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研究成果の概要（和文）：本調査研究の目的は、現代アフリカにおける独裁者の虚像と実像に関

する民族学的研究という研究課題のもとに、（１）軍事独裁、（２）一党独裁、（３）個人独裁と

いう３つの政権の実態があることを探究することである。現代アフリカの７カ国、６独裁者（為

政者）について現地調査を実施した。具体的には、ンクルマ（ガーナ）、セク・トゥーレ（ギニ

ア）、ケニヤッタ（ケニア）、ニエレレ（タンザニア）、アミン（ウガンダ）、モブツ（コンゴ）

である。本調査研究は、権威主義的政権及び指導者を探究することによって、通時的、共時的

な独裁の包括的分析を提示した。 

 
研究成果の概要（英文）：This study assumed that there are three definitions of 
regimes:(1)military dictatorships,(2)single-party dictatorships,(3) personal 
dictatorships under the theme of ethnological study of the virtual and real images 
of dictator in Africa. Field surveys were conducted on six dictators in seven 
countries:Kwame Nkrumah(Ghana),Sēkou Tourē(Guinea),Jomo Kenyatta(Kenya),Julius 
Nyerere(Tanzania),Idi Amin and Joseph Mobutu.This study offered a comprehensive 
analysis of dictatorships,covering a range of diachronic and synchronic research 
agendas devoted to authoritarian regimes and their leaders. 
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１．研究開始当初の背景 

アフリカ連合（ＡＵ）は、2002 年にアフ
リカ統一機構（OAU）を改組して、アフリカ
の高度な政治的、経済的統合の実現を図るた
めに、また、紛争の予防解決に取り組むこと
を強化するために発足された地域連合体で
ある。アフリカ連合に正式に加盟している国

は 54 か国である(研究開始時 53 か国)。これ
らの大半は「アフリカの年」とよばれた 1960

年前後に欧州列強の植民地支配を打倒して
独立をはたしてきた国々である。これらの
国々は 2010年で独立後 50周年を迎えようと
している。 

 現代アフリカの国家は、松本仁一によれば、
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大別すると、（1）政府が順調に国づくりを進
めている国家、（2）政府に国づくりの意欲は
あるが、運営手段が未熟なため速度が遅い国
家、（3）政府幹部が利権を追いもとめ、国づ
くりが遅れている国家、（4）指導者が利権に
しか関心をもたず、国づくりなど初めから考
えていない国家に分類される。 

 本調査研究は、現代アフリカにおける独裁
者の虚像と実像に関する民族学的研究とい
う研究課題のもとに、独立後 50 年の経緯の
なかで独裁者とよばれた指導者（為政者）を
とりあげその虚像と実像を明らかにしよう
とするものである。特に、独裁者の親衛隊を
中心に形成された軍隊は、規律とイデオロギ
ーによって、その母体の国民の総体よりも等
質的であるがきわめて特殊な社会集団とし
て、政治、経済、社会の諸分野において、重
要な役割をはたしてきた。 

 軍部の政治的介入は、1960 年代なかば以
降、また、70 年代から 80 年代を経て、90 年
代においても変わることなく続いている。東
西冷戦構造の崩壊にともなう民主化の動き
のなかで、アフリカの政治体制は変質を遂げ
たが、1989 年を分岐点として、それ以前は、
強権的政治体制（大統領に権力が集中してい
る体制、軍事政権、一党独裁政権）が圧倒的
に多数を占めてきた経緯がある。それ以後も
地域紛争のなかで錯綜しながら強権的政治
体制が再構築されているのが現実である。独
裁者というのは（帝国）あるいは東西冷戦構
造のもとでのアメリカ、ソ連（ロシア）、中
国、キューバ、日本などの「眼差し」によっ
て創られたものであることも少なくない。専
制政治としての指導者が民主化の動きのな
かでも新たに生まれているのも現実である。 

 

２．研究の目的 

本調査研究は、現代アフリカにおける独裁
者の虚像と実像に関する民族学的研究とい
う研究課題のもとに、独立後 50 年の経緯の
なかで独裁者とよばれた指導者（為政者）を
とりあげその虚像と実像を明らかにしよう
とするものである。具体的には、ガーナ、ケ
ニア、ウガンダ、タンザニア、コンゴ民主（旧
ザイール）、ギニアにおいて人類学を専門と
する長期的な現地調査の経験がある研究者
を中心に研究組織体制をとり、ンクルマ、ケ
ニヤッタ、アミン、ニエレレ、モブツ、セク・
トゥーレなどの為政者について人類学の手
法をもちいてその虚像と実像を解明するこ
とが目的である。 

 

３．研究の方法 

本調査研究は、ガーナ、ケニア、ウガンダ、
タンザニア、コンゴ民主（ザイール）におい
て人類学を専門とする長期的な現地調査の
経験がある研究者を中心に研究組織体制を

とったことに特徴がある。これらの研究者は、
政治人類学、開発人類学、宗教人類学、歴史
人類学、自然人類学等を専門としている。ま
た、連携研究者には都市計画学と社会学を専
門とする研究者を研究組織体制に組み入れ
た。 
 本調査研究は、2010 年度から 2012年度ま
での 3年計画で実施した。調査実施国は、西
アフリカのガーナ共和国、ギニア共和国、東
アフリカのケニア共和国、ウガンダ共和国、
タンザニア連合共和国、中部アフリカのコン
ゴ民主共和国（旧ザイール共和国）の 6 か国
である。つまり、主たる研究方法は、国外に
おけるフィールド調査及び資料収集である。 
 アフリカの指導者を代表するンクルマ（ガ
ーナ）、セク・トゥーレ（ギニア）、ケニヤッ
タ（ケニア）、アミン（ウガンダ）、ニエレレ
（タンザニア）、モブツ（ザイール）を中心
に独立後 50 年の歴史のなかで政治家の虚像
と実像を解明した。 
 
４．研究成果 

2010年度は、阿久津昌三がガーナのンクル
マ、青木澄夫がケニアのケニヤッタ、梅屋潔
がアミン、小泉真理がタンザニアのニエレレ、
澤田昌人がコンゴ民主（旧ザイール）のモブ
ツ、ウスビ・サコがギニアのセク・トゥーレ、
阿部利洋が南アフリカの幹部を対象として
調査研究を実施した。具体的には、阿久津昌
三はンクルマに関する書誌学的な調査研究
を行ない「自伝」をもとにンクルマの政治思
想を分析した。青木澄夫は研究者、新聞記者
等が執筆したケニアの指導者（為政者）に関
する資料収集を行ない政治学的な「眼差し」
を分析した。梅屋潔はウガンダの国立公文書
館、マケレレ大学等でアミンに関する文献資
料を収集するとともに、アミンの側近だった
元閣僚の遺族とのインタビュー調査を実施
した。小泉真理はエジンバラ大学にてニエレ
レに関する資料収集を行ない留学経験がニ
エレレの政治哲学にどのような影響を及ぼ
したのかを分析した。澤田昌人は旧ザイール
のモブツに関する文献収集を行ない独裁的
なパーソナリティ形成が国際政治及び国内
政治の相互交渉のなかでどのように形成さ
れたのかを分析した。ウスビ・サコはギニア
の首都コナクリで調査を行ない、政治的な変
革のなかで公共建築及びモニュメントがど
のように形成されたのかを分析した。阿部利
洋は南アフリカのマンデラに代表されるＡ
ＮＣ幹部がどのような社会統合のビジョン
をどのように構想したのかを分析した。 
 2011 年度は、阿久津昌三がガーナのンクル
マ、青木澄夫がケニアのケニヤッタ、梅屋潔
がアミン、小泉真理がタンザニアのニエレレ、
澤田昌人がコンゴ民主（旧ザイール）のモブ
ツを対象として調査研究を実施した。阿久津



 

 

昌三は、ンクルマのニューヨーク・ハーレム、
フィラデルフィアの留学時期及びロンドン
の学生運動、労働運動、独立運動の時期を調
査した。青木澄夫は、現地調査及び国内調査
により日本人が見たケニヤッタ像を調査し
た。梅屋潔は、アミンを知る人物にインタビ
ュー調査を行ない、録音、書き起こし、翻訳
の作業を実施した。小泉真理は、昨年度のエ
ジンバラ大学での調査を受けて、タンザニア
の人びとにとってのニエレレ像に関する現
地調査を行なった。澤田昌人は、ルムンバ暗
殺に関与したとされるモブツについて調査
研究を行なった。阿部利洋は、ロンドン大学
政治経済学院及び東洋アフリカ研究学院に
おいて、独裁者の比較検討のための資料収集
を行なった。 
 2012 年度は最終年度にあたるため、2012
年 6 月 30 日に、公開シンポジウム「アフリ
カ諸国における独立後 50 年の回顧と展望―
独裁制と独裁者の再検討」と題して共同研究
会を開催した。コメンテーターには、梶茂樹
（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究
研究科教授）、小馬徹（神奈川大学人間科学
部教授）、鈴木裕之（国士館大学法学部教授）、
武内進一（日本貿易振興会アジア経済研究所
地域研究センターアフリカ研究グループ長）
を招聘した。 
 阿久津昌三は、ンクルマの新植民地主義と
帝国主義批判を分析し、特に、コンゴ危機を
事例としてンクルマの動向を調査した。青木
澄夫は、ケニアやその指導者を事例として日
本のメディア報道を調査した。梅屋潔は、ア
ミン政権の閣僚であり、その命令で殺害され
た人物の関係者から未発表資料を入手して
分析した。小泉真理は、ニエレレの青年期の
イギリス留学経験が彼の政治活動や政策に
どのように影響を及ぼしたのかを調査し、彼
の政治哲学について検証した。澤田昌人は、
東西冷戦構造期のアメリカ、旧ソ連の開示文
書等を分析し、コンゴ危機を事例としてモブ
ツの動向を調査した。 
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