとって MIRAB 社会と形容

される）。海外移住者からの送金に依存して生活す

る人々の割合が高く、首都ヌクアロファがあるトンガ

タプ島におけるフルタイムの賃金労働者の割合は、

1996 年には男性で 33％、女性で 19％にすぎない 

(Statistics Department of Tonga, 1999)。非賃金労

働者は農業や漁業などに従事しているが、現金収

入を得るために海外に働きに行く者も多い。生活

の近代化をもたらす現金が海外から送金される一

方で、国内には現金収入を得る機会が限られてい

るという MIRAB 社会特有の状況は、労働時間の減

少をもたらしているのではなかろうか。本研究では、

トンガの人々が実際にどのような活動にどのくらい

の時間を割いているのかを直接観察によるタイムア

ロケーション調査によって明らかにすることを目的と

した。また同データを用いて大まかな身体活動量

の推定も行った。 

 

2．対象と方法 

 調査は、2002 年７–10 月、2003 年４–９月、2004

年 11 月–2005 年１月に、合計 10 ヶ月間おこなった。

本稿で分析した簡易スポットチェック法によるタイム

アロケーション調査は、首都から車で 20 分ほどの

距離にあるコロバイ村において、17 世帯に属する

58 人の成人を対象として、2005 年１月 10 日 (月

曜) から 15 日 (土曜) までの連続６日間にわたり

実施した。午前７時から午後７時まで、1.5 時間ごと

に各世帯を訪問し、そのときに対象者が行ってい

た活動を観察・記録した。対象者が不在の場合は、

聞き取りによって活動を記録した。 

調査期間中に著者が記録した活動は 60 種類で

あった。生活時間の分析をするために、これを、生

業活動、賃金労働、家事、教会や村の活動 (以上

４項目の合計を総労働時間と定義する) と、その他

の活動に再分類した。生業活動は畑仕事、漁労、

豚の世話など食物の生産と入手に関わるもので、

家事には調理、掃除、マット織り、樹皮布作りなど

が含まれる。ここでいうマットとはパンダナスの葉か

ら作られるもので、樹皮布とともに重要な文化的意

味をもつ。教会や村の活動には、既婚女性が自作

のマットや樹皮布を持ち寄って行った品評会への

参加、礼拝や讃美歌練習の他に、集いの後の食

事やその準備のための時間も含む。 

身体活動量を推定するために 60 種類の活動を、

活動負荷に応じて 18 の活動カテゴリーに分類し、

FAO/WHO/UNU (1985) を参考に、それぞれのカ

テゴリーごとに想定される PAR  (Physical Activity 

Ratio：基礎代謝量を１としたときのエネルギー消費

量の比) を計算した。各々のカテゴリーに費やされ

た１日の平均時間を男女別に計算し、それに PAR

と BMR (Basal Metabolic Rate：基礎代謝量) を掛

けて 1 日あたりのエネルギー消費量推定値とした。

活動に付随する移動や休憩による活動負荷への

影響は、James & Schofield (1990) の方法に依拠し

ながら補正した。 

 

3．結果 

調査期間中に村を留守にした３名については不

在時のデータを日単位で分析から除外し、 2720 

(人・1.5 時間) の観察数を分析の対象とした。総労

働時間は、賃金労働者の男性が 7.7 時間、女性が

8.1 時間、非賃金労働者の男性が 4.5 時間、女性

が 5.4 時間であった。具体的には、賃金労働者は１

日あたり 6.2 時間の賃金労働の他に、男性 (12 人) 

は0.4時間、0.6時間、0.5時間を、女性 (12人) は

0.1 時間、1.3 時間、0.5 時間を各々、生業活動、家

事、教会や村の活動に費やしていた。賃金労働に

従事していない男性 (10 人) は、同様の活動に

2.8 時間、1.0 時間、0.8 時間を費やし、女性 (24

人) は 0.9 時間、3.4 時間、1.1 時間を費やしてい
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た。  

 2002 年に筆者らが同村において成人 247 人を対

象に実施した生体計測調査によると、男性の平均

身長は 174.4cm、平均体重 94.6kg、女性は平均身

長 163.4cm、平均体重 91.3kg であった。これを

FAO/WHO/UNU (1985) の推定式に投入して得

られた BMR は、男性 2063kcal、女性 1707kcal であ

った。夜の 12 時間のうち７時間を睡眠、５時間を休

息にあてたと仮定し、BMR、活動カテゴリーごとの

PAR、活動カテゴリーごとの時間を用いて１日 24 時

間あたりのエネルギー消費量を計算すると、男性

は 3258kcal、女性は 2461kcal という推定値が得ら

れた。 

 

4．考察 

賃金労働者の労働時間は移動にかかる分も含

めて６時間程度であり、他の労働に費やす時間も

長くはない。賃金労働に従事しないものの総労働

時間はもっと短く、Sahlins (1972) の「豊かな社会」

を思わせる。生業活動に費やす時間が、賃金労働

に従事しない男性で 2.8 時間、女性で 0.9 時間と

いうのは、先行研究で調査された集団との比較に

おいても、もっとも短いカテゴリーに分類される。こ

のように労働時間が短い背景として以下の３点を

挙げることができる。第 1 は対象 17 世帯のうち農作

物を定期的に販売しているのは１世帯のみで、あと

の世帯は自家消費用であったことと、第２は車、耕

運機、除草剤などの利用で作業時間が短縮されて

いることである。第３は主食の根茎類はほとんど自

給しているのに対し、副食は海へ魚介類を捕りに

いくよりも、売店で輸入肉や缶詰を買って済ますこ

とが多いことである。これらを可能にする経済力は、

トンガ国内のみでなく国外の家族からの送金によ

って支えられていることはユニークであり、MIRAB

社会における生活環境が肥満割合の高さと関連し

ていることを示唆するものである。  

教会や村の活動に比較的長い時間が費やされ

ていたのも特徴的である。日中の 0.5 時間から 1.1

時間のほかにも調査期間中は毎晩８時ころから１

時間程度の讃美歌練習があり、対象者のほとんど

が参加していた。さらに練習後には毎回食事もふ

るまわれた。本調査では日中の活動しか扱わなか

ったが、夜間には上記の教会活動のほかにもカヴ

ァ飲み、漁労、マット織りなど様々な活動が行われ

ているため、より正確にエネルギー消費量を推定

するにはこれらも考慮することが必要である。 
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小型沿岸捕鯨におけるヒトとクジラの関係 
 

山口 未花子 

北海道大学大学院 

文学研究科 

 

1．はじめに 

日本では豊富な鯨類資源を背景に、古代から

地域的に寄りクジラなどを利用する体系が存在し

ていた。このような地域において小規模な捕鯨が

行われるようになり、江戸時代には捕鯨は鯨組に

代表される巨大な産業へと発展を遂げた。しかし

1988 年以降、IWC（国際捕鯨委員会）による商業

捕鯨一時停止（モラトリアム）の決議を受け、大型

鯨類を対象とした捕鯨は中止を余儀なくされた。し

かしモラトリアム以降も日本では IWC 管轄外の小

型鯨類を対象とした捕鯨が行われてきた。日本の

捕鯨に関する人類学的な調査はこれまでにもなさ

れてきたが、そのほとんどはモラトリアム以前に行

われ、捕鯨文化や社会システムに重点を置いたも

のであった。しかし捕鯨活動はクジラの生態に大き

な影響を受けて形成されたものであり、捕鯨者はク

ジラを追跡、捕獲する際、クジラに関する生態学的

知識を活用している。また、動物という自然を人間

との関係の中で捉えることは、動物を生態学的側

面からだけでなく、人間の社会や文化を読みとく上

での鍵になる（ウィリス，1979）と同時に、特定の動

物と深くかかわりを持つことは人間の社会構造や

思考、文化にも大きな影響を与えるはずである。 

発表者はこれまであまり焦点を当てられることの

なかった捕鯨船上の活動に注目し、2002 年 5 月か

ら 2005 年 1 月にかけ、捕鯨基地における陸上での

捕鯨活動の観察、捕鯨船員に対する聞き取り、操

業データ（鯨種、操業ルート、捕獲位置、時間）の

収集を行った。本発表では、こうした調査の結果か

ら、捕鯨者がクジラの生態にどのような影響を受け
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て活動を展開しているのかを明らかにし、動物との

関係や距離の違いが異なる動物観を生む可能性

について考察する。 

 

2．調査対象 

現在日本で行なわれている小型捕鯨業では、48

トン未満の小型船で 6 人～8 人の乗組員によりツチ

クジラ、ゴンドウクジラ、ハナゴンドウの 3 種のクジラ

を捕獲している。小型捕鯨業者は日本全国で、網

走（北海道）、鮎川（宮城）、和田（千葉）、太地（和

歌山）の 4 つの捕鯨地域に拠点を持つ 8 社が認可

されているが、捕獲頭数制限内で社を運営するた

めに、基本的には捕鯨船 1 隻を 2 社が共同運営す

るという操業形態をとる。ただし太地と和田の会社

は各自で１隻の船を稼動させている。網走沖、渡

島半島沖、房総沖、三陸沖、太地沖の各漁場にお

いて、5月から12月まで鯨種ごとに定められた頭数

を期間内に捕獲する。本研究の調査対象となった

のはこのうち、鮎川と太地に拠点を置く 2 隻の捕鯨

船とその船を保有する網走（２社）、鮎川、太地の

捕鯨会社 4 社である。 

 

3．クジラの生態に関する知識と捕鯨活動 

調査から、捕鯨船乗組員が捕鯨活動に際し、ク

ジラの生態に関する自らの知識に基づいた活動を

行っていることが明らかになった。例えばツチクジ

ラは音に敏感であるため、エンジンを切るか回転数

を落として探鯨活動を行い、その際魚探機は使用

しない。一方ミンククジラは潮目の縁や鳥まわり（鳥

の集まる場所）にいることが多いためこのような場所

を探し、注意深く探鯨する。またクジラは夜明けや

満腹時に動きを止めて長い間海面に浮かぶような

様子（流す）になるために捕獲しやすくなる。クジラ

がこの“流す”状態になるまで追尾を続け、捕獲す

る。このように、捕鯨はクジラの種や、時にはその個

体の性格に合わせて展開される活動系であること

が理解できる。また、探鯨や捕獲といった様々な場

面で捕鯨者自身の身体が重要な道具として使わ

れていることが明らかになった。 

 

4．捕鯨船における砲手の位置 

広い海の上で小さな船の上からクジラを見つけ、

追尾し、捕獲することは思いのほか困難な作業で

あるという。捕鯨活動は乗組員全員の協力の下で

行なわれるがその指揮をとるのは砲手（または船

長）一人に任されている。砲手は生態学的な知識

や経験を武器にクジラを追い詰めるが、同時にそ

の過程でクジラの心を読み、クジラの動きに重ねる

ようにしてクジラを捕獲する。また砲手はクジラを擬

人化して語り、自分が殺したクジラの魂を供養する

ために毎年漁期が終わると個人的にクジラ供養を

行う。砲手は出漁中にも船の神棚を拝み、験担ぎ

や禁忌についても自ら実践するが、他の船員は

「砲手が代表でやっているから」と自ら進んでは実

践していなかった。捕鯨船乗組員は擬似家族的に

強く結びついた小集団であるが、様々な局面で砲

手対それ以外の船員という 2 層の構造が現れた。

特に実際の捕鯨活動の意思決定や捕獲の場面と、

宗教実践の場でこうした 2 分化が顕著であった。 

 

5．考察 

調査から、小型沿岸捕鯨活動がクジラの生態に

関する統計的、経験的に練られた知識や経験によ

って支えられていることが明らかになった。これは

言い換えれば、捕鯨活動がクジラの生態に規定さ

れた活動系を形成しているということである。その

理由として船が小型で速度や技術に限界があるこ

と、相対的にクジラの認知能力や身体能力が高く

身体の大きいことが挙げられる。このような状況で

は、人間の経験や知識、身体的な技術が捕鯨効

率を左右する大きな要因となる。捕鯨船乗組員の

間に見られる砲手の特別な位置は、経験や技術、

知識を砲手に集積し、彼が活動を決定するシステ

ムを作ることで捕鯨の効率を挙げる効果があると考

えられる。 

こうした砲手の位置は、クジラとの関係あるいは

距離という点でも他の乗組員よりもクジラに近いも

のとなっている。その結果、クジラを擬人化し人と

対等な、あるいはライバルのような存在として捉える

心の動きが見られるのではないだろうか。動物との

関係の違いは、人間の世界観にも大きな影響を与

えると考えられる。動物と強く関わりを持つ北方の

狩猟採集民には、動物と人間の関係において、初

源的同一性やヒトと動物の対等で互酬的な世界観

が見られるが、遊牧民などのように動物との関係が

変化すると、ヒトと動物の間にはカミという仲介者が

生まれ動物の霊性は喪失するという（煎本，2004）。

従って、もっともクジラをよく知り、銛でクジラを撃つ

役割を果たす砲手において、活動をとおしてクジラ

と自分を重ねてゆく狩猟採集民に見られるような心

の動きがみられることは興味深い。一方同じ捕鯨

船乗組員でも、クジラとの関係の違いが宗教観や

様々な実践の違いを生み、結果として砲手以外の

乗組員では狩猟者的な特徴が薄くなる傾向が示さ

れた。こうしたクジラ観は小型沿岸捕鯨の技術的限

界とクジラの高い身体能力によって、人間とクジラ

が対等な力関係を結ぶ、この活動に独自なものと

考えられる。 
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ボルネオ島サマ・バジャウ集団にみられる

村落立地・世帯経済・食物摂取の相関性 

 
小野 林太郎 

日本学術振興会特別研究員 

 

1．はじめに 

ボルネオ島東岸域からスルー諸島へと続く多島

海域にはサマ或いはバジャウと呼ばれる人々が居

住している。本報告では彼らを総称してサマ・バジ

ャウ集団と呼ぶことにする。20 世紀以前の時代、サ

マ・バジャウ集団の多くは土地を持たず、家舟居住

を基本としてこの地域の浅いサンゴ礁域を主な生

活圏とし漁撈・漁業活動に特化する生計活動を営

んできた。こうしたサマ・バジャウ集団の独自の海

洋適応から文献史上では「漂海民」や「海のノマド」

としてのイメージが強い。 

しかしボルネオ島東岸のセンポルナ海域を主な

居住圏としてきたサマ・バジャウ集団の中には 20

世紀以降、海域内の離島群沿岸域に定住化する

傾向が見られ、1950 年代以降はその傾向に拍車

がかかり現在に至っている。こうした定住化の動き

と共に、センポルナ海域のサマ・バジャウ集団にお

ける生計活動や居住地も急速に変容した。特にマ

レーシア国家の成立と熱帯雨林の伐採等に代表さ

れる 1960 年代以降の急速な開発以来、政府主導

の下に離島に住むサマ・バジャウ集団の内陸・半

島部への移住が促進され、漁撈・漁業活動以外の

様々な生計経済活動に従事する人々が増加する

傾向が強い。 

その一方でこの海域には定住化を拒み、伝統的

と呼ばれる家舟居住を基本として漂海生活を続け

てきた人々も存在する。一般的にこれらの人々は

「海サマ人」や「海バジャウ人」として認識される。こ

こでは統一して彼らを「海サマ人」と呼ぶ。これに対

し、20 世紀以降より定住化を開始した人々を「陸サ

マ人」と呼びたい。同様に海サマ人の中にも 1960

年代以降、定住する人々が増加する傾向にあるが、

現在でも半定住化生活を保ち、マレーシア領域と

なるセンポルナ海域とフィリピン領域となるスルー

海域を生活圏として漁撈・漁業活動に従事する

人々が多い。 

 

2．研究の目的 

本研究ではこうした定住化したサマ・バジャウ集

団と半定住化している海サマ・海バジャウと呼ばれ

る人々がモザイク状に居住するボルネオ島東岸の

センポルナ海域における離島部を主な対象として

行われてきた。その目的の一つは両集団に属する

村落において世帯レベルの視点で実践される生

計経済活動の内容や相違を確認・観察する点にあ

った。更に村落レベルでの視点から、村落内の各

世帯群における主要な生業活動が、世帯経済のレ

ベルや食生活レベルとどのような相関性にあるの

かを検討することが第二の目的として挙げられる。 

 

3．結果と課題 

これまでの調査では陸サマ人による 5 つの定住

化村落と海サマ人による 1 つの半定住化村落にお

ける約 250 世帯を対象としてデータを収集した。こ

れらの村落はいずれも離島域に立地しているが、

海域の中心部であるセンポルナまでの距離やアク

セス度、また村落周囲の陸上・海底環境には多様

性が認められる。その結果、定住化集落において

は村落の立地環境によって世帯単位で実践される

生計経済活動にかなりの偏差がみられた。また全

体として漁撈・漁業活動に従事する世帯の比率が

離島域でもそれ程高くないことも確認された。これ

に対し、海サマ人を主体とする半定住化集落では

調査を行った全ての世帯が漁撈・漁業活動に従事

することが確認された。また同じ漁撈・漁業活動で

もそこで実践される漁法や平均漁労時間に関して

は、定住化集団と半定住化集団の間に大きな差異

が認められた。 

一方、世帯経済という面においては、何らかの

給与所得労働に従事している世帯の経済指数が

より高く、漁撈・漁業活動に従事する世帯の経済指

数は村落内における世帯群の中でも も低くなる

傾向が確認された。また各世帯にける経済指数と

食生活の間には大きな差異は認められなかった。

その背景として 1 日に必要な摂取エネルギーの大

半を安価なベトナム産米や砂糖、小麦粉に依存し、

蛋白源としは魚介類への強い依存が指摘できる。 

ただし唯一の例外として、長時間の漁労活動に

従事する世帯数の多い定住化村落の H 村と海サ

マ人によって構成される判定住化村落では、主食

の内訳としてコメよりもキャッサバの利用頻度が高く

なる傾向が認められた。現在のセンポルナ海域で

の 1kg 単位あたりの価格はコメもキャッサバも 2～

3RM とほぼ等しく、両者の 100g あたりのエネルギ

ー量もほぼ一致している。従って、H 村および海サ

マ村落における主食の消費においてキャッサバへ

の依存度が高くなった要因を、その経済価値や栄

養学的価値に求めることはできないことになる。 

これに対し、H 村や海サマ村落を含む調査を実

施した全ての村落では「長時間を海上で過ごさね

ばならない漁労活動や海上生活においては腹持

ちの良いキャッサバが何よりも重要だ」という言説や

「サマ・バジャウ集団における伝統的な主食はキャ

ッサバである」との言説が多く得られた。これらの言

説と先述した食料調査の結果からは、サマ・バジャ

ウ人のキャッサバに対する認識や嗜好性が見え隠
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れしているように思われる。同時に彼らの嗜好性は

副食における魚介類への高い依存度にも見て取

れる。このうち副食における魚介類への依存度の

高さは、彼らの多くが専業ではないにせよ現在でも

漁撈を嗜み、また沿岸域に居住するという村落の

立地環境からも確認できる。しかし主食としてキャッ

サバを好む背景には言説に表象されるような「腹持

ちが良い」という理由以外の要因もあるように感じら

れた。 

例えば、その一つの可能性はキャッサバの料理

法である。既に概観したようにサマ・バジャウ集団

はかつて家舟生活を営んでいた。海の上あるいは

現在の様な離島域での生活において も重要とな

るのは水の確保であり、基本的に飲み水は貴重な

存在となる。ところが、調理の際に水を必要とする

コメに対し、サマ・バジャウ集団におけるキャッサバ

の調理法は一般的に粉末状に加工されたキャッサ

バ澱粉をフライパンで炒めるだけであり、水も必要

としない。即ち、こうした調理における容易さも海洋

適応してきたサマ・バジャウ集団にキャッサバが好

まれた要因の一つではなかったか。同じように土壌

が貧困である隆起サンゴ礁島での栽培にキャッサ

バが適していたという生態学的な要因も指摘できる。

しかし、これらの議論は現時点では発表者の推論

の枠を超えていない。今後の調査・研究における

課題としては、これらの点を含めたより詳細なデー

タの収集を行う必要が指摘される。 

 

 

 

人口増加と市場経済化が進むソロモン諸

島ロヴィアナ地域における慣習的土地利

用制度と森林変化  
 

古澤 拓郎 

東京大学大学院 

医学系研究科人類生態学教室 

 

1．はじめに 

ソロモン諸島ロヴィアナ地域は、近年の人口増

加や市場経済化にともない、生業活動などのライ

フスタイルや森林などの環境状態が変化してきた。

その変化には村落間の格差もみられる。本研究は、

その背景と影響を、人口過密化した都市近郊部の

ドゥンデ村と人口密度がいまだ低い村落部のオリヴ

ェ村の２村における研究からあきらかにする。分析

は（１）現地で収集した社会・歴史的背景に関する

定性的データおよび（２）環境利用行動に関する定

量的データと、（３）衛星画像を用いた土地被覆・利

用分析の３つにもとづく。 

 

 

2．対象地とその社会的・人口学的特徴 

ロヴィアナ地域は、世界有数規模のサンゴ礁ラ

グーン（ロヴィアナ・ラグーン）と熱帯雨林という海

洋・陸域の生物多様性で知られてきたが、近年人

口増加に伴う過剰な資源利用や外国系企業による

森林伐採が環境問題となっている。住民はすべて

共通の祖先を持つロヴィアナ言語集団だが、現在

はサイキレ、カリコング、カズクル・ライトハンド、カズ

クル・レフトハンドの 4 つの慣習地にわかれて居住

している。慣習地とは、土地所有集団（トライブとよ

ばれる）によって所有されており、その利用・管理

はそのメンバーによってなされる。 

調査地の 1 つであるドゥンデ村はカズクル・ライト

ハンドに属している。この村はムンダという町に隣

接しており、そのため住民の約 30％は公務員や商

店主などとして定期収入を得ていたが、それ以外

は農耕・漁労という生業に依存している。この慣習

地は、すべてのトライブが発祥したとされる地域（バ

オ山）を含んでいる。慣習的にロヴィアナの土地所

有権は双系的にたどられ、かつ同時に複数のトラ

イブに所属する。したがって、カズクル・ライトハンド

の土地にたいしては、実際の住民だけでなく、他の

地に移住していったものの子孫（つまり、他の 3 慣

習地にすむ住民）も権利をもつ。 

住民は、数々の訴訟などを経て各家族や個人

が所有する土地を公的に認められるようにしたが、

内陸部を中心に大半は他の地域住民との権利が

複雑にからんでおり所有権が確定していない上、

利用もできない。実質的に利用可能な地域の面積

に対する現在のカズクル・ライトハンド住民数をみ

ると、人口密度は 1 平方キロメートルあたり 100 人を

超える。 

一方、もうひとつの調査地であるオリヴェ村はサ

イキレに属している。ここは、カズクルから約 2 世紀

前に移住してきた集団の子孫が住んでおり、した

がって基本的には住民のみが土地所有者である。

したがって全住民による共同の管理と利用が行わ

れている。人口密度は 1 平方キロメートルあたり 8

人程度である。 

 

3．生業・現金獲得活動 

ドゥンデ村とオリヴェ村から17 世帯と15 世帯をそ

れぞれ無作為に選び、畑面積計測、畑からの収穫

の計量（2 週間毎日）、現金収入の聞き取り（4 週間

毎日）、および成人（18 歳以上）の活動時間を調査

した。 

ドゥンデ村では、現金収入に依存した有職者（公

務員、商店主、機械工）の世帯を除いて生業に依

存している世帯（11 世帯）を取り上げても、成人一

人あたりに換算した収穫（kJ）はオリヴェよりも有意

に低かった。畑の面積には違いはなく、面積あたり

や活動時間あたりの収穫はオリヴェよりも低く、有

職者の世帯と同じ程度であった。 
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労働時間あたりの現金収入額をみると、ドゥンデ

の有職者が 12.0 SI＄と高いのに対して、それ以外

のドゥンデ世帯とオリヴェ世帯はそれぞれ 3.5 SI

＄と 3.6 SI＄であった。つまり、ドゥンデ世帯は雇用

収入がある場合を除き、現金獲得活動において得

られる収入の効率は自給的農業に依存したオリヴ

ェと同程度であるにも関わらず、畑の生産性ははる

かに低かった。 

 

4．環境状態 

1989 年のランドサット TM 画像と 2002 年のランド

サット ETM＋画像をもちいて陸地の環境変化を解

明した。慣習地全体での森林減少率は、カズクル・

ライトハンドが 3.29％の減少に対してサイキレは

2.50％であるが、ランドサット TM／ETM+画像では

検出されない選択的伐採跡地を超高解像度衛星

画像によって分析すると約 8％の減少が後者に加

えられ、全体としてみるとサイキレでの森林減少率

がはるかに大きい。サイキレにおいては、広い慣習

地全体において森林減少が観察された。それはま

ず外国系企業による森林伐採であったが、より大き

いのは伐採跡地など広い範囲に住民が進出して

農地を切り開いたことであった。一方のカズクル・ラ

イトハンド慣習地ではごく限られた場所でのみ森林

減少が見られた。減少の原因は、人口増加と平行

した農地拡大である。しかし、多くの地域が手付か

ずで残されたのは、そこがさまざまなトライブによっ

て所有権が主張されていたため住民が利用するこ

とができなかったためである。 

 

5．おわりに 

カズクル・ライトハンドとサイキレはいずれも近接

した地域に居住するロヴィアナ言語集団であり、本

来は同様の自然環境と社会習慣のもとで生活して

いた。現在はカズクル・ライトハンドでは土地の私

有化がすすんでいたが、土地の所有権にかんして

はサイキレと同じ制度に原則的にしたがっているこ

とが特徴である。つまり、土地の所有権が双系でた

どられることは共通しており、住民以外におおくの

土地所有者がいるカズクルでは住民が生活に必

要な土地を確保するためにその制度に基づいて

所有地を確定する方向に進んだといえる。ロヴィア

ナではもとから全ロヴィアナ住民が自由に利用でき

る資源というものはなく所有権をもつ集団内部での

共同利用が行われてきたのであり、カズクル・ライト

ハンドの場合はその集団のレベルがさらに細分化

されて拡大家族レベルで確定されるようになってい

たのである。 

カズクル・ライトハンドでは、農業生産低下にもか

かわらず代替となる現金収入源は確保されていな

い。それはロヴィアナでの主要な現金収入源であ

る海洋資源についても、社会的な利用制限や過剰

利用による資源枯渇があるためでもある。 

森林環境については、カズクル・ライトハンドで

は住民が所有権を確定した地域において急速に

森林減少がすすんでいた。ただし、一方で土地所

有者や住民のコンセンサスを得やすかったサイキ

レで行われた林業伐採はより大きな森林減少の要

因ともなり、さらに以前は利用されていなかった内

陸部の伐採跡地で住民の活動が行われるようにな

っていた。 

本研究の結果は、いわゆるコモンズとよばれる共

有資源とその管理制度があるとされてきた地域に

おいても、所有権継承にかかわる社会制度が存在

すれば、人口増加や市場経済化にともない私有化

がすすむことを示していた。また、それに伴い、住

民の生業活動や現金獲得活動への負担も増大す

ることが示された。一方で、森林環境の変化からみ

ると所有権が複雑にからみあっていたために林業

伐採をうけいれることができず、結果として森林が

残されることも示された。 

 

 

 

「カボチャ輸出組合（ソサイエティー）と農

家の選択―トンガ王国エウア島の事例―」 
 

森本 利恵 

総合研究大学院大学  

文化科学研究科  

 

1．はじめに 

 トンガはオセアニアの島嶼国であり、王を頂点とし

て、貴族、平民で構成される王国である。トンガの

主産業は農業である。カボチャ栽培は、1987 年ニ

ュージーランドに住むトンガ人ビジネスマンによっ

て紹介され、トンガ農業省による試験栽培を経て首

都トンガタプ島で、1993 年には調査地エウア島で

始まった。トンガのカボチャの輸出先は日本で、日

本と逆の季節を利用して、日本国内のカボチャの

端境期に供給が始まった。 

 1980 年代半ば、国際市場での農産物の価格の

低迷が続く中で、島嶼国の農業生産力もこの影響

を受けた。トンガ経済もその例外ではなかった。そ

れが1990年代になると、カボチャの輸出に関して、

それまで独占的な運営をおこなってきた王族や貴

族の企業家から、平民層出身の輸出業者（地域企

業家）が誕生すると、このカボチャ栽培成功がオセ

アニアの島嶼国の経済モデルからの脱却であると

報告された。 

しかし、輸出業者に限定された先行研究だけで

は、生産者の大半を占める平民層農家の近年のカ

ボチャ栽培の流行は語り尽くされない。また、2000

年に首都トンガタプ島で、2001 年にエウア島で新

たに誕生した農家によるカボチャ輸出組合（ソサイ

エティー）に関しての報告はまだなされていない。
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そこで本発表では、カボチャをめぐる島の変化を調

査地エウア島の事例から明らかにする。 

 

2．カボチャ栽培による農家の土地利用への影響 

 ト ン ガ の 基 幹 作 物 は 、 主 食 で あ る ヤ ム イ モ

（Dioscorea alata）とタロイモ（Colocasia esculenta）

をはじめとするイモ類、嗜好品のカヴァ（Piper 
methysticum）などである。一般の農家は、ヤムイモ

であれば少なくとも数種類の品種を識別しており、

そのうちの複数種を自らの嗜好や市場で売れ行き

のよいものを選んで栽培している。こうした換金作

物は、労働集約的な栽培を必要とせず、トンガ人

の生活に密着しているため需要が安定し（その市

場は国内および海外に在住するトンガ人）、かなり

の現金収入をもたらす。これに対してカボチャ

(Cucurbita maxima)は、バニラ（Vanilla planifolia）と

共に外国向けの輸出作物で、国内および海外のト

ンガ人コミュニティーには需要がない。 

 エウア島の 5 村で行った世帯別栽培作物の調査

から、以下のことが分かった。第一に、各世帯は自

家消費用と換金用に作物を植えている。多くの世

帯は、主食となるヤムイモ、タロイモ、バナナ、キャ

ッサバ、そして嗜好品のカヴァを必ず植えている。

これにバニラ、スイカ、カボチャなどを選択的に加

えている。第二に、カボチャを植えている世帯では、

畑に埋まる他の作付け数が、カボチャを植えてい

ない場合と比べて、著しく減少している。これはカ

ボチャが、広範囲の土地の耕起を必要とし、他の

換金作物との栽培が困難となるうえに、農家に大

規模な土地利用の変更を強いることを意味する。

第三に、カボチャ栽培だけではリスクが高いため、

カボチャ栽培を行う農家の大半は、使用する畑の

半分を自家消費用の作物に、残りの土地をカボチ

ャ用に使用するといった土地利用の変更を行って

いる。こうした栽培農家では、カボチャの種子の購

入量が 10 キロ未満で、10 キロを超える大規模な栽

培は、輸出業者の代表者など一部に過ぎない。つ

まり、カボチャの栽培者の中にも二極化が生じてい

る。 

 

3．カボチャ栽培によるエウア島民への影響 

 カボチャ栽培を行う農家は、輸出業者への加入

が必要である。それは、その栽培方法、輸出先の

市場と流通過程、消費者という点で、カボチャがそ

れまでの換金作物とは全く異なるからである。輸出

業者は、農家に代わって、栽培から出荷までの全

行程を指導、代行する。このため農家の輸出業者

への依存度は増している。 

エウア島では、首都の輸出業者の支部が設置さ

れたことにより、地元出身の支部長の誕生と新たな

雇用が創出された。しかし、栽培農家の中には輸

出業者に加入しながら栽培の成功者と失敗者とい

う 2 つの局面が生まれている。輸出業者は、赤字と

なった契約農家には次年度の契約更新をしない。

失敗者の不満は、輸出業者の買い取り価格、船積

みの順番などにも及んだ。こうして、農家にとって、

「輸出業者に加入し指示通りに栽培を行ってもうま

くゆかない」という、輸出業者への不信感と不満が

募り、農家による農家のための新しい動きを生むこ

とに繋がっていった。 

 

4．農家による農民組合の出現 

 農民組合（ソサイエティー）は、2000 年にトンガタ

プ島で、2001 年にエウア島で結成された。それは

貴族や企業家が運営する輸出業者の高額なマー

ジンに対する農家の不満の表れであり、彼らは組

合を結成してこれに対抗しようとしたのである。ソサ

イエティーの結成は、農家の間に①ソサイエティー

に加入する者、②既存の業者に留まる者、③ソサ

イエティー結成後もカボチャ栽培をしない者という、

3 つの新たな諸相をもたらした。 

 ソサイエティーへの初会合への参加者の多さは、

農家の期待の表れといえる。その会合で、ソサイエ

ティーのエウア支部の代表者に選ばれたのは、エ

ウア島の国会議員（人民代表議員）の O 氏であっ

た。O 氏は前年まで、「島でのカボチャ栽培は、化

学薬品である農薬を使うために有害である」と既存

の輸出業者を名指しで非難していていた。その O

氏のソサイエティーへの加入と支部代表としての任

命は、島民を驚かせた。と同時に、ソサイエティー

の立場、つまり既存業者との差異を示すために、そ

の権威付けとして象徴的な位置を示すことになっ

た。 

 エウア島の既存業者 2 社と契約する農家が、各

30 人程度であるのに比べると、 終的にソサイエ

ティーに登録したのは 24 人で、その大半はカボチ

ャ栽培の初心者であった。この背景には、ソサイエ

ティーの出現に危機感を覚えた既存の輸出業者

が、前年までの契約農家をつなぎ止めるために、

業者の独自性と利便性を訴え、前年までの契約内

容（船積みの順番と業者の買い取り時の料金設定

を契約農家が自由に選択できるように）を改善した

ことによる。こうして既存の輸出業者は、ソサイエテ

ィーとの差異化をはかったことで、ソサイエティーへ

の加入を戸惑っていた栽培経験のある農家をつな

ぎ止めることに成功した。 

 

5．おわりに 

トンガ王国の離島エウア島に新たに誕生した平

民層の農家による農民組合（ソサイエティー）の新

設は、それまで王族や貴族らによって独占的に運

営されていたトンガのカボチャ栽培と輸出のなかで

新しい動きといえる。ソサイエティーの出現は、カボ

チャ栽培をためらっていた農家を中心に、より多く

の農家に栽培への関心と意欲を与え、新たに栽培

へと駆り立てられてゆく農家、それに対する既存の
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輸出業者と契約農家の反応といったカボチャをめ

ぐる様々な諸相を生み出した。カボチャ栽培から

10 年以上経ったエウア島で起こった農民組合（ソ

サイエティー）という新たな動きは、農業の低迷や

生産力の減少と位置づけるオセアニアの島嶼国の

経済モデル（MIRAB 経済）の矛盾とその後の変化

を示す重要な現象であるといえる。 

 

 

 

バカンスとしての漁労？～アフリカ熱帯林

とバンツー系農耕民～ 
 

大石 高典 

京都大学大学院 

理学研究科 

 

1．はじめに  

中央アフリカ熱帯林のバンツー系農耕民は、焼

畑農耕を基盤として多様な生業複合を営むことが

知られる。漁労は、熱帯林環境への栄養・生態学

的「適応」、すなわち動物性蛋白質の獲得のため

の生計手段の一つとして主に位置付けられてきた

(例えば「森住みの生存戦略」：武田(2002))が、そ

の社会や精神文化における位置は、未だ明らかと

は言えない。寺嶋(1991)は、ザイール東北部のバ

ンツー系農耕民レッセが狩猟採集民エフェ・ピグミ

ーの森のキャンプに「居候」して蜂蜜を楽しむ様子

を描き、レッセにとってエフェの森の世界が村世界

からの「逃避先」になっている側面を指摘した。本

報告では、狩猟採集民を媒介としないバンツー系

農耕民と森との交渉の事例として、当事者により

「バカンス」とも語られるカメルーン東南部のバクエ

レによる漁労活動の概要を紹介し、その生態的基

盤とともに社会的意義について考えてみたい。 

 

2．調査地域と対象 

調査地は、カメルーン共和国東部州の N 村（北

緯 2 度 5 分、東経 14.5 度）である。気候は年平均

気温が 25 度程度、年平均降水量は 1500 ㎜前後と

温暖多湿であり、年 2 回交互に訪れる雨期と乾期

が、比較的明瞭に季節を区切る。植生は、半落葉

性林と川辺林、湿地林によって構成され、点状に

サバンナが混じる。加えて定住集落周辺や集落跡

には焼畑農耕による、異なる遷移段階の二次林が

見られる。バクエレ(Bantu A-85b)は、ピグミー系狩

猟採集民であるバカと隣接して居住している。調査

村における人口はそれぞれ、バクエレが130人、バ

カが 290 人程度であり、両集団は緊張を孕みつつ

も共存してきた。調査は、コンゴ川の支流、ジャー

川沿いに居住するバクエレ・ジャーコ（ジャー川の

上流に住む人々）と自称する集団を対象に2002年

と 2004 年の大乾期を中心に計 6 ヶ月間行われた。 

 

3．漁労と自然認識 

捕獲対象は、22 科約 80 方名種の魚類のほか、

ワニ、ヘビなどの爬虫類、さらに女性による掻い出

し漁では、カエル（両棲類）やエビ、カニなどの甲

殻類に及ぶ。聞き取りで得られた 23 種類の漁法の

うち、16 種類を観察できた。その内訳は、掻い出し

漁（2）、魚毒漁（1）、掘り取り漁（1）、突漁（1）、簗漁

（1）、釣漁（4）、延縄漁（3）、網漁（3）である。漁に

は性・年齢差が見られた。掻い出し漁と掘り取り漁

は女の漁とされ、女性と子供によって行われる。突

漁、延縄漁、網漁は成人男性によって行われる。

釣漁、簗漁、魚毒漁は男女両方によって行われる。

漁法は、大乾期の渇水期と前後の水位変化を利

用したものと、通年場所を変えながら行われるもの

に大別できる。前者は定住村から離れた漁労キャ

ンプに数日～数週間滞在しながら行われるが、後

者は村やキャンプの近くで機会主義的に行われる。

漁具・漁法の選択は、水の移動に伴い、魚のいる

場所も移動する、という原則の下に行われる。即ち、

氾濫期には、林床全体が水に浸かる冠水林が出

現し、置針漁や突漁が行われる。雨季が終わり、水

が支流から本流に落ちる際に、簗漁が小河川の河

口で行われる。減水につれ、川岸や林内には水溜

りが数多くでき、掻い出し漁の対象とされる。さらに

水が引くと、川岸の泥の中に潜り込んだ魚を掘り取

る漁が行われる。本流の川底には所々に大きな穴

があるとされ、筌を入れる場合にはそこを狙う。小

川にも穴があり、それは掻い出し漁で水を掻い出し

た後、素手を差し入れて魚をつかめるような深みを

指す。釣漁や網漁には、掻い出し漁とともに、年間

を通じ行えるものが多い。水域の状況に応じて柔

軟に工夫でき、いつでも漁の条件である流れの緩

い場所が見つかるからだ、と説明される。 

 

4．森への移動とキャンプ生活 

フランス語で「バカンス “vacances”」と語られる

のは、乾期の漁労キャンプ行きである。人々は丸

木舟を用いて移動し、本流沿いにキャンプをつくる。

即席の小屋が造られるが、畑は開かれない。主食

である農作物は村から運搬される。2004 年大乾期

には、定住村から直線距離で 40km までの範囲に

18 のキャンプが利用されていた。2－4 月の間に行

った訪問調査の結果、参加人数は N 村におけるバ

クエレ人口の 29－64％、バカ人口の 10－15％程

度であり、キャンプあたりのパーティサイズは 2－15

人程度であった。滞在者の構成は、大乾期の間に

も変化した。2－3 月の焼畑伐開前後の時期には、

女性や子供を加えた世帯単位での滞在が高頻度

に観察され、バカ・ピグミーがキャンプに加わる事

例も少なからず見られた。これは、「狩猟採集民が

農耕民の森のキャンプに居候していた」とは言えな

いまでも、漁労キャンプでは村におけるのとは異な
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る人の集まりが形成されることを示す。なぜ、漁労

キャンプに行くのかという問いに対する回答は「バ

カンスに行く」という他に、「村には何も（食べるもの

が）ない」、「魚をたくさん食べたい」、「村は日差し

が暑い」といったものであった。キャンプにおける参

与観察では、定住村では普段見られない様子が

観察された。村では場所を分けて食事をする異性

どうしが食事を共にする、村で調理を行わない男

性が調理に参加する、獲れた魚ばかりか、村から

持ち込まれた農作物がキャンプ間で分配される、と

いった事例である。また、キャンプでは漁労だけが

行われるわけではない。跳ね罠を仕掛けたり、キノ

コや蜂蜜の採集活動が行われることもある。キャン

プ周辺には、集落跡や湿地が多く、やし酒造りの

材料に事欠かない。やし酒が飲めることも男たちに

は魅力となっているようだ。川辺林には、魚以外に

も恵みが幾つも用意されている。漁の合間や夜に

は、近隣のキャンプからの訪問者を交えて、猥談

や噂話、昼間の川や森での逸話が子供や女性も

参加して語られる。 

 

5．討論 

季節的な氾濫により拡大縮小する水域は、魚類

に多様な生息場所を提供する。バクエレは、季節

や場所に応じて、掻い出し漁や魚毒漁などの集団

漁を含む多種類の漁法を他の生業と複合的に行う。

個別漁法ごとに、参加者の性・年齢構成の違いが

明瞭だったが、これは漁労が、方法を選べば性・年

齢を問わず参加可能な活動であることを示唆する。

漁労活動における漁法と参加形態の多様性は、調

査地周辺における狩猟活動に猟法の選択肢が少

なく（跳ね罠猟・犬猟・銃猟）、そのいずれもが成人

男性により排他的に行われる個人単位の活動であ

るのと比べて対照的である。魚は移動する資源で

あり、漁労活動には、水の移動と魚の生態に関す

る知識が深く関与している。乾期には、減水により

魚の分布が本流に集中し、その周辺で複数の漁

法を同時に行えるようになる。以上が乾期に広範

囲で漁労が行われ、また漁労キャンプに多様な参

加者が加わるための生態的基盤になっていると考

えられる。 

では、人々はなぜ漁労キャンプにでかけるの

か？例えば、「魚をたらふく食べたい」という期待が

漁労キャンプに参加する大きな動機になっている

ようだ。実際にキャンプで皆が満腹できるのかどう

かは疑問だが、「腹を満たしたいから、森に行く」と

いうのは、根源的欲求に基づいているが故に誰も

が納得できる（せざるを得ない）理由である。この誰

もが納得せざるを得ない説明のなかに人々は、無

意識にせよ、さまざまな意味を重ね合わせているの

ではないだろうか。ある人が、「魚を食べに行く」と

言う時、頭の中では、魚を頬張る像とともに、森の

食べ物やキャンプ周辺で繰り広げられるであろう雑

多な社会交渉の像も同時に浮かんでいるに違いな

い。その実感が、「バカンス」という言葉として遊離

し、度々報告者に語られたのではないか。寺嶋が

レッセの森行き事例について指摘したように村に

おいて顕著に観察される秩序や社会的緊張からの

解放感が、バクエレの漁労キャンプ行きにおいても

バカンス感覚の 1 つの要素となっているようだが、

それだけでもない。漁そのものの楽しみ、食の楽し

み、親しい人々と生活を共にする楽しみ等、バカン

ス性を構成する要素は、多重的であり、また複合的

なのだが、「適応」という天の岩戸の如き「目隠し」

概念の隙間から仄見える、これら諸要素の生態的

側面と社会的側面を腑分けしつつ、森に住むバク

エレの生存感覚に接近する糸口としたい。 

 

参考文献 

寺嶋秀明 1991 「森と村と蜂蜜と－狩猟採集民と

農耕民のインタラクションの諸相」『ヒトの自然誌』平

凡社 pp.465-486。 

武田  淳 2002 「ザイールの川漁－母なる川が産

出する魚を糧にする人たち」『アフリカを歩く』以文

社 pp.292-302。 

 

 

 

土器づくりの過程における身体技法：エチ

オピア西南部オモ系農耕民アリの女性職

人を事例にして 
 

金子 守恵 

京都大学 

1．はじめに 

 これまで身体技法に関する研究は、人々がおこ

なう特定の身体技法に注目して記述し、その技術

的側面が物理的な条件ばかりでなく文化的・社会

的な条件にも制約されて成立していることを明らか

にしてきた（川田 1992,1997）。しかし、ものつくりに

おいて身体技法を物理的条件や文化・社会的制

約との関わりにおいてとらえる場合、つくり手が誰

であるかを問題にすることよりも、その方法が一般

論として環境条件のなかでいかに効果的に機能す

るかが問われてきた。したがって、もののつくり手で

ある職人個人に注目して、彼らの社会的立場の変

化や素材との関係、そして周囲の人々との社会的

な関係に応じて土器づくりが習得、実践、創造され

てきたという動態的な側面などが十分に論じられて

きたとはいえない。 

 

2．着眼点 

 私は、エチオピア西南部にくらすアリ女性職人に

入門し土器をつくりながら調査をおこなう過程で、

彼女らがほぼ同じ物理的条件のなかで土器をつく

っているにもかかわらず、職人によってはつくった
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土器が壊れてしまうところをしばしば観察した。たと

えば、ある熟練職人は大型の土器をつくることがで

きるのに、同じ形をした小型の土器をつくることが

できないといって他の職人から購入していた（事例

１）。また、職人 A は、職人 B と同じ場所から採取し

た粘土を用い同じ手順で同じ形態の土器をつくる

と壊れてしまう（事例２）。これらの事例は普遍的な

土器づくりの方法が一般論としてあるわけではない

ことを示している。 

 この報告では「アリの職人はどのようにして土器を

つくっているのか？」という問いを根底におき、

個々の職人の土器成形における身体技法（手指の

動かし方）に注目して土器づくりを記述しその特質

をあきらかにすることをめざした。職人は、粘土を採

取し、成形、焼成して、それを定期市で利用者に

直接販売するところまですべて自分たちでおこなう。

それら一連の出来事を「土器づくりの過程」と位置

づけ、その過程において職人が土器を介してとり

むすぶモノや人との諸関係に注目した。 

 

3．指使いと「工程単位」 

 土器づくりを習得する過程を分析するために手

指の動かし方に注目し、土器の成形過程を追った。

土器を成形する際の「指使い」を、用いる指とその

指を動かす方向というふたつの要素で分類し、土

器の成形過程を 15 から 33 の「工程単位（Unit of 

Process：指使いの組み合わせ）」に分けた。その結

果（１）約 60 名の職人が 20 種類の特有の指使いを

繰り返し使って成形すること、（２）彼女らは工程単

位を省略したり組み替えるなどして独自の順で成

形していること、（３）工程単位は職人が成形途中

で省略や組み替えをしても土器成形には支障を来

さず、独立した技術的単位とみなせることが解った。

しかし個々の職人は工程単位を常に一定の順に

従っておこない土器を成形する。彼女らが土器づ

くりを習得し実践していく過程において置かれてき

た社会的な立場や、土器を介した人と人の関係が

影響して土器の成形過程に差異が生じている可能

性があることが示唆された。 

 

4．テクノ・ライフヒストリー 

 そこで、職人の土器づくりの変化と彼女らの人生

における社会的な経験との関連性に注目し、それ

らがあわさったものをテクノ・ライフヒストリーとして提

起した。約２０名の職人からの聞き取りと土器づくり

を習得中の少女１２名を対象にして、彼女らが土器

づくりを習得する過程と結婚後家計の担い手として

客から注文をうけながら土器づくりをおこなっていく

過程を検討した。 

 その結果、次の３点が明らかになった。（１）多くの

職人が特定の指使いを用いてブンティルとよばれ

る種類の土器を 初に習得すること。またこのこと

は習得中の少女についても同様であった。（２）職

人も習得中の少女のどちらも、ブンティルを習得し

た後、同じ形態をした大型の土器のつくり方を習得

していること。大型の土器はブンティルを成形する

ときに用いていた指使いと同じものを使っているこ

と。（３）職人は結婚後、土器の価格の高騰など地

域の外から及んだ社会・経済的影響に対し、夫や

姑、客など土器を介した周囲の人々との個別の関

係に応じて自らの処し方を決めながら土器づくりを

変化させていること。 

 

5．土器づくりと土器の評価 

 他方、客が土器とそのつくり手を評価する過程に

ついて検討した結果「マルキがある土器」という客

の評価は、アリの土器が、それを使う人にとって具

体的な状況や場面にふさわしい「大きさ」であれば、

それでよいという肯定的な評価を示していた。マル

キという評価の基準のもとで、客が微細に土器を使

い分け、職人がかれらののぞむ土器をつくろうとす

る状況は、絶えず新しい土器の「大きさ」が創りださ

れることを可能にしていることが示唆された。また、

アーニ（直訳すると身体の一部としての「手」）という

表現を用いた土器つくりの評価は、職人ひとりひと

りの試行錯誤によって生まれた独自のつくり方を肯

定的にとらえるものであった。客は「アーニがよい」

職人がつくった自分の使い方にあった土器を好ん

で購入しようとし、職人は自分のアーニにあわせた

土器つくりをおこなう。職人と客の土器を介した相

互的な関係は、職人が新しい指使いやこれまでに

ない形の土器を創造する契機にもなっていた。 

 

6．文脈化される土器づくりの過程 

 土器づくりの過程を工程単位という技術的単位に

分解したことにより個々の職人ごとにその順が異な

るということが見いだされた。その変異は、習得や創

造、あるいは経験といったチャンネルを通じて生じ

たものと考えられるが、このような技術的な個人差だ

けが、彼女らが土器をつくれたり、つくれなかったり

する理由ではなく、その他の様々な情報が土器づく

りの過程にはもちこまれている。 

 事例１の大型の土器だけをつくる熟練の職人は、

粘土の見極め、指使い、成形の手順、乾燥のさせ

方、焼成方法など素材に対する行為に限れば、彼

女は小型の土器をつくることができると考えられる。

しかし彼女はつくることができないと説明し、他の職

人から購入する。アリの土器づくりは、技術的な要

素によって構成されているだけではなく、これまで

職人が日々の暮らしを営むなかで土器を介した諸

関係に影響をうけながら成立してきたと考えられる。 

 事例２の場合、職人 A のつくり方は、彼女がかつ

て母から学んだ指使いや周囲の人々との関わりの

なかで自ら工夫してきた工程単位の順番、乾燥の

させ方、焼成の仕方などさまざまな情報がBのそれ

とは異なっていることを反映しているといえる。職人
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は、自分のつくりだした土器を「アーニ」という土器

づくりを表現する言葉を用いて、これまでおこなっ

てきた彼女の土器づくりと照らし合わせながら自ら

の土器づくりの過程をとらえている。ここではそれを、

職人が「土器づくりの過程」を文脈化していると表

現した。そしてこれによってアリにおいて土器づくり

が可能になっていると考えた。 

 

参考文献 

川田順造、1992「身体技法の技術的側面」『西の

風、南の風』河出書房新社、pp.64-122。 
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チンパンジー社会における関心の集中と

ずれ～アリの釣り場をめぐる事例から～ 
 

西江 仁徳 

京都大学大学院 

理学研究科 

 

1．はじめに 

本発表では、チンパンジーの社会を創り出す相

互行為に注目し、相互の関心の運動が社会的に

実現する過程を、事例の記述と分析を通して検討

する。 

ある集団を構成する個体間ではそれぞれの関

心をずらしたり重ねあわせたりしながら連続したまと

まりを実現していると考えられる。極端に考えれば、

関心が完全に重なり続けるならば他者は現れない

し、関心がずれ続けるならば連続したまとまりは実

現しないだろう。社会を創り出すできごとの連鎖は、

参加する個体間の関心の集中とずれの濃淡によっ

て、その都度さまざまに彩られつつ実現されている

と考えられる。 

そこでチンパンジーの相互行為の記述から、社

会的なできごとを創り出す「関心」の集中とずれの

運動を描き出すことを試みる。 

働きとしての関心に注目することの要点を以下

二点にまとめる。 

まず、関心はここで注目する相互行為の基盤と

なる働きとして想定でき、そこでは関心の動きをふ

るまいとして観察することが期待できる。 

また、関心は固着することなく向かう先をうつして

いく。つまり関心の動きの追跡からある動的な過程

を捉えることで、関心の動きに寄り添う観察と記述

が可能になると期待できる。 

関心の動きの記述にあたり、アリ釣り行動に着目

する。マハレのチンパンジーはツルや樹皮などで

作った釣り棒を使って樹上性のアリを巣から釣って

食べる。釣りは樹上ですることが多く、7 割以上のア

リ釣りで複数個体が同時に釣り場に参入した。アリ

釣りは釣り棒を木の表面にあるアリの巣穴に差し込

み引き出して食べるという細かい動作からなり、場

面の限定によって鮮明に関心の動きを捉えること

が期待できる。 

注目した事例はゾラ（ZL、推定 14 歳）とズフラ

（ZH、メス、1 歳 8 ヶ月）の母子間のやりとりで、ZL

がアリ釣りをしているところへ ZH が働きかけ ZL の

釣ったアリを横取りする、というやりとりが続く。以下、

この母子のアリ釣りをめぐる相互行為を記述する。 

 

2．事例 

2003/12/9 

10:47 樹上で EF 母子、SY 母子がアリ釣りしている

のを発見。 

12:01 ZL・ZH 母子がやってきて同樹上へ。釣り場

のすぐ下で様子を伺い、隣の木から上方の

枝へ移動。 

12:06 ZL、アリ釣り開始。ZH は ZL が巣穴から引き

出した釣り棒に手をのばしたり巣穴に指を突

っ込んだりする。 

12:08 ZH、ZL から離れる。ZL はアリ釣りを続行。 

12:19 ZH、ZL のそばに戻ってきて、ZL の釣り棒を

つかむ。 

12:20 ZH、ZLの引き出した釣り棒を横からパクッと

くわえてアリを食べる。 

12:22 ZH、ZLの釣り棒をパクッとくわえる。ZLは拒

絶せずまた釣り棒を巣穴に挿入。 

12:24 ZL→ZH を毛づくろい。 

12:26 ZL、アリ釣り再開。ZH は ZL の引き出した釣

り棒をパクッとくわえてアリを食べる。 

12:32 ZH が ZL の釣り棒をパクッとくわえる。ZH は

ZL が釣り棒を挿入する前から、ZL の釣り棒

と巣穴をキョロキョロみて、ZLが釣り棒を挿入

するとその巣穴を注視、巣穴から引き出した

瞬間パクッと食いつく。 

12:34 ZH、巣穴に指を入れたあと樹皮をはがして

巣穴に挿入しようとする。 

12:35 ZH、指で巣穴をホジる。直後、ZL は ZH を

抱いて釣り場を離れる。 

12:49 ZL は釣り場に戻り、アリ釣りを再開。ZH の

姿は見えず。 

12:51 ZH はアリ釣りしている ZL に接近、いきなり

ZL の釣り棒をパクッとくわえる。 

12:52 ZH が ZL の釣り棒に顔を近づけるが一瞬早

く ZL がくわえる。ZH は口をすぼめる。 

12:55 ZH はツルを巣穴に入れようとするが細すぎ

て折れ曲がり入らず。 

12:57 ZL は釣り場を離れて釣り棒をとりにいく。 

12:58 ZL、アリ釣り再開。ZH は ZL の引き出した釣

り棒をくわえる。釣り棒にアリはついていな
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い。 

13:00 ZH、ZL から離れる。 

13:03 ZH、ZL のところへ戻る。ZL はアリ釣りを中

断、ZH を毛づくろい。 

13:04 ZL、アリ釣り再開。ZH はアリがついてなくて

も ZL の釣り棒に手をのばす。 

 

3．分析と考察 

まずこのときZHの働きかけはZLに対してだけで

あった。つまり ZH にとって「他の誰かではない特定

の誰か＝ZL」が現れている。 

ZH の働きかけは ZL の「釣り棒」に繰り返し向か

っている。ZL への集中から関心は動き出し、「ZL

ではない何か＝釣り棒」に関心が集中している。 

この釣り棒は ZL の動きに沿ってアリの巣穴に差

し込まれていく。関心は釣り棒の動きに沿って動き、

アリの巣穴へたどり着く。ZH は釣り棒だけでなく、

巣穴にも指やツルを挿入し繰り返し働きかけてい

る。 

タイミングをみると、ZH の働きかけは巣穴から釣

り棒を引き出した直後に集中している。アリ釣りで

はこの瞬間の動作は素早く、釣り棒を口に運ぶ、

逆に顔を近づけていくなど、全身が連動する大き

な動作が見られる。つまり ZL の意図とは無関係に

関心が集中するふるまいが ZH の前で展開され、

ZH が働きかけるタイミングを与えている。 

このようにみると、「誰が」「何を」「どこへ」「いつ」

などは独立に存在する「もの」ではなく、ZL のアリ

釣りに伴う一連のふるまいと関わり続ける ZH のふ

るまいと私の観察との間に、起こっているできごとの

文脈に結びつきつつその文脈を更新していく運動

の軌跡として析出されるような「こと」であるといえる。

関心は集中することで「それではない何か＝差異」

を同時に創り出し、集中とずれが両側に同時に働

いている。 

一方、ZL のふるまいを見るとアリ釣りに没頭して

いるようでもあるが、ZH との関わりも冗長に継続し

ている。 

まず ZL のアリ釣りの継続からはアリ釣りへの持

続的な関心が見てとれる。しかし完全に没頭はして

おらず、アリ釣りの一連の動作に邪魔になる ZH を

拒絶するふるまいはしていない。 

ZH への関わりも断続的に実現している。アリ釣り

を中断して ZH を毛づくろいし、ZH を抱いて釣り場

を離れてもいる。 

ここではアリ釣りへの関心の集中がより強いよう

にみえるが、だからこそ ZH との関わりを継続してい

ると考えられる。通常アリ釣りが終わるのは、アリが

全然釣れないか、他個体に釣り場を奪われるか、

自分の子供の泣き声を聞いて探しに行くときである。

つまり ZL が ZH と関わり続けることは、アリ釣りを続

ける基盤として働いていると考えられる。ここでのア

リ釣りの継続は ZH との関わりの継続を含みつつ、

社会的なできごととして実現されている。 

また ZL のアリ釣りを見ると、アリを釣るということ

への関心の集中は、巣穴に入れた釣り棒にアリが

ついてくる、というずれが創り出される限り再帰的な

過程として持続する。そこへの ZH の関心の集中も

同様に、ZL との関わりからずれが創り出される限り

再帰的な過程として継続すると考えられる。このず

れに重ねあわせるように働きかける過程はいわば

「楽しさ」を創り出しており、関わり続ける駆動力とな

っているように思える。 

以上論点をまとめると、関心の集中とずれの運

動が関わりあうことの継続性と柔軟性を創り出し、

社会はその関わりあいの継続によってその都度創

り出されつつ、またその関わりあいを接続し、展開

する場を与えていると考えられる。 

 

 

 

ニホンザル餌づけ群におけるオスの空間

的位置とメスとの社会関係 
 

花村 俊吉 

京都大学大学院 

理学研究科 

 

1．はじめに 

ニホンザルの群れは複雄複雌の構成をもち、オ

スが出自群を出て群間を移出入する。群れとして

観察される集まりに居続ける群れオスは、群れを構

成する多くの個体の近くにいるオスと、多くの個体

から離れているオスとに分化して観察されることが

知られている(オスの空間的位置の分化)。これは、

特にその分化が明瞭に観察される餌づけ群を対

象にした研究から、高順位オスと低順位オスの役

割に応じた行動によって維持される群れの共時的

構造としての中心部と周辺部が存在する結果であ

ると考えられていた(伊谷 1954)。しかしその後、オ

スの役割に応じた行動はみられないことが報告さ

れており(伊沢 1982)、オスの空間的位置の分化機

構はよく分かっていない。本研究では、群れを構成

する他個体との相互行為の積み重ねによってオス

の空間的位置が分化して観察されているのではな

いかと考え、オスが他個体から離れることになる逃

避、近くにいることになる近接に着目し、①多くの

個体から離れているオスがよく逃避しているか、②

オスの逃避に関わる他個体との相互行為、および

③オスの逃避に関わる他個体の性や順位、個体

数について検討した。 

 

2．方法 

調査は、2004 年 2 月から 8 月までの 7 ヶ月間実

施した。嵐山モンキーパークいわたやまのニホンザ

ル餌づけ群(嵐山Ｅ群)のうち、10 才以上の全オトナ
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オス 9 頭を対象に個体追跡を行い、逃避(他個体

から走って 10ｍ以上離れる、および走って木・岩・

崖下などに隠れる行動)、近接(対象個体の半径 3

ｍ以内に他個体がいる状態)、攻撃(他個体を走っ

て追いかける、および噛む行動)などの他個体との

相互行為を記録した。群れを構成する個体間の相

対的位置であるオスの空間的位置は、個体追跡中

の瞬間サンプリングによって得た視界内の個体数

と、月毎の近接個体数から評価した。 

 

3．結果 

①視界内の個体数、月毎の近接個体数が少な

いオスは、逃避頻度が高い傾向があった。オスの

逃避頻度は順位の高いオスより順位の低いオスで

高かったが、順位によって連続的に増加している

わけではなく、よく逃避するオス 3 頭(逃避オス)と、

ほとんど逃避しないオス 6 頭(非逃避オス)とに分け

ることができた。 

②調査期間中にオスの逃避は 137 例観察され、

逃避の発端となった他個体との相互行為には、オ

スが相手個体に攻撃される(2 例)、近づかれる(46

例)、オスが相手個体と出くわす(18 例)、オスが相

手個体を攻撃する(オスから攻撃をしかけて逃避す

る: 54 例)などの、オスが他個体と直接的に関与す

る相互行為(計 121 例)と、第三者どうしのケンカの

悲鳴(15 例)などの直接的に関与しない相互行為

(計 16 例)とに大別できた。そして、第三者どうしの

ケンカの悲鳴が発端となって逃避したのは逃避オ

スのみであった。また、逃避の発端となった相互行

為において他個体の悲鳴を伴った場合には、第三

者が逃避しているオスを攻撃することがあった。し

かし、逃避オスは第三者からの攻撃を伴わずに逃

避することが多かった。逃避オスは、悲鳴をあげ得

る他個体の存在や悲鳴のあがった状況、つまり第

三者から攻撃される可能性から逃避していたとい

える。 

③逃避の発端となった他個体はほとんど全てメ

スであり、オスだけで逃避の発端となった例はなか

った。逃避の発端個体となったメス数は全メス数の

70％で、オスの逃避の発端には多数のメスが関わ

っていた。第三者からの攻撃が伴った際に、逃避

しているオスを攻撃した第三者はメスよりオスである

ことが多く、その全事例で逃避しているオスよりも順

位の高いオスが攻撃していたが、非逃避オスが逃

避オスを選択的に攻撃する傾向はなかった。 

 

4．考察 ―オスの空間的位置の分化機構と差異

の観察 

普段多くの個体から離れているオスが多くの個

体と近づいた際に、メスの悲鳴を伴う相互行為が

生じ、第三者から攻撃されて逃避してまた離れる。

メスに出会うと悲鳴をあげられ第三者に攻撃された

という体験を通じて、第三者からの攻撃やメスの悲

鳴を伴わない逃避、第三者どうしのケンカの悲鳴

による逃避、結果的に逃避の発端となったメスへの

攻撃も実現する。オスに攻撃されたというメスの体

験や、オスが普段離れていること自体も次に近づ

いた際にメスにとって情報となり、これがまたメスに

悲鳴をあげさせる。このように多くの個体に近づい

ては離れることを繰り返す再帰的な過程が、逃避

オスを多くの個体から離れ続けさせているのである。

もちろん、逃避オスは観察者に群れオスとして観察

され続けているので、逃避して離れるとはいえ多く

の個体から離れ過ぎてはおらず、さらにオスと多く

の個体が繰り返し近づく必要がある。ここに働く機

構の解明は今後の重要な課題である。 

以上より、ニホンザルのオスの空間的位置は、第

三者からの攻撃の可能性をもたらす多数のメスか

らオスが繰り返し逃避するか逃避しないかによって

分化しており、そこにはメスとの社会関係が強く影

響していると考えられる。そして、ニホンザルの群

れに個体の行動をあらかじめ規定するような中心

部、周辺部といった固定された構造が存在する結

果ではなく、オスとメスの相互行為の積み重ねによ

って空間的位置の差異が観察され続けているので

ある。個体数が増加し社会性比がメスに偏る餌づ

け群では、オス１頭あたりの逃避の発端となり得るメ

スが多くなるため空間的位置の差異が明瞭に観察

されることになり、オスの行動に役割を投影しやす

かったのであろう。今後、このような観察者に観察

可能な空間的位置の差異や群れといった境界が、

言葉を持たないサル自身にとって、相互行為とそ

の体験を通じてどのように現れているか、個体間で

共有されている可能性はあるかについても問う必

要がある。オスどうしの相互行為によっては逃避が

生じなかったことから、少なくともオスとメスの境界

意識にはずれがある可能性が考えられる。 

 

5．展望 ―オスの空間的位置の移行過程 

一般に群れに移入したオスは、個体差はあるが

時間の経過とともに群れの周辺から中心へと移行

するように観察されており、この現象は逃避オスが

非逃避オスになる過程として問われることになる。

そこで、特に餌づけ群において報告されているオ

スとメスの特異的な近接、その近接時にメスが他個

体に対して自分の順位以上に優位に行動するとい

う近接効果（北村 1977）に着目した。分析の結果、

逃避オスにも逃避の発端にはならず近接や毛づく

ろいをする少数のメスがおり、それらのメスとの近接

時には逃避頻度が減少していた。これは、特定の

メスとの近接時に、他のメスから逃避せずにすむと

いうオスにとっての近接効果がはたらくことを示唆

する。頻繁にこのような近接をすることで、空間的

位置の分化を促す再帰的な過程が緩むのではな

いだろうか。今後さらに、近接していない時にも逃

避せずにすむようになる過程を検討する必要があ
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 る。また、この特定のメスの存在が、逃避オスを多く

の個体から離れ過ぎずに居続けさせることに影響

している可能性も考えられる。 

 

 

-----------------------------------------  

参考文献 以上は，第 10 回生態人類学会研究大会における

研究発表の報告です．各発表者が口頭発表と討

論の成果をふまえ，発表の事後的な要約としてまと

めたものを掲載しています．なお，各発表者の所

属は発表当時のものです． 

伊谷 純一郎 1954 『高崎山のサル』 光文社。 

伊沢 紘生 1982 『ニホンザルの生態』 どうぶつ

社。 

北村 光二 1977 ニホンザルにおける個体間の特

異的な近接 季刊人類学 8-3: 3-44. ------------------------------------------ 

  

  

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

会計報告 
 

2004年度生態人類学会学会費決算

収入項目 支出項目
2003年度より繰越 740,013\     ニューズレター作成費 77,500\      
学会費 282,000\     ニューズレター発送代 42,420\      
第10回大会からの残余 57,986\      学会印作成 10,500\      

アルバイト代 10,000\      
文房具 1,921\        
会計監査等書類郵送費 1,350\        

計 1,079,999\  計 143,691\     

2005年度への繰越 936,308\     

第10回生態人類学会研究大会決算

収入項目 支出項目
大会参加費 1,151,000\  宿泊費 925,440\     

貸し切りバス代 70,000\      
二次会費 40,666\      
茶菓子代 12,883\      
準備交通費 38,025\      
アルバイト代 6,000\        
残余(学会費に繰り入れ) 57,986\      

合計 1,151,000\  合計 1,151,000\  

 
監査： 寺嶋秀明、菅原和孝  
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Information
 

 

１． 第１１回生態人類学会研究大会のおしらせ 

 
日時： 2006 年３月 21 日（火：春分の日祝日）～２２日（水） 

２１日は 12:00 から受付，13:00 から研究大会開始の予定． 

 

会場・宿泊会場： 武雄温泉ハイツ 

       

〒843-0021  

佐賀県武雄市武雄町大字永島 18091  

Tel 0954-23-8151 Fax 0954-23-6566                   

ホームページHTUhttp://www.saganet.ne.jp/heights/main.htmUTH 

 
●お車で       

  福岡空港より 1 時間 10 分；長崎空港より 40 分；JR 武雄温泉駅より 10 分；武雄・北方 IC より 10 分  

●電車で   

    JR 博多駅→JR 武雄温泉駅  1 時間  

●路線(祐徳)バス          

   ハイツ→武雄温泉駅 10 分  

   ハイツ→佐賀駅バスセンター 1 時間 20 分 

 

 ◎２１日はＪＲ武雄温泉駅より送迎バスをご用意する予定です。出発時間などは第二次サーキュラー

でお知らせします。 

 

大会参加費 （21 日夜の宿泊費及び２２日の昼食代を含みます）： 

有職者 18,000 円，学生 12,000 円 

（学振研究員は有職者とみなします） 

非学会員で参加希望の場合は、登録費用 2000 円をご負担いただきます。 

 

参加申込先： 

生態人類学東京／千葉事務局 

Email: odani@L.chiba-u.ac.jp 

Tel&Fax： 043-290-2298 

 

研究大会連絡先： 

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33 

千葉大学文学部 小谷真吾 

Email: odani@L.chiba-u.ac.jp 

Tel&Fax： 043-290-2298 

   

（１） 参加・発表の申し込み 

 参加を希望される方は，１月３１日（金）までにお申し込みください．申し込みは，電子メールでお願いしま

す（odani@L.chiba-u.ac.jp）．申し込みの際は，氏名，有職者・学生の別，性別，住所，電話，ファックス番号，

電子メールのアドレスを明記してください（学振などの研究員は有職者として扱います）．電子メールを頂い

た方には，確認のメールを返信します．電子メールを利用できない方は，上記研究大会連絡先宛に郵便も

しくはファックスでお申し込みください．第二次サーキュラーは，参加希望者のみに対して，電子メールか郵

便でお送りする予定です． 

 発表者を募集しています．締切は，１２月３１日（金）です．発表を希望される方は，参加申し込みと同時に，

発表希望と明記の上，タイトルと希望する発表時間をお知らせください．発表時間は討論を除いて 20 分か

ら 40 分の間で希望を受け付けます． 終的には事務局で調整して発表時間をご連絡いたします． 
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 各研究室などで，このお知らせを掲示するなどして，情報が行き渡るようご配慮いただきますよう，お願い

申し上げます． 

（２） 大会参加費の事前支払い 

 第９回大会より，大会参加費の事前払いをお願いいたしております．これは，参加人数を把握し，立て替

え払いの必要をなくすことで，より効率的な大会運営を実現するためのものです．ニュースレター11 号に年

会費および大会参加費支払い用の郵便振替用紙を同封しました．これまで通り，当日の参加費支払いも受

け付けますが，上記の理由をご理解頂き，できるだけ振込による支払いをお願いいたします． 

 

（３） 大会当日以外の宿泊 

２１日以外の宿泊については，各自でお申し込みください． 

 

（４） キャンセルについて 

 事前の連絡なくキャンセルされた場合は，宿泊先より請求されたキャンセル料を請求させて頂きます． 

 

 

＜武雄温泉地図＞ 

 
 

 
＜武雄温泉ハイツ周辺図＞ 
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学会費納入のお願い 

 
 ２００５年度の学会費を集めています．200５年３月に伊達市で開催された第１０回研究大会に参加された

方はすでに支払い済みですが，それ以外の方は，同封した郵便払込取扱票を利用して振り込んでください 

 

学会費（年間）： ２０００円 

口座番号： 00140-0-577534 

加入者名： 生態人類学会東京事務局 

 

 

 

 

生態人類学会ニュースレター No１１ 

200５年 11 月 25 日発行 

 

生態人類学会東京／千葉事務局 

Email:  odani@L.chiba-u.ac.jp 

Tel&Fax： 043-290-2298 

 

ニュースレター編集担当 

東京大学  梅崎 昌裕 

千葉大学  小谷 真吾 

 

 

 

 

 

 

 

 28


