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研究成果の概要（和文）：1980年代の構造調整計画の実施、1990年代の政治の民主化と市場の自由化は、アフリカ農村
社会に大きな変容をもたらした。農村・都市間のヒト・カネ・情報の流動性が増え、人々は村内外で非農業活動を活発
化させてきた。この流動性増大と生業の多様化が農民の脆弱性や農村部の伝統的権威に変化をもたらしてきたことをザ
ンビアの村落調査で明らかにした。また伝統的権威の変化と紛争との関係についても考察した。

研究成果の概要（英文）：Rural society in Africa has experienced rapid socio-economic changes since 1980s; 
implementation of SAP (Structural Adjustment Program), promotion of political democratization and market 
liberalization. These changes have accelerated diversification of livelihood of rural people and their 
movement helped by rapid dissemination of mobile phone, which have influenced on the people’s 
vulnerability and power structure in rural society. I have studied on the process of vulnerability change 
of farmers and the change of power in a rural society in Zambia. Change of power in rural society has 
impact on social order.
I have examined relations between change in regional power structure and radicalization of conflicts 
since 2000. In Nigeria, I have studied new function of home-town association on social order of home town 
in the case of the Igbirra society. And in Zambia, I have examined reasons of establishment of the 
Ministry of Chief in 2012 and its implication.

研究分野： アフリカ地域研究
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１．研究開始当初の背景 
申請者はこれまで、ナイジェリアとザンビ

アにおける農村調査の結果をもとに、1980 年

代の構造調整計画（SAP）の導入や 1990 年代

の政治の民主化と市場の自由化といった政

治経済的変化が、小規模農民の農業生産や日

常生活に与えている影響について多角的に

分析してきた(島田 2007a)。そして農民たち

が、多様な出来事の継起的展開の中で彼らの

脆弱性を増大させているのではないか検討

してきた(島田 2007b)。 

それらの研究で、脆弱性が地域社会の「秩

序」と関係をもっていることが明らかとなっ

てきた。人々の脆弱性増大を一つの契機とし

て、農民たちが村長や首長に代表される権威

体制や既存の「秩序」に対して挑戦する事例

がみられるようになってきたからである。 

2000 年以降ナイジェリアで激しくなって

きたニジェールデルタの地域紛争と北東部

のボコハラムの紛争では、伝統的権威はすで

に調停能力を失い紛争の主たる担い手は若

者武装集団となっている。彼らは、国内政治

の周辺部で低開発地域に住む、資源へのアク

セスを断たれた脆弱性の高い若者たちであ

る。社会経済的変化と社会「秩序」や紛争と

の関係を脆弱性増大の視点から考える本研

究は、これらの地域紛争の内的要因を探るた

めにも非常に重要な研究と考える。 

 
２．研究の目的 

この研究の目的は大きく分けて 2 つある。

1 つは、近年のアフリカ農村社会における農

民の流動性及び生業の多様性と、農民の脆弱

性の変化との関係を解析することであり、い

ま 1つはその脆弱性の変化、とりわけ農民の

脆弱性増大が農村社会の「秩序」や権威の変

化にどのような影響を与えているかを考察

することである。 

前者についてはすでに 1980 年代以降のナ

イジェリアと 1990 年代以降のザンビアで実

施してきた農村調査の結果分析を中心に解

析を進め、後者についてはナイジェリアとザ

ンビアで新たに現地調査を実施し、最近のア

フリカにおける地域的「秩序」や地域紛争に

ついても考察を進めることにした。 

農民の流動性、生業の多様化、変化の中の

「秩序」といった点はすでに農業研究やイン

フォーマル部門研究でさまざまな視点から

注目されてきた。本研究では、脆弱性と「秩

序」との関係を考察するにあたり、これらの

研究成果も取り入れようと考えた。 

農民の流動性に関しては、S.ベリーが、不

安定な環境（政治経済的、自然的の両方を含

む）のもとアフリカの農民たちは、資源への

アクセスを巡り絶え間なく交渉を行い制度

や伝統をも流動的に変化させていることを

指摘している。彼らは貯金を取り崩してでも

(人的ネットワーク等の)社会的投資に資金

を振り向け「財産保有形態」を流動的なもの

にしておく傾向があるというのである

(Berry 1993)。 

生業の多様化については、ブライセソンの

脱農業化(deagrarianization)の指摘が示唆

的である。彼女は、過去 30 年間アフリカの

農村部で非農業生産活動の比重が増大し、生

業の多様化が進んでいること、それが都市の

フォーマル部門とインフォーマル部門、農村

部門といった3部門間の区分を不明確なもの

し、それらが 1つの｢渾沌とした部門｣に変容

してきているのではないかと主張している

(Bryceson 1996; 1999)。この指摘はリーチ

とスクーンが述べる、制度適用にみせるアフ

リカ人の柔軟性や、人々の組織再編・組み替

えのうまさといった才覚(ブリコラージュ

性)に通じるものである(Mehta, Leach and 

Scoones; 2001)。 

これらの生業の多様性と人々の流動性、さ

らに脆弱性増大が、「秩序」とどのような関

係にあるのかという点に関してはミーガー

の一連の研究が示唆に富む。彼女は、東部ナ

イジェリアの都市アバで、靴職人達が自分た



ちの商業活動を維持するために自発的に組

織した自警団アカッシ・ボーイ（Bakassi 

Boys）の盛衰を分析し、それが合目的で内部

規律を整えた組織であったことを明らかに

した (Meagher; 2007)。この組織は後に彼等

の名声を利用しようとする政治家に利用さ

れ暴力的集団に変容したのであるが、少なく

とも初期には、明確な目的をもつ多民族構成

の近代的な若者集団であったという。 

SAP 後の都市フォーマル部門の縮小や民

主化後の政治不安の中で、商人たちは自らの

生活を守るために伝統的な家産制的権威に

頼るのではなく合目的な新組織やネットワ

ークを創生してきたことを示した。しかしこ

れらの合目的組織が政治家や伝統的権威に

容易に利用され変質する弱さを持っている

ことも彼女の研究は明らかにしている。 

これらの研究成果は、農民の流動性と生業

の多様化が一部の農民たちの脆弱性増大を

もたらしていることでは一致した認識を示

している。しかし、伝統的権威に代わる新し

い「秩序」の担い手の誕生については一部認

めつつもそれが安定的担い手とはなってい

ないことを明らかにしている。これらの研究

は、脆弱性が持つ多義性と脆弱性増大と「秩

序」の関係の複雑性を示している。 

 
３．研究の方法 

生業の多様化（非農業活動の増大）と農民

の流動性の実態、さらにそれらと農民の脆弱

性との関係については、これまで長期に現地

調査を行ってきたザンビアのC村での調査を

さらに継続し、その記録をもとに分析を試み

た。農民の流動性と密接な関わりがある都市

－農村関係の変化については、過去に農業生

産と出稼ぎの関係について調査研究を行っ

た中部ナイジェリア地域のエビラ人社会の

同鄕集団に焦点をあて、その社会の伝統的権

威と「秩序」の問題について検討した。 

また、本研究にとって重要な問題として急

浮上してきたボコハラムの研究については、

日々展開する事件のクロノロジーを作成す

る一方専門家から聴き取り調査を行い、国際

的テロと称される地域紛争の内的要因の検

討を行った。最終年にはボコハラム研究の第

一人者である研究者を日本に招聘し国際シ

ンポジウムを開催した。 

農村社会における「秩序」に関しては、ザ

ンビア政府が新設した首長省の機能と問題

点について検討することにした。 

 
４．研究成果 

1 年目と 2年目は、ザンビアの C村とナイ

ジェリアのエビラ人社会の調査を実施した。

エビラ人社会の調査では主としてエビラ人

同鄕集団に対する聴き取りを行った。最終年

には、社会変容と紛争に関する国際シンポジ

ウムを開催し研究成果の公表を行った。 

ザンビアの C 村での調査では、過去 20 年

間の村人たちの移動や生業の変化について

聴き取りを行い、彼らが社会経済的変化の中

でどのように農業生産を変化させ日常生活

を営んできたのか、それが彼らの脆弱性にど

のような影響を与えてきたのか分析した(文

献(2)、(10)、(11))。新しい農業生産は、伝

統的な相互扶助的賃借を減少させる一方で、

新しい形の賃耕を拡大させるなど、農民の脆

弱性は一方的に増大するのではなく緩和さ

れる過程も内包していることを示した。 

ナイジェリアでは首都アブジャでエビラ

人同鄕集団の関係者から聴き取り調査を行

い、かつての出稼ぎ者集団が、故郷の政治や

経済開発に積極的に関わる有力な同郷集団

となってきた過程と現状について調べた(文

献(6))。これらの集団は、故郷における紛争

の調停役を果たすと同時にその紛争の当事

者になる可能性もある。通信手段の発展によ

りヒト・情報・カネの流動性がかつてなく増

大している現在、故郷の権威者たちも同鄕集

団の支持無くしては維持できない事態にな

ってきており、「権威の流動性」といった新

しい視点も必要であることが示唆された。 



ナイジェリアでの調査期間中俄かに本研

究にとって無視できない問題となってきた

ボコハラムの研究については、関連資料の整

備を行い同事件の歴史的背景の分析を行っ

た(文献(7)、学会発表(7)、放送(2))。また、

ボコハラムの紛争の拡大とナイジェリアの

総選挙との関係についての論文は現在執筆

中である。 

ザンビアで新政府により新設された首長

省の設置(2011年：愛国党（PF：Patriot Front)

のサタ大統領による)については、その政策

的意図やその結果について聴き取り調査を

行った。地方行政機構が弱体であるアフリカ

では、地方分権化は伝統的権威の協力なくし

ては成功しないことが多い 。その弱点を強

化するために講じられた首長省の新設(文献

(9))は、伝統的権威者たちの権力意識を覚醒

させたようで様々な問題も引き起こしてい

る。サタ大統領の急死をうけ本年 1 月 25 日

に就任したラング新大統領がこの政策を引

き継ぐかどうか不明であるが、この首長省新

設は農村地域の土地所有に関する伝統的権

威の強化を孕み、地方社会の「秩序」に大き

な影響を及ぼすので、今後も注視が必要であ

る。 

最終年に、北部ナイジェリアの専門家であ

るラルフ(Raufu)博士とインフォーマル部門

研究の専門家であるミーガー(Meagher)博士

を招き東京と京都で公開の国際シンポジウ

ムを開催した。このシンポジウムでラルフ博

士は、北東部ナイジェリアでのボコハラムの

運動が地域社会の脆弱性増大と密接な関係

を持つことを指摘した。また同時に、その運

動が国境を跨いで広い地域に連携を持って

広がっていることを指摘した。これは、本研

究で私が追求してきた地域社会内部での脆

弱性問題と「秩序」との関係性が、もっと広

範囲な地域的広がりの中で再認識されるべ

きことを示唆している。 

一方ミーガー博士は、紛争の温床ともなる

インフォーマル部門で、紛争の緩和や調整が

日常的に巧妙に行われていることを明らか

にし、その上でその調整が効かない局面があ

ることを分析の結果明らかにした。さらに彼

女は、北部ナイジェリアで族生する新興宗教

集団の中にも、厳しい社会変化の中で「秩序」

と安寧を求め禁欲的に経済合理性を追求す

る商業組織があることを明らかにした。激し

い変化を遂げる社会では、「秩序」の担い手

が全く新しい組織原理により生成してきて

いることを示している。 

また、アフリカの農村社会における資源を

めぐる重層的関係や人々の流動性に関する

研究で有名なジョンホプキンス大学のベリ

ー(Berry)教授とニジェールデルタ地域の紛

争研究の第一人者である米国社会科学研究

評議会（SSRC）のオビ(Obi)博士との意見交

換では、地域紛争やその解決に果たす伝統的

権威の役割の低下は認められるものの、政治

家や政府と連携して隠然たる力を示すこと

があることが再認識された。 

以上の諸成果は、論文発表、学会発表、さ

らには放送での解説等で公表してきた。 
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