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語ると同時に実行する行動力ももっている．

一方で，たしかに，利益の得られる部分から

は利益を得ており，内部でも外部でも，さま

ざまな批判にさらされている．しばしば諍い

も起きている．しかし，それでなお，「地域

を良くすること」を模索し続ける彼女たちの

姿，忙しい主婦としての生活をこなしながら

も邁進していくそのパワフルでエネルギッ

シュな姿に，フィールドに赴くたびに私は，

感銘を受けるのである．

月のあかり，みずの音

―コンゴ河の記憶―

高　村　伸　吾 *

豊かさと戦争

アフリカ大陸のほぼ中央に位置するコンゴ

民主共和国（以下コンゴ）がぼくの調査地

だ．これまで 2013 年と 14 年の 2 回，数ヵ

月間この国に滞在し，現地調査を続けてい

る．コンゴは豊かな国だ．日本のおよそ 6

倍という広大な国土には銅・金・コバルトな

どの鉱床があり，同時に世界屈指の熱帯雨林

や多様な動植物相をもつ．神様がいるかいな

いのかは分からないけれど，何か特別な恩寵

を授けた土地であるかのように思える．しか

し，この国の豊かさがもたらしたものは，皮

肉にも悲惨な戦争だった．1960 年代の独立

に伴う政治不安，初代首相の暗殺，長期にわ

たる独裁政権とその崩壊．資源をめぐる諸外

国の思惑に翻弄され独立後の半世紀，この国

から戦争の火種がなくなることはなかった．

1994 年，隣国ルワンダのジェノサイドを

皮切りに勃発した第 1 次，第 2 次コンゴ戦

争は周辺 19ヵ国を巻き込むアフリカ大戦の

様相を呈し，その過程で 540 万以上の人命

が失われた．2002 年のプレトリア合意によ

り名目上，戦争は終結したが，豊かな鉱床を

有するコンゴ東部では未だ反政府勢力による

資源略取や混乱が続く．その為，隣国ルワン

ダ・ウガンダとの国境沿いは日本の外務省に

よって退避勧告地域に指定されている．独立

以前，アフリカ諸国のなかで南アフリカ共和

国につぐ工業国とうたわれ，経済成長の牽引

役と目されていたコンゴは，世界最貧国のひ

とつにまで転落した．平和合意から 10 年以

上が経過した現在も地域社会再建への道筋は
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みえない．

2013 年の予備調査では，京都大学で長く

調査が続けられている赤道州ワンバ地域の様

子を観察した後，東部州を中心にバイクで

500 キロほど走りまわった．ワンバの人々

は，生活を立て直そうと住民組織を作り，共

同畑の開墾や魚の養殖など村の生産力を高め

ようと試みていた．畑ひとつ切り開くのにも

膨大な労力と手間がかかる．数人がかりで生

い茂る大木を切り倒し，火入れをし，キャッ

サバの茎を 1 つずつ植える．人々の必死の

努力にもかかわらずこうした取り組みの多く

は徒労におわる．売る商品はあれど，売る手

段がないのだ．紛争により橋や道路は寸断さ

れ（写真 1），トラックでの農産物買付けは

中断した．村までトラックが来てくれた紛争

以前とは異なり，今日，農村住民は 200 キ

ロ以上遠方の，都市近郊の定期市まで商品を

売却しに赴かねばならない．直線にしておよ

そ東京から名古屋ほどの距離を彼らは歩く．

子どもの学費や医療費を捻出するため，男た

ちは 30 キロにもなる商品を担いで片道 1 週

間以上かけて森林地帯を突っ切るのである

（写真 2）．過酷な徒歩交易によって彼らは糊

口をしのいでいるが，流通の崩壊による極度

の商品不足・現金不足から抜け出すことはで

きない．

紛争から本当の意味で立ち直るためには，

いかに作るかではなく，いかに流通に乗せる

かという視点が必要だ．農作物が売れれば，

地域は徐々に回復する．売れなければ，停滞

が続く．単純にひとつの農村をみるだけでは

この状況は変えられない．農村から都市へ，

そして都市から農村へ，ヒト・モノ・カネが

どのように移動しているのか，流通の全体

像を理解しなければと感じるようになった．

1990 年代から多くの研究が中断を余儀なく

され，今日の東部州流通を叙述する先行研究

はほとんど存在していない．ないなら，自分

でやるしかない．

コンゴ河を旅する商人たち

予備調査をおえ半年の準備期間をへて 2014

年の夏，東部州での調査を再開した．幸い知

己をたどり現地商人のひとりとコンタクトを

とることができた．州都キサンガニから西方

はロケレという民族集団が商品流通を一手に

引き受けている．コンゴ河両岸に居住する彼

写真 2　森林地帯をこえて

写真 1　崩落した橋
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らは優れた河川航行の技術をもっており，丸

木舟をあやつり市場を基点とした流通ネット

ワークを広げている（写真 3）．そんなロケレ

商人のひとりがぼくの同行を許してくれた．

想像以上に彼らの生活はタフだ．ロケレは

いくつかの市場を，月曜日はここ，火曜日は

ここといった具合に，曜日毎に巡回すること

で生計を営んでおり，多くは 5 つか 6 つの

市場で商品を販売している．早朝 6 時から

15 時まで彼らは露店で商品を売る．その後，

商品を梱に入れて丸木舟で次の市場へと輸送

し，市場に設置された露店で夜を明かす．1

週間の内，自分の村で休めるのは 2 日ほど

だ．5 日間は丸木舟で河を行き来している．

はじめの数週間は彼らの生活に慣れるのに

精一杯だった．新しい市場を訪れる度に，村

の首長に調査の目的を説明し，許可証に署名

をもらう．突然あらわれた外人に人々は驚い

ているようで，市場を歩いていると「モンデ

レ（現地語で「白人」の意），モンデレ」と

いう声がそこかしこで聞こえた．「こんなと

ころまで何しに来たんだ」と幾度も問われ

る．警戒と緊張が入り交じった空気だ．ひと

りひとりにじぶんの名前を告げ，何をしてい

るかを伝える．理解してもらえるよう説明を

し，彼らとおなじ生活をするよう努める．商

人とともに河を丸木舟で遡上し，市場の食堂

で昼食をとり，露店のなかで眠る．生活をと

もにするうちに少しずつ安心感もましていっ

た．「シンゴ，また地図描いてるのか」「シン

ゴ，朝からなにも食べてないよ」等々，見知

らぬ「モンデレ」から「シンゴ」に昇格した

時はなぜだかとても嬉しかった．

調査も中盤を迎えた 8 月中旬，まだ暗い

うちから市場を歩いてはや 5 時間，雑踏に

もまれヘトヘトだ．照りつける太陽になかば

朦朧としながら，市場の地図を描く．昨日ま

では閑散とした寂しい村だったのに，週に一

度の市の日には路地という路地が人で埋ま

る．数メートル歩くのにも苦労する．

数百の露店にはサンダルや布，衣服，は

てはスーツケースやらラジオ，14 インチほ

どのテレビまでが並べられている（写真 4）．

赤やオレンジ，緑など鮮やかな色の服で着

飾った女性たちは商品を慎重に選んでいた．

50 円ほどのサンダルを手にとり，裏返し，

写真 3　河を旅する 写真 4　市場の様子
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プラスチック製のストラップがはずれないか

指でひっぱったりしている．露店で売られる

ビスケットをねだる子どもの表情は明るい．

昨日までの様子とはうってかわってお祭り気

分が村全体をつつんでいる．

11 時頃，市場の一角にある食堂で遅めの

朝食をとる．売り子の喧噪や人々の熱気であ

ふれる辻をさけて食堂でぼんやりする．ス

プーン山盛りの砂糖が 5 杯，ズキンとする

ほど甘いコーヒーにも慣れた．疲労で空腹感

はないが，食べないとやせる．調査にも支障

がでる．フランスパンをむりやりコーヒーで

流し込む．無数の人々をかいくぐり描きあげ

た A4 用紙 10 枚になる市場の地図を眺める

と，ちょっとした達成感だ．少しずつデータ

も集まってきている．

ここだけの景色

3 日ぶりに拠点にしているホテルに戻り休

息をとる．衛星電話でメールを確認すると

「緊急：コンゴでエボラ発生の疑い」という

件名が目につき，背筋がぞくっとした．日本

の報道は過熱しているようで家族や友人から

連絡が殺到している．なかには帰国をすすめ

るものもある．滞在 1ヵ月どうにか目の前の

課題をひとつずつこなしてきたが，このメー

ルはさすがにこたえた．でも，ゆっくり考え

ている暇はない．次の市場へと移動するため

に友人がもう部屋の前まで来ている．荷物を

まとめて船着き場へと急ぐ．

真っ黒な水面には全長 12 メートルほどの

丸木舟が浮んでいた．トーチをかざして船体

を確認する．船首と船尾に船頭がひとりず

つ，身の丈ほどの櫂をもってたたずんでい

る．船の中央には商品が山積みされ，雨よけ

のブルーシートが覆っている．煮炊きの鍋や

七輪が無造作に投げ込まれていて人が乗るス

ペースは限られる．10 人ほどの商人がおの

おの身をよせあってタバコを回しながら談笑

していた．いつもであればタバコの輪に参加

し軽口を叩くのだが，今は余裕がない．様子

から何かを察したのか，友人たちはしっかり

休めよと広めの席をあてがってくれる．9 時

過ぎ，舟は動きだした．商品を背もたれにし

てどうすればいいかを思案する．大使館への

連絡，西アフリカの状況，コンゴ国内でエボ

ラが拡散する可能性．最悪の事態を想定しな

がらとりうる行動を羅列する．腕をくみ，目

をつむって考えこむ．未確定の情報だった

が，不安はつのった．

1 時間ほどたっただろうか，いつのまにか

人々の声はやみ，水をかく音だけがすっと体

のなかに響いてきた．ゆったりとした，ここ

ちよいリズムだ．頭のなかをめぐっていた心

配ごとがふっと静かになった．目をあけると

月のあかりが水面を照らし，数分毎にひらけ

た空を星がながれていく．人工の光がないこ

の場所では星がよく見えた．「大丈夫だよ」な

にかがそういってくれているような気がした．

―あれから約 10ヵ月，もうすぐ今年の調

査がはじまる．調査範囲を広げ，河から遠い

地域も含め踏査するつもりだ．実施に伴う手

続きは膨大なものになるだろう．移動手段や

安全の確保，首長との交渉，不測の事態への

対応に神経をつかわなければならない．今ま

でもトラブルはあったし，たぶんこれからも
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ある．ただ，どうにもならないと追いつめら

れた時，投げ出したいと思った時，ぼくはあ

の夜のことを思い出し，小さな前進を試みる

のだと思う．コンゴに来て一瞬一瞬を積み重

ねる内になぜかどうにかなるだろう，そんな

楽観もわくようになった．この国がぼくにか

けた不思議な魔法だ．

森の秘密会議

―コンゴ民主共和国ワンバ村の調査から―

横　塚　　　彩 *

アフリカ中央部に位置するコンゴ民主共

和国．私の調査地は，首都キンシャサから

チャーター機で 4 時間，更に悪路をバイク

で走ること 3 時間のところにあるワンバ村

である．私は大型類人猿ボノボとワンバ村の

人々の共生関係の成り立ちを調査するため，

2014 年 11 月から 3ヵ月半フィールドワーク

を行なった．ワンバ村では民家にホームステ

イをしていた．

「マダム，これから森にヤシ酒を飲みに行

く．一緒に行こう．」そう声をかけてくれた

のは，ホームステイ先のお父さん．ホームス

テイの初日，雑談の中で私がヤシ酒が好きだ

と言うと，それ以来，手に入る時は，朝食前

や，夕食後にヤシ酒を用意してくれていた．

ヤシ酒は，東南アジアや赤道付近のアフリ

カ地域で飲まれている醸造酒である．私の地

域では主に，アブラヤシやラフィアヤシを切

り倒し，その頂部の裁断面から溢れる樹液を

集めて発酵させる．ヤシの樹液は白濁色で，

取れ立てのヤシ酒は甘みが強く，スポーツ飲

料のような味わいだ．樹液を採取した後 2～
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写真 1　採取したばかりのヤシ酒




