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－北ナイジエ リア、ハ ウサ社会の現地調査を前に－

梅津綾 子

1 .はじめに

1.1研究の目的

日本では現在、養子は特殊なケースと見なされ、養親子は社会的に弱い立場に

立たされている O 児童養護施設に預けられ、家庭を知らず、に育つ子、養親と同居

しでも、養子であることを隠す子、養子であるという事実の告白を養子に対して

跨路する養親、笑の両親に関する情報不足に悩む養親子などが少なくなし1。さら

に近年は不妊治療が進み、代理母出産が社会的な問題となって久しい一方、離婚

率の増加と共に、生物学上の親と養親の間で悩まされる子どももいる。これらが

社会問題となる最大の要因は、大部分の日本人が、「自分の産んだ子」や「血縁」

に固執すること、そして「 l人の子どもの両親は 1組Jという回定観念をもつた

めではないだろうか。

ところが「養子」をめぐる状況は、どの国でも同じというわけではない。「養

親子」になることがごく一般的な社会も存在する。本稿が対象とする、北ナイジエ

リア、ハウサ社会もその 1つであり、そこには伝統的に 「養子」慣行が存在する。

筆者は、現在のハウサ社会における 「養子J慣行の実態を明らかにし、ハウサ社

会が生物学的親子に固執しない原因を探る。そしてそれを元に日本の養子をめぐ

る状況を再考することで、日本社会の狭い親子観、家族観を問い直す。言い換え

れば、「養子」という切り口から、親子や家族の福祉機能を改めて問い直す。

以上の研究目的の一環として、本稿では、筆者がハウサ社会の「養子J慣行に

関心を抱く契機となった、Babaof Karo : A Woman of The Muslim Hausa （『カ

ロ村のパパ ：ムスリムハウサの女性』）の中にみられる「養子」慣習に関する情
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報を整理するとともに、筆者が今後行なう現地調査の！療の課題を明確化すること

を目的とする。

この本は、 l人のハウサ女性パパ（Baba）が語った自分の人生を、イギリス

人女性がまとめたいわゆる個人誌である。パパは、生渡子どもを産むことができ

なかった。そのため、本書では「養子J慣行と深く関わる事例が多数見られる。

本書は、当事者の諮る具体的な事例を入手できるという点で、「養子」慣行に関

する有力な資料と言える。

しかし『カロ村のパパ』は元々、「養子」慣行についての専門書というわけで

はないため、限界もある。まず「養子J慣行に関する情報が断片的である。また

1人の人間の視点からのみ描かれているため、情報の多様性には欠ける。さらに、

民族誌記述においては不可欠の、概念用語の検討も不十分と言わざるを得ない。

加えて、この個人誌は50年前に初出版されており、現代のハウサ社会では事情が

異なる部分も少なくなかろう。今後、「養子」慣行の専門的な現地調査が必要で

あることは論を待たない。

1.2 〈「養子縁組」〉 の定義

『カロ村のパパ』の内容に入る前に、本稿のテ ーマである養子縁組に筆者が

「養子縁組」とカッコ付きにした理由を述べる。日本の養子縁組は、法的手続き

により親子関係を結ぶことである。しかし文化的背景が異なるため、ハウサ社会

の養子縁組の概念は日本のそれとは異なるはずである。そのため本稿では、ハウ

サ社会におけるこの種の慣行を便宜上、「養子縁組」とカッコ付きにして表記す

る。また、『カロ村のパパ』では、この種の慣行はadoptionと表記されているが、

その訳語も「養子慣行」と表記する。

1.3ハウサ社会概要

ハウサの人々は、北部ナイジエリアとニジエ ール南部に位置するハウサランド

に主として居住している。彼らの大部分は農耕を生業とし、イスラム教を信仰し

ている。かつて、ハウサ人はハウサ七王国を形成していたが、 1804年に定住フラ

ニのイスラム導師、ウスマン＝ダン＝フォディオが聖戦を開始し、ハウサ諸国を
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征服、イスラム王朝を建てた。しかし支配者であるフラニ系の人々は文化的には

ハウサ文化に深く同化している。その後1900年より、北ナイジエリアはイギリス

に占拠された。

ハウサ社会において、親族関係は父方 ・母方双方ともに重要である。通常、ハ

ウサは父系拡大家族（一家の長、兄弟とその妻達、子ども、孫）を構成し、親族

成員同士の結束は強し、。また、ムスリムハウサ社会では一夫多妻制結婚が認めら

れている。結婚すると自由民lのムスリムハウサ女性は、宗教的教えにより 、

kulle （『カロ村のパパJではwife-seclusionと表記。日本語では仮に「妻隠し」

とする。）という習慣を守り、夫の屋敷内に閉じこもる。

「養子縁組Jはハウサの親族関係の重要な特徴であり、通常、 2歳で乳離れし

た後の第 l子に対して、最も頻繁に行われる。「養親」は母方親族の時も父方親

族の時もある。そして実の両親と第 l子の聞には生涯続く厳格な公的忌避関係が

見られる。パパの事例では、パバは配分された養子に対して、生涯を通して母親

の役割を果たした。それゆえ「養子」制度のー側面は、代理子孫の用意であり、

不妊の女性が普通の親の経験を果たすことができるようにするものだという。

(Smith 1981 : 13-27) 

2. 『力ロ村のバパ』における「養子」 慣行

2.1 『力ロ村のパパJ概要とインタビューが行われた背景

『カロ村のパパJは、北ナイジエリアの小村カロに住む、ムスリムハウサ人女

性パパの語りで構成されている個人誌で、 1954年に出版された。 1877-1951の74

年にわたるパパの人生2と、パパに関わる人々の生活がパパの視点で捕かれてい

る。

本容はイギリス人女性マリ－.F.スミス〈以下M.F.スミスと表記する）がノてパ

に対してインタビューを行い、それをまとめたものである。スミスは、ハウサ研

究の第一人者である人類学者の夫M.G.スミスと共に、現地調査を目的としてハ

ウサ社会に滞在していた。そしてその過程でパパと親しくなり、記録をとるに至っ

fこ。
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スミス夫妻は、植民地社会科学調査評議会（theColonial Social Science 

Research Council）から、現地調査を任命された。パパの記録は、彼らの18ヶ

月にわたる現地調査の成果の一環であった。パパの個人誌作成を始める前、スミ

ス夫妻は 4ヶ月間、バパの村に住んでいた。そして、 1949年11月から1950年 1月

までの 6週間で記録は取られた。そのうち 4週間は、北ナイジエリアのザリア区

ギワ市で、最後の 2週間は、スミス夫妻の都合によりザリア市で聞き取り調査は

行なわれた。

わてからの聞き取りは、毎日 3時間行なわれた。 M.F.スミスは様々な点を明

らかにするために何度となく質問をした。人類学者のM.G.スミス自身が聞き取

りをしなかった理由は、ハウサには「婆隠し」の慣習があったため、男性である

M.G.スミスが女性から直接、率直な話を聞くことは困難だったことにある。パ

パがインフォーマントに選定された理由のひとつは、何人もの若い既婚女性の短

い記録より、年配の女性からひとつの詳細な個人史を得ることの方がより価値が

あるとする、スミス夫妻の判断にある。さらにパパは、その知性、率直さ、スミ

ス夫妻の研究に対する意欲を賀われたのである。

2.2 『力ロ村のパバJにおける 「養子」慣行事例

『カロ村のパパ』では、「養子」慣行について、以下の事例がわかる。ただし今

回は、パパがadoptと明確に表示している事例のみを「養子」とする03

(1)パパの「養子J及び 「養親」経験

(2）ハウサの「養子」慣行に関するパパの考え

(3）「養子」と「養母Jと笑母の関係

( 1 ）パパの養女 ・養母歴

①パパの「養女」歴

2歳で 2年間、母方祖母の姉がノ心てを「養女」にした。しかしその祖母の姉は

気難しく、パパを怒鳴ったり殴ったり、食事もろくに与えなかったため、パパの

父たち（父とその兄弟）によって連れ戻されたJ

②パパの 「養母」歴

まず、 2番目の夫マイガリ (Malam Maigari）との結婚生活において、ノぐノて
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は3人の「養子」を得た。 l人目は、マイガリと結婚して 2年未満で彼に「与え

られたj、元奴隷のウスマン（Usuman戸、 2・3人目は、結婚して 2年過ぎた

頃、ほぼ同時にサダウ（Sadau)（パパの実の姉ディジェ（Dije）と彼女の 2番

目の夫との聞にできた第 1子〉とラワンデ（Lawande)（パパの若い妻仲間ウー

ワ（Uwa）の子〉をそれぞれ「養子」にした。このうちパパが結婚の取り決め

をしたのはウスマンとサダウである06

次に、 3番目の夫ハサン（MalamHasan）との結婚生活において、パパが得

た「養子」に関して述べる。ハサンと結婚して 7年が過ぎた頃、町のチーフが亡

くなった。その時パパは残された妻アダマ（Adama）と相談し、自分の夫ハサ

ンとアダマを結婚させた。そして彼女の第 1子、ヤーダダ（’Yardada）を「養

女」にした。また、パバの弟カディリ（Kadiri）とラウレツ（Lauretu)（パパ

の3番目の夫ハサンの双子の姉妹であるハサナ（Hasana）の「養女」）の娘、イェ

ルワ（Yelwa）も「養女」にした。ハサンの死後、ノゼバはヤーダダとイェルワと

共に住み、結婚を取り決めた。7

以上、本文中でadoptと警かれたパバの「養子」は計5人（男性2人、女性3人）

となる。（文末の図 l参照）

(2）パバの「養子」観

次に、「養子」慣行を担うハウサ女性自身はどう考えているのかを提示する。

その一つが、パパの「我われは自分の子どもを贈り物として誰かに渡す」

(Smith 1981 : 146）という発言である。また、パパは「養子縁組Jを行う自分

たちと、元々「養子縁組」の慣習がない支配層フラニ入社会と比較して以下のよ

うに述べている。「フラニ人は－彼らは人情がない。彼らは自分や自分の子ども

にしか関心がなく、良くない人たちだ」（Smith,1981 : 128) 

以上により、子どもを贈り物として誰かに与えることはいいことであると、パ

パが考えていることが分かる。8

(3）「養子」と「養母Jと実母の関係

①「養女」サダウの結婚をめぐる、「養母」パパと実母（パパの実姉）ディ

ジェとのやりとり

てパはサダウの結婚話を進める際、姉のディジェの元へ、サダウの結婚相手に
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関して尋ねに行った。ディジェは自分の夫の家族の誰かを薦めた。しかし結果的

には、サダウがパパたちの家族の誰かを夫にしたがっている、という理由で、ディ

ジェの言うとおりにはならなかった。

だが一方で、娘の新郎から、サダウの母親として現金20シリングを受けとったパ

パは、夫Maigariの家族に 5シリング、自分の親族に10シリング渡した他、ディ

ジェに 5シリング渡している。（Smith.1981,pl57) 

この場合、「養女」サダウの結婚に｜刻することで、笑母ディジェにはそれほど

強い権限はないようだ。しかしパパは全く実母ディジェを無視していないことは

わかる。ただ、この笑母ディジェと「養母」パパの関係に、突の姉妹であること

が影響しているのか斉かは不明である。

②「養母Jパパと、「養女」ヤーダダの実母で妻仲間アダマとの関係

『カロ村のパパJではパバとアダマの非常に仲の良い関係が捕かれている。ア

ターマはパパが連れてきた妻仲間である。そして 3番目の夫であるハサンとの結婚

生活で、パパはアダマの第 1子ヤーダダを「養女」にしている。パパはアダマと

の関係について、「子どもたちのことで嫉妬はまるでなかったj (Smith. 

1981,p210）と述べている。

その後ハサンが病死し、アダマは新しい夫の元へ、パパは弟カディリ

(Kadiri）の家へ、イェルワとヤーダダを連れて行った。その際、アダマはノ可・パ

と一緒に住みたいと言ったが、パパはできないと断っている。しかし別れた後も、

お互いの家に頻繁に行き来した。また、パパが取り決めたヤーダダの結婚式では、

パパだけでなくアダマも、他の人々より多くの贈り物をした。それに関してパパ

は、「私たちは彼女の親だからだJと述べている。（Smith,1981.p210.217.249) 

ここから、委仲間という点、でも、「餐親」と実母の関係という点でも、 2人は

仲が良いことがわかる。またその関係は彼女たちが妻仲間でなくなった後も続き、

何よりお互いにヤーダダの母としての自覚をもち、かっ「母」同士で互いに認め

あっていることがわかる。

以上の事例から、ノてパはハウサの「養子J慣行に価値を置き、多数の子どもを

「養子」にし、自分の「養子」の笑母との関係も保っていたことがわかるO
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3 .『力ロ村のババ』による 「養子」慣行研究の限界

しかし冒頭で述べたように、「養子J慣行の研究書として見た場合、『カロ村の

パパ』には不十分な点が少なくなし、。以下に、それらを詳しく見てみることにす

る。

3.1細部にわたる情報と情報の多様性の不足

細部にわたる情報に関して、炉ljえば‘以下の点が明らかになっていない。高齢女

性が「養子」（男性）の屋敷に住む可能性。子どもが産める女性の場合の「養子」

慣行について、及びその場合の 「養子」と実子の関係、などであるo

情報の多様性の不足に関しては、以下のことが指摘できる。fカロ村のパパ』

ではパパの語りと、スミス夫妻の解説や意見のみが語られている。それゆえパパ

の「養子」たちの意見、婆仲間、親族といった、パパをとりまく人々が、実際は

「養子縁組」をどう考えていたのか検証不可能である。

3.2ハウサの文脈に沿った、 adoptionの定義の欠落

M.G.スミスは序論で、「 1つの文化グループの特徴的な出来事が、異なる文化

グループの人々に十分正しく理解される前に、パックグラウンド情報が与えられ

るべき」（Smith1981 : 15）と述べ、パパの語りの背景を記述している。しかし、

そのパックグラウンドを構成するひとつである、文化概念を体現する諸用語に対

する定義がなされていなし、。これでは英語文化閣の人が 『カロ村のパパJを読ん

だ場合、ハウサ文化ではなく 、英語圏の文化的文脈で、adoptionを理解する危険

性がある。

このような民族誌の翻訳や解釈に関しては、以前から多くの研究者がその課題

を指摘している。その中の 1人である栗本英世は、「ナイル系ノマリ族におけるjw

okの概念」（民族学研究 52巻 4号〉において、南部スーダンのパリ族におけるj

wok概念の記述及び分析の前に、以下のような問題提起をしている。「人類学者

はキリスト教的価値観（中略）に基づいた、現実とは遊離した分析枠組を、意識

的、無意識的に押しつけることが多かったのである。これは、「文化の綴訳」の
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本質にかかわる問題であるJ。（栗本 1988: 273) 

『カ ロ村のパパJにおいても、スミス夫妻が“adoption”を無意識に使うことで、

英語圏の概念の押し付けて、ハウサ社会を誤って記述した可能性もある。

3.3現在のハウサ社会における 「養子J慣行情報に対する手がかり

植民地時代が終わり、ナイジエリアが独立を果たして半世紀近く経過した。世

界中の情報が瞬時にして手に入る昨今、ハウサの 「養子」慣行も変化しているの

ではないだろうか。また、その慣行自体が消滅している可能性も考えられる。し

かし2003年から2004年にかけて筆者が行なった予備調査において、数人のナイジエ

リア人から、ハウサの「養子」慣行は現在も存在すると聞いた。更に先日、筆者

がハウサの「養子J慣行に関心があることを知る、ナイジエリア人から以下の情

報を得た。彼は非ハウサ人のムスリム男性（20代後半）で、学歴は大学卒である。

「両親が完全に子どもを他人にあげようとする実例はある。これは北部ナイジエ

リアのハウサの閉では、文化的、伝統的に五七常によくあることだ。（中略）
adopL必dchild 

養 子はしなければならないことが沢山ある。彼がほとんどの家事をこなす。

そして実際には汚い作業は全て彼がする。なぜなら彼女たち（「養母」）は彼の生

物学的な母親ではないからだ。しかし、他の子が甘やかされる一方で、養子は長

い間厳しい育てられ方をされるために、独立心がより強くなるであろう。J(2004 

年10月5日のEメールより抜粋：下線及びカッコ内筆者）

ここから、ハウサの「養子」慣行が現在でも健在である可能性があることがわ

かる。 一方で、「養子」と実子は明らかに区別されている可能性もある。一概に

は言えないが、こういった可能性も視野に入れる必要はあるだろう。

4 .現地調査に向けて

以上、『カロ村のパパ』に見られる「養子」慣行に関する情報を整理するとと

もに、今後の調査研究を進めていく上での問題点を明らかにしてきた。今後は何

よりもまず、現地の概念に忠実な民族誌的資料を収集することが当面の課題とな

る。その際には、個別事例を得るために、ハウサ女性で「養母」となっている人
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の人生について、複数（ 2～ 3人〉のハウサ女性から聞き取りを行なう。ただし、

筆者の場合は「養子J慣行に関する事例を重視する。そして、「養子」慣行の事

例に登場した人物に対しては、直接本人に話を聞き、事笑や当人の意見を確認す

る。また、直接観察による人間関係（「養子」と笑子の関わり、その子どもたち

に対する大人の態度など）の把握も重視する。その他「養子j慣行に関わると考

えられる事項（財産分与、法律関係など）に関する資料も収集しなければならな

い。それらの過程で・adoption（「養子縁組J）の概念、を吟味し、その作業の延長線

上において、日本の養子をめぐる状況を再考していきたいと考えるo
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X長方形で囲んだ人物がBabaの「養子J。
:!: Lauretu（まHasanaのf養子」。

1 北ナイジエリアがイギリスにより占拠される以前、ハウサ社会では奴隷制が慣行され

ていた。奴隷は男女共に主人の屋敷や農地を耕さねばならなかった。

2 補足説明〈パパの結婚 ・離婚歴〉

『カロ村のパパJによると、パパは 2歳で 2年間「養子」になったあと、14歳で、 当時恋

人がいながら親の勧めによりイトコと結婚。 3年後、自らの申し出で離婚し、元の恋人

（イスラム教師）と 2度目の結婚。 15年後、伯母の勧めで望まぬ離婚。その後父の紹介で

看守と 3度目の結婚。 27年後、夫が病気で死別。しばらくの問実弟の家に滞在し、イン

タビュー時は農夫と 4度目の結婚をしていた。
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3 ただし、“WhatHappened to my Adopted Children”（Smith 1981 : 180）に登場

する子どもたちに関しては、 adoptと表記されているが、中にはパバが幼少期に面倒を

みた弟妹も含まれている。この記述に関しては、現段階で筆者は理解不能である。その

ため、他のページでもadoptと書かれていない子ども逮に関しては、本稿では「養子」

とみなしていない。

4 パパの 2歳年上の実の姉ディジェは、母方の実の祖母の「養女」になった。ディジェ

の場合は祖母が亡くなるまで一緒に暮らし、その後結婚した。またパ／＇｛の伯母ラビ

(Rabi)も、ラピの父方叔母に子どもがいなかったため、彼女の「養女jとなった。

5 ハウサの奴隷制が、イギリスの占拠により廃止される前に、ウスマンはマイガリによ

り自由民に解放されていた。

6 M.F.スミスは、 2回目の夫との結婚生活の中で、 3人の養子と住むようになっていた

パパの様子について「おそらくパパが、自分の子どもは持てそうにないと実感し、他人

の子どもを養子に取ることが制度化された慣習において補償・を探したのはこの期間であ

ろう。J(Smith, 1981 : 273）と述べている。

7 ヤーダダとイェ jレワの「養子縁組」の順番は不明確。

8 一方出産に対するパパの考えも以下の事例より推測できる。パパは相思相愛で結婚し

た2番目の失マイガリとの順調な結婚生活を、自ら終えた。契機はノイパの父方叔母のラ

ピが、マイガリとの離婚を要求したことにある。当初ラピの要求を拒否したパパが、ラ

ピ叔母に従った理由の 1つには、ハウサの年配親族女性の発言力の強さが挙げられよう。

（パパの「母がここを離れて欲しいと言うの」（Smith,1981 : 159）という発言より。）

しかし一方で、「私は彼がとても好きだったが、彼から離れた。何故ならそうしなけれ

ばならなかったから。 一一私には子どもが持てなかったから。J(Smith. 1981 : 118）と

いうパパの発言から、パパの離婚理由にはパパの出産願望も含まれるだろう。
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