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第1章
1.1.

目的と方法
本研究の目的

本研究の目的は，広義には近年国際的な注目を集めているアフリカの農村開発において，果樹栽
培普及の中心となっている改良品種の導入の位置づけを明らかにすることである。具体的には，マ
ラウイ南部州ムワンザ県において一大産地まで成長したタンジェリン栽培を事例として取り上げた。
一般に，果樹栽培に関する研究では，改良品種の導入による現金収入の向上等が主な目的とされ
てきた。しかし，本研究では，一世紀以上前にマラウイへ伝播したとされ，現在でも農家に栽培さ
れ続けている既存のタンジェリン栽培を中心に研究対象とした点に独自性がある。
果樹は果実を最終的な収穫物とする永年性の作物であり，1 年生作物と異なり，植え付けるられ
ると何十年もその土地を占領することになるため，適地適作の徹底が必要である（水谷 2002：2）
。
また，果樹は長年にわたるライフサイクルにおいて 10 年以上の長期間生産し続ける必要があるこ
とあるため，栽培適性や市場価値を考慮した品目や品種の選択が重要であり，多年の成長に伴って
個体が大型化するため収益性や，栽培管理のしやすさ等も必要となる（金浜 2015：3）。そのため，
果樹栽培の普及には，その地域の栽培条件に適した品目と品種の選択が重要である。
では，なぜ果樹の中でカンキツ類1のタンジェリン栽培のみがムワンザ県において普及したのか，
1970 年代を中心に海外から導入されたカンキツ類の「改良品種」は，なぜ普及しなかったのか。こ
の 2 点を明らかにすることを目的とし，本研究を進めていく。
南東部アフリカに位置するマラウイでは，政府が国際価格の変動が大きなタバコやチャ等に代わ
る新たな換金作物として果樹栽培に注目してきた。国内の研究機関を通して，果樹の改良品種の導
入に伴い，援助機関から技術移転等の支援を受けて，農村地域で果樹栽培が推進されてきた。果樹
の改良品種の導入は，農業研究機関や普及所によって積極的に実施され，先駆的農家は大規模な果
樹栽培および苗木生産を実践している。一般に，果樹の改良品種の繁殖は，接ぎ木法2による繁殖が
中心となり，種子による繁殖は行わない。

1

植物学において，カンキツ類とは，カンキツ属（ Citrus.），キンカン属（Fortunella），カラタチ属（Poncirus）
の植物を示し，世界の約 140 カ国で生産されている。栽培種の基本な種類は，シトロン類（Citron），ブンタン類
（Pumelo），ミカン類（Mandarin,Tangerine）である（富永 2015：24,25）。日本のウンシュウミカンと本研究
で扱うタンジェリンも同じミカン類に属する。

2

接ぎ木法は，果樹の繁殖に用いられる技術で，接ぎ木個体は台木（根）と穂木（品種）の複合体である）
。
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本研究では，果樹栽培普及に関わるプロジェクトが数多く実施されてきたマラウイを具体的な調
査地として取り上げる。マラウイの小農に対する果樹栽培普及において，マラウイ政府は国際的に
は大規模な栽培普及が主流となっているカンキツ類の「改良品種」3を国外から導入し，均一なカン
キツ類の苗木生産を行い，果実品質の向上も目指してきた。
しかし，現在，カンキツ類の一大産地となっているマラウイ南部州ムワンザ県では，既存のタン
ジェリンの栽培を継続する農家や苗木生産を行う先進的な果樹農家の存在が明らかになっている。
既存のタンジェリンは，現在でも農家に栽培され続けているが，これまで，改良品種の導入等に焦
点を当ててきた国際農業研究機関によっても研究対象とはされてこなかった。
したがって，本研究では，マラウイ国内で栽培が盛んな果樹のカンキツ類の中でも，特に農民が
好んで栽培を継続し，一大産地となっているムワンザ県の既存のタンジェリン栽培を事例に焦点を
当て，現地調査を行った。
ムワンザ県では，過去の開発プロジェクトによって，30 品種以上のカンキツ類「改良品種」が導
入されている。しかし，なぜ新技術として導入されたカンキツ類「改良品種」は，小農に普及・定
着しなかったのか，なぜ農家は既存のタンジェリンを栽培し続けるのか，それらの農家行動を規定
した外部要因には，どのようなものがあったのか，を検討することを本研究の目的とする。

本研究で対象とした果樹栽培普及に関する一連の流れを大まかに捉えると以下の項目が挙げられ
る。果樹栽培の普及段階を収穫した果実の流通までを時系列に捉えると次の流れとなる。
①普及：政府組織等による果樹栽培の普及 政府組織（農業研究機関／普及機関）・NGO
1．果樹の苗木生産（接ぎ木苗等）
2．樹種・品種の管理
3．苗木（接ぎ木苗等）の配布
4．果樹栽培技術に関する研修の実施等
②導入：農家による果樹栽培の導入行動
1．果樹栽培の導入を決定
2．樹種・品種の選択
3．果樹栽培技術の習得（研修等）
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本論文では「改良品種」を 1964 年の独立以降，マラウイ政府主導の下，マラウイ国立ブンブエ農業試験場を通
して海外から導入され，記録の残っている栽培品種を「改良品種」
，それ以前に試験場を通さず，伝播・導入され
た栽培種の実生個体群と既存の種として定義する。また，本論文において「改良品種」は，マラウイ国内で開発
された栽培品種ではなく海外から導入され，海外において品種登録された栽培種の総称である。
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4．植栽場所の決定・栽培の開始

5．果樹の育成と定着（栽培様式の確立）
6．果実の収穫開始
7．生産物（果実）の出荷
③流通：仲買人による青果流通（出荷先）
1．果実の集荷・買い付け
2．取引価格の設定等
3．国内外の流通

以上の中で，果樹栽培に関する農家の行動を考察する上では，普及に関わる組織として政府機関
や NGO がどのように農家に普及活動を行っているかを把握することは，農家自身が変えることの
できない外部条件である。特に，収穫物の出荷先となる仲買人は，農家の行動に直接的に影響する
ため，農家自身が変えることのできないと同時に，農家の行動にも大きく影響していると考えられ
る。そこで，本研究では，農家の行動に影響する外部要因として，果樹栽培普及に関わる組織およ
び青果流通構造なども本研究対象として設定した（図 1－1）
。

図１－１：本研究における果樹栽培普及に関する分析の枠組み

資料：黒崎（1997）に基づき筆者作成。
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1.2.

先行研究の整理と本研究の位置づけ
本研究がこれまでの既存の研究成果の中で，どのように位置づけられるのであろうか。ミクロ

レベルの農家行動の原理に基礎を置き，組織や制度の分析に重点をおいた研究成果は，開発途上
国の農村研究などを中心に先行研究が存在する。
以下に，アフリカ地域の果樹栽培に関して農家を対象とした研究成果の中に，具体的にどのよ
うな先行研究が存在するのか，整理する。そして，開発学研究としての本研究の視点を位置づけ
ることとする。

（１）開発途上国における組織や制度の分析：ミクロ経済主体の行動原理に基礎を置いた視点
はじめに，開発経済学の分野では，ミクロ経済主体の行動原理に基礎を置いた組織や制度の分析
に重点を移した研究に対する関心が高まっている。これは，
「開発途上国における農村の個々の経済
は，その村が属する国全体の経済成長パターンと相互に深く関係している（黒崎 1997：105）」と
考えられるためである。また，
「近年，不完全な市場を前提にした経済理論の進展はめざましく，こ
れらの理論を有効に応用できるのが，途上国農業・農村の組織・制度の分析である（黒崎 1997：
105）
」とも指摘されている。さらに，黒崎（1997：115）は，「個々の地域や事例ごとに市場の実
情は異なり，それぞれに固有の制度や組織が機能している。その現状を的確に把握しながら，共同
体はどのように影響しているかを地道に実証してく作業，いわば地域研究的な視角こそが，開発政
策策定に求められている基本情報をもたらす。
したがって，個別の違いに十分な注意を払わない画一的な政策パッケージ（世界銀行 World
Bank： WB や国際通貨基金 International Monetary Fund：IMF の構造調整政策には，そのよう
な傾向があると批判される）には大きな限界があると言えるだろう」と述べている。これらの黒崎
による主張は，本研究において，なぜアフリカの 1 国 1 県に注目し，調査では地域研究的な手法を
用いたのか，また農家の個々の行動に注目する上で，農家を取り巻く組織と制度の分析を行ったの
か，といった理解の助けになるであろう。
本研究では，
「個別の顔を持った地域社会を 1 つ 1 つ検証することから全体像を把握する方法が
重要である（末原 2009：7）」という地域研究の視点に重点を置き，マラウイを事例に個別の顔を
持つ地域の中で果樹栽培の普及に関して検証する。また「アフリカ大陸は広大で農業生産のための
多様な生態条件や政治・経済・社会的条件が千差万別であり，地域が共有する特性を抽出するだけ
では核心に到達できないため，生産者により近づいて検討する必要がある（池野 2010：v）」と指
摘に基づき，生産者である農家に近づき，彼らの認識や行動に注目し，その上で検討を進めていく。
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（２）農業経営学領域における農家行動に関する研究
１）農家のリスク選好と技術選択，新技術導入効果
農家行動に関する研究の代表的なものには，農業経営学分野における確率的計画法4を用いた数
量的分析に基づく，南石（1991）による先行研究が存在する。
南石（1991）は，栽培作物の最適な組み合わせは，農家のリスク選好の変化に対応して大きく
変化することをインドネシアの畑作の中でも重要なダイズ作の事例を通して明らかにした。
「作物
の組み合わせに対する農家の意思決定は，調査地（当時）の経済的・技術的条件下において経営
学上ほぼ合理的であった（南石 1991：169）
」としている。
しかし，南石（1991）の調査手法では，農家の意思決定に関する個々の実態に基づく，定性的
な評価はごく一部にとどまっていた。さらに，一年生作物のダイズを対象としているため，農家
の長期的なリスク選好や意思決定の過程は明らかにされていない。
本研究では，多年生作物である果樹作物を対象とし，定性的な分析を目的としているため，農
家の行動を考察する上で考慮すべき各要因の枠組みを用いることとする。

２）技術導入における農家行動：品種選択と果樹植栽インセンティブ
農家行動に関する研究は，農業経営学分野において，実践的な研究として行われている。中で
も山本は，日本の農村部における技術導入の事例を中心として『農業技術の農家行動と経営発展
―実践的農業経営研究へのアプローチ―（2006）
』としてまとめている。これらの手法は，日本農
業経営学会のアジアを中心とした海外における農村部の調査手法としても頻繁に用いられている。
山本は，著書の中で「既存の経営研究では，主として技術の経営・経済的評価と当該技術の導
入定着条件を明らかにし，技術的問題点や技術が導入される地域的・経済的条件とその改善点が
提示している。しかし，現実的に改善を行っても，技術が導入定着されることは極めて少ない（山
本 2006：4）」と指摘している。つまり，農業経営学研究においても，新技術の導入と定着条件
として，地域的・経済的条件を明らかに出来ていないとも言い換えることが出来る。
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確率的計画法は，栽培作物の有利性に影響する種々の要因を一つの数量的モデルに総合化できる枠組みを持って
いるため，不確実性下の作付体系の経済的評価には最も適した手法であるといえる（南石 1991：153）。本モデル
で考慮される要因は以下のとおりである：①人的要因：農家のリスク選好は人的要因の主要な要素。②市場要因：
生産物価格，経常財価格，雇用資金。③技術要因：単位面積当たりの収量，労働投入，経常財投入。④資源要因：
耕地，家族労働力，雇用労働力の制約は主要要素としてモデルに組み込まれる。なお，労働係数は，技術的要因
を反映しているが，一方で，農作業における習熟度といった人的要因をも反映している（南石 1991：196）
。
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これまでの農業経営研究分野では，
「なぜ農家がある特定の技術を導入し，あるいはなぜ受けら
れないのか（山本 2006：3）」といった農家行動に着目した農村部のミクロレベルでの研究は存
在する。しかし，アフリカ地域の農業技術普及に関する先行研究は非常に数が少ない。具体的に
は，タンザニアの稲作における改良品種の導入を事例としたタンザニア「緑の革命」初期の農家
経済（山田 1997）等がある。山田（1997）はアフリカの「緑の革命」初期における農家経済を 4
ヵ村において比較している。
農業経営学において先行研究が蓄積されている日本の農村部とアフリカの農村部を比較した場
合では，農家を取り巻く環境，つまり農家の行動を規定する要因となる外部条件は異なる。しか
し，
「農家が新たな技術（作物）を導入するか，しないか。なぜ受け入れられるのか，あるいはな
ぜ受けられないのか（山本 2006：3）。」といった技術導入行動の決定要因を解明するメカニズム
は，共通であると考えられる。
また，
「ある特定の技術が，どのような条件を持つ経営者に，なぜ受け入れられるのか，あるい
はなぜ受けられないのか，といった技術導入行動の決定要因を解明することは，普及活動を合理
的に実施し，また経営体や産地の維持発展を図る上で極めて重要な課題である（山本 2006：3）
。
」
と問題提起している。
この考えに依拠した場合，本研究で事例として設定したマラウイの一大産地であるムワンザ県
で，カンキツ類の「改良品種」
（ある特定の技術）が，どのような条件を持つ小農（経営者）に，
なぜ受け入れられるのか，あるいはなぜ受けられないのか。といった新技術の導入行動の決定要
因を解明することは，政府や援助機関による果樹栽培に関する普及活動を合理的に実施し，また
農民組織（経営体）や産地の維持発展を図る上で極めて重要な課題である。と言い換えることが
出来る。
したがって，果樹栽培に関する農家の行動に着目した本研究においても，山本（2006）の提唱
する「実践的農業経営研究へのアプローチ」を分析の枠組みとして用いる。本研究の背景となる
農業経営学で用いられる技術導入における農家行動を規定する条件を図 1－2 にまとめた。
なお，
本研究の場合，導入技術は果樹栽培または「改良品種」となる。
技術導入における農家行動を規定する条件には，①経営条件（土地や労働力等），②技術条件（農
薬散布や水やり，除草などの作業等），③主体条件（わずわしさや抵抗感）があり，これらの条件
がそろって，導入の阻害要因が解消できた時，農家は新技術を導入するとしている。つまり，本
研究では，これらの条件をすべて満たし，導入の阻害要因が解消できた時，農家は新技術，つま
り「改良品種」を導入すると仮説を立てることが出来る。
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図１－２：本研究の果樹栽培普及に関する農家行動を規定する条件

①経営条件

•個々の経営体の持つ土地・労働力・資本の経営要素に大きく
規定される。⇒タンジェリン栽培の導入時点（4章）

②技術条件

•技術自体の高度化の程度・技術自体のもつ操作方法と導入
効果の不確実性⇒「改良品種」の選択（5章）

③主体条件

•経営者の心理面を考慮した不安感・抵抗感等
⇒農家の「改良品種」に対する認識（5章）

資料：山本（2006）に基づき筆者作成。

さらに，山本は「経営者の技術導入行動は，動機の強さと阻害要因の強さにより決定される。
経営者は，強い動機を源泉に，多様な阻害要因解消のための意思決定や経営行動を実施し，最終
的に阻害要因の強さが許容できる範囲，すなわち，そのリスクを許容できる範囲にまで解消すれ
ば技術の導入行動に至るものと考えられる（山本 2006：13）
」と指摘している。
言い換えると，
「ある過去の時点で，経営者（農家）が技術の導入行動に至った。
」ということ
は，
「農家が強い動機をもち，多様な阻害要因を解消するのための意思決定や経営行動を実施し，
最終的に阻害要因の強さが許容できる範囲，つまり，リスクを許容できる範囲まで，阻害要因が
解消出来た。
」と捉えることが出来る。
本研究が注目した事例に当てはめて考えると，
「マラウイのムワンザ県の農家が，過去のある時
点で，新規作物であるタンジェリン（新技術）を導入した。」ということは，過去のある時点にお
いて，タンジェリン栽培農家は，果樹を植栽するための強いインセンティブ（導入の動機）をも
ち，阻害要因の強さ（土地制度による植栽制限等）が許容できる範囲まで解消出来た結果，タン
ジェリンを導入したと言える。
したがって，現在もタンジェリン栽培を継続している農家が，植栽当時，どのような果樹植栽
インセンティブを持っていたのか，また，どのように阻害要因（土地制度による植栽制限を含む）
の強さを許容できる範囲まで解消出来たのか，を明らかにすることによって，現在のムワンザ県
のタンジェリン産地の背景を明らかにすることが出来ると研究を設定した。
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３）日本国内の果樹産地の生産・販売行動に関する研究
行動主体（農家－産地）
，行動場面（生産－販売）
日本の果樹栽培全般においては，農家の行動が経営規模の零細さのため，販売力の強化を目的と
した生産地が主体となる生産・販売戦略（例えば農協）に従わざるを得なかった5とされている。
また，日本国内のみかん作の経済性と農家の市場対応を調査した松下は，果樹栽培農家の生産・
販売行動に関する研究成果の中で，農家行動を対象とした研究は，産地主体の生産・販売行動に関
する先行研究と比較して分析数が少なく，十分な研究蓄積がされてこなかった6（松下 2003：10）
と指摘している。
しかし，松下自身も今後の課題において， 温州ミカンを事例に市場の価格低迷下の温州ミカン作
農家の行動（生産・販売面における市場対応方策の成果）を経済性の観点から，計量分析モデルを
構築することによって農家行動を評価しているに過ぎない。いずれも計量分析が中心となっており，
記述的分析に基づく定性的な農家行動に関する研究は行われていないため分析の枠組みを拡張する
必要がある（2003：148-149）と述べている。
このように，日本国内の農業経営学の分野においても，永年性作物の果樹を対象とした農家の行
動に関する社会・文化的な側面から定性的に評価した研究成果は存在しないと言える。
また，果樹のような永年性作物生産の場合，樹木（植物資産）の耐用年数が数十年にも及ぶ。カ
ンキツ類の場合，農畜産業固定資産評価標準による耐用年数は，温州ミカン：40 年，その他カンキ
ツ類：35 年となっている。しかも，育成期間（樹木を新植後に収穫可能となるまでに要する一定の
期間：農畜産業固定資産評価標準による育成期間は，栽培方法（栽植密度）や府県（立地）により，
その年数が異なるが，温州ミカンでは，6～8 年）が存在するため，「樹木更新，機械・施設装備へ
の投資などの農家行動は，現時点において観測することのできない将来の事象7に依存しているとい
える（松下 2003：148）
」
。
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戦後の国内温州ミカンの産地展開を整理し，市場価格の低迷下における産地の対応方策の議論や気候・風土，農
法等の観点から歴史的な産地展開を整理し，農協を中心とした産地の対応方策を産地技術・販売戦略の再構築を
求める先行研究などが存在する。生産面における品種選定・栽培方法，販売面における糖度検査等，高品質化に
向けた取り組みでは，トータルシステムとしての産地機能が不可欠であると指摘している。

6

温州ミカンの市場の価格低迷下における農家の対応方策に接近することを課題とした計量分析は存在する。

7

具体的な将来の事象としては，経済動学の理論に従えば，生産物・生産要素市場の動向，つまり，長期的な視点
から，果樹を植栽した現段階において期待される収益水準（農家の期待形成）が挙げられる。特に，樹木の耐用
年数が数十年にも及ぶ果樹の場合，初期投資と果実収穫までの育成期間の投資を回収できるのが，一定期間を経
た後になり，投資回収期間が長期にならざるを得ない。
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本研究におけるマラウイの事例では，新規作物の果樹であるタンジェリンを農家が栽培するか，
しないか，カンキツ類の「改良品種」を導入するか，しないか，農家の意思決定行動は，投資の回
収をできる将来時点の不確実性を農家がどのように捉えたのか，が影響すると言える。
つまり，
果実収穫ができる将来時点において，
①収穫する果実が市場でどのように評価されるか，
②現状の土地制度が，継続または変化しているのか，植栽の時点での農家の市場と制度に対する期
待（農家の期待形成）が農家の行動を規定していると考えられる。
収穫までの期間が他の作物と比較しても，より長い果樹栽培を導入するリスクは，他の一年生作物
よりも大きく，さらに改良品種を導入する場合の農家のリスクは高いと考えられる。これらの農家の
意思決定要因に関する研究は，農業経営の視点から日本国内の農家（たとえば，山本ら2005）一部
海外を事例とした研究が数多く報告されている。しかし，アフリカの果樹農家を対象とした実践的農
業研究へのアプローチをとった農業経営の視点から研究は行われていない。
本研究の事例としたマラウイのムワンザ県の農家は，タンジェリンの栽培を開始する際に，どのよ
うな将来時点における期待を形成していったのだろうか。数年後の将来，収穫する果実が市場で高く
売れることを予想していたのだろうか。タンジェリンを植えた時点では，耕作にも使用できた土地は，
将来時点でもその使用が約束されていたのだろうか。または変化を予測していたのだろうか。
これらの農家の市場とその他の制度に対する期待（農家の期待形成）が，タンジェリンの導入や栽
培の継続に関して，農家の行動を規定したと考えられる。
そのため，本研究では個々の農家に対する聞き取り調査を中心に，これまでの農業経営学において
は，研究が行われてこなかった農家行動に関する定性的な部分に注目し，農家の期待形成の部分を明
らかにしていく。
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1.3.

研究の方法

（１）研究課題

本研究の課題は，マラウイの果樹栽培普及に関して，タンジェリンの一大産地である南部州ムワ
ンザ県を事例に，果樹栽培の導入に関する農家の行動について，果樹植栽の意思決定の過程におけ
る要因分析を行い，定性的に評価することである。そのため，本研究では，タンジェリン栽培農家
および非栽培農家に対して，調査者自身による対面式の聞き取り調査を中心に実施した。

また，果樹栽培の普及段階に関して，
①普及：公的機関や NGO 等の普及組織による果樹栽培の普及活動
②導入：農家の行動（農家による作物の選択，果樹栽培の導入，果実の出荷等）
③流通：仲買人による青果流通の 3 段階による時系列で捉えた。

特に②農家の行動には，果実の出荷先である仲買人の買い付けなどが、直接的に影響していると
考えられる。そこで，農家自身には変えることができないが，農家の行動に大きく影響していると
考えられる外部要因として，果樹栽培普及に関わる組織また，青果流通構造なども研究対象として
設定した。
また，マラウイの果樹栽培普及における農家行動に関する考察を行うための主要課題である農家
は果樹栽培普及（
「改良品種」導入）に対して，どのような行動をとったのか？の問いに回答するた
め，以下の 3 点を研究課題として，設定した。

①既存のタンジェリン栽培を導入した農家は，どのような植栽インセンティブを持っていたのか？
（4 章）
②ムワンザ県の農家はカンキツ類「改良品種」に対して，どのような認識を持ち，導入したのか？
（5 章）
①青果流通を担う仲買人は，既存のタンジェリンと「改良品種」どのよう区別し，評価しているの
か？（6 章）
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具体的な分析手法は，主に聞き取り調査に基づく，記述的分析に依拠しているが，分析作業の中
では，農業経営学に基づく計量分析を一部に用いている。また，海外から導入された改良品種では
なく，既存のタンジェリンのみで一大産地まで成長したマラウイのムワンザ県を事例として，農家
の行動に関して定性的な分析を行うことで，新たな農学（農業経営学・果樹園芸学）や地域研究の
分析視点に接近することを課題とする。
農家行動における代表的な研究枠組みとしては，南石（1991：153）の「栽培作物の有利性に影
響する種々の要因を総合化できる確率的計画法」において考慮される要因を用いた。
①人的要因：農家のリスク選好は人的要因の主要な要素。
タンジェリン植栽のインセンティブ，栽培継続理由等に着目した。
②市場要因：生産物価格，経常財価格，雇用資金。
③技術要因：単位面積当たりの収量，労働投入，経常財投入。
④資源要因：耕地，家族労働力，雇用労働力の制約は主要要素。

以上のように，本研究では，マラウイの果樹栽培普及に関する一連の流れの中で，果樹栽培普及
に関わる組織である政府機関や NGOs がどのように農家に普及活動を行っているか，また，生産し
た果実を仲買人がどのように評価し，買い付けを行っているのか等，果樹栽培普及に関しする全体
流れを把握した上で，個々の農家の行動に関する考察を行うこととする。さらに，具体的な個々の
農家の行動に関しては，地域研究における定性的な調査手法を用いることで，農家の「改良品種」
に対する認識や評価を個人の果樹栽培に関わるエピソードに基づき分析を行う。
したがって，本研究は，アフリカの農村部において，果樹栽培（「改良品種」を含む）を導入・普
及するという開発学の視点に立ち，果樹栽培普及に関する農家の行動や認識等に注目して，農業経
営学と地域研究の手法を用いた研究であると位置づけることが出来る。

（２）調査方法

本研究では，2010 年から 2013 年にかけて 6 回（計 38 週間）に分けて行った現地調査に基づい
ている。マラウイ南部州ムワンザ県の農家（87 戸）に対しては，質問票を用いた対面式の聞き取り
調査を行った。また，農業普及組織，仲買人，および首都の政府機関，研究機関の研究者に対して
は，対面式の聞き取り調査によって得たデータを用いている（詳細な調査方法は各章に後述）。
ムワンザ県の調査対象村の選定作業においては，サンプルの偏りを避けるため，県の農業開発事務
所の職員2名および地方農業普及員3名の認識に基づくカンキツ類の栽培が盛んな村から10ヵ村，さ
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らに2011年7月の予備調査で実施した，各村の果樹農家における果樹園の踏査に基づき，改良品種の
導入割合の高い村，低い村各2ヵ村の計4ヵ村を選定した。調査世帯においても，非タンジェリン栽
培農家（各村10戸，計40戸）選定の際には，村長の名簿に基づくランダム抽出を行った。
本研究では，アフリカの農村開発における果樹栽培を考える上で，開発分野における近代農業の技
術移転，改良品種の導入を行う視点のみならず，人類学で指摘されているアフリカの在来農業の潜在
力を「再確認」することの重要性を認識した上で，過去に外部から導入され，現在も農民によって保
全され，継続的に栽培されている既存のタンジェリン栽培に着目する。
マラウイにおける果樹栽培をめぐる状況について，果樹生産者である農家に近い位置から，農民へ
の対面式インタビューを通した現地調査行い，現状における農家の「改良品種」に対する認識や管理
の実態を調査し，観察・分析することを目的とする。
そのため，ライフヒストリー研究の枠内で用いられる手法であるFlick （2000）に基づくエピソ
ード・インタビュー（episodic interview）8を聞き取り調査手法の一部に用い，ムワンザ県の初期導
入者によって語られるタンジェリン栽培導入の歴史に関する分析に加える。また，「改良品種」の導
入に対する果樹栽培農家の認識調査として，ムワンザ県の果樹農家によって語られるタンジェリン栽
培，「改良品種」導入の歴史に関する分析を行う。
エピソード・インタビューを用いた先行研究は，教育心理学の谷口（2005），小児看護学の草柳
ら（2005）に限られ，農家行動に関する類似の先行研究が存在しない。そのため，人文地理学の藤
岡（2008）が，ナミビア北部農村における在来果樹の利用変化を明らかにした詳細な聞き取りによ
る記述の手法および，マラウイ北部のキャッサバの栽培とエイズ患者に対する調査を行ったYajima
（2010）の手法を応用した。中でも地域研究者は，調査地に長期間滞在し，参与観察・行動観察を調

査手法としてライフヒストリーを応用している。例えば，佐川は「174名の成人男性に戦争体験を聞
き取ることで，語りによって表現された戦場の様子を描き出すことが出来た（佐川2011：36）」とし，
口頭伝承で語られる歴史のあいまいさを補うために同じ質問を多くの人に尋ねることを実行した。ま
た，エチオピアの土器づくりを民族誌としてまとめた金子は，「女性職人の土器づくりの変遷も含め
た半鐘についての語りを，テクノ・ライフヒストリーとよび，土器づくりを職人と周囲の人びとの個
別の経験を介した社会的な営みとして位置付け（金子2011：236）
」ている。
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エピソード・インタビューとは，特定の領域に関する対象領域の歴史に関連する出来事を主観的経験として最初
から最後まで一貫した物語になるように語ってもらう特定の領域に関する質的研究の質問形式である（フリック
2000：123）
。フリック（2000）の質的研究法による実践の特徴カテゴリーの抽出を行った病院内学級における教
育実践の特徴をまとめた谷口（2005）や草柳ら（2005）による家族や医療職者を動かし子どものケアに影響を与
えた看護師の技 などの先行研究がある。
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したがって，本研究でもムワンザ県の農家によって語られる導入の歴史を分析する際に用いた。
NGOによる果樹栽培普及の実態を明らかにするために，聞き取り調査をムワンザ県で活動中の現
地NGO『The Wildlife and Environmental Society in Malawi（WESM）』のリンベ本部の管理者 1
名，ムワンザ支所職員 2名，現地NGO『エバンジェリコ』職員 2名，『赤十字マラウイ』ムワンザ
支所の職員 3名，農民組織の果樹苗木生産組合『Zipatso』職員 3名，政府機関のムワンザDADOの
作物部門管理者 1名と職員 3名，ムワンザEPAの所長 1名と農業普及員 3名，国立ブンブエ農業試
験場の研究者 6名と技術者 3名を対象として，通訳を介さず調査者が英語および現地語（チェワ：

Chewa）で行った。
調査項目は，①主な普及活動のパートナー，②活動内容，③活動の重点項目，④果樹栽培に関わる
活動内容，⑤各組織の設立背景等を中心とした。栽培普及のアクターに加えて，生産者である果樹栽
培農家13世帯において，果樹栽培の現状の聞き取りに加え，果樹園の踏査を行った。
首都では，国際アグロフォレストリーセンター（ICRAF）南部アフリカ支部マラウイ事務所の研
究者 3名，農業食糧安全保障省の園芸部門の担当職員 4名に対して，事務所を訪問し担当者に果樹
栽培普及に関する聞き取り調査を行った。
さらに，2011年 9月 5－6日に国立ブンブエ農業試験場で開催された「2011年度の研究成果報告会（園
芸部門）
」に参加し，政府関係者や研究者による園芸作物研究の実施状況に関する情報も収集した。

マラウイにおける現地調査期間は以下の通りである：計 6 回（38 週間）
第 1 回 2010 年 7 月 1 日〜31 日（4 週間）
第 2 回 2011 年 8 月 3 日‐9 月 12 日（6 週間）
第 3 回 2012 年 2 月 12‐3 月 23 日（6 週間）
第 4 回 2012 年 7 月 8‐9 月 9 日（9 週間）
第 5 回 2012 年 12 月 20‐3 月 12 日（12 週間）
第 6 回 2013 年 8 月 30‐9 月 7 日（1 週間）
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1.4.

調査地の選定および調査方法

本節では，対象地域の選定と具体的な事例の調査地となったマラウイ南部州ムワンザ県の概要を
まとめる。

（１）調査地の選定
はじめに本研究では対象地域をマラウイの1国1県のみとし，生産者である果樹栽培農家への対面
式の聞き取りに加え，果樹園の踏査，農家に近い場で活動する農民組織や現地NGOにおいても調査
者自身が行った。末原の提唱する「地域社会を 1つ 1つ検証することから全体像を把握する帰納的
な学問の方法（末原2009：7）
」に接近を試みた。
マラウイ政府が目標とする将来的な輸出換金作物につながり，小農の栽培作物の多様化を課題とす
る果樹栽培普及に関する課題を明らかにするためには，すでに果樹栽培が盛んな地域を調査地とする
必要がある。そのため，マラウイにおける主要な果樹栽培地域であり，カンキツ類栽培の一大産地と
なっている南部ムワンザ県を調査地とした（図 1－3）。

図１－３：南東部アフリカのマラウイにおける調査対象地域ムワンザ県の位置

☆北部：商業都市

Muzuzu
☆中部：首都

Lilongwe
☆南部：商業都市 Blantaya
農業試験場：Thyolo 県
○調査地：Mwanza 県
資料：ICRAF Malawi annual report (2009)に基づき筆者作成。
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ムワンザ県では，複雑な社会的背景9に加え，近年の気候変動によって降雨量が減少し干ばつが頻
発しているため，国際機関や国際NGOの支援によって，小規模灌漑や改良品種の導入等の農村開発
支援が実施されてきた。1970-80年代に国際機関や国際NGOによって果樹苗木生産および栽培技術の
導入が数多く行われ，現在では果樹栽培のモデル地域となっている。農村開発を目的としたプロジェ
クトの一貫として，果樹栽培の普及および果樹の苗木生産技術の移転を行なう国際NGO支援による
3つの現地NGOが活動している。さらに，1992年に設立以降，多様な国際機関の支援によって，継
続的にカンキツ類を中心に果樹の改良品種の接ぎ木苗生産を行っている農民組織『Zipatso』が存在
している（詳細はp.180，5．3．1で後述）。また，ムワンザ県の果実の流通を事例として，既存のタン
ジェリンに対する評価に加え，栽培農家から果実の買付を行う産地仲買人や国内外の流通を担う仲買人が
青果集荷場を設置している。前述の通り，各仲買人が青果集荷場における既存のタンジェリンに対する評
価など，仲買人が品種に対してどのような認識を持っているのかを概観する。
マラウイでは，果樹の「改良品種」導入と普及活動は現在も継続して実施されている。今後，国際機
関等がマラウイ国内の他地域で「改良品種」導入と普及を推進する上で，現在すでにタンジェリンの一
大産地として成長したムワンザ県において，農家を取り巻く環境として，農家から果実の買付を行う仲
買人に注目することは重要である。また，第 4 章以降で個々の農家の行動に着目し，なぜ農家に既存の
タンジェリンが好まれるのかを議論する上で必要となるため，本事例を研究対象として設定した。

9

ムワンザ県における社会的背景
ア．女性世帯主と孤児

ムワンザ県では夫の死別・離婚などによる女性世帯主が 52％とマラウイ全国の平均 25％

を大幅に上回っている（Mwanza DADO 2011）
。片親が亡くなった場合も孤児と分類され，2008 年度の全国調査で
は孤児の割合は 13.2％（マラウイ全国平均 12.4％）となっている。
イ．1990 年代のモザンビーク難民の受け入れ

ムワンザ県は国境の町であり，1990 年代は多くのモザンビーク

難民を受け入れ，県内 2 ヶ所に難民キャンプを設置し，内戦終了後もマラウイ国内に残った人が多く，民族構成は
複雑である。
ウ．民族構成と土地制度（母系家系・父系家系）主に父系制の Ngoni 族と母系制の Chewa 族が中心となってい
る。父系制の Ngoni 族と母系制では土地等の遺産の贈与に違いがあるため，多年生作物である果樹を新規植え付け
る際に土地制度が密接に関係するため，果樹栽培普及および苗木配布の際にも配慮されている。
エ．HIV／AIDS 国境の町で複雑な民族構成もち独自の文化があるため，新たな HIV 感染のリスクが高いムワ
ンザ県の HIV／AIDS 陽性者率は 12.0％とマラウイ全国平均 10.6％より高い（NSO Malawi 2010）ため，国際 NGO
赤十字は国内 13 ヵ所の活動地域の中でも重点地域としている。
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（２）調査地の概要10
１）ムワンザ県の社会的背景
前述の通りムワンザ県は，マラウイ南部地域特有の母系制に基づく在来の土地制度を伝統的に運用
しているため男性が女性の土地に樹木を植栽するインセンティブが低く，さらに女性世帯主世帯が
52％（国内平均25％）以上を占めるにも関わらず，タンジェリンの一大産地となっている特徴を持
つ地域である。また，隣国モザンビークとの国境に位置し，税関の設置されているため陸路でのマラ
ウイの玄関口となっている。国外への長距離バス等の公共交通機関も発達しており，1950‐1970年
代には男性の南アフリカへの出稼ぎが盛んだったため，残された留守宅家族や夫との死別や離婚も多
く，女性世帯主世帯が全世帯数の半数を超える現状となっている。
さらに，モザンビーク内戦時（1975－1986）には，多くの難民をモザンビーク側から受け入れて
おり，内線終結後もムワンザ県内には難民が多く残り，現在の民族構成を複雑化する要因となってい
る。当時の難民キャンプは現在も刑務所として利用されている。このように民族構成が複雑であり，
1990年代に多くの難民を受け入れている上に，長距離トラックによる移動が頻繁な国境の町である
ためエイズ／HIVの感染率も高く14％（国内平均11％），国際NGO『赤十字』支援による現地NGO
『マラウイ赤十字』は女性世帯主世帯やエイズ孤児を対象とし，ムワンザ県を中心に活動している
（Malawi Red Cross 2011）。
一方，歴史的な背景としては，1880年代後半，現在のムワンザ県を含むシレ高地（Shire Highland）
では，ヨーロッパ人の入植開始当初，現在も主要輸出産品となっている綿花・タバコ・茶等の生産が
開始された。1940年には南部州チョロ県に国立ブンブエ農業試験場が設置され，果樹を含む作物の
改良品種の導入試験が行われた。ムワンザ県においても1970年代を中心に県農業普及所を通して「改
良品種」が数多く導入されてきた11。

10

ムワンザ県農業開発事務所の年間報告書（2011～12 年度）
，および 2010～13 年の聞き取り調査に基づく。

11

2012 年のムワンザ県の農業普及員からの聞き取りに基づく。
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２）ムワンザ県の耕地面積と主要作物
土地面積192,297haの内，耕地可能面積は29,305ha，小農の農地は平均0.87ha/世帯で計24,415ha
である。主要栽培作物は，主食穀物のトウモロコシ，豆類（ラッカセイ，ピジョンピー，カウピー），
葉の利用を目的としたカボチャやアマランサスなどが中心となっている。
また，換金作物はマラウイの農産品輸出総額の７割以上を占める主幹産業であるタバコが栽培でき
ないため，多年生作物の果樹（カンキツ類中心）
，一年生作物のトウガラシ，綿花，マメ類等が農外
所得を持たない小農の貴重な現金収入の中心となっている。
2009/10年度の主食トウモロコシの作付面積は，合計18,772ha（平均収量2,084 kg/ha）で，在来
品種5,267ha（収量749kg/ha）
，ハイブリッドトウモロコシ6,020ha（3,021kg/ha）であり，2008/09
年度と比較すると在来品種の栽培面積の約14%がハイブリッドトウモロコシへ移行している。特に
1900年代に伝播したカンキツ類の中でもタンジェリンは，前述の通り，樹数は680,946本（平均24.4
本／世帯）と南部州の第 2位のネノ（Neno）県（23,367本）を大きく離して第 1 位と一大産地と
なっている（表3－6 参照，p.96）
。タンジェリン栽培の普及は，県の農業開発事務局と現地NGO中
心に行なっており（福田・西川 2013a），仲買人による青果の国内外の流通も確認されているタンジ
ェリンの主産地となっている（福田 2014）
。
３）ムワンザ県におけるカンキツ類の栽培と「改良品種」導入の背景と歴史
ムワンザ県におけるカンキツ類の栽培状況を表 1－1 に示した。タンジェリン果実の収穫は 4 月
下旬から始まり，7 月下旬までに出荷ピークを迎える。果実は農家から直接買付を行う仲介人を通
して，マラウイの主要都市に出荷されており，小規模農家の重要な現金収入源となっている。現在，
ムワンザ県におけるカンキツ類（タンジェリン，オレンジ，レモン等）は，計 626,517 樹（平均 22.4
樹／世帯）が栽培され，年間 72,945 トンを生産している。中でもタンジェリンはマラウイ国内の
主産地であり，ムワンザ県内で計 594,497 樹（平均 21.3 樹／世帯）が栽培され，年間 69,163 トン
生産されている（Mwanza DADO 2011）
。

表１－１：マラウイ南部ムワンザ県におけるカンキツ類の栽培樹数および果実生産量

作物名
タンジェリン
オレンジ
レモン

栽培樹数
（本）

収量
（樹/kg）

総収量
（kg）

594,497

122

69,162,515

24,072

107

2,562,180

7,948

153

1,220,635

資料：マラウイ政府統計年表報告書 (2011）に基づき筆者作成。
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ムワンザ県では，降雨量は近年特に不安定であるため，地域によって深刻な干ばつが多発してい
る。降雨条件によって，初期生育が左右される一年生作物は被害が大きく，収穫できない場合も多
い（Mwanza DADO 2011）
。そのため，一部の農家は耐干性が高く，比較的干ばつ時の影響を受け
にくい多年生作物の中から，カンキツ類を中心とした果樹栽培を戦略として導入している。
例えば 2010 年，2011 年連続でトウモロコシが収穫できなかったタンジェリン栽培農家では，果実
販売による現金収入（約 36,571 円：80,000MK）で，世帯構成員（大人 5 名，子ども 6 名分）が１
年間消費するトウモロコシ 400kg（約 14,206 円：31,200MK）を購入し，主食を確保していた12。

４）ムワンザ県の降雨条件と年間降水量
雨期は例年 11 月下旬から 3 月上旬であり，年間降水量は，2008~2010 年までは 550~670mm
（30~40 日間）13だった（Mwanza DADO 2012）
。特に，近年の気候変化として，降雨日数の変化
が指摘されている。2009/10 年度は 2008/09 年度と比較して雨期開始後の降雨量が少なかったため，
降雨は全作物に影響し，農家はトウモロコシを再度植え直す必要があった。しかし，果樹を含む多
年生の作物および植え付け時期の遅い作物の被害は少なかった。
2011/12 年度の降雨日は 13 日間（685.2mm）だっため，降雨は全作物の中でも主食トウモロコ
シに影響14した（Mwanza DADO 2012）
。また，主食トウモロコシは収穫開始が 3 月上旬であるた
め，雨期が始まる 11－ 2 月の間に最もトウモロコシが不足する（Ajayi et al. 2010：36）
。
さらに，世帯におけるトウモロコシ不足開始時期とタンジェリンの収穫時期（ 6－7 月）が重な
るため，果樹農家は果実販売による現金収入を主食トウモロコシの購入に補てんしているという実
態がある15。

12

ムワンザ県のムワンザ地域普及所（EPA）地区内の果樹栽培農家13名に対する2012年の聞き取りに基づき，金額
は2012年 2月調査時のレート（現地通貨175MK（マラウイクワチャ）= 1USD＝約80円）で換算した。穀物用ト
ウモロコシは１袋50kg，約1,783円（3,900MK）だった。

13

年間降水量は，2008/09 年度 670.0mm（43 日間）
，2009/10 年度 564.4mm（30 日間），2010/11 年度 571.6mm
（33 日間）
，2011/12 年度 685.2mm（13 日間）となっている。

14

2013 年３月時点では，県内全ての村を対象に国連食糧計画(WFP)や国際 NGO 等からトウモロコシ（50kg），マ
メ（50kg）
，食用油等の援助が実施された。2009/10 年度は 4,531 世帯(16%), 2010/11 年度は 6,998 世帯(24%)，
2011/12 年度 2,998 世帯(10-12%)が食糧確保を十分に出来なかった。

15

ムワンザ EPA の普及員と地区内のタンジェリン栽培農家に対する 2011 年の聞き取りに基づく。
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５）ムワンザ県農業開発事務所（DADO）作物部門16
ムワンザ県農業開発事務所では，タンバニ（Thambani）とムワンザ（Mwanza）と 2 ヵ所の EPA
を管轄し，計 27,919 世帯を対象としている。また，1970 年には県農業開発事務所付属の果樹園と
して展示圃場を設置した。2010 年には国際連合食糧農業機関（FAO）他，多数の国際 NGO が食糧
安全保障を目的としたムワンザ県農村開発プロジェクトにおいて，果樹の改良品種普及を推進して
いる。
また，ムワンザ県農業開発事務所では，FAO と協働で改良品種苗木の導入および約 300 世帯を
対象に果樹栽培に関する研修を実施してきた。タンジェリンは，ムワンザ県における貴重な現金収
入源としての役割が期待されており，今後も改良品種の普及の展開を予定している。

６）ムワンザ地域農業普及所（EPA）17
ムワンザ EPA は，ムワンザ県農業開発事務所の管轄下にあり， 3 名の農業普及員が各種の普及
活動を行なっている。また，2010 年の FAO による改良品種の接ぎ木苗の配布プロジェクトは，
Chimbinda 村（278 世帯）においてムワンザ EPA の普及員が担当した。
しかし，普及員は広範囲を担当し，バイクで普及活動を行っているが，ガソリンが不足した際な
どは，現地 NGO の職員ほど頻繁に対象地域を訪問出来ていないのが実態である。

７）ムワンザ県における食糧不足状況
主食トウモロコシは，収穫開始が 3 月上旬であるため，雨期が始まる 11‐2 月の間に最も不足い
る。2009/10 年度は 4,531 世帯（16%）
，2010/11 年度は 6,998 世帯（24%）
，2011/12 年度 2,998 世
帯（10‐12%）が食糧確保を十分に出来なかった。
そのため，2012 年 1 月時点で県内 29,415 世帯うち 732 世帯（4,027 名）を対象に WFP からト
ウモロコシ（50kg）
，マメ（50kg）
，食用油等の援助が実施された。また，降雨条件によるトウモロ
コシ不作時には，農家は換金作物の販売で得た現金収入，または農外所得等によって，世帯構成員
分の主食を購入しなければならない（詳細は p.170，事例 4－16 参照）
。

16

ムワンザ県農業開発事務所の管理者 1名と職員 3名に対する2012年の聞き取りに基づく。

17

ムワンザ地域普及所（EPA）の所長 1名と農業普及員 3名に対する2012年の聞き取りに基づく。
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（４）ムワンザ県における調査対象村の選定および調査方法
１）調査対象村の選定
調査対象村は，県農業開発事務所の職員および農業普及員の推薦に基づき，2010年7月の現地踏査
でタンジェリン栽培が盛んな10ヵ村から 4ヵ村を選定した。具体的には，社会的条件と農家の栽培
開始動機に関連性があるのでないか，という仮説に基づき， ①主なエスニックグループの構成，②
主な宗教および教会を基準とした。また，地理的条件と農家の改良品種に対する認識や評価に関連性
があるのでないか，という仮説を設定し，①果実集荷場までの距離，②農業普及所への距離，③「改
良品種」導入の度合，④外部からの介入の有無等を基準とした（表 1－2）
。
２）調査方法

現地本調査は，マラウイ国内の果樹栽培普及モデル地域であり，タンジェリン主要産地のムワン
ザ県において，果実収穫期（7～8 月）と農繁期（2～3 月）に合わせて，2010 年 7 月，2011 年 8
～9 月，2012 年 2～3 月，7 月～9 月，2013 年 1 月～3 月，8 月の計 6 回に分けて実施した。
ムワンザ県農業開発事務局（District Agriculture Development Office： DADO）の作物部門の
担当官 3 名，ムワンザ地方農業普及所（Extension Planning Area： EPA）の普及員 3 名，国際
NGO マラウイ赤十字（Malawi Red Cross）のムワンザ事務所の職員 3 名に対して，ムワンザ県内
における土地制度と果樹栽培の状況等に関して英語および現地語で行った。
調査対象村の選定は，ムワンザ県の DADO の職員，EPA 普及員の推薦により，タンジェリン栽
培が盛んな 10 ヵ村から①社会的条件（エスニック・グループの構成，主な宗教，②地理的条件（村
の所在地：農業普及所からの距離，果実集荷場までの距離等）を基準として県内 4 ヵ村を選定した。
農業普及員と村長による情報に基づき，4 ヵ村のタンジェリン栽培農家18（各調査村の導入初期
導入者４名を含む 40 世帯）を対象にタンジェリン栽培導入の歴史や開始時期，に関するエピソー
ド・インタビュー分析（Flick, U. 2000）に加え，半構造化質問票に基づき，土地制度や農外所得な
どを中心に聞き取り調査を行った。調査項目は，①農家属性，②所得収支などの経済状況，③主食
トウモロコシの栽培状況，④果樹栽培の状況などである。
また，土地制度や土地使用権の取得時期などをタンジェリン栽培の有無による違いを比較するた
め，各 4 ヵ村の非栽培農家（計 40 世帯）を対象に，同様の半構造化質問票に基づき，聞き取り調
査を行った。すべての聞き取りは農家宅にて調査者自身が英語・現地語（Chewa 語）で質問し，質
問票に書き込む対面式で行い，必要に応じて農業普及員に通訳補佐を依頼した。
現地文献調査は，マラウイ国立図書館およびブンダ農業大学の図書館において実施した。

18

マラウイ政府は，商業的な果樹栽培経営には，同一作目 20 本以上の植栽を推奨している。
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３）調査対象村の概要
次に実態調査を行った 4 ヵ村の概略を提示する。ここで注目するのは，社会的条件として①主なエ
スニックグループの構成，②主な宗教および教会，さらに地理的条件として，④タンジェリン果実
集荷場までの距離，⑤「改良品種」入手源である地方農業普及所への距離，③果樹（カンキツ類）
「改良品種」導入の度合，④農業普及所や NGO 支援等の外部からの介入の有無などに関する各村
の相違である。
調査対象村を決定するために予備調査を行った 2010 年 7 月は，FAO の「食糧安全保障のための
果樹栽培普及」プロジェクトにより，果樹の「改良品種」接ぎ木苗が大規模に無償で配布された 2009
年 11 月の翌年であった。そのため，調査対象村を選定する際に 4 ヵ村の概略を提示する。
ⅰ）調査村①：ンタチェ（Ntache）伝統領（TA）のチムウェンブ（Chiwembui）村
第 1 村であるチムウェンブ村は実態調査を行った 4 ヵ村の中で果樹の「改良品種」入手源となっ
ている地方農業普及所（EPA）へ最も近い村である。調査対象世帯は徒歩約 10 分以内で EPA に到
着できる。また，DADO からは距離があるものの 1997 年に設立した農民組織「Zipatso」の加入メ
ンバーも多く在籍しており，普及所に近いことから過去に接ぎ木苗の無料配布を受けた農家が点在
している。
1989 年には援助機関のプロジェクトの一環で，村内のマンゴー古木に改良品種の高接ぎが実施さ
れるなど，周辺住民には接ぎ木に関する知識を持ち，情報も普及していると考えられる。
さらに，2010 年に実施された FAO のプロジェクト対象地域だったため，果樹（カンキツ類）
「改
良品種」である接ぎ木苗の導入の度合も高いとされている。
村内に常設の市場があり，商業都市のブランタイアとモザンビーク国境をつなぐ主要幹線道路まで
約30分（2.2km）
，タンジェリン果実集荷場のある中心市街地（Boma）までの距離が，村の中心地
から約10kmと徒歩60分以内で到着できるため村外へのアクセスが良い。そのため，村民は収穫時期
になると仲買人が庭先で買い取らなかった規格外の果実を徒歩または自転車で運搬し出荷していた。
また，調査時のC村は，264世帯が居住しており，村民の民族構成は半数近くが北部地域では父系
制をとるンゴニ（Ngoni）族であるとされていた。しかし，村内では独立前に返還されたヨーロッパ
人入植者の大規模なタバコ農場跡地の一部が，小農に無償で再分配された実態が確認されている。そ
のため県外からの移住者も多く，民族構成が他の調査村よりも複雑となっている。さらに，村民の半
数はムワンザ県全体平均（52％）とほぼ同数の女性世帯主世帯であった。
一方で，この地域では1964年以前の植民地時代にはイギリス人がタバコの大規模農園（エステー
ト）を運営していた。現在でもタバコの輸送用に設置された橋が川に架けられている。
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また，2012年作期の干ばつに対する食糧援助の実態としては，チムウェンブ村でも2012年12月と
2013年 1月にWorld Visionから食糧援助が実施された。調査対象世帯では1世帯に対して1袋
（50kg）
のトウモロコシを受領している場合もあれば，バケツ 1杯分（10～20kg）のみの受領となっている
世帯も存在した（詳細はp.166，事例 4－14参照）
。
1964年の独立直前には，イギリス人が管理していた土地はすべてマラウイ政府に返還されたため，
政府は農地を持たない世帯に対して無償分譲が行われた。栽培環境の条件として，当地域でもタバコ
は栽培可能であるが，
「宗教上特にSeventh Day［キリスト教の一宗派であるSeventh Day’s Advetist
を意味する］ではタバコの栽培が禁止されているため，農家はタバコを好んで栽培しない」とされて
いる。しかし，農業普及員（38歳女性）によると「タバコは手間がかかり，お酒が好きで働くのが
嫌いな村人は教会が言っていることを言い訳にタバコを栽培しない。中部のSeventh Dayの信者は，
関係なくタバコを栽培している。
」と述べた（2012年8月）。
ⅱ）調査村②：カンドュク（Kanduku ）伝統領（TA）のチャタ（Chatha）村
第 2 調査村であるチャタ村は，最寄りの普及所まで徒歩で 2 時間以上，自転車で 1 時間以上必要
な距離である。農民組合なども存在せず，農民組織「Zipatso」のメンバーも不在である。また，村
内に常設の市場はなく，タンジェリン果実集荷場までの距離が村の中心地から約 30km と離れてい
るため，徒歩または自転車で出て行かなくてはいけない。
中心市街地から村までの道路は舗装されていない悪路であるが，車両が行き来できるため，収穫
時期になるとタンジェリンとマメ類（ピジョンピー）の買い付け仲介人が車で買い付けにくる。村
民はタンジェリンの仲買人が庭先まで買付に来ることを期待している。多くの農家は出荷時に仲買
人と個別に値段交渉を行っている。規格外のタンジェリン果実は自家消費または庭先で安価で販売
されていた。
中でもタンジェリンの販売価格は，果実サイズと交渉能力によって，大きく差がついている。他
の農家がどれくらいの値段で販売しているか，把握していない女性世帯主も多く，価格交渉に関し
て，組合を設立するなどの対策が必要とされているのが現状である。
調査対象村の中で果樹の「改良品種」入手源となっている EPA へ最も遠い村である。また，農民
組織や NGO のプロジェクト対象外地域だったため，外部からの介入もなく，
「改良品種」導入の度
合は低いが，タンジェリン栽培の導入度合はムワンザ県内でも非常に高いとされている。
調査時のチャタ村は235世帯が居住しており，村民の民族構成は 9割以上が中南部地域では母系制
をとるチェワ（Chewa）族であった。これは村の起源が1920年初頭にモザンビークからの移住世帯
が開村したためである。
2012 年作期の干ばつに対する食糧援助の実態としては，2011 年 11 月から 12 年 2 月の雨期は降
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雨不足だったため，干ばつにより主食トウモロコシの収穫が不十分であった。そのため，収穫後（3
月下旬から 4 月上旬）数か月で自家生産トウモロコシが底を尽きた世帯が報告されている。本調査
においても早い世帯で収穫から 2 か月後の 6 月に，世帯構成員分のトウモロコシが底を尽きた世帯
が存在している。このような状況の中，2012 年 12 月と 2013 年 1 月に World Vison から食糧援助
が実施された。
しかし，187 世帯に対して 61 袋（50kg／袋）＝350kg であり，均等分配によって各世帯は 10～
20kg となっている。
「もらったトウモロコシは 3 日でなくなった（60 歳・女性：HHID20）。」
「日
雇い労働で稼ぐ機会もなく，塩を買う現金さえないため，ゆでたカボチャの葉とシマで空腹を満た
しているだけだ（60 歳・男性：HHID12）
。」
「他にもトウモロコシが不足する時期と収穫期が重な
る主食以外の作物（キャッサバやマンゴー）で空腹を満たすことはできるが，厳しい状況であるこ
とに変わりはない。
」と村長は述べていた。
ⅲ）調査村③：ンタチェ伝統領（TA）のシロタ（Silota）村
第 3調査村であるシロタ村は，最寄りの普及所まで徒歩約30分，果実集荷場まで約40分の中間地
点にある。村内に市場はないが，中心市街地まで約徒歩40分で到着できるため，仲介人以外にも個
人販売が可能である。
しかし，農民組織やNGOのプロジェクト対象外地域だったため，外部からの介入も少なく「改良
品種」導入の度合は低い。ヨーロッパ人入植者が大規模タバコ農場を開設する以前から存在する伝統
村であるためタンジェリン栽培導入の歴史は最も古いとされている。
また，タンジェリン果実集荷場までの距離が村外れからも約15kmと徒歩90分以内であり，主要幹
線道路からも約 8 kmの距離であるるため，村民は仲買人の他に規格外の果実を自ら出荷していた。
調査時のシロタ村は245世帯が居住しており，村民のエスニックグループは 9割以上が北部地域で
は父系制をとるNgoni が中心となっており，また村民の多くは敬虔なローマ・カソリック教会の信
者であり，女性世帯主世帯は約半数である点に特徴がある。これは開村の起源が古く，1840年代に
北部地域に移動せず定住したNgoni 族の末裔であるためと考えられる。土地の相続形態としては，
従来Ngoni は父から息子に土地が移譲される父系制の民族である。
しかし，この村では母系ラインが中心となっている。具体的には，実母（祖母）から婚姻時に息子
または娘に生前贈与が行われ，一部で死後贈与が存在している。息子に土地を相続させるため，この
地域で婚姻時に基本となる妻方居住ではなく夫方居住も存在した。調査対象となったタンジェリン栽
培農家の中にも，妻が夫の土地に入居する夫方居住の事例があった。1971年，婚姻の際に実祖母か
ら土地を生前贈与された。子どもは12人生まれ，生き残った女3人と妻と孫8人と同居し，男一人で
面倒を見ている。伝統的なNgoni スタイルであると自負している（62歳・男性）

23

ⅳ）調査村④：カンドュク伝統領（TA）のハウ（Hau）村
第 4調査村であるハウ村は，接ぎ木苗生産を行っている農民組織の事務所に近く，国際NGO支援
による現地NGO『マラウイ赤十字』のプロジェクト対象地域であるため，外部からの介入の機会も
多く「改良品種」導入の度合は非常に高いとされる。また，タンジェリン果実集荷場までの距離が村
外れからも徒歩30分以内であり，主要道路からも近距離であるため，仲買人の庭先買付の機会も多
く，果実収入も毎年安定している。
調査時の村④には406世帯が居住しており，村民の民族構成は 9割以上が北部地域では父系制をと
るNgoni 族あった。しかし，村②とは異なり1900年代初頭に県外から大規模農場での労働を目的に
移住してきたNgoni 族とChewa 族の婚姻関係の末に発展した村であるためと考えられる。
また村長の親族はローマ・カソリック教会の信者であり，タンジェリン栽培導入初期導入者の村長
の姉は，展示圃場のある教会付属の小学校に就学していた。
中心市街地から自転車で50分の距離。組合なども存在せず，農民組織「Zipatso」のメンバーも少
ない。村内に市場はなく，徒歩90分，自転車で30分以上かけて，中心市街地まで徒歩30分以内，普
及所まで徒歩1時間，最寄りの村には収穫時期になるとタンジェリンピジョンピーの買い付け仲介人
が車で買い付けにくる。また中心市街地に近いため，個人の仲買人が徒歩で買い付けを行うこともあ
る。
農家は出荷時に仲買人と個別に値段交渉を行うのではなく，販売価格は果実サイズによって，ほぼ
均一に設定されている。これは，現在は活動が縮小しているが，農民組織「Zipatso」のメンバーが
存在するため，他の農家の販売値段を把握しており，価格交渉に関して，大きな差がないとかんがえ
られる。組合の活動継続が望まれているため，メンバーとの話し合い等の対策が必要とされている。
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表１－２：ムワンザ県におけるタンジェリン栽培が盛んな調査対象４ヵ村の概況
主な

村
番
号

世帯数
（戸）

①

264

近郊・農村

混合

混合

②

235

遠隔・農村

Chewa

③

245

近郊・農村

④

406

中心市街地

所在地

主な宗教

農業普及所までの
距離（徒歩）

「改良品種」の
導入度合

60 分以内

約 20 分

高

混合

120 分以上

約 120 分

低

Ngoni

ローマ・カソ

90 分以内

約 60 分

低

Ngoni

ローマ・カソ

30 分以内

約 60 分

高

エスニック
グループ

果実集荷場までの
距離（徒歩）
（キリスト教）

外部支援の有無
地方農業普及所
（EPA）＋FAO
農民組織「Zipatso」
無
現地 NGO『WESM』
国際 NGO『赤十字』
農民組織「Zipatso」

資料：2012 年に実施した現地調査に基づく。
注：「改良品種」の導入度合いは普及員の評価を基準とした。調査村①，④には農民組織『Zipatso』のメンバーが存在し，2010年にはFAOによる「改良品種」の
接ぎ木苗の無料配布も実施。
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第2章
2.1.

本研究の背景

アフリカ農業・農村開発をめぐる現状と課題

（１）国際社会におけるアフリカの持続的な農村開発
アフリカ農村部における農業生産性の向上と環境保全が両立する持続的な開発および農業開発は，
国際社会が達成すべき開発目標において必須な重点課題19である。世界の飢餓人口は増加し続け，
食料価格の高騰に伴って，
2009 年には 10 億人を突破した。経済の改善と食料価格下落に起因して，
2010 年には 9,800 万人減少したものの，2013 年 10 月時点で 8 億 4,000 万人の世界の人々が慢性
的な飢餓に暮らしている（FAO 2013a）。
しかし，世界中で改善が見られる一方で，飢餓減少において顕著な差が目立ってきている。栄養
不足人口割合では，サブ・サハラ・アフリカが全体の 30％を占める 2 億 3900 万人と依然として最
も高く（FAO 2010a）
，ここ数年の改善はそれほど見られておらず，この地域での栄養不足率は推
定 4 人に 1 人で、未だ最多の 24.8％となっている（FAO 2013a）。また，サブ・サハラ・アフリカ
20 カ国中の 8 カ国は，世界で最も栄養状態の悪い国であるとされている（Bryce et. al. 2008）
。
さらに，ミネラル不足による「隠された飢餓（hidden hunger）」は，50 万人以上の子どもたち
のビタミン A 欠乏症等，アフリカの人々の健康状態を不安定にするエイズやマラリアに続く，3 番
目の課題としてその解決が急務とされている（Jamnadas et. al. 2011）
。

19

2010 年 9 月，ニューヨークで 2015 年までに国際社会が達成すべき開発目標（MDGs）達成状況の確認と目標達
成に向けて一致団結するため「ミレニアム開発目標サミット」が開催された。2010 年に 73 カ国の 9 億人以上を
対象とした食料援助を目標に活動を行っている WFP の報告によると，現在，世界の人口の 16％が未だ飢餓状態
にあり，数年前まではかなりの進捗19を見せていたが，食料危機と経済危機の発生により，その進捗は著しく停滞
している。食べるということは生きる上で最も必要なことであり，空腹の状態ではまずお腹を満たすことが優先
され，医療や教育を受けることは後回しとなる。そのため，MDGs の目標①「極度の貧困と飢餓の撲滅」の停滞
は，他の MDGs 達成にも深刻な影響を及ぼし，8 つの MDGs 達成には「極度の貧困と飢餓の撲滅」の達成は不可
欠であり，国際社会には，この目標を達成するという強い意志を持ち，継続的な支援を続けることが求められて
いる（WFP 2010）。さらに，2010 年 10 月 6 日には，FAO は WFP と合同で，『世界の食料不安の現状 2010
年- The State of World Food Insecurity（SOFI）』飢餓報告書を発表した。「食糧安全保障の真の改善とその長
期的持続性の確保を期するためには，既存の又は再活性化された現地の制度の枠組みの下でより長期的な支援活
動を構築することが最も成功する可能性が高いことを多くの国の経験から得られた教訓は示している」と報告し
た（FAO 2010c）。
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国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture Organization the United Nations：FAO）と世
界食糧計画（World Food Program：WFP）は，長年の食料援助の経験から食糧安全保障による
MDGs 達成には，一時的な食料援助として外部から新しく制度を持ち込むのではなく，各国におけ
る既存の現地制度の枠組みの中で，長期的な支援活動を行うことの重要性を再確認した。
2012年10月「世界食糧デー」にFAOが公表した四半期毎の『穀物見通しと食料事情（FAO 2012 a）』
によると，食料不安により外国から食料支援を必要としている国35ヶ国のうち28ヶ国はアフリカ諸
国である。また，東アフリカにおいては，全体的な食料安全保障状況が，食料価格低下並びに雨量増
加による家畜生産量の増加という形で数ヶ国において収穫期当初から改善され始めているが，南部ア
フリカでは，2012年の穀物生産量が長引く日照りにより，大幅な下落を記録し，穀物収穫量の低下
は食料不安に苦しむ人々の増加を引き起こした（FAO 2012 b）。
サハラ以南のアフリカでは，農業部門は数十年の停退後，2008年に人口増加率 2％を大幅に上回
る3.5％以上の成長を遂げた（FAO 2009）
。しかし，2015年までに「世界の飢餓半減」というMDGs
20を達成するには，
アフリカ農村部の持続的な開発，および農業開発が必須とされてきた（WB

2007）

21。

さらに，2015年9月に国連総会で採択された2030年までの国際的な開発目標「持続可能な開発
（SDGs：Sustainable Development Goals）
」では， 1番目の「あらゆる場所あらゆる形態の貧困を
終わらせる」に続き，2番目の目標として，「飢餓を終わらせ，食糧安全保障および栄養改善を実現
し，持続可能な農業を促進する」と掲げている（UN 2015）
。

（２）アフリカの農村開発における農業生産性向上と環境保全
アフリカの農業技術の研究・普及，灌漑，交通，エネルギー，通信の供給改善への投資や農業セク
ターへの政策立案の支援（WB 2002）やこれらの側面における状況を改善するために，組織能力，
情報と資源へのアクセス等の促進支援が必要（IFAD 2002）とされてきた。アフリカの開発には，持
続的な農業・農村開発が不可欠であるとされ，アフリカの貧困削減の鍵は農産物生産・販売推進であ
るが，ケニアの花卉産業が環境負荷を増大し，国内飢餓を根絶できない（二木 2008）と指摘がある。
このように，現在，アフリカの農村開発には，農業生産性向上と環境保全が両立する農業開発が求め
られている（齊藤 2008）
。

20MDGs（Millennium

Development Goals）
：の目標①「極度の貧困と飢餓の撲滅」を達成するには，

世界の飢餓人口の割合を 20％(1990 年)から 10％(2015 年)に半減する必要があるとしている。
212007

年秋，WB は世界開発報告『開発のための農業』を発表し，
「農業による GDP 成長は，

他のセクターに比べ，貧困削減という点で少なくとも 2 倍の効果がある」と報告している。
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一方で，これまで先進国の支援は農業部門を重視してきたとはいえず，アフリカ向けの世界のODA
援助額に占める農業分野の割合は，1980年の22％から，2005年には 4％まで減少しており，開発途
上国の農業分野への投資が軽視される傾向にあった（珠玖 2008）。アフリカでは，GDPの26％を
農林水産分野が占め，アジアと比較しても高い22労働人口の 3分の 2が従事する農業分野は基幹産業
であり，農業の生産性向上，食料生産の拡大は，食糧安全保障の確保と経済成長の原動力となる重要
な手段である（珠玖 2008）。
しかし，重要な役割を担っているアフリカ農業は全般に低調であり，その原因としては，技術的要
因，環境・社会経済的要因のほか，政治的要因が指摘されてきた（原島 2005）。

（３）経済的な視点からみたアフリカ農業
アフリカ農業に関する経済的な国際比較研究では，労働力の大半を低生産性農業に依存した国家は
破綻し，アフリカを「成長しない経済」にしており，この停滞を打ち破る処方箋は近代農業革命の恩
恵を獲得する以外にない（平野 2001）としてきた。
また，サブ・サハラ・アフリカにおける「経済の成長停止23」は，WBが1981年に発表した構造調
整後も2002年まで20年以上も続いた。そのため，経済学者の想定による通常のメカニズム24が「ア
フリカでは“何者か”によって妨害されている（平野 2013：189）」25と考えられるとしている。
平野は，著書の中で，アフリカの貧困問題の深刻化の最大の要因は農業の低生産性であり，アフリカ
人の 6割を収容し，貧困層の 8割を滞留している農村に経済成長の恩恵が浸透していないため，農
民所得の向上がなければアフリカ社会の安定は実現しない（平野2013：146）と指摘している。

22

GDP を占める農林水産分野の割合：東南アジア・大洋州 14.7％，世界 3.7％。

23

1980 年から 2002 年までの間に人口が倍増したため，一人あたりの GDP が 1000 ドル（1980 年）から 500 ドル
以下（2002）まで半減した（平野 2013：186）
。

24

構造調整とは，市場機能を拡幅して生産拡大インセンティブが働くようにする経済環境整備の政策である。しか
し，アフリカには，当初想定されていなかった成長阻害要因が存在していたため，経済学が通常想定する「価格
が上昇すれば，生産が刺激される」というメカニズムの発動がせず，構造調整は効果が発揮できなかった（平野
2013：188）
。

25

開発経済学では，アフリカ経済を呪縛している非経済的な要因を考慮に入れると「生産を増やさないほうが最適
行動になる」という結論は様々な論考において共通しており，ノーベル経済学賞を受賞したスティグリッツは，
安易な市場の自由化に反対し，開発支援に社会的要素をふくみこむ「包括的アプローチ」を主張している（平野
2013：189）
。
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「アフリカの農業ポテンシャルに着目する投資がようやく出てきている現在，世界の食糧安全保障
に深くかかわるアフリカの農業は，世界に残された最大にして，もしかしたら最後の開発課題であり，
ODAが乗り越えられなかった困難が克服されるかもしれない（平野2013：146）
」と言及している。
その上で，アフリカの農業技術を『親から子への伝承』から科学的開発と政策的普及システムにかえ
るには，公的な介入が不可欠である（平野2013：100，186-190）と指摘する。
つまり，科学的開発の重要性を主張し，アフリカの伝統的な農業の継承を否定している。ととらえ
ることが出来る。確かに，平野の指摘にあるように，農民の所得が向上しない限り，アフリカ社会は
しないかもしれない。
しかし，本当に「アフリカ経済の停滞を打ち破る処方箋は近代農業革命の恩恵に預かること」だけ
なのであろうか。また，アフリカの農業が「世界に残された最大にして最後の開発課題」であるのな
らば，これまでODAが乗り越えられなかった困難の原因は何だったのか。
開発支援に社会的要素をふくむ「包括的アプローチ」とは,「生産を増やさないほうが最適行動に
なる」という結論とは一体何か，非経済的な要因を考慮に入れた最適行動とはいったい何なのか。
本研究においても「世界に残された最大にして最後の開発課題」として，アフリカの農業・農村開
発における課題への接近を試みたい。
マラウイの果樹栽培普及における事例ならば，近代技術としては，海外において開発された「改良
品種」の導入が，経済の停滞を打ち破る処方箋となりうる。と言い換えることが出来る。
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（４）アフリカ社会の農業・農村開発に関わる多様な組織と課題
１）農業・農村開発に関わる多様な組織
これまで数多くの研究やプロジェクトが「アフリカにおける持続可能な農業・農村開発」の目標
の 下 に 行 わ れ て き た 。 FAO と 国 際 農 業 開 発 基 金 （ International Fund for Agricultural
Development：IFAD)26 は，協調してアフリカの農業・農村開発を実施している。WB は，近年
Community Driven Development（CDD）27と称するフレームワークを用い，農村開発に取り組ん
でいる。また，WB の農業技術に関する研究と普及を国際農業研究協議グループ（The Consultative
Group on International Agricultural Research：CGIAR）28は，世界 15 カ所の国際農業研究機関
のパートナーシップとリーダーシップを通じて，世界の飢餓と貧困の削減，人々の健康と栄養状態
改善などを目標にアフリカの持続可能な農業システムの開発に取り組んでいる。その他にも，開発
支援委員会（Development Assistance Committee：DAC）29加盟国による各国 ODA によるドイツ
技術協力公社（GIZ，旧 GTZ）
，オランダ（SNV）30や国際 NGO 等，多様な国際機関によって，ア
フリカにおける農業・農村開発プロジェクトが実施されている。
また，農業分野に限定ではないが，保健，教育，飲料水，交通の分野で，各援助ドナーが個々に
プロジェクトを実施するのではなく，アフリカの各国の政策に沿って協調して援助を実施すること
が 1 つの潮流となっており，農業分野であれば，灌漑分野，営農普及分野に各ドナーが資金を出し
合って（コモン・バスケット）支援を行っている（西牧 2008）。

26

1974 年 11 月，イタリア・ローマ開催の世界食料会議において，開発途上国の農業生産増大に必要な追加的資金
調達のための設立構想が決議，第 15 番目の国連専門機関として 1977 年に採択。融資事業対象分野は農業開発，
農村開発，農村金融，灌漑，畜産，漁業，定住，食料の貯蔵・加工・マーケティング，調査・訓練の９分野に限
定され，無償資金供与は各年度で貸付の最大 8 分の 1。

27

CDD とは，(1)地域社会による優先順位とプロジェクトの特定，(2)地域社会への資源と情報の供給，(3)共同体の
組織能力の強化，の推進によって地域社会住民のエンパワーメントや生計の持続可能性を支援するメカニズムで
ある（Mansuri and Rao 2003）。

28

国際農業研究協議グループ（CGIAR）は，世界 15 カ所の国際農業研究機関のパートナーシップとリーダーシッ
プを通じて，世界の飢餓と貧困を削減し，人々の健康と栄養状態を改善し，エコシステムの回復力（resilience）
を高めることを目的として 1971 年に設立された。
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DAC は，1960 年米国の提唱により開発援助グループ（DAG）の設立が決定され，1961 年 9 月の OECD 発足に
伴い，傘下の委員会の一つとなり，DAC に改組された。設立目的は（1）対途上国援助の量的拡大とその効率化
を図る。（2）加盟国の援助の量と質について定期的に相互検討を行う。（3）贈与ないし有利な条件での借款の
形態による援助の拡充を共通の援助努力によって確保する（外務省 HP）。

30

SNV（Nederland's Development Organization）は 40 年以上の経験を持ち，アフリカでは，エチオピア・ケニ
ア等の 9 カ国で特に園芸分野の生産性と収入向上を目的とし，支援を実施（SNV HP）
。
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アフリカ社会では，2001 年 7 月には，第 37 回アフリカ統一機構（Organization of Africa Unity，
現アフリカ連合（AU：Africa Union の前身）首脳会議によって「新アフリカ・イニシアティブ（New
Africa Initiative）
」が表明され，同年 10 月に「アフリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD：
New Partnership for Africa ‘s Development）
」に改定され，アフリカ諸国による開発への主体的な
取り組みと援助のための枠組みに対する要望として表明された。
また，NEPAD に基づく「包括的アフリカ農業開発プログラム（CAADP：Comprehensive Africa
Agriculture Development）
」を強力に推進するため，
「アフリカ農業研究フォーラム（FARA：Forum
for Agricultural Research in Africa ）」は，AU の全面支援を受け，WB やアフリカ開発銀行など
の協力のもと，アフリカの貧困削減を目指して，持続的な農業と生活改善の技術的側面を担い，研
究支援プログラムを実施している（大矢 2010）
。
しかし，CAADP に対する取り組みとして，2003 年の AU 首脳会議で採択されたマプト宣言の「毎
年，国家予算の 10%以上を農業・農村開発に配分する」目標を満たしているのは，アフリカ地域 53
カ国中マラウイ，エチオピアを含む 7 カ国のみで（CAADP 2010），アフリカの農業・農村開発の
問題は簡単には解決されず，2015 年の MDGs における「飢餓半減」の目標達成は不可能に近い。
一方，農業・農村開発プロジェクトの専門家や WB，CGIAR は 1960 年代の農業近代化政策，1970
年代の総合農村開発政策，1980 年代初頭の耕作形態研究，そして 1980－90 年代にかけての構造調
整政策等を推進してきた。
「Scoones et. al.（2005）は，ミクロな視点による発見をマクロな分析に
反映する融合的な視点などなく，それに代わる新しい農業開発の視点と方法論を探るために，マク
ロな視点と決別して，新しい視点を構築しようとしている（島田 2007：3）。」という指摘もある。

２）アフリカにおける参加型の農村開発プロジェクト
一般に，開発における「参加」とは，開発プロジェクトに対する受益者のオーナーシップの醸成，
効率性の向上，機会の平等など公平性の増大，透明性や説明責任の拡大，貧困者のエンパワーメン
ト，人々の学習力や行動力の強化に関係するとされ，肯定的に捉えられており，これらの重要性は
1970 年代に謳われるようになった（水野 2003：166）
。
しかし，
「参加」の概念規定は，開発の歴史展開とともに様々に変化し，参加はそれを唱導する主
-体によっても様々な概念規定が与えられている（Pretty 1995：1251-3）
。
参加型開発に関する先行研究の蓄積は多く，特に「参加の程度」
「参加の種類」に応じた多様な分
類や「なんのための参加」なのか，
「誰の立場から見た参加」なのかについての議論の蓄積も多い（佐
藤 2003：ⅳ）
。一般的に，開発援助の現場における「参加」とは，開発プロジェクトの対象となる
人々の参加を意味すると理解されている。
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しかし，
「参加型開発を再検討する際の最も重要な論点は，開発における外部者の位置づけに関す
るものである（佐藤 2003：6）
」と指摘があるように，
「外部者であるドナーが当事者のプロセスに
「いかに彼らの主体性を損なわずに参加するか」を考えるべきである（佐藤 2003：7）」という視
点も存在する。
本研究において置き換えると，果樹栽培普及に関する開発プロジェクトでは，当事者である農民
の参加が重要であると同時に，外部者である農業研究者が，いかに当該地域の「農家の主体性を損
なわず参加するか」を検討する必要があると言える。
三好（2011）は，ザンビアのプロジェクトを事例に，アフリカの農村開発プロジェックの成功要
因について以下の通り要因を整理している。
① 根本的な要因：ドナーの支援（外部の介入）
，技術的支援を行う農業普及員等
② ソフト要因：実施者のリーダーシップうやグル―プ内のチームワークの醸成等
③ ハード要因：計画・管理・アカウンタビリティー等
④ 外部要因：自然・社会経済環境は成功を高めるために，十分意識する必要がある。
アフリカの参加型農村開発プロジェクトの成功要因としては，外部者の役割を中心とし，ハード
とソフトの両面に加え，外部要因の自然・社会経済環境についても重要性を指摘している。

３）農業技術移転における社会・経済性の重要性
日本の技術協力による農業・農村開発プロジェクトの分析事例では，
「村人が技術を受け入れるの
は，その時代の社会・経済を彼らが認識した時であり，技術が単なる生産性だけではなく，社会的
価値観として認識されない限りにおいては受け入れられないことになる。
（西村 2012：217，218）
」
と指摘されている。つまり，その地域における社会的・経済的な価値観を理解しない限り，村人に
受け入れられる技術を導入することは難しいと言い換えることが出来る。
また「技術協力は農民の行動を見ながら行うもので，受け入れられない場合の要因を分析するこ
とが重要である（西村 2012：223）
」
。さらに，
「伝統的農業技術も，その時代の環境条件に適応し
た，社会的・合理的な手法であり，技術移転は社会的背景を無視しては成り立たないことになる（西
村 2012：218）
。
」と指摘されているように，農業開発プロジェクトなどによって，外部から新たな
技術を導入する際には，既存の農業技術や社会的背景を無視すべきではないと考えられる。
したがって，
「技術移転を行う人は，単なる技術だけではなく，社会・歴史的条件の把握が出来る
人であり，農民の意思をどこまで把握できているか，彼らの意思を自立的に導くことが必要である
（西村 2012：225）
。
」と言える。
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本研究においては，なぜムワンザ県では，
「改良品種」が受け入れられなかったのか，それらの要
因を分析することが重要であり，タンジェリンという果樹を新しい作物として，ムワンザ県に導入
した人，または，果樹の「改良品種」を導入するために接ぎ木技術を普及した人が，
「技術移転を行
う人」に該当する。そのため，タンジェリンを導入した人，果樹の「改良品種」を導入した人が対
象になると考えられる。
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（５）アフリカ地域研究におけるアフリカの農業
経済学出身で地域研究を基盤とする池野は，タンザニアを事例にアフリカ農業・食料問題に関す
る研究を行っている。著書の中で，
「アフリカ大陸レベルや国家レベルでの農業・食料問題を対象と
したマクロ分析の結果，
『悲観論』が提示され，他方，個別の農村社会に焦点を当てたミクロ分析で
は，生態環境・社会・政治・経済の変化に巧みに対応する地域社会・農民像が提示され，
『楽観論』
が展開されてきた。2 種類の研究はほとんど接点を持たず，ミクロ‐マクロギャップを埋める作業
が，理論的にも実践的にも必要とされている（池野 2010：ⅶ）
」と指摘している。
また，アフリカの農業におけるマクロとミクロな視点に関して，島田は著書の中で，
「マクロの数
字にみられる悲劇的状況と，干ばつや政治・経済変動に直面して，相互扶助や出稼ぎ，さらには野
生植物の採取などを通して柔軟に対処している活動的な農民の姿の乖離にとまどうことがあるとし，
Scoones ら（2005）は，アフリカ農業に関する一般的な理解31は，しばしば重要な成功の物語を覆
い隠していると指摘している。さらに，アフリカの農業・農村開発におけるミクロレベルとマクロ
レベルの間で見られる乖離について，
「マクロレベルでのアフリカ農業理解がミクロレベルでの成功
例，つまりアフリカの活動的な農民の例を見ずに無視している32（島田 2007：2）
」とした。
他方，池野は，
「アフリカ大陸は広大であって，農業生産のための多様な生態条件や各国が歴史的
に形成してきた政治・経済・社会的条件は千差万別であり，アフリカという地域が共有する特性を
抽出するだけでは核心に到達できないため，生産者により近づいて検討する必要があるとし，個別
の顔を持った地域社会を 1 つ 1 つ検証していき，そこから全体像を把握する，より帰納的な学問の
方法33の必要性（池野 2010：321）
」を支持している。

31

サセックス大学の開発学研究所 Bulletin 36－2 特集号「アフリカ農業の新方向」の中で，生産性の伸びが遅く，
インフラも貧弱で環境破壊も進んでいるといったアフリカ農業に関する一般的な理解がミクロにみたアフリカ農
民の成功物語を隠していると指摘している（Scoones et. al. 2005)。

32

その一方で，島田は「Scoones et. al.（2005）の報告に関して，マクロな視点から漏れ落ちた成功例からどのよ
うな教訓をくみ取るかという点のみ集中していると指摘し，ミクロレベルとマクロレベルの間で見られる乖離を打
ち破り，両者に橋を架けるためには，ミクロレベルでの成功例がある時期に特定の状況下で起きた限られた成功例
なのか，あるいは他の地域でも再現可能なのかという点が重要である（島田 2007：2）
」と述べている。

33

政治学や経済学が中央だけから地域社会を見ることに対して，学問の別の分野からも何らかの問題提起をする
必要があり，個別の顔を持った地域社会を 1 つ 1 つ検証していき，そこから全体像を把握する，より帰納的な学
問の方法が必要であると指摘している（末原 2009：7）
。
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また，生態人類学者である掛谷（2002）は，
『アフリカ農耕民の世界-その在来性と変容-』におい
て，アフリカの農業の未来にとって生産性増強は大きな課題であり，その 1 つの道が農業の「集約
化」というのが一般的な見解である。
しかし，近代的農業の直接的な導入は再考し，アフリカの大地が育ててきた集約的な在来農業に
目を向けて多くを学ぶ必要がある。アフリカの「農」の過去・現在・未来を考えるとき，
「集約的な
在来農業」の研究が重要な課題であると指摘している（掛谷 2002）
。
一方，重田（2002）は，作られたアフリカの悲観論がある事は理解した上で，アフリカ諸国の農
業の未来を食糧安全保障の視点から食料援助や食料購入のための借金に見合う食料増産の達成を考
えるのは当然であるが，アフリカで行われてきた農業開発援助の大半の内容とその失敗例34から，
アフリカの在来農業の潜在力を過小評価の問題を挙げ，アフリカにおける持続的な集約農業の可能
性に関して，在来農業が持つ集約性の質とそれが内包するさまざまな意味づけを細やかに知ること
の重要性を述べている（重田 2002）。
また，
「今後のアフリカの農業研究，農民研究において，既存の資源へのアクセス・チャンネルを
閉ざすことなく，新たなアクセス・チャンネルを追加すること。つまり，過去の制度や社会関係を
維持しながら，新しい制度や社会関係を創生する事が，いつまでも可能なのか，しかもそれが過去
の制度や社会関係の本質的な変化なしに継続出来るのかといった点が現在問われている（島田
2007：249）
」と述べている。
以上のように，グローバル社会による開発の波がアフリカの農村に押し寄せている現在，アフリ
カの農業・農民に関する研究は，島田の提唱する「既存の資源への過去の制度や社会関係を維持し
ながら，新しい制度や社会関係を創生する（島田 2007：249）
」事について考えていく必要がある
のではないだろうか。

34農業開発の企画において，アフリカ農業の集約化として求められる変化の多くが，温帯一年生のイネ科穀類栽培

を想定した外部から高投入前提の集約度増大であることは間違いである（重田 2002）
。
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2.2.

アフリカの在来農業と在来作物の利用

（１）アフリカの持続的な在来農業の「再評価」
アフリカの食糧問題や食糧安全保障を考える際には，アフリカの農業生産に関わる栽培作物の
存在は重要である。また，アフリカの持続的な集約農業としては，地域研究者らによって，在来
農業および在来作物の「再評価」35の重要性が指摘されている。近代の農学的研究におけるアフ
リカ在来農業の「再評価」は 1950-60 年代に始まり，1970 年代初頭から「伝統農業」の改良を
目指す農学者が在来農業の限界を科学的に明らかにし始めた（重田 1998：277）
。
近年，外部からの技術導入による農業開発援助が失敗を重ねるにつれ，アフリカ固有の農業技
術を見直すべきという議論が盛んになった。伝統的農業の「伝統的な知識」を再評価する視点の
重要性36自体は，植民地時代から指摘があったとされる。
しかし，重田（1998：264）は，
「遅れた農業」という偏見とアフリカの農業を改良する「近代
化論」の根本である「科学主義」37は，現代社会の強固な信念の体系であると述べている。また，
伝統＝悪，近代＝善の価値観に伴って，
「近代作物」が導入された結果，導入以前の農業とその構
成要素である「伝統作物」を差別・固定化した。
「伝統から近代へ」という二元論的で直線的なア
フリカ農業の変化に対する見方の相対化に「在来農業」
「在来作物」という言葉が必要である（重
田 1998：276）
。

35

アフリカの大学の農学部や農学研究所で混作や間作の研究に取り組みは，1980 年代後半からで，進まないアフリ
カ農業の「近代化」への反省や高投入型農業に対する世界的な危機感を理由に開始された（重田 1998：277）
。

36

アフリカ在来農業科学（Indigenous Agriculture Science）36は，試行錯誤により経験を積み上げる過程を通じて
導かれ，個人や小さな集団，地域のなかで育まれた。科学者と農民の相互的な交渉を通して双方に意識化され，
具体的に浮かび上がってくる点で，通常の科学とは全く異なるため，科学者と農民が学び合うための場が必要と
なる（重田 1998：282）
。一方，学びにおける逆転と農民の位置づけの重要性に関しては，チェンバース（1995）
は，農民や農村の貧しい人々から直接学びながら，現在どのように物事に対処しているか，彼らの知識体系を理
解し，技術面における知識を引き出し，現在，最も貧しい人々から学ぶこと重要であるとしている。また，彼ら
が自分たちの力で運命を変えられるようにするためには，必要不可欠であるとし，農民の置かれている状況の中
で，農民とともに彼らの土地において，共同研究を行うことの有用性について述べている。

37

科学主義とは，「近代化」という考え方の根本であり，多くの研究者がアフリカ農業の生産阻害要因を探り，農
業の実態を科学実証主義的に明らかにすることで問題点を解決できるという立場をとってきたが，現在のアフリ
カでは，実現不可能であるともみなされていることが多い。また，科学主義は，
「近代化」の必要性を理論的裏付
けとして採用され，科学主義の裏付けがある限りにおいて，伝統的知識は賛美されるため，それぞれが独立し，
現代社会の強固な信念体系をなす（重田 1998：265）
。
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しかし，重田（2002：176）は，アフリカ農業に高い労働生産性と集約性を求め，技術革新を
訴える一方で，80 年代後半には近代農法の反省から低投入持続的農業が提唱され，生産性を犠牲
にしても資源保護や環境への配慮を重視する変化を述べた上で，最初から低投入システムであっ
たアフリカ在来農業を「再評価」する事ができるのか，と指摘している。同時に，重田（2002）
は「アフリカにおける持続的な集約農業のモデルはすでにあり，このようなモデルは実はアフリ
カ各地に現在も営まれていると予想され，その存在さえ知られえないとすれば，それは私たちが
そこに内在する論理を理解できてないからではないか（重田 2002：191）」
，と提起している。

（２）サブ・サハラ・アフリカにおける伝統葉野菜や在来果樹の利用
近年，アフリカ地域の持続的な農業・農村開発において，自給的栽培による伝統葉野菜や在来果
樹の価値が「再確認」されている。国際的なイニシアティブとしては，2009 年 7 月にタンザニア
で，「食糧保障，栄養，収入および持続可能な開発のための低利用植物（NUS：Neglected and
Underutilized Species for a Food-Secure Africa）38」に関する国際シンポジウムが開催された。そ
の中では，アフリカ地域における在来果樹が果たす役割として，栄養改善，貧困削減，森林保全，
および生物多様性の保全39等の重要性が確認されている（Simitu et. al. 2009）。2013 年 9 月にはガ
ーナで NUS が開催され，伝統葉野菜や在来果樹のみならず，農家に長年栽培され続けてきた未利
用植物が小農の食糧安全保障や生計向上に貢献する事例などが数多く報告された（NUS 2013）
。
アフリカの乾燥地域では，可食性の果実をつける在来果樹の生育が各地で見られ，途上国の農村
開発などにおける非木材林産物利用への注目が高まる中で，在来果樹は果実やその加工物の販売に
より，農民の現金収入源になる可能性が期待されつつある（藤岡 2009）
。
その中で UN は 2011 年を国際森林年として定め，アフリカの持続的な農業・農村開発のための
資源として，アグロフォレストリーの一環として果樹栽培を推進している。本部をナイロビに，東
部アフリカ支部をマラウイに設置する ICRAF は，1990 年代以降，植林を実施する際に，非木材林
産物利用として果実やその加工物が販売可能な果樹を活用した森林保全プロジェクト等を数多く実
施している（Akinnifesi et. al. 2008：xiv）
。

38

アフリカ地域における「低利用植物（NUS）」を食糧安全保障，栄養改善，収入向上，および持続可能な開発の
ために活用する取組として，Bioversity International が中心となり，国際機関が協力して実施している。

39

2010 年は国際生物多様性年として，7 月に「アフリカ農業研究フォーラム（FARA）」において，
「アフリカため
の農業生物多様性（ABIA）
」を設立した。10 月には名古屋で第 10 回生物多様性条約締結国会議（COP10）が
開催された。
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2.3.

アフリカにおける作物の「栽培化」と果樹の特殊性

（１）作物の「栽培化」と品種改良の歴史的背景
１）作物の「栽培化（Domestication）
」と品種改良
世界における作物の品種改良に関しては，近刊で鵜飼保雄・大澤良（2010）
『品種改良の世界史・
作物編』が挙げられる。一年生作物に限らず，多年生の果樹（ブドウ，カンキツ，リンゴ），チャ，
バラなどの品種改良の歴史が長い作物を対象とし，農耕起源から植物改良のはじまり，栽培植物の
起源地や農耕とともに変化した栽培植物の特性などが作物ごとに述べられている。
また，その中で「農耕の開始40と植物の栽培は，それまで山野に自生していた野生種41を徐々に栽
培種へと変えていき，その変化は，栽培者による意識的な選抜がなくても生じた。栽培型への変化42
を『改良』とらえれば，植物改良も農耕とともに始まったと言える（鵜飼・大澤 2010：2）」とあ
る。
つまり，ある植物の栽培を継続することは，栽培者によって無意識的な選抜を同時に進めているこ
とになる。特定の地域における植物の栽培型への変化は，その地域特有の栽培種を生み出してきた
と言える。果樹のように同じ場所で長年栽培が継続される作物は，毎年植え付け，収穫される他の
作物よりも時間をかけて，無意識的な選抜が行われてきたと考えられる。
また，鵜飼・大澤（2010：8）は，野生種が栽培に移されると意図的な選抜がなくても栽培とい
う行為だけで，集団の個体間で有利なものと不利なものとが生まれ，結果として，栽培に適した個
体が増え，集団の構成が変化43してく。と述べている。
植物集団は，農業慣行に適した特性を持つようになり，同時に野生の時に持っていた特性を失っ

40

人類はアフリカで生まれたとされるが，農耕の発祥の地はアフリカに限らない。異なる大陸の特定の地域で生ま
れ，長い時間をかけて周辺地域へと広がっていった。アフリカはエジプトを除き，考古学的情報が乏しい。モロ
コシ，トウジンビエ，アフリカイネ，テフなどの固有の作物が生み出されたが，これらの栽培化は，ほかの地域
よりかなり遅かった（鵜飼・大澤 2010：2）
。

41

野生種の集団には，草丈の長短，開花の早晩，種子の多少など，さまざまな形質について遺伝的に異なる個体が
含まれる。

42

植物や動物の野生種が人間の管理下におかれて形質が変化することを順化（または馴化）という。フランスのア
ルフォンス・ド・カンドルは，栽培種と近縁関係にある野生種が見出される地域がその栽培種の起源地であると
した『栽培植物の起源（1883 年）』を，旧ソ連のニコライ・イワノヴィッチ・ヴァヴィロフは植物の変異が地球
上の特定の地域に局在していることを見出し，その地域を「多様性の中心」とよんだ『種の起源地』を著した。

43

自生した植物集団から人が植物を収穫するだけならば，その集団はほとんど変わらないが，いったん収穫物（の
種子）を翌年に播くようになるとさまざまな形質が変わり始める（鵜飼・大澤 2010：7）
。
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ていった。さらに，農耕の経験が蓄積すると，栽培者が好みに応じて種子や植物体を選抜するよう
になり，意図的な選抜が加わると，植物集団の変化はさらに加速した。これらの「栽培化」による
変化は，植物間である程度共通した傾向が見られるが，最も変わったのは形態で，種子や穂や果実
は巨大化した（鵜飼・大澤 2010：8）
。

２）作物の品種改良の歴史的背景
農耕がいったん開始されると，農耕発祥の地以外でも植物の「栽培化」がおこり，19 世紀末には，
それぞれの栽培植物は世界のどこで生まれたのかという研究44が始まった（鵜飼・大澤 2010：4）。
20 世紀に入るまで，品種の改良はもっぱら選抜だけによって行われた。交雑による改良は，18
世紀より園芸作物を中心として盛んに行われたが，どのような子孫が現れるか予想が難しかったこ
と，子孫の形質は両親の中心に過ぎないので，改良は望めないという誤解があり，品種改良の主流
にはならなかった。交雑育種の真の誕生は，1900 年のメンデルの法則の再発見まで待たなければな
らず，20 世紀に入って品種間交雑がようやく積極的に試みられるようになった（鵜飼・大澤 2010：
11-12）
。
つまり，人類は 20 世紀に入るまで，野生植物の中から，自分たちにとって栽培しやすい作物を
選び出し，さらにその中から，嗜好に沿った個体を選抜することで，植物を「栽培化」してきたと
言える。近年，改良品種と総称され，主に先進国で交雑育種され，開発途上国で導入される栽培作
物の新品種の歴史は，一世紀ほどの短い歴史の中の話である。特に，樹齢も長く，果実の収穫まで
に一定期間の時間が必要な果樹の場合は，改良品種の育種選抜にも時間が必要とされている。

３）植物の「栽培化」と人間社会との関わり
栽培植物の栽培化と自然史に関しては，近刊で山本裕文編著（2013）『栽培植物と自然史Ⅱ』と
山本裕文・島本義也編著（2001）
『栽培植物と自然史-野生植物と人類の共進化-』が挙げられる。
栽培植物の歴史を明らかにするには，いつ，どこで，どのようにして，どのような祖先から栽培
植物が出来上がり，なぜ，現在の特徴を持つにいたったのか，を明らかにする必要がある。
「栽培植
物の歴史の前半には，
自然のなかでの出来事があり，
後半には人間社会と関わった出来事があって，

44

フランスのアルフォンス・ド・カンドルは，栽培種と近縁関係にある野生種が見出される地域がその栽培種の起
源地であるとした『栽培植物の起源（1883 年）』を，旧ソ連のニコライ・イワノヴィッチ・ヴァヴィロフは植物
の変異が地球上の特定の地域に局在していることを見出し，その地域を「多様性の中心」とよんだ『種の起源地』
を著した。自生した植物集団から人が植物を収穫するだけならば，その集団はほとんど変わらないが，いったん
収穫物（の種子）を翌年に播くようになるとさまざまな形質が変わり始める（鵜飼・大澤 2010：7）
。
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現在の特徴が出来上がったことになる（山本・島本 2001：ⅲ）
。
」と指摘されているように，植物の
「栽培化」を語る上では，人間社会との関わりを切ることは出来ない。
また，農業用植物の栽培化は今から 8000 年前と 4000 年前に集中して，野生種から栽培種へ改変
が多く進んだ。栽培化の単純な道のりではなかったはずであり，人と関わることによって，伝播し
た場所で新たな自然環境下で新たな関係が生まれたはずである。栽培植物にまつわる文化的側面や
逆栽培化とでもいうべき野生化をふくめた自然とのかかわりに関する論考が重要である（山本
2013：ⅰ）
。

４）小括

以上のような作物の「栽培化」と品種改良の歴史的背景を踏まえて，本研究で扱うタンジェリン
栽培に関する歴史を明らかにするためには，前半にタンジェリンが「栽培化」されてきた歴史，後
半に人に運ばれ人との関わりによって生まれた品種改良の歴史の二段階に分けて考察を行う必要が
ある。
また，現在，ムワンザ県で栽培されているタンジェリンの歴史を明らかにするために，いつ，ど
こで，どのようにして，どのような祖先から出来上がり，なぜ，現在の特徴を持つにいたったのか，
を明らかにする必要もある。
「栽培植物の歴史の後半には人間社会と関わった出来事があって，現在の特徴が出来上がったこ
とになる」と山本・島本（2001）が指摘しているように，果樹栽培を語る上で，人間社会との関わ
りを切ることは出来ない。特に，樹齢も長く，果実の収穫までに時間が必要な果樹の場合は，品種
の選抜にも時間が必要となる。
本研究では，先進国ですでに「栽培化」されていたタンジェリンを含むカンキツ類の導入と普及，
さらに海外で開発され導入された「改良品種」にも注目している。
第 4 章では，ムワンザ県の農家が，どのように自分たちにとって栽培しやすい樹種としてタンジ
ェリンを選び出したのか，さらにその中から，自分たちの嗜好に沿った個体を選抜しながら，栽培
を継続してきたのか，農家がタンジェリン栽培を導入する過程とタンジェリンが人間社会と関わっ
た出来事を歴史の流れの中で追っていく。続く第 5 章では，タンジェリン栽培が普及したムワンザ
県の歴史の中で，新たに海外で研究開発さたカンキツ類の「改良品種」導入についても注目し，考
察を進めていくことする。
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（２）アフリカの樹木作物と果樹の特殊性
１）在来果樹の「栽培化」とその再評価
一般的に途上国の農村開発における果樹栽培は，農民の現金収入向上を目的とし，研究者によっ
て開発された高収量・高品質の改良品種の導入や加工品販売による経済開発の視点から商業的役割
が期待されてきた。
しかし，GTZ 等の国際機関が中心となり 1990 年代に展開した「アフリカ地域における持続可能
な森林保全」プロジェクトでは，在来果樹の「栽培化」が実践されている。伝統的な在来果樹は，
農村開発における新しいコンセプトとアプローチとして発展し続けており，実践研究として在来果
樹の可能性と実現性，そして農村のために利益を生み出す商業産品として，アフリカにおける在来
果樹の産業化に関する研究・実践の事例が，Akinnifesi ら（2008）によって数多く報告されている。
Akinnifesi らは，今後の農村開発の目標達成において，
「低利用な（Underutilized）
」在来果樹の
果たす役割に対する認識を高め，評価することを目的としてきた。持続可能な農業は，多機能な農
業システムに環境的・社会的に持続性を支援し，人々に食料を提供し，健康と栄養を強化し，同時
に経済成長を支援することであると認識している。それらを理由として，在来果樹を活用した持続
可 能 な 農 業 は ，「 開 発 の た め の 農 業 科 学 技 術 の 国 際 的 評 価 （ International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development：IAASTD）」によって，全面
的に支援されていると述べている（Akinnifesi et. al. 2008：xiv）。
果樹の改良品種が，研究者によって次々と開発される中，これ以上，新しい樹木作物は必要ない
のではないか，と思われてきたが，近年，在来果樹の「栽培化」が貧しい小農が必要としている新
たな機会を提供できるのではないかと，近年では注目を集めている（Akinnifesi et. al. 2008：xiv）
。
さらに，農村開発における新しい作物として，在来果樹の果たす役割の可能性は，Simons と
Leakey（2004）によって，報告されている。Simons と Leakey は，新しい樹木作物として， 自
然林からの資源である非木材産品（Non-timber Forest Products：NTFPs）と区別するため，アグ
ロフォレストリー木材産品（Agroforesty Tree Products：AFTPs）と呼ぶべきであると提案してい
る（Simons and Leakey 2004）
。1980 年代後半まで，在来果樹は一般に栽培に適さないと考えら
れており，在来果樹が農村の人口に及ぼす生物的・環境的・社会的な影響に関して，科学的な研究
はほとんど実施されていなかった。しかしながら，自給自足の農民は在来果樹の管理人として存在
し続け，多くの地域で，在来果樹の保全と利用に関しては，コミュニティの規範とタブーが深く関
連している（Akinnifesi et. al. 2008：xiv）ことを明らかにしている。
また，1990 年代前半から国際アグロフォレストリーセンター（ICRAF）は，研究と開発の分野
の新しい活動として在来果樹の「栽培化」に注目し，世界中のパートナーと植林を実施する際に，
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非木材産物利用として果実やその加工物が販売可能な在来果樹を活用した森林保全プロジェクト等
を数多く実施している（Akinnifesi et .al. 2008：xiv）。
Akinnifesi ら（2008：xv）は，在来果樹を「隠された産品（hidden commodities）」として，貧
しい農家が強いられた貧困から抜け出すための機会として，貧困・食糧安全保障・栄養改善のため
に農村開発の分野でも注目していくべきであると重要性を指摘している。
このように在来果樹は，近年，ICRAF による「栽培化」などの活動によって，それの価値が「再
評価」されている。アフリカ地域における在来果樹は，今やアフリカの農村開発における重要な開
発資源として注目を集め，国際会議においても数多くの事例が報告されている（NUS 2013）。
そこで，本研究では，伝統的な在来果樹の「栽培化」から，人の手による選抜によって生まれた
栽培種，また，近代における果樹の品種改良の歴史を踏まえた上で（図 2－1 ）
，果樹栽培普及に焦
点を当てることとする。また「ドメスティケーション［栽培化］を過去に起こってしまった出来事
ではなく，現在も私たちの周りで進行しているいわば現在進行形の過程（重田 2009：73）」してと
らえている場合もある。

図２－１：本研究における在来果樹の「栽培化」と品種改良のイメージ図

資料：Akinnifesi et .al.（2008）および重田（2009）の概念に基づき筆者作成。
注：図中の矢印は，人による在来果樹の「栽培化」から栽培種の人為的選抜，栽培種の中から人によって生まれた
「品種」示す。また，新たな「改良品種」が導入された場合，それまで栽培されていた「品種」は既に存在する「品
種」として，既存の品種として扱う。さらに「改良品種」から新品種が生まれるまでの一連の流れを示している。
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２）果樹遺伝資源の収集および利用と栽培普及
果樹栽培は，農家の現金収入向上を目的として，農業・農村開発において普及が促進されてきた。
研究機関，または篤農家によって開発・発見された改良品種は，果樹の「栽培化」の後，大きな発
展を果樹産業にももたらしたとされる。
原生地域には，多くの有用遺伝子が存在しており，発展の目ざましいバイオテクノロジーによる
成果もそれらを素材としている遺伝子はきわめて有用な資源である。貴重な遺伝子資源も，近年に
おける社会環境や自然環境の変化によって，世界各地から失われる状況に至っているため 1974 年
には，国際植物遺伝資源委員会（IBPGR）が設立され，日本も協力して資源保護のために活動して
いる。遺伝資源の収集および利用は果樹産業にとってもきわめて大切なことであり，社会の発展に
つれてますますその重要性を増すことである（水谷 2002：15）
。
したがって，アフリカ地域における果樹産業に注目することは，今後のアフリカ農村部における
産業のみならず，国際的な遺伝資源の収集および利用にも貢献できると考えられる。

（３）永年生作物である果樹の特殊性
１） 果樹栽培における制限要因の原則
中川ら（1989）が指摘しているように，「果樹農家は果樹を植栽する前に，いずれも半永久的に
なる要因（地形（気候）
，局地性，土壌の種類，栽植する果樹の種および品種，栽植距離，台木の種
類および多様化に対応する全体的な経営の範囲など）について，その要因と他の要因との関連性に
ついて熟知した上で，決断しなければならない。初期段階における単純なミスは，事業を破たんさ
せ，成功へのチャンスを著しく制限する」ことになる。
特に，気候要因のなかでも，年降水量および季節的変動は，大きな制限要因となる。灌漑が可能
であれば，降雨は大きな制限要因ではないが，灌漑ができない場合は，生育可能な種類はおのずか
ら制限される45。果実成熟期に降雨のある地域では，病害虫の発生により，病害防除のために多額
な費用を要することになり，果樹園を経営する上で，大きな制限要因となる（中川ら 1989：424）
。
アフリカ地域において，年降水量および季節的変動の大きく灌漑設備も十分ではない場合，それ
らの気候要因が果樹栽培の大きな制限要因となると言える。さらに，果樹栽培における制限要因の
原則を利用する鍵は，
「農家として，何が制限要因となるかを知ることであり，また，それが変更可
能であることを認識すること」である（中川ら 1989：431）
。

45

通常，大部分の水分が季節的に補給される地域の無灌漑果樹園では，果実が適当な大きさに生長するまで，十分
な土壌湿度が残されている時期までに果実が成熟する早生の品種を栽植すべきである（中川ら 1989：424）
。
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一般的に，途上国の農村開発における果樹栽培は，改良品種の導入による高収量・高品質の果実
や加工物販売による農民の現金収入向上として，経済開発の視点から商業的役割が期待されてきた
そのため，アジアや中南米などの農村開発における果樹栽培を促進するための農学・生物学などの
科学的なデータに基づく研究は蓄積が多くなされている。
しかし，社会科学の視点から農村開発における果樹栽培を分析する先行研究は数少ない。これは
アフリカの農村開発における果樹栽培の位置付けを考える上で，経済開発の視点のみならず，社会
科学による包括的な視点からの検討が重要であることを示している。
また，アメリカ園芸学会で長年の功績が称えられた Melvin N. Westwood 博士は，果樹園芸とは，
「科学と芸術の混然一体となったものであり，植物の生理学的機能を研究することではなく，植物
生理46を理解すること」である（中川ら 1989：1）と述べている。また，
「果樹園芸学は科学的根拠
を解明し，より効率的な技術を確立するためのものであるが，果実生産や利用が多様な自然環境や
社会環境の影響を受けるため，自然科学のみならず，社会科学の研究対象47ともなる。栽培技術の
革新によるだけではなく，社会の経済的・文化的影響を受けていることが大きい（水谷 2002：1）」
。
と指摘している。しかしながら，農学分野である果樹園芸学における社会科学分野の研究48は非常
に数が少なく，先行研究は主に植物体である果樹のみに焦点が当てられおり，果樹を栽培・利用す
る人間側に注目した研究は通常行われていない。そのため，本研究は果樹園芸学の社会科学分野に
おける研究としても意義がある。
さらに，近年国際的に注目を集めているアフリカの果樹に着目し，アフリカ農村開発における果
樹栽培に関して，社会科学の視点から分析する草の根レベルの調査研究はほとんどない。本研究で
は，アフリカ農村開発における果樹栽培を社会科学による包括的な視点からも分析を行う。
現在も灌漑設備が整っていないアフリカ地域で栽培が継続されている果樹の種類および品種は，
農家が変えられない半永久的な要因が大きな制限要因にならなかった可能性がある。そのため，現
時点でも栽培し続けている果樹農家を調査対象とした場合，農家の果樹栽培における制限要因の原
則に対する認識を知ることができる。
46

植物生理学の知識への信頼に加え，地理学，気候学，土壌学，化学，物理学，栄養学，遺伝学，病理学，昆虫学，
経済学，実業および，資源管理の各分野の専門的な知識を統合したものである（中川ら 1989：1）
。

47

近年では栄養改善を目的とした果実の機能性成分に加え，環境保全に対する関心から環境保全型の果樹栽培が注

目されている（水谷 2002：1）
。
48

果樹園芸の分野において文化的側面に注目した著書も存在する。有岡（2012）は，
『ものと人間の文化史

157・

桃（もも）
』において，果樹であり花木としても知られた樹木である桃の総括的な文化史を取りまとめている。そ
の中で「桃は中国から人々に携えられて海を渡ってきたが，第一の目的は，寒い地域でもたくさん果実を実らせ
る豊産性であり，イネが不作の時の食料として大きく期待48されていた（有岡 2012：314）
。」と述べている。
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２）果樹の「栽培化」と品種改良の歴史
世代サイクルの短い一年生作物等では，その時に生きている集団から次世代を作らなければなら
ないが，永年生作物である果樹を育種する場合は，いずれの品種も系統も永続的に生存するため必
ずしもその必要はない。現在の果樹の育種では，欠点の少ない主要な経済品種やそれに準じた品種・
系統49を親にしている場合が多い（山田 2011：159）
。
長い年月をかけて栽培化されてきた果樹は，着果数や結実数も多い種や品種が選抜されており，
高品質性を持つ親の形質を受け継いだ後代は，栄養繁殖によってその遺伝的な性質を次の世代にも
引き継いでいる。たとえば，バナナのように「人が栽培するもっとも古い植物のひとつで，世界に
1,000 種を超えて存在し，小指ほどの大きさで歯が砕けるほど硬い種子を持つ野生種がある。しか
し，現在，世界中のバナナは遺伝的に同一であり，先進国では 1 種類しか食べられていない（コッ
ペル，2012：9）
」
。といった場合もある。
このように，商業的な生産を目的として栽培化された果樹は，品種改良の過程で，野生種が持つ
形質を完全に消失し，栽培種としての独自の特徴を持つ場合がある。種子による繁殖では，親世代
の持つ遺伝型が次の世代に引き継がれないため，接ぎ木などの栄養繁殖を行う必要がある。

３）果樹の「改良品種」導入に必要不可欠な接ぎ木の技術
開発途上国において，一年生作物の改良品種の導入する場合は，入手先の保証された種子を購入
すれば良いが，果樹の改良品種の導入するためには，苗木を生産するための「接ぎ木」技術の導入
も必要となる。
接ぎ木法は，果樹類の繁殖で最も広く用いられている繁殖方法である。果樹の場合，種子による
繁殖では，親と異なる形質（味や形）の個体が出現するため，親と遺伝的に同じ形質の枝を接ぎ木
や挿し木，取り木により栄養繁殖を行う。
接ぎ木は，枝や芽などの植物体の一部を切り取って別の個体に接ぎ，新しい植物体を作る方法で
接ぐほうを穂木（scion）
，接がれるほうを台木（rootstock）という。
一般に，接ぎ木は次のような目的で行われる。
①挿し木や取り木で発根が困難な果樹を繁殖させる（改良品種の導入の際，繁殖に利用）
。
②果実が収穫できるまでの期間を短くする（結果年数を早くする）。
③不良環境における栽培を名農にする（耐乾性等の形質を付与する）
。
④根に寄生する病中外を回避する。
⑤短期間で品種更新を行う。
たとえば，大正時代に開始されたニホンナシの交雑育種においては，大正時代に 1,200 品種程度存在していたに
も関わらず，1989 年までに交配親として利用されたのは，たった 15 品種に過ぎない（山田 2011：159）
。
49
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台木となる根の部分には，栽培地域の土壌に適した根を持つ実生苗（種子から育てた苗）を用い
る。果実のなる部分には，甘く・大きな果実が収穫できる母樹から採取した穂木を用いる。
本研究で扱うカンキツ類の「改良品種」導入の場合，台木は共通してラフレモンを用い，穂木に
は，オレンジ・レモン・タンジェリンの 3 種類となっている。カンキツ類の「改良品種」を導入す
るための技術自体に差はないため，第 6 章では，タンジェリンの「改良品種」以外にもオレンジと
レモンも同様の扱いとする。

４）カンキツ類の特徴
「桃栗三年柿八年，柚子の大馬鹿十八年」と言われるように，カンキツ類は種子を播いてから実を
つける収穫するまで，かなりの年数がかかる。その種子による繁殖は，通常は接ぎ木の台木や母樹
よりも優れた品種を改良する場合のみに行われる（吉武 2008：3）
。
また，カンキツ類50の植物学的な大きな特徴としては，多胚性51が挙げられる。カンキツ類の多く
は，果実を食べた後の種子を播くと，遺伝的には母植物と同じ性質を持つ植物体が生まれる（國賀
2010：448）。太古の時代から種子で繁殖していたにもかかわらず，一見，受粉・受精を経た種子に
よる繁殖の構造を持ちながら，増殖・再生は自己（母植物）そのものを再現する（吉武 2008：1,2）
。
つまり，カンキツ類の場合，モモ等の果樹とは異なり，食べた果実の種子を播くと（気長に待て
ば）
，同じ味の果実を将来的には収穫できることが保障される。
しかし，カンキツ類においても，改良品種の苗木を生産する場合には，接ぎ木による繁殖が一般
的であり，生産を目的するには最も適した繁殖方法である。現在の日本の温州ミカン栽培農家は，
接ぎ木によって繁殖された苗を専門業者から購入しているのが現状である（吉武 2008：4）
。
５）人や物資の移動によるに栽培種の伝播（カンキツ類の発祥と中南部アフリカへの伝播）
本研究で扱うカンキツ類は，インド東部から中国南部にかけての地域が原生地とされるが，原生
種が広範囲に分布しており，厳密な意味での完全な種にまで分化していない分類群52と推測されて

50

日本のミカンの多くの品種やオレンジ，グレープフルーツ，レモンなどは，一般にミカン（カンキツ）属と呼ば

る。産業的には，ミカン属にキンカン属，カラタチ属をカンキツ（柑橘）類と総称しており，世界で最も消費され
ている果物である（吉武 2008：1）
。
51

カンキツ類は，１個の種子の中に２個以上の胚を持つものがあり，1 つの胚は受精によるが，残りの胚は母親由
の細胞からなり，通常は母親由来の細胞のみが発芽する。

52

カンキツ類を野生種（6 種）と栽培種（10 種）の 2 つの亜属に分けた場合，タンジェリン（Tangerine：もしく
はマンダリン Mandarine）は，栽培種のカンキツ（Citrus）属に分類される（國賀 2010：434）
。
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いる。カンキツ類は自然に伝播したのみではなく，人や物資の移動にともない人為的にも，河川の
流域に沿って繁殖し，それぞれの地域の気候に適応し，ヨーロッパや北アフリカで栽培が広まり分
化していった。また，カンキツ類は生産適地が，イタリア，南部フランス，スペインなどのヨーロ
ッパの中心部であったことが，世界中に広く伝播した果物になったことが大きな理由であり，大航
海時代から 19 世紀にいたる壊血病対策53の結果でもあるとされている（國賀 2010：434,443）。
1579 年にはアメリカ大陸ではカンキツ類の栽培記録が残っており，西海岸のカリフォルニアでは，
1848 年の金鉱発見により人口が増加し，労働力も市場規模も急速に拡大したため，金鉱石の恩恵に
預かれなかった人々が，収益が上がると思われたレモンやオレンジなどのカンキツ類の果樹園開発
54に精を出したとされる（國賀

2010：453）
。

また，現在でも優良品種とされる種無し‘ワシントンネーブル’は，ブラジルの地方で突然変異
によって生じたことが知られているが，ポルトガル人によってブラジルにカンキツ類が伝播したの
は 1540 年代とされ，20 世紀にかけて，ブラジルのカンキツ類の生産量は増加した。ブラジルは世
界の濃縮オレンジジュースの半分以上を占めるまでの大産地まで成長した（國賀 2010：455）。
中・南部アフリカへのカンキツ類の伝播は，1654 年に南アフリカのケープ植民地におけるスイー
トオレンジが最初だったとされ，1788 年のオーストラリア大陸に先立っていた（國賀 2010：453）
。
このように，世界各地で栽培されているカンキツ類は，他の作物同様に起源地から人や物資によ
って伝播してきた。
本研究において扱うタンジェリンは，
カンキツ類が世界に伝播する過程の中で，
すでに海外で栽培化され栽培型となっていたカンキツ類がマラウイに導入されものと考えられる。
６）小括：
果樹の品種改良は，本来は自然科学の研究分野であるが，作物としての世代のサイクルは半世紀
以上とるため，人との関わりや歴史的背景と密接に関わっている。そのため，果樹の「栽培化」に
関する研究を行う際には，その国や地域における独自の文化や歴史的背景を十分に理解する必要が
あると考えられる。

53

1920 年に発見された栄養素であるビタミン C の欠乏症で，
「海のペスト」とも呼ばれた。コロンブスやマゼラン
の世界一周で，大航海時代に長期の航海中に船員が次々と倒れ，船の数が減少した主な原因は，壊血病であった
とされる（國賀 2010：443）
。

54

栽培適応性の高い‘バレンシア’オレンジが米国に導入され，主要品種として生産開始，1870 年代の大陸横断鉄道
の開通によって，大消費地のニューヨーク，ボストンなど大都市の点在する米国東部への輸送が可能になり，カ
リフォルニアのカンキツ産業は著しく発展した。しかし，レモンやオレンジは長時間貨車に積むと腐敗が発生し，
大きな損失となっていた。1889 年に冷蔵貨車を用いた輸送が可能になり，1892 年にはニューヨークに運ばれた
オレンジが、14 日間の大西洋横断の航海ののち，英国で大量に販売され，史上初のカンキツ類の大量生産・大量
販売の例である（國賀 2010：454）
。
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つまり，栽培者による意図的な選抜がなくても「栽培」という行為により，集団の個体間で有利
なものと不利なものとが生まれ，結果として，
「栽培に適した個体が増え，集団の構成が変化」して
いった可能性が考えられる。これらの行為を「品種改良」と呼べるのであれば，マラウイの農家に
よるタンジェリンの選抜育種と言えるのではないだろうか。
本研究では，これらの果樹の特殊性に着目しながら，アフリカ地域における果樹の中でも本研究
で事例として取り扱うカンキツ類のタンジェリン「栽培化」に関する歴史的背景を整理していく。
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2.4.

アフリカの農村開発における果樹栽培普及の歴史

前述の通り，サブ・サハラ・アフリカでは，人口の 30％が栄養失調状態であり，20 カ国中８カ
国が世界で最も栄養状態の悪い国である（Bryce et .al. 2008）。ミネラル不足による 50 万人以上の
子どもたちのビタミン A 欠乏症等は，アフリカの人々の健康状態を不安定にするエイズやマラリア
に続く，3 番目の課題とされている。そのため，国際アグロフォレストリーセンター（ICRAF）は，
サブ・サハラ・アフリカにおける栄養改善を目的として，在来果樹（バオバブ等）に加え，１世紀
以上も伝統的に栽培されている外来果樹（オレンジ・マンゴー等）の両方において，小農の果樹栽
培を推奨している（Jamnadas et .al. 2011）
。アフリカ地域における果樹栽培が果たす大きな役割と
しては，近年，アグロフォレストリーへの導入が注目されている（FAO 2013b）。
また，果樹は国際的な気候変動への適応策や緩和策の枠組み55の中で，温室効果ガス削減に向け
たクリーン開発メカニズム（CDM：Clean Development Mechanism）56 事業において，農民の所
得を支え，同時に排出ガスの吸収源として，果樹栽培の果たす役割が期待されている（松原 2012：
142）
。そのため，果樹栽培の導入と普及は，アフリカ地域の農業農村開発モデルにおける低炭素型
の植林活動の一部57としても注目を集めている（JIRCAS 2013）
。

さらに，2013 年 9 月にはガーナの首都アクラにおいて，第 3 回国際シンポジウム「アフリカに
おける食糧安全保障，栄養改善，収入向上，および持続可能な開発のための低利用植物（NUS）」
が開催された（Hall et.al. 2013）。その後，採択された「アフリカの食糧安全保障のためのアクラ
宣言（The Accra statement for a food-secure Africa）58」では，アフリカ地域の果樹を含む在来作物果
たす役割に加え，積極的な利用や栽培普及の重要性が指摘されている（Rudebjer et.al. 2014）
。

55

1992 年に国連の下，大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目標とする「気候変動に関する国際連
合枠組条約（UNFCCC ：United Nations Framework Convention on Climate Change）
」を採択。1995 年か
ら毎年，
「気候変動枠組条約締約国会議（COP）
」開催され，1997 年の COP3 では削減目標を明確に規定した
「京都議定書」が合意，2002 年に日本も同議定書を締結し，2005 年 2 月に同議定書は発効された。

56

クリーン開発メカニズム（CDM）とは，京都議定書で定められた開発途上国における温室効果ガスの排出削減ま
たは吸収増加を達成する事業に対し，削減または吸収量にクレジットを発行するもので, 先進国の民間企業など
が購入し，途上国の活動資金として利用出来，外部資源の投入を確保が可能な手法である（松原 2012：8）
。

57

例えば，2011 年 4 月にインド地域対象に国連登録された植林 CDM 事業プロジェクトでは，マンゴーやカシュ
ーナッツ，タマリンドなどの果樹を用いた植林活動による CDM 登録が行われた（UNFCCC 2014）
。

58

2013 年 9 月にガーナの首都アクラで開催された国際会議に基づき，
「アクラ宣言（The Accra statement for a
food-secure Africa）
」において，NUS の持続的な利用と保全に関する 9 つの行動計画と政策が明示された。
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以下に，ICRAF 等の国際援助機関による果樹栽培の普及活動を中心に，農村開発における果樹栽
培普及を概観していく。
これまで農業・農村開発分野においては，
果樹は主に換金作物として栽培普及が促進されてきた。
先進国の研究機関等による改良品種の開発は，現在でも発展を続けており，現在，私たちが購入・
消費している果実の大半が研究者によって開発された改良品種である。
これらの果物は，栽培化・商業化され，世界中のスーパーマーケットで購入することができるが，
主に植民地時代の収穫物として，研究機関によって作物として開発されてきた（Akinnifesi et. al.
2008：xiii）
。果樹は換金作物として，国際市場で商品として，果樹を栽培する地域の住民よりも海
外で消費する人々のニーズに合わせて，改良され続けてきた（Akinnifesi et. al. 2008：xiv）
。
しかし，
「歴史的に果樹は，
在来果樹の野生果実の収穫などによる人類にとって最初の食糧であり，
文化や地域との強力なリンクが存在59する（Akinnifesi et. al. 2008：xiii）
。」とも指摘されている。

以上のように果樹は，国際市場において換金される商品としての価値が高く，現在，果樹栽培普
及の主流となり，大規模の栽培されている改良品種は，果樹を栽培する地域の住民よりも海外で消
費する人々のニーズに合わせて，改良され続けてきたと言える。
これらの背景を踏まえて，本研究で主に取り扱う既存のタンジェリン栽培に関する実態を明らか
にするためには，既存のタンジェリン果実の市場における価値を確認するのと同時に，ムワンザ県
という地域の文化とのリンクに分けて考察を行う必要があると考えられる。

59

紀元前 1490 年には，ブドウ，ザクロ，イチジクなどが収穫されたと記録されており，紀元前 273－232 年には，

インドの王様がマンゴー，ジャックフルーツ，ブドウの栽培を推進していた記録も残っている（Wiersum 2008）
。
アジア起源のマンゴスチンは英国のビクトリア女王（1837-1901）時代に，宴会の公的な果物として好まれていたと
いう報告もある（Shilva and Tassara 2005）
。
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（１）果樹栽培普及における改良品種導入の歴史
一般的に途上国の農村開発における果樹栽培普及は，改良品種の導入による高収量・高品質の果
実や加工物販売による農民の現金収入向上として，経済開発の視点から商業的役割が期待されてき
た。果樹栽培は，その地域で栽培され続けてきた伝統的な在来果樹の利用から，農業・農村開発に
おける換金作物として，先進国から改良品種の導入による果樹栽培普及が主流となったのである。
最も身近な事例としては，明治時代の所得倍増を目的とした，日本の東北地域におけるリンゴ改
良品種栽培の導入60や西日本のモモの改良品種の普及61が挙げられる。
また，1970 年代以降，冬季の低温が休眠覚醒に必要な温帯性落葉果樹も高地を利用して，開発途
上国における熱帯地域でも栽培がみられるようになった（果樹園芸学 2002：8）
。東南アジアでは，
1943 年にインドネシア高地でリンゴ栽培の成功が国際園芸学会で報告62されて以来，換金作物とし
て温帯果樹の栽培普及が行われてきた。
インドネシアでは，オランダ植民地時代に導入された「野生種（local “wild” apples”）」を台木
として，1953 年にオーストラリアから 37 品種のリンゴ改良品種が導入されている。現在では，こ
れらの「野生種」からも改良品種が選抜されている（Janick 1974）。
一方，タイ高地のロイヤル・プロジェクトでは，1967 年に温帯果樹を中心に数多くの改良品種が
導入された63。それまでは，黄金のトライアングルと呼ばれた山岳地域の小数民族の定住化に貢献
してきたとされている（Rojanasoonthon 2013）。

60

明治時代（1872 年）アメリカから西洋リンゴ改良品種 75 品種が導入された。鎌倉時代に中国から渡来したと
される「在来林檎（和リンゴ）台木として活用し，東京の植木屋の高い技術によってリンゴ改良品種の接ぎ木繁
殖によって苗木生産が行われた。現在の主要品種‘フジ’は明治時代に導入された品種を親系統に持つ。

61

日本における桃栽培の開始

西日本では明治中期から大阪府南西部で桃の栽培が始まっている。和歌山県では，

江戸時代末期から天明 2 年（1782）年ごろから桃の栽培が開始され，時代の経過とともに発展してきた。岡山県
では，一宮市で明治 19（1886）年に導入，1965 年の団地造成で産地形成，倉敷市で明治 37（1904）年，1965
年の団地造成で産地形成が進められた。鳥取県では戦後の産地開発（1949～50）頃から山間の山畑で始まり，現
在に至っている。東日本では，山形県の加工用の果実生産が中心であり，福島県では，戦後にリンゴの栽培とと
もに急増した。長野県では，飯田市で明治 40（1907）年ごろに始められており，昭和 40 年（1965 年）には約
400 ヘクタールがピークで，2005 年には 82 ヘクタールと激減している（有岡 2012：296‐300）
。
62

国際園芸学会は 1864 年に設立され，世界 150 カ国以上に 7300 名余りの会員数を誇る。

63中国由来のモモ在来品種２系統を台木として活用し，現在ではアメリカのテキサス大学と協働プロジェクトによ

り独自の品種を育種選抜中である。タイ・チェンマイでの国際園芸学会主催の第 5 回『亜熱帯・熱帯高地におけ
る温帯果樹』に関するシンポジウムが開催され，口頭発表 28 題，ポスター発表 26 題だった（TZF 2013 ）
。
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また，2013 年 3 月には，タイ北部高地のチェンマイにおいて，国際園芸学会主催の第 5 回『亜
熱帯・熱帯高地における温帯果樹』に関するシンポジウムが開催された。アジア地域を中心に温帯
果樹栽培の改良品種導入や海外から改良品種を導入後，各国の栽培環境や消費者の嗜好に合った独
自の新品種開発による研究成果が数多く報告された（TZF 2013）64。
しかし，アフリカにおける事例は，マラウイ高地における入手可能な台木を活用したリンゴとモ
モの「改良品種」導入（Fukuda and Nisikawa 2014）の 1 題のみ（エジプトを除く）であった。
このことからもアフリカ地域における果樹栽培普及に関する研究は事例数も少なく，研究蓄積に
意義があると考えられる。アジアの農村開発における果樹栽培普及での経験をアフリカ地域に生か
す機会であると同時に，近年では，その必要性も高まっていると言える。

64

国際園芸学会主催の第 5 回『亜熱帯・熱帯高地における温帯果樹』に関するシンポジウムがタイ・チェンマイに
おいて開催され，口頭発表 28 題，ポスター発表 26 題だった（TZF 2013）
。
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（２）果樹栽培普及における国際協力の歴史
過去に実施されてきた果樹栽培普及に関する国際協力は，農業開発分野の中でも園芸部門に特化
した国際機関が担っている。東南アジア地域では，オーストラリア国際開発庁（AusAID）
，アフリ
カ地域ではアメリカの米国国際開発庁（USAID）やドイツ開発公社（German Development
Cooperation：GDC，旧ドイツ技術公社：GTZ）
，オランダ・ボランティア財団（Stichting Nederlandse
Vrijwilligers：SNV）による支援が行われている。
日本の JICA による農業技術プロジェクトでは，東南アジアの農村開発において，ネパール王国
の園芸開発計画プロジェクト（フェーズⅠ：1985-1990 年，フェーズⅡ：1992-1997 年）やタイ北
部のロイヤル・プロジェクト等で果樹生産に関する技術支援が実施され，果樹の改良品種が数多く
導入された。
アフリカ地域の農業開発においても，USAID や GTZ によって果樹分野の技術協力が行われてき
た。JICA では，ケニアの「マカダミアナッツ栽培開発プロジェクト（1977‐1988 年）」でハワイ
系優良品種導入（平間 2003）をはじめ，小規模農民収入向上プログラム「小規模園芸農民組織強
化計画プロジェクト（Smallholder Horticultural Empowerment Project： SHIP，フェーズⅠ：
2006‐2009 年，フェーズⅡ：2010‐2015 年）」，
「小規模園芸農民組織強化・振興ユニットプロジ
ェクト（2010－2015 年）
」
，マラウイの「ロビ適正園芸技術普及計画（1998‐2006 年）
」などで，
果樹分野においても改良品種が導入されている。

（３）アフリカ地域における商業的な果樹改良品種の導入
アフリカ地域では，南アフリカ共和国をはじめ，ケニア高地等において商業的な改良品種の導入
による果樹栽培の状況が報告されている（Jurgen, 2007）。中でも南アフリカ共和国の果樹栽培の
歴史は長く，カンキツ類の伝播は，1788 年のオーストラリア大陸に先立って，1654 年にケープ植
民地にスイートオレンジが導入されたのが最初だった（國賀 2010：453）と言われている。
また，南アフリカの大規模な果樹園では，果樹の改良品種導入が積極的に行われ，農業試験場の
モモ改良品種の病虫害管理に関する調査は 1918 年時点で写真付の結果が報告（Stubbing, 1918）
されている。現在，南アフリカは世界有数の果樹産地に成長しており，果実輸出量は全輸出総額の
2.5％を占め（約 10 億 USD），近隣諸国のマラウイ，ナミビア，ザンビアなどにも輸出している
（R.H.Jamnadas 2011）。
一方，アフリカ地域の農村部では， ICRAF などの支援によって，アグロフォレストリーの一環
として，果樹の改良品種導入が行われている。ウガンダ高地の温帯果樹栽培では，ドイツから輸入
した台木用品種の種子を用いて，ケニアから 30 種類以上の栽培用「改良品種」を導入，リンゴ, モ
モ，洋ナシの栽培特性に関する調査が実施された（Turyomurugyendo et. al. 2004)。
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しかし，外部から持ち込んだ新技術としての果樹栽培および改良品種の導入は，農業開発のプロ
ジェクト終了後，その栽培の継続性が疑問視されている。
マラウイ高地の温帯果樹栽培では，その地域で利用可能な既存の品種（Local variety）の台木を
用いた「改良品種（Improved variety, cultiver）」導入65が行われ（p．88，図 3－2 で後述），一
部の農家では苗木生産や栽培も継続されている（Fukuda 2009）。
マラウイ政府は農作物の多様化と小農の収入向上を目的として，果樹の推奨「改良品種」を各地
農業普及所に積極的に導入。標高 1,200ｍ以下の地域にはカンキツ類を普及し，ムワンザ県農業開
発事務所は，オレンジ 4 品種，タンジェリン 6 品種，レモン 3 品種を栽培・管理し，各 1－2 品種
を推奨品種として指定し，苗木生産・農家に配布・導入している。
農民組織ではオレンジ 11 品種，
タンジェリン 10 品種に加えて，既存の品種も接ぎ木苗で生産し，
県農業開発事務所展示圃場の他，農民組合で高収量・高品質の推奨改良品種として栽培管理・苗木
生産を継続し，農家に配布している。
モモでは，導入された 53 品種中 10 品種のみ，リンゴは，10 品種中 3 品種のみ栽培が継続され
ており，さらにプロジェクト終了後は，高額な薬剤散布などが実施できず病虫害管理が行えないた
め「改良品種」リンゴ園は放棄されていることが明らかとなっている（Fukuda and Nisikawa 2014）。
原因としては，果樹栽培には多様な制限要因66が存在していることが挙げられる。

65

2011 年 9 月の元農業普及員，現農民組織『Zipatso』の代表への聞き取りに基づく。

66

果樹栽培に関連する制限要因には，物理的，化学的，生物学的，経済学的等が含まれ，変えることのできる主要
な制限要因が取り除いていくと，一連の特殊な固定要因に適応する体系が生じる。果樹農家は果樹を植栽する前
に，地形（気候）
，局地性，土壌の種類，栽植する果樹の種および品種，栽植距離，台木の種類および多様化に対
応する全体的な経営の範囲などについて決断しなければならない。気候要因のなかでも，年降水量および季節的
変動は，大きな制限要因となる。灌漑が可能であれば，降雨は大きな制限要因ではないが，灌漑ができない場合
は，生育可能な種類はおのずから制限される。通常，大部分の水分が季節的に補給される地域の無灌漑果樹園で
は，果実が適当な大きさに生長するまで，十分な土壌湿度が残されている時期までに果実が成熟する早生の品種
を栽植すべきである。果実成熟期に降雨のある地域では，病害虫の発生により，病害防除のために多額な費用を
要することになり，果樹園を経営する上で，大きな制限要因となる（中川ら 1989：424）
。
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2.5.

アフリカにおける在来の土地制度と樹木作物の植栽

（１）在来の土地制度と農家の投資行動
アフリカでは，一般に「共同体」による土地制度に基づき土地が管理されている。また，在来の
土地制度は権力関係や社会経済状況等により常に変化するため，農民側に生産増大目的の投資イン
センティブが小さいとされる（Berry 1988）。
多くのアフリカ諸国の農村における在来の土地制度のもとでは，土地は理念上そこに居住するコ
ミュニティによって「共同体的」に保有され，共同体の構成員は，共同体の長の許可のもとに無償
で土地を使用して農業生産を行うことが出来る（高根 2009）
。
アフリカの農業発展と個人の土地所有権が確立されていない在来の土地制度の関係は，非常に複
雑な要因の相互作用として明らかにされるべきである。ガーナの土地登記事例では「合法的」な土
地保有者に権利が付与される場合，夫・地主・政府や行政機関との関係が深い政治経済的な有力者
である男性戸主に有利な形に固定してしまう可能性が大きい（高根 1997）と指摘されてきた。
アフリカにおける土地所有に関する研究には長い歴史があり，アフリカ独自の「慣習法」や「民
族概念」から捉えられることが多かったが，近年は「交渉可能性」といった動態的な側面から論じ
られるようになってきた。
「土地所有」という現象には，同じような状況が繰り返される規則性と，
それがくつがえされて不確定な状態に陥ってしまう不規則性がみられる（松村 2006）
。
そのため，土地使用権と農地に対する農家の投資行動のインセンティブに関する研究も数多く行
われている（Fenske 2011）。また，アフリカ地域の土地法は，改正等に伴う世界銀行を中心とす
る土地法整備支援においても注目され，世界銀行の政策変換を中心としたタンザニアの事例等も報
告されている（雨宮 2011）
。

（２）アフリカにおける果樹の栽培と農民の生計戦略の多様性
一方，アフリカに暮らす人々と樹木との関わりは，生態人類学や農村地理学などの分野から検討
されてきた。在来樹木が各地の社会で生業や生活の基盤となるとともに社会関係を取り持つ働きを
し，人々の精神社会ともつながることが明らかにされてきた（藤岡 2008）。アフリカ農民を対象と
した生態人類学などの研究からは，地域の自然環境と調和的な生活を営み，持続的利用を指向する
農民がいる一方で，地域の社会経済状況が変化する中で，同じ集団の中でも変化を推し進める農民
がいるなど，農民の生計戦略の多様性（例えば，掛谷の「焼畑農耕社会と標準化機構（1994）
」等）
を報告されている。
近年では，経済のグローバリゼーションやマクロの社会経済変容の中で，アフリカの農村社会が
大きく変化し，人為植生やそれを構成する樹木の役割も大きく変化している。特に現金収入という
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側面に注目が集まり，果実などの非木材林産品（NTFPs）が市場での販売を通して，住民の現金獲
得源となることが指摘されてきた（増田 1997）
。
さらに，アフリカ地域の社会経済状況が変化のもと現金獲得手段が多様化する中で，集団の中の
差異に着目する視点は，より重要性を持つと考えられると藤岡（2008）は指摘している。

（３）アフリカの土地制度および樹木作物に関わるジェンダーの視点
アフリカ地域における樹木作物とジェンダーに関しては，すでに多くの先行研究が存在し，国際農
業研究機関であるICRAF等によっても，数多くの報告がなされている。中でも，2011年の国際森林
年に発行された『アフリカにおけるジェンダーとアグロフォレストリー：女性は参加しているのか？
（仮訳）(Kiptot E. and Franzel S. 2011)』では，アフリカ地域におけるアグロフォレストリーをマ
ラウイ，ケニア，ブルキナファソ，セネガル等を具体的な事例として扱い，在来果樹を含む樹木作物
とジェンダーに関する議論を展開している。
また，なぜアフリカ地域のアグロフォレストリーにおいてジェンダーの視点が重要なのか，アフリ
カ地域の女性世帯主世帯の割合の高さや土地と樹木の相続制度，世帯内における意思決定，労働力，
教育水準，農業普及所や研修へのアクセス，適正技術の不足などを項目において詳細に整理している
（Kiptot E. and Franzel S. 2011）
。
そこで，本研究においても果樹栽培に関わるジェンダーの視点に注目した。
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（４）在来の土地制度と農家の戦略としての樹木作物の植栽
アフリカ地域の在来の土地制度と樹木作物に関しては，社会的側面としてジェンダーに着目した
先行研究を取りまとめた高根（1997）による『ガーナのココア生産農民―小農輸出作物生産の社会
的側面－』が存在する。本書の中では，多年生である樹木作物の所有権に関しても伝統的な土地制
度は複雑に関わっていた点が指摘された。土地登記に関わる政策の変化が，個々の農家の選択行動
にどのような影響を与えたのか，農民側の戦略的で積極的な動機を個々の実態を通して明らかにし
ている。
ガーナの農民は不確実な土地権利をより完全にするために，土地に対して労働や資本の投入によ
って，ココア圃場という既成事実と形成し，維持管理することで土地に対する支配力を高める戦略
を取っていることを明らかにした（高根 1999：226）。
このように，樹木作物を植栽する特質としては，樹木が所有者の土地権利を強化・安定化し，農
家の投資行動のインセンティブになる点も挙げられている（高根 1999）
。
また，果樹を含めた土地の利用に関しては，複数の異なる土地所有の主張が重なり，潜在的な競
合関係を継続する。その中で土地の「利用」のあり方が「所有」という現象をつくりだすことが，
エチオピアの農村社会の事例を通して報告されている（松村 2006）
。
さらに，山本（2013）は，白人農園から広まったコーヒー栽培による現金収入で，トウモロコシ
の自給栽培が行われるタンザニアの事例を通して，
「暗黙のうちに守られてきた習慣的な土地の利用
や概念（山本 2013：37）
」や世帯生計に注目したコーヒー経済と土地利用に関して，農地所有と農
業経営の視点で分析し，土地利用の変化を著書の中でまとめている。
また，坂梨（2014）はカメルーン南部において，「換金作物であるカカオの導入によって，もと
もと小規模単位で移動していた社会で定住化が進み，畑が大規模化していた社会では畑の小規模化
が進行した。全体で小規模定住化した農民によるカカオ生産が行われるようになった（坂梨 2014：
136）
。
」と指摘している。
このように，アフリカ地域の土地制度と樹木作物に対する農家の投資行動は，その地域の複雑な
土地の「利用」が密接に関わっている。そのため，農家は果樹の植栽や栽培管理，果樹の「所有」
を通して，土地を「利用」する権利を安定化していると考えられる。
したがって，本研究では果樹栽培普及における社会的要因を考察する際に，樹木作物の果樹の特
殊性として，土地制度の利用と密接に関わっている点，土地制度に関するジェンダーの視点，農家
の投資行動による違いを十分に理解した上で，マラウイにおける地域特有の在来の土地制度にも注
目する。
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（５）在来の土地制度と樹木植栽のインセンティブ
アフリカ東南部に位置するマラウイでは，「共同体」の土地に果樹を含む樹木を植える行為がタ
ブー視されているため，個人の土地にのみ樹木の植栽が許可されている。また，前述の通り全土の
69％を伝統的首長（TA）が管轄する慣習法下の土地所有制度である（高根 2005）
。
マラウイではチェワ（Chewa）族を中心とする母系制（主に母から娘に相続）での妻方居住婚の
場合，夫が土地への長期的な投資を行う意思が弱いことが指摘されている（Kishindo 1995, Place
andt Otsuka 2001）。そのため，妻方居住婚の場合，男性が樹木を植栽するインセンティブは低い
という特徴を持つことを指摘されている（Hensen et.al. 2006）。
したがって，マラウイにおいても，在来の土地制度は土地の使用権などの権利を通じて，樹木植
栽インセンティブと密接に関わっていると考えられる。
そのため，本研究においては，マラウイの在来の土地制度における母系制と父系制の相違点およ
び，男性の樹木を植栽するインセンティブの違いに注目して分析を行うため，各土地制度の特徴を
以下の通り整理した（表 2－1）
。

表２－１：マラウイの在来の土地制度における母系制と父系制に関する特徴

在来の土地制度の特徴

母系制

父系性

主な母系制と父系制の相違点
① 財産相続

母→娘

父→息子

② 婚姻後の居住制度

妻方居住

夫方居住

③ エスニックグループ

Chewa

Ngoni

④ 国内の地域性

中南部

北部

弱い

強い

弱い

強い

男性の樹木管理に関わる特徴
① 男性の土地に対する
投資行動のインセンティブ
② 男性の樹木管理に対するインセンティブ

資料：2012／13 年に実施した聞き取り調査および Kishindo(1995)，Place and Otsuka (2001)，
Hensen et.al. (2006)， 高根（2006）に基づき筆者作成。
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（６）果樹栽培普及の制限要因としての在来の土地制度
１）果樹栽培における制限要因の原則
永年性作物である果樹の栽培では，一つの要因に関連した決定は半永久的になるため，他の要因
との関連性について熟知した上で行われるべきであり，初期段階における単純なミスは，事業を破
たんさせ，成功へのチャンスを著しく制限することになる（中川ら 1989：424）
。また，果樹栽培
における制限要因の原則を利用する鍵は，何が制限要因かを知り変更可能であることを認識するこ
と67である。すべての要因のバランスが保たれるように制限要因が取り除かれたとき，はじめて「最
適な栽培様式」が確立されたことになる（中川ら 1989：431）と指摘されている。
そこで，本研究では，農家が変えることの出来ない半永久的な「果樹栽培における制限要因の原
則」の中でもマラウイの果樹栽培において大きな制限要因であると指摘された在来の土地制度に注
目した。
マラウイにおける果樹栽培導入をめぐる制限要因に関しては，2003 年から 2 年間の青年海外協
力隊（職種：果樹）の経験に基づき，マラウイ中部を事例とし現地調査を行い，2007 年に筑波大学
の修士論文としてまとめている。清水は，果樹栽培の導入に関して，ロジャースの普及論（1982）
を用いて，世界各地で行われてきた 3000 余りの普及学研究を集積し，新たなイノベーションが導
入される際の普及過程をまとめた68普及論に基づき，①採用段階と②定着段階の 2 段階に分け，そ
の過程を考察している。清水は，マラウイにおける果樹栽培導入をめぐる主な制限要因として，在
来の土地の保有制度や形態に注意を払いながら，果樹栽培がどのように小農に採用され，定着して
いるのかを明らかにした。

67

果樹栽培における制限要因の原則を利用する鍵は，何が制限要因となるかを知ることであり，また，それが変更
可能であることを認識することである。季節ごとに経営者は，現在の状況に熟慮し，改善しうる欠点を見出さな
ければならない。なすべきことは何なのか？同時にしてはならないことを知ることも重要である。不要な経営費
は急速に利益を損なうものである。本当に助けとなる唯一の人は，その地域に生じる特別な問題について訓練さ
れ，経験を持つその地区の試験場員および普及員である。しかし，果樹の植栽に関して，多くの関係部門から正
確な情報が得られるにしても，十分な情報を持っている果樹農家こそ，決断するための最善の立場にいるといえ
る（中川ら 1989：431）
。

68

ロジャースの普及論では，導入者を 5 つに分ける分類法を提示し，普及に関する研究で主に用いられる。この分
類法は平均値から両側に標準偏差ごとの間隔で分割して，革新的導入者（2.5%），初期少数導入者（13.5%），前
期多数導入者（34.0%）
，後期多数導入者（34.0%）
，導入遅滞者（16.0%）に分ける。導入者カテゴリーの革新性
の社会経済的特性分析では，早期導入者は後期導入者に比べて学歴高く，読み書き能力がある，社会的地位が高
い，経営規模が大きい，自給自足より商業的経済を志向する特徴があることが実証されている（ロジャース 1990）
。
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主には，果樹栽培が定着拡大する上での制限要因としては，①果樹園の立地条件が大きく影響し
ている点，②男性によって土地が保有・相続される世帯では果樹栽培が定着する傾向がみられた点
（男性の土地保有により土地の発展に対する投資意欲が増加，果樹栽培の採用と定着）を挙げ，居
住形態と土地相続制度が変化するなかで，今後果樹栽培の定着は男性を中心に広がっていく可能性
を指摘している。
しかし，母系制度をとるマラウイ南部地域においても果樹の一大産地が存在する。そのため，中
部地域では果樹栽培導入の制限要因となっていると考えられる在来の土地制度が，マラウイ南部地
域では，どのように果樹栽培農家によって運用されているのかは明らかにされていない。

２）マラウイの農村部における女性世帯主世帯と母系制度に関する先行研究
マラウイの農村部の社会的要因に関する近年の先行研究としては，伝統的な在来の土地制度（高
根 2006，2009）に加え，女性世帯主世帯の特徴と世帯間格差（高根 2007）を比較検討した事例が
存在する。高根（2006 他）はマラウイ南部の母系制社会の事例を中心としたミクロな実態調査に基
づき在来の土地制度を分析した先行研究（Kishindoo 1997 他）を引用しながら，北部・中部・南
部の各 2 ヵ村の計 6 ヵ村における実態調査に基づき分析を行った。
しかし，これらの原理を固定的な制度と捉えることで，複雑な現実社会を過度に単純化してしま
う危険性があるとし，高根（2006，2009）はその点に留意しながら，国内の異なる地域の異なる社
会のもとで在来の土地制度を比較している。
また，マラウイ北部・中部・南部地域における共通性としては，母系制と父系性ともに柔軟な運
用が行われており，農民が個々におかれた状況に応じて多様な様相を見せている。そのため，その
中で個々の住民の多様な状況の下で，在来の土地制度が運用されているのかを明らかにすることが
重要である（高根 2009）と指摘している。
したがって，本研究においても，マラウイ農村部の複雑な現実社会を過度に単純化しないよう，
農民が個々におかれた状況の下，在来の土地制度と果樹（特にタンジェリン）栽培の導入にどのよ
うな関係性がみられるのかを明らかにしていく。
そのため，本稿では女性世帯主世帯が半数を占める伝統的な母系制にも関わらず，父系制のエス
ニック・グループ（Ngoni）11)が点在し，果樹栽培の普及が定着段階にあると考えられる南部州の
ムワンザ県を具体的な事例として取り上げた。
複雑に絡みあうマラウイ農村部の社会的要因の中でも，すでに先行研究（高根 2006，2007，2009
他）において，その重要性が指摘されている在来の土地制度に加え，女性世帯主世帯に注目し，タ
ンジェリン栽培の普及の要因を考察することを目的とする。
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このように，土地制度に関わる樹木の所有権は，果樹植栽インセンティブの中でも果樹栽培普及
において重要な課題とされているが，マラウイ国内の果樹産地における調査研究はこれまで十分に
実施されてこなかった。したがって，個々の農民の多様な状況下で，果樹栽培普及の制限要因にな
ったと考えられる在来の土地制度がどのように運用されてきたのか，また，農家の果樹栽培開始の
動機となった果樹植栽インセンティブは何だったのか，を明らかにする。

３）マラウイ南部州の母系制における妻方居住婚と男性の果樹植栽インセンティブ
前述の通り，マラウイでは Chewa 族を中心とする母系制の妻方居住婚の場合，夫が土地への長
期的な投資を行う意思は弱く（Kishindo 1995, Place andt Otsuka 2001），男性が樹木を植栽する
インセンティブは低い
（Hensen et.al. 2005）
という特徴を持つことを指摘されている（高根 2006）
。
しかし，マラウイ南部州に位置するタンジェリン栽培が盛んなムワンザ県における栽培導入の初
期導入者と追随者の行動に注目し，農家の果樹植栽インセンティブを一部明らかにした研究では，
夫が妻の所有する土地に果樹を植栽する，つまり男性による長期的な投資行動が行われている実態
が確認されている（３章で後述）。当該地域では，母系制に基づく妻方居住婚の場合においても，
男性である夫や土地を贈与・相続された娘の父親によるタンジェリン植栽の事例が確認されており，
本地域では妻方居住婚の場合でも何らかの要因で，夫が土地への長期的な投資を行う意思はあり，
男性が樹木を植栽するインセンティブを持っている可能性が示された（福田 2015）
つまり，
ムワンザ県におけるタンジェリン栽培普及と在来の土地制度に関する重要な知見として，
母系制の基本原理の基づく土地の相続や贈与が行われる地域にも関わらず，男性によるタンジェリ
ン植栽の事例が確認されている点がある。
このように男性の果樹植栽インセンティブが存在した点を指摘できるため，ムワンザ県では，在
来の土地制度が果樹栽培普及の大きな制限要因にはなっていない可能性が示された。
しかし，それら導入初期導入者や追随者がタンジェリン栽培導入を決定する際，ムワンザ県にお
けるどのような社会的背景が農家の果樹植栽インセンティブに対して影響していたのか，また，ど
のような促進要因や阻害要因が存在していたのか，個々のタンジェリン栽培農家の具体的な事例を
通して，明らかにすることを本研究の目的とし，主に第 3 章において論ずることにする。
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第3章
3.1.

マラウイの果樹栽培普及における歴史的背景および現状
はじめに

本章では，マラウイの植民地時代（1889～1963 年）のイギリス領ニアサランド（Nyasaland）
にまで遡り，果樹栽培普及に関わるマラウイ国内外における歴史的背景と社会的要因を整理する。
はじめに，現在もマラウイの基盤産業となっている農業および果樹栽培をめぐる歴史的背景を概
観し，近年の国際援助機関等のプロジェクトによる果樹栽培の普及と「改良品種」導入の過程を大
まかに捉える。
また，第 4 章以降で議論を展開するマラウイ南部州ムワンザ県のタンジェリン栽培普及に大きく
関係している在来の土地制度と独立後のマラウイ新政府による政策を歴史的背景として整理する。
次に，マラウイ国内における果樹栽培普及に関わる組織や制度には，どのようなものがあるのか
を概観する。農家の意思決定や行動における要因として，果樹栽培普及を担う現地 NGO や生産農
家から果実の買い付けを行う青果流通仲買人がどのような役割を果たし，農家の行動に影響してい
るのか，果樹農家を取り巻く環境を考察する。
最後に，4 章以降で具体的な事例として取り上げる南部ムワンザ県における農業的条件とタンジ
ェリン栽培が盛んな調査地の概要を述べることにする。
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3.2.

マラウイにおけるキリスト教会の布教活動と農業普及の歴史

本節では，マラウイが 1964 年にイギリスから独立する以前のニアサランド時代を中心に，時代
を区分しながら，果樹栽培普及に関わる農業や土地制度の歴史的背景を表 3－1 に整理した。
マラウイでは，イギリス人宣教師によって布教活動が行われてきた歴史的な背景がある。以下で
はその詳細を時代の流れに沿って整理する。

（１）植民地以前：1800 年代～
１）イギリス人冒険家の調査旅行記録に基づく布教活動の概要（1858 年～）

マラウイにおけるキリスト教会の布教活動に関しては，イギリス人冒険家のリビングストーン
（Dr. David Livingstone）一行による「ザンベジ川流域の調査旅行（1858－63 年）」以来，初期
のヨーロッパ入の入植者および宣教師によって，数多くの記録が文章と写真で残されている。
代表的な記録としては，1960 年代後半にイギリスで博士論文としてまとめられ 1996 年に出版
された Andrew Ross 氏の『Blantyre Mission and the Making of Modern Malawi（ブランタイ
ア教会を近代マラウイの成立）
』が存在する。また，2001 年にマラウイ大学で表彰された 16 冊
の著書を持つマラウイ人 D.D.Phiri 氏による『マラウイの歴史：初期～1915 年まで（History of
Malawi from Earliest-Times to the Year 1915）
』が出版されている。その中で D.Phiri は，教会
による 1800 年代後半の農業分野（換金作物の導入等）に関する歴史をまとめている。
これらの記録によると，マラウイの歴史は，1840 年代に南アフリカから大移動した「ンゴニ
（Ngoni）族」に関する記述から始まっている。また，マラウイ南部州を流れているシレ川流域
に関しては，後にマラウイでイギリス教会初代の宣教師として活躍した同行者を含むリビングス
トーン一行による「ザンベジ川流域の調査旅行記（1858－63 年）
」が日誌として，当時のマラウ
イの詳細を記述している（McCracken 2008）
。
２）マラウイ湖周辺の奴隷貿易とイギリス国教会のアフリカミッション委員会設立
1859 年 9 月 15 日，リビングストーンは，マラウイ湖，現在はマンゴチ（Mangochi）と呼ば
れる）からシレ川まで調査旅行を行った。その後，1866 年には，タンザニアのザンジバルを経由
し（3 月 18 日出発）
，最後のマラウイ調査を行っている。当時は奴隷貿易が盛んに行われており，
マラウイが 1889 年にイギリス領となる 1890 年まで続いた（Scoot 1998：9）
。
イギリス伝統教会は，1874 年 4 月に冒険家のリビングストーンの葬儀後，アフリカミッショ
ン委員会を設立した。1881 年 12 月にマラウイの首都ブランタイアに到着した David C.Scott 氏
（滞在：1881～1898 年）は，第一次世界大戦開始（1914 年）までマラウイの小学校システムを
急速に発展させ，その後の識字教育に大きな影響をもたらしたとされている（Ross 1996：23）。
63

マラウイ湖の東南部（海抜 475m）に位置するマリンディ（Malindi）では，最初の建設物は教会
であり，1901 年には小学校が併設され，宣教師やシスターたちが教員として指導に当たっていた
（Scoot 1998：33）。マラウイでは教会の設置に伴い，付属の小学校や病院，果樹園も設置され
た。

（２）植民地時代：1881～1963 年
１）イギリス領「ニアサランド」の誕生（1889 年）
1884－1885 年に開催されたベルリン会議では，当主国によりアフリカの植民地分割の地図が作
成された。イギリスは調査探検を行い，すでに宣教師が滞在し始めていたマラウイを植民地として
統治下に置いた。1889 年 9 月 21 日，マラウイはイギリス領「ニアサランド」と呼ばれることが正
式に決定した。植民地政府は，現地の大衆の伝統的な在来の土地制度を尊重しつつも，小屋税（hat
tax）制度の導入等の税徴収を開始した。1914－18 年には市民戦争が勃発したが，1920 年には小
屋税を支払うための現金収入の必要性が発生した。ヨーロッパ人農場経営者は，この納税を肩代わ
りすることで，マラウイ人に労働を義務付け労働力を確保していたとされる（Krichamurthy 1972）
。
２）マラウイにおける換金作物の導入と大規模農場の設立の歴史
ⅰ）入植先駆者たちによる換金作物の導入
現在も主要輸出産品である綿花栽培は，1860 年代にリビングストーンがシレ川高地を訪問した際
に，すでに栽培されていたと記録されている。また，コーヒーは栽培 1878～1901 年を中心に栽培
が盛んとなり，紅茶に関しては，1886 年にイギリスの王立植物園（Kew Garden）から持ち込まれ
た種子がもとになっている。現在のマラウイの主要輸出産品の一つであるチャは，先駆者たちの貢
献が大きいと言われている。また，タバコ栽培は，他の換金作物の導入に追随する形で導入され，
1889 年に栽培を開始，1893 年に初めて輸出された記録が残されている（D.D.Phiri, 2004： 247）
。
また，植民地時代の初期は，換金作物としてコーヒーと綿花の栽培が盛んであったが，国際価格の
低下により，タバコと紅茶に切り替わった。トウモロコシは，1920 年代に初導入されて以来，現在
もマラウイの主食となっている（Mathews et.al. 1991）
。
ⅱ）南部州の大規模農場の設立とタバコ産業の成長
マラウイの主幹産業としてタバコは産業があり，第一次世界大戦後（1914－1918 年），最も重要
な農作物生産となった。タバコ生産は，1920 年頃まで南部州のシレ高地にヨーロッパ人入植者が設
立し，経営する大規模農場で主に行われた。1920 年までに 100 トンを超える生産量を誇った。1937
年にはアフリカ大陸で２番目の栽培規模となる（Mathews et.al. 1991）。過去１世紀の間，タバコ
生産と輸出はマラウイ経済の根幹を支える重要な産業であり続けている。ニアサランドのタバコ生
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産の拡大は，植民地支配下で土地権利証書の発行による土地権利を保障するなどの諸制度に支えら
れていた（高根 2007：12-13）。このように，マラウイ南部州の大規模農場拡大には，タバコ産業
の成長が存在し，
その背景には，
マラウイ国内における労働力の移動が関係していたと考えられる。

３）南部州の大規模農場における小農の労働環境の悪化と労働力の移動
ⅰ）大規模農場における労働力の確保と労働環境の悪化
1880 年代には，忍耐と労働力が必要とされる農業分野に入植者が参入し，大規模農場を開始した。
マラウイ南部州のゾンバ（Zomba）の農園でコーヒー，砂糖，タバコの栽培が開始された。
1898 年に発行された「プロトコール青版（The Protecorate Blue Book）
」には，当時のニアサラン
ドの全輸出量の 82％をコーヒーが占めていたと記録されている（Ross 1996：133）
。しかし，1892
年にはブランタイア教会が，農地と労働力不足を指摘している。
「農場主の要求に従って労働を行わ
ないと，村の作物が破壊されると農民が訴えており，シレ高地（Shire Highland）では 16 歳以下
の児童労働が問題となっている。現地の大衆を守る法律はなく，十分な食料を与えられないままで
重労働を強いられており，共通の実態として奴隷制度と変わらない。
」と述べている。1899－1900
年になると労働環境の事態はさらに悪化し，1901 年に労働省（Labour Bureau）が設置された。
1907 年には，一部の労働環境が改善されたものの，重労働のため何千人のマラウイ人が犠牲になっ
た。労働環境に関しては，1920 年代まで解決されず，課題となっていた（Ross 1996：137）。
ⅱ）大規模農場の労働力確保のために北部地域からの移住者の増加
南部州シレ川高地の大規模農場に労働力には，マラウイ北部からの移住者（主に Ngoni 族）が
多く含まれたとされる。さらに，南部のブランタイア教会を建設するためにマラウイ北部から中部
のデッザ（Dedza）県とンチェウ（Ntcheu）県からも Ngoni 族が移住した（Ross 1996：135）と
記録されている。マラウイ南部州の大規模農場跡地では，現在も複雑な民族構成が残っている。そ
の背景としては，ヨーロッパ人入植後の大規模農場の設置や北部州から南部州への労働力の移動が
大きく影響している可能性が示唆される。
ⅲ）大規模農場の輸出作物の生産と小農の生計基盤の脆弱性
大規模農場周辺の住民は，農場での強制的な労働により，十分な食糧生産を行えなかったとされ
る。主食のトウモロコシの価格が高騰した上に，1912 年に植民地による「現地の大衆食糧令（The
Native Foodstuff Ordinance）
」が食糧作物の流通を制限したことにより，さらに脆弱な状況におか
れた。このように南部州に入植したヨーロッパ人によって行われたタバコなどの輸出作物生産は，
入植者への土地権利の保障や税の導入，大規模農場での強制的な労働などにより，周辺地域の小農
の生計基盤に大きな影響を与えた（高根 2007：15）
。一部のヨーロッパ人入植者は，中部地域のマ
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ラウイ人の小農にタバコを生産させ買い取る方式を導入した。当時，小屋税を支払うために現金収
入が必要であった小農は，苗の供与と生産方法の指導の下，新たな換金作物の生産を 1920 年代当
初はヨーロッパ人の生産が 9 割を占めたが，小農のタバコ生産の割合は急速に拡大し 1929 年には
逆転した。小農のタバコ生産の急速な拡大は，①家族労働による低コスト化，②急速なタバコ生産
量の増加による取引価格の低下，③小農の自営による大規模農場の労働力不足等の大規模生産者へ
の脅威となった（McCracken 1985, Woods 1993）とされている。

４）初期のキリスト教と宣教師による農業技術の普及と教会付属果樹園の設置（1930 年代～）
マラウイに入植した初期のキリスト教の宣教師たちは，はじめに教会を建設し，学校と病院を併
設した上で，農業や社会的なサービスも運営してきた。具体的な事例として，教会付属の果樹園と
果樹栽培普及を行っていた記録がある。マラウイ南部州のムランジェ（Mulanje）県では，初めて
キリスト教の洗礼を受けた夫妻の下に生まれた Armstrong Elliot Khoz によって，ムランジェ教会
の歴史に関する記憶として著書の中に詳細な記録が残されている。
ⅰ）教会付属の果樹園の設置と先駆者による果樹栽培の開始
1938 年には，南部州ムランジェ県のウロングェ（Ulongwe）にムランジェ教会（Mission）が設
置された。
「20 世紀の初頭にムランジェ県で最初のキリスト教徒となった夫婦（Manganga 族の長
の娘とムランジェ県のチーフの息子）は，教会から 2km 離れた場所に移住し，カンキツ類やマン
ゴー，パパイヤ，バナナやパイナップルの栽培を家族単位で開始した。」と記録されている。Khoza
氏は，夫婦の長男として 1938 年 10 月 18 日にムランジェ教会の附属病院で生まれた。
ⅱ）教会による社会サービスとしての果樹栽培普及や植林活動
ムランジェ教会には，1945－1954 年までの間に小学校が併設された教会施設と併設の学校や病
院に加え，農業や社会的なサービスも運営してきた。果樹栽培や植林もその一部である。パパイヤ，
バナナ，マンゴー・グアバ・パイナップル・クワ，野菜などの栽培が推進された。1946 年にはマホ
ガニーやユーカリなどの植林も行われた（Khoza 2002）
。
1930 年代後半には熱帯果樹に加え，カンキツ類も栽培が開始され，教会による栽培普及も行われ
たことが分かる。ムワンザ県は，現在もバナナやパイナップル他，野菜等の産地として知られてお
り，盲学校に併設された農場には青年海外協力隊が派遣され，現在も継続的に支援が続いている。
現在（2011～13 年の調査時点）でも教会の周辺には，当時植林されたと言われているマホガニー
やユーカリの樹やカンキツ類の果樹園を観察するが出来る。
このように，教会を拠点とした農業技術の普及は，現在のマラウイの基幹産業である農業の基盤
となり，その後の発展に貢献し，新規作物の導入・栽培普及などを行っていたと考えられている。
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続く節では，現在もマラウイの重要な輸出産品である換金作物の導入の歴史を概観する。
５）マラウイにおける在来の土地制度とその変容
ⅰ）植民地時代 19 世紀後半以降
政府機関の調査（2001 年）によると，マラウイの土地の所有制度は，国土の 69％を伝統的首長
（Traditional Authority： TA）が管轄する慣習法下の土地（Customary Land）69，残りの約 30％
が国有地（public land）
，私有地（private land）他であり，個人の土地保有面積は，1.2ha／世帯
（世帯の定義：世帯主を長とする未婚の子どもによる家庭）
，0.33 ha／人である（高根 2005）。
ⅱ）伝統的な土地所有制度の概要（母系・父系）
マラウイの農村部における在来の土地制度には，対照的な特徴を持つ母系制と父系性の原理が存
在し，土地の贈与と相続に関する母系制と父系制は婚姻による居住制度と連動している。
在来の土地制度は，
原則として伝統的な規範に基づくが，柔軟な運用も行われている（高根 2006）
。
このように，北部地域は父系制，中南部地域は母系制が基本である。
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慣習法下の土地は，各地の TA によって統括されるそれぞれの共同体に帰属し，各共同体の慣習土地法に支配さ
れており，慣習法下の土地の配分は，TA 本人と TA 管轄下の各村長によって行われており，個人や親族集団に配
分された土地は，贈与相続を通じて子孫に継承される。
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（３）イギリスからの独立前後（1960 年代～）
１）新政府による農地の無償分配や規制の変化，土地制度の変容
ⅰ）マラウイ南部州のタバコ農場跡地の新政府への返還と優遇
新政府の独立に伴い，ヨーロッパ人入植者の多くが国外に退去したが，大規模農場に対する優遇
は，1964 年の独立後も継続された。その一方で，大規模農場は初代大統領が所有する企業や政治権
力に近い個人・団体等，政治権力者により管理された。初代大統領が株式 99％所有のプレス社（Press
Holdings Ltd.）は，生産量第 1 位を誇ったタバコ農場を経営し，株式 50％所有のリンべリーフ社
（Limbe Leaf）はタバコの加工・輸出を行っていた。独立直後のマラウイ経済の特徴は有力政治家
のタバコ部門融資など政策的に優遇措置が取られていた点である（高根 2007：21）
。入植者の国外
退去に伴って，入植後に土地権利が保障されていたタバコ農場跡地も新政府に返還され，一部はム
ワンザ県において小農に無償で再分配された実態も確認されている（詳細は 4 章参照）。
ⅱ）植民地政府による土地権利証書の発行，国土を占める大規模農場の減少
植民地時代初期にヨーロッパ人入植者が南部州で大規模に土地を取得し，農場経営を開始した時
期には，植民地政府の土地権利証書発行により入植者の土地権利を保障したため，農業適地は大規
模に囲い込まれた（高根 2007a：195）。また，植民地期にはヨーロッパ人所有の大規模農場が国土
の 15％を占めていたが，1964 年の独立時には，2.4％まで減少し（Ngongola1986：240）
，本調査
地のムワンザ県のヨーロッパ人所有タバコ農場も独立時に政府に返還された土地の一部とされる。
２）独立後の政策転換期
ⅰ）新政府の政策による小農部門の縮小と人口の移動
1968 年「特別作物令（Special Crop Act）
」では，12 ヘクタール以下の小規模経営者は，主要換
金作物の生産の禁止，生産品目が制限された。1972 年には改正されたが，生計を支えられなくなっ
た農村住民は，中南部地域の大規模農場の賃金労働部門に吸収された。また，大規模農場の少ない
北部から中南部地域への農村－農村間の国内人口移動も引き起こした（Christiansen 1984）。
ⅱ）出稼ぎ禁止令と労働者の帰国：1980 年代の大規模農場の拡大
1974 年には，
「南アフリカへの出稼ぎ禁止令」により，大量の労働者が帰国し，大規模農場に吸
収された。そのため，安価な労働力の供給に支えられ，大規模農場部門は成長を続け，小農経営部
門は衰退していった（Christiansen and Kydd 1983）
。1980 年代の大規模農場の拡大に伴い，小農
経営の農地は 1968/69 年には 7 割以上が 2ha の経営を行っていたにもかかわらず，1994 年には
1.15ha 以上の農地を持つ 15％に減少している（FAO 1995）
。このように，独立後まで続いた小農
部門への規制は農村経済の衰退を招き，政府の優遇政策は大規模農業部門の成長を促したため，マ
ラウイの主幹産業である農業は二重構造を形成した（高根 2007：22）と指摘されている。
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（４）小括

以上，ニアサランド時代を中心に，イギリスから独立前の植民地時代の政策と新政府の果樹栽培
普及に関わる農業や土地制度の歴史的背景を整理した。
本研究で注目している調査対象村の民族構成に関しても，一言に南部州のある地域で「Ngoni 族
の村である」といった場合も民族の起源は村によって異なると考えられる。その村が，どのような
歴史的な背景を持ち民族が構成されているのかは，同じ県内においても，それぞれの村によって異
なる可能性があるため，十分な考察が必要である。伝統的な在来の土地制度が新政府の政策転換に
よって，どのような影響を受けたのか。また，それらの変化が，果樹栽培の普及にどのような影響
をもたらしたのか。
マラウイの小農は，新政府の政策の変化に対応しながら，自分たちの食糧を確保し，生計を立て
るための戦略が必要であった。本研究の対象地としたムワンザ県においても，果樹栽培の導入が小
農の一つの戦略であった可能性が考えられる。
本章で整理した歴史的な背景に基づき，次章以下では，これらの政策の変化がマラウイの果樹栽
培普及にどのような影響をもたらしたのか，大規模タバコ農場跡地が点在し，現在は一大産地とな
った南部州ムワンザ県における果樹栽培普及の事例に注目し，実態を具体的に明らかにしていく。
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表 ３－１

：世界の主な出来事とマラウイ（旧イギリス保護領ニアサランド：Nyasaland）国内における歴史的背景の概要

時代
世紀
年代

世界
主な出来事

奴隷貿易

19

の開始

～2
中

1800

1870-80 年代ヨーロッパ人

植民地分割

の入植開始
・輸出産品（綿花・タバコ・茶等）
の生産開始。

ベルリン

85

マラウイ共和国

アフリカの

年代

1884-

地域
南部州

（旧二アサランド：Nyasaland）

16～

19 末

国

1891 年

会議

Highland）にも
ヨーロッパ人入植開始。
・大規模農場の設立（タバコ含む）

イギリス保護領
ニアサランドの誕生

1893 年

タバコの輸出開始

1900 年

マラウイ初の

の地図）

ローマ・カソリック教会設置
1900
年代

1905-22 年

ムワンザ県
（旧ネノ県を含む：2006 年に分離）

マラウイ南部州シレ高地（Shire

（アフリカ
植民地分割

県

中部州ザマ地区に

タバコは総輸出額 70％を占める

ローマ・カソリック教会と付属果

1912 年現地の大衆食糧令

樹園も併設

（食糧作物の流通制限）
⇒小農の生計基盤を脆弱化
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・ポルトガル人農場主による
県内に３大タバコ農園の設立

作物の流通停滞
⇒食糧の価格高騰
1914

第一次

－18

世界大戦

1911－20 年
オランダ人宣教師 2 名
が国境のサンガノ教会へ
1920 年

ネノ県のローマ・カソリック教会にカ
ンキツ類の付属果樹園の設置
農民はタバコ農場での労働に

中部州を中心にアフリカ人
小農によるタバコ生産開始
（大規模農場で生産 9 割）

⇒大農場が少ない北部から
南部州の大規模農場への移動
（Ngoni 族の移住開始）

より食糧を確保
⇒南部州の中でも大規模に
農場が運営されていたムワンザ県で
は民族構成が複雑化
（村④の初期導入者）

1923-32 年
タバコは総輸出額の 84％
1926 年

タバコボード（NTB）

1929 年

アフリカ人小農の
生産量が大農場と逆転

1938 年

NTB は小農からの
買い付け独占権

1939

第二次

－45

世界大戦

1940 年
南部州チョロ県ブンブエに
国立農業試験場の設置
1949 年

20

アフリカ

世紀

独立国誕生

マラウイ大飢饉

第二次世界大戦後ポルトガル農民
が南部州に大規模に入植～1982
1950 年

教会にモザンビーク

政府側から土地利用の許可証

71

（これ以前はポルトガル人
農場主が土地を占領していた）

1953 年
1952 年

タバコ大規模農園の

生産を優遇（栽培種の制限）

サンガノに教会・病院・

学校の設立，農業支援開始
1956 年

ムワンザ県と

モザンビークに土地境界線
1960

アフリカ

年代

の年

1964 年
1963 年

イギリスより独立
タバコは総輸出額

1961

独立国の

39％まで下落。農場跡地を新政

～68

誕生

府へ返還（1978-2003 年タバコ

1964 年以降，新政府の管理の下，小
農に土地の無償分配を実施
（対象：男性世帯主世帯のみ）

の占める平均総輸出額は 58％）
1970

1970 年

年代

農業試験場のベンベケ分場設置

1970 年ムワンザ県の農業開発事務所

中部州デッザ県に国立

1974 年
南アフリカへの出稼ぎ禁止
1980

1980 年

年代

（WB と IMF 支援）

構造調整政策を開始

に果樹園の展示圃場を設置
⇒南ア出稼ぎからの大量の帰国者

⇒出稼ぎ帰国者が県内で定住

は大規模農場へ流入

＝タンジェリンの植栽者が増加

1980 年マラウイ国内白人農場主
（ポルトガル人）の撤退
＝大規模な果樹園も放棄

1981 年 IFAD 支援による 10
分野でのプロジェクト実施
1986 年 USAID
小農のタバコ栽培推進と

1987 年 USAID とオレゴン大学が
南部ブンブエ農業試験場で「果樹

果樹の「改良品種」の導入開始 栽培普及」のプロジェクトを開始
1988 年

1988 年

ICRAF と SADAC による

農業試験場に苗木生産場を設置

カンキツ類「改良品種」の母樹用の展

植林プロジェクトの開始

・カンキツ類，モモやスモモなど

示圃場設置

72

ICRAF が南部州マコカ

農民組織『Zipatso』によって

の果樹の接ぎ木苗生産も担当。
1990 年代

1990
年代

高地における

現地 NGO

モモやリンゴ「改良品種」の導入

赤十字『マラウイ』による

と普及も大規模に拡大

果樹栽培普及を含む支援開始

1991 年後半
地方分権化による村の細分化
1990 年代後半
主食トウモロコシ生産向上
のための「スターターパック・
プログラム」開始
1999 年

民間企業・承認による

トウモロコシ取引の自由化
2000

2001 年

年代
2008
年

世界的な穀
物価格の
高騰

国家土地政策

2005 年

大飢饉

2012 年

大飢饉

2013 年
南部州で大飢饉発生
WFP による食糧配給

資料：現地調査（2010，2011，2012，2013）および Duignan and Gann (1975) に基づき筆者作成。
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3.3.

マラウイの農業・農村開発をめぐる現状と課題

（１）マラウイの農業・農村開発における課題
アフリカ東南部の内陸に位置するマラウイは，アフリカの中でも最貧国の１つと言われ，人間開
発指数（HDI）で 169 カ国中 153 位（UNDP 2010）であり，農業分野においても国際機関からの
数多くの援助を受けている。国土の面積は 118,480 k ㎡でモザンビーク，タンザニア，ザンビアに
囲まれている。その内，陸地面積が 94,276k ㎡, マラウイ湖をはじめとする湖水が 20.6%を占めて
いるため，サバンナ気候（乾期 4 月～11 月，雨期 12 月～3 月）にも関わらず水源は豊かである。
国土は地形的に①海抜 1,400〜2,300m に位置する高地，②海抜 800m〜1,400m に位置する中高度
の台地，③マラウイ湖岸やシレ川流域の海抜 50〜800m に広がる地溝帯底部に分類される
（Bunderson 1995）
。
人口70の85％が農業に従事し，外貨取得用の全輸出量の80％以上，国内総生産71（GDP）の約39％
を農業が占める農業国であり，農業が経済の柱となっている（MoAFS 2010：1）。輸出産品はタバ
コ（農業産品70％以上）
，チャ，砂糖，綿花の4品目が主要産品となっており，農業セクターは経済・
産業において重要な位置72を占めている（MoFED 2006）
。
また，国土に対する人口圧は 139 人／km と，南部アフリカにおいて最も高い国の１つである
（UN2010）
。農業生産の総輸出量の 70％を大規模農業（エステート）73が，食料生産の 85％を小
農が担っており，全農家の 90％が小農である（JICA 2011）
。
マラウイ政府は，公共部門予算の最高 13%を毎年農業に分配しており，2003 年のアフリカ連合
首脳会議で採択されたマプト宣言74目標を達成した数少ない国の 1 つである。

70

人口は 15,263,000（2010 年）で，年間増加率 2.6％，人口密度は 100 人/ｋ㎡である．人間開発指数（Human
Development Indicator： HDI）は 0.439 で，160 位／182 カ国中（UNDP,2009）
。公用語は Chewa 語と英語，
1964 年 7 月 6 日にイギリスから独立し多民主制をとっている。

71

マラウイの国内総生産（Gross Domestic Product： GDP）は，834USD／人とエチオピア 896USD／人よりも
低い（IMF 2009）
。

72

1990～92 年の平均では，全輸出額の 88.9％をエステート部門中心とするタバコ，チャ，砂糖で占めており，将
来的に需要の伸びないこれらの少数の作物に依存するマラウイ経済は，国際市場の需要の低迷と価格の乱高下の
影響を受けやすい構造となっている（1991）と指摘されている。

73

植民地期には，白人所有の大規模農場が国土の 15％を占めていたが，1964 年の独立時には，2.4％まで減少し
た（Ngongola 1986：240）
。

74

アフリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD）に基づく，包括的アフリカ農業開発プログラム（CAADP）
に対する取り組み。
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1964 年の独立後のマラウイでは，大規模農業部門の成長と小農部門の停滞という二重構造が形成
された（高根 2007a：196）
。総作付面積の約６割を主食トウモロコシ，農作物の輸出総額の約７割
をタバコが占めるなど，トウモロコシとタバコの２作物に依存している（原島 2007）。
さらに，土壌肥沃度の低さ，不安定な降雨，天水への依存，貧しい農家の家計，未発達な市場シ
ステム，等により，マラウイの土地生産性は低いとされている。主要栽培作物は，トウモロコシ，
コメ（北部）
，根菜類，マメ類，高原野菜等の園芸作物等が挙げられる。国内流通のみであるが，高
品質で，高値で取引される作物は，ベンダーと呼ばれる仲買人が買い付けに集まり，独自の販売ル
ート（路上販売，地元の市場など）で販売される（JICA 2011）。
また，天水に依存した農業生産を行なっているため，農業生産が不安定であり，2001/02 年には
500％まで主食トウモロコシの価格が高騰するなど食糧危機も発生している（Devereux S 2009）。
特に近年，降水量が不安定なマラウイ南部では食糧不足が年々深刻化している75。
マラウイの小農の生活の安定と農業技術指導をめぐる状況としては，トウモロコシの収量が直接
的な要素となっている。2004/5 年は過去 10 年間で最悪のトウモロコシ生産量となり，各国の援助
で乗り切ったものの，上述した農業問題，食糧配分の問題，備蓄方法等の課題が挙げられた。2005/6
年以降は，南部の一部地域において，降雨不足による影響があるものの，全体では需要を超える収
穫を確保している。
2010 年は特に南部における雨期の遅れによる影響が心配されたものの，その後の雨量回復によっ
て，マラウイ国内では，全体の需要を超える約 80 万トンのトウモロコシ収穫が達成された（吉倉
2010）
。その要因としては，良好な天候（降雨）に加えて，2005 年から実施されているトウモロコ
シの改良品種の種子と化学肥料を安価に購入するためのクーポン券を配布する「農業用補助金プロ
グラム（Farm Input Subsidy Program： FISP）」の効果が考えられる（JICA 2011）。
しかし，2010 年は 5 月頃からは，本格的な乾季に入り，一部の地域ではすでにトウモロコシの
貯蔵が底をつくと報告され，南部の Nsanje, Chikuwawa 地域では，約 100 万人が 2011 年の 3 月
まで十分なトウモロコシが確保できないと恐れがあり，政府側からは正式な報告や支援要請が出て
いない状況があるなど，マラウイにおける食糧安全保障は，完全に確保されているとは言えない（吉
倉 2010）
。
政府の農業分野への投資により 2006 年以降，平均年 7%の経済成長率を維持している（UN 2010）
。
2006 年以降，2011 年までは国内食料自給率も改善され，5 年間連続して余剰分を確保してきた
（WFP 2013：ⅰ）
。しかし，難民を含む貧困層や脆弱な世帯においては，未発達な農作物の流通構

75

「ムワンザ県では 20 年前に比べると明らかに降雨日数が減少しており，乾燥地帯と同様な気候条件になってき
ている（2012 年 8 月 12 日，元農業普及員，現農民組織『Zipatso』の代表への聞き取りに基づく）
。

75

造や灌漑設備などが原因と考えられる小農の低収入によって，各世帯における食糧が不十分である
ため，栄養失調症や微量栄養素欠乏症や小学校レベルでの退学や留年・欠席の割合が高くなってい
る（WFP 2013：ⅰ）
。マラウイ国内全体として 5 歳児以下の低体重児は，1992 年の 32％から 2010
年には 13％まで減少したが，食糧の確保が十分ではない南部州の地域においては，47％と高い発育
阻害（Stunting under-five children）の割合を示している（WFP 2013：4）
。
さらに，マラウイの小農世帯の生計を安定化するためには，農外活動の支援に加え，小農世帯の
自営農業への支援に対する農業生産の安定化が重要であり，農業生産におけるリスクや不確実性を
低減させるための支援が必要である（高根 2009）。小農が生産する農作物の種類は非常に限られ
ているため，マラウイ政府の農業食糧安全保障省（MoAFS）は，農作物の多様化を重要課題として
きた。また政府は，農作物の多様化と小農の収入向上を目的として，国際価格の変動が大きいタバ
コ76・チャ等にかわる新たな輸出換金作物として園芸作物である果樹栽培に注目してきた（MoALD
1996：19-20）。
1964年にイギリスから独立以降，マラウイ政府は園芸作物において，綿花やトウガラシ等の換金
作物の導入に加え，果樹分野においても推奨改良品種を各地の農業普及所を通して積極的に導入して
きた。今後も現地NGOと協働で普及拡大を計画している。国際価格の変動が大きい4品目に輸出品が
依存している現状を踏まえ，作物の多様化が重要な戦略77であるとしている（MoA 2011）。

76

現在，マラウイの農業生産物の総輸出量 70％以上をタバコが占めており，バーレ―種需要の先細りに伴い，タバ
コ代替作物の普及に向けた動きが盛んになっている。新聞などにタバコの国際取引額の価格変動のデータは，掲
載されていたが，現時点では，国際価格が半値に急落したことしか，明らかになっていない。また，タバコに関
する決算はドル建てとなっているが，現地通貨のマラウイクワチャ（MK）のレートはドルに連動するため，農
民の収入は大きな変化が無いのではないかと言われている（JICA 2011）
。

77

政府は，綿花の生産と加工に力を入れたいと考えているが，一部では西アフリカで成功事例とされている，コー
ヒー生産からゴマの契約栽培への切り替え等の事例も挙げられており，トウガラシの普及等の行なっている
（JICA 2011）
。
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（２）マラウイ政府の農業分野の政策78
農業分野の政策としては，「マラウイ国家中期開発戦略（Malawi Growth and Development
Strategy：MGDS，フェーズⅠ：2006-2011 年，フェーズⅡ： 2012-2016 年）
」が存在する。マラ
ウイの経済成長を達成するための 9 つの優先分野が存在し，その中で農業分野としては，
「農業と
食糧安全保障」
，
「灌漑・水資源開発」，「気候変動・自然資源管理・環境管理」が挙げられる。最優
先課題として，
「農業と食糧安全保障」が掲げられており，マラウイ国内の飢餓根絶を目指し，WFP
マラウイもステークホルダーの１つとして，政策提言などに関わっている（WFP 2013：5）。
マラウイには，JICA を含め 13 の国際機関が農業分野への支援を実施している。各ドナーは，情
報交換や援助協調を目的として，毎月ドナー会議（Donor Committee for Agriculture and Food
Security ： DCAFS）を開いており，適時，政府の農業・食糧安全保障省とも協議を行なっている。
１）農業用補助金プログラム（FISP）
FISP は，2005 年に導入され，当初は資金の 4 割がドナー負担でよるものであった。小農向けの
化学肥料・種子補助金プログラムとして，受益者に選定された農家は，農業普及所でクーポンを受
け取り，低価格で購入できる仕組みになっている。2009/10 年度の農業予算は，国家予算の約 12.5％
にあたる約 180 億円であり，その約 6 割が FISP に割り当てられていた。しかし，2010/11 年度は，
主な支出先であったイギリス政府援助庁（Department for International Development：DiFid）
が継続的な援助から撤退しており，ファンド先が不明となっている。他の援助機関の支援による代
行が予想されるが，個別のプロジェクト以外では，DiFid は撤退している（JICA 2011）
。
２）農業セクターワイドアプローチ（SWAp）
農業 SWAp（農業セクターの４ヵ年開発戦略）は，2010 年 3 月「包括的アフリカ農業開発プロ
グラム（CAADP」
」の締結に伴い，加速化が進んでいる。しかし，2010 年 7 月現在では，マラウ
イ側から提案された計画は，必要予算が国内総生産（GDP）の約 3 倍を占め，現実的であるとは言
えない状況にある（吉倉 2010）。マラウイ政府は，農業 SWAPs として，各世帯の栄養改善および
農業収入の向上を目指した食糧安全保障の確保と食糧生産の多様化を目的とし，年率 6％の成長を
目標に，国家予算の 10％以上を農業開発分野に配分している（WFP 2013：5）
。農業 SWAp には，
「食糧安全保障」
，
「灌漑・水資源開発」
「気候変動・自然資源管理・環境管理」の 3 つの優先分野
がある。毎月のドナー会議に加えて，2011 年 9 月には，Business Meeting が行われ，本格的な実
施を目指している。また，JICA はこれまで技術移転を中心に援助を行ってきたが，SWAPs のある
べき姿を専門家に調査を依頼している（JICA 2011）
。
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JICA 2011 マラウイ国農業セクターオリエンテーション，2011 年 8 月 4 日 16：00～19：00（農業分野担当

所員）との面談に基づく。
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３）グリーンベルト・イニシアティブ（GBI）
前大統領ムタリカ大統領が提唱し，大統領府（OPC）が主管となり実施している農業総合開発プ
ログラムである。2011 年からのマラウイ国家中期開発戦略（MGDS）の重点 9 分野の 1 つにも位
置づけられている。主な目標としては，初期 5 年間で灌漑施設の開発・修復によって国内の灌漑面
積を 7．8 万 ha から 50 万 ha へ，将来的には 100 万 ha までの拡大としていた．現在は，当初目標
のうち，5 年間で灌漑面積を 7．8 万 ha から，現在は 20 万 ha を目指している（吉倉 2011）
。
マラウイ湖岸及びシレ川流域での灌漑開発を主とする農業開発政策であり，初期の重点地域は，
豊富な水源地の整備として，シレ川（Shire Valley）周辺，サリマ（Salima）県，カロンガ（Karonga）
県を設定している。援助機関は WB や EU，アフリカ開発銀行などが積極的な支援を予定しており，
特に灌漑のニーズが高いシレ川地域での調査・開発を開始する予定である JICA としては，灌漑局
へ援助協調の専門家の派遣，中規模灌漑プロジェクトを開始し，主に政府機関の計画・調整能力の
向上を通じて GBI への貢献をはかる予定である。ブワンジバレーの大規模灌漑が，マラウイでの最
大灌漑設備であるが，現在 WB によってさらに大きな灌漑が整備されており，民間企業の『ILVO』
のサトウキビのプランテーションも行われているが，GBI の一環としてではなく，独自の企業とし
て実施している（吉倉 2010）
。

以上のように，マラウイでは農業が重要な基幹産業として位置づけられており，果樹栽培はその
うち，
小農の所得向上につながる換金作物として，さらには栄養改善として近年注目を集めている。
続いて，農業の技術普及に関わる組織を概観していく。
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（３）マラウイにおける農業技術普及と試験研究に関連する組織
１）国土の伝統的な地域区分
マラウイでは，
行政と農政は異なる伝統的な地域区分が存在している。
マラウイ国土は北部州，
中部州，南部州の 3 つの州（Region）に区分され，それぞれの州には県（Distinct）に分割され，
28 県が置かれている（2011 年 9 月現在）
。各県には県長（Distinct Commissioner： DC），伝統
的首長（Traditional Authority）が存在しており，村落開発委員会（Village Development
Committee： VDC）を統括している。VDC は地域の村を代表する村長をとりまとめている。
２）農政の配置と農業普及に関する組織
農政は 2006 年の組織改変により農業灌漑省（Ministry of Agriculture and Irrigation ：MoAI）
から農業食糧安全保障省（Ministry of Agriculture and Food Security： MoAF）に名称が変更
された。中央に普及局，作物局，土地資源局，畜産局などの技術系各局が配置されている。普及
局管轄で全国に 8 つの農政局（Agriculture Development Division： ADD）
，各 ADD 管轄下，
各 県に 県農業 開発 事務所 （ District Agriculture Development Office ： DADO， 旧 Rural
Development Office ：RDP）が行政区分と対応している。
県農業事務所の下に普及所（Extension Planning Area： EPA）があるが，EPA と TA の管区
は一致しないことが多く，TA の管区は EPA よりも広いことが一般的である。
各普及所（EPA）を 8 セクションに区切り，セクションレベルに普及員（Area Extension
Development Officer：AEDO）が派遣されている。AEDO が不在のセクションには，リードフ
ァーマーを起用している（図 3－1）。
３）農業試験研究に関する組織
試験研究に関連する組織としては，マラウイ国内に 8 ヶ所の国立農業試験場（Research
Station）
，4 ヵ所の試験場分場（Sub Research Station）が設置されている。各試験場によって
担当分野が決まっており，園芸作物に関する試験は，南部のブンブエ国立農業試験場において行
われている。試験場の主要な機能としては，海外から改良品種を導入する際の適正品種導入試験
などが挙げられる。
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図３－１：マラウイの公的機関によるフォーマルな農業普及システムの組織図

資料：現地調査（2010，2011，2012）に基づき筆者作成。
注：図中の矢印は果樹栽培に関する情報と改良品種の導入の流れを示す。各地方農業普及所（EPA）をセ
クションに区切り，セクションレベルに農業普及員を配置し，不在のセクションには，リードファーマー
を起用。導入された改良品種は研究機関から個人農家まで矢印の流れで普及する。現状では公的機関のフ
ォーマルな普及システムのみでは個人農家への対応が不十分であり，
改良品種にアクセスできない農家も
存在する。
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（３）マラウイ国内の果樹栽培普及に関わる公的研究機関および組織
本節では，第 4 章以降で，具体的な農家行動を考察する上で必要な外部条件の１つとして，果樹
栽培技術および果樹の「改良品種」普及に関連するマラウイ国内の公的研究機関および組織，農業
普及システムを整理していく。
また，サブ・サハラ・アフリカの農業開発協力では，農業技術普及において農家の普及サービス
の需要を満たす重要な役割を NGO が担っている点が指摘されている
（西川 2000，
Oladele 2004）
。
本事例においても，第 5 章で果樹の「改良品種」導入に対する農民の認識や行動を議論する上で，
果樹農家を取り巻く環境の一つとして，NGOによるインフォーマルな普及の果たす役割を農家行動
の視点から分析することが重要である。そのため，マラウイ国内全体の農業普及システムを概観した
上で，調査地ムワンザ県の果樹栽培普及における農家行動を考察する。政府機関の普及組織やNGO
のスタッフによる果樹栽培普及活動や品種に対する認識を理解することは，タンジェリン栽培農家の
行動の要因を明らかにするためにも重要であるといえる。
したがって，本節では，ムワンザ県の果樹栽培普及において，公的な農業普及システムと現地
NGO による普及活動がどのような役割を果たし，またそれらの機能がどのように農家行動に影響
を及ぼしているのかを考察するための情報として，国内の農業普及システムの概要，果樹栽培普及
に関わる公的機関および組織を概観する。
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１）マラウイ国内の果樹栽培普及に関わる国際農業研究機関
南部アフリカ支部をマラウイに設置するICRAFは，カナダ国際開発庁（CIDA）とドイツ技術公社
（GTZ）等による支援によって果樹を植林の際の資源として活用するプロジェクト79を実施してきた。
また，マラウイ政府と協働で国家プロジェクトして「アグロフォレストリー食糧安全保障プログラム
（「アグロフォレストリーと食糧安全保障（Agroforestry Food Security Programs： AFSP）80」を
継続しており，果樹栽培の普及現場ではNGOも関わっている。
２）マラウイ国立農業試験場
マラウイ南部チョロ県に1940年に設立された国立ブンブエ農業試験場は，果樹を含む新規園芸作
物の改良品種を導入する際の適正品種試験等の試験研究81を担っている。また，ICRAF等の支援で南
部ゾンバ県の国立マコカ農業試験場では，既存の品種を台木として活用した改良品種の接ぎ木苗生産
などの技術移転も実施している（Fukuda and Nishikawa 2014）。
国立試験場では，実際に農民の圃場で実験を行い，技術普及まで関わる研究者も数名存在している。
さらに，国際農業研究機関とマラウイ政府関係者および農業普及員を通して，研究と農村における技
術の普及現場をつなぐ，介在者としての役割を果たしている。
３）公的機関
前述のとおり，マラウイ中央政府のMoAFSに普及局があり普及局管轄で全国に8つの農政局
（ADD），ADD管轄下の各県に県農業開発業事務所（DADO，旧RDP）が行政区分と対応しており，
果樹分野において同様の組織となっている。各DADOの活動状況などはADDで取りまとめられ，中
央省の普及局へ報告され年間報告書が作成されており，県レベルの県農業開発業事務所（DADO）
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ドイツ技術公社（GTZ）は南部アフリカ開発コミュニティ（SADC）と協働で，「持続可能な森林保全プロジェク
ト（1996-2006）」マラウイを含む 4ヵ国（他モザンビーク，ボツワナ，ナミビア）で実施した。アプローチとし
ては，①アグロフォレストリーの一環として果樹栽培を推進 ②村のコミュニティを対象に苗木生産・苗床の設置
③ホロホロチョウの飼育，養蜂等がある。
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「アグロフォレストリー食糧安全保障プログラム」は，2007年1月から2011年までの4年間（2012年4月から2017
年まで実施予定）は，マラウイ国内の11県，8農業開発区分で実施された。普及活動としては，国際NGO『Irish Aid｣
の支援による現地NGOの『Concern Universal』と改良品種を含む果樹栽培の普及などを実施している。
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マラウイでは新規の園芸作物品種を導入する際には，国立ブンブエ農業試験場を通して実施されている。そのた
め，導入された作物および品種の記録（導入時期，入手先等）が1967年から1986年まで（1980年と1987年以降
は欠版）年間報告書として保管されている。また，年間報告書の目次では，1978年までリンゴは亜熱帯果樹とし
て分類されていたが（1978：83）
，1981年からリンゴとモモの順で温帯果樹として分類（1981：92）されるよう
になった。

82

の下に地方農業普及所（EPA）が設置されている。果樹栽培普及は，作物部門の農業普及員が担当
しており，果樹栽培が盛んな地域においてのみ，接ぎ木技術を習得した普及員も在籍するが，数年ご
とに全国的な異動があるため，必ずしも果樹専門分野の担当者とはなっていないのが現状である。
４）NGO
公的機関以外にも国際NGOを含む現地NGOにより農業普及が実施されている。各国際機関のプロ
ジェクトが終了後は，公的研究機関には果樹分野専門の研究者が不在となっており，苗木生産を通し
た改良品種の普及は継続されているもの，果樹分野における継続的な試験研究は実施されていない。
また，マラウイ果樹の「改良品種」導入および普及では，政府組織によって果樹栽培指針や栽培要
領は発行されているが，ムワンザ県の識字率は56.0％と全国平均64.0%（2008センサス）より低く，
普及現場で実践的な活動を行っているのは，現地NGOの職員が中心となっている。さらに，小農の
生計改善・収入向上や食糧安全保障の貢献等を目的として活動する現地NGOが多くあるにも関わら
ず，果樹栽培の普及現場において，どのような役割を果たしているのか明らかにされていない。
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3.4

マラウイにおける果樹栽培普及の歴史と現状

本節では，農民を取り巻く環境を明らかにするため，マラウイの果樹栽培普及における「改良品
種」の導入の歴史的背景を概観し，マラウイの果樹栽培普及の現状と課題に関して述べる。

（１）マラウイの果樹栽培における「改良品種」の導入と伝播の歴史
前述の通り，マラウイはアフリカ南東部に位置する内陸の小国であり，国の発展において農業に政
策の重点が置かれている。農業を基盤とした森林保全を目的として，南部アフリカ支部をマラウイに
設置している国際アグロフォレストリーセンター（ICRAF）は，マラウイ政府と協働で「アグロフ
ォレストリーと食糧安全保障」プログラム82の実施により，特に2007年以降，果樹栽培の普及活動が
を積極的に行っている。在来果樹を活用した森林保全プロジェクト等も数多く実施された。
また，マラウイ政府は1964年にイギリスから独立以降，国際機関による農業プロジェクト等によ
って海外から導入した外来果樹の「改良品種」を普及推進してきた。マラウイ政府は，国内の需要供
給と輸出を視野に入れた生産性向上を目標とし，①小農の収入向上，栄養改善，②アグロフォレスト
リーとして，傾斜地の土壌流出防止に他の作物と混作などを推奨してきた（MoALD 1995「農業と
家畜の開発戦略とアクションプラン」から一部抜粋。
）
果樹の「改良品種」導入に伴い，日本を含む各国際援助機関（GTZ等）から技術移転等の支援を
受け，アグロフォレストリーの一環としても農村地域で果樹栽培が推進された。そのため，国内の農
業研究所および農業普及所レベルでは，果樹栽培・苗木生産に関する技術移転は実施され，一部の先
駆的農家は大規模に果樹栽培を行っている。
中でも南部ムワンザ県では1970年代に国立農業試験場を通して，30品種以上のカンキツ類の改良
品種が導入された（William 1988）
。外来果樹のカンキツ類の中でも特にタンジェリンは商品価値が
高く，国内ではムワンザ県が一大産地となっている。この地域では，1900年代にキリスト教の宣教
師らによって伝播したとされるタンジェリン83の栽培普及が現地の非政府組織（NGO）等により実
施されている（詳細は5章参照）
。
「改良品種」の導入とNGOによる果樹栽培の普及活動は国際機関や
国際NGOが撤退後の現在でも現地NGOにより継続されている。
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「アグロフォレストリー食糧安全保障プログラム」は，2007年1月から4年間，国内11県の8農業開発区分で実施。
2012年4月からは北部・中部・南部各1県を対象に活動中。
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既存のタンジェリンは，1900 年代にローマ・カソリック教会の宣教師によって導入されたとされる。伝統的な
品種である「ムワンザ」は耐病性・高収量・強樹勢で直立に成長し，トウモロコシ混作に適しているため，農家
の人気が高い。導入から１世紀が経過した現在でも主要品種として接ぎ木苗も生産され，栽培され続けている。
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1986年からUSAIDとマラウイ政府の協働による「マラウイ農業試験普及プロジェクト（Malawi
Agriculture Research and Extension： MARE）
」が開始された（Braunworth 1992a）
。1992年ま
でのプロジェクト期間中には，改良品種の導入や育苗方法や果樹園開設方法，管理方法などに関する
技術支援が実施され，マラウイ全国5ヵ所農業試験場において果樹の接ぎ木苗木が生産されるように
なった（MARE 1988）。新規に果樹を導入した農家の土地でモデル果樹園が育成されたが，プロジ
ェクト終了による活動資金の欠如によって，試験場によるフォローアップが十分にされなかったと報
告されている（Kachule et. al. 1998）
。
1989 年から 2004 年まで，台湾とマラウイ政府の協働による「台湾・マラウイ協働プロジェクト
（Republic of China -Malawi Cooperation Project）
」が実施された。マラウイの農業普及員養成学
校（Natural Resource Collage： NRC）に併設した展示圃場が設置され，台湾から各種改良品種
が導入された。プロジェクト終了後も果樹の苗木生産は実施され，園芸技術を習得する実践的な授
業や一般の農家の見学や研修が行われていた。しかし，マラウイ政府は中国政府との交渉により，
2006 年に，台湾は撤退を余儀なくされ，同時にプロジェクトも中止となった。1990 年代半ばまで，
多くの果樹農家は収量の低い既存の品種を種子から栽培しており，各地の農業試験場で生産される
優良品種の接ぎ木された苗木の供給に頼っている状態であった（Kachule et. al. 1998）
。
以上の背景を踏まえて，1997 年 3 月から 2003 年 2 月まで，ドイツの GTZ とマラウイ政府の協
働による「園芸生産促進協働プロジェクト（Promotion of Project）」が実施された。1998 年には「商
業的苗木生産促進プロジェクト（Commercial Fruit Tree Nurseries Promotion）
」によって，苗木
生産農家を対象として各種研修が実施された。GTZ の取り組みによって，2001 年までに 180,000
本の苗木が生産され，60,000 本の苗木が販売されたと報告されているが，果樹栽培に関わっていた
小農の戸数に関する情報は把握されていない（Elfring and Kachule 2003）
。
2000 年にはマラウイにおける園芸分野の活動を推進するために園芸開発協会（Horticulture
Development Organization of Malawi：HoDoM）が設立され，研修などを通して小農による果樹
園の設立を促進したとされているが，設立された果樹園数や状態を評価するなどの取り組みは予算
の不足によって，実施されていない。マラウイ中部デッザ県ロビ地区において，JICA による小規
模農家を対象とした「ロビ適正園芸技術普及計画（1998-2006）
」が実施され，果樹分野でも栽培技
術普及や改良品種が導入された。
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（２）ムワンザ県におけるタンジェリンの伝播と普及および栽培状況
アフリカ南東部に位置するマラウイでは，イギリスから独立した 1964 年以降，海外から果樹の
「改良品種」 の導入が積極的に行われ，国立農業試験場による普及活動等の結果，南部ムワンザ県
では 30 品種以上のカンキツ類が導入された（William 1988）。特に，1970-80 年代には，ICRAF 等
の国際機関や NGO 支援によって果樹栽培の「改良品種」普及に関するプロジェクトが数多く実施
されてきた。
研究機関が導入の利点（表 3－2）として高収量・高品質を掲げる推奨「改良品種」を普及するた
め，政府の地方農業普及所が主導となり，苗木生産や栽培技術を進展している。ところが，
「改良品
種」の普及活動の一方で，農家は 1900 年代にキリスト教の布教と同時に導入された既存のタンジ
ェリンを依然として高く評価し，現在でも根強く選択しているという実態がある（図 3－2）。

表３－２：農業改良普及員および調査資料に基づく「改良品種」と既存のタンジェリンの特徴
品種の特徴

「改良品種」

既存のタンジェリン

「改良品種」導入のメリット
①

収穫までの栽培期間

②

果実サイズ

大

小

③

種子数

少

多

④

収穫果実数

多

少

⑤

果汁

多

少

⑤

食味

良好・甘い

不良・酸

⑥

果皮

薄い

厚い

早生

晩生

３

⑦ 収穫時期

年

７年以上

「改良品種」導入のデメリット
①

耐乾性・耐病性

弱

強

②

投入量（労働力等）

多

少

資料：2012 年 7 月に実施したムワンザ県の農業普及員 3 名に対する聞き取り調査に基づく。
注：「改良品種」は接ぎ木，既存のタンジェリンは種子繁殖。投入量は，除草や灌水，
農薬散布等の栽培管理に対する労働力や労賃の支払い，農薬購入等を意味する。
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特に南部ムワンザ県では，1950年代にネノ（NENO）地区にラフレモン，またタンジェリンの存
在が確認されている。1968‐1978年までの期間に4種類，計31品種をカンキツ類が新規に導入され
た（タンジェリン12，オレンジ12，レモン6，グレープフルーツ6品種）
。1960年代以降，カンキツ
類の栽培不適地である標高1,200m以上の高地において，カンキツ類の改良品種を導入する代わりに，
低温要求量の少ない温帯果樹の「改良品種」が南アフリカ，フロリダ，ブラジル等から導入され，
政府は高収量の推奨品種の普及を行っている（William 1988）。
1977年には温帯果樹の適正品種試験が開始され（Tembwe 1985）
，1986年USAIDがリンゴ 3品
種, モモ6～8品種を導入した（MARE 1988）。そのため，国内の農業研究所および農業普及所レベ
ルでは，温帯果樹栽培・苗木生産に関する技術移転は実施され，一部の先駆的農家は大規模に温帯
果樹栽培を行っている。また，1970年には園芸部門を担当する国立ブンブエ農業試験場の分場がマ
ラウイ高地のデッザ県ベンベケ地区の農業普及所，および北部のムズズのルニャングワ（Lunyanga）
農業試験場内に設置され，温帯果樹の品種適正試験などが実施された（William 1988）。
以上のようにマラウイでは，様々な組織が果樹栽培に取り組んでおり，
「改良品種」の導入を中心
に農業・農村開発プロジェクトが積極的に取り組まれてきた（図 3－2）。
しかし，現在も果樹栽培の普及活動は実施されているものの，マラウイ国内の研究機関に果樹専
門の研究者が不在のため，果樹84に関する研究は継続されていない。
一方，数多くの「改良品種」が導入されたにも関わらず，ムワンザ県の農家は栽培管理の容易さや
栽培方法や耐病性・耐乾性等の特徴から，「改良品種」の導入を短期的な視点で判断せず，長期的な
視点で既存のタンジェリンを好んで栽培する農家行動の特徴がある。
さらに，県の農業普及員は農民間では「改良品種」は定着しないと認識しており85 ，研究機関に
よるタンジェリンに対する評価は未実施86である。

84

現在，マラウイ高地で栽培されているリンゴは，イギリス植民地時代にキリスト教の布教とともに導入されたと考
えられている。冒険家のリビング・ストーン（David Livingstone）は，1861年に南アフリカ共和国に入り，1874
年以降マラウイでスコットランド系のキリスト教の布教に取り組んだ（Thompson 2007）と記録が残っていること
から，その後，マラウイに持ち込まれたと推測される。

85

ムワンザ県農業開発事務所の管理者 1名と職員 3名，ICRAF職員に対する2012年の聞き取りに基づく。

86

マラウイ南部州の農産物統計データにおいても，主食トウモロコシの作付に関しては，改良品種と在来品種の分類
が行われ，原島（2008）は本データに基づき，農家のトウモロコシ品種選択の実態に関して報告している。しかし，
果樹分野では品種に関する分類は作付・生産高でも実施されていない。
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図３－２：ムワンザ県における既存の栽培品種と「改良品種」イメージ図

資料：現地調査（2010，2011，2012）の結果に基づき筆者作成。
注：図中の矢印は，果樹栽培の導入と普及に関して，在来果樹の「栽培化」から
既存の栽培品種の導入と普及，1980 年代の政府や国際援助機関などによる
「改良品種」導入と普及の流れを示している。
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４）非政府組織（NGO）による農業普及システム：マラウイ国内におけるNGOの定義を追加
マラウイ国内には，政府等の公的機関以外にも，国際NGOを含む現地NGOによる農業普及が実施
されている。また，首都リロングウェの農政局管轄下における現在活動中の主なNGOだけでも12 組
織が個別に存在している（表3－3）。
表３－３：マラウイ国内の農業分野に関わる国際 NGO の拠点および活動重点項目
NGO・国際機関の

拠点

プロジェク

活動の重点項目
食糧安全保障（トウモロコシ改良品種の種子配等）

World Vision

首都（LLW）

Concern World Wide

LLW

（GTZ（ドイツ））

LLW

学校教育と健康，栄養改善プログラム

COOPI－WALEZA

LLW

農民研修と栄養改善プログラム

Plan Malawi

LLW

栄養改善，野菜栽培，果樹栽培の普及

MEDI

LLW

キャッサバ生産と加工

（ICRISAT）

LLW

ダイズ生産，加工と利用，種子生産の普及

（WFP）

LLW

化学肥料，トウモロコシ種子とキャッサバ苗の配布

Save the Children

Dedza 県

Concern Universal
Action Against
Hunger
Africare

家畜飼育と園芸作物の推進
栄養失調児を対象とした「栄養改善」と「食糧安全
保障プログラム」

食糧安全保障（改良品種トウモロコシの種子と
化学肥料）

Dedza 県

食糧安全保障，栄養改善，コミュニティ種子バンク

Ntcheu 県

灌漑条件下における園芸作物（果樹）の栽培普及

Ntcheu 県
Ntcheu 県

食糧安全保障（トウモロコシ改良品種の種子と化学
肥料）
種子の配布，小家畜の生産支援

資料：首都リロングウェ農政局年間報告書（2011）および調査結果(2010／2011／2012)に基づき筆者作成。
注：各 NGO の活動内容によって詳細は異なるが「栄養改善プログラム」は，主に学校給食の改善やコミュニティ
における食品加工講習会などを対象。「食糧安全保障プログラム」は，主食トウモロコシの生産向上を目的とし
た改良品種トウモロコシの種子および化学肥料，マメ類，キャッサバ，サツマイモの改良品種等の配布，コミュ
ニティ種子バンクの設置等の活動も含む。また，（

）内は各 NGO の活動に対して，資金や資材等の出資を

行っている国際機関である。
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（４）マラウイにおける果実生産と青果流通の概要
マラウイの農産物流通における既存研究のほとんどは，主食トウモロコシ（高根2011）や重要な
商品作物87を対象としており，全国的な青果物流通に関する論文は数少ない（Faulkner, 2009他）。
そのため，マラウイの独自の産業構造や経済社会の発展状況を把握した上88で，政府による青果物
流通における介入の有無89に関する視点も含め，果実の国内外における流通を議論する必要がある。
したがって，本節では，ムワンザ県の青果集荷場において，青果流通仲買人の行動がどのような
役割を果たし，それらの機能がどのように農家行動に影響を及ぼしているのかを考察するための情
報として，
国内の青果流通システムの概要，
青果流通に関わる公的機関および組織を整理していく。
１）マラウイ国内の果実輸出量と年間果実消費量
マラウイ国内の果実消費量90は 30g／人／日であり （Ruel et. al. 2005）国内の年間果実消費量
は 844,000t，果実輸出量は，全輸出総額91の平均 1.6％（約 7,697,000 USD）を占めているに過ぎ
ない（Jamnadas et. al. 2011）
。また，他の南部アフリカ諸国と同様に，南アフリカやジンバブエ，
ヨーロッパ等からリンゴやオレンジ，ブドウ，モモ，洋ナシ等の果実を輸入し，国内生産量よりも
輸入量が多い状況92となっている。輸入果実は主に首都や主要都市の外資系スーパーマーケットで，
外国人または高所得者を対象に販売されている。
（Saka et. al. 2008）
。輸入リンゴやオレンジなどは，
国境近くの公設市場やバスの停留所付近等，地方都市でも小売販売が行われ，高級な嗜好品として消費
されている。
（写真 3－1）
。

87

例えば原島（2007）のタバコ，チャ，綿花，砂糖等。

88

農民によって生産された青果物は多様な流通組織や流通経路を経て，消費者まで届けられるが，国の産業構造，
経済社会の発展状況に応じて，様々な形態が見られる（笠原・仙北谷 1998）
。

89

農産物の中でも青果物の流通に注目する理由は，所得に対する需要の弾力性が他の農産物よりも高い財であり，
政府による直接的な介入が稀である（黒崎・荒木 2002）
。

90

１人当たりは世界平均 130g，先進国 210g，開発途上国 110g，東アフリカでは 35g 以下となっている（Ruel et. al.
2005）
。マラウイ成人の HIV 陽性者の割合は 14.2％，年人口増加率は 2.5％であり，栄養失調の割合は 32％，
2003-05 の食糧援助は 9.2kg となっている（Graaff et.al. 2011）。

91

マラウイは一人当たりの GDP，250USD の内 39%，外貨獲得の 80％以上を農業に依存する農業国であり，農作
物の輸出総額の約７割をタバコが占める（原島 2007）。一方，南アフリカの果実輸出量は約 10 億 USD で全輸出
総額の 2.5％を占めている（Jamnadas et .al. 2011）
。

92

例えば，オレンジは 14,000t／年（2000-01 年）の輸入量に対して，国内生産量は統計で把握されてない。輸入
果実は国内生産も可能であり，ジュースなどの加工品等も輸入に依存している状況である（Faulkner 2009：10）
。

90

写真３－１：マラウイ中部デッザ県における輸入リンゴの小売販売の様子（右）と果実の状態（左）

資料：2012 年 3 月 3 日筆者撮影
注：輸入果実の販売は，地方の公設市場やバスの停留所付近において確認でき，地方都市でも流通している。南ア
フリカからモザンビーク経由の陸路で搬入され，国境近くで購入可能である。国境市場の卸値 8,000MK ／箱：135
個 （銀行換金レート 1USD＝175MK＝78 円）。小売単価 80MK（40 円／個），品種名も箱に明記してある。品
種名‘Royal

GARA’，縦径：64.2mm，横径：68.3mm，果実重：162.0g（10 果平均）
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首都における輸入果実の品目は，リンゴやカンキツ類を中心で，品種名を明記した改良品種の果
実を輸入している（表 3－4）。

表３－４：首都スーパーマーケットにおける輸入果実品目および小売販売価格

品目

品種名

入荷先

小売価格（MK／kg）

リンゴ

Pink Lady

南アフリカ

1033.0

リンゴ

Star King

南アフリカ

1021.9

リンゴ

Fuji

南アフリカ

925.0

リンゴ

Golden Deli

南アフリカ

1072.0

リンゴ

Top Red

南アフリカ

979.0

リンゴ

Royal Gala

南アフリカ

1096.0

リンゴ

（Special offer）

南アフリカ

600.0

洋ナシ

Packhan

南アフリカ

699.9

Yellow Chiling

南アフリカ

1999.9

スモモ（黄）

不明（Improved）

南アフリカ

1399.9

ブドウ（白）

不明（Improved）

エジプト

999.9

ブドウ（黒）

不明（Improved）

エジプト

859.9

ブドウ（黒）

不明（種無）

南アフリカ

2199.9

ブドウ（赤）

Red Globe（種無）

南アフリカ

2669.9

不明

南アフリカ

2396.0

オレンジ

不明（Improved）

南アフリカ

507―900.0

レモン

不明（Improved）

南アフリカ

509―900.0

グレープフルーツ

不明（Improved）

南アフリカ

199.9／個

パイナップル

不明（Improved）

南アフリカ

265.0／個

パイナップル

不明（Improved）

国産（ムランジェ）

200.0／個

スイカ

不明（Improved）

国産

240.0

ライム

不明（Improved）

国産

706.0

マンゴー

不明（Improved）

国産

665.0

アボカド

不明（Local）

国産

95.0／個

モモ

イチゴ

資料：現地調査（2011，2012，2013）に基づき筆者作成。
注：輸入果実はすべて「改良品種」のみ。リンゴは品種名が明記され，品種ごとに価格設定あり。国産果実の一部
は品種名不明（または Improved：改良品種や Seedless：種無）と記載あり。市場価格調査は，現地調査時の
みに実施したため，7～8 月が中心となっている。
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２）国内の青果流通に関わる公的機関および組織
ⅰ）公的機関による農産物流通システム93
本項では，マラウイ国内における青果流通の概要を整理する。
マラウイには，各県に政府による公設の卸売市場が多数設けられており，穀物（主に主食トウ
モロコシ），畜産品，鮮魚（乾燥），青果物（トマト，タマネギ，ニンジン，葉野菜等）を中心に
取引されている。公設市場の主要作物の流通価格は，各県の農業開発事務局（DADO）の統計資料
として，平均取引価格が記録されている（表 3－5）。しかし，青果物の価格に関しては，把握され
ていない状況である。マラウイ国内には公設の青果専用の卸売市場94や果実集荷場は存在しない。
一般に公設市場内に，青果の小売りを行う部門が設けられ，20MK／日の利用料95を支払えば，生
産者を含み誰でも出店が可能である。そのため，出荷量が少量の場合，通常は仲買人を通さず生産
者による小売販売，または，生産者が市場に持ち込み，小売業者または個人に販売を行っている。

表３－５：ムワンザ県農業開発事務局の統計資料における流通作物品目および市場小売価格

品目
トウモロコシ

小売価格（MK／kg）
2011‐2012年

小売価格（MK／kg）
2010‐2011年

35.0―65.0

20.0―40.0

190.0―320.0

90.0―200.0

キャッサバ

60.0―120.0

27.0―100.0

サツマイモ

70.0―120.0

60.0―100.0

200.0―350.0

180.0―200.0

キマメ

65.0―150.0

30.0―100.0

ピーナッツ

280.0―350.0

120.0―210.0

ジャガイモ

80.0―150.0

45.0―100.0

ソルガム

60.0―65.0

30.0―50.0

コメ

マメ

資料：ムワンザ県農業開発事務所報告書（2012）
，および調査結果（2011，2012，2013）に基づき筆者作成。
注：マラウイ政府による作物別の統計資料は存在しているが，トウモロコシの作付面積のみ品種別で示されている
以外，他の流通上の区分は行われていない。
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マラウイ農業食糧安全保障省の園芸部門の担当職員４名に対する 2011／2012 年の聞き取りに基づく。

94

日本では青果物の 80~85%は卸売市場を経由し，「せり売り」を基本とする市場取引による市場内流通である。
海外では「せり売り」を行う市場取引はなく，卸売と同時に小売りも行うのが一般的である（笠原・仙北谷 1998）。

95

2012 年 7 月時点の為替レートは（1USD=275 MK）。

93

ⅱ）民間企業および農民組織による青果流通

民間企業による青果物の集荷・買付96は，商品作物の中でジャガイモやトマトは，加工・販売を行
う企業が主産地において集荷・買付を実施97している。カンキツ類の果実に関しては，モザンビーク
などから加工業者が買付を行っているという情報もあるが政府関係者は輸出量などを把握していな
いのが現状である。
また，農民組織による青果流通は，南部州チョロ（Thyolo）県にある農業試験場98近郊の公設市場
では，青果卸売を行う少人数制の農民組織が存在する。公設市場では，試験場を通したプロジェクト
実施99によって栄養価等の価値が再確認された伝統葉野菜（カボチャ・豆類他）の販売に加え，在来
果樹のMasao（Uapaca kirkiana）
」やバオバブ等が販売されている。また，外来果樹としては，農
業試験場を通して導入されたオレンジ，グレープフルーツ，パッションフルーツなど改良品種がある。
さらに，首都と南部州の商業都市ブランタイアを結ぶ主要道路のザレワ（Zalewa）交差点には，ム
ワンザ県産のカンキツ類の小売販売を行う女性グループ100が存在している。この非生産者女性グル
ープは，買付けた青果を長距離移動バスの乗客を対象に小売販売を行っている。

96

ムワンザ県農業開発事務所の管理者 1 名と職員 3 名に対する 2011／12／ 13 年の聞き取りに基づく。

97

企業による青果物の買付作目は主産地において限定的であり，契約農家以外からは買付を行わない場合もある。

98

海外から導入された新規作物や改良品種等の導入試験等を行う国立農業試験場で，周辺地域では普及活動も実施。

99

ブンブエ国立農業試験場を通して，ナイロビにアフリカ支部を設置する「Bioversity International（旧国際植物
遺伝資源研究所：IRGRI）
」のプロジェクトによって，マラウイにおける伝統葉野菜の再評価が実施された。

100

グル―プ設立は 2009 年，現在は女性 9 名によって構成さる。メンバーの出身村は共通ではなく，離婚・死別に

よる女性世帯主世帯のみ所属可能である。設立理由は，女性個人では男性仲買人と交渉が出来ず，買取価格を低
く設定されるためで，公設市場内で果実を個別販売する女性で相談し設立に至った。男性仲買人が買付に来る交
渉日まで，交代で荷物の側に寝泊まりし，各自果実の小売販売を行う。
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ⅲ）南部ムワンザ県の青果集荷場における仲買人101
マラウイ国内では，南部ムワンザ県のカンキツ類（タンジェリン中心）果実のみに対して収穫時
期（6~8 月）になると，仮設の青果卸売市場が青空市場として設置される（写真 3－2）。外来果樹
のカンキツ類の中でも，特にタンジェリンは商品価値が高く，南部州ムワンザ県が最も多い。栽培
樹数は 680,946 本，
生産量 59,242 t と 2 位のネノ県にそれぞれ約 34 倍，約 29 倍の差をつける（2012
年 3 月時点），一大産地となっている（表 3－6）。県内で生産されたタンジェリンを中心にカンキ
ツ類の果実が男性仲買人を介して国内外に流通している。
しかし，県の農業開発事務局も介入しておらず，青果出荷量や流通量，青果取引価格，季節変動，
輸出量・輸出先なども把握されていない。

写真３－２：マラウイ南部ムワンザ県における果実集荷場の様子と国内流通仲買人

資料：2012 年 7 月 21 日筆者撮影
注：カンキツ類の収穫時期（4 月下旬～7 月下旬）にはバス停近くに果実集荷場が
設置され，首都や主要都市，海外から仲介人が集まる。

101

ムワンザ県農業開発事務所の管理者１名と職員３名に対する 2011／2012 年の聞き取りに基づく。
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表３－６：マラウイ南部州各県のカンキツ類作物別栽培樹数および生産量

作物名
県名

タンジェリン
（本）

オレンジ

（ｔ）

（本）

レモン

（ｔ）

（本）

（ｔ）

ブランタイア

2,333

174

114

7

2,103

161

チョロ

9,835

786

6,332

607

22,873

2,310

13,513

1,135

25,474

3，973

10,814

パロンベ

108

6

6,769

595

822

535

ムワンザ

680,946

59,242

25,921

2，229

8,125

723

チラズル

1,550

131

3,569

317

724

110

23,367

2,289

972

102

972

102

ムランジェ

ネノ

―

資料：マラウイ南部州農政局報告書（2012）
，および調査結果（2012）に基づき筆者作成。
注：マラウイ政府によるカンキツ類の栽培樹数および果実出荷量など作物別統計資料は存在しているが，
「改良品種」
および既存の品種に関する区分は行われていない。
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第4章

ムワンザ県におけるタンジェリン栽培導入の歴史と普及

―初期導入者と追随者の植栽インセンティブに注目して―
4.1.

はじめに

本章の目的は，マラウイ南部州のムワンザ県を対象にタンジェリン栽培の導入と普及に関する社
会的背景および農家の果樹植栽に対するインセンティブを明らかにすることである。
前述の通り，近年マラウイでは，アグロフォレストリーの一環として果樹栽培が積極的に導入さ
れ，現地NGOなどが中心に普及活動を行っている（福田・西川 2013a）
。中でも1900年代にキリス
ト教の宣教師によって伝播したとされるカンキツ類のタンジェリンは，マラウイ南部州の中でムワ
ンザ県が一大産地となっている（表3－6参照，p.96 ）。本事例で取り扱うムワンザ県のタンジェ
リン栽培は，各調査村に初期導入者が存在し，普及段階を経て産地全体で発展したと考えられる。
しかし，県内2ヵ所の農業普及所を管轄し，計27,919世帯（内女性世帯主世帯は52％を占める）
を対象としている県農業開発事務所の報告書や普及員への聞き取り調査では，普及関係機関は農家
の果樹植栽のインセンティブとそれに関わる社会的要因に関する実態を十分に把握していない。そ
のため，現在，地方農業普及所等の普及員等の普及主体は，農家に対する意向などに関する明確な
情報を考慮することなく，果樹栽培の普及活動を継続している（福田・西川 2013a）と考えられる。
また，ムワンザ県のタンジェリン栽培に関しては「既存のタンジェリンは，灌水や施肥，農薬散
布などの栽培管理を実施しない場合でも安定した収穫が可能である」，「耐病性・耐乾性が高い」
（福田・西川 2013b），「ムワンザ県で伝統的に栽培されてきた既存のタンジェリンは，Local 品
種として認識されており，耐病性があり収量も高い。強樹勢で直立に成長するためにトウモロコシ
との混作に適しており，農家の人気が高い」（福田・西川 2013a）など栽培しやすい特徴がある。
さらに，小規模農家の貴重な現金収入源としてタンジェリン栽培が重要である（福田・西川 2013b）
ため，一度，その地域に導入された場合，追随する農家は増えやすいと考えられる。
したがって，タンジェリン栽培の普及においては，初期導入者の確保や彼らのインセンティブの
解明は重要であると言える。
その際，以下に留意する必要がある。第一に，果樹は永年性作物であり，その特殊性として，果
実収穫までの育成期間の投資を回収できるのは，一定期間を経た後になり，初期投資を含めた投資
回収期間が長期にならざるを得ない。そのため，果樹栽培に関する農家の意思決定行動は，果樹植
栽時点では観測できない将来の事象，すなわち将来時点における市場や制度に関する不確実性をど
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のように捉えるかという農家の期待形成に依存している（松下 2003）という点である。
第二に，マラウイでは「共同体」102の土地に樹木を植える行為がタブー視されており，母系制（主
に母から娘に相続）で妻方居住婚の場合，通常は土地の使用権が夫である男性に属さない。そのた
め，夫が土地への長期的な投資を行うインセンティブが弱く，男性が多年生の樹木を植栽するイン
センティブが低い（Place F. and K. Otsuka 2001）点が挙げられる。
さらに，マラウイの伝統的な在来の土地制度は，土地を使用する農民の権利を通じて，樹木植栽
インセンティブ103と密接に関わっている（福田・西川 2013b）
という点である
（表2－1 参照，
p.58 ）。
ムワンザ県における事前の現地調査に基づく予備的考察においても，初期導入者のタンジェリン栽
培の導入には，在来の土地制度の変化が果樹植栽のインセンティブになっていたという仮説が得ら
れている（表 4－1 ）。

102

アフリカでは「共同体」による土地の所有が一般的で，農民側に生産増大目的の投資インセンティブが小さいと
される。また，伝統的な「在来の土地制度」は権力関係や社会経済状況等により常に変化し，土地の贈与と相
続に関する母系制と父系制は婚姻による居住制度と連動している（高根 2006）
。

103

在来の土地制度と樹木作物に着目した先行研究は，樹木作物植栽の特質は，樹木が所有者の土地権利を強化・安
定化し，農家の投資行動のインセンティブになると指摘している（高根 1999）
。
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マラウイ国内の在来の土地制度の特徴としては，中南部は Chewa 族を中心に母から娘に財産を
相続する母系制を北部は Ngoni 族を中心に父から息子に財産を相続する父系制となっている。その
ため，本調査地のムワンザ県においても地域性としては，これらの母系制が中心であると考えられ
る（表 4－1 ）。
しかし，ムワンザ県はモザンビークとの国境沿いのため，複雑な民族構成となっている。徒歩で
移動可能な隣接する村でも主な民族構成が異なり，民族が混合した村も多数存在する。そのため，
民族に基づく伝統的な土地制度（一般に Chewa 族は母系制，Ngoni 族は父系制）の変化している
可能性が考えられる。

表４－１：マラウイ国内とムワンザ県における土地制度と樹木管理に関する仮説

在来の土地制度の特徴

マラウイ国内

ムワンザ県
南部州

国内における地域性

中南部

北部

在来の土地制度の特徴

母系制

父系性

母系制？

①

財産相続

母→娘

父→息子

母→娘？

②

婚姻後の居住制度

妻方居住

夫方居住

妻方居住？

Chewa

Ngoni

③ エスニック・グループ

複雑な民族構成
↓
伝統的な土地
制度の変化？

樹木管理に関わる特徴
① 男性の土地への投資行動
インセンティブ
② 男性の樹木管理
インセンティブ

弱い

強い

弱い

強い

弱い？
⇒強く変化？
弱い？
⇒強く変化？

資料：2012 年に実施した現地調査によるムワンザ県の農業普及員の認識および
先行研究（Place F. and K. Otsuka 2001，高根 2006 他）に基づく。
注：在来の土地制度は，原則として伝統的な規範に基づくが，柔軟な運用も行われている。
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そのため，本章では，このように複雑な民族構成による在来の土地制度が，樹木管理に関わる男
性の土地への投資行動に対するインセンティブにどのような影響を与えているのか。また，そのこ
とが樹木植栽インセンティブに影響を及ぼしているのかを考察する。
したがって，本章の仮説としては，「ムワンザ県では，地域性に基づく伝統的な土地制度（母系
制）が複雑な民族構成によって変化し，通常は，低いとされる男性（妻方居住婚の場合の夫）の土
地への投資行動および樹木植栽に対するインセンティブが強まった。その結果，ムワンザ県では果
樹栽培が盛んとなり，その地域の栽培環境に適しており，市場価値の高かったタンジェリンが個々
の農家によって導入され，県内に普及し，現在の一大産地にまで成長した。」と設定した。

以上のように，伝統的な母系制を世襲する南部州ムワンザ県における個々の農村住民の多様な状
況下で，農家の果樹栽培開始の動機となった果樹植栽インセンティブは何だったのか，また，果樹
栽培普及の制限要因になったと考えられる母系制の在来の土地制度がどのように運用されてきたの
か，その状況の中で，樹木の管理に関わった男性の植栽インセンティブの外部要因として、どのよ
うな社会的背景があったのだろうか。
マラウイにおける果樹栽培普及の先進地域であるムワンザ県を対象に果樹栽培の促進要因を明ら
にすることは，今後，マラウイ国内の果樹栽培普及を推進する上で非常に重要である。
したがって，続く節では，ムワンザ県においてタンジェリン栽培の導入行動を規定する要因とし
て，社会的な外部要因と農家の果樹植栽インセンティブにどのようなものがあったのかを具体的に
考察する。また，タンジェリン植栽の時点で農家がどのような期待形成を行っていたのか等，農家
のタンジェリン栽培および植栽のインセンティブを明らかにすることを課題とする。
さらに，第 3 章で取り上げた農家の導入行動を規定する外部要因として，マラウイにおける伝統
的な在来の土地制度が，永年性作物である特殊性をもつ果樹栽培導入の阻害要因となっているかど
うかを明らかにする。
具体的な事例として，ムワンザ県の中で栽培が盛な果樹であり，栽培の歴史も長く，農家に好ま
れ栽培が継続されているタンジェリンに着目した。タンジェリン栽培農家の導入初期導入者と追随
者の行動を規定したと考えられる主体要因，および農家が変えることの出来ない半永久的な要因と
して，果樹栽培における制限要因の原則の中でも大きな制限要因である伝統的な土地制度に関して，
ムワンザ県における農家の実態を明らかにする。タンジェリン栽培導入動機や栽培継続理由を考察
するため，各調査対象村における農業経営および土地制度に関する実態をタンジェリン栽培農家
（40 戸）と非タンジェリン栽培農家（40 戸）の比較を行う。
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4.2

調査方法

前述のように，マラウイでは樹木作物である果樹植栽インセンティブは，在来の土地制度と関連
している可能性がある。本章では，農家の果樹植栽のインセンティブを明らかにするため，初期導
入者と追随者を含むタンジェリン栽培農家および非栽培農家に対する対面式の聞き取り調査を実施
した。この聞き取り調査から得た土地使用権利の取得先・時期等の土地制度に関する基礎情報に加
え，タンジェリン栽培農家の栽培開始時期・植栽動機等の精査により，果樹植栽インセンティブと
土地制度の関係性を中心に検討する。
本章では，マラウイ南部地域特有の母系制に基づく在来の土地制度を伝統的に運用し，女性世帯
主世帯が 52％以上を占めるにも関わらず，タンジェリンの一大産地となっている南部ムワンザ県の
事例を分析対象とした。農業普及員と村長による情報に基づき，4 ヵ村で初期導入者と追随者を含
むタンジェリン栽培農家および非栽培農家の各 10 戸（計 80 戸）を対象とした半構造化インタビュ
104

ー

による聞き取り調査を 2012 年 7～9 月，2013 年 1 月～3 月に分けて実施した。さらに，既

存のタンジェリン栽培農家（40 戸）を対象に栽培導入の歴史に関するエピソード・インタビュー分
析105 を行った。調査対象村の選定は，県農業開発事務所の職員，農業普及員の推薦によった。
選定基準は社会的条件と農家の栽培開始動機に関連性があるのでないか，という仮説に基づき，
既存のタンジェリン栽培が盛んな村から①主なエスニックグループの構成，②主な宗教および教会，
③所在地等を基準として 4 村を選定した（表 4－2 ）。
半構造化インタビューは農家宅にて調査者自身が英語・現地語（Chewa 語）で質問し，質問票に
書き込む対面式で行い，必要に応じて農業普及員に通訳補佐を依頼した。
質問票は以下の項目で構成されている。
①農家属性：教育・生活水準，教会への寄付等
②収支等の経済状況：農外所得の有無等
③既存のタンジェリン栽培を開始した動機：開始時期，継続理由等
④土地制度：土地の贈与・相続時期，取得先等。
また，質問票の聞き取り終了後，タンジェリン他の果樹園を踏査した。
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2010 年 7 月，2011 年 8～9 月，2012 年 2～3 月の 3 回の事前調査を踏まえて質問票を作成した。
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エピソード・インタビュー（Flick 2000 ）とは，対象領域の歴史に関連する出来事を主観的経験として語って
もらう質的研究の質問形式である。

101

表４－２：マラウイ南部州ムワンザ県における調査対象４ヵ村の概況

村番号

全世帯数
(戸)

所在地

主なエスニックグループ

主な宗教
（キリスト教）

①

264

近郊・農村

混合

混合

②

235

遠隔・農村

Chewa

混合

③

245

近郊・農村

Ngoni

ローマ・カソリック

④

406

中心市街地

Ngoni

ローマ・カソリック

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：主なエスニックグループと宗教に関しては，普及員と村長の情報に基づく。調査村①は 1964 年に独
立後に入植した移住村のため混合，調査村③と④は，主な教会がカンキツ類栽培をマラウイに伝播・
導入したと考えられているローマ・カソリック教会である。
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4.3.
4.3.1

調査結果
調査対象村における農家（80 戸）の属性および経営状況

（１）タンジェリン栽培農家と非栽培農家の属性
はじめに，各調査対象村における農家全体（80 戸）の属性に関して，タンジェリン栽培農家（以
下，
栽培農家 Tangerine Grower：TG）40 戸と非タンジェリン栽培農家（以下，
非栽培農家
（Tangerine
Grower：NTG）で整理した。

１）世帯主の年齢および婚姻の割合（表 4－3 ）
世帯主の年齢に関しては，農家全体（80 戸）の平均は 47.8 歳，栽培農家（40 戸）では平均 56.8
歳であったのに対し，非栽培農家（40 戸）では 38.8 歳で平均 18 歳の年齢差があった。特に村②の
非栽培農家（10 戸）は，平均 32.0 歳と村①の栽培農家（10 戸）の平均 62.3 歳であり，栽培農家
と比較して，非栽培農家は世帯主の年齢が若い世帯が多いことが明らかになった。
一方，婚姻（本調査の範囲では，長期海外出稼ぎによる不在など別居の場合も婚姻状態（配偶者
との離婚，死別を除く）割合とする。）は，60.0%であったのに対し，栽培農家では 57.5%，非栽
培農家では 62.5%と大きな差はなかった。中でも村①では，栽培農家と非栽培農家ともに 40.0%と
全体として低く，タンジェリン栽培の有無による差は見られなかった。
しかし，女性世帯主世帯（FHHs）は農家全体で 27 戸（33.8%），栽培農家では 17 戸（45.0%）
であったのに対し，非栽培農家では 10 戸（25.0%）であった。つまり，農家全体 FHHs の占める
割合よりも，栽培農家における FHHs の割合が高く，逆に非栽培農家では低いことが分かる。

２）世帯主の教育水準および，世帯構成員（表 4－3 ）
次に，世帯主の教育状況に関しては，農家全体の就学年数が平均 5.7 年，識字率は 68.8%だった。
栽培農家では就学年数が平均 3.5 年，識字率は 65.0%だったのに対し，非栽培農家では，それぞれ
平均 6.4 年と 72.5%の割合を示した。また，村ごとの特徴としては，村②の栽培農家では，就学年
数が平均 2.2 年と農家全体平均の半分以下であり，識字率も 50％となっていた。
これは，当時の村②の中には教会や小学校が無く，中心市街から遠隔地であったため，子どもた
ちは学校へアクセスできなかったためと考えられる。
また，村民の情報収集源となっているラジオの保有割合は全体で平均 61.3％，栽培農家と非栽培
農家では，それぞれ 70.0％と 52.5％だった。栽培農家での保有率が高い傾向が示された。
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しかし，村③では栽培農家では世帯主の識字率 70.0％に対して，保有割合は 40.0％となっており，
逆に，非栽培農家では識字率 40.0％に対して，保有割合は 70.0％となっていた。さらに，村②では
栽培農家は識字率 50.0％に対し，保有割合は 70.0％，非栽培農家では識字率 70.0％に対し，保有
割合は 40.0％と逆転していた。これは，タンジェリン栽培農家の識字率の低さが，ラジオの保有割
合に影響している可能性が考えられ，非識字者にとって，ラジオは貴重な情報源となっていること
を示唆している。
また，世帯構成員と農業従事者および教育従事者の平均人数は，農家全体では，それぞれ 5.3 名，
2.8 名，2.2 名，栽培農家では 6.0 名，3.1 名，2.6 名，非栽培農家は 4.7 名，2.6 名，1.9 名だった。
さらに，各世帯には，教育従事者（初等教育または中等教育課程に在学中の子ども）がいるため，
世帯主が非識字者（全体：25.0％，非栽培農家：32.5％，栽培農：17.5％）の場合においても，世
帯の内で（子どもを含む）誰か一人は最低でも読み書きが出来る状態にあると考えられる。

表４－３：調査対象村のタンジェリン栽培農家（40 戸）および非栽培農家（40 戸）の属性①

村番号 世帯主

FFHs

婚姻

世帯主 世帯主

ラジオ

世帯

農業

教育

の年齢

の割合 割合

教育年 識字率

保有割合

構成員

従事者

従事者

（歳）

（％） （％） （年） （％）

（％）

（人）

（人）

（人）

タンジェリン栽培農家（40 戸）
①

62.3

60

40

4.1

80

80

4.6

2.6

1.5

②

51.9

40

60

2.2

50

70

5.5

3.1

2.4

③

54.2

30

70

3.3

70

40

7.4

3.5

3.5

④

58.9

40

60

4.5

70

90

6.4

3.2

2.8

平均

56.8

45.0

57.5

3.5

65.0

70.0

6.0

3.1

2.6

非栽培農家（40 戸）
①

37.6

30

40

4.5

60

40

4.2

2.4

1.6

②

32.0

10

80

4.7

70

40

4.2

2.4

1.6

③

44.4

40

60

5.1

60

80

2 5.5

3.4

2.2

④

41.3

20

70

8.3

100

50

4.8

2.0

2.1

平均

38.8

25.0

62.5

6.4

72.5

52.5

4.7

2.6

1.9

全体

47.8

33.8

60.0

5.7

68.8

61.3

5.3

2.8

2.2

平均
資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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３）交通手段および，農外所得等の経済活動（表 4－4 ）
自転車の保有に関しては，全体で 41.3％（平均 0.5 台／戸）だったが，栽培農家では 57.5％（平
均 0.7 台／戸），非栽培農家ではその半数以下の 25.0％（平均 0.3 台／戸）だった。
バイクに関しては，全体で 2.5％と栽培農家で１戸のみが保有し，非栽培農家には存在しなかっ
た。バイク保有農家は，タンジェリン果実の販売による現金収入でバイク 2 台を購入していた。
また，
調査対象 4 ヵ村の中でも，
中心市街地から遠隔地である村②では，
栽培農家の自転車
（80.0％）
とバイク（20.0％），非栽培農家の自転車（50.0％）の保有率は他の村と比較しても高い割合を示
しており，村民の貴重な交通手段となっていることが分かった。さらに，銀行口座の保有割合と農
外所得の有無は，全体平均で 16.3％と 43.8％，栽培農家では平均 22.5％と 65.0％だった。
一方，非栽培農家では，農外所得を持つ割合が平均 87.5％と高いにも関わらず，銀行口座の保有
割合は栽培農家の半分以下の平均 10.0％だった。これはタンジェリン果実販売による年１回のまと
まった現金収入を銀行口座で管理するタンジェリン栽培農家（事例 4－1 ）が存在するためである
と考えられる。
【事例 4－1 】タンジェリン果実販売の現金収入は銀行口座に貯蓄：村②初期導入者（65 歳・男性）
タンジェリンの果実の売上金は全体で高額になるため，そのまま銀行に貯金している。必要な時
に引きおろしたり，バイクを購入したり，商店の品物を購入している。果実の価格は，例年 7 月末
が最高値となるため，他の農家が売り切ってしまってから，最後に売ることにしている。一日です
べての果実を売り切ってしまうため，早朝から買い付けのトラックが行列をなすほどである。

４）携帯電話の保有割合と生活インフラの整備（表 4－4 ）
携帯電話の保有割合は，調査世帯全体では 22 戸（27.5％，平均 0.4 台／戸）で，栽培農家で 13
戸（32.5％，平均 0.5 台／戸），非栽培農家では 9 戸（22.5％，平均 0.3 台／戸）だった。
また，携帯電話を 2 台以上保有する世帯も農家全体で 8 戸（保有世帯の内訳 36.4％），栽培農家
で 6 戸（内訳 46.2％），非栽培農家では 2 戸（内訳 22.2％）存在した。近年，アフリカ地域にお
いて市場価格の取引などで注目され，地域の村民での共有インフラとされており，本調査でも比較
的多くの世帯が携帯電話を保有していた。これは，携帯電話が情報の入手源であるとともに，銀行
に現金を貯金する代わりにすぐに売れる売却可能な資産であるという認識を持っているためでもあ
ると考えられる。さらに，生活インフラである電気水道は，調査対象地域の全体で普及しておらず，
電気も栽培農家の１戸のみ（5.0％）だった。村民は水道水を利用することなく，最寄りの井戸まで
毎日水汲みを行って生活していた。そのため，植栽後の果樹に対して水やりを行うためには，飲料
用と生活用水を確保した上で，果樹の灌水のために井戸まで往復しなければならいない状況だった。
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表４－４：調査対象村のタンジェリン栽培農家（40 戸）および非栽培農家（40 戸）の属性②

村番号

自転車

バイク

銀行口座

農外収入

携帯電話

電気

水道

保有割合

保有割合

保有割合

有の割合

保有割合

普及率

普及率

栽培農家（40 戸）
①

60（0.8）

②

0（0）

50

90

40（0.7）

10

0

80（1.2） 20（0.3）

10

40

10（0.1）

0

0

③

50（0.5）

0（0）

10

60

50（0.8）

0

0

④

40（0.4）

0（0）

20

70

30（0.4）

0

0

5.0

22 .5

65.0

32.5(0.5)

2.5

0.0

平均（％） 57.5（0.7）
非栽培農家（40 戸）
①

20（0.2）

0（0）

0

80

20（0.2）

0

0

②

50（0.6）

0（0）

10

100

20（0.3）

0

0

③

30（0.3）

0（0）

10

80

10（0.1）

0

0

④

0（0.0）

0（0）

20

90

40（0.4）

0

0

0.0

10.0

87.5

22.5(0.3)

0.0

0.0

2.5

16.3

43.8

1.3

0.0

平均（％） 25.0（0.3）

全体
平均（％）

41.3
（0.5）

27.5
（0.4）

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：婚姻は離婚，死別を除く。（

）内は村内 10 戸における平均所有台数。
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５）タンジェリン栽培農家（40 戸）と非タンジェリン栽培農家（40 戸）の経営状況

次に，タンジェリン栽培農家と非栽培農家の現金収入源を表 4－5 および，表 4－6 に整理した。
タンジェリン果実や栽培作物の販売による農業収入に加え，日雇い労働などの農外収入を含め，複
数回答可とした。現金収入源としてのみ示し，それぞれの金額は示していない。
タンジェリン栽培農家における現金収入源の第 1 位は，40 戸中 40 戸（100％）を占めた果実販
売であった。それに対し，非栽培農家は日雇い労働が 40 戸中 25 戸（62.5％）を占め第 1 位だった。
この日雇い労働は，現地語でガニュ（Ganyu） と呼ばれ，現金が必要な場合や，主食のトウモロ
コシが不足した際に，村内外の期限付きの収穫作業やトウモロコシ植え付け前の耕作作業などに従
事することが一般的である。一定の労働に対して，現金またはトウモロコシによって支払いが行わ
れるため，必要時に必要なだけ従事するだけで，世帯に必要なその日に必要な支出を賄うことが出
来る。
一方，栽培農家が日雇い労働に従事する割合は 12 戸（30.0％）の第 6 位となっていた。また，
栽培農家では，40 戸すべてがタンジェリンを含む果実販売から得ていたのに対し，非栽培農家にお
いてもタンジェリン以外のバナナやアボカドなどの果実販売が第 4 位となっていたが 6 戸
（15.0％）
のみであった。
栽培農家と非栽培農家において共通する農業所得としては，マメ類の販売で各第 2 位の 22 戸
（55.0％）
，18 戸（45.0％）
，調査世帯 80 戸全体でも第 2 位 40 戸（50.0％）高い割合を示した。
また，全体では日雇い労働が第 3 位の 37 戸（46.3％）だったため，第 4 位の 30 戸（37.5％）と
なったが，灌漑条件下の野菜栽培（葉野菜，トマト，タマネギなど）は，それぞれ第 3 位の 18 戸
（45.0％）
，と 12 戸（30.0％）を占めていた。
さらに，タンジェリン栽培農家では，第 5 位にサトウキビ栽培 14 戸（35.0％）が挙げられた一
方で，非栽培農家においては，第 4 位に食品加工が 6 戸（15.0％），第６位のその他としては，酒
造り，大工，常勤労働（各 3 戸）等の農外所得が挙げられた。
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表４－５：タンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）の現金収入源の比較
（複数回答可）

1

順位
タンジェリン
栽培農家

2

果実販売

（％）

日雇い
労働

14

12

100.0

55.0

45.0

37.5

35.0

30.0

労働

（N=80）

葉野菜栽培

サトウキビ
15

栽培農家

全体

家畜販売

6

18

日雇い

（％）

灌漑による

5

22

非タンジェリン
（ N=40）

4

40

（N=40）
（％）

マメ

3

マメ

灌漑による

果実販売

加工食品

葉野菜栽培

（バナナ等）

の販売

その他

25

18

12

6

6

3

62.5

45.0

30.0

15.0

15.0

5.7

果実販売

マメ

日雇い労働

灌漑葉野菜

家畜販売

サトウキビ

46

40

37

30

17

15

57.5

50.0

46.3

37.5

31.0

18.8

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：非タンジェリン栽培農家における 4 位「果実販売」はバナナやアボカド等，タンジェリン以外の果実販売によ
る現金収入である。また，6 位「その他」としては，酒造り，大工，常勤労働（各 3 戸）であった。
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表４－６：各調査対象村におけるタンジェリン栽培農家（TG）と非栽培農家（NTG）の現金収入源（複数回答可）
主要所得源

全体
世帯数

食料作物販売
家畜販売
換金作物販売
果実販売
タンジェリン果実
その他果実
灌漑野菜販売
マメ類販売
サトウキビ販売
綿花販売
その他（イモ類等）
農外所得
商店
バイク便
酒造り
加工食品販売
古着・布販売
借家
工芸品（ゴザ）
大工
賃金／俸給：常勤
臨時雇現金所得
年金
送金
その他
計

TG

NTG

（％）

（％） （％）

7.5
0.0
87.5
57.5
50.0
33.8
37.5
50.0
18.8
5.0
2.5
76.3
2.5
3.8
8.8
8.8
3.8
1.3
1.3
3.8
6.3
46.3
2.5
5.0
3.8
―

7.5
37.5
100.0
100.0
100.0
52.5
45.0
55.0
35.0
7.5
0.0
65.0
2.5
5.0
10.0
2.5
2.5
2.5
2.5
0.0
5.0
30.0
2.5
10.0
5.0
―

7.5
5.0
75.0
15.0
0.0
15.0
30.0
45.0
2.5
2.5
5.0
87.5
2.5
2.5
7.5
15.0
5.0
0.0
0.0
7.5
7.5
62.5
2.5
0.0
2.5
―

村①（20） 村②（20） 村③（20）
TG
0
2
10
10
10
2
2
7
2
3
9

1

N
0
T
1
G
7
1
1
5
-

TG
0
5
10
10
10
5
5
5
5

N
2
T
0
G
8

4
4

TG
2
6
10
10
10
6
6
6
3

NT
0
G
1
8
3
3
4
6

村④（20）
TG
1
2
10
10
10
8
5
4
4

NT
1
G
0
7
2

7

9

4

3
1
1

2
4
3
1

1
1
8
1

4
1
2

2

1
10

6

8

1
2
1

1
1

1
1
2
1
1
2
2
35

2
2
5

2

8

6

7
1

3

1
1
5

2
1
20

35

23

40

24

36

22

合計（80）
TG
3
15
40
40
40
21
18
22
14
3
26
1
2
4
1
1
1
1
0
2
12
1
4
2
146

NT
3
G
2
30
6
6
12
18
1
1
2
35
1
1
3
6
2
0
0
3
3
25
1
0
1
89

全体
6
17
70
46
40
27
30
40
15
4
2
61
2
3
7
7
3
1
1
3
5
37
2
4
3
235

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。注：表中では，各世帯数を示した。臨時雇現金所得は，収穫作業などの日雇い労働を示す。
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【事例 4－2 】新規の換金作物の導入
換金作物としての綿花の再導入106
ムワンザ EPA では，換金作物として，綿花栽培を推奨している。しかし，2012 年度の綿花買取
価格は，農家が想定していた 200－250MK／kg よりも安価 100MK／kg にとどまった。そのため，
2013 年の作付では，政府から綿花の種子（15kg／袋）と農薬（1,400MK／200ｍl×5－6 本：収穫
までに 4 回散布）が無料配布されるにも関わらず，農家の栽培希望者は前年の３分の１となった。
種子の無料配布は，2012 年度の作付で約 500 袋（15kg／袋）に対し，2013 年作付では，166 袋
（15kg／袋）を予定していた。
換金作物である綿花は，適切な栽培管理を行った場合，１袋の種子（15kg）から 700kg の綿花
が収穫可能であり，安価とされる 100MK／kg の単純計算でも１回の作付で 70,000MK の現金収入
となる。つまり，適切な栽培管理を行った場合，主食トウモロコシを 10 袋（500 ㎏）以上購入（ト
ウモロコシ：7,000MK／50 ㎏）≒70,000MK を購入できる計算になる。
ムワンザ EPA では，今後の政府の方針が変更されない限り，綿花種子の無料配布は継続される
が，綿花の買い取り価格によっては，来年度はさらに農家の興味が減退する可能性がある。そのた
め，今後の展望としては，2013 年度は改良品種のダイズの普及を計画しており，すでに 266 袋（30kg
／袋）＝7,980kg の種子が分配済みである。
しかし，綿花は，主食トウモロコシと混作できないため，綿花を販売した現金で不足分のトウモ
ロコシを購入することになる。ムワンザ県では，天候が不安定であるため，トウモロコシの自家栽
培の収穫が毎年不足している世帯においては，食糧を確保するために綿花栽培が有効な手段の一つ
と考えられる。一方で，投入財の無料配布にも関わらず，綿花栽培を選択しない農家が存在する（事
例 3－2－3 ）ことから，今後の政府の動向によっては，綿花栽培導入も一過的なものになる可能性
は否定できない。

106

2013 年 1 月 29 日（火）のチムェンブ（Chimwembu）EPA，農業普及開発調整員（AEDC： Agriculture Extension

Development Coordinator)に対する聞き取りに基づく。
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事例 4－2－1：ダイズ栽培の新規導入を希望
HHID4C4 (FHH：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店，宗教) ：母系 TG
夫から相続したタンジェリンの栽培を継続しているが，新規で換金できる作物を導入したい。政府
は綿花を進めているが，綿花栽培は作業が多く面倒である。トウモロコシと混作できるダイズであ
れば植えたいと考えている。
事例 4－2－2：自家消費用としてコメ栽培の新規導入を希望
HHID C7(FHH 別居：女性 48 歳，Ngoni ，農婦， 宗教：ローマ) ：母系
自家消費用のコメを 2011 年 12 月から栽培している。昨年は５カップ（1000MK）の種の作付か
ら 100kg を収穫し，今年も種を再利用してコメを栽培している。ダイズには興味があるが綿花には
興味が無い。綿花の栽培は綿花の単作になるため，耕作地のスペースに問題がある。ダイズはトウ
モロコシとも混作できるため，改良品種の種子があるなら植えたい。
事例 4－2－3：換金作物として綿花，トウガラシ，ダイズを導入
HHID C2 (FHH 独身：女性 63 歳，就学 8 年，農婦，Lomwe，宗教：Seventh day)
2012 年にトウガラシは 140,000MK を売り上げたが，綿花は 110kg 収穫に対して 11,900MK の
みだった。そのため，2013 年度は綿花栽培を中止し，トウガラシの継続とダイズ栽培を新規導入し
ている。綿花は農薬散布（3 回）の手間や収穫作業に時間がかかるが，単価（kg）はピジョンピー
と同じ 100 MK であるため，単価の高いダイズの栽培を増加することを考えている。また，ダイズ
は伝統食のパラ（粥状に練って食べる）の原料にも加工出来るため，食糧不足等の緊急時の自家消
費用にも役立つ。AK は 2013 年トウガラシの売り上げ 140,000MK から 73,800MK トウモロコシ
投入財（化学肥料 6 袋＝57,000MK＋種子（5kg）6 袋×2800＝16,800MK）を購入していた。
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６）小括：タンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）の属性の特徴

ここで一度，タンジェリン栽培農家と非栽培農家の属性の特徴をまとめる。
タンジェリン栽培農家では，世帯主の平均年齢は比較的高く（56.8 歳），非栽培農家（38.8 歳）
とは平均 18 歳差であり，
若い世帯の傾向にあった
（表 4－3 ）
。
また，
婚姻の割合は，
栽培農家
（57.5%）
と非栽培農家（62.5%）では大きな差はなかったが，女性世帯主世帯が占める割合は，栽培農家
（45.0%）と非栽培農家（25.0%）で約 2 倍の差があった。つまり，タンジェリン栽培農家では，
女性世帯主世帯が占める割合が高いことが明らかとなった。
一方，世帯主の教育状況に関しては，非栽培農家では，就学年数は平均 6.4 年と識字率 72.5%と
栽培農家（平均 3.5 年，62.5%）より高い割合を示した。これは，マラウイでは，近年初等教育の
無償化が進められており，栽培農家と非栽培農家の世帯主の年代の差が，就学年数と識字率に影響
していると考えられる。
さらに，世帯主のうち非識字者が占める割合は，栽培農家で 35.0%（40 戸中 14 戸）と非栽培農
家 27.5%（40 戸中 11 戸）だった。そのうち，男性世帯主世帯の占める割合は．栽培農家で 17.4%
（23 戸中 4 戸）と非栽培農家で 20.0%（30 戸中 6 戸）だった。
一方で，女性世帯主世帯の占める割合は．栽培農家で 17 戸中 10 戸（58.8%）と非栽培農家で 10
戸中 5 戸（50.0%）と男性世帯主世帯の倍以上と高かった。つまり，女性世帯主世帯のうち，非識
字者の占める割合は，タンジェリン栽培の有無に関わらず高いことが分かる。
また，村民の情報収集源とされるラジオの保有割合は，非栽培農家（52.5％）よりも栽培農家
（70.0％）で保有率が高い傾向がが示された（表 4－4 ）。これは，世帯主の識字率の低いため，
貴重な情報入手源であるラジオの保有割合の高さに影響している可能性も考えられる。
世帯構成員の平均は，栽培農家（6.0 名）のほうが，非栽培農家（4.7 名）よりも 1.3 名多いにも
かかわらず，農業従事者は栽培農家（3.1 名）のほうが，非栽培農家（2.6 名）よりも 0.5 名多いの
みであった。教育従事者の平均人数は差が小さく，タンジェリン栽培の有無に関わらず，教育費の
必要となる在学中の子どもが，各世帯いる状態にあると考えられる。
次に，栽培農家と非栽培農家の経営状況を表 4－5 ，表 4－6 にまとめた。栽培農家はタンジェリ
ンを含む果実販売（100.0％）
，非栽培農家は日雇い労働（62.5％）から主に現金収入を得ていた。
マメ類の販売では，全体でも 40 戸（50.0％）
，それぞれ 55.0％，45.0％と高い割合を示した。全体
では日雇い労働が 37 戸（46.3％）だったが，灌漑条件下の野菜栽培は，全体で 37.5％それぞれ，
45.0％，と 30.0％を占めていた。さらに，栽培農家では，サトウキビ栽培（35.0％）や非栽培農家
では，農外所得として，食品加工（15.0％）や酒造り，大工，常勤労働等が挙げられた。
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非栽培農家は，農外所得を持つ割合が高く（87.5％），栽培農家はタンジェリン果実販売の収入
があるため，他の農外所得（日雇い労働など）を必要としない傾向にあると考えられる。
さらに，非栽培農家は銀行口座の保有割合は 10.0％と低く貯蓄に依存できない状況であった。そ
のため，現金収入が必要となった際には，常に日雇い労働などで現金収入を得る手段を確保する必
要があった可能性も示された。
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（２）世帯主の就学年数と識字率
１）タンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）における世帯主の就学年数と識字率
次に，タンジェリンの栽培と世帯主の教育水準の関係性を明らかにするため，表 4－3 における
世帯主の教育水準および，世帯構成員（2）で言及した教育水準に注目し，世帯主の就学年数と識
字率を性別および栽培農家と非栽培農家別に整理した（表 4－7 ）。
栽培農家と非栽培農家の別にみると，就学者数と平均教育年数ともに差があることが分かる。ま
た，非識字率は農家全体では 31.3％（25 戸）の栽培農家 14 戸（35.0%）と非栽培農家 11 戸（27.5%）
だった。そのうち，女性世帯主世帯の占める割合は栽培農家で 17 戸中 10 戸（58.8%）
，非栽培農家
で 10 戸中 5 戸（50.0%）と高く，男性世帯主世帯の栽培農家 23 戸中 4 戸（17.4%）と非栽培農家
30 戸中 6 戸（20.0%）の倍以上となっていた。
また，女性世帯主と男性世帯主を比較した場合，男性世帯主の全体（53 名）では，就学率は 81.1％
（43 名），就学年数は平均 5.4 年，識字率は 81.1％（43 名）だった。それに対し，女性世帯主の
全体（27 名）では，就学率は 55.6％（15 名），就学年数は平均 3.5 年，識字率も 44.4％（12 名）
と男性世帯主と比較して低かった。
さらに，女性世帯主の内栽培農家（17 名）では，就学率・識字率ともに 41.2％（7 名），就学年
数は平均 2.4 年と非栽培農家の女性世帯主と比較した場合よりも低い数値であることが分かる。
タンジェリン栽培農家のうち女性世帯主の識字率が低く，就学年数が短い理由としては，識字者
よりも現金収入を得るための就業の機会が少なく，タンジェリン栽培の現金収入が重要な農業所得
であった可能性も示唆された。
しかし，栽培農家の世帯主の平均年齢が 56.8 歳と非栽培農家の 38.8 歳よりも世代の年齢層が高
く，現在のように初等教育の無償制度が整っていなかったため，制度に支えられておらず就学なか
った可能性も考えらる。
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表４－７：調査対象農家（80 戸）の世帯主の性別による就学割合と識字率の比較

構成員

就学者 就学率

就学年 識字者

識字率

非識字者

（人）

（人） （％）

（年） （人）

（％）

（人）

非識字率
（％）

男性世帯主（53 名）
栽培
非栽培

23
30

18
25

78.3
83.3

4.6
6.2

19
24

82.6
80.0

4
6

17.4
20.0

小計

53

43

81.1

5.4

43

81.1

10

18.9

女性世帯主（28 名）
栽培

17

7

41.2

2.4

7

41.2

10

58.8

非栽培

10

8

80.0

4.7

5

50.0

5

50.0

小計

27

15

55.6

3.5

12

44.4

15

55.6

80

58

72.5

4.5

55

68.8

25

31.3

全体

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
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２）タンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）における識字率

続いて，栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）の世帯主の就学年数と 3 段階の識字レベル（0：
まったく読み書き出来ない，1：中程度：自分の名前は書ける，簡単な単語は分かる，2：まったく
問題なく読み書き出来る，に設定の上で自己申告）に分けてを整理した。
その結果，タンジェリン栽培の有無，また性別に関係なく，世帯主の就学年数と識字レベル二つ
の変数には強い相関関係（γ＝0.819）が見られた。就学経験が無い場合，読み書きは出来ない場合
が多いため，農業普及に関する情報等にもアクセスできない可能性が考えられる。
また，性別と識字レベル，性別と就学年数では，それぞれ負の相関関係（γ＝－0.546）と（γ＝
－0.328）が見られ，性別によって就学年数と識字率に男女間で差があることが確認できた。
男性世帯主のほうが，世代に関係なく就学の機会が多く，一方，女性世帯主は就学の機会が少な
く，まったく読み書きが出来ない割合も高いことが分かる。そのため，果樹栽培普及に関する情報
や研修がマニュアルや文書等であった場合，女性にはアクセスが難しい可能性も示された。一度，
植栽されたタンジェリンの栽培を継続するためには，識字や特別な技術等が不要であるため，就学
年数 0 年の非識字者の割合が高い女性世帯主世帯によっても比較的容易に管理が可能だったとも考
えられる。
他方，民族と教育水準は，民族と識字レベル（γ＝0.008）
，民族と就学年数（γ＝0.124）と関
係性はみられなかった。同様に土地取得時期と識字レベル，および就学年数とでは，それぞれ相関
（γ＝0.240）と（γ＝0.240）となり，関係性は示されなかった。
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３）タンジェリン栽培農家（40 戸）における世帯主の就学年数とタンジェリン植栽時期

調査時点（2013 年 2 月）において，タンジェリンの栽培を継続していた農家の世帯主（40 名）
の就学年数とタンジェリン植栽時期の関係性に着目した（図 4－1 ）。
タンジェリンの栽培農家（40 戸）の就学年数と植栽時期は，ややばらつきはみられるものの二つ
の変数には非常に弱い相関関係（γ＝0.374）が見られた。また，世帯主の就学年数が 0 年の場合，
1960 年代後半と 1980 年前後で，タンジェリンの植栽が集中していた。これは，タンジェリンを植
栽した世帯数の多さによるものとも考えられる。

図４－１：タンジェリン栽培農家における世帯主の就学年数と植栽時期の関係

2010

タンジェリンの植栽時期（年）

2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
0

2

4

6

8

栽培農家世帯主の就学年数（年）

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：タンジェリン植栽時期は，自己申告であり，本人による植栽以外も記載。
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10

12

４）小括

タンジェリン栽培農家のうち，女性世帯主の識字率が男性世帯主よりも低く，就学年数が短いこ
とが明らかとなった。
その理由としては，識字者よりも現金収入を得るための就業の機会が少なく，
タンジェリン栽培の現金収入が重要な農業所得であった点が挙げられる。
しかし，タンジェリン栽培農家の世帯主は，非栽培農家よりも世代の年齢層が高く，現在のよう
に初等教育の無償制度が整っていなかったため，男女の性別に関係なく，就学が出来なかった可能
性も考えらる。
その一方で，タンジェリン栽培は，導入時点で土地の使用権を取得さえしていれば，就学年数や
識字に関係なく，誰にでも参入できた換金作物であったため，栽培農家の世帯主全体の識字率が低
くなった可能性も示唆される。
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（３）民族と在来の土地制度および土地使用権の取得時期の関係性

１）民族の違いによる土地使用権の取得時期（80 戸）
次に，世帯の民族構成と在来の土地制度（母系制または父系制等）に注目し，土地使用権の入手
時期に差があるのかを明らかにするため，4 ヵ村の調査世帯（80 戸）と民族別（1：ンゴニ，2：チ
ェワ（Chewa）
，3：ロームウェ（Lomwe），4：ヤオ（Yao），5：その他）による土地の取得時期（図
4－2 ）
，および土地制度（1：母系制，2：父系制，3：その他）による土地の取得時期（図 4－3 ）
の関係性を図に示した。
本調査の範囲内では，民族によって集団の母数が異なる上に，第二世代による贈与・相続等も含
まれており単純な比較はできないが，二つの変数には非常に弱い相関関係（γ＝0.240）があった。
また，民族により土地使用権の取得時期の集中が異なる傾向にあり，民族により土地の取得時期
に違いがみられた（図 3－2 ）
。

図４－２：調査対象世帯（80 戸）における民族別の土地使用権の取得時期との関係
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資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：民族別（1：ンゴニ（Ngoni）
，2：チェワ（Chewa）
，3：ロームウェ（Lomwe）
，
4：ヤオ（Yao）
，５：その他）
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具体的には，全体の民族構成でもっとも高い割合を占める Ngoni 族（1 ）は，1950 年後半から
1970 年前半に集中していた。Ngoni 族は，マラウイ国内では北部州に多いとされているが，ムワ
ンザ県の Ngoni 族は，1950 年代から教会の設置や大規模農場での労働力として北部から南部へ移
住したものと考えられている（3 章を参照）
。
これらの背景には，ムワンザ県に 1960 年代以降，新たに入植した世帯が影響していると考えら
れる。特に Lomwe 族（3 ）は，独立後の政府による土地の無償分配によって，ムワンザ県外（主
に南部州チョロ県等）から新たに入植している（HHID3，4，5）
。独立前後の 1960 年後半に外部
者が土地の使用権を入手していたことが分かる。
さらに，ヤオ族（4 ）は 2000 年代に県外からの新規移住者のみであったのに対し，全体に点在
する Chewa 族（2 ）による土地使用権の取得も 2000 年代後半に集中した時期があった。Chewa
族に関しては，先代からの相続・贈与によるものであった。
なぜ，このような結果となったのかの理由に関しては，個々の実態に着目する必要がある。また，
父系制の Ngoni 族が母系制をとる等，調査対象村において，民族と土地制度が一致しない理由と
しては，以下の事例による具体的な状況によって説明できる。

ⅰ）Ngoni 族の伝統的な父系制と母系制への変容

Ngoni 族は，マラウイ北部地域では，現在でも父系制を中心とした民族である。また，ムワンザ
県においても，Ngoni族の多い村は，敬虔なローマ・カソリック教会の信者も多いとされる。
調査対象村の中でも，村③のS村は開村の起源が古く，1840年代に北部地域に移動せず定住した

Ngoni族の末裔であるためと考えられる。そのため，村③の伝統的なNgoni族の婚姻制度の事例とし
ては，非婚者の存在が挙げられる。「私たちの地域では，昔は『結婚』という制度はなかったため，
私にも夫はいない。HHID S4 (FHH非婚：女性93歳，Ngoni ，農婦， 宗教：ローマ・カソリック)
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【事例 4－3 】Ngoni 族における伝統的な父系制と母系制への変容
本調査の範囲内では，タンジェリン栽培農家の中にも，妻が夫の土地に入居する夫方居住の事例
も確認している。
事例 4－3－1：伝統的な Ngoni 族の父系制
1971 年婚姻の際に実祖母から土地を生前贈与された。子どもは 12 人生まれ，生き残った女 3 人
と妻と孫 8 人と同居し，男一人で面倒を見ている。本人も伝統的な Ngoni スタイルであると自負
している（HHID S1：既婚，男性 62 歳）。
1997年に実祖母から土地を相続し，1999年に結婚した。伝統的なNgoni スタイルの夫方居住だが，
妻は近隣から嫁入りした。妻方居住が主流の最近では，珍しい例といえるかもしれない（HHID S3：
既婚，男性32歳） 。
事例 4－3－2：地域内における父系制から母系制への変容
・父から娘へ土地の使用権を贈与：HHID C10（FHH 離婚：女性 61 歳）

Ngoni 族は本来，父から息子に土地が移譲される父系のエスニックグループである。しかし，本
事例では実父が 1964 年にマラウイ政府から無償分譲を受けた土地を 6 人兄弟（女 3 男 3）に対し，
女 3 名だけが結婚時に生前贈与された。その理由としては，南部州では母から娘への母系ラインを
通じた相続が基本となっていることが挙げられる。本来は父系制の Ngoni 族である息子は婚姻の際
に妻方居住となるため，土地の相続が不要となる。そのため，娘が婚姻する際のみに，父親は土地
を生前贈与したものと推察される。つまり，民族としては父系制の Ngoni 族だが，土地の相続の際
は地域性を重視している考えられる。また，Ngoni 族の母から離婚で出戻った息子に相続する場合
もある（村③HHID S4 の妹 (FHH：女性 62 歳)。本来は，娘に土地を相続するが，息子（1954 年
生の 58 歳）が 5 年前に離婚して実家に出戻ってきており，身の回りの世話や農作業を行ってくれ
ているため，息子に相続させる予定である。
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２）在来の土地制度（母系制・父系制）による土地使用権の取得時期の関係性（80 戸）
続いて，伝統的な土地の相続制度（1：母系制による相続，2：父系制による相続，3：相続以外
の方法）による土地使用権の取得時期の関係性に着目した。2 つの変数には民族の違いによる場合
と同様に非常に弱い相関関係（γ＝0.247）が見られた。
また，母系制か父系制か等の土地の相続制度の違いによって，土地使用権を取得した時期が異な
る傾向にあり，取得が重なる時期に違いがあることが確認できた（図 4－3 ）。

図４－３：調査対象世帯（80 戸）における在来の土地制度と土地使用権の取得時期
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資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：土地の相続制度（1：母系制による相続，2：父系制による相続，3：相続以外の方法）
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調査世帯全体で割合がもっとも高かった，母系制による相続（1）の 54 戸（67.5％）は，断続的
に土地の贈与・相続が行われており，中でも 1950 年後半から 1960 年代，1990 年前後に集中して
いた。これは，調査対象村で土地の世代交代が断続的に行われており，母系制による土地の贈与・
相続の影響が全体的に大きいことを示している。
しかし，父系制による相続（2）は，全体数が少なく 9 戸（11.3％）のみで，一部は 1960 年代に
集中しているが，年度ごとに例外的に点在していることが分かる。
また，相続以外の方法（3）による取得では，在来の土地制度の贈与・相続以外の方法として，
独立後マラウイ政府からタバコ農場跡地の無償分譲が 8 戸（10.0％）
，個人から使用権のみ購入，個
人から使用権の賃貸等（年または月契約）7 戸（10.0％）を確認できた（詳細は表 4－8 参照，p．
125）
。

【事例 4－4】地域内における伝統的な母系制
HHID C2 (FHH 独身：女性 63 歳，就学 8 年，農婦，Lomwe，宗教：Seventh day)
AK は 2009 年に実母から土地を死後相続した。夫とは死別したため，現在は一人住まいだが，ブ
ランタイアに住む息子に孫娘が 3 名いる。将来的には孫娘が結婚した際に生前贈与を考えている。

【事例 4－5】ヨーロッパ人の大規模農場跡地の無償分譲
1950 年代は，この地域には大規模農場が 3 か所（Chi 村：ミチル，ムワンザ，Nakundue）も存
在していた。S 村にはタバコの大規模農場で働いている人が大勢いたが，当時から S 村に人は住ん
でいた。
「毎日タバコの葉を収穫し，束ねて小屋で乾燥させていた。タバコを吸うこともそこで覚え
た。タバコの葉は，収穫作業の時に，少しずつ持ち帰って両親に渡していた。当時はまだ子どもは
いなかった。当時はコーヒー栽培も盛んだったが，現在は気候も変わり、ピジョンピーの栽培に切
り替わっている（村③90 歳・女性：S4 の妹）。
」
また，独立以前は，H 村にもモザンビークから移住したヨーロッパ人 2 名の農家（Mr.コスタと
Mr.エネック）が独立以前にタバコを中心とした農場を営んでいた。しかし，独立後に撤退してい
る。Chi 村の様な大農場ではなかった。
事例 4－5－1：ヨーロッパ人のタバコ農園撤退後，従業員への無償分譲⇒伝統的な母系制
HHID5C5 (MHH：女性 38 歳，
（夫 46 歳，水道局）Ngoni ， 宗教：アブラハム)
1991 年の結婚時に妻の実母から贈与された土地に夫が婚入し，妻方居住となった。2008 年に死
亡した実母は，イギリス人のタバコ農園で働いていたため，1960 年にはすでに個人で耕作可能な土
地の使用権を取得していた。
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事例 4－5－2：返還された大規模農場跡地を新政府から無償分譲⇒伝統的な母系制
HHID C7(FHH 別居：女性 48 歳，Ngoni , 農婦， 宗教：ローマ) ：母系
1965 年にマラウイ新政府から 0.9 ヘクタールの土地の無償分譲を受けた。政府によって区画整理
されていた一区画を父親が無償分譲された。1997 年の娘の私に贈与している。
新政府の無償分譲の対象者は，土地を持たない世帯であり，夫婦の場合は夫のみに分譲された。
政府からの分譲土地の相続先：現在の土地の相続は，8 名の子どもの内，現在未婚の 3 名と同居し
ているが，息子は婚姻の際に村外に出るため，末娘に相続したいと考えている。
事例 4－5－3：女性世帯主世帯では夫の代わりに息子が政府から土地を無償分譲（1972 年）
HHID C9 (FHH 死別：女性 72 歳（1940 年生）
，就学 2 年，農婦，宗教：CCAP)
EM は出産した 7 名の内，唯一生き残った一人息子が 1972 年にマラウイ政府から無償分譲を受
けた土地を管理している。死別した夫はムワンザ県の裁判所で働いていた。夫がしべ地していたた
め，1964 年の無償分譲の際には土地を入手できなかった。肥沃度の低い土地は希望者がいなかった
ため，広大に残っており，政府が再度告知した際に，息子が土地の使用権を取得した。現在，息子
は村外（南部州マンゴチ県）で働いているため，孫夫婦と曾孫と生活している。
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３）タンジェリン栽培農家と非栽培農家の土地使用権の取得方法の比較
次に，図 4－3 に示したタンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）で比較した土地使
用権の取得方法の内訳を調査対象村ごとに表 4－8 に整理した。

表４－８：各村における調査世帯（80 戸）の土地使用権の取得方法の内訳
村番号

在来の土地制度（贈与・相続）
母系制
父系制

村長

無償分配
独立後の政府

新しい土地制度
賃貸・購買他

タンジェリン栽培農家（N＝４０）
①

４

０

０

６

０

②

５

２

０

１

２

③

７

２

０

０

０

④

９

１

０

０

０

26

５

０

７

２

（65.0）

（12.5）

（0.0）

（15.0）

（5.0）

小計

非タンジェリン栽培農家（N＝４０）
①

８

１

０

１

０

②

７

１

２

０

１

③

９

０

０

０

２

④

６

２

０

０

２

28

４

２

１

５

（70.0）

（10.0）

（5.0）

（2.5）

（12.5）

54

９

２

８

７

（67.5）

（11.3）

（2.5）

（10.0）

（8.8）

小計

合計

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。注：無償分配は伝統的な村長からの無償分配と別に，1964 年に独
立後のマラウイ新政府による無償分譲の事例数および割合を示した。
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調査対象世帯（80 戸）全体でみると，母系制は 54 戸（67.5％）
，父系制は 9 戸（11.3％）だった。
在来の土地制度以外の取得方法の具体的な事例として，栽培農家では，独立後マラウイ政府からヨ
ーロッパ人タバコ農場跡地の無償分譲（7 戸），非栽培農家では，個人から使用権のみ購入，個人か
ら使用権の賃貸等（年または月契約），在来の土地制度の変化（5 戸）を確認した（表 4－8 ）
。
続いて，各調査対象村における土地制度の実態に関して，村ごとの特徴の違いに注目した。各村
で民族の構成が異なるにも関わらず，すべての村で母系制が大半を占めた。これは，民族性よりも
地域性が重視され，母系制が中心となる土地制度が運用されているためと考えられる。
一方，村①では，独立後政府による無償分譲が全体 8 例の内 7 例が集中していた。村ごとの社会
的な背景が異なるためであると考えられる。
この点に関しては，具体的な事例に基づき，以下に詳細を述べることにする。

【事例 4－6】県外から転入時に大規模農場跡地を新政府から無償分譲された場合

事例 4－6－1：県外から転入時に新政府から無償分譲＋タンジェリンを植栽⇒娘に贈与予定
HHID3C3 (MHH：男性 74 歳（1938 年生）
，Manganja，元教師， 宗教：ローマ) ：母系
1964 年に結婚し，1965 年にマラウイ政府から 3.9 エーカーの土地の無償分譲を受けた。分譲さ
れた土地は 1950 年代にイギリス人がマラウイ政府に返還したタバコ栽培用に開拓された平野だっ
たため，木は一本もなく草原だった。そのため，農家は分譲された土地に木を植え，私はタンジェ
リンの苗木を 300 本植えた。農場跡地は，政府によって 3.9 エーカーごとに木製の柵で区画整理さ
れていた一区画を分譲された。無償分譲の対象者は，土地を持たない世帯であり，夫婦の場合は夫
に分譲された。私が土地の分譲を希望した訳ではなく，自動的に分配された。
事例 4－6－2：転入時に夫が新政府から無償分譲＋夫が植栽⇒夫から土地ごと死後相続
HHID C8 (FHH 死別：女性 66 歳（1946 年生）
，商店経営， 宗教：Seventh Day)

Lomwe 族（３）族のチーフを実家に持ち，小学校 3 年で中退した。現在は孫（女 15 歳）と二人
暮らし。1964 年に出身地のチョロ県からムワンザ県に転入した。その際に，夫がマラウイ政府から
無償分譲を受けた。TA と村長を通して，土地（の利用権）を販売することは可能であるため，夫
の死後，所有していた 7 エーカーの内 2 エーカーを販売した。
タンジェリンは，1985 年に夫が友人からもらった種を苗床で育成し移植した。政府からもらった
土地だから，果樹を植えると夫が判断し，自らタンジェリン選択し，植栽を決定した。現在でも 36
本の古木から果実の収穫が可能となっている。
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４）タンジェリン栽培農家（40 戸）におけるタンジェリン植栽者と樹木の贈与と相続方法
続いて，タンジェリン栽培農家におけるタンジェリンの植栽者と土地制度および果樹の贈与・相
続方法（N＝40）に関する事例を表 4－9 に整理した。
現在の世帯主によるタンジェリンの植栽事例は，22 戸（55.0％），植栽者から土地ごと贈与また
は相続した事例は 17 戸（42.5％），その他が 1 戸（2.5％）だった。主な果樹の相続方法としては，
婚姻時に土地ごと娘への生前贈与が挙げられた。

表４－９：果樹栽培農家（40 戸）におけるタンジェリンの植栽者と相続・贈与の方法

順位
①

②

③
⑤

果樹の植栽者と贈与・相続先

合計
(N＝40)

割合
（%）

22

55.0

(男性が植栽)

(14)

(35.0)

(女性が植栽)

(8)

(20.0)

世帯主本人が植栽

女子婚姻時土地と贈与

10

25.0

（娘母・祖母が植栽）

（6）

（15.0）

（娘父が植栽）

（4）

（10.0）

夫の植栽を死後相続

7

17.7

その他：男性

1

2.5

小計
男性による植栽
① Tann
女性による植栽
①
資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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26

65.0

14

35.0

具体的に，果樹栽培農家におけるタンジェリンの植栽と贈与・相続方法の特徴を回答合計からみ
ると，「①世帯主による植栽（22 戸）」の内，男性世帯主による植栽が最も多く（14 戸），女子
の婚姻時に土地ごと生前贈与（10 戸），夫からの死後相続（7 戸）の順だった。
男性世帯主による植栽は，事例 4－6－1 で示した通りである。

ⅰ）男性のみに無償分譲されたタバコ農場跡地は果樹ごと娘に贈与・相続
独立後の政策により新政府から男性のみに無償分譲された土地も当該地域における在来の土地制
度である母系制（土地は母から娘へ相続）に基づき，父から娘に贈与されていた実態が明らかとな
った。これは，伝統的な土地制度（父系制）よりも地域に基づく母系制の方が強いことを示してお
り，これがムワンザ県における独自の土地制度の特徴であるとも言える。
つまり，通常の在来の土地制度では，贈与・相続の権利を持たない父（男性）が政策により使用
権を持つ土地を得たため，娘（女性）に贈与・相続する場合も多かったと考えられる。そのため，
父が植えた樹木作物（タンジェリン等）を土地ごと娘に贈与・相続する場合も発生しやすい状況に
あったと言える。本調査でも 4 事例を確認した。

【事例 4－7】大規模農場跡地の新政府から無償分譲に男性が植栽
事例 4－7－1：政府の無償分譲の土地に夫が植栽⇒土地も果樹も相続は娘に
HHID4C4 (FHHs：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店， 宗教：SD)：母系
政府から夫が土地の無償分配を受けて，タンジェリンを植栽した。夫の死後，土地ごとタンジェ
リンを相続した。現在の土地と樹木は，娘たちが結婚する際に贈与したいと考えている。
事例 4－7－2：県外からの転入時に無償分譲＋タンジェリンを植栽⇒娘に贈与予定
HHID3C3 (MHH：男性 74 歳（1938 年生）
，Manganja，元教師， 宗教：ローマ) ：母系
分譲された土地にタンジェリンの苗木を 300 本植えた。土地を持たない世帯であり，夫婦の場合
は夫に分譲された。土地の分譲を希望した訳ではなく，自動的に分配されたため，今の土地は現在
同居している娘 2 人に相続したいと考えている（事例 4－6－1）
。
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また，本調査の範囲では，タンジェリン栽培農家の妻方居住婚 65.0％（26 戸）内，男性（夫・
父他）による植栽は 50.0％（13 戸）を占めていた（表 4－9）。植栽者全体を性別に見てみると，男
性 26 戸（65.0％）女性 14 戸（35.0％）となった。さらに，タンジェリン栽培農家 40 戸の妻方居
住結婚 26 戸（65.0％）の内，男性による植栽は 13 戸（50.0％）を占めていた。
そこで，ムワンザ県の特殊性の 1 つである母系制の妻方居住婚にも関わらず，男性による果樹植
栽が行われていた実態に着目し，個々の具体的な事例を通してそれらの背景を詳しく見ていく。

ⅱ）妻方居住婚における男性によるタンジェリンの植栽

【事例 4－8】男性によるタンジェリンの植栽
事例 4－8－1：母系制に基づき妻方居住婚の妻が祖母から婚姻時に土地を贈与⇒夫（男性）が植栽
政府の無償分譲された土地に妻方居住した夫が植栽⇒死後は妻に樹に相続：FHHs
HHID4C4 (FHH：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店， 宗教：SD) ：母系
1968 年の結婚の際に，政府から無償分譲された土地を妻の父から生前贈与された（母系制？）
。
婚入する際に，夫が妻方居住となり，住居を建築し，同時にタンジェリンを植栽した。夫の死後，
タンジェリンの樹も相続した形となった。
事例 4－8－2：妻方居住だった夫が夫南ア出稼ぎ後にタンジェリンを植栽⇒夫の死後に妻が相続
HHID4C4 (FHHs：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店， 宗教：SD) ：母系
妻の祖母から婚姻時に贈与された土地に妻方居住婚だった。出稼ぎ禁止令の発令後に夫は，タン
ジェリンを妻の土地に植栽した。その後，夫は 1986～89 年の間に，２年間契約で２回の南アへの
出稼ぎを行った。帰国後 1996 年に死別した。

以上のように，妻方居住婚の男性が婚入時に植栽している事例も存在し，本調査では 7 例を確認した。
独立後の新政府による「南アフリカへの出稼ぎ禁止令（1974 年）」という政策が，南アフリカへの出
稼ぎが主な現金収入源だったムワンザ県の男性に対して，大きく影響していたと考えられる。
本政策により，通常は出稼ぎに出る時期に男性労働力に一時的な余裕が出来，他の現金収入活動を探
していたため，当時，導入初期導入者たちによって換金作物として注目され始めていたタンジェリン栽
培の導入を促進した。
また，それらの背景が妻方居住婚の男性が果樹を植栽するインセンティブになった可能性も示された。
実際に夫が植えた果樹を土地ごと相続した女性世帯主の事例も数多く存在した。
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５)小括：タンジェリン栽培導入に関する社会的要因
ⅰ）民族と在来の土地制度および土地使用権の取得時期の関係性
ここで一度，
民族と在来の土地制度の関係性，および土地使用権の取得時期の関係性をまとめる。
民族により土地使用権の取得時期の集中が異なる傾向にあり，
民族により土地の取得時期に違いが
みられた（図 4－2 ）
。
また，母系制か父系制か等の土地の相続制度の違いによって，土地使用権を取得した時期が異なる
傾向にあり，使用権の取得が集中する時期にも違いがあった（図 4－3 ）。
したがって，調査世帯全体では民族構成に関わらず，母系制による土地の贈与・相続の割合 54
戸（67.5％）が最も高く，母系制の影響が全体的に大きく，土地の世代交代が断続的に行われてい
ることが明らかとなった。
ⅱ）妻方居住婚と男性による植栽行動の関係性
前述の通り，一般にマラウイでは妻方居住婚における男性は妻の土地への投資行動に対するイン
センティブは低いとされる（第 2 章，表 2－1 参照，p.58）
。
しかし，本調査の範囲では，タンジェリン栽培農家の妻方居住婚 65.0％（26 戸）内，男性（夫・
父他）による植栽は 50.0％（13 戸）を占めていた（表 4－9 ）
。また，植栽者全体を性別に見てみ
ると，男性 26 戸（65.0％）女性 14 戸（35.0％）となった。さらに，タンジェリン栽培農家 40 戸
の妻方居住結婚 26 戸（65.0％）の内，男性による植栽は 13 戸（50.0％）を占めていた。
そこで，ムワンザ県の特殊性の 1 つである母系制の妻方居住婚にも関わらず，男性による果樹植
栽が行われていた実態に着目し，個々の具体的な事例を通してそれらの背景を詳しく見ていく。
一方，父系制による相続は，全体数も少なく 9 戸（11.3％）
，例外的に点在していることが分かっ
た。さらに，在来の土地制度以外からの贈与・相続による取得では，独立後のマラウイ政府からの
無償分譲 8 戸（10.0％），個人から使用権のみ購入・賃貸等 7 戸（10.0％）を確認した（表 4－8 ）
。
各村で民族の構成が異なるにも関わらず，すべての村で母系制が大半を占めた。これは，民族性
よりも地域性が重視され，母系制が中心となる土地制度が運用されているためと考えられる。
したがって，ムワンザ県では，複雑な民族構成が社会的な背景として挙げられていたが，民族に関
わらす，母系制の土地制度が中心であり，土地の使用権の取得時期が重要であると考えられる。
そのため，
以下では，
土地の使用権の取得時期とタンジェリンの栽培開始時期の関係性をみていく。
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（４）土地使用権の取得時期とタンジェリン栽培の有無および栽培開始時期の関係性

１）タンジェリン栽培農家と非栽培農家における土地使用権の取得時期
次に，タンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）における土地使用権の取得時期の
内訳を表 4－10 に整理した。タンジェリン栽培農家と非栽培農家を比較すると，栽培農家の土地取
得時期のほうが比較的早い傾向が示された。
調査世帯全体（80 戸）では，1970 年以前が 20 戸（25.0％），1991～2000 年，2001 年以降が各
17 戸（21.3％）だった。栽培農家では，1970 年以前が 15 戸（37.5％）と最も多く，1971～1980
年が 8 戸（20.0％）となっており，1980 年までに 23 戸（57.5％）が土地の使用権を取得していた。
一方，非栽培農家（40 戸）では，1980 年までに土地の使用権を取得したのは，9 戸（22.5％）に
とどまり，1991 年以降は 22 戸（55.0％）と高い割合を示した（表 4－10）
。

表４－10：タンジェリン栽培農家（40 戸）と非栽培農家（40 戸）における土地使用権の取得時期
（

土地使用権の取得時期
タンジェリン栽培農家

1970 年以前

1971～
1980 年

15

1980～
1990 年

）内の単位(％)

1991～
2001 年
2000 年
以降

8

5

8

4

（N=40）

（37.5）

（20.0）

（12.5）

（20.0）

（10.0）

非タンジェリン栽培農家

5

4

9

9

13

（N=40）

（12.5）

（10.0）

（22.5）

（22.5）

（32.5）

12

14

17

17

（15.0）

（17.5）

（21.3）

（21.3）

合計
（N=80）

20
（25.0）

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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２）タンジェリンの栽培農家（40 戸）の土地使用権の取得時期とタンジェリン栽培開始時期
続いて，タンジェリンの栽培農家（40 戸）の土地使用権の取得時期とタンジェリンの植栽時期の関係
性に注目し，散布を図 4－4 に示した。
ばらつきはみられるが，二つの変数には弱い相関関係があり（γ＝0.374），土地使用権を取得した時
期にタンジェリンの植栽が行われた傾向が見られた（図 4－4 ）。

図４－４：タンジェリン栽培農家（40 戸）における土地使用権の取得時期と植栽時期

2020

タンジェリン植栽時期（年）

2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920

1940

1960

1980

土地の入手時期（年）
資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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３）新マラウイ政府の政策施行とタンジェリンの植栽時期の関係性

次に，前述したタンジェリン栽培の植栽時期に影響したと考えられる新マラウイ政府の政策に着
目した。新政府の主な政策の施行時期とタンジェリンの植栽時期の関係性を図 4－5 にまとめた。
多少のばらつきはあるが，新政府の主な政策の施行した時期に合わせてタンジェリンの植栽が行わ
れた傾向が見られた（図 4－5）。

新マラウイ政府の政策の施行時期
1：独立前、2：1964年独立直後、3：出稼ぎ禁止
令、4その後）

図４－５：新政府による政策施行とタンジェリン栽培農家（40 戸）の植栽時期の関係
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1
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資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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４）新マラウイ政府の政策施行とタンジェリンの植栽時期の関係性

続いて，各タンジェリン栽培農家（40 戸）における土地使用権の取得年と植栽年の散布を図 4－
6 に示した。1960～80 年にかけて，土地使用権の取得年（■）とタンジェリン植栽年（♦）が重な
っている世帯が多いことが分かる。実際に，土地使用権の取得後から 3 年以内に自分の土地にタン
ジェリンを植栽した世帯は 57.5％（23 戸）と半数以上だった。そのうち，土地使用権の取得年と
同年にタンジェリンを植栽した世帯は 35.0％（14 戸）を占めていた。
土地使用権を取得した直後にタンジェリンを植栽した実態が数多く存在し，事例数からもタンジ
ェリンの植栽時期は，土地の使用権の取得時期と関係性があることが明らかとなった。
一方で，土地使用権を取得から 20 年以内にタンジェリンを植栽した農家も 8 戸（20.0％）存在
した。これは土地使用権を取得直後または 3 年以内にタンジェリン栽培を導入したグループとは異
なり，1970～80 年代にかけて，国際機関や NGO 等の果樹栽培の普及活動によって（詳細は 5 章
参照）
，タンジェリン栽培を導入した追随者のグループと位置付けることができると考えられる。

図３－６：タンジェリン栽培農家（40 戸）における土地使用権の取得年と植栽年の散布図
2020
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タンジェリン栽培農家（HHID）
資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。

134

35

40

５）小括：土地使用権の取得時期とタンジェリン栽培開始時期の関係性

ここで一度，土地使用権の取得時期とタンジェリン栽培の有無および栽培開始時期の関係性につ
いて考察をまとめる。
特に，独立後政府からの分譲地は，伝統的な「共同体」による土地の管理から解放されたため，
新規の樹木植栽に制限がなく，土地に対する使用権等の権利の強化・安定化を目的とした初期導入
者たちのタンジェリン栽培導入が初期の普及を促進したと推察される。
また，ムワンザ県では，父から息子へ相続が行われる父系制の民族である Ngoni 族も南部地域特
有の母から娘へ相続を行う母系制で土地を運用していた。そのため，通常は，男性の土地に対する
投資行動はインセンティブが低いにも関わらず，ムワンザ県では，男性によるタンジェリン植栽が
行われていることが明らかになった（表 4－9 ）。
したがって，
本研究におけるタンジェリン栽培普及と在来の土地制度に関する重要な知見として，
母系制の基本原理の基づく土地の相続や贈与が行われる地域にも関わらず，男性による果樹の植栽
が存在する事実を指摘できる。
他方， Hensen et.al.（2006）が，「妻方居住婚の場合，夫が土地への長期的な投資を行う意思
は弱く，男性が樹木を植栽するインセンティブは低い」と述べている。この考えに依拠する場合，
本研究では，母系制に基づく妻方居住婚の場合においても，男性である夫や土地を贈与・相続され
た娘の父親によるタンジェリン植栽の事例が確認された（表 4－9 ）。
そのため，本地域では妻方居住婚の場合でも何らかの要因で，夫が土地への長期的な投資を行う
意思はあり，男性が樹木を植栽するインセンティブを持っている可能性が示された。
したがって，果樹栽培の普及対象者に，樹木を植栽するインセンティブを持つと考えられる妻方
居住婚の男性も含めるべきであり，なぜ妻方居住婚の男性が，果樹植栽のインセンティブを持った
のか，その要因を明らかにすることが重要である。また，タンジェリン栽培の初期導入者の確保に
おいては，以上のような社会的背景の要因から生じる栽培導入動機の活用が必要であると言える。
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（５）各調査村における個人の行動に影響した「村」と社会的要因の関係性

ここまでは，個々の農家の実態に基づき，調査世帯 80 戸全体および，タンジェリン栽培農家（40
戸）
，非栽培農家（40 戸）に焦点を当て分析を行い，個人レベルで明らかになったことをまとめて
きた。しかし，分析の過程において，各村の民族構成や政府による土地の無償分配等，農家の個々
の行動が集合体の単位である「村」という空間に影響を受けている可能性が示された（表 4－8 参
照，p.125 他）
。
そのため，
「村」という要因（地理的・社会的・文化的・歴史的背景等）が，個人の行動に影響し
ているという仮説を設定し，調査村ごとに民族および土地の相続制度の関係性等の分析を行った。

１）各調査村における在来の土地制度と土地使用権の相続
はじめに，各調査村における土地使用権の相続と取得源，贈与と相続の概要を表 4－11 に整理し
た。エスニックグループの構成割合は，村①では Ngoni が 22 戸（55.0%）を占める混合村だった
が，その他は主要グループが 38 戸（90.0％）を占めていた。主な土地使用権の相続制度としては
母系制，土地取得源は娘母または祖母であった。相続方法としては，婚姻時の生前贈与が挙げられ
た。一方，村①では独立後のマラウイ政府，村②では村長からの無償分譲の事例も明らかとなった。

表４－11：調査世帯（80戸）における主な土地利用権の相続制度と取得源，贈与と相続
エスニックグループ
の構成割合（%）

土地の相続制度

主な土地の
取得源

土地使用権の
贈与・相続

①

Ngoni（55.0）

母系と政府分譲

娘母・政府

婚姻時贈与・無償分配

②

Chewa（90.0）

母系中心に混合

娘母・村長

婚姻時贈与・無償分配

③

Ngoni（90.0）

主に母系

娘母・祖母

主に婚姻時贈与

④

Ngoni（90.0）

主に母系

娘母・祖母

主に婚姻時贈与

村番号

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：エスニックグループの構成割合は，各村 20 戸の内の割合を示した。
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２）各調査村における土地使用権の取得時期とタンジェリン植栽時期の関係性

続いて，タンジェリン栽培農家の土地使用権の取得時期とタンジェリン植栽時期を年代と調査村
ごとに整理した（表 4－12 ）。
1970 年以前から年代ごとに比較すると，全体では 1970 年以前が 20 戸（50.0％）と最も多く，
続いて 1971 年～1980 年が 13 戸（32.5％），1981 年～1990 年が 6 戸（15.0％）だった。
現存する栽培農家では 1980 年までに 33 戸（82.5％）が植栽を行われており，1991 年以降は 1
戸のみであった。つまり，タンジェリンは新規に植栽されていないため，現在の栽培農家は過去に
植栽されたタンジェリンの維持管理を継続しているのみであると言い換えることも出来る。

表４－12：各調査村の栽培農家（40 戸）におけるタンジェリン植栽時期
（
村番号

1970 年以前

1971～
1980 年

1981～
1990 年

）内の単位(％)

1991～
2000 年

2001 年
以降~

①

７

３

０

０

０

②

３

５

１

１

０

③

４

３

３

０

０

④

６

２

２

０

０

20
（50.0）

13
（32.5）

６
（15.0）

１
（2.5）

０
（0.0）

合計

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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３）各村の社会的要因における独立性の検定
前述の通り，分析の過程において，農家の個々の行動が「村」という空間に影響を受けている可
能性が示された。そのため，
「村」という要因（地理的・社会的・文化的・歴史的背景等）にどの程
度個人の行動に影響しているのかといった分析が必要である。
そこで，本節では，村ごとに関連性があるかどうかを検証するため，独立性の検定を行った。

ⅰ）各村の民族構成に関する独立性の検定
前述の通り，調査対象村を設定する段階で，土地制度に関係していると考えられた民族構成も選
定基準の 1 つであった。実際に４つの村（各 20 戸）ごとに民族構成の比率（主要民族となってい
る Ngoni 族の割合）に差異があるかどうかを判断するため，独立性の検定を行った。
その結果，自由度３，有意水準 5%のとき，χ2＝7.81，
有意水準 1%のとき，χ2＝11.34＜36.39 だった。
したがって，有意水準１%においても，民族構成の比率は村ごとに関連性があると言える。

ⅱ）各村の政府による土地の無償分配に関する独立性の検定
結果で示した通り（表 4－8 参照，p.125），村①を中心に，独立後の新政府による土地無償分配
が行われた実態が明らかになった。4 ヵ村（各 20 戸，計 80 戸）で比較した場合，マラウイ新政府
の土地無償分配の比率が在来の土地制度との割合に差異があるかどうかを判断するため，独立性の
検定を行った。その結果を以下に示す。
タンジェリン栽培農家（40 戸）の場合は，
自由度 3，有意水準 5%のとき，χ2＝7.81，有意水準 1%のとき，χ2＝11.34＜17.14 であり，
有意水準 1%においても，土地無償分配の比率は村ごとに「関連性がある」と言える。
非栽培農家（40 戸）を含む農家全体（80 戸）の場合は，
自由度 3，有意水準 5%のとき，χ2＝7.81，有意水準１%のとき，χ2＝11.34＜18.89 であった。

したがって，有意水準 1 %の場合においても，新政府の土地無償分配の比率は村ごとに関連性が
あり，村①における独立後の新政府による土地無償分配に関しては，独立性があると言える。
さらに，タンジェリン栽培が盛んな 4 ヵ村においては，民族構成は異なるものの，主に母系制度
によって土地は贈与・相続されていた。
このことから，調査前の仮説とした「民族構成の違いによる在来の土地制度がタンジェリン栽培
導入時の大きな促進または阻害要因なっている。」という仮説は棄却されたと言える。
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以上，本節では，調査対象農家全体（80 戸）の属性に加え，タンジェリン栽培農家（40 戸）お
よび非栽培農家（40 戸）
，性別，民族，土地の相続制度等，社会的背景の側面に焦点を当て，分析
をすすめてきた。各村は成り立ちにおける歴史的背景や民族，土地制度等の社会的要因が異なって
いるため，村ごとの特徴がタンジェリン栽培導入の有無や，導入時期等，各農家個人の行動にも影
響してきたと考えられる。
したがって，村の違いによって分析する視点は重要であると言え，続く第 5 章では各村の歴史的
背景や社会的要因による影響を考慮した上で，村ごとでの違いに関しても考察を進める。
村ごとの特徴も踏まえた上で，各村の初期導入者のタンジェリン栽培の導入理由や個々の栽培農
家のインセンティブ，および栽培継続理由などを整理し，具体的な事例を通して考察を行う。
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4.3.2

タンジェリン栽培農家（40 戸）における種子（苗）の入手先と植栽時期

次に各調査村 4 ヵ村におけるタンジェリン栽培農家（各 10 戸）の種子（苗）とタンジェリン栽
培に関する情報の取得先と植栽時期を個々の農家で整理した（図 4－7 ～10）
。

（１）村①の特徴：独立後の新政府による土地の無償分譲と出稼ぎ禁止令の影響（図 4－7 ）
村①の特徴としては，1964 年に独立後のマラウイ新政府が男性のみを対象に無償分譲した土地に
タンジェリン栽培を導入した農家（HHID2，3，7）が存在した点が挙げられる。
また，1974 年にマラウイ政府による「南アフリカへの出稼ぎ禁止令」という政策の影響により，
出稼ぎから帰国後の夫によってタンジェリンの植栽が行われた点（HHID4，8，9，10）等がある。
さらに，村民の徒歩圏内に 1970 年以降に設置された地方農業普及所へアクセスできたため，新
規の情報に対するアクセスが容易であった点が特徴である。また，南アフリカへの出稼ぎが禁止と
なったため，その後，妻方居住婚の男性の村内における定住化によって，換金作物としてのタンジ
ェリン栽培が普及したと考えられる。

図４－７：村①におけるタンジェリン栽培農家（10 戸）の種子（苗）と情報の入手先と植栽時期

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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（２）村②の特徴：モザンビークから移住した村長の影響と中心市街地からの遠隔地（図 4－8 ）
次に，村②の特徴としては，中心市街地から遠隔地であるため，村民は地方農業普及所や教会へ
もアクセスもない点が最初に挙げられる。さらに，1930 年代頃のモザンビークからの移住した村で
あり，移住 3 世代目の村長（1995 年の選挙により就任。2013 年 9 月時点も現職）が，タンジェリ
ンの種子や苗木の普及拠点になっている点が他の村にない大きな特徴である。
現村長は 1960 年以降，毎年他村からタンジェリンの苗木を 10 本ずつ購入し，植栽し続けていた
（現在では自ら苗木生産を行っている）。そのため，ムワンザ県内に青果集荷場が仲買人によって設
置される以前の 1974 年の時点で，村内の市場にタンジェリン果実が流通していたと考えられる。
遠隔地であるため，外部からの介入も少なく，村民は他の情報入手源へのアクセスが制限されて
いたにも関わらず，タンジェリン栽培が普及した背景には，村内の市場から果実を購入し，自宅に
苗床を設置することが出来た農家が存在（HHID12，13，16）した点が特徴として挙げられる。

図３－８：村②におけるタンジェリン栽培農家（10 戸）の種子（苗）と情報の入手先と植栽時期

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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（３）村③の特徴：伝統的な民族と教会の付属果樹園からの影響（図 4－9）
村③は，ヨーロッパ人の入植によりタバコ園等の大規模農場が設置される前から古い伝統をもつ
村である。タンジェリン導入初期における種子の入手源だったと考えられるローマ・カソリック教
会の付属果樹園にアクセスを持つ村民がいた（HHID24，23，30）。山を越えて教会（現在のネノ
県に位置）までの片道約３時間の道のりを毎週日曜日通う熱心な信者も多く，
「教会への信仰心を示
すため」に栽培を開始した農家（HHID24，2 ）や「神様の樹であるため果実は神様の贈り物ある」
と述べた農家（HHID25）も存在した。そのため，タンジェリンは，
「果実のなる樹」としてだけで
はなく，
「教会への信仰心を示す樹」として植栽された可能性もある（詳細は 4 章参照）
。
一方で，
県内でも最も古いタンジェリン栽培の導入者（1937 年導入）
の 1 人である女性（HHID24）
は現在も栽培を継続しているが，村②の村長のように村内のタンジェリン普及に貢献した訳ではな
かった。図 4－8 の種子（苗）と情報の入手先でも示した通り，1980 年代に県内の中央市場で流通
し始めたタンジェリン果実から種子を入手し，栽培を開始した農家（HHID23，28）や村外の他の
農家から入手した農家（HHID21，27，29）も存在した。

図４－９：村③におけるタンジェリン栽培農家（10 戸）の種子（苗）と情報の入手先と植栽時期

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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（４）村④の特徴：教会の付属果樹園からの入手と農家同士の交換の影響（図 4－10）
村④の特徴としては，現村長の姉（HHID40）が，タンジェリン導入初期の種子の入手源だったと
考えられるローマ・カソリック教会付属の小学校に所属し，教会付属の果樹園に自由にアクセスで
きる環境にあった点が挙げられる。また，現在でもムワンザ県の女性世帯主世帯の識字率は低いと
言われており，本調査でも農家全体では 31.3％（25 戸），タンジェリン栽培農家（40 戸）のうち
35.0%（14 戸）
，女性世帯主世帯（17 戸）のうち 58.8%（10 戸）が非識字者であった。
このことからも，1950 年当時の女子への教育は非常に珍しく，村長の家系に生まれ育った人物が
タンジェリン果実に興味を持ったこと（HHID40）持っていた点も大きく影響してきたと考えられ
る。また，村④は中心市街地に近いため， 1960 年代には村内外での農家同士の果実の流通や種子
の交換，および 1970 年代には苗木の販売が行われていた点が特徴として挙げられる。

図４－10：村④におけるタンジェリン栽培農家（10 戸）の種子（苗）と情報の入手先と植栽時期

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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（５）種子の入手先と苗木の購入によるタンジェリン植栽の実態
１）タンジェリンの種子を育苗してから植栽

【事例 4－9 】タンジェリンの果実から種子を入手して育苗した場合
事例 4－9－1：村長からの土地の無償分配とタンジェリンの種子を入手
HHID14：C4 (MHH 既婚：男性 42 歳，Chewa ，農夫，未就学， 宗教：international)
18 歳（1987 年）の時，婚姻の際に知人から土地を無償分与された。夫婦ともに読み書きできない
が，足踏みポンプによる灌漑で葉野菜を栽培し，妻と子ども 9 人と生活している。村長からもらっ
た果実から採取した種子を苗床で育成し，無償で土地をもらった年に敷地内に 300 本のタンジェリ
ンを植え付けた。
事例 4－9－2：市場で販売されている果実を購入（＝1970 年代には市場に果実が流通）
HHID12： (MHH 既婚：男性 60 歳，Chewa ，農夫，就学 5 年， 宗教：Seventh Day)
土地は，1973 年（21 歳）の婚姻の際に妻の母から妻に譲渡された妻方居住婚である。結婚 3 年目
に妻の土地にタンジェリンを植えた。市場でタンジェリンを一皿 10MK で購入し，苗床で育成しそ
れぞれに移植した。
今年は大工の仕事も日雇い労働も少なく，
現金収入を得ることができないため，
タンジェリンの栽培に力を入れたいと考えている。

２）タンジェリンの苗木を購入または入手して植栽

【事例 4－10】タンジェリンの苗木を購入した場合
事例 4－10－1：タンジェリンの苗畑を持つ親戚から苗木を入手
HHID5C5 (MHH：女性 38 歳，
（夫 46 歳，水道局）, Ngoni， 宗教：アブラハム) ：母系
苗木の入手先 妻母の弟（叔父）がカスーサ村に住んで，タンジェリンの苗床を持っていたため，
妻母の土地にタンジェリンの苗を植えた。時期としては明確ではないが，イギリス人が農場を放
棄後の 1960 年頃に植栽したと考えられる。
事例 4－10－2：タンジェリンの苗木の購入（1965 年）
HHID3C3 (MHH：男性 74 歳（1938 年生）
，Manganja，元教師， 宗教：ローマ) ：母系
苗木は当時（1965 年）の金額 1.6 ペンス（現在の 25MK くらいの価値）で，25～30km 離れた
カスーサ村の農家が育成した 3cm ほどの苗木を購入して植栽した。
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３）苗木の植栽時期の違いによる果実収穫時期の変化

【事例 4－11】苗木の入手先や植栽時の差が果実の収穫時期に及ぼす影響
事例 4－11－1：HHID C10 (FHH 離婚：女性 61 歳（1951 年生），未就学，農婦， 宗教：Seventh)
1987 年に夫が友人から譲渡された種を苗に育成し，私の土地に 30 本を植栽した。現在 13 本の
タンジェリンの古木が残っている。樹ごとに収穫時期が異なるため，一番果（1 月下旬～3 月上
旬）
，二番果（4 月上旬～6 月下旬）
，三番果（7 月上旬～8 月上旬）と順番に収穫し，現金収入を
得ている。
事例 4－11－2：農家が育成した苗木を購入：収穫期にバラつきあ（1979 年）夫南ア出稼ぎ FHHs
HHID4C4 (FHH：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店， 宗教：SD) ：母系

苗木の購入と出稼ぎの代替としての現金収入として期待
現金収入を目的として，1979 年に夫が妻の土地に 200 本のタンジェリンの苗木を購入して植え
た。出稼ぎの代わりになることを期待して，当時，換金作物として注目されていたタンジェリン
を選んだ。苗木は 2 ペンス（＝15 タンバラ）でカスーサ村の農家が育成した苗木を購入した。
HHID3 の教師と同じ苗木の入手先：収穫期にバラつきあり。
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（６）小括：各調査村のタンジェリン栽培農家の種子（苗）と情報の入手先と植栽時期

以上の結果から，調査対象村ごとにタンジェリン栽培農家の種子（苗）と情報の入手先および植
栽時期に特徴があることが明らかになった。
主な種子や苗木の入手先は，教会の付属果樹園からの入手と農家同士の交換となっていた。
特に，
最もタンジェリン栽培の歴史が古い村③と教会，付属果樹園との関係性，教会付属の小・中学校や
教員養成学校と接点を持つ初期導入者の存在が，タンジェリン栽培導入における個々の農家の大き
な動機形成に影響していると考えられる。
そこで，続く章では，個々の初期導入者のタンジェリン栽培に対するインセンティブに注目し，
村ごとの特徴を踏まえながら，分析を進めていく。
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4.3.3

タンジェリン栽培が盛んな４ヵ村における初期導入者（4 戸）の導入行動

（１）初期導入者へのエピソード・インタビューに基づく栽培と普及の歴史
１）タンジェリン栽培の初期導入者に関する概要
はじめに，各調査村におけるタンジェリン栽培を開始した初期導入者による栽培導入の歴史に関
するエピソード・インタビュー分析の結果を表 4－13に整理した。4ヵ村において最も導入時期が
早かった初期導入者を 1人ずつの計 4名を聞き取りの対象とした。
初期導入者の中でも調査村③の1925年ムワンザ県生のMJ（当時93歳・女性）は，聞き取り時点
（2012年）で地域における最高齢であった。MJは母系社会に多く見られる伝統的な非婚者であり，
ムワンザ県内外の歴史を詳細に記憶していた（HHID：TG24，以下，「（村③MJ：最高齢・93歳・
女性）」とする）。また，調査村①の初期導入者CB（74歳・男性）は，少数派民族出身でムワンザ
県外から1965年に移住後，ムワンザ県で長年教員として活躍していた元教師であり，退職後も学校
で指導を継続している（HHID：TG3，以下，
「（村①CB：元教師・74歳・男性）」とする）。調査
村②の初期導入者MB（65歳・男性）は，モザンビークからの移住 3代目のChewa 族で，1995年
から現役の村長であり，村内に大きな影響力を持っている（HHID： TG11，以下，
「（村②MB：
村長・65歳・男性）」とする）
。調査村④の初期導入者MG（68歳・女性）は，伝統的なNgoni族の
家系にも関わらず，祖母はChewa 族出身者であり，1960年代の当時では珍しい教会付属の小学校
に就学経験（1952年入学）を持つ現村長の姉である。県内で彼女の存在を知らない人は居ないと言
われているほどの有名人であり，村内外で影響力の大きい人物である（HHID： TG40，以下，
「（村
④MG：村長姉・68歳・女性）」とする）
。
各村の初期導入者が，他者に先駆けて，タンジェリン栽培の導入を決めた理由としては，村①の
初期導入者CB（74歳・男性）は，無償分譲された土地の境界線を明示するため，家族の栄養改善・
自家消費を目的としてタンジェリンを選択した。
苗を農家から購入し，1968年に300本を土地の境界線と敷地内に植栽していた。また，村②のMB
（村長・65歳・男性）は，1960年にモザンビークからの移住第二世代の父の姉から土地を贈与され
た土地の境界線を明示するために，観賞用として花の香りのよいタンジェリンの苗を1960年から毎
年10本ずつ購入して植栽した」と回答した。村④の場合は「1961年に母から婚姻時に生前贈与され
た土地の使用権を主張するために，教会の中庭で食べたタンジェリンの種を持ち帰り，育苗後，1963
年に自分の土地に定植した（村④MG：村長姉・68歳・女性）等が具体的な理由として挙げられた。
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表４－13：各調査村における初期導入者（４戸）のタンジェリン栽培開始と土地使用権の取得時期

村番号

①
②
③
④
平均

栽培開始年
（植栽樹数）
1968

土地取得時期
（取得先）
1964 年

初期導入者
の性別・年齢
（経歴）

タンジェリン栽培の導入を
決定した動機

男・74 歳

家族の栄養改善を目的に

1960

（政府・無償）
1960 年

（元教師）
男・65 歳

土地の境界線を示すため
観賞用に花を楽しむため

（200）

（父姉・贈与）

（村長）

土地の境界線を示すため

1935 年

女・93 歳

教会への信仰心を示すため

（300）

1937
（150）
1963

（実母・相続）
1961 年

（最年長）
女・68 歳

土地の境界線を示すため
土地の境界線を示すため

（200）

（実母・贈与）

（村長姉）

自家消費用として

1957
（212.5）

77 歳

土地の境界線を示すため

資料：2012 年に実施した現地調査に基づく。
注：タンジェリンの植栽は初期導入者本人によるもので，植栽本数は推定を含む。各自入手した種は苗床で育苗後，
自分の土地に移植，または実生苗を知人農家から購入していた。初期導入者の果樹園では，一部加齢による枯死
していたものの，種子から栽培され，推定樹齢 72 年を超える現在でも果実収穫・販売を継続していた。
苗の取得先はムワンザ県に隣接し，2005 年の分離前は同じ県だった現ネノ県のローマ・カソリック教会には，ヨ
ーロッパ人宣教師によるカンキツ類の果樹園が設置されている。
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２）各調査村の初期導入者のタンジェリンとの初めての出会いと導入時の条件

次に，各調査村の初期導入者がいつ，どこで初めてのタンジェリンという作物と出会い，導入を
決めたのか，について年代ごとにまとめていく。
村①の初期導入者CB（元教師・74歳・男性）は，「タンジェリンを初めて見たのは1950年代で，
ローマ・カソリック教会に併設された教員養成学校の中庭だった」としている。村②のMB（村長・
65歳・男性）は，CBと同じく1950年代の後半に，「タンジェリンの開花時期にすでに大規模に栽
培を行っていた村の前を通過した際に，甘い香りに感動した。まだ少年だったがよく覚えている」
と述べた。２名ともタンジェリの初めての出会いをとても印象的だったと記憶している。
しかし，同じ時期に伝播していたとされるオレンジに関しては，MB（村長・65歳・男性）が「甘
くないが満腹感を得られるため栽培した」と述べているように，タンジェリンの方が農民の嗜好に
沿っていたことが分かる。
一方，村④のMG（村長姉・68歳・女性）は，教会付属小学校に入学した1952年に果樹園で初め
て食べたタンジェリンの味に感動したことを記憶していた。「1961年に母から婚姻時に生前贈与さ
れた。土地の使用権を主張するために，教会付属の果樹園で食べたタンジェリンの種を持ち帰り，
育苗後，1963年に自分の土地に定植した」。
また，MGは当時では非常に珍しい果実だったと考えられるグレ－プフルーツの古木を２本栽培
していたため，導入理由を質問した。利用方法に関しても，「教会の白人宣教師は，グレ－プフル
ーツの果実は食べず，果皮を石鹸のように使って洗濯に利用していた」と述べている。MGは，酸
味は強いが，果実の大きなグレ－プフルーツの味も好きだったのでタンジェリンと同様に小学校卒
業後に種を持ち帰り，育苗後，自分の土地に定植し，栽培を開始していた。このように，個々の嗜
好に沿って，カンキツ類の中でも樹種が選択され，植えられていたことが分かった。現在では，買
い付けを行う仲買人にも人気がないため，商品として販売はしてないが，個人消費用に栽培を継続
していた。
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【事例 4－12 】初期導入者のタンジェリンとの出会い

事例 4－12－1：他の村を通りかかった際に花の香りに感動して、観賞用として植栽
村②MB（村長・65 歳・男性）の場合 1950 年頃，少年だった時，ある村できれいな花の咲く樹
を見た（その時は果実がなることを知らなかった）
。花は香りも良く，自分の庭にも植えたいと思っ
た。父の姉から土地を贈与された 1960 年以降，毎年 10 本ずつ苗木を購入（１本＝20 タンバラ107）
して，自分の土地に植えた。その当時は手元に現金がなく，毎年 10 本ずつしか植えられなかった。
しかし，現在，他の農家が収穫できない年でも，私の畑では毎年果実収穫できている。これはおそ
らく私が毎年 10 本ずつ植えたため，他の樹が収穫できなくても，別の年に植えた樹が果実を付け
るからからだと考えている。
タンジェリンの苗は，植え付けてから 5～6 年で果実が収穫できるようになった。最初はラッカ
セイとマメ類と一緒に栽培していたが，マメ類と一緒に栽培したタンジェリンは果実収穫までの期
間が長くなったため，現在ではマメ類との混作は行っていない。他の農家にも，ラッカセイと一緒
に植えるようにアドバイスしている。

事例 4－12－2：教会の果樹園で初めてタンジェリン：村④の MG（村長姉・68 歳・女性）
1922 年になるとムワンザ県にもカソリック教会と付属の果樹園がオランダ人神父 3 名108によっ
て設置された。MG は，1958 年にネノ県マタンダニ（Matandani）教会学校（Seventh-Day アメ
リカ系教会によって設立）で就学109した。当時は，まだ少女だった MG は，ネノ教会付属の果樹園
でタンジェリンに初めて出会っている。果樹園には，タンジェリン以外にも，オレンジやレモン，
107

タンバラ（100 タンバラ＝１MK）
：当時は現地通貨のマラウイクワチャ（MK）ではなくイギリス通貨（ポンド，
ペニー）を利用していた，20 タンバラで砂糖 kg が購入可能だった（2012 年 8 月現在砂糖 kg≒300MK）
。

108

神父は現在の NENO 県（旧ムワンザ県 NENO 地区）の教会から移動してきたヨーロッパ人のアイセン神父，

ウィリアム神父，ティラマス神父だった。1960 年まではムワンザ県でもヨーロッパ人神父によるサービス（彼ら
は Chewa 語を話したが，お祈りはラテン語だった）が行われていた。アイセン神父は 1957 年に故郷のオランダ
に帰国し，ウィリアム神父は 1959 年に学校を設立した後，ティラマス神父も 1960 年に帰国し，すべての白人神
父の手から，マラウイアンに移譲された。
109

S8（スタンダード 8）小学校卒業程度。
（科目は地理，宗教，英語，Chewa 語，社会他）
。学校に子ども送る際

に宗教，教会の違いは特に問題とされない。プロテスタントの家庭の子どもがローマンカソリック運営の学校へ，
ローマンカソリックの家庭の子どもが Seventh-Day 運営の学校へ通うことも特に問題とされていない。
Seventh-Day の場合，日曜日ではなく，土曜日に教会に行くこと，ブタとウサギの飼育と食べることも禁じられ
ているため，そのような様式に合わせられれば，問題がないとのこと。また，Seventh-Day の学費は無料で，ロ
ーマンカソリック運営の学校は学費が高額。
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グレープフルーツ等のカンキツ類の果樹があった。
「カンキツ類の果実を見たのは，ネノ教会付属の
果樹園が初めてで，それまではタンジェリンを見たことも食べたこともなかった。
」と MG は言う。
1961 年ムワンザ県の実家に戻る際に，ネノ教会付属の果樹園で食べて，集めた種を持ち帰り，苗
床で育成し，引き継いだ土地にタンジェリンの苗を植えた。果実を何個食べて，どれだけの種を集
めたかは覚えていない。1958 年にネノ教会を訪れた時点で，教会の裏にすでに現在ムワンザにある
ようなタンジェリンの大木があり，果実がたくさん実っていた。教会を訪れた村人は自由に果実を
食べることが出来，みな食べた果実の種を持ち帰って，庭に植えていた。また，当時ムワンザ県か
らも多くの人がネノ教会を訪問し，当時は車もなかったため神父も牛車に乗って，何日もかけてム
ワンザからネノ教会まで移動していた。神父たちは，グレープフルーツの皮を石鹸として使ってい
た。MG は，現在でも 2 本だけ栽培しているが，現在，ムワンザ県にグレープフルーツが栽培され
ていないのは，果実は大きいが酸味が強く，好まなかったためである。

ⅱ）ローマ・カソリック教会付属の果樹園への自由なアクセスと選択
4 名の初期導入者のうち女性 2 名の共通点としては，幼くして広大な土地の使用権を取得した点
に加え，付属果樹園が設置されていたローマ・カソリック教会（現ネノ県）にアクセスしていた点
が挙げられる。村③の MJ は，家から徒歩２時間以上かけて毎週日曜日に教会まで通っており，村
④の MG は同じ教会の運営する付属小学校に 1952 年には入学していた。当時の様子として，MG
は「当時は他に学校がなく，さらに女子が就学することは非常に珍しく，同性代の女子はほとんど
いなかった。
」と述べている。
また，教会付属果樹園への自由なアクセスは，農家の嗜好に合ったタンジェリンの選択にもつな
がっていたと考えられる。1900年代に設置されたローマ・カソリック教会の付属果樹園は，出入り
が自由であり，男性だけではなく，子どもや女性にもアクセスが可能であった点も重要な要素だっ
たと言える。果樹園のカンキツル類の中でも子どもや女性の嗜好に合った甘味の強いタンジェリン
が選択されたため，後に市場価値が高い果実を生産することが出来た可能性も考えられる。
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【事例4－13 】「神様の樹」としてのタンジェリンとモザンビークからの移住者の定住化

事例 4－13－1：タンジェリンは貴重な現金収入源となっている「神様の樹」
MJ（女性・93 歳）は 1934 年に母が亡くなった際，土地を姉妹 4 人で相続した。その際，教会
から持ち帰ったタンジェリン果実を食べた後，宣教師の教え通りに，種を苗床で大切に育成し，庭
に等間隔に植えていった。タンジェリンの果実が収穫できるまで最低 6～7 年の間，「神様の樹」
として，枯れないように大切に管理した。やがて花が咲き，果実がなった。果実が収穫できるよう
になると，最初は家族や知人に分けたが，少しずつ販売するようになった。現在では，塩や油を購
入するための貴重な現金収入となっている。

事例 4－13－2：モザンビークから移住者の定住と土地の分譲
MB（65歳・男性）は，村②の現村長であり，タンジェリン栽培の初期導入者である。独立以前の
1959年（12歳の時）に，父親の姉（叔母）から6エーカー（2.45ha）の土地を贈与されている。
村長の祖父母の移住時期は不明だが，モザンビークから移住してきたChewa 族である。土地を贈
与した叔母は，移住第二世代にあたり，村長夫婦はマラウイ国内のムワンザ県出身である。
当村では，独立後の政府による土地の無償分譲は行われておらず，その背景としては，独立前に運
営されていた白人農場の規模が小さかったためと考えられる。MB（65歳・男性）は，1960年に土地
の境界線を明示するために，観賞用としてタンジェリンの苗を植栽した。
1964年の独立時には村長（VHチーフ）は存在していなかった。二代目大統領のバキル・ムルジ時
代（1994年～）に，カンドウクTAのルピア（Lupia）村から分村し，130世帯の中から現村長（VH）
が選挙によって選出され，各村110に新規の村長が誕生している。2013年1月31日の調査現在の世帯数
は187世帯であった。
また，村民の主な宗教はキリスト教であったが，ローマン・カソリック教会の信者は少なく，女性
世帯主世帯は約 4割であった。村②では婚姻の際に妻の土地に居住する。一般的に住居は夫が建て
るが，土地は妻の所有物であり，次世代の相続も娘のみに行われるため，息子は婚姻の際に村外に出
る習慣が残っている。

110

グループ村長（GVH）はチョツェ（Chotse）の村長で，ルピア村からの分村はChata村以外にもチララ（Chilala）
，

トロンド（Tolondo）
，ウィロンゴ（Wingolo）
，イェリヤ（Eliya）
，チャンゴナ（Chagona）他があった。
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３）初期導入者のタンジェリン栽培の新規導入理由
ⅰ）若年層による土地使用権の入手：土地使用権を他者に主張するため
土地の使用権を入手した時，村③の初期導入者 MJ は推定 10 才で，村④の初期導入者 MG（村
長姉）は，開村時 1961 年には 14 才だった。村①の CB は政府から無償分譲を受けており，近隣県
から 20 歳で入植した少数民族出身で，村②の MB はモザンビークから移住した父姉から 15 才で土
地を贈与されていた。各村の初期導入者の現年齢と植栽時期の比較から，タンジェリン植栽時の年
齢は，それぞれ，19 歳，12 歳，12 歳，16 歳の 10 代であった。
現在は，各村において発言権を持つ存在となっているが，土地を相続・贈与された時期は，若年
層であったため，村内において発言権を持っておらず，植栽当時は，土地の使用権を主張できなか
った可能性もある。同時にこの点が，タンジェリン植栽のインセンティブにも繋がったと推察され
る。実際にエピソード・インタビューの中で「母から贈与された土地を守るために，タンジェリン
を植えた（村③MJ）」と発言している。
このことからも，将来時点における土地の使用権が，村内外の他者に脅かされており，その権利
を安定化させるために，タンジェリンを植栽したとも考えられる。
高根（1999）が，ガーナのココア事例で明らかにしたように，マラウイの農民も不確実な土地権
利をより完全にするために，土地に対して労働や資本の投入によって，タンジェリンを植えるとい
う既成事実の形成と維持管理により，土地に対する支配力を高める戦略をとっていたと考えられる。
そのため，本事例においても，土地に対する農家の投資行動のインセンティブは，土地に対する
権利が不確実な場合，必ずしも低下するとは限らず，逆にその不確実性を克服するために，投資行
動のインセンティブが高まる場合もある（高根 1999：226）指摘と同様の結果が示された。

153

以上のように，各村のタンジェリン初期導入者においては，土地の境界線を明示するためという
導入目的の共通点はあったものの，各個人における導入実態と嗜好によってタンジェリンを作物と
して選択し，導入していたことが明らかとなった。1950～60 年代において，大規模に栽培導入し
た各村の初期導入者全員の栽培開始動機は，相続・贈与・分譲された「土地の境界線を明確にし，
土地の使用権を主張するため」が共通点として明らかとなった（表 3－13）。
さらに，
各村の初期導入者は栽培開始の動機としては，
異なるエピソードが回答として得られた。
各々に相続・贈与・分譲された土地の境界線を他者に示すために，新規作物だったタンジェリンの
植栽を行っていた。
つまり，初期導入者のタンジェリン栽培開始時には，後に重要な換金作物になることは期待して
おらず，先行研究のガーナのカカオの事例と同様に，
「樹木作物を植栽する重要な特質は，樹木の存
在が所有者の土地権利を強化し，権利の安定化は農民の樹木管理の投資行動インセンティブになっ
た（高根 1999）
」可能性を指摘することが出来る。
そこで，続く節では，初期導入者の後に栽培を開始した追随者を含むタンジェリン栽培農家（40
戸）における栽培開始の動機と新規植栽者に対しては，植栽時のインセンティブを追随者と初期導
入者と比較しながら，明らかにしていく。

154

ⅱ）新政府による大規模農場跡地の無償分譲：伝統的な在来の土地制度への適応性
他男性 2 名の共通点として，
県外から新規入植した異なる民族集団の出身である点も挙げられる。
将来的な土地分配に関しては「ムワンザ県の地域における伝統的な慣習に従い，自分たちの民族集
団の慣習である父系性（父から息子へ）ではなく，娘たちに贈与・相続を行う予定だ」と，回答し
ている点である。また，前述の通り，ムワンザ県では独立後マラウイ新政府によって，タバコ農場
跡地の無償分譲を成人男性のみを対象に行っていた（県内 4 ヵ村 80 世帯を対象とした本調査にお
いても 8 例を確認している。
男性が出稼ぎまたは死別・離婚などで不在である女性世帯主世帯では，政府からの無償分譲を受
けられないため，祖母や母から土地を贈与・相続した世帯以外は，①夫の死後，政府から無償分譲
された土地を相続する，②息子が成人するのを待ってから新政府に申請，無償分譲を受ける，③貸
与・購入する等の選択肢となっていた。
このことから，新政府の政策下における新土地制度では，一部の女性世帯主世帯は新規に分譲さ
れる土地権利に対する弱者であった可能性が示された。
これは，高根（1997）がガーナの土地登記事例で「合法的」な土地保有者に権利が付与される場
合，男性戸主（夫・地主・政府や行政機関との関係が深い政治経済的な有力者）に有利な形に固定
してしまう可能性が大きいと指摘しているように，本調査でも同様の実態が確認できた。
以上のように女性や若年層，および出身民族が異なる外部からの入植者が，土地の使用権を主張
するために，当時の新規作物であったタンジェリンを積極的に導入したことが普及の促進要因の一
つとなったと考えられる。
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（２）ムワンザ県と調査対象村におけるタンジェリン栽培導入と普及に関する歴史的背景

前述したマラウイ国内の歴史的背景（第3章）を念頭に，タンジェリン栽培の初期導入者の個々
の分析結果に基づき，ムワンザ県におけるタンジェリン栽培導入と普及に関する歴史的背景を年代
別にまとめ概歴を年表として整理した（表 4－14）。

１）初期（1870-80 年代）：イギリスの植民地時代
マラウイが1891年に英国保護領となる前後，1800年代後半には，ムワンザ県にも他の南部州と同
様にヨーロッパ人による大規模農場が設立された。中でも「県内 3か所のタバコ農場はマラウイ政
府に返還されるまで主にポルトガル人によって運営されていた（村②MB：65歳・男性）」。と証
言があるように，県内に大規模なタバコ農場が存在し，ヨーロッパ人によって，管理運営されてい
たことが分かる。
また，ムワンザ県の複雑な民族構成の背景としては，「タバコ農園での労働に従事するため，現
在，ムワンザ県に居住しているChewa 族は県外から移住してきた（村④MG：68歳・女性））」と
考えられている。さらに，「元来この地域の伝統的な母系制には婚姻制度がなく，特定の夫（父）
を持たない生涯において非婚者という女性世帯主世帯が多く存在していた（村③MJ：93歳・女性）」。
２）中期（1900年代～）：ネノ教会と付属果樹園の設置
1900年代に入るとムワンザ県内（現ネノ県）にローマ・カソリック教会が設置された。教員養成
学校に通っていた元教師のCBによると「教会には病院と小学校，教員養成学校も併設された（村①
CB：74歳・男性）」。当時は生徒だったMGは「教会にはオランダ人宣教師が長期滞在し，教師と
しても指導を行っていた（村④MG：68歳・女性）」と各々記憶していた。中でも，村③の初期導
入者のMJは，
「毎週日曜日には子どもの足で片道 3時間ほどの山道を歩いて教会に通っていた（村
③MJ：93歳・女性）
」
。と言う。MJは，1935年に実母の死後，わずが10歳で姉妹と分与した土地を
相続している。その時の様子をMJは「実母から死後相続した土地の使用権を主張するため，教会の
ヨーロッパ人宣教師にもらったタンジェリンを種から苗を育て，1937年に自分の土地のすべてに植
えた」と述べている。つまり，1935年の時点において，果実を収穫できる段階に成熟したタンジェ
リン樹を植栽した果樹園が，村人の集まる神聖な「教会」にという場所の近くに存在したことが明
らかになった。このことから，現在，ムワンザ県で栽培されているタンジェリンは，1920年頃まで
に付属果樹園にヨーロッパ人宣教師によって植栽されたものが起源となっていると推察される。
通常，日本では『モモ・クリ3年，カキ8年，ユズの大馬鹿13年』と言われるように，種子からカ
ンキツ類を栽培した場合，果実が収穫できるまで，10年近くの時間が必要となるためである。
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３）独立前期（1950年代～）：タンジェリン栽培と大規模タバコ農場の撤退開始
1950年代後半には，「村の前を開花期に通り過ぎると足を止めるほど，タンジェリンの花の香り
が充満していた（村②MB：65歳・男性）」との証言から，大規模栽培を行う村が県内に存在して
いたことも明らかとなった。つまり，1940年代には，教会の付属果樹園からタンジェリンの種子が
果実に興味・関心を持った村人の手によって持ち出され，大規模に植栽されていた村が存在したと
考えられる。タンジェリンの大規模栽培が一部の初期導入者によって開始された1950年代には，県
内の大規模農場でタバコの収穫作業に女性も従事しており，労働は賃金で支払われていた。当時の
労働期間中に認められていた女性の喫煙習慣は，現在でも高齢女性の一部で残っていおり，タバコ
農場が地域に根付いていた様子がうかがえる。
しかし，1960年代に入ると県内３か所のタバコ農場は次々に閉鎖された（村③MJ：93歳・女性）。
大規模に運営されていたタバコ農場跡地は，マラウイ新政府へ返還され，政府の管理下に置かれた
後，小農（男性世帯主のみ対象）へ無償分配された（詳細は 3章参照）。マラウイ独立前の1962
年にはネノ県のヨーロッパ人宣教師も本国オランダに帰国（村④MG：68歳・女性）し，ポルトガ
ル人による大規模農場も徐々に撤退した（村②MB：65歳・男性）。

４）独立直後期（1964年代～）：大規模農場の返還と政府による無償分譲
1964年7月6日，1891年から73年間，英国保護領であったニアサランドは独立し，マラウイ共和
国となった。
独立後の新マラウイ政府は，小農を対象に農場跡地を耕作地として無償分譲している。
村①の初期導入者CB（74歳・男性）は「1965年にヨーロッパ人タバコ農場跡地をマラウイ新政府
から無償分譲された。当時の分譲対象者は男性世帯主のみだったが，ムワンザ県の出身者ではなく
ても申請することが出来た。政府から分譲された当時は，敷地全体に樹木が１本もなかったため，
土地の境界線を明示するために，当時はまだ珍しかったタンジェリンを植えることにした」と述べ
ている。そのため，現在，タンジェリンの古木を見られる地域は，ヨーロッパ人による大規模農場
跡地であり，政府により無償分譲された土地である可能性が考えられる。
また，独立後政府は，1940年に南部州チョロ県にイギリス人が設置したブンブエ農業試験場を通
して，果樹の「改良品種」の導入を開始した（William 1988）。1970年代に入ると，マラウイ政府
による果樹栽培普及活動が盛んに行われるようになり，ムワンザ県の県農業開発事務局においても
展示圃場が設置された（福田・西川 2013a）。村②の初期導入者MB（65歳・男性）は，
「1970年
頃から政府がタンジェリン栽培の普及活動を始めた頃，私はタンジェリン果実の販売によって十分
な現金収入を得ていた（バイク 2台，牛 2頭，売店の開始資金他を調達）。そのため，南アフリカ
への出稼ぎは不要だった」と述べている。
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５）政策転換期（1970年代～）：出稼ぎ禁止令による男性の帰国と定住化
1974年には，
「南アフリカへの出稼ぎ禁止令」が発令され，タンジェリン栽培普及に大きく影響
したと考えられる。ムワンザ県内には，南アフリカへの出稼ぎから帰国した男性が定住し増加した。
「男性（夫）の出稼ぎで得ることが出来なくなった現金収入源を確保するため，村④ではタンジェ
リン栽培の導入に加えて，女性による醸造が急増した（村④MG：68歳・女性）」
。MG（68歳・女
性）の証言の通り，1980年代には，世銀の構造調整による農業政策の転換により，果樹の改良品種
の導入と普及を開発援助機関（USAID／GIZ等）が開始した（Fukuda and Nishikawa 2014）。
1937年からすでにタンジェリン栽培を開始していた村③では「1980年頃，タンジェリン古木（推
定樹齢50年）
，敷地から溢れるほどの果実を収穫し，多くの仲買人が買い付けに来ていた。さらに，
果実販売の収入で塩や油等の食料品を購入するようになった（（村③MJ：93歳・女性）。」そう
である。また，「以前は購入する必要がなかったが，最近では，主食のトウモロコシ栽培用の化学
肥料をタンジェリン果実販売で得た現金収入で，購入するようになった（村④MG：68歳・女性）」
など歴史の流れの中で，タンジェリン果実による現金収入に対する農家の期待にも変化がみられた。

６）果樹栽培普及の推進期（1990 年代～）：国際機関や NGO による食糧安全保障としての推進
1990年代に入るとアグロフォレストリーとしての果樹栽培の一例として，ムワンザ県内外でタン
ジェリン栽培の普及が国際機関やNGOによっても促進されるようになった（詳細は 5章参照）。農
民組織『Zipatso』に加盟するとオレンジの接ぎ木苗などを無料で配布されるようになった（村①
CB：74歳・男性）。
2000年代には，主食トウモロコシの収穫量が十分に確保できなかった際の食糧安全保障としての
果樹栽培も注目されるようになり，WFPや赤十字などによって，果樹の「改良品種」の接ぎ木苗が
積極的に導入されるようになった。その一方で，半世紀以上も長らく栽培される続けてきたムワン
ザ県のタンジェリン栽培は，
「樹木の高齢化のために，果実の収穫量が減少（特に2010年は激減）
による貴重な現金収入源の存在が危ぶまれている（村②MB：65歳・男性）
」
。
このような状況の中，国際農業研究機関（FAO）やICRAFや環境保全系の国際NGO等によって，
在来果樹に加えて，既存のタンジェリンの価値が再確認されるようになった（詳細は 5章参照）。
以上，本節では，ムワンザ県のタンジェリンの導入と普及に関して現在までの歴史的背景を概観
した。マラウイ政府が独立以降，1970年代から推進してきたカンキツ類の「改良品種」の導入は，
ムワンザ県のタンジェリンは，果樹の「改良品種」の普及・定着が進まない中で，低投入で農家の
嗜好に合った換金作物としての価値を再度検討する必要があると考えられる。
したがって，続く節ではタンジェリンの栽培に焦点を当て，分析を進めていく。
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表４－14：各調査村におけるタンジェリン栽培の初期導入者のエピソード・インタビュー結果一覧およびマラウイの概歴

調査村①

調査村②

「改良品種」導入割合：

「改良品種」導入割合：

高

低

低

高

タンジェリン栽培導入

初期導入者 CB

初期導入者 MB

初期導入者 MJ

初期導入者 MG

に関わる歴史

（男性・元教師）

（男性・村長）

（女性・最年長）

（女性・村長姉）

年代

ムワンザ県

少数派 Manganja 族出 祖父母代にモザンビーク

1870 年

（旧ネノ県を含む：2006

以前

年にムワンザ県から分離） 身

1870-80
年代

調査村③

「改良品種」導入割合： 「改良品種」導入割合：

伝統的な母系制度の非婚

移住２代目の父とその兄

代々の土地を守る母系制

子（実母）は Ngoni 族に

弟が現在の村を開墾。

（母から娘）相続

実父は県外から婚入

伝統的な非婚のため，父

Chewa 族はタバコ農園

も夫もなし。

のために県外から移住

パ人によるタバコ農園の
設立

家庭内の複雑な民族構成

バコ・茶等）の生産開始

1900 年
代

祖母は Chewa 族と

者

南部州全域ににヨーロッ

英国保護領

祖父は Ngoni 族，

からムワンザ県に移住。

輸出産品（綿花・タ

1891 年

調査村④

二アサラン

ド
ネノ県のローマ・カソリッ

1925 年

ク教会に付属果樹園の設

ムワンザ県生

まれ。

置

毎週日曜日に教会へ。

教会にはヨーロッパ人宣

付属果樹園で初めて食べ

教師 2 名が長期滞在（③）

味に感動

159

1935 年に 10 歳で土地相

教会には小・中学校と教員

続

養成学校，病院が併設

母の死後相続，姉妹で分

（①）。
1930 年
代

与

付属果樹園の出入りは自

教会の白人宣

教師からもらった種から

④）

苗を育て 300 本を植栽

ｌｏ）県生まれ。

1940 年

代

農業試験場の設置

代

1937 年

由。果実も入手可（①，③， 南部州チョロ（Ｔｈyo

1940 年

1950 年

1938 年

1947 年

南部州ブンブエ

モザンビーク

移住民の 3 代目生まれ。

大規模タンジェリン栽培
を行う村が県内に存在

ためにタンジェリンの栽

1945 年ムワンザ県生まれ

培開始」

現在のネノ県に位置す
るローマ・カソリック
教会付属の教員養成校

（②）

「教会への信仰心を示す

ポルトガル人（2 名）
農場で労働に従事

1950 年代

女性もタバ

コ農園で収穫作業等

1952 年

教会付属小学校

に入学

に入学。

タバコ農園では女性も労
働（③）

付属の果樹園でタンジ

1950 年後半

ェリンの存在を初めて

リン開花時期に他村を通

知る。

りかかり，

タンジェ

タバコ農園では労働賃
金が支払われた。

付属果樹園で初めて食べ
感動

Chewa 族はタバコ農園を
手伝うために県外より移

花の甘い香りに感動

住（④）
1960 年
代

ヨーロッパ人によるタバ
コ農園の３か所の閉鎖

移住 2 世代の

1961 年

父姉から土地を生前贈与

（③）
1962

1960 年

婚姻時に生前贈

与（実母）

ネノ県のローマ・カソリッ

毎年タンジェリンの苗を

タバコ農園主は一部従業

1962 年

ク教会

10 本購入・植栽

員に土地を分配

ダに帰国の際に種をもら

白人宣教師

本
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宣教師がオラン

国へ帰国（④）
1963

う。

マラウイ政府へ土地の返

ムワンザ県で教師にな

還，政府管理下へ

る

1964 年独立前にポル

1963 年

トガル人農場は撤退

タンジェリンの

栽培開始。
「宣教師はグレ－プフル

1964 年

イギリスより独立後，

新政府から女性への土地

ーツの皮を石鹸のように

マラウイ共和国へ

無償分譲なし

使って洗濯。味が好きだ
ったので栽培開始」

新政府の管理下，小農に対
1965 して大規模農園の跡地を
耕作地として無償分譲

（対象：男性世帯主のみ）

1965 年

マラウイ新

政府より農場跡地を無
償分譲（分譲当時は全
面草原で樹木なし）
1968

「オレンジは甘くないが
満腹感が得られる」ため
栽培

Ngoni 族の父系制に基づ
き，弟が村長に就任。

タンジェリン苗
を購入・植栽

ブンブエ農業試験場にお
いて果樹の改良品種の導
入試験を開始
マラウイ政府による果樹
1970 年

栽培の普及活動

タンジェリン果実販売か

果実販売他，酒造で現金

代～

県事務所に果樹改良品種

ら十分な現金収入。

収入を確保。

の展示圃場設置
木材の生産販売より現金
1974 年

南アフリカの出稼ぎ禁止

収入になったため，南ア
への出稼ぎは不要。

換金作物としてタンジェ

果実販売で牛２頭，売店

仲買人に対して村内で

リン栽培導入が広く普及

開始資金を調達

均一の取引価格設定。
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1980 年

構造調整（WB）による農

敷地から溢れるほどタン

果実販売でトウモロコシ

代～

業政策の転換

ジェリン果実を毎年収穫

栽培用の化学肥料購入。

開発援助機関が果樹改良
品種の導入・普及（USAID
／GIZ）
1990 年
代～
2000 年
代～

アグロフォレストリーと
して果樹栽培の普及促進
（GIZ）

農民組織「Zipatso」に 1994 年
加盟，共同果実出荷。

農民組織「Zipatso」に加

選挙により初

盟，オレンジの接ぎ木苗

代村長に就任

2005 年飢饉時の食料安全

を入手。
飢饉時は果実販売で主食

保障としての果樹栽培

トウモロコシを購入。

（ICRAF）
アグロフォレストリーと

2011 年教員引退で年

樹木の高齢化のため，果

人気がないため売れない

2010 年

してタンジェリンの栽培

金生活（月 5,500MK） 果実販売でバイク２台を

実収穫量の減少。2010

が個人消費用にグレ－プ

代～

促進（ICRAF）在来果樹の と果樹園経営で生計を

年果実出荷なし＝現金収

フルーツの栽培も継続

入なし。

中。

価値を再確認

購入，バイク便を開始

立てる

資料：2010／2011／2012／2013 年に実施した現地調査に基づく。
注：タンジェリンの初期導入者の回想に基づくインタビュー結果のまとめである。
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4.3.4

４ヵ村におけるタンジェリン栽培農家（40 戸）の植栽インセンティブ

次に，前述した各村の初期導入者に続いて，タンジェリン栽培を導入した追随者を含む，栽培農
家のタンジェリン栽培開始の動機とその継続理由をみていく。
また，個々の栽培農家のインセンティブになっていると考えられる現金収入源としての期待形成
を確認するために，タンジェリン果実の販売によって得た現金収入の用途先にも注目する。

（１）タンジェリン栽培農家の栽培開始動機と継続理由
１）タンジェリン栽培開始動機
タンジェリン栽培農家（40 戸）の栽培開始の動機は表 4－15 に示したように「自家消費として」
が最も多く 23 戸（57.7％）
，ついで「換金作物として」が 20 戸（50.0％），
「樹を贈与された・相
続したため」15 戸（37.5％）となった。また，「容易な現金収入活動として」5 戸（12.5％）
，「家
族の栄養改善を目的に」4 戸（10.0％）等も栽培開始の動機となっていた。
その他の小数意見としては，
「教会・政府によって普及が行われた」，
「観賞用として花の香りを楽
しむ」
，
「知人・親戚への贈答用」等があった。また「家族の栄養改善を目的に」6 戸（15.0％）小
数意見としては，
「土壌（森林）保全として」，
「知人・親戚への贈答用として」等が挙げられた。

表４－15：栽培農家（40 戸）におけるタンジェリン栽培の開始動機
（複数回答可）
順位 導入理由（植栽当時）

合計
(N＝40)

割合
（％）

①自家消費用

23

57.5

② 換金作物

20

50.0

③ 樹を贈与・相続した

15

37.5

④ 容易な現金収入活動

5

12.5

⑤ 栄養改善

4

10.0

⑥

9

22.5

その他

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：その他は，教会による普及，花の観賞用，子どもの学費，各 2 戸（5.0％）。
贈答用として，政府による普及，衣服代等１戸（2.5％）。
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２）タンジェリン栽培の継続理由

タンジェリン栽培の継続理由としては，
「換金作物として」が最も多く，36 戸（90.0％）で理由
として挙げられた（表 4－16）。つまり，調査時点においては，タンジェリンの果実販売に対する
期待値の高さが明らかとなった。
また，前述の通り，植栽時点では，果実販売による現金収入を目的としていなかった初期導入者
においても，
「タンジェリンの果実が収穫できないと油や塩ですら購入できない。」村③HHID：24
（女性・93 歳）と述べている。
以上より，調査時点におけるタンジェリン果実の換金性の高さが，タンジェリン栽培の継続理由
となっていことが明らかとなった。この点に関しては，実際にタンジェリン果実の流通や買い付け
などに関する詳細な調査が必要であると考えられる。

表４－16：果樹栽培農家（40 戸）におけるタンジェリン栽培の継続理由
（複数回答可）
順位 栽培継続理由
（2012 年現在）

合計
(N＝40)

割合
（％）

① 換金作物

36

90.0

② 自家消費用

32

80.0

③ 容易な現金収入活動

22

55.0

④ 栄養改善

6

15.0

⑤ その他

3

7.5

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：その他は，土壌（森林）保全 2 戸（5.0％），贈答用１戸（2.5％）。
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（２）タンジェリン果実販売による現金収入の用途先
次に，タンジェリン栽培農家（40 戸）の果実販売による現金収入の用途先を表 4－17 に示した。
現金収入の用途先としては「食料品」が最も多く 32 戸（80.0％）
，ついで「トウモロコシ栽培用の
化学肥料」と「子どもの学費・学用品」が各 24 戸（60.0％）
，また主食トウモロコシに関わって「改
良品種（F1）トウモロコシ種子」21 戸（53.0％）と「主食トウモロコシの購入」18 戸（45.0％）
となった。このことから，現金収入のすべての用途先が，主食のトウモロコシの確保に関係してい
たわけではないが，農外所得の獲得が難しい状況の世帯においては，重要な現金収入源になってい
ることが分った。
このように，タンジェリン果実販売による現金収入は，主に食料の確保に使用されていることが
明らかとなった。特に，主食トウモロコシ栽培に関する投資として，化学肥料と種子の購入，およ
びトウモロコシの自家消費分が不足した際には，可能な範囲でトウモロコシを購入し，世帯消費の
不足分を補充していた。
また，
「子どもの学費・学用品等」も主な用途先として挙げられており，現在のマラウイでは小学
校の授業料は無償であるが，就学に必要なノートやボールペン，制服（材料費）の購入などには最
低限の現金が必要であり，季節的な現金収入となるタンジェリン果実の販売は，大きな役割を果た
していると考えられる。
例えば，地域のリードファーマーであるにもかかわらず，過去 3 年間連続して，世帯のトウモロ
コシ年間消費量をまかなえていない世帯も存在した。
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【事例 4－14 】主食トウモロコシ生産の自給達成状況と食糧援助
HHID S3 (MHH 既婚：男性 32 歳，Ngoni ，農夫， 宗教：ローマ・カソリック，夫方居住)
2010 年 6 月，2011 年 11 月，2012 年 8 月に自家生産トウモロコシを完全消費。不足分は毎年，
日雇い労働等の現金収入で購入している。2010 年度 5 袋×2, 500MK＝12, 500MK，2011 年度 6
袋×3, 000MK＝18, 000MK，2012 年度 4 袋×4, 500MK＝18,000MK，
（+ World Vision1 袋×4 か
月）追加購入無し。2012 年は World Vision から，トウモロコシ 50kg と Soya Npala 5kg とナンド
ロー5kg を 12 月，トウモロコシ 50kg を 1 月に受領できたため，2010 年より状況は良い。今年の
トウモロコシの植え付けはクーポンで購入した改良品種 5kg と化学肥料 150kg（50kg×500MK×2
袋と 50kg×1 袋×14,000MK：日雇い労働の収入の代わり）のみ栽培。
事例4－14－1：主食トウモロコシ生産の自給状況の実態
HHID3C3 (MHH：男性74歳（1938年生），Manganja，元教師，宗教：ローマ)
2011，2012 年も自家生産で世帯の年間消費量をまかなっている。今年もトウモロコシは残って
いるが，World Vison から，トウモロコシ（50kg）とダイズの粉末（Soya Npala）5kg とマメ（ナ
ンドロー）5kg を 12 月に，追加でトウモロコシ（50kg）を 1 月に受領した。
今年のトウモロコシの植え付けはクーポンで購入した 25kg の 250MK と 50kg×2 袋×13，
000MK 計 125kg＝26,250MK と種子 kg を 700MK で購入した。
事例4－14－2：主食トウモロコシ生産の自給状況の実態
HHID4C4 (FHH：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店，宗教：SD)
2011 年は 14 袋＝700kg と 2012 年 2 月まで持ちこたえた。しかし，2012 年 4 月の収穫は 7.5 袋
＝375kg のみだったため，娘が学校に持ち込んだこともあり，8 月にすべてのトウモロコシを消費
した。そのため，12 月までに 6 袋×3,200MK＝21,200MK 分のトウモロコシを購入しなければな
らなかった。しかし，12 月末に World Vison から，トウモロコシ 50kg と Soya Npala 5kg とナン
ドロー5kg を 1 月にトウモロコシ 50kg を受領したため，現時点では問題ない。
事例3－14－3：主食トウモロコシ生産の自給状況の実態
HHID C7(FHH 別居：女性 48 歳，Ngoni ，農婦， 宗教：ローマ) ：母系
2011，2012 年も自家生産で世帯の年間消費量をまかなっている。今年もトウモロコシは残って
いるが，World Vison から，トウモロコシ 50kg と Soya Npala 5kg とナンドロー5kg を 12 月，ト
ウモロコシ 50kg を 1 月に受領した。今年のトウモロコシの植え付けはクーポンで購入した
50kg500MK と 50kg×6 袋×14,000MK 計 350kg＝MK と種子 5kg を 150MK で購入し，残りは在
来品種のトウモロコシを植栽した。
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表４－17：各村のタンジェリン栽培農家（40 戸）の果実販売による現金収入の用途先
（複数回答可）

順位

１

２

３

４

５

食料品

化学肥料

学費・学用品

トウモロコシ
Ｆ１種子

主食
トウモロコシ

6

6

3

5

4

③

9

7

7

5

5

⑤

8

7

6

5

5

⑥

9

4

8

6

4

32

24

24

21

18

（80.0）

（60.0）

（60.0）

（53.0）

（45.0）

村番号
①

小計

用途先

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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３）小括：タンジェリン栽培導入と普及に関する経営的な考察

分析の結果，タンジェリン栽培農家（40戸）の栽培継続の理由（表 4－16）としては，
「換金作
物」36戸（90.0％）だった。このことから，栽培農家がタンジェリンを重要な換金作物として認識
し，農家の将来時点での市場に対する積極的な期待形成を行ったことが明らかとなった。
つまり，タンジェリンを換金作物として認識したことによって，経済活動を目的とした動機形成
につながり，ムワンザ県のタンジェリン栽培普及の大きな促進要因となったと考えられる。
各村の初期導入者と追随した新規導入者の栽培開始時点における動機としては，
「換金作物」20
戸（50.0％）
，
「容易な現金収入活動」5 戸（12.5％）にとどまった（表 4－15）
。
一方，タンジェリン栽培継続理由には「換金作物として」を挙げた具体的な回答としては，
「夫の南ア
フリカ出稼ぎの代わりに」，「自分が出稼ぎに行けなくなったため」，「子どもの学費や衣服代を捻出のた
め」等が挙げられている。
現金収入源は，マラウイの農村部での生活においても必須であった。タンジェリン果実の販売による
現金収入の用途先は，主食トウモロコシの種子・肥料の購入，天候による収穫が不十分だった場合は，
世帯構成員分のトウモロコシの購入，子どもの学費など，多岐にわたって利用されていた。
個々の農家にとっては，カンキツ類「改良品種」であっても，既存のタンジェリンであっても関係な
く，安定した果実の収穫とそれに伴う現金収入が最も重要な栽培継続のインセンティブとして働いてい
ると考えられる。
既存のタンジェリンは，栽培管理の不要であり，果実の収穫時期には仲買人が高く買い付けてくれる
などの利点が多いため，栽培を継続し，明日の食糧を得ることは，
女性世帯主世帯が多く，労働力が少ないムワンザ県のような地域においては，農薬散布などの栽培管
理が必要な果樹の改良品種の導入を行うよりも，既存のタンジェリンの栽培を普及したほうが，定着す
る可能性が高いと考えられる。
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（３）女性世帯主世帯によるタンジェリン栽培の継続理由
次に，ムワンザ県の特殊性の 1 つである女性世帯主世帯の割合の高さに着目し，個々のタンジェ
リン栽培に関する実態を具体的な事例を通して詳しく見てみたい。
本調査では，タンジェリン栽培農家全体 40 戸のうち 42.5％（17 戸）が女性世帯主世帯だった。
女性世帯主世帯の個々の事例をみていくと，目的別に大きく 1）贈与・相続した土地の使用権の安
定化するため，2）夫の死別・離婚による労働力不足の条件下で，安定した現金収入を確保するた
めの２タイプに分けることが出来る。

１）果樹の「所有」による土地使用権の安定化

【事例 4－15 】
事例 4－15－1：果樹は土地の境界線と使用権を示す象徴
祖母や母から贈与・相続した土地に植えられている樹を切り倒すことは，その土地の境界線を示
し，
使用権の象徴を失うことになるため，タンジェリンの樹を切ることはせず栽培を継続している。
事例 4－15－2：果実の収穫が減少しても樹は残して耕作地を確保
夫の死後，政府から無償分譲された際に植えたタンジェリンの樹ごと土地を相続した。成人した
子どもたちは村から出ており，まだ幼い子どもと３名で生活をしているため，トウモロコシを耕作
する土地が必要で果実の収穫は少なっているが樹は切らずに残したままである。

これらの事例は，
「果樹を植える・果樹の維持管理することで，
土地の使用権を安定化させている」
という初期導入者のタンジェリンの栽培導入理由と類似しており，栽培継続の大きな理由として考
えられる。樹木（タンジェリン）の存在を守ることは，主食のトウモロコシを栽培し，農業生産を
行う上で不可欠である土地を女性たちの手で守るための手段でもあったと考えられる。
また，1964 年以降，マラウイ新政府が男性世帯主に対してのみ土地が無償分譲したため，女性の
中には，土地の使用権に対する不安感もあったことも推察される。
貴重な現金収入源となるタンジェリン樹木の保有権に関しては，①姉妹で母から平等に土地を相
続したが，果実販売の現金収入は毎年再分配している，②ある土地使用権を個人から購入後，タン
ジェリン果実を販売する権利は元の持ち主によって裁判で奪い返された等，土地の使用権と果樹の
所有権を区別した贈与と相続の実態も明らかになっっている。そのため，今後，換金性の高い果樹
の栽培を導入する際には，土地使用権と樹木の保有権に関する考察および配慮も必要になってくる
と考えられる。
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２）タンジェリンの現金収入源により主食トウモロコシを購入

【事例 4－16 】労働力不足の条件下において安定した現金収入源を確保
事例 4－16－1：出稼ぎ禁止令後に現金収入源としてタンジェリンを植栽，主食を購入
唯一の現金収入源だった南アフリカへの出稼ぎが 1970 年代に禁止された際に，生前夫が植えた
タンジェリンの栽培を現在でも継続している。日雇労働で得られる現金も限られているため，果実
の販売した現金収入で主食トウモロコシの不足分を毎年購入している。

事例 4－16－2：果実販売で主食トウモロコシを購入
南アフリカへの出稼ぎが禁止された後，夫がタンジェリンを植えた。夫の死後，自分たちで栽培
するトウモロコシは生産量が十分ではなく，毎年収穫後も数か月しか持たず，タンジェリンが収穫
できる 7，8 月には不足し始める。そのため，果実を販売したお金で主食トウモロコシの値上がる
10 月より前に購入している。
HHID4C4 (FHHs：女性 55 歳（1957 生まれ），Manganja，商店， 宗教：SD) ：母系
出稼ぎ禁止令の発令後に夫は，タンジェリンを妻の土地に植栽した。夫は 1986～89 年の間に，2
年間契約で 2 回の南アへの出稼ぎを行った。帰国後 1996 年に死別。夫の死後，妻は商店を営んで
家計を支えている。
1989 年以降，タンジェリン果実の販売は，毎年定期的な現金収入となっている。

事例 4－16－3：母系制：妻祖母から生前贈与，夫南ア出稼ぎの事例
HHID S5 (MHH 既婚：女性 53 歳，夫 64 歳，Ngoni ，農婦， 宗教：ローマ・カソリック)
1973 年 1 月，婚姻の際に妻祖母から土地を生前贈与された。夫は婚前の 1969 年と干ばつ後の
1974 年に 2 年間契約で 2 回の南ア出稼ぎを行っている。2 回目の出稼ぎの前に次からは出稼ぎに行
かなくてもよいように，妻の土地に 50 本以上のタンジェリンを植えた。種はローマ・カソリック
教会の白人宣教師からもらって帰って植えた。
現在では 27 本しか残っておらず，果実も少なくなった。以前は今のように日雇い労働で現金を
得なくても，タンジェリンの販売で家族全員分のトウモロコシを購入することが出来た。
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このように，女性世帯主世帯では，夫不在による男性の労働力が不足するため，年間の自家消費
量に必要な主食のトウモロコシを十分に確保することが出来ない場合もある。そのため，主食のト
ウモロコシを確保する戦略の 1 つとして，他の労働力が必要な作物（例えば，タバコや綿花等）の
導入ではなく，栽培管理が少なく労働力の投入量が少ないタンジェリン栽培の継続を選択している
可能性も考えられる。さらに，これらの事例からも分かるように，タンジェリン栽培導入初期に必
要な労働力として，夫である男性の存在も大きかったと考えられる。
以上のように，女性世帯主世帯が，夫が不在の条件下においても，農村部での生活に必要な土地
の使用権を守りながら，労働投入量の少ないタンジェリン栽培を継続することは，貴重な農業所得
としての，降雨条件により，毎年不足している世帯分の主食トウモロコシを確保するのためにも必
要な戦略となっていると言える。
したがって，ムワンザ県の女性世帯主世帯にとって，タンジェリン栽培を継続することは，夫の
不在による労働力不足を解消し，不安定な現金収入を確保するためのリスク回避・分散となってい
ると考えられる。
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4.4.

まとめ

以上，
本章ではムワンザ県のタンジェリン栽培普及を事例として，伝統的な土地制度等に注目し，
個々の農家の果樹植栽のインセンティブとタンジェリン栽培普及の関係性を多面的に分析した。
はじめに，タンジェリン栽培導入の全体像を把握するために，個人の属性をまとめ，タンジェリ
ン栽培農家と非栽培農家計 80 戸における個々の実態を明らかにした。
次に，各村におけるタンジェリン栽培の初期導入者の計 4 名に対するエピソード・インタビュー
分析を行った。それらの結果を踏まえ，タンジェリン栽培農家（40 戸）対象に，栽培導入時の状況
などに関して生産農家に直接，調査者自身が行った詳細な聞き取り結果に基づき考察した。
その結果，個々の農家の多様な実態において，タンジェリン栽培導入時の社会的な背景の存在や
個々の農家がタンジェリンを植栽前に期待していた導入理由が浮かび上がってきた。
また，村によって異なる歴史的な背景がタンジェリン栽培の導入に対しても影響していると考え
られたため，独立性の検定も行った。その結果，村ごとに差があり，政府の政策に対応した農家の
行動の一つとして，樹木作物であるタンジェリンの栽培導入が行われたことが明らかとなった。
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（１）土地制度の変化に伴う土地の使用権の主張を目的としたタンジェリン栽培の開始
タンジェリン栽培の初期導入者たちの共通点としては，「土地の使用権を主張するため」という
理由が挙げられた。ヨーロッパ人のタバコ農場跡地を男性のみに無償分譲する等，土地制度に関す
るマラウイ新政府の政策が，土地を持った個々の農家のタンジェリン栽培の初期導入に関して，大
きな促進要因となったことが明らかになった。
具体的には，ムワンザ県では，マラウイ国内の他の地域同様に伝統的な土地制度の下，「共同体」
に基づく土地の贈与と相続が繰り返されてきたと考えられる。しかし，1964年にイギリスからマラ
ウイとして独立する際に，ヨーロッパ人が1800年代の終わりに入植した際に開始したタバコ農園は
閉鎖され，それらの土地は閉鎖後にマラウイ新政府に返還された。そして，新政府の管理下におか
れた土地の一部が，男性世帯主のみを対象に小農への分配が実施された点である。
マラウイ新政府の政策にともない，母系制度を中心としていた在来の土地制度における運用の一
部が変化し，在来の土地制度が影響を受けた可能性が考えられる。前述の通り，ムワンザ県の在来
の土地制度では，母系制であり女性の土地権利が強くにも関わらず，男性のみを対象に土地の無償
分配が行われた点，また，政策によって禁止された出稼ぎ労働は男性のみが行っていた点に関して
は，各世帯への影響が大きかった。具体的には，女性が中心となった土地と一緒に土地の境界線を
示すタンジェリンの所有権も相続された点が挙げられる。
特に，ムワンザ県では，女性世帯主世帯の割合が52％とマラウイ全体と比較しても高く，この点
もタンジェリン栽培の導入と普及促進，その後の栽培継続の要因になったことが示された。
小農がタンジェリンの栽培開始を通して樹木を「所有」することで，土地の使用権を主張するた
めに，初期導入者によってタンジェリン栽培が開始されたことも明らかとなった。これまで「共同
体」の管理下にあり，母系制度を中心に相続・贈与されてきた土地の使用権に対して，個人による
「所有」が始まり，小農同士が土地使用権を主張するため，当時の新規作物であったタンジェリン
植栽が初期導入者によって開始されたと考えられる。
さらに，その後 1970 年代以降，政府や国際機関等による「換金作物」や「容易な現金収入活動」
を目的とした果樹栽培普及活動により，追随者となった農家のタンジェリン植栽が盛んになり，ム
ワンザ県は現在のタンジェリン主産地に成長した可能性が示された。
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（２）政府の出稼ぎの禁止令によるタンジェリン栽培の普及
タンジェリンの栽培管理（せん定・水やり・除草・農薬散布）は，本調査で対象とした栽培農家
では，ほとんど行われておらず（表 4－17 ），放任栽培でも毎年一定量の果実の収穫が可能であ
った。また，タンジェリンは，種を植えてから果実が収穫できるまでの期間（７年間）を待つ続け
る必要があり，開花期前後の降雨条件にも左右されるが，一度収穫が始まると女性世帯主世帯にお
いても労働投入量の少ない安定した農業所得となっている（福田・西川 2013b）。そのため，タン
ジェリン栽培は，1974年にマラウイ政府によって禁止された南アフリカへの出稼ぎに代わる貴重な
現金収入源の一つになっていたと考えられる。
さらに，タンジェリンは，栽培管理のおける労働投入量が少なく，特別な知識や技術も不要であ
り，安定した農業所得となっているため，就学年数が短く，識字率の低い女性世帯主世帯の多いム
ワンザ県において，現在でも栽培が継続されている理由の１つであると考えられる。
以上，ムワンザ県におけるタンジェリン栽培の導入と普及に関しては，独立後のマラウイ新政府
の政策による在来の土地制度の変化や出稼ぎ禁止等による影響に加え，個々の農家が抱える社会的
な背景が大きな要因となっていたことを具体的な個人の事例に基づき明らかにした。
したがって，今後，マラウイ国内で新たな果樹栽培を導入する際には，技術的な要因のみならず，
対象地域の在来の土地制度やそれに関わる社会的な要因および個々の農家の実態にも着目する必要
があると言える。
また，農村部の開発プロジェクトなどにおいて，大規模な果樹栽培の導入・普及や植林活動を行
う場合には，新規分譲地や未使用地の開拓時に土地の使用権を示すためといったインセンティブを
農家に付与することも初期の導入においては効果的であると考えられる。
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表４－18：タンジェリン栽培農家（40 戸）における土地使用権の取得年と植栽年の一覧

既存のタンジェリン栽培

土地制度に関する項目

No

実生苗

植栽年

植栽本数

民族

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1972
1975
1968
1979
1968
1965
1976
1985
1982
1980

200
300
300
200
70?
？(叔父)
？(夫)
？(夫)
60
？(夫)

Lomwe
Ngoni
Manganja
Manganja
Manganja
Ngoni
Ngoni
Manganja
Ngoni
Ngoni

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Chewa
Chewa
Chewa
Chewa
Chewa
Chewa
Ngoni
Chewa
Chewa
Chewa
Ngoni
Ngoni
Chewa
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni
Ngoni

1960
200
？（本
1976
30？
1974
人）
1987
300?
（母）
1969 ？（夫）
？（本
1974
？（母
1978
人）
？（父
1964
親）
？（父
1979
親）
1968 ？（夫）
親）
1974
50
？（妻
1950
？（祖
1986
父）
1937
150
母）
1986 ？（夫）
？（妻 ？（妻
2002
20
母）
母）
1984
40
1967
50
1970
50
？（本
1966
？（妻
1964
人）
50？
1966
親）
1979
150
（夫）
？（祖
1979
？（本
1987
母）
50？
1964
人）
1964
（母）
1989
100
1963
200

相続制度

使用権取得源

相続形態

母系
その他
その他
母系
母系
母系？
その他
その他
その他
父系？

妻母
政府配分
政府配分
妻母
妻母（政府）
妻母
政府配分
夫（政府）
息子（政府）
妻父（政府）

死後
無料
無料
生前（結婚）
死後
生前（結婚）
無料
死後
預かり
生前（結婚）

2009
1965
1965
1968
2010（1965）
1991
1965
2005（1964）
1979
1980?

父系
父系
母系？
その他
その他
父系
母系
母系
母系
母系
父系
女系
父系
母系
母系
母系
母系
母系
母系
その他
父系
母系
母系
母系
母系
母系
母系
母系
母系
女系

夫父姉
妻母
妻母の夫
知人
夫
夫母
妻母
妻父
妻両親
妻母（村長）
夫祖母
妻母
夫祖母
妻母
妻祖母
妻母
妻母
妻母
妻母
政府配分
夫母
妻母
妻母
妻祖母
妻祖母
妻母
妻母
妻母
妻母
妻母

生前（12
生前
歳）（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
死後
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
死後
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
死後（8 才）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
無料
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）
生前（結婚）

1959
1973
2008
1987
1967
1987
1979
1997
2000
1997（1987）
1971
1986
1997
1939
1973
1995
1994
1990
1967
1970？
1966
1996
1958
1957
2002
1987
1964
1989
1974
1961

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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使用権取得年

第5章

ムワンザ県のカンキツ類「改良品種」導入に対する農家の
認識と行動

5.1.

はじめに

本章では，第 2 章で概観したマラウイの果樹栽培普及の歴史における「改良品種」の導入を背景
として踏まえ，実際にムワンザ県における農家の「改良品種」に対する認識と導入に関する行動を
考察する。外部条件である普及に関わる組織や制度の中で，ムワンザ県の農家は，どのように果樹
の「改良品種」を認識し，導入したのかその過程を明らかにすることを目的とする。
具体的には，4 章と同様にタンジェリンの一大産地である南部州ムワンザ県において，タンジェ
リンを含むカンキツ類「改良品種」の導入に対する事例を取り上げる。カンキツ類「改良品種」の
接ぎ木苗に対するタンジェリン農家の認識，および実際に「改良品種」の接ぎ木苗を導入するか，
導入しないかといった行動における意思決定要因を明らかにする。
すでに 3 章で確認した通り，ムワンザ県では，海外で育種・開発されたタンジェリン・オレンジ・
レモンを含むカンキツ類の「改良品種」が 30 品種以上導入されているにも関わらず，農家は好ん
で既存のタンジェリンを栽培しているという特徴がある。しかし，県農業開発事務所（DADO）111 年
間農作物統計報告書（果樹分野）等を参照する限り，普及関係機関では，品種ごとに果樹の改良品
種の栽培に関する実態が十分に把握されているとはいえない。
したがって，地方農業普及所の普及員等は，果樹農家の「改良品種」導入に対する評価と今後の
導入に対する意向などに関する明確な情報を考慮することなく，普及活動を継続しているといえる。
そのため，現在，公的機関によって実施されている「改良品種」の普及活動では，農家の意思決
定要因に関する情報の不足により，農家の実態に沿った普及活動の実施体制が構築できていないの
ではないかと考えられる。
そこで，本章では，ムワンザ県を事例として，農家に対する対面式の聞き取り調査を実施した。
本調査から得た「改良品種」の栽培状況や経験，家族人数や教育水準等の農家属性，収支等の経済
状況等の情報の精査により，
「改良品種」
の導入に対する農家の評価から分析することを課題とする。

111

ムワンザ県農業開発事務所では，タンバニ（Thambani）とムワンザ（Mwanza）と２ヵ所の農業普及所（EPA）
を管轄し，計 27,919 世帯を対象としている。

176

さらに，アフリカ地域の農業技術普及において，NGO が普及サービスの需要を満たす重要な役
割を担う点は，西川（2000）や Oladele（2004）によってすでに指摘されている。しかし，本節で
はマラウイにおける果樹栽培普及に関して，ムワンザ県の事例をとおして，政府機関による既存の
フォーマルな普及システムと協働で，公的機関のみでは対応しきれない個人農家まで普及活動を行
う現地 NGO が担う役割を具体的に考察していく。
また，これらの NGO の普及サービスの存在が公的機関にアクセスできない個人農家の行動にど
のように影響しているのか，また，果樹の「改良品種」導入において，NGO による無料苗木配布
が農家の認識にどのように影響しているのか，明らかにする必要がある。
この点に関しては，
「改良品種」に対する農家の評価と合わせて，考察を行う。
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（１）マラウイ国内の公的機関によるフォーマルな果樹普及システム
１）公的機関による果樹栽培普及システム
前述の通り，農村現場における農業技術普及は，各地方農業普及所（EPA）の普及員が担ってお
り，県農業開発事務所では普及員への研修やワークショップが開催される。
また，各EPAを区画セクションに区切り，セクションレベルに農業普及員が配置され，普及員が
不在のセクションには，リードファーマーを起用している場合もある（図 3－1参照，p.80）。
２）農業試験場による果樹栽培に関する普及活動112
ムワンザ県では 1950 年代に現在のネノ県において，既存の栽培品種（LocalVariety）として，
ラフレモンとタンジェリン‘ムワンザ’の存在が研究機関によって確認されている。また，研究者は
1968‐1978 年までの期間にムワンザ県にカンキツ類（タンジェリン，オレンジ，レモン，グレー
プフルーツ等）計 31 品種を海外から新規導入した(William 1988)。1996 年には USAID の支援に
よって，試験場の研究者が中心となり，接ぎ木に必要な穂木採取用の母樹園として，農民組織
『Zipatso』の圃場に約 1,200 本のカンキツ類の改良品種を植栽した（表 5－1）。
現在は，農民組織のメンバーによって適宜，除草・潅水・せん定作業等が行われている。試験場で
穂木が必要な場合は，研究者が採取のために訪問している。各国際援助機関から技術移転等の支援を
受けたため，国内の農業研究所および農業普及所レベルでは，果樹栽培・苗木生産に関する技術移転
は実施され，一部の先駆的農家は大規模に果樹栽培を行っている。

表５－１：マラウイ南部ムワンザ県におけるカンキツ類の改良品種の普及に関するプロジェクト
および組織の概歴

年代
1940
1970
1986－1988

援助機関

内容

（イギリス）
MoA／BAR

マラウイ南部 国立ブンブエ農業試験場（BAR）設立
ムワンザ県 農業開発事務局に果樹展示圃場を設置

USAID／MoA

『マラウイ農業試験普及（MARE）』プロジェクト

USAID
USAID／BAR

農民組織『Zipatso』は果樹農業組合として設立

1996‐2006

ドイツ（GTZ）

『南部アフリカ持続可能な森林保全』プロジェクト

1997－2003

ドイツ（GTZ）

「園芸生産促進協働」プロジェクト

1998

ドイツ（GTZ）

「商業的苗木生産促進」プロジェクト

2000

ドイツ（GTZ）

「マラウイ園芸開発協会（HoDoM）」が設立

1992
1996

2007‐現在

各国際 NGO

改良品種の穂木採取母樹園を『Zipatso』に設置

現地 NGO『WESM』によるプロジェクト

資料：現地聞き取り調査(2010，2011，2012)の結果に基づき筆者作成。

112

ブンブエ国立農業試験場の研究者 6名と技術者 3名に対する2011年8，9月の聞き取りに基づく。
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5.2. 調査方法
ムワンザ県における果樹の技術普及状況に加え，農民の意思決定の過程における要因を分析する
ため，ムワンザ県のタンジェリン栽培農家 40 世帯を対象とした半構造化質問票113 による聞き取り
調査を行った（調査期間：2012 年 7 月～9 月）
半構造化の質問票の内容は，以下の項目で構成されている。
①農家属性：家族人数，教育・生活水準，土地等
②収支等の経済状況：農外所得の有無等
③タンジェリン栽培状況：栽培経験の有無，開始時期等
④果樹の「改良品種」に対する認識：導入の動機，「改良品種」の評価等
質問票の聞き取り終了後，
果樹園の踏査を行い，
栽培管理状況および病虫害の発生状況を確認した。
また，追加調査として，タンジェリンは栽培していないが，新規でカンキツ類の「改良品種」を
導入した農家 7 世帯（以下「改良品種」のみ導入農家とする）を対象に聞き取り調査を行った（調
査期間：2013 年 1 月～2 月）
。

調査対象村の選定は，3 章と同様に県の農業開発事務所の職員 2 名および地方農業普及員 3 名の
推薦により決定した。具体的には，普及所からの距離や中心市街地からの距離等の地理的条件と農
家の認識や評価に関連性があるのではないか，という仮説を設定した。これに基づき，ムワンザ県
内のカンキツ類の栽培が盛んな 10 ヵ村の果樹園の踏査に基づき，①果樹集荷場までの距離，②農
業普及所への距離，③改良品種の導入度合などを基準に「改良品種」の導入割合の高い村，低い村
の各 2 ヵ村の計 4 ヵ村を選定した。
さらに，
「改良品種」の導入割合の高い村の内，現地 NGO『赤十字』により「改良品種」の普及
促進のプロジェクトが実施された村④において，担当の農業普及員と村長の推薦により，
「改良品種」
のみ導入農家（7 戸）を選定した。その際には，村長の名簿に基づくランダム抽出を行った。

113

2010 年 7 月 1 日～31 日，2011 年 8 月 3 日～9 月 12 日，2012 年 2 月 12 日～3 月 22 日の 3 回に分けて，農家
組織を含む果樹栽培に関わる組織，果樹農家を対象として，実施した聞き取り調査を踏まえて作成した。
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5.3. 調査結果
5.3.1 NGO によるカンキツ類「改良品種」の普及活動
（１）ムワンザ県におけるNGO等によるインフォーマル果樹栽培普及システム
１）果樹農家組合『Zipatso』114
『Zipatso』は，農民による果樹農家組合として，1992年にUSAIDの支援によって設立された。現
在では国立農業試験場においても入手不可能なカンキツ類の改良品種を管理し，在来果樹として認識
されているラフレモンの実生を台木として活用し，主要推奨改良品種の苗木を 3名の農民出身の技
術者が生産している。農家が果樹の苗木を購入する際は，付属母樹園で実際に栽培されている果樹の
樹勢や収穫果実を手にとって観察し，品種の性質を確認した上で，購入品種を選択できるシステムと
なっている。また，組合長によると「伝統的に栽培されてきた既存のタンジェリン品種‘ムワンザ’
は，耐病性があり収量も高く，強樹勢で直立に成長するためトウモロコシとの混作に適しており，農
家の人気が高い。」とされ，現在でも主要品種として接ぎ木苗生産が行われている。さらに，果樹農
家は好んで既存のタンジェリンを栽培しており，収穫果実は国内市場に出荷，一部は仲買人を通して
ザンビアやモザンビーク等に輸出されている。組合では，優良果樹苗木の確保を目的として，「改良
品種」と既存のタンジェリンを持続的に利用し，農家の現金収入向上に加え，従来は公的機関である
農業試験場が担う改良品種の管理などの機能も担っている。

２）果樹栽培普及に関わる現地NGOの活動
現在，ムワンザ県には，3 つの現地 NGO が農業普及に関わっており，各現地 NGO が掲げる活
動目標はそれぞれ，①「環境保全と森林保全」②「持続可能な小農の生計改善・収入向上」③「HIV
／AIDS 陽性者の食糧安全保障と栄養改善」と異なっていた（表 5－2 ）。
果樹栽培の普及に関する各 NGO の相違点としては，①環境保全を意識した植林活動を行なう現
地 NGO『WESM』は，既存のタンジェリン品種の接ぎ木苗を中心に改良品種を一部，②農村の「開
発」に重きを置く『エヴァンジェリコ』は「改良品種」を中心に既存のタンジェリンの接ぎ木苗を
一部，③FAO 等の国際機関の支援による『赤十字マラウイ』は改良品種の接ぎ木苗のみを農民に導
入していた点が挙げられる。共通点は，農民組織『Zipatso』から接ぎ木苗を継続的に購入している
点，
また地方農業普及所の普及員と協働で，
果樹栽培の普及活動を行っている点などが挙げられた。
以下に，各NGOの活動の詳細を述べる。

114

農民組織『Zipatso』の管理者（1992 年から食糧安全保障省のムワンザ DADO 職員，2000 年より現職）に対す

る 2010 年，2011 年，2012 年の聞き取りに基づく。
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ⅰ）現地NGO『WESM：The Wildlife and Environmental Society in Malawi』115
ドイツ技術公社（GTZ）などから支援を受けた『WESM』は「環境保全と森林保全」を目的とし
て，在来果樹を推進する森林局と改良品種の導入を推進する農業開発事務所，教育省と協働で果樹
栽培の普及活動を行なっている。『WESM』は，「環境保全と森林保全」を活動目的とし，GTZ の
プロジェクト（1996‐2006 年）を引き継ぐ形で，マラウイ全土で活動を展開している。組織の活
動目標は，環境保全を第一に考えているが，住民の生活基盤が出来てはじめて環境に関して考える
余裕が出来るため，環境保全につながる活動を通した生計向上を目指すプログラムを実施している。
ムワンザ県では，
2007 年 12 月から 2010 年 12 月まで「自然資源に基づく事業開発プロジェクト」
が実施された。現在は，現地 NGO『エバンジェリコ』と同様に国際 NGO『CHIATIAN AID』か
ら資金支援を受けて上位目標「シレ川流域における土壌流出防止」の下に，ムワンザ県のコミュニ
ティの生計改善を目的とし，森林局と在来樹種（在来果樹を含む）の植林事業を実施している。
また，2011 年 8 月より「持続的な生計のための総合管理プロジェクト 2011-2014」プログラムを
HIV 陽性者，エイズ孤児，女性世帯主を対象者として，30 村において，実施している。2012 年の
3 月からカンキツの果樹の苗木も配布予定して分配する予定である。小中学校の Wildlife Club では
アグロフォレストリーを通して，環境教育を生徒に指導116を教育省と協働で行なっている。
ⅱ）現地NGO『エバンジェリコ』117
国際 NGO『CRISTIAN AID』支援による『エバンジェリコ』は「持続可能な小農の生計改善・
収入向上」を目的とし，改良品種中心に果樹の栽培普及を行なっている。農村の「開発」を第一目
標とし，
「持続可能な小農の生計改善・収入向上」に関するプログラム118を 2,000 世帯対象に 2011
年 8 月から開始している。灌漑スキームによるハイブリッドトウモロコシ，キャッサバ，ジャガイ
モ等の作物栽培を女性世帯主や障害者世帯に導入している。改良品種の導入はムワンザ県農業開発
事務所の職員の意見を参考に導入品種を決定し，種子の購入先も職員の紹介に頼っている。NGO
の職員が農業普及員と同様に草の根レベルでの農業普及の部分を担っている。
また，果樹分野では2012年1月に村長を通して，2,500本のカンキツ類の接ぎ木苗と500本の既存
現地 NGO『WESM』のリンベ本部の管理者１名に対する 2012 年 8 月の聞き取り，およびムワンザ支所 2 名に

115

対する 2010 年，2011 年，2012 年の聞き取りに基づく。
116

150 本の接ぎ木苗を 2011 年に FAO から受け取り 2 ヵ所中学校に植栽。植林用育苗より果樹に対する生徒の関

心は非常に高く，コミュニティでは「今後住民の要望があった場合に対応」
，果樹接ぎ木苗導入にも前向きな姿勢。
117

現地NGO『エバンジェリコ』の職員２名に対する2012年２，３月の聞き取りに基づく。

118

①ヤギの配布，②果樹苗木の配布，③改良品種の種子の配布，④グループでのローン：ビジネス開始の資金調達

などを6村800世帯対象に実施。
「現在の果実供給システムは，果樹農家は安く買い叩かれ貧しいままであり，買付・
仲介人のみが利益を得ている状態である。」と指摘される。

181

のタンジェリンの苗木を対象村落に配布した。果樹担当者は「果樹栽培は実施期間が限定されている
プロジェクトでは，すぐに成果が見えない。そのため，ドナー側には果樹栽培に予算を分配する理解
が難しい場合が多い。しかし，長期的な視点で考えた場合，小農にとって果樹は良い収入源になる。
市場を上手く活用出来れば，もっと小農の収入増加も可能だ」と考えている。
プロジェクト終了時には，農民のビジネスマインドが向上し，小農の現金収入が少しでも向上する
ような活動を重視している。収穫後の国内消費用の果実流通および将来的な海外輸出を視野に入れた
改良品種の導入と農民のビジネスマインドの一貫した普及によって重点項目『生計改善と収入向上』
の目標達成を目指している。
ⅲ）現地NGO『マラウイ赤十字』のムワンザ支部119
国際NGO『赤十字』支援による『マラウイ赤十字』は「HIV／AIDS陽性者の食糧安全保障と栄養
改善」を活動目的としている。『赤十字マラウイ』は，マラウイ国内で様々な活動支援120を行なっ
ているが，HIV陽性者に対する灌漑スキームによる食糧安全保障プログラムは，ムワンザ県とチラズ
ル県でのみ実施している。受益者は気候変動によって最も影響を受けると考えられる脆弱な世帯121
（高齢者世帯，エイズ孤児世帯122，HIV陽性者世帯）としている。
近年の急激な気候変動によって，天水のみでは作物を生産できない地域に灌漑のスキームを導入し，
野菜・キノコ栽培や家畜飼育（ヤギ・ブタ），養蜂等を推進している。県内の8グループ村長（GVH）
の下，計44村で1,800世帯を対象に52ヵ所の小規模灌漑と2ヵ所の大規模灌漑を2010年1月から2012
年12月まで実施している。灌漑条件下では，ハイブリッドトウモロコシ，キャッサバの改良品種1セ
ット50本を539世帯，果樹の接木苗（既存のタンジェリン）2,800本を3－5本ずつ622世帯，森林局
から認証123を得ており2－4年で収穫が可能で土壌の肥沃度を高めるブラジリアンナッツ150本を50
世帯に配布した。今後の追加導入は，2011年に植えつけた果樹の生育を見た上で判断したいと考え
ている。果樹分野はHIV陽性者の「栄養改善」と「収入向上」を主な目的として普及活動が行われて
いる。

119『赤十字マラウイ』ムワンザ支所の職員
120

3 名に対する 2012 年 2，3 月の聞き取りに基づく。

国際 NGO 赤十字マラウイは，国内 13 県に事務所を設置し，全 28 県に政府関係者やコミュニティによるボラン

ティアを配置・活動を実施している。
121

受益対象者の判断基準は，世帯構成人数，飼育家畜数，家壁の素材（泥壁／焼きレンガ／トタン等）などがある。

122

エイズ孤児は「両親が HIV で死亡，または母親が HIV で死亡，父親が実家に戻っている場合」などが該当。孤

児でも親戚のケアが充分の場合に外部支援は無く，高齢者の祖父母が孤児を引き取る場合，教育資金援助が存在。
123

マラウイ国内では果樹や樹木苗の品種に対する認証制度は存在していないが，森林局は一部の樹木に対して，独

自に認証を設定し，苗木の品質を保証している。
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表５－２：現地 NGO の重点項目と主な活動内容および果樹栽培に関する活動
現地 NGO

主なパートナー

重点項目と主な活動内容

果樹栽培に関わる活動

マラウイ中央政府の 「環境保全と森林保全」

小農の果樹苗木生産支援。

①「WESM」

環境・森林省，教育 対象者：HIV 陽性者，孤児，女性

FAO から「改良品種」の接ぎ

1964 年設立当

省。県農業開発事務 世帯主。30 村のコミュニティで活

木苗 155 本を中学校に配布。

初は野生動物

所 の 園 芸 部 門 の 職 動中。小・中学校の環境教育の一

農民組織『Zipatso』から既存

保護を目的。

員，農業普及員。

環として Wildlife Club 活動で植林

のタンジェリン接ぎ木苗を購

用（果樹含む）苗床を設置。

入，無料配布予定。

「小農の生計改善・収入向上」

農民組織『Zipatso』からカン

国際 NGO

② 「 エ ヴ ァ ン 『CHIATIANAID』 対 象 者 ： 2000 世 帯 ， 2011-2014 キツ類の接ぎ木苗（「改良品
ジェリコ」農村 現地 NGO『WESM』 （2011/12 年度 6 村 800 世帯）

種」と既存のタンジェリン）

を 開 発 す る こ 県農業開発事務所の ①ヤギの配布，②果樹苗木の配布， 3,000 本購入。2012 年 1 月に
とが主な目的。 園芸部門の職員，農 ③改良品種の種子の配布，④グル 村長を通して，対象農家に配
業普及員。

③「赤十字
マラウイ」
保健医療サー
ビスの貢献を
目的。

ープでのローン（資金調達）など

布済。

国際 NGO『赤十字』 を実施。
「食糧安全保障と栄養改善」

農民組織『Zipatso』からカン

マラウイ中央政府の 対象者：HIV 陽性者，44 村 1800

キツ類の接ぎ木苗（改良品種

保健省。県農業開発 世帯。乾燥地域に小規模灌漑 52 ヵ

のみ）2,800 本を購入。2010

事務所の園芸部門の 所，大規模灌漑 2 ヵ所を設置。果

年 11 月に村長を通して対象農

職員，農業普及員。

民に配布済。

樹を含む野菜・キノコ栽培や家畜
飼育，養蜂等を推進。

資料：現地調査（2010，2011，2012）に基づき筆者作成。
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ⅳ）小括：果樹栽培の普及を担うNGOに関して

マラウイ南部のムワンザ県の果樹栽培普及において，公的機関による普及システムの中に現地
NGOによるインフォーマルな普及システムが存在し，さらにその中でも『WESM』のような現地NGO
が多様な役割を果たしている。ムワンザ県で対象とした 3つのNGOには，①国際機関の掲げる開発
目標の下で，各現地NGOがそれぞれ異なる活動目標を掲げている点，②マラウイ中央政府の各省庁
が掲げる政策目標と農民組織および個人農家等，縦の連携に対する介在，また現地NGO同士の横の
連携等に違いが見られた。
一方，共通点としては，①長期的の農村に駐在し，②既存の組織である地方農業普及所の普及員
との協働によって普及活動を行っている点が挙げられる。国際 NGO の支援による現地 NGO は各
組織の重点項目に沿った活動を実施する上で，果樹栽培普及を活動の中に位置づけ，プロジェクト
の一貫として実施していた。国際機関の掲げる農村開発における上位目標の下，各現地 NGO がそ
れぞれに活動目標を持ち，その中でインフォーマルな果樹栽培の普及システムを確立していた（図
5－1）
。
また，国際機関や国際 NGO が実施するプロジェクトは，地域の農村状況を把握し，常に駐在し
ている現地 NGO のスタッフと農業普及員が協働で活動を行う場合が多かった。本調査の対象のム
ワンザ県においては，農業普及員よりも頻繁に農村現場を訪問し，活躍する現地 NGO のスタッフ
が重要な役割を果たしていた。個人農家にとって農業普及員よりも現地 NGO のスタッフのほうが
身近な存在として重要な情報源となっており，農家の行動に影響していると考えられる。
ムワンザ県の草の根レベルのインフォーマルな果樹栽培普及において，農民組織『Zipatso』が担
う苗木生産の安定供給の取り組みが果たす役割は大きい。さらに，現地NGOが組合から接ぎ木苗を
定期的に購入することは，継続的な活動支援に繋がると考えられる。
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図５－１：ムワンザ県の現地 NGO によるインフォーマルな果樹栽培の農業普及システムの組織図

ブンブエ
国立農業
試験場

農業・食糧安全保障省
県（DADO・旧RDP）

ムワンザ県農業開発事務局
ムワンザ普及所

地区（EPA）

タンバニ普及所

USAID

森林局

現地 NGO による
インフォーマルな 現地NGO

WESMWESM

普及システム

エバン エヴァン
赤十字
ジェリコ ジェリコ

農民
組織
Zipatso

農民組織

？
赤十字

母樹
園

個人農家

資料：現地調査（2010，2011，2012）に基づき筆者作成。
注：図中の矢印は果樹栽培に関する情報と改良品種の導入の流れを示す。図 3－1（3 章参照，p.80）の公的機関の
フォーマルな普及システムと比較して，普及所の下に複数の現地 NGO が介在している点に特徴がある。プロジェ
クト終了後，果樹専門の研究者不在のため現在は農業試験場が機能していないが，現地 NGO の存在によって公的
機関のみでは対応が不十分であった個人農家まで果樹栽培に関する情報および「改良品種」が普及している。

185

（２）マラウイ国内の NGO によるインフォーマルな果樹普及システム
１）非政府組織（NGO）による果樹栽培に関する普及システム：
食糧安全保障省は今後も全国の農業普及所とNGOとの協働で農業普及を行なっていく予定である。
果樹分野では，マラウイ国内で入手可能な台木を活用した改良品種の苗木生産の推進が行われており，
推奨改良品種の普及拡大には，公的機関のみならず現地NGOの果たす役割が期待されている。
２）農民自身が選択可能な果樹栽培普及システムの確立
マラウイでは，農業食糧安全省が「食糧安全保障」
「小農の生計改善」
「輸出作物の多様化」等を
目標とし，果樹の「改良品種」の導入を推進する一方で，環境・森林省は「環境保全」「森林保全」
を目的として，在来果樹の植林事業を推進する等，複雑な構造の下にある政府の農村開発政策を現
地 NGO が介在の役割を担っている（図 5－2）。中でもムワンザ県を中心に果樹栽培普及を行って
いる現地 NGO『WESM』（調査象村③で活動中）は，「改良品種」の導入を推進する農業食糧安
全保障省と在来果樹を推進する環境・森林省に加え，クラブ活動を通じて，環境教育も行なってい
るため教育省とも関わりがあるなど幅広い機能を備えている。
さらに，各政府機関を介在した上で，他の現地 NGO とも連携し，既存のタンジェリン栽培を希
望する農家と苗木を生産する農民組織『Zipatso』をつないでおり，農民に在来果樹のみならず，カ
ンキツ類の「改良品種」と既存のタンジェリン両方を選択肢として提供している。
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図５－２：ムワンザ県における各現地 NGO の活動目標とマラウイ政府の政策を農村開発現場におい
て果樹栽培の普及がつなぐイメージ図

NGOの目標

国際機関

（多面的な機能）

ICRAF

①WESM 在来
果樹
「環境保全」
「森林保全」
「環境教育」
既存
品種

②エヴァンジェリコ
「小農の生計改善」
「収入向上」

改良
品種

③赤十字マラウイ
「栄養改善」
「食糧安全保障」

改良
品種

果樹栽培
の普及

①農業食糧安全保障省
「食糧安全保障」
「小農の生計改善」
「輸出作物の多様化」
②環境・森林省
在来 「環境保全」
果樹 「森林保全」

普及所
（EPA）
普及員

農民組織
‘Zipatso’
既存
品種

政府の政策
「農村開発」

改良
品種

農民

③教育省
「環境教育」
④保健省
「栄養改善」
「感染症予防」

資料：現地調査（2010，2011，2012）に基づき筆者作成。
注：図中の矢印は，各組織の情報の共有や活動の関連性を示す。農村開発における果樹栽培の普及を通して，国
際機関の掲げる開発目標の下で，各現地 NGO がそれぞれ異なる活動目標を掲げている。中央政府の各省庁が
掲げる政策目標と農民組織および個人農家等，縦の連携に対する介在，また現地 NGO 同士の横の連携等に違
いがあるが，現地 NGO は公的機関を補完する多面的な機能を持つ介在者として，重要な役割を果たしている
ことを示している。
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5.3.2

タンジェリン栽培農家（40 戸）における「改良品種」の導入状況

はじめに，各村のタンジェリン栽培農家（40 戸）のタンジェリンの導入年と植栽本数，カンキツ
類の「改良品種」の導入状況を示した（表 5－3）
。
また，タンジェリンは栽培していないが，
「改良品種」の接ぎ木苗のみを新規導入した農家（以下，
『
「改良品種」のみ新規導入農家』とする。）の計 7 戸（HHID：91-97）の状況を示した。

表５－３：タンジェリン栽培農家の植栽年と本数および「改良品種」の導入状況

タンジェリンの繁殖方法と

カンキツ類「改良品種」の

植栽年および植栽本数
農家 No

導入状況

実生苗

植栽

植栽

改良品種の

接ぎ木苗

種から育苗

年

本数

情報の有無

（オレンジ他）

1

○

1972

200

○

○2010（50）

2

○

1975

300

×

×

3

○

1968

300

○

○

4

○

1979

200

○

○

5

○

1968

70?

○

○1997？

6

○

1965

？(叔父)

×

×

7

○

1976

？(夫)

○

○2010（21）

8

○

1985

？(夫)

○

○2006（20）

9

○

1982

60

○

○2009（20）

10

○

1980

？(夫)

○

×

村①平均

100%

1975

212

80%

70%

11
12

○
○

1960
1976

200
？（本人）

×
○

×
×

13

○

1974

30？（母）

○

×

14

○

1987

300?

○

×

15

○

1969

？（夫）

×

×

16

○

1974

？（本人）

○

×

17

○

1978

？（母親）

×

×

18

○

1964

？（父親）

○

×

19

○

1979

？（父親）

○

×

20

○

1968

？（夫）

○

×

村②平均

100%

1973

200

70%

0%

188

21
22

○
○

1974
1950

50
？（妻父）

○
○

×
×

23

○

1986

？（祖母）

○

×

24

○

1937

150

×

×

25

○

1986

？（夫）

×

×

26

○

○

×

27

○

2002

20

○

×

28

○

1984

40

○

×

29

○

1967

50

○

×

30

○

1970

50

○

×

村③平均

100%

1973

60

20%

0%

31
32

○
○

1966
1964

？（本人）
？（妻親）

○
○

×
○1997(8)

33

○

1966

50？（夫）

○

○2009(10)

34

○

1979

150

○

○2000(13)

35

○

1979

？（祖母）

○

○2010(4)

36

○

1987

？（本人）

×

×

37

○

1964

50？（母）

○

○2007(16)

38

○

1964

○

○2007(15)

39

○

1989

100

○

×

40

○

1963

200

○

×

村④平均

100%

1972

150

90%

60%

全体（40）平均

100%

1973

155.5

65%

50%

？（妻母） ？（妻母）

村④の「改良品種」接ぎ木苗のみ導入した農家（7 戸）
91

―

―

―

○

2000 (8＋15)

92

―

―

―

○

2010 (15)

93

―

―

―

○

2007 (7)

94

―

―

―

○

2009 (17)

95

―

―

―

○

2007 (9)

96

―

―

―

○

2009 (18)

97

―

―

―

○

2009 (20)

7 戸平均

100％

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
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100%

（２）カンキツ類の「改良品種」導入に対するタンジェリン栽培農家の認識と評価
１）タンジェリン栽培農家のカンキツ類の「改良品種」対する認識
次に，タンジェリン栽培農家（40 戸）のカンキツ類「改良品種」に対する認識および導入割合を
表 5－4 に示した。タンジェリン栽培農家全体のうち「改良品種」の導入割合は，12 戸（32.5％）
のみだった。一方，栽培農家全体で，果樹の「改良品種」の接ぎ木苗に対する情報を持ってい農家
の割合は 40 戸中 32 戸（80.0％）と高く，非導入農家 28 戸（67.5％）においても「改良品種」の
接ぎ木苗に関する知識情報が普及していることが明らかとなった。
しかし，「改良品種」の具体的な特徴に対する知識の有無に対する割合は 20 戸（50.0％）にと
どまった。回答者の中には，果樹の「改良品種」として接ぎ木苗の存在は知っているが，具体的な
特徴を回答出来ない農家も存在した。特に，村④では，
「改良品種」
の導入割合が半数以上 6 戸
（60.0％）
にもかかわらず，具体的な特徴に対する知識を持つ割合が 2 戸（20.0％）と少なかった。これは，
村④では農民組織や国際 NGO『赤十字』による苗木の無料配布が実施されており，「改良品種」
の特徴を正確に把握しないまま植栽している農家（5 戸）が存在するためと考えられる。
また，各調査村における今後の「改良品種」導入に対する希望者については，すでに「改良品種」
の導入割合が高い村①（70.0％）と村④（60.0％）において，それぞれ 80.0％と高い割合を示した。
しかし，
「改良品種」を導入していない村②と村③においては，20.0％と 40.0％と低く，全体では
55.0％となった。そのため，栽培農家の「改良品種」導入に対する認識の違いが，
「改良品種」導入
の有無に影響を及ぼしていると推察された。さらに，接ぎ木苗の導入希望者の内，「苗木が無料配
布の場合は導入したい」と回答した場合を除くと，全対象村において 0.0％だった。そのため，タ
ンジェリン栽培農家は，自ら接ぎ木苗を購入して，導入しないと判断している可能性が考えられる。

表５－４：各調査村における「改良品種」に対する有識および導入割合（N=40）
単位(％)
村番号

「改良品種」に
対する知識の有無

具体的な特徴に
対する有識者

接ぎ木苗
の導入者

接ぎ木苗の
導入希望者

TG 全体（40 戸）

80.0

50.0

32.5

55.0

（0.0）

①

80.0

60.0

70.0

80.0

（0.0）

②

70.0

50.0

0.0

20.0

（0.0）

③

80.0

70.0

0.0

40.0

（0.0）

④

90.0

20.0

60.0

80.0

（0.0）

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：接木苗の導入希望者については，「苗木が無料配布の場合は導入したい」と回答した農家の割合である。
他方，括弧内の数値は，「無料配布ではない場合でも導入したい」と回答した農家の割合である。
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２）
「改良品種」導入者と非導入者の接ぎ木苗に関する認識の違い
続いて，タンジェリン栽培農家（40 戸）を対象に種から育てたタンジェリンの苗（実生苗）と比
較した場合の「改良品種」接ぎ木苗の特徴を聞き取った。栽培農家全体では「改良品種」導入者 13
戸の内，5 戸は「無料配布だったため植えたが，既存のタンジェリンとの明確な違いは知らない」
等を理由とし未回答としたため，得られた回答者数は 8 戸のみだった。
一方，非導入者 27 戸の内 12 戸は「非導入だが接ぎ木の特徴は知っている」と回答した。その結
果，完全回答数は 20 戸（「改良品種」導入者 8 戸，非導入者 12 戸）のみとなったため，「改良品
種」導入者（8 戸）と非導入者（12 戸）として，認識の違いを表 5－5 に整理した。
具体的には，タンジェリンの実生苗と比較した「改良品種」の接ぎ木苗の特徴を回答合計からみ
ると，「①果実収穫までの栽培期間が短い」が最も多かった（15 戸）。これは「改良品種」の接ぎ
木苗の場合は植栽 3 年目から，既存のタンジェリンは植栽 7 年以上で収穫開始出来るという情報が
農民間で広く認識されているためと考えられる。その他，「改良品種」の特徴として「②樹高が低
い（8 戸）」「③果実サイズが大きい（6 戸）」等が相対的に広く認識されている特徴として挙げ
られた。
一方，食味が良い（甘い）と回答した導入者は 1 名のみで，「改良品種」は果実の収穫数がタン
ジェリンと比較して少ないと回答した非導入者も存在した。これらの結果から，改良品種の特徴と
して農業普及員がもつ認識（表 3－2 参照，p.86）と異なっていることが明らかとなった。そのた
め，これらの農家がもつ「改良品種」接ぎ木苗に対する認識と農業普及員のもつ認識の差異が，「改
良品種」導入の阻害要因となっている可能性が考えられる。

表５－５：「改良品種」導入者（N=8）と非導入者（N=12）における接ぎ木苗の特徴に関する
認識の違い
「改良品種」の
接ぎ木苗の特徴

TG

TG

TG

導入者

非導入者

合計

(N＝8)

(N＝12)

(N=20)

① 収穫までの
栽培期間 短い

6

9

15

② 樹高

2

6

8

③ 果実サイズ 大

4

2

6

④ 収穫果実数 多

2

2

4

⑤ 早生タイプ

3

0

3

⑥ 食味良好

1

0

1

⑦ 収穫果実数 少

0

1

1

低

資料：2012 年に実施した現地調査に基づく。
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4.3.3

調査対象村における「改良品種」の導入農家（20 戸）の属性および経営状況

（１）
「改良品種」接ぎ木苗の導入農家の属性（20 戸）
次に，調査対象村で「改良品種」を導入した農家の属性に関して，タンジェリン栽培農家（村①
の 7 戸と村④の 6 戸の計 13 戸）と「改良品種」のみ新規導入した農家（村④の 7 戸）で整理した。
「改良品種」のみ新規導入農家を村④のみで対象とした理由は，村全体で「改良品種」の導入農家
数が多かったこと，また「改良品種」の接ぎ木苗を生産していた農民組織や農業開発事務所が村か
ら徒歩圏内に存在しており，特定の世帯だけではなく，村全体で平等にアクセスが良かった点が挙
げられる。
１）「改良品種」を導入した場合の世帯主の年齢および婚姻の割合（表 5－6）
世帯主の年齢に関しては，「改良品種」導入農家全体（20 戸）の平均は 53.8 歳だった。タンジ
ェリン栽培と並行して「改良品種」を導入した農家（以下「並行導入農家（13 戸）」とする。）で
は，平均 58.2 歳だった。
それに対し，「改良品種」のみ導入農家（7 戸）では，平均 46.3 歳と並行導入農家と 10 歳以上
の平均年齢差があり，比較的若い世代が「改良品種」のみを導入していることが明らかとなった。
また，3 章（表 3－3）で前述の通り，タンジェリンを栽培していない農家全体の平均年齢 38.8
歳（村④41.3 歳）と並行導入農家（13 戸）の平均年齢を比較した場合，村④の「改良品種」のみ
導入農家（7 戸）は，世代としては調査世帯全体の中間層であると言える。
非栽培農家（40 戸）の平均年齢が最も若く（38.8 歳），次いで「改良品種」のみ導入農家（7 戸）
の平均 46.3 歳タンジェリンと「改良品種」の並行導入農家（13 戸）の平均 58.2 歳が最も高かった。
したがって，世帯主の年齢が若いほど，果樹栽培は導入せず，現金収入を日雇い労働などの農外
所得に依存しており，世帯主の年齢が高くなるほど，果樹栽培を導入し，農業所得としての選択肢
を増やそうとする傾向が見られた。改良品種のみ導入世帯に関しても同様の傾向が考えられる。
一方，婚姻割合は，「改良品種」導入農家全体（20 戸）では 40.0%であったのに対し，並行導入
農家（13 戸）では 23.1%，「改良品種」のみ導入農家（7 戸）では 71.4%と約 3 倍もの差があった。
これは並行導入農家
（13 戸）
では，配偶者との死別が多く（9 戸）
，そのため女性世帯主世帯（FHHs）
の割合も 69.3%（9 戸）と高くなっており，政府や NGO の接ぎ木苗の配布対象者となっていたた
めだと考えられる（詳細は 2 章参照）
。
「改良品種」のみ導入農家の（7 戸）の世帯では，男性世帯主の割合が高く，FHHs も 2 戸のみ
（28.6%）だった。このことから，
「改良品種」のみ導入農家は，相続または購入した土地にタンジ
ェリンの古木を所有しなかったため，新規に果樹栽培に参入した事例であることが分かる。
その場合は，男性が土地の使用権を持つとともに，果樹栽培への新規参入，樹種および品種を決
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定する権利があるため，早期に果実を収穫することの出来る「改良品種」を導入したいと考え，
「改
良品種」の接ぎ木苗を選択・購入していたと考えられる。
また，ムワンザ県では，男性の農業普及員によって，果樹の「改良品種」に関する普及や研修が
進められていたため，男性のほうが女性よりも有利に農業普及所からの情報や接ぎ木苗にアクセス
できたと可能性ある。

２）「改良品種」を導入した場合の世帯主の教育水準および，世帯構成員（表 5－6）
次に，世帯主の教育状況に関しては，識字率は全体（20 戸）で 90.0％（18 戸）と高かった。並
行導入農家（13 戸）では FFHs の割合が多いにも関わらず 92.3%（12 戸）改良品種のみ導入農家
（7 戸）でも 85.7%（6 戸）と高い割合を示した。
また，就学年数はそれぞれ平均 4.9 年と平均 6.0 年と差はあったため，教育レベルが高いほうが，
改良品種を導入する可能性も示された。しかし，4 章でも指摘した通り世帯主の平均年齢の差によ
る初等教育の無償制度の影響であると考えられる。
また，村民の情報収集源となっているラジオの保有割合は並行導入農家（13 戸）では 76.9％，
改良品種のみ導入農家（7 戸）では 42.9％にとどまった。村④の非タンジェリン栽培農家（10 戸）
でも 50％だった（表 4－3）ことから，村④が中心市街地に近く，情報の入手源が他に多いなど，
村の地理的な立地条件も影響していると考えられる。しかし，識字率の高さから，他にも情報入手
源が存在するため，ラジオを必要としていない可能性もある。
さらに，世帯構成員と農業従事者および教育従事者の平均人数は，導入農家全体（20 戸）では，
それぞれ 4.5 名，2.5 名，1.8 名だった。改良品種のみ（7 戸）では 5.0 名，3.1 名，2.6 名だった。
タンジェリンの非栽培農家（40 戸）全体の平均 4.7 名，2.6 名，1.9 名と比較しても，大きな差は
なかった。このことから，労働人数が少ないことが，
「改良品種」導入の阻害要因になっている可能
性は低いと考えられる。
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表５－６：タンジェリン栽培農家のうち「改良品種」並行導入農家（13 戸）および
「改良品種」のみ新規導入農家（7 戸）の属性①

村

世帯

世帯主 FHHs

婚姻

世帯主

世帯主

ラジオ

世帯

番

数

の年齢 割合

割合

教育年

識字率

保有率

構成員 従事者

従事者

号

（戸） （歳） （％） （％） （年）

（％）

（％）

（人） （人）

（人）

農業

教育

タンジェリン栽培農家のうち「改良品種」並行導入農家（13 戸）
①

7

63.3

71.4

14.3

5.3

85.7

71.4

3.6

2.4

1.4

④
1①

6

53.0

66.7

33.3

4.5

100.0

83.3

6.0

3.1

2.6

平均

―

58.2

69.2

23.1

4.9

92.3

76.9

4.5

2.5

1.8

カンキツ類「改良品種」のみ新規導入農家（7 戸）
④

7

46.3

28.6

71.4

6.0

85.7

42.9

5.0

2.3

2.4

全体

20

53.8

55.0

40.0

5.3

90.0

55.0

4.7

2.4

2.0

平均
資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：FFHs は，女性世帯主世帯のことを示す。
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３）交通手段および，農外所得等の経済活動（表 5－7）
続いて，農家の主な移動手段である自転車の保有に関しては，並行導入農家（13 戸）では 23.1％
（3 戸）にとどまったが，改良品種のみ（7 戸）では 42.9％（3 戸）だった。バイクに関しては，
全体で保有者は無く，「改良品種」のみ導入農家にも存在しなかった。
しかし，5 章で主な調査対象となった村④は中心市街地に近いため，必ずしも自転車が無いと生
活が成り立たないという訳では無いため，重要な交通手段となっていない可能性も考えられる。
さらに，現金収入源として農外所得を持つ割合は，それぞれ 92.3％（12 戸）と 85.7％（6 戸）
と全体でも 90.0％（18 戸）と高い割合を示した。一方，銀行口座の保有割合は，並行導入農家（13
戸）では，平均 23.1％（3 戸）に対して，「改良品種」のみ導入農家（7 戸）では，42.9％（3 戸）
と高い割合を示した。そのため，農外所得を持つ割合と銀行口座の保有割合は，必ずしも連動しな
いことが明らかとなった。残る可能性としては，年に１度のタンジェリン果実収穫後の現金収入を
銀行に預けることで，その後，主食不作時のリスク分散を図っているなどが考えられる。
また，「改良品種」のみ導入農家では，自転車と銀行口座と携帯電話の保有割合には関連性が見
られるため，世帯における経済的な余裕を示す指標としては，適切な基準であったと考えられる。

４）携帯電話の保有割合と生活インフラの整備（表 5－7）
携帯電話の保有割合は，並行導入農家（13 戸）では 3 戸（23.1％），内１戸は携帯電話を 3 台保
有していた。改良品種のみ（7 戸）では，3 戸（42.9％）だった。また，電気水道は 4 章と同様に
村④でも普及しておらず，村民は水道水ではなく井戸を利用していた。
このため，植栽後に定期的な灌水（乾期も週に 1 回を推奨）を行うためには，井戸から苗木を植
栽した場所まで水を運ばなければならない。そのため，「改良品種」を導入した農家は，植栽後も
労働投入を継続的に行う必要が出てくる。
しかし，本調査の範囲では，労働力の不足や水場が遠い等を理由に，植栽後に灌水を行わなかっ
たため，接ぎ木苗が枯死した事例も多い（例えば，HHID8 と HHID9）。
特に，乾燥に弱い接ぎ木部分が枯死したため，根を支える台木部分のラフレモンだけ残った事例
も存在した（事例 5－1－1，HHID９）。
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表５－７：タンジェリン栽培農家のうち「改良品種」並行導入農家（13 戸）および
「改良品種」のみ新規導入農家（7 戸）の属性②

村 HH IVs
ID

ID

自転車

バイク

銀行口座

農外収入

携帯電話

電気

水道

保有割合

保有割合

保有割合

の有無

保有割合

普及率

普及率

タンジェリン栽培農家のうち「改良品種」並行導入農家（13 戸）

1

1

1

×

×

○

○

○（1）

×

×

1

3

2

○（3）

×

○

○

○（2）

×

×

1

4

3

×

×

×

○

○（1）

×

×

1

5

4

×

×

×

○

×

×

×

1

7

5

×

×

○

○

○（3）

×

×

1

8

6

○（1）

×

×

○

×

×

×

1

9

7

○（1）

×

×

○

×

×

×

4

62

8

×

×

×

×

×

×

×

4

63

9

×

×

×

○

×

×

×

4

64

10

×

×

×

○

×

×

×

4

65

11

×

×

×

○

×

×

×

4

67

12

×

×

×

○

×

×

×

4

68

13

×

×

×

○

×

×

×

23.1

0.0

23.1

92.3

30.8

0.0

0.0

3

0

3

12

4

0

0

割合（％）
戸数

「改良品種」のみ導入農家（7 戸）

4

81

1

×

×

×

○

×

×

×

4

82

2

○（1）

×

○

○

○（1）

×

×

4

83

3

○（1）

×

○

○

○（1）

×

×

4

84

4

○（1）

×

○

○

○（1）

×

×

4

85

5

×

×

×

○

×

×

×

4

86

6

×

×

×

×

×

×

×

4

87

7

×

×

×

○

×

×

×

42.9

0.0

42.9

85.7

42.9

0.0

0.0

3

0

3

6

3

0

0

30.0

0.0

30.0

90.0

35.0

0.0

0.0

6

0

6

18

7

0

0

割合（％）
戸数
全体（20 戸）割合
戸数

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
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５）カンキツ類「改良品種」導入農家（20 戸）における女性世帯主世帯（FHHs）の占める割合
続いて，4 章と同様にムワンザ県の特殊性の 1 つである FHHs の割合の高さに着目し，「改良品
種」導入に関する実態を具体的な事例を通して考察する。
本調査では，
「改良品種」を並行導入したタンジェリン栽培農家（13 戸）のうち 69.2％（9 戸）
が FHHs だった（表 5－6 ）
。これは，3 章のタンジェリン栽培農家全体（40 戸）のうち 42.5％（17 戸）が FHHs だった
数字（表 4－3 ）と比較しても，高い割合であることが分かる。その要因としては，NGO や農民組
織が，FHHs を対象に接ぎ木を無償で配布したことが背景として考えられる。また，FHHs はタン
ジェリン栽培を継続することにより，少ない労働投入量で毎年一定の現金収入を得ることが出来る
ため，果樹に対する期待値が高くなっていると示唆される。
一方，
「改良品種」のみを導入した農家（7 戸）では，2 戸（28.6％）のみが FHHs で，男性世帯
主の割合が 5 戸（71.4%）と高かった（表 5－6 ）
。つまり，新規で果樹栽培に参入する際に「改良
品種」を選択し，導入に対する意思決定をしたのは男性であった可能性が高いと考えられる。
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６）カンキツ類「改良品種」の接ぎ木苗の導入農家（20 戸）における民族構成と土地制度

最後に，民族構成と土地制度（土地取得先，取得時期等）に関する個々の実態を表 5－8 に整理
した。
「改良品種」並行導入農家（13 戸）のうち，村①（7 戸）では，Manganja 族の占める割合
が 57.1％（4 戸）と半数以上を占め，土地の取得先も政府から無料で取得していた事例が 71.4％（5
戸）を占めた。土地使用権の取得時期は平均して 1976 年だった。
また，村④（6 戸）では，Ngoni 族の占める割合が 100％（6 戸）と高く，土地の取得先はすべ
て妻方の母系制で婚姻時の贈与によるものだった。土地使用権の取得時期は，平均 1978 年で，村
①との差もなく，
「改良品種」並行導入農家の全体平均では，1977 年だった。
一方，
「改良品種」のみを導入した農家（7 戸）では，Ngoni 族の占める割合が 71.4％（5 戸）
と高く同様に母系制による婚姻時の贈与や死後相続がによるものだった。しかし，土地使用権の取
得時期は平均すると 1994 年となり，並行導入農家（13 戸）の全体平均で 1977 年と比較すると平
均で 17 年の差となった。
つまり，
「改良品種」のみ導入農家（7 戸）は，新規に土地の使用権を取得した世代となり，果樹
栽培に新規参入する際の選択肢として，すでに「改良品種」が存在していたこと考えられる。
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表５－８：
「改良品種」導入農家全体（20 戸）の民族構成と土地制度および使用権の取得先と時期

村 HH Ivs
ID

ID

世帯主

婚姻の

民族

土地

土地

土地

取得

の性別

有無

構成

制度

取得先

相続

時期

タンジェリン栽培農家のうち「改良品種」を並行して導入した農家（13 戸）

1

1

1

女性

無

Lomwe

母系

妻母

相続

1972

1

3

2

男性

死別

Manganja

他

政府

無料

1968

1

4

3

女性

死別

Manganja

母系

妻母

贈与

1979

1

5

4

女性

死別

Manganja

他

政府

無料

1968

1

7

5

男性

有

Ngoni

他

政府

無料

1976

1

8

6

女性

死別

Manganja

他

政府

無料

1985

1

9

7

女性

死別

Ngoni

他

政府

無料

1982

（%）

71.4

14.3

28.6

28.6

28.6

28.6

1976 年

割合

4

62

8

男性

有

Ngoni

母系

妻両親

贈与

1996

4

63

9

女性

死別

Ngoni

母系

妻母

贈与

1958

4

64

10

男性

有

Ngoni

母系

妻祖母

贈与

1957

4

65

11

女性

死別

Ngoni

母系

妻祖母

贈与

2002

4

67

12

女性

死別

Ngoni

母系

妻母

贈与

1964

4

68

13

女性

死別

Ngoni

母系

妻母

贈与

1989

（%）

66.7

33.3

100.0

100.0

100.0

100.0

1978 年

並行導入農家

69.2

23.1

61.5

61.5

61.5

61.5

（13 戸）の割合

（9）

（3）

（8）

（8）

（8）

割合

（8）

1977 年

「改良品種」のみを導入した農家（7 戸）

4

81

1

男性

有

Ngoni

母系

妻母

贈与

1979

4

82

2

男性

有

Chewa

母系

夫祖母

購入

2003

4

83

3

男性

有

Chewa

他

他農家

購入

2002

4

84

4

男性

有

Ngoni

母系

妻祖母

贈与

1993

4

85

5

女性

死別

Ngoni

母系

妻祖母

相続

1996

4

86

6

女性

死別

Ngoni

母系

妻父

贈与

1997

4

87

7

男性

有

Ngoni

母系

妻母

贈与

1986

28.6

71.4

71.4

85.7

57.1

71.4

（2）

（5）

（5）

（6）

（3）

（5）

55.0

40.0

65.0

70.0

45.0

50.0

（11）

（8）

（13）

（14）

（8）

（13）

割合

（%）

農家全体（20 戸）
における割合

1994 年
1983 年

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：全導入農家に占める割合として，世帯主は FHHs，婚姻は有，民族構成は Ngoni 族，土地制度は母系の割合，
土地の入手先が母系ライン，土地の相続形態が贈与・相続以外をパーセント（％）で示した。
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７）小括：「改良品種」導入農家における特徴

本節では，カンキツ類の「改良品種」を導入した農家を対象として，個々の分析を行ってきた。
ここで一度，
「改良品種」導入農家の特徴をまとめる。
はじめに，
「改良品種」導入農家の世帯主の年齢は，既存のタンジェリンと並行して「改良品種」
を導入した農家（13 戸）の平均 58.2 歳に対し，「改良品種」のみを導入した農家（7 戸）の平均
46.3 歳と比較的若い世代が中心となっていた。
また，婚姻関係のあった世帯の割合は「改良品種」導入農家の全体では 40.0%と低く，特に並行
導入農家（13 戸）では，配偶者との死別した女性世帯主世帯（FHHs）は 9 戸（婚姻割合は 23.1%）
と多かった。しかし，逆に「改良品種」のみを導入した農家（7 戸）では，婚姻の割合は約 3 倍の
71.4%と男性世帯主世帯の割合が高かった点が特徴として挙げられる（表 5‐4）。
このことから，ある世帯が果樹栽培に新規参入する場合，カンキツ類「改良品種」を導入したい
と考えて，実際に「改良品種」を選択する際の意思決定に関しては，男性が中心となっていたと考
えられる。また，その理由としては，男性のほうが農業普及所で実施された果樹栽培に関する研修
参加等に対するアクセスなどもあったこと等が想定される。
前述の通り，既存のタンジェリンは，種から育苗し，栽培を開始した場合，果実収穫まで 7 年以
上必要となる。そのため，果実収穫までの栽培期間が短く，接ぎ木技術によって繁殖され，母樹と
同じ特徴を持ち，市場価値が高いとされている，カンキツ類「改良品種」を導入したいと男性が考
えて，選択した結果であると考えられる。
つまり，男性は，貴重な現金収入源を多様化する選択肢の１つ，つまり将来への投資として，果
樹を導入する際，果実の収穫までに時間のかかるタンジェリンを種子から育苗するのではなく，
「改
良品種」導入することを選択したと考えられる。実際に現金収入を目的として接ぎ木苗を購入した
事例も存在したことから，農家の能動的な「改良品種」の導入の実態も観察された。
一方，「改良品種」導入農家における世帯主の識字率は，全体（20 戸）で 90.0％（表 4－3）と
FHHs が多いにも関わらず高かった。
これは，4 章のタンジェリン栽培農家と非栽培農家全体（80 戸）平均の 75.0％（表 4－3）およ
び 80 戸のうち FHHs（27 戸）全体平均の 53.6％と比較しても高い平均値となっていた。
さらに，農外所得を持つ割合は，それぞれ 92.3％（12 戸）と 85.7％（6 戸）で，全体では 90.0％
（18 戸）と高い割合を示した。これは 4 章のタンジェリン栽培農家と非栽培農家全体（80 戸）の
65.0％（52 戸）と比較しても高く，「改良品種」導入農家は，経済的に余剰のある世帯であったこ
とが明らかとなった。
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したがって，カンキツ類の「改良品種」に関心を持ち，実際に接ぎ木苗を導入した世帯は，現在
も農外所得をもつ世帯に多く，さらなる農業所得の向上の選択肢の一つとして，カンキツ類の「改
良品種」に先行投資していると考えられる。
以上より，「改良品種」に関心を持ち，実際に接ぎ木苗を導入した世帯の特徴としては，
教育レベルが高く，比較的若い世代の男性が中心となっており，FHHs であっても教育レベルが
高く，農外所得を持っている世帯であると言える。
次に，各導入事例と農家行動の実態に関しては，後に詳細を述べることにする。
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5.3.4

「改良品種」導入割合の高い 2 ヵ村における初期導入者（20 戸）の実態

（１）
「改良品種」導入割合の高い村①における接ぎ木苗に関する情報入手源と苗の入手先

次に，各調査村 4 ヵ村の内，
「改良品種」の導入割合が高かった村①と村④における「改良品種」

栽培農家の接ぎ木苗に関する情報の入手先と植栽時期を整理した（図 5－3，5－4，5－5）
。
県の農業開発事務所の指導の下，地方農業普及所では，「改良品種」の導入と並行して，一部の
農家でタンジェリン古木の強せん定（古い枝を切り落とし，新しい枝を伸ばして果実を収穫する栽
培技術）の実施を推奨している。つまり，既存のタンジェリンを畑に残したまま，追加選択として
「改良品種」を導入することで，農家の導入に対する抵抗感を軽減し，現金収入源の選択肢を増や
すことによって，果樹の「改良品種」導入を促進することを目的としている。

１）村①のカンキツ類「改良品種」の接ぎ木苗に関する情報入手源

村①の特徴としては，1990 年に設立した農民組織『Zipatso』から「改良品種」を導入した農家
（HHID1，7，8，9）が存在した点が最初に挙げられる。
また，村民は徒歩で地方農業普及所（EPA）へアクセスでき，新規の情報や研修へのアクセスが
容易であった点も大きな特徴である。2010 年に FAO がプロジェクトを実施した際は，EPA の農業
普及員が苗木の無料配布を担当し，研修なども EPA において実施された。
さらに，3 章で前述の通り，南アフリカへの出稼ぎが禁止となった 1970 年以降，妻方居住婚の男
性が，帰国後村内に定住したことによって，果樹の植栽が増加し，換金作物としてのタンジェリン
を含む果樹栽培が普及した村の歴史的背景がある。
「改良品種」に関しても，南アフリカへの出稼ぎ夫
と死別した女性世帯主世帯（HHID4，8，9）を対象に接ぎ木苗が配布されていた。
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２）村①の並行導入農家（7 戸）のカンキツ類「改良品種」の接ぎ木苗の入手先と入手年

具体的な事例は，以下の通りである（図 5－3）。村①のタンジェリン栽培農家であり，カンキツ
類「改良品種」も導入した農家の接ぎ木苗の入手先は，農民組織『Zipatso』に集中していた。
農民組織から「改良品種」の接ぎ木苗を入手したのは，7 戸中 6 戸（HHID：1，3，5，7，8，9）
だった。その内，会員特典として 3 戸（HHID： 1，8，9）
，非会員であったにもかかわらず，残
り 3 戸（HHID： 3，5，7）も無料配布を受けていた。
一方で，会員であったにもかかわらず，NGO から無料配布を受けていた例（HHID：4）もあっ
た。配布内容は具体的に世帯主によって記憶されていた場合のみ，樹種と本数が明らかとなった。
例えば 1997 年頃に農民組織から無料配布され，植栽後すぐに枯死した場合などは，カンキツ類で
はあるが，樹種および本数も記憶があいまいな事例も存在した（HHID：5）
。
農民組織から無料配布されたオレンジの「改良品種」接ぎ木苗を導入したのは，3 戸（HHID：1，
7，9）で，その他はタンジェリンもしくは不明確であった。村①の並行導入農家（7 戸）の場合は，
無料配布による新規導入のみであり，受動的な動機で「改良品種」を導入していたと考えられる。
これは前述した農家の「改良品種」に対する認識からも明らかである（表 5－4）。
図５－３：村①のタンジェリン栽培を並行した「改良品種」導入農家（７戸）の接ぎ木苗と情報
の入手先および植栽時期

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
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３）初期導入者（20 戸）のエピソード・インタビューに基づく導入の実態

【事例 5－1 】既存のタンジェリンと並行して「改良品種」を導入した農家の実態
事例 5－1－1：女性世帯主のためフェンスの設置なしヤギ被害により，台木のレモンのみ生存
HHID C8 (FHH 死別：女性 66 歳（1946 年生）
，商店経営， 宗教：Seventh Day)
夫の死後に相続したタンジェリンの古木と並行して，2005 年に『Zipatso』からオレンジの接ぎ
木苗 20 本を無料で配布されたため植栽した。しかし，男手が無く，防護用フェンスを設置できな
かったため，ヤギが接ぎ木部分を食べてしまった。そのため，台木のラフレモンのみが残っている。
植栽した接ぎ木苗の 20 本のうち 2012 年になって，ようやく 5 本のラフレモンが果実をつけるよう
になった。ラフレモンもわずかな現金収入（2012 年収穫分 1350ＭＫ）にはなるが，今思えば，「種
からタンジェリンを植えたほうが良かった。」と考えている。主食のトウモロコシは，毎年自家生
産でまかなっていたが，今年は不作だった。そのため，World Vison が 4 か月間無料で配布を行っ
てくれている。トウモロコシ 50kg と Soya Npala 5kg とナンドロー5kg が配給された。
事例 5－1－2：栽培管理が不十分だったため接ぎ木部分の枯死，台木のレモンのみが生存
HHID C9 (FHH 死別：女性 72 歳（1940 年生）
，就学 2 年，農婦，宗教：CCAP)
友人から分けてもらったタンジェリンの種を苗床で育苗し，入手した土地に子どもたちと苗 60 本
を 1982 年に植栽した．そのうち 20 樹は枯死したが，現在も 40 樹で収穫可能である。並行して，
2009 年にオレンジの接ぎ木苗 20 本を無料で受けとり植栽した。しかし，台木のラフレモンのみが
大きく成長したため，現在は価格の低いレモンのみが収穫可能である。そのため，アボガドを販売
したお金で塩や油を購入している。
2012 年は，主食のトウモロコシも特に不作で 10 月には自家収穫が底をついたため 3 袋（150kg）
を 10,500MK で購入した。12 月以降は，World Vison がトウモロコシ 50kg を無料で配布してくれ
た（12 月 28 日と 1 月 22 日に一部を配布済み）
。
事例 5－1－3：タンジェリンが古木となり果実収穫が減少し，次世代のために導入
タンジェリンと「改良品種」並行導入農家の中には，調査時点では老木となっていたため，果実
の収穫はないが，土地を相続した際に，タンジェリンの樹を相続した経験を持つ事例（HHID：97）
が存在した。
「自分は親から土地とタンジェリン古樹を相続したが，枯れてしまって果実は収穫出来
なくなった。2009 年にタンジェリン 20 本の接ぎ木苗を国際 NGO『赤十字』から無料で苗をもら
った際に，今自分が植えたら子どもたちの代には果実を収穫出来ると思ったから植えた。
」など，自
分自身が親の代から果樹を土地ごと相続した経験に基づき，次世代への土地ごと贈与する可能性も
視野に入れた「改良品種」の新規植栽の事例も確認できた。
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（２）
「改良品種」導入割合の高い村④における情報入手源と苗の入手先
１）村④のカンキツ類「改良品種」の接ぎ木苗に関する情報入手源

村④全体の特徴としては，３章と同様に 1970 年にカンキツ類「改良品種」の展示圃場が設置さ
れた県農業普及所へのアクセスが良いこと，1980 年以降，国際 NGO の『赤十字』によって栄養改
善を目的とした活動が実施されており，カンキツ類の「改良品種」の普及促進を行っていたこと，
現村長の姉（HHID40）が，1990 年設立の農民組織『Zipatso』の主要メンバーであった点が挙げ
られる。村①と同様に村④においても 1990 年代には農民組織によって無料でカンキツ類の「改良
品種」の苗が配布されていた。さらに，中心市街地および果実の集荷場が近いため，果実の出荷お
よび仲買人による庭先集荷等も他村比較して有意であったと考えられる。

ⅰ）村④の並行導入農家（6 戸）の接ぎ木苗の入手先と入手年
タンジェリン栽培「改良品種」導入農家（6 戸）の具体的な事例は以下の通りである（図 5－3）。
村④の並行導入農家の接ぎ木苗の入手先も，村①と同様に農民組織『Zipatso』に集中していた。
農民組織から接ぎ木苗を入手したのは，6 戸中 5 戸（HHID：32，33，35，37，38）だった。会
員特典として 3 戸（HHID：33，35，37）に加え，残り 2 戸（HHID：32，38）も非会員であった
にもかかわらず，無料で苗木の配布を受けていた。配布内容は具体的に，1997 年にタンジェリン 8
本（HHID：32）
，2009 年にレモン 10 本(HHID：33）
，2010 年に 4 本（植栽後，すぐに枯れたた
め樹種も不明）の接ぎ木苗を無料で入手していた(HHID：35）
。
しかし，2007 年には会員(HHID：37）にオレンジ 16 本，非会員(HHID：38）に対してもタン
ジェリン 15 本の接ぎ木苗が無料に配布されていた。
村④で「改良品種」も並行して導入したタンジェリン栽培農家（6 戸）の場合では，無料配布の
みによる新規導入であり，個人の購入者は存在しなかった。つまり，無料配布による受動的な導入
のみで，カンキツ類の「改良品種」を導入していたことが明らかとなった。
また，カンキツ類の中でもオレンジに加え，レモン，タンジェリンの接ぎ木苗も配布されていた。
農民組織で生産されているカンキツ類の接ぎ木苗は，試験場から穂木を採取に訪れるほど管理され
た「改良品種」母樹の展示圃場から穂木を採取している。そのため，導入農家は自ら導入したい樹
種および品種を選択することが可能となっていたと考えられる（詳細は 5 章 参照）。
村④から農民組織の事務所および展示圃場までは徒歩圏（10km 以下）であるため，多様な改良
品種の中から樹種と品種選択された可能性がある。しかし，品種名までは把握されていなかった。
また，NGO からの無料配布の事例は 1 戸（HHID：34）13 本のみであり，
「無料で配布されたか
ら植えたが枯れてしまった」ため，樹種および品種も不明となっている。
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図５－４：村④のタンジェリン栽培と「改良品種」の並行導入農家（６戸）における接ぎ木苗と
情報の入手先および植栽時期

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
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ⅱ）村④の「改良品種」のみ新規導入農家の情報入手源と苗の入手先
続いて，「改良品種」導入農家の割合が高いにも関わらず，具体的な特徴を述べることが出来な
かかった村④では，受動的な導入の可能性があると考え，「改良品種」のみ新規導入農家（7 戸）
を対象に対面式の聞き取り調査を行った。以下に，個々の導入実態を考察する。

村④「改良品種」のみ導入農家（7 戸）の具体的な事例は，以下の通りである（図 5－5 ）。
7 戸ともカンキツ類の接ぎ木苗の入手先および本数ともに異なった。また，無料配布が中心であ
るもの購入者も 2 例あったことから，受動的な導入のみではなく，農家自らが「改良品種」を導入
していた事例も明らかとなった。また，オレンジの接ぎ木苗だけではなく，タンジェリンの接ぎ木
苗に関しても 7 戸中 5 戸において配布または購入されていた。
これは，農民組織や普及所で種子から育苗されたラフレモンを台木としたカンキツ類の接ぎ木苗
の中で，オレンジやレモンよりもタンジェリンの人気が高かったためと考えられる。タンジェリン
は，半世紀以上ムワンザ県の住民に好まれて栽培され続けてきた国際的に市場価値の高いとされる
オレンジ等の「改良品種」よりも，農家に優先的に選択されていると言える。
個人農家の希望に対応するため，国際 NGO『赤十字』の支援により農民組織『Zipatso』は既存
のタンジェリンから優良な母樹を選抜し，タンジェリンの接ぎ木苗を大量生産している。国際 NGO
『赤十字』は，定期的に農民組織から苗木を購入し，個人農家に無料配布してきたため，農家の個々
の希望に対応できたと考えられる。
農民組織から接ぎ木苗を入手したのは，4 戸でそのうち 3 戸(HHID：91，95，96）はいずれも会
員特典として無料配布されていた。具体的には，3 戸の農家は 2000 年にタンジェリン 15 本とオレ
ンジ 8 本(HHID：91），2007 年にオレンジ 9 本(HHID：95）
，2009 年にタンジェリン 18 本の接ぎ
木苗を無料で入手していた(HHID：96）
。
一方，農民組織からの個人購入としては，2009 年にオレンジ 17 本の接ぎ木苗を購入(HHID：94）
の事例も確認した。また，個人購入としては，他の農家から 2007 年にタンジェリン 7 本の接ぎ木
苗を購入した(HHID：93）例も存在した。
さらに，県農業開発事務所（FAO 支援）での果樹栽培の研修に参加し，2010 年にタンジェリン
15 本の接ぎ木苗を無料入手した(HHID：92）事例や国際 NGO『赤十字』のプロジェクト対象者
(HHID：97）は，2009 年にタンジェリン 20 本の接ぎ木苗をから無料で入手していた。
以上より，
「改良品種」の新規導入者に対しては，導入の阻害要因を軽減するために，苗木の無料
配布が有効であると考えられる。

208

図５－５：村④の「改良品種」のみ導入農家（６戸）の接ぎ木苗と情報の入手先および
植栽時期

資料：2012 年／13 年に実施した現地調査に基づく。
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（３）小括：「改良品種」導入割合の高い村における接ぎ木苗に関する情報入手源と苗の入手先

本節では，各調査村 4 ヵ村の内，
「改良品種」の導入割合が高かった村の「改良品種」導入農家
の接ぎ木苗に関する情報の入手先と植栽時期を整理した（図 5－2，5－3，5－4）
。
ムワンザ県の普及機関は，既存のタンジェリン古木を残したまま並行して「改良品種」の導入を
推奨していた。そのため，一部の農家では抵抗感は軽減され，並行して「改良品種」を導入してい
た。つまり，普及機関が農家の選択肢を増やすことによって，「改良品種」導入を促進していた。
また，村①では 1990 年設立の農民組織『Zipatso』の存在が大きく影響しており，農民組織から
「改良品種」の接ぎ木苗を入手した農家が多かった。村民は普及機関に徒歩圏内であり，2010 年に
実施された FAO によるプロジェクトの苗木無料配布や研修へのアクセスも容易だった点も「改良
品種」導入を促進したと考えられる。
さらに，村①では 1970 年以降，換金作物として果樹の重要性が増大し，タンジェリン栽培が普
及した村の歴史的背景がある。そのため，
「改良品種」に関しても，接ぎ木苗の無料配布対象となっ
た女性世帯主世帯は，果樹を重要な換金作物として認識した上で植栽していた。
しかし，一般に男性の仕事とされるフェンスの設置や植栽後の栽培管理が適切に行われなかった
ことから，
「改良品種」の接ぎ木部分が枯死していた事例も確認された（事例 5－1，5－2）
。「改良
品種」
の接ぎ木部分が枯死した場合，
根の台木部分のラフレモンのみが残って成長することになる。
ラフレモンの果実は，タンジェリン果実と比較して市場取引価格が非常に低い（小売り価格で
5MK）。そのため，仲買人もラフレモンの果実は庭先で買い付けを行わず，女性たちは自ら市場に
ラフレモンの果実を運ばなければならないという実態もあった。
さらに，当該地域では降水量も不安定であり，主食のトウモロコシも不作が続いていた。2012
年は特に不作で，調査時点（2013 年 1 月）において，多くの家庭で自家収穫分が底をついていた。
2012 年 12 月以降は，WFP の緊急配布により World Vison がトウモロコシ 50kg の無料配布を開始
されたが，現金収入源を持たない女性世帯主世帯においても，家族構成員分の主食を最低限確保す
る必要があった。主食を必要最低限購入するためには，自家収穫分を消費した 10 月時点で 3 袋
（150kg）のトウモロコシを 10,500MK で購入した事例からも分かるように，何らかの現金収入源
が無い場合，主食さえ確保できない状況にあった。つまり，３章で示した通り，タンジェリンの果
実を販売した現金収入の用途先が主食となっている理由はここにあったのである（表 4－17）。
アボガドの果実を販売したお金で塩や油を購入していた実態からも分かるように，農家にとって，
果実は自分たちも食べることの出来る「換金作物」なのである。
このような厳しい実態の中で，植栽後の栽培管理が必要となるカンキツ類の「改良品種」は，農
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家にとって不確実な存在であり，確実な現金収入に繋がっていなかったと言える。つまり，
「改良品
種」を導入しなかった農家は，初期導入者たちの経験を近くで観察しながら，将来的な期待形成を
行うことが出来なくなっていたと考えられる。既存のタンジェリン栽培の普及とは異なり，追随者
が増加しかなった理由は，そのためだった可能性が高いと言える。
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（４）果樹栽培農家の評価におけるカンキツ類「改良品種」導入に対する促進要因と阻害要因
１）カンキツ類「改良品種」導入に対する促進要因
ⅰ）地方農業開発事務所と現地 NGO による普及活動
以上の個々の実態に基づき分析した結果，「改良品種」の接ぎ木苗に関する知識・情報は，普及
所と農民組織によって，タンジェリン栽培農家間に広く普及していたことが明らかとなった（表 5
－5）。そのため「植栽から果実収穫開始までの期間が短い」「既存のタンジェリンと収穫時期が
異なる早生タイプ」等の導入メリットに関する情報が農家「改良品種」の導入を促進していると考
えられる。また，FAO や NGO 等のプロジェクトによる接ぎ木苗の無料配布によって，農外所得の
無い世帯においても接ぎ木苗へのアクセスを可能としていることが考えられた。しかし，実際は農
外所得を持つ導入農家の割合は，90.0％と高いことが明らかとなった（表 5－7）。
これは，農家が無料で配布される「改良品種」の接ぎ木苗を導入・植栽することで，新たな農業
所得が得られること対して期待を形成し，導入への抵抗感となっていると考えられる「植栽前の穴
掘りやフェンス作り，植栽後の灌水等の労働力」を投入しても「改良品種」の接ぎ木苗を導入した
いと考え行動した結果であると言える。つまり，個人農家にとって，
「改良品種」接ぎ木苗を購入す
ることは，経済的に大きな負担となるため，初期投資を回収することが困難であると考えられる。
しかし，
「改良品種」の苗を無料で配布した場合，一定数の農家は，自ら果樹植栽用の穴掘り，フェ
ンスの設置，植栽後の水やりに対して，労働投入を行っても良いと考え，阻害要因に対する抵抗感
が軽減し，改良品種を「導入する」という選択行動をとったと考えられる。
ⅱ）既存のタンジェリン栽培と並行した「改良品種」の導入
地方農業普及所では，「改良品種」の導入と並行して，一部の農家でタンジェリン古木の強せん
定の実施を推奨していた。既存のタンジェリンをを残したまま「改良品種」を導入することで，農
家の導入に対する抵抗感を軽減し，農家に選択肢を増やすことによって，「改良品種」導入を促進
していると考えられる。実際にこのシステムを導入した農家は，強せん定から 2 年以降に，果実の
収穫を再開していた事例もあった。
ⅲ）次世代への贈与相続を視野に入れた「改良品種」接ぎ木苗の新規植栽
現在タンジェリンの栽培は行っておらず，果実の収穫はないが，土地を相続した際には，タンジ
ェリンの樹ごと相続した事例も存在した。
「2009 年にタンジェリン 20 本の接ぎ木苗を国際 NGO
『赤
十字』から無料でもらった。自分は親から土地とタンジェリン古樹を相続したが、枯れてしまって
果実は収穫出来なくなっていた。今，自分が植えたら子どもたちの代には果実を収穫出来ると思っ
たから植えた（HHID：97）
。
」など，自分自身の経験に基づき，次世代への土地ごと贈与・相続す
る可能性も視野に入れた「改良品種」の新規植栽の事例も確認できた。
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２）カンキツ類「改良品種」導入に対する阻害要因
他方，タンジェリンの栽培管理における労働力や農薬投入等に対する認識の分析結果（表 5－4）
からは，農家は追加的な栽培管理が必要となる「改良品種」導入を行わない，または導入に抵抗感
を持っていることが推察された。現在，果樹農家に主に栽培しているタンジェリンでは，灌水や施
肥，農薬散布などの栽培管理を実施しない場合も安定した収穫が可能となっていることも，このよ
うなカンキツ類「改良品種」に対する農家の評価の一因であると考えられる（表 5－5）。
つまり，耐病性・耐乾性が高いと考えられる既存のタンジェリンは「労働力や農薬などの投入を極
力行わず，収穫した果実を販売したい」という農家の認識に基づき，選択されていると考えられる。
一方，本調査の範囲内では，村の地理的条件と農家の認識や評価に関連性において，多少の傾向が
あった。「改良品種」を導入していない村②と村③では，果実収量向上のために栽培管理を行ってい
る割合が高いにも関わらず，
「改良品種」を導入しておらず，導入希望者の割合も低かった。つまり，
収量の向上は，現在マラウイ国内に存在する「改良品種」を導入する促進要因にはなりえていないの
が実態である。
さらに，表 5－4 の結果では，農家に「改良品種」の接ぎ木苗を購入する意欲がないことを示し
ている。具体的には「改良品種」の導入を推奨している政府や NGO のプロジェクトが撤退後，農
家自身の意思によって接ぎ木苗を購入し，自主的に「改良品種」を導入する可能性は非常に低いと
言える。
したがって，政府や NGO のプロジェクトによる「改良品種」接ぎ木苗の無料配布が，農家の受
動的な「改良品種」の導入を促進し，農民の自主的な導入の阻害要因となっている可能性が示唆さ
れた。
一方で，個々の導入実態としては，「改良品種」のみ導入農家においては，農家の自主的な導入
も観察されている。そのため，今後の新たに土地を購入し，経済的に余裕のある若い世代が果樹栽
培に新規参入する場合，改良品種の接ぎ木苗を購入し，植栽する可能性が考えられる。また，栽培
環境への適応性の低さや適切な栽培管理が実施されていない等，技術的な阻害要因も存在していた。
特に，女性世帯主世帯を中心に無料で「改良品種」の接ぎ木苗を配布した場合，本来は男性の仕事
であるフェンスの設定を行えないため，接ぎ木部分がヤギの食害にあうなど，新規植栽の意欲を低
下させるような状況となっている。
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３）小括「改良品種」の新規導入の理由
果樹の「改良品種」の導入では，4 章で示したタンジェリンの導入理由とは異なり，1）贈与・相
続した土地の使用権の安定化するため，2）夫の死別・離婚による労働力不足の条件下で，安定し
た現金収入を確保するため等のタイプに別に分けることが出来なかった。
現地 NGO「マラウイ赤十字」は，貧困層である FHHs を対象にカンキツ類「改良品種」の苗を
配布している（詳細は 5 章参照）
。しかし，実際のところ，適切な栽培管理が必要な「改良品種」
を導入しても，果実の収穫期を迎える前に枯死する事例もあった（HHID：4，8）
。
このことから，FHHs を配布対象とする場合は，研修の必要性や特別な栽培管理が不要な樹種や
品種の選定が重要であると言える。既存のタンジェリンは，基本的に特別な栽培技術や道具が不要
であり，女性にも管理が容易である。そのため，現在でも農家に好まれて栽培され続けている理由
の１つであると考えられる。
しかし，4 章で明らかにしたように，1990 年以降，タンジェリン栽培農家においても新規のタン
ジェリン植栽は 1 戸を除き，行われていない（表 4－12 ）。そのため，タンジェリン栽培を継続し
ている農家が，果樹を新規で植栽する際には，カンキツ類「改良品種」という新たな選択肢が生ま
れた影響は大きいと考えられる。
タバコや綿花，トウガラシなど他の換金作物の中から，①果樹を自らの圃場に導入することを選
択し，果樹の中から②好みの樹種（カンキツ類であればタンジェリン，オレンジ，レモン），さら
に③品種（改良品種・既存の品種）を選択する過程において，農家は様々な意思決定を行っている
と考えられる。最終的に果樹栽培を導入するか，しないか，タンジェリンを植えるか，植えないか。
といった過去における選択行動の結果として，現時点において，個々の農家圃場に果樹が存在して
いる実態を観察できると言える。
非栽培農農家のうち，既存のタンジェリンを導入しなかった農家は，過去のある時点における意
思決定の際に，果樹栽培を選択せず，他の換金作物を選択する。または，別の収入を農業以外の経
済活動で確保していたと考えられる（表 5－7 ）。
既存のタンジェリン栽培を導入した農家は，過去のある時点において，①土地の境界線を示すた
め，②南アフリカへの出稼ぎに行けなくなり，現金収入の機会がなくなったから等，多様な理由を
挙げている。果樹栽培の導入する植栽インセンティブは多岐にわたる。特に，1980 年以降，タンジ
ェリン果実の市場価値が高くなった後に栽培を開始した農家は，外部要因として，果実の換金性の
高さがあったと考えられる。そのような背景の中で，カンキツ類の「改良品種」が一部の選択され
た理由としては，「改良品種」は，既存のタンジェリンと比較して，植栽から果実収穫までの期間
が短いという情報が広く農民間に認識されている（表 5－5 ）ことが要因として考えられる。

214

その一方で，カンキツ類の「改良品種」は，1980 年代から本格的に普及が開始されたにも関わら
ず，2012 年の調査時点において，農民の間では定着が進んでいなった。
特に村①においては，接ぎ木苗を無料配布された記憶はあっても，配布先や時期，樹種さえ記憶
していない農家も存在した（HHID3，4，5）。
その理由としては，政府機関や NGO 等の「改良品種」を普及する側が，農家の栽培管理に対す
る認識を十分に把握していないまま，接ぎ木苗を無料で配布したことが要因として挙げられる。
つまり，「改良品種」の接ぎ木苗を受け取る側の農家への配慮（例えば，研修を事前に実施する。
配布後に普及員が定期的に巡回する等）が無く，技術的な要素が十分に満たされないままの状態で，
接ぎ木苗を無料で配布していた実態がある。このように農家が受動的に「改良品種」の接ぎ木苗を
導入した場合，適切な栽培管理が行われず，苗木は果実を収穫する前に枯死したと考えられる。
さらに，過去に導入した接ぎ木苗が枯死した経験や近隣農家の様子をみて，自ら接ぎ木苗購入し
てまでは「改良品種」は導入しない。と考える農家が存在していたと推察される（表 5－4）。
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5.4.

まとめ

以上，ムワンザ県の果樹栽培におけるカンキツ類「改良品種」導入に対するタンジェリン栽培農
家の評価や個々の実態を促進要因と阻害要因の視点から分析した。
分析の結果，農家は栽培管理の容易さや栽培方法や耐病性・耐乾性等の特徴（詳細は表 6－3，p．
217 で後述）から，長期的な視点で既存のタンジェリンを栽培していると考えられる。また，「改
良品種」が持つ「収穫開始期間の短さや果実の大きさ，早生タイプ（表 5－5）」等の利点に対して，
「改良品種」の導入を短期的な経済合理性のみで判断してはいない可能性も示された。
本章では，「改良品種」に対する農家の評価と普及活動に関する重要な知見として，研究機関や
農業普及所が高収量・高品質等の「改良品種」導入の利点を周知し，NGO 等が接ぎ木苗の無料配
布実施にも関わらず，「改良品種」を高く評価しない農家が存在するという事実が指摘できる。
つまり，現行のカンキツ類「改良品種」の導入は，農家の選択行動において，必ずしも選択肢を
増やすことにはつながっていないと言える。したがって，政府や普及機関等の主体は，果樹栽培の
現場における樹種や品種に対する農家の評価や認識を更に具体化し，農家にとっての「改良品種」
導入のメリットとデメリットを十分に把握した上で，今後の普及活動を実施する必要性があると考
えられる。
山本ら（2005）は，
「新技術がどのような条件をもつ生産者になぜ受け入れられるのか，あるい
はなぜ受け入れられないのか，といった新技術導入の決定要因を解明することは，新技術の導入や
普及活動を合理的に実施する上で極めて重要な課題である」と述べている。
この考えに依拠する場合，本章において，果樹の「改良品種」導入農家と非導入農家の認識や実
態を農家から直接聞き取ることによって得た情報は，「改良品種」が農家に受け入れられない要因
の解明においても重要な役割を果たすと考えられる。
また，今後のマラウイ全土における果樹の新たな栽培品種の開発研究および果樹栽培の普及活動
においても必要な知見である。
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第6章

ムワンザ県におけるタンジェリン果実の経済性の評価
―仲買人による果実流通システムに注目して―

6.1.

はじめに

本章では，4 章で確認した通り，タンジェリン栽培農家の栽培継続の大きな理由となっていた経
済性の評価を行う（4 章，表 4－16 ）。既存のタンジェリン果実の市場価値を明らかにするため，
仲買人による青果の流通システム全体にも注目する。
4章では，実際に果樹栽培農家がどのように既存のタンジェリンを導入し，普及・定着したのか
を個々の具体的な事例に基づき，分析を進めてきた。5章では，実際にタンジェリン栽培農家がど
のようにカンキツ類の「改良品種」を認識し，選択行動を行っているのかを明らかにした。
そのため，本章では，これまで概観した農家行動に影響する外部条件として，果樹栽培普及の組
織や青果流通制度等の背景を分析していく。
前述の通りムワンザ県では，農家がカンキツ類の「改良品種」ではなく，既存のタンジェリンを
好んで栽培していることが明らかとなっている。しかし，マラウイの統計年表報告ではカンキツ類
の「改良品種」と既存のタンジェリンの区別は計量されていない（表 1－1 参照，p.17）。また，ム
ワンザ県のタンジェリンの栽培樹数は，マラウイの南部州においても特化している。
しかし，ムワンザ県において現在も栽培されているタンジェリンは，種子から育苗した苗（実生
苗）であり，接ぎ木技術によって繁殖された「改良品種」ではない。これまでに分析の結果，既存
のタンジェリンに対する農家の植栽インセンティブは，初期導入者と追随者では異なっていた。
初期導入者は，政策による土地制度の変化等に対応して植栽を開始していたのに対し，追随者は
主に経済活動を目的とした動機形成を行っていた。タンジェリン果実の経済性の高さは，農家のタ
ンジェリンの栽培継続理由にもつながり，その後の栽培普及の大きな促進要因となったと考えられ
る。そのため，本節では，既存のタンジェリン栽培が実際に農業所得の選択肢の一つとして，有効
となっているのか，農業経営的な視点に基づき，主に既存のタンジェリン果実の経済性を評価する
ことを目的として分析を行う。
また，マラウイでは，一部の仲買人が取引価格の設定や収穫後果実のポストハーベストに関わっ
ており，
既存のタンジェリンが流通上で高い評価を得ていることが明らかとなっている。そのため，
輸出仲買人が好んで既存のタンジェリンを買い付ける，また，品種に関わらず，果実サイズのみで
庭先・買付価格が決めるなどの仲買人の行動から，栽培農家は，労働力の投入が少ない既存のタン
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ジェリンを選択していると考えられる。
前述の通り，ムワンザ県のタンジェリン栽培農家は，
「取引の戦略性」として，農村の取引は無名
者間の完全競争ではなく，1対1の取引であるため，各自は自分の行動が，取引相手の行動に影響を
与えることを考慮に入れた戦略的な行動をとる（黒崎1997：106）と考えられる。
そのため，地域特有の青果流通の制度および「農産物の取引相手」である青果仲買人の行動や品
種に対する認識を理解した上で，タンジェリン栽培農家の行動に関する規定要因を明らかにするこ
とは，重要な要素であると言える。
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6.2 調査方法
青果流通に関する現地調査124は，ムワンザ県において，2012 年 7 月～9 月，2013 年 1 月~3 月に
実施した。果実販売の仲買人および青果流通に関わる組織を対象とし，調査は生産農家から果実を
買付ける産地仲買人（5 名），国内流通仲買人（3 名），輸出仲買人（2 名），農民組合『Zipatso』
の職員３名に加えて，ムワンザ県農業開発事務局（DADO）の作物部門の担当官 2 名，ムワンザ地
方農業普及所（EPA）の普及員３名に対して，収穫果実の流通状況，既存のタンジェリン果実の評
価，仲買人の機能等に関して英語および現地語（Chewa 語）で行った。さらに，県内 4 ヵ村125の
タンジェリン栽培農家 40 世帯（各村 10 世帯）を対象に半構造化の質問票を用いて対面式の聞き取
り調査を行った。
半構造化の質問票の内容は，以下の項目で構成されている。
①タンジェリン果実の販売時仲買人の有無
②2010／2011／2012 年度の果実出荷量
③タンジェリン果実の農家庭先価格
④農民組合『Zipatso』への果実出荷等。

さらに，国内の青果流通に関する実態を明らかにするため，国立ブンブエ農業試験場の研究者 6
名と首都において，ICRAF 南部アフリカ支部マラウイ事務所の研究者 3 名，マラウイ農業食糧安
全保障省の園芸部門の担当職員 4 名に対して，各事務所を訪問し担当者に対して聞き取り調査を行
った。現地文献調査は，マラウイ国立図書館および国立ブンブエ農業試験場の附属図書館において
実施した。
調査対象村の選定は，４章と同様に県の農業開発事務所の職員 2 名および地方農業普及員 3 名の
推薦により決定した。具体的には，普及所からの距離や中心市街地からの距離等の地理的条件と農
家の認識や評価に関連性があるのではないか，という仮説を設定した。これに基づき，ムワンザ県
内のカンキツ類の栽培が盛んな 10 ヵ村の果樹園の踏査に基づき，①果樹集荷場までの距離，②農
業普及所への距離，③改良品種の導入度合などを基準に「改良品種」の導入割合の高い村，低い村
の各 2 ヵ村の計 4 ヵ村を選定した。

124

事前調査は 2010 年 7 月，2011 年 8 月～9 月，2012 年 2 月～3 月の 3 回にわたって実施した。主要都市・首都

のスーパーマーケットにおける輸入果実の販売価格も記録した。
125

ムワンザ県 DADO と EPA 普及員を通じて果実集荷場までの距離および改良品種の導入状況等に基づいて選定

した。
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6.3.

調査結果

6.3.1 ムワンザ県におけるカンキツ類果実の流通システム
（１）県内のカンキツ類果実の出荷先126
１）県内の果実集荷場における作物区分と買取価格の設定
ムワンザ県には，産地仲買人によって果実集荷場が 1 か所設置されている（2012 年 7 月および
2013 年 9 月現在）
。果実集荷場では，タンジェリンを中心に県内で生産されたカンキツ類果実が取
引対象作物として集荷されている。農家が直接持ち込んむ，または生産農家から仲買人による庭先
集荷された果実は，タンジェリン，オレンジ，レモン等で作目別で明確に区分・管理される。タン
ジェリンの場合は，「改良品種」と既存の品種等の品種に対する区分はなく，果実サイズによる階
級分類によってのみ買取価格を仲買人が設定，価格交渉単位は 1 ダース（12 個）または 1 ケース（45
ダース＝540 個）が基準となっている。
２）県内 4 カ村のタンジェリン栽培農家の果実出荷127
ⅰ）農家の果実出荷先および収穫・出荷方法
ムワンザ県内の農家庭先では，仲買人によって，換金性の高いタンジェリンとカウピーのみ買付
が行われている。豆類（カウピー以外）や他の換金作物（アボカド，サツマイモ等）は最寄りの市
場まで農家自身が各自で出荷しなければならない。
調査対象 4 ヵ村では，タンジェリン果実の収穫時期になると仲買人が庭先で買付を行っていた。
聞き取りを行った果樹農家 40 世帯すべてが，仲買人を通して「改良品種」ではなく，既存のタン
ジェリン果実を中心に販売していた。農民組合『Zipatso』への果実出荷は，組合活動が活発な 2005
年までは，組合のトラックで集荷・合同出荷が行われていたが，2012 年時点では，組合員に関係な
く 40 世帯すべてが組合を通さず，個人出荷を行っていた。
ⅱ）仲買人による庭先での果実買付と収穫方法
タンジェリン果実の収穫時期（2012 年度出荷ピーク 6 月末～7 月末）には，仲買人が農家庭先で
直接買付を行っていた。個人農家は，各仲買人と価格交渉後，仲買人が果実を収穫し，果実の搬送
も担っていた。
仲買人は未収穫のタンジェリン農家を直接訪問し，交渉後に収穫作業も行っていた。
そのため，タンジェリン栽培農家は「収穫の労働力が不要な上，果実も輸送を待つ間に腐敗せず，
樹上で管理でき，仲買人が車で買付に来るのを待っているだけで良い（男性・78 歳）
」ため，農家
にとって，タンジェリンは労働力等の投入が少ない効率的な換金作物であると考えられる。

126

127

ブンブエ国立農業試験場の研究者 6 名と技術者 3 名に対する 2011 年 8，9 月の聞き取りに基づく。
ムワンザ県内4ヵ村のタンジェリン栽培農家40世帯に対する2012／13年の聞き取りに基づく。
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ⅲ）果実の出荷量および農家庭先価格の品種間差
果樹農家の庭先価格は，果実サイズを基準に 1 ケース（45 ダース）単位で個別交渉により決定さ
れており，果樹農家 40 世帯すべてにおいて，タンジェリンの品種別による価格設定は確認できな
かった（表 6－1）
。仲買人が買付を拒否，または買付価格の低いサイズの小さな果実は，生産農家
が個人で果実集荷場に持ち込むか，生産農家が庭先で小売販売を行う，または自家消費用となって
いた。

表６－１：調査対象４ヵ村におけるタンジェリン果実の出荷量と農家庭先価格
（MK／ケース＝45 ダース≒540 個）

村②

村番号

村③
平均値

村④

年度

最高値

平均値

最低値

最高値

最低値

2010

2,200

1,800

700

2,000

2011

3,800

2,000

900

2,000

2012

4,200

1,800-

買取無

2,500

性別

男性

男性多
3,000

女性

男性

男性多

女性

HHID

C1

C4 他

C5

S6

S1 他

S3

村内均一

900

2,000

2,000

1,000

2,000

2,000

1,000

3,700
－

資料：2012／13 年に実施した現地調査に基づく。
注：40 世帯の出荷果実は既存のタンジェリン中心で品種間の価格設定差なし。
村②の世帯（男性・C1）は，果実出荷ピーク後に市場取引価格が上昇後，仲買人と取引を開始，最後まで交渉
したため，4 ヵ村で最高値を記録。
一方，取引価格最安値は村②，村③においても女性世帯主世帯であった。村④は市街地近郊のため輸送コス
トが低いことから割高設定，また村長の指示により村内で買取均一価格が設定されていた。

また，各世帯のタンジェリン果実 2010～12 年度の平均出荷価格は，45,073MK と主食トウモロ
コシに換算すると約 600kg（12 袋）分，男性の日雇い労働では 9 ヵ月分の収入に匹敵128していた。
タンジェリン栽培は，果実の販売による現金収入の用途先は農家にとって貴重な現金収入源となっ
ていることが分かる（表－17 参照，p.163）。

128

金額は2012年7月調査時のレート（現地通貨280MK：マラウイクワチャ= 1USD＝約90円）で換算。穀物用トウ

モロコシは3,900MK（50kg／袋），日雇い労働賃金は，現地調査に基づき成人男性1人につき平均5,000MK／月で
換算した。
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（２）ムワンザ県におけるタンジェリン栽培農家（40 戸）の栽培管理状況

はじめに，各調査村におけるタンジェリンの栽培状況（2011／12 年度）を表 6－2 に示した。タ
ンジェリン栽培農家（40 戸）を平均した場合，栽培開始年は 1973 年，樹齢は 38.6 年，果実収穫
可能本数は 71.7 本，粗収益は 45,073 マラウイ・クワチャ（MK）129（約 275.6USD）１樹当りの
所得は 715.9MK（約 4.1USD）だった（詳細は表 6－4 参照，p.222）。

表６－２：調査対象４ヵ村におけるタンジェリン栽培農家（40 戸）の経営概況と経営成績

タンジェリン栽培農家の経営概況と経営成績（2011 年度）
農家 No.

栽培農家の世帯主

収穫可能本数

樹齢

粗収益

1 本当り所得

年齢

女性の割合

（本）

（年）

（MK）

（MK）

村①

62.3

60%

110.0

36.1

63,900

645.2

村②

52.0

40%

75.7

39.1

4,660

948.6

村③

54.2

30%

45.8

39.1

19,620

525.3

村④

58.9

40%

55.2

39.9

32,110

744.6

56.9

42.5%

71.7

38.6

全体
平均

45,073

715.9

資料：2012 年に実施した現地調査に基づく。

129

現地通貨のマラウイ・クワチャ（MK）は 2012 年 5 月の IMF の切り下げにより， 1USD＝175MK（2012

年 3 月時点）から１USD＝270MK（2012 年 5 月 5 日），本調査 2012 年 7～9 月時点では， 1USD＝293～
295MK で変動。2011 年 6～8 月の販売時点の銀行レート（ 1USD＝175MK）で換算。
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続いて，各調査村におけるタンジェリン栽培管理の実施状況（2011／12 年度）を村ごとに表 6
－3 に示した。果樹の根元に盛り土を行い，雨期中の土壌流出を防止する効果があるとされる寄せ
土を実施している農家は全体で 35.0％，寄せ土の際の施肥を行っている農家は 15.0％，雨期中の除
草は，雨期終了前後に基本的に１回実施している農家は 35.0％だった。
また，前述の通り，電気水道は調査対象地域の全体で普及しておらず，村民は最寄りの井戸まで
毎日水汲みを行って生活している（表 4－4 参照, p.102）。飲み水の確保も重労働である地域では，
農業普及所によって推奨されている乾期中の灌水は困難であるため，実施している農家は全体でも
2.5％（1 戸のみ）にとどまった。
せん定に関しては，枯死した部分を除去する等の部分的なせん定も含めた場合 30.0％が実施して
いたが，農業普及所が実施を推奨している強せん定の実施率は 7.5％（3 戸のみ）だった。
病虫害の発生は，ほぼすべての圃場の 95％で確認されが，主食であるトウモロコシへの農薬散布
が実施できない状況下において，果樹に対して実施する経済的な余裕はないと考えられた（実施率：
0.0％）
。

表６－３：各調査村におけるタンジェリンの栽培管理の実施状況（2011／12 年度）
単位(％)
雨期前

雨期中

乾期

病虫害

村番号
寄せ土

施肥

除草

灌水

せん定

発生

対策実施

①

10.0

0.0

30.0

10.0

30.0

90.0

0.0

②

50.0

20.0

40.0

0.0

30.0

100.0

0.0

③

50.0

20.0

50.0

0.0

10.0

90.0

0.0

④

30.0

0.0

20.0

0.0

50.0

100.0

0.0

平均

40.0

15.0

35.0

2.5

30.0

95.0

0.0

資料：2012 年に実施した現地調査に基づく。
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（２）タンジェリン栽培の経済性の評価

本節では，果樹栽培に関する農家の行動に注目する上で，地域特有の青果流通の制度および個人
農家の「農産物の取引相手」である青果仲買人に関して整理する。また，農業開発プロジェクト等
によって外部から導入された外来果樹であるカンキツ類の「改良品種」および宣教師等によって導
入・伝播し，長年栽培を継続されてきた既存のタンジェリンを果樹栽培農家がどのように評価し，
実際にどのように市場で評価され流通しているのかを理解することは，今後の開発プロジェクトに
よる品種の導入や新たな品種の開発においても重要である。
果樹農家を取り巻く環境の一つとして，
「開発途上国の農村の個々の経済は，その村が属する国全
体の経済成長パターンと相互に深く関係している（黒崎 1997：105）」と考えられるため，マラウ
イ国内全体の青果流通を概観した上で，調査地ムワンザ県における青果流通構造の分析および仲買
人の機能をまとめる。また，
「個々の地域や事例ごとに市場の実情は異なり，それぞれに固有の制度
や組織が機能している。その現状を的確に把握しながら，地道に実証してく作業，いわば地域研究
的な視角こそが基本情報をもたらす。」と黒崎が指摘しているように，仲買人の行動や品種に対する
認識を理解することは，タンジェリン栽培農家の行動の要因を明らかにするためにも重要である。
ムワンザ県のタンジェリン栽培農家においても，
「取引の戦略性」として，農村の取引は無名者間
の完全競争ではなく，1 対 1 の取引であるから，各自は自分の行動が，取引相手の行動に影響を与
えることを考慮に入れた戦略的な行動をとる（黒崎 1997：106）と考えられる。
これまでマラウイの果樹栽培普及に関して，評価や研究の対象となってこなかった既存のタンジ
ェリンとカンキツル類の「改良品種」とのメリット・デメリットを比較・整理し，市場における品
種の分類，果実の国内外の流通状況，および青果流通上の既存のタンジェリンに対する評価を明ら
かにすることは，今後の効率的な普及活動を行う上でも重要である。

224

表６－４：タンジェリン栽培農家（40 戸）の経営概況と経営成績の一覧

タンジェリン栽培農家の経営概況と経営成績（2011 年度）
農家 No.

世帯主年齢

世帯主性別

収穫可能本数（本）

樹齢

1

63

女性

150

40

2

74

男性

234

3

74

男性

280

4

55

女性

5

63

女性

6

46

7

粗収益（MK）

1 本当り所得（MK）

40,000

266.7

37

75,000

320.5

44

240,000

857.1

200

33

100,000

500.0

50

44

70,000

1400.0

男性

50

47

12,000

240.0

？

男性

35

36

40,000

1142.9

8

66

女性

36

27

25,000

694.4

9

59

女性

40

30

30,000

750.0

10

61

女性

25

23

7,000

280.0

11

65

男性

130

52

299,000

2300.0

12

58

男性

52

36

52,000

1000.0

13

64

男性

22

38

30,000

1363.6

14

42

男性

243

25

33,800

139.1

15

62?

女性

31

43

1,800

58.1

16

53

男性

56

38

75,000

1339.3

17

48?

女性

61

34

60,000

983.6

18

30

女性

100

48

35,000

350.0

19

37?

男性

42

33

40,000

952.4

20

60?

女性

20

44

20,000

1000.0

21

62

男性

40

38

60,000

1500.0

22

53

男性

35

62

10,200

291.4

23

32

男性

65

26

15,000

230.8

24

93

女性

120

75

18,000

150.0

25

53

男性

30

26

7,000

233.3

26

36

男性

23

？

36,000

1565.2

27

33

男性

20

10

0

0.0

28

32

男性

35

28

30,000

857.1

29

73

女性

40

45

5,000

125.0

30

75

女性

50

42

15,000

300.0

31

66

男性

50

46

15,000

300.0

32

40

男性

55

48

27,500

500.0

33

70

女性

15

46

3,000

200.0

34

79

男性

134

33

1,800

13.4

35

32

女性

15

33

18,000

1200.0

36

62

男性

45

25

20,000

444.4

37

61

女性

18

48

40,000

2222.2

38

36

女性

16

48

10,800

675.0

39

63

男性

54

23

55,500

1027.8

40

80

男性

150

49

129,500

863.3

全体平均

56.9

女性は 42.5%

71.7

38.6

資料：2012 年に実施した現地調査に基づく。
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45,072.5

715.9

6.3.2

ムワンザ県におけるカンキツ類果実の流通システム

（１）県内におけるカンキツ類果実の流通130
１）果実集荷場における作物別の区分
ムワンザ県には，産地仲買人によって果実集荷場が１か所設置されていた（2012 年 7 月現在）
。
果実集荷場では，タンジェリンを中心に県内で生産されたカンキツ類果実が取引対象作物として集
荷されていた。
生産農家から仲買人による集荷または農家が直接持ち込んだ果実は，タンジェリン，
オレンジ，レモン等で作目別で明確に区分・管理されていた。
２）果実集荷場の作物別による買取価格の設定
タンジェリンの場合は，「改良品種」と既存の品種等の品種に対する区分はなく，果実サイズに
よる階級による分類によってのみ買取価格が仲買人によって設定されていた。価格交渉単位は１ダ
ース（12 個）または１ケース（45 ダース＝540 個）が基準となっていた。

３）県内 4 ヵ村のタンジェリン栽培農家の果実出荷131
ⅰ）農家の果実出荷先および収穫・出荷方法
豆類（カウピー以外）や他の換金作物（アボカド，サツマイモ等）は最寄りの市場まで農家が各
自で出荷しなければならないが，換金性の高いタンジェリンとカウピーのみ仲買人が庭先での買付
を行っていた。調査対象 4 ヵ村では，タンジェリン果実の収穫時期になると仲買人が庭先で買付を
行っていた。聞き取りを行った農家 40 世帯すべてが，仲買人を通して既存のタンジェリン果実を
中心に販売していた。農民組合『Zipatso』への果実出荷は，組合活動が活発な 2005 年までは，組
合のトラックで集荷・合同出荷が行われていたが，2012 年時点では，組合員に関係なく 40 世帯す
べてが組合を通さず，個人出荷を行っていた。
ⅱ）仲買人による庭先での果実買付と収穫方法
タンジェリン果実の収穫時期（2012 年度の出荷ピーク 6 月末～7 月末）には，仲買人が農家庭先
で直接買付を行い，個人農家との価格交渉後，仲買人が果実を収穫し，搬送も担っている。仲買人
は未収穫のタンジェリン農家を直接訪問し，交渉後に収穫作業も行っていた。そのため，タンジェ
リン栽培農家は「収穫の労働力が不要な上，果実も輸送を待つ間に腐敗せず，樹上で管理でき，仲
買人が車で買付に来るのを待っているだけで良い（男性・78 歳）
」ため，タンジェリンは労働力等
の投入が少ない効率的な換金作物であると考えられる。

130

ブンブエ国立農業試験場の研究者 6 名と技術者 3 名に対する 2011 年 8，9 月の聞き取りに基づく。

131

ムワンザ県内 4 ヵ村のタンジェリン栽培農家 40 世帯に対する 2012／13 年の聞き取りに基づく。
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ⅲ）果実の出荷量および農家庭先価格の品種間差
庭先価格は，果実サイズを基準に１ケース（45 ダース）単位で個別交渉により決定され，すべて
の農家においてタンジェリンの品種別による価格設定は確認できなかった。仲買人が買付を拒否し
た果実，
または買付価格の低いサイズの小さな果実は，生産農家が個人で果実集荷場に持ち込むか，
生産農家が庭先で小売販売を行うか自家消費用となっていた。
また，各世帯の既存のタンジェリン果実 2010～12 年度の平均出荷価格は，45,073MK（福田・
西川 2013b）と主食トウモロコシに換算すると約 600kg（12 袋）分，男性の日雇い労働では 9 ヵ
月分の収入に匹敵132した。

（２）果実流通における仲買人の機能133
果実の流通に関わる各仲買人が果たす機能はそれぞれ，①「産地仲買人」②「国内流通仲買人」
③「輸出仲買人」と異なっていた。共通点としては，すべての仲買人がタンジェリンの生産者から
庭先で直接買付を行っていた点が挙げられる。
また，前述のとおりタンジェリン栽培農家は，各仲買人を通して果実を販売していた。つまり，
仲買人が高く買付ける（仲買人の行動）果樹の種，品種を農家が選択する（農家行動）というよう
に，仲買人の行動が，農家行動に直接影響していると考えられる。
各仲買人の相違点としては，①産地仲買人は，
取引価格の設定やポストハーベスト処理を実施し，
②国内流通仲買人は，国内果実の流通を担い，③輸出仲買人は既存のタンジェリンのみを買付けて
いた点が特徴である（図 6－1）
。

132

金額は 2012 年 7 月調査時のレート（現地通貨 280MK：マラウイクワチャ=１USD＝約 90 円）で換算。穀物用
トウモロコシは 3,900MK（50kg／袋）
，日雇い労働賃金は，現地調査に基づき成人男性 1 人につき平均 5,000MK
／月で換算した。

133

果実集荷場の仲買人に対する 2012 の聞き取りに基づく。
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図６－１：ムワンザ県の果実集荷場を中心に各仲買人が国内外の青果流通をつなぐイメージ図

既存の品種

既存の品種
資料：現地調査（2010，2011，2012）に基づき筆者作成。
注：図中の矢印は，タンジェリンを中心とした果実の流通を示す。①農家から直接果実の買付を庭先で行う。また
は，②農家が集荷場に持ち込む。③産地仲買人による短距離輸送。④国内流通仲買人によるムワンザ県外への長
距離輸送。⑤輸出仲買人によって選果されたタンジェリン既存の品種系統の国外への長距離輸送等の経路も確認
した。

ムワンザ県産のタンジェリンの流通経路としては，①仲買人による農家庭先での買付，または，
②農家が集荷場に持ち込んでいた。さらに③産地仲買人による短距離輸送，④国内流通仲買人によ
るムワンザ県外への長距離輸送に加え，⑤輸出仲買人によって選果された既存の品種系統の国外へ
の長距離輸送等の経路も確認できた。さらに，各仲買人はタンジェリンの流通を通して，輸送コス
ト等を計上しても収益を上げていた。そのため，消費者への小売価格の果実単価は，農家の庭先価
格の 10 倍以上となっている。以下に，各仲買人の機能の詳細をまとめる。
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１）産地仲買人の機能
ⅰ）果実集荷場における取引価格の設定
果実集荷場における取引価格は産地仲買人が設定し，各仲買人と交渉を行う。基本的には産地仲
買人によって 3 段階の階級（グレード）に分類される。
しかし，買付け価格と同様に改良品種と既存の品種の価格区分はなく，果実サイズによる階級分
類のみによって価格が設定されていた。例えば，2012 年 7 月 21 日は，①60-65MK／②70-75MK
／③ 80-85～150MK／1 ダース（12 個）で設定されていた。また，例年 7 月は，果実出荷・流通
量がピークとなり，出荷量が毎週増減するため，タンジェリンのみ取引価格が毎月に変動する。
ムワンザ県の果実集荷場では，このように果樹農家によって変えることのできない外部条件とし
て，産地仲買人によって市場の取引価格が設定されている。そのため，県内のタンジェリン栽培農
家農家は，果実集荷場での価格交渉において，黒崎（1997：106）が述べているように 1 対 1 の取
引であるにも関わらず，
「取引の戦略性」として，農家は自分の行動が，取引相手の行動に影響を与
えることを考慮に入れた戦略的な行動をとれてない可能性がある。
ⅱ ）ポストハーベスト処理による果実鮮度維持の実施
果実集荷場は屋外設置であるため，冷蔵施設等はなく日中は外気によって乾燥し，直射日光が当た
るため，果実の鮮度維持ができない。そのため，集荷された果実の一部は，産地仲買人によって伝統
的な積草とナイロンシートを用いて，夜間の低温と日中の気温差を利用したポストハーベスト処理が
実施されて果実のロスを軽減していた（写真 6－1）。
個人農家では，冷蔵庫などの保冷設備もなく，収獲後果実の鮮度保持が困難であるため，農家は仲
買人が庭先まで買い付けに来るまで収穫しない，または，自ら果実集荷場に持ち込むことで，収獲後
のロスを軽減していると考えられる。
直射日光を避けた冷所で常温保存した場合でも，常温条件下ではタンジェリン果実の鮮度維持は困
難であるため，ポストハーベスト処理の必要性は高い。実際に青果市場から購入後 5日目には，一
部腐敗開始し，商品価値が無くなっていた（写真 6－2）。
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写真６－１：ムワンザ県の果実集荷場におけるポストハーベスト実施の様子

資料：2012 年 7 月 21 日筆者撮影
注：カンキツ類の収穫ピーク時期（6 月下旬～7 月下旬）には果実集荷場には，タンジェリンを中心に果実が屋外
に野積みされる。そのため，産地仲買人は，集荷した果実の鮮度保持を目的として，直射日光を避け，草やナ
イロンシートで果実を被い，昼夜の気温差で保冷している。

写真６－２：青果集荷場から購入 5 日目における果実鮮度変化の様子

資料：2012 年 7 月 26 日筆者撮影
注： 直射日光を避け冷所で常温保存の場合には商品価値が著しく低下。
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２）国内流通仲買人の役割と
ⅰ）果実の国内における長距離輸送
国内流通仲買人はムワンザ県内の青果集荷場で産地仲買人から，または，農家の庭先で直接果実
を買付，首都や地方都市まで果実の長距離輸送，各都市の市場で卸を中心に行っていた。また，聞
き取りを行った国内流通仲買人の内，中部州のンチェウ（Ntcheu）県（ムワンザ県の産地から約
250km）から毎週仲買を行っている男性 2 人組は，仕入れた果実が売れ残った場合には各自小売販
売も行うが，タンジェリン収穫時期には，主にタンジェリンの仲買による現金収入で生計を立てて
いた。個人農家は，国内流通仲買人の存在により，自ら長距離輸送を行う必要がなく，大きな取引
市場を県内に確保していると言える。
しかし，その一方で，国内流通仲買人が仲買のみで生計を立てられることから，買い付け価格と
地方都市における小売価格に大きく差があり，仲買人のみが利益を得ている可能性も考えられる。
そのため，一部の個人農家では，タンジェリンの収穫量が多く，資金に余裕がある年には，自ら中
部州まで果実を出荷し，小売販売を行った事例 6－1 も存在していた。

【事例 6－1 】タンジェリンと並行して「改良品種」を導入した農家
村③HHID S1 (MHH 既婚：男性 62 歳，Ngoni ，農夫， 宗教：ローマ・カソリック)
祖母から土地を相続して 3 年目に自家消費と現金収入を目的として自分の土地にタンジェリンを
植えた。今では家族全員分の主食のトウモロコシを賄う分の現金収入を得ている。特に 2009 年に
は 豊作 だっ たた め， ロー ンで トラ ック を借 りて 中部 の ン チェ ウ県 まで 出荷 販売 し， １日 で
100,000MK を売り上げた。2011 年 7 月分の売り上げも銀行に預金するほど純利益（60,000MK＝
約 343USD：175MK で換算）を得ることが出来た。さらに，2011／12 年はトウモロコシが不作だ
ったため，果実収入による預金を切り崩して主食のトウモロコシを購入する予定である。

ⅱ）国内流通仲買人のジェンダー
国内流通仲買人は男性のみである一方，卸売り先の対象としては公設市場内で青果の小売販売を
行う女性が中心だった。換金作物であるタンジェリン果実の流通においては男性が，路上の果実販
売など小売りは女性が担っており，マラウイ国内の果実流通におけるジェンダーの役割も明確に分
かれていることが明らかになった。
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３）輸出仲買人の役割と既存のタンジェリン果実に対する認識
ⅰ）果実の海外長距離輸送
聞き取りを行った輸出仲買人（28 歳男性）は 5 人組のグループを構成しており，マラウイ首都を
経由してザンビアから交代制で買付を行っていた。ムワンザ県内の青果集荷場または生産農家から
直接買付，トラックの荷台や公共交通機関を利用し，首都経由で隣国ザンビアの地方都市チパタ
（Chipata）まで果実の長距離輸送を行っていた。途中の国境における関税はなく，ザンビア国内
において卸・小売販売を行っていた。国内流通よりも長距離移動となるため，輸送費用および輸送
中のロスを軽減するために，ナイロン袋に干し草を敷き，選果後，小分けに詰める等工夫していた。
ⅱ）既存のタンジェリンに対する認識
輸出仲買人は果実サイズによって細かい買付価格を設定し（写真 6－3），マラウイ側の産地仲買
人に対して厳しい買取条件を提示していた。産地仲買人，国内流通仲買人ともにタンジェリンの「改
良品種」と既存の品種の 2 系統に関する認識はあった（表 6－5）。しかし，品種による分類・選別
は行わず，作物別，また果実サイズのみで庭先・買付価格を設定し，価格交渉を行っていた。

写真６－３：ザンビアの消費者向けに選果した輸出仲買人による３段階（左）と
マラウイ国内の消費者向け国内流通仲買人による３段階（右）

資料：2012 年 7 月 21 日筆者撮影
注： 基本的には産地仲買人によって品種に関係なく，果実サイズのみで 3 段階の階級（グレード）に分
類される。ザンビアの消費者向けに選果した果実は，マラウイ国内での価格は同じ階級として扱われ
ている。
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表６－５：マラウイ南部ムワンザ県の果実集荷場におけるタンジェリンの「改良品種」と
既存の品種に対する仲買人の認識

特徴
ヘタ部分に凸

「改良品種」系統
なし

種子の数
果皮の厚さ

少ない
薄い・柔らかい

果汁の多さ

既存の品種系統
あり
多い
厚い・固い

多い

少ない

常温下の保存期間

短い

長い

長距離輸送の適正

低い

高い

資料：現地聞き取り調査(2012)の結果に基づき筆者作成。
注：既存の品種系統は果皮が硬い特徴をもつため輸出仲買人が好んで買付けを行っている。

さらに，価格交渉前に自ら果実の選果を行い，既存のタンジェリンの品種系統のみを買付けてい
た（写真 6－4 左）。輸出仲買人もタンジェリンの品種間の差を明確に認識していなかったが，現
在流通しているタンジェリン果実の２系統の内，買付の際には果皮が硬い特徴をもつ既存の品種系
統のみを選択していた（写真 6－4 右）。
その理由として「ザンビアまでの公共交通機関による長距離移動が必要であるため，改良品種の
特徴である果皮が柔らかい系統を避けている。保存期間も短く，目的地であるザンビアに到着する
前に果実の商品価値がなくなるため既存の品種のみを対象としている。」と述べていた。
写真６－４（左）：輸出仲買人の認識に基づく果皮が硬い特徴を持つ既存の品種系統（右側果実）
と「改良品種」系統（左側果実）
写真６－４（右）
：果皮（上部）：
「改良品種」系統＝薄い・柔らかい
果皮（下部）：既存の品種系統＝厚い・硬い，凸あり

資料：2012 年 7 月 21 日筆者撮影
注：輸出仲買人は，買付の際に果皮が硬い特徴をもつ既存の品種系統（右側果実）
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6.4

まとめ

本章では，南部州ムワンザ県のタンジェリン果実の流通を事例として，公的機関による青果流通
システムが発達していないマラウイの青果流通の実態を整理した。生産農家に近い場所で青果流通
に関わる各アクターに対して，調査者自身が直接行った詳細な聞き取り結果に基づき，ムワンザ県
のタンジェリン流通構造の全体像を把握する帰納的な方法を用いて分析を行った。
その結果，多様な機能を果たす各種仲買人の存在が浮かび上がり，各仲買人の重要な役割が明ら
かになった。本章では，マラウイ政府の普及組織や試験場等の公的機関が把握していなかった青果
流通における各仲買人の機能，さらに仲買人の品種に対する認識として，既存のタンジェリンを高
く評価している特徴が示された。
アフリカの青果流通において，仲買人が重要な役割を担う点は，Jordanら（2008）によってすで
に指摘されている。しかし，本事例では，各仲買人が果実集荷のみならず，青果集荷場の設置や取
引価格の設定，ポスト―ハーベスト処理や選果作業等の機能を担い，公的機関による介入がないイ
ンフォーマルな青果流通システムを独自に確立していることが明らかになった（図6－1参照,p.225）。
これは，各仲買人が公設市場を補完する機能を持つ介在者として，重要な役割を果たしていること
を示している。
また，一部の仲買人が取引価格の設定や収穫後果実のポストハーベスト処理に関わっており，既
存のタンジェリンは流通上で高い評価を得ていた。中でも産地仲買人は，青果集荷場において，果
実の取引価格の設定を行うなど重要な機能を担い，ポストハーベスト処理の実施により果実鮮度保
持の機能も備えていた。さらに，各仲買人を介在した上で，他の仲買人とも連携し，生産者である
農家と仲買人をつなぐ介在者の役割を果たしていた。
産地仲買人は，青果流通に関わる組織等が発達していない地域でも果実を庭先で買付けており，
市場へのアクセスを持たない遠隔地域の農家に対しても果実の一斉出荷と小売販売の機会を提供し
ていた。
ムワンザ県のタンジェリン果実は，仲買人が生産農家の庭先で直接果実の買付を行う数少ない換
金作物である。さらに，仲買人は価格交渉後に果実の収穫・搬送も担うため，農家は収穫の労働力
が不要な上，輸送を待つ間に果実が腐敗することなく樹上で管理できる。そのため，タンジェリン
栽培農家は，仲買人が車で買付に来るのを待っているだけで良く，Ham ら（2008）が指摘する輸
送を待つ間の生産者側の果実ロスは少ないと考えられる。
つまり，タンジェリン栽培は，労働力の少ない女性世帯主世帯においても，収穫のための労働力
投入量が少ない効率的な換金作物であると考えられる。
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しかし，農家の庭先価格の最高値と最低値からも明らかなように，庭先価格には世帯間差があっ
た（表 6－1 ）
。アフリカ南部の青果流通市場において，果樹農家は，伝統的に「価格の設定者（price
maker）
」ではなく，
「価格を取る人（price taker）」とされてきた（Ham et. al. 2008，Jordan et. al.
2008）
。先行研究のバリューチェーン分析では，果実の取引価格の設定は，果実の輸送コストがボ
トルネックであると指摘（Ham et. al. 2008）されている。本事例でもタンジェリン栽培農家は，
価格設定者ではなく，仲買人に「与えられた価格を取る人」となっている実態が示された。
他方，既存のタンジェリン果実は，輸出仲買人によって，国内のみならず，隣国のザンビアやモ
ザンビーク等の海外へも広範囲で流通していた。マラウイに青果流通においても農村から県，州，
国を越えた長距離流通134が存在し，輸出仲買人の存在により青果の輸出が可能となっていた。
これは既存のタンジェリンが長距離輸送に適した形質（果皮が固く，果汁が少ない）を持ち，改
良品種の導入後も各仲買人にその特徴が認識され，好まれたためだと考えられる。特に，輸出仲買
人は既存のタンジェリンの特性（果皮が硬く長距離輸送に適する）を商品価値として高く評価し，
好んで買付を行っていた。
このような輸出仲買人の存在が，タンジェリン果実の海外流通を可能にし，海外市場をムワンザ
県の農家に提供していたことが明らかとなった。また，ムワンザ県のタンジェリンは海外から買い
付けに訪れるほど市場価値が高いため，タンジェリン栽培導入および栽培継続に関する農家の行動
にも影響していると考えられる。
一方，タンジェリンは，仲買人によって「改良品種」と既存の品種 2系統の存在が認識されてい
たが，果実集荷場では，品種の分類が明確にされておらず，買付価格の設定にも差がなかった。
このことから，タンジェリン栽培農家にとって，価格や品質の面では，「改良品種」の導入に対
するメリットが少ないことが示された。3章で前述した通り，タンジェリン農家側の「改良品種」
に対する認識および，それに伴う農家の導入行動は，仲買人も影響していると考えられる。

134

青果物は長期貯蔵が穀物等より難しく，生鮮流通中心に特徴があるため，伝統的には局地的のみで，全国的な流

通はごく限られていた。しかし，インドの青果流通には，農村から県，州，国を越えた長距離流通が存在してい
る（黒崎・荒木 2002）
。
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以上のように，マラウイ国内の青果流通状況としては，大部分の南部アフリカ諸国と同様135に，
公設の青果専用の卸売市場や青果集荷場は存在せず，政府は市場価格設定にも介入していなかった。
そのため，民間企業や女性グループ等の農民組織，男性の仲買人によって交渉により価格が設定さ
れ，農産物は生産地から国内の公設市場を中心に流通している。
また，
先行研究でも指摘されているように，
マラウイの青果流通における最も大きな阻害要因は，
輸送の信頼性の低さ136と収穫後のポストハーベスト137である。ポストハーベスト管理と果実輸送138
に関しては，特に南部の主要都市，また長距離移動が必要となる首都まで輸送・販売されているが，
果実収穫後の貯蔵用冷蔵庫等の導入はなく，ポストハーベストも流通上の課題となっている。さら
に，青果流通においては，女性と男性の担う役割が明確であることが明らかとなったため，ジェン
ダーに関する視点も重要であると考えられる。
一方，国内での果樹栽培の「改良品種」の導入および普及は，政府組織やNGOによって推進・継
続されているものの，国産の「改良品種」果実の流通に関する継続的な実態調査は実施されていな
い。また，果樹栽培普及のモデル地区でカンキツ類の主要産地であり，国内唯一の仲買人によって
青果集荷場が設置されるムワンザ県においても，果実の流通状況が把握されていない。
そのため，タンジェリンの果実を中心に取引を行う仲買人の存在や収穫果実は国内市場に出荷，
一部は仲買人を通した輸出が確認されているにも関わらず，県の農業開発事務所および普及所の職
員によっても，各仲買人が既存のタンジェリンをどのように評価し，機能を果たしているのか明ら
かにされていない状況であった。
今後，果樹の品種を新たに導入する場合には，収穫果実の市場における仲買人の評価なども踏ま
えた上で評価を行い，普及活動を行うことが望ましいと考えられる。

135

南部アフリカ諸国の多くは，公的機関による青果市場価格設定のメカニズムは存在しない。価格は仕入れ価格等

と仲買人の利益を加えた価格設定となる（Ramadhani 2002）
。
136

生産者は果実を収穫・採取後，自宅から地元の市場か，道沿いの集荷場まで果実を頭の上に乗せて歩くか，また

は荷車で輸送する（Ramadhani 2002）
。サンビアでは，14％の仲買人が輸送コストを支払っており，自転車は 2
番目に有効な輸送手段だとしている（Ham et. al. 2008：256）
。
137

マラウイでは輸送が頻繁になく，仲買人が輸送を待つ間に果実の大部分を廃棄している。ポストハーベスト管理

システムは未発展のため，果実の腐敗は貯蔵において大きな課題であり，果実の商業的な価値や小農の現金収入
のポテンシャルに影響している（Ham et. al.2008：256）
。
138

果実採取者は，輸送を待つ間，直射日光から収穫果実を保護しない。最終消費者の手元に届くまで，長いハンド

リングチェーンを通して，輸送される（Kdzere et.al.2002）
。その結果，果実採取者は収穫や輸送中の圧縮による
傷などの物理的なダメージ，虫害や病害，過熟などによる多大な果実廃棄に直面する（Saka et.al. 2008）
。
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第7章

総括および展望

マラウイの農家にとって果樹栽培とは何か。なぜムワンザ県の農家はタンジェリンの栽培を始め
たのか。なぜ彼らは，他のカンキツ類の中からタンジェリンのみを導入し，その後，県内に普及・
定着したのか。そして，タンンジェリンの一大産地となったムワンザ県において，カンキツ類の「改
良品種」はなぜ普及しなかったのか。
マラウイで現地調査を進めていく中で，これらの疑問を全て解決するには，個々の農家の行動を
観察・分析するだけでは，不十分であった。そのため，彼らがどこでタンジェリンの種や苗木を入
手したのか（普及）
，収穫したタンジェリンの果実は誰に売り・誰が買いに来るのか（流通）
，既存
のタンジェリンと「改良品種」はどちらが高く買い取ってもらえるのか等，普及から果実の流通ま
での一連の流れを把握する必要があった。
また，現在，タンジェリンの一大産地となっている地域において，果樹栽培が普及し，定着する
までの一連のメカニズムを理解することができれば，今後のマラウイのみならず，アフリカ地域に
おける果樹栽培の普及促進のヒントにつながるのではないだろうか。と考えたところから，本研究
は始まっている。
また，第 2 章でも述べた通り，果樹が持つ特殊性としては，
「改良品種」を導入する際には，接
ぎ木という技術が必要となる点が挙げられる。通常，果実を食べた後に手に入れた種を植えても，
同じ性質を持つ果実が収穫できる樹は育たない特徴を持つためである。そのため，果樹の「改良品
種」の導入に関しては，同時に接ぎ木という特殊な技術の導入と定着も必要となる。この点は，開
発途上国における果樹栽培普及の中でも，
「改良品種」導入への大きな技術的な面での阻害要因とな
っている。さらに，果樹は一年生作物と異なり果実が収穫できるまでに時間が必要である。短期間
で成果が見えにくいため，農村開発分野のプロジェクト内での位置づけも難しいとされる。そのた
め，単に現金収入向上を目的として，換金作物を導入する場合は，プロジェクト期間内に成果が出
やすい一年生作物へと切り替えられる場合も想定される。
本研究で明らかにしたように，果樹栽培を新規に導入する場合は，導入地域に適した果樹の選定
や栽培技術，品種等の技術的要因に加え，地域における文化や歴史的背景によって異なる土地制度
等に関する社会的要因への配慮が必要不可欠である。また，果樹の中でもタンジェリンのように種
子繁殖で苗木を生産し，栽培管理に対する労働投入の少ない果樹ではなく，植栽後の栽培管理が難
しい「改良品種」の接ぎ木苗を導入する場合は，数本から導入を開始し，個々の農家における定着
度合いを観察しながら追加で導入することが望ましいと考えられる。
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一方で，地域研究の分野で明らかにされているように，通常，アフリカ地域における果樹に関す
る研究では，野生の在来果樹が人の手によって「栽培化」される過程において，
「半栽培」といった
ステージが生まれる。アフリカにおける果樹は「半栽培」の状態において，現在も人々の生活の生
業の一部とされている。
しかし，本事例で注目したタンジェリンは，すでに海外で「栽培化」され，宣教師らによって導
入されたカンキツ類の中から，ムワンザ県の人々が自ら選び，自分たちの土地に植えた果実の収穫
できる樹木であると同時に，換金可能な作物であった。そのため，
「半栽培」といった現象は確認さ
れなかったが，ムワンザ県の農家が，独自の栽培管理をタンジェリンに対して行っている事実も明
らかとなった。では，なぜ彼らはオレンジでもレモンでもグレープフルーツでもなく，数多く伝播
したカンキツ類の中からタンジェリンを選んだのだろうか。土地の境界線を示すだけであれば，他
の在来果樹でも良かったはずであり，さらには，果樹である必要もなかったのかもしれない。それ
らの答えは，
調査村における初期導入者への聞き取り調査の中で明らかとなった（詳細は 4 章参照）
。
タンジェリンが教会付属の果樹園にある特別な存在であり，初めて食べた時の感動を忘れられな
かった等，タンジェリンは地域の栽培環境条件に適していだけではなく，栽培を決めた個人の嗜好
が最終的に大きな決め手となっていたのである。果実を食べて美味しいから自分の土地に植える。
種子から増やしても，接ぎ木という技術なしでも苗木を増やせる。初期投資が少なくても，たくさ
ん植えられる。人々の嗜好に合っていて，美味しいから収穫した果実は高く売れる。

第 5 章で示した通り，新規に果樹栽培に参入した農家では，自ら「改良品種」の接ぎ木苗を購入
した事例も存在した。そのため，
「改良品種」の導入には，安定した農外所得を持ち，積極的に研修
等に参加する男性農家を対象とした普及活動も一定の効果をあげられる可能性が示された。
既存のタンジェリンは，栽培管理上の労働投入量が少なく，一定期間を過ぎると毎年果実収穫が
可能となるため，栄養改善を目的とした果樹栽培普及の場合，労働力の不足しがちな女性世帯主世
帯への配布が適切であると考えられる。
しかし，現状としては，マラウイ国内の政府機関や国際 NGO などは，女性世帯主などを対象に
「改良品種」の接ぎ木苗の配布を継続している。
本調査において，ムワンザ県で長年農家に好まれ，栽培され続けている既存のタンジェリンの価
値を再確認したことは，今後の果樹の苗木の配布対象者や配布樹種および品種の選択などを見直す
につながり，その地域や個々の農家の実態に沿った果樹栽培普及が可能となると考えられる。
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7．1．

本研究の要約

本論文では，マラウイの果樹栽培普及における社会的要因を南部ムワンザ県の 4 つのタンジェリ
ン生産村の事例をもとに明らかにしてきた。分析に際して注目したのは，タンジェリン栽培が普及
する過程における個々の農家の行動を出発点とし，個人の集合体である「村」単位で分析した点で
ある。
第 1 章で述べたとおり，本論文が行ってきた分析の独自性には，果樹という永年性の樹木作物を
対象として扱い，果樹栽培普及における社会的背景として，アフリカ地域特有の在来の土地制度や
女性世帯主世帯との関係性を明らかにした点が挙げられる。
以下では，この 2 点について要約し本研究の結論とする。

本調査地のマラウイは，主要輸出産品が農作物であり，農業を国内産業の基盤とする 1981 年の
構造調整後，小農の栽培作物の多様化が重視されてきた。1990 年以降は，小農のタバコや綿花等の
輸出用の換金作物生産が WB や USAID の支援によって推進されてきた。
しかし，マラウイの主要輸出産品であるタバコ・綿花・チャ・砂糖は，国際価格の変動が大きく，
これらの作物に代わる新たな換金作物が必要とされており，付加価値の高い園芸作物の中でも果樹
栽培導入が注目されてきた。
1980 年以降，マラウイの果樹分野でも海外からの「改良品種」の導入と普及が推進されてきた。
しかし，国際機関からの開発支援や研究プロジェクト終了後は，マラウイ国内に果樹分野の研究者
が存在しない状況となっている。そのため，過去に海外から導入された「改良品種」は，農業研究
機関においても十分には管理されておらず，農家圃場および，農民組織で管理されているのが実情
である。
そのため，果樹栽培の普及に関する研究は，近年，小農の栄養改善や収入向上等を開発目標に掲
げているマラウイ政府および国際研究機関にとっても，重要な課題の 1 つであると言える。
特に，マラウイは内陸国であるため，他国に比べて輸送コストがかかるにも関わらず，世界的な
果実輸出国である南アフリカからの輸入に依存している。そのため，果樹栽培の普及促進は，国内
で生産可能な果樹の生産性を高め，自家消費や生計向上に加え，将来的な輸出産品として産業反転
させるため，マラウイ政府の農業開発における戦略 1 つとなっている。
しかし，本研究で明らかにしたように，現時点では，マラウイ国内の果樹栽培普及のシステムは
NGO によるインフォーマルなものが中心となっており，国内の青果流通制度においても公的機関
は介入していない。さらに，果樹栽培普及に関する研究は，現在，普及活動を実践している国際農
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業研究機関である ICRAF においても実施されてこなかった。
そこで，本研究では，タンンジェリンの一大産地にまで成長した果樹栽培普及のモデル地区とさ
れる南部州ムワンザ県に注目し，現地調査を実施した。
また，農家が一世紀以上間に伝播したとされる既存のタンジェリンの栽培を継続し，オレンジ等
のカンキツ類「改良品種」の新規導入を好まない。とうい現状に基づき，個々の農家を対象に聞き
取り調査を実施した。
なぜタンジェリン栽培は，ムワンザ県においてのみ普及したのか。一大産地であるムワンザ県に
おいて，カンキツ類「改良品種」が普及しないのはなぜか。タンジェリン栽培農家は，「改良品種」
をどのように認識し，導入対して行動したのかを明らかにすることを目的に調査を実施した。
本研究では，果樹栽培普及における農家行動を考察する上で，日本の農業経営学における「技術
導入に対する農家行動に関する研究の枠組み（山本 2006）
」を用いた。
①経営理念：果樹植栽時点での将来の市場や土地制度に対する農家の期待形成（松下 2003：148）
。
②潜在的動機：果樹植栽のインセンティブ
③動機の顕在化：果樹栽培開始の動機，果樹栽培継続の動機
④阻害要因の解消：伝統的な土地制度と土地の使用権，労働力，抵抗感，煩わしさ

しかし，農家の果樹栽培導入の過程として，これらの項目を把握するには，定量的な分析では限
界があった。そのため，定性的な分析には，看護学や教育学におけるエピソード・インタビュー（Flick
2000）の手法を用いて，より生産者の位置に近い場所で，個々の農家の行動に関する決定要因を検
討した。
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（１）各章のまとめ

第 1 章ではまず，具体的な本研究の目的を先行研究に基づき整理した。続く，第 2 章では，先行
研究などに基づき，アフリカの農業・農村開発における果樹栽培研究に関する本研究の位置づけを
行った。
第 3 章では，農業国であるマラウイの果樹栽培をめぐる状況を概観し，国際援助機関のプロジェ
クトによる果樹栽培普及の歴史と「改良品種」導入の過程を捉えた。マラウイ国内における果樹栽
培普及に関わる組織や制度には，どのようなものがあるのか，農家の行動を規定する要因となる外
部要因として，農家を取り巻く環境を考察した。
具体的な事例として，果樹栽培を農村開発に活用しているムワンザ県におけるカンキツ類の栽培
普及に着目し，国際機関の支援を受けて普及に関わる各組織，特にインフォーマルな普及を行う組
織として，現地 NGO の果たす役割を整理し，農家の行動にどのような影響しているかを考察した。
また，マラウイ国内の青果流通制度を整理した。さらに，4 章以降で具体的な事例として取り上げ
る南部ムワンザ県の農業的条件を明らかにした。
第 4 章では，定性的な調査手法に基づき，マラウイの果樹植栽インセンティブと果樹栽培普及の
阻害要因と考えられていた土地制度の中でも，特に母系制と果樹植栽の関係性を明らかにした。タ
ンジェリン栽培導入の初期導入者と追随者では，果樹植栽インセンティブが異なっていた。初期導
入者の栽培開始動機には，土地制度の変化による土地の使用権を主張するためや教会への信仰心を
示すため等，多様な栽培開始動機が明らかとなった。
一方で，追随者では，経済活動を目的とした栽培開始動機が半数を占めていた。歴史的な背景と
しては，1964 年に政府が独立後，新政府による海外への出稼ぎの禁止令や果樹栽培の普及活動等が
果樹植栽インセンティブとなり，将来時点での農家の市場や土地制度に対する期待形成が行われた
ためと考えられる。
第 5 章では，ムワンザ県のカンキツ類「改良品種」の導入を具体的な事例として，果樹の「改良
品種」導入に対する農家の認識を明らかにした。また，第 3 章で概観したマラウイにおける果樹栽
培普及の歴史と「改良品種」の導入，組織や制度を背景として，実際に農家の行動を規定する要因
を考察した。さらに，農業開発プロジェクト等によって外部から導入された外来果樹であるカンキ
ツ類の「改良品種」
，および宣教師等によって導入・伝播し，長年栽培を継続されてきた既存のタン
ジェリンを果樹栽培農家がどのように評価しているのかを明らかにした。
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第 6 章では，実際の流通市場において，既存のタンジェリン果実は，仲買人にどのように評価さ
れているのか，県内におけるカンキツ類を含む流通システムを概観し，流通および栽培農家の出荷
状況を考察した。
第 7 章では，前章までの分析結果と第 2 章での検討結果に基づき，今後のマラウイの果樹栽培普
及に関して，現状の普及組織や制度を考察し，内容不備の補完を試みる。マラウイの果樹栽培普及
における課題を再度整理し，これまで検討してきた各章における調査結果および考察に基づき，マ
ラウイの農家にとって果樹栽培とは何かを明らかにし，今後のマラウイ政府による効率的な果樹栽
培普及の可能性を探ることを課題として，総括と展望する。
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（２）永年生作物である果樹の特殊性とマラウイの果樹栽培普及における阻害要因

果樹は永年性作物であるため，トウモロコシや野菜などの一年生作物とは異なる特殊性を持つ。
第一に，果実収穫までの育成期間の投資を回収できるのは，一定期間を経た後になり，初期投資を
含めた投資回収期間が長期にならざるを得ない点が挙げられる。そのため，
農家の意思決定行動は，
果樹植栽時点では観測できない将来の事象，すなわち将来時点における市場や制度に関する不確実
性をどのように捉えるか，という農家の期待形成に依存している（松下 2003：148）。つまり，個々
の農家が将来的にどのような期待を持つかによって，
「果樹を植えるのか，植えないか」の意思決定
が変わり，その決定要因は多様であると言える。
また，第二の特殊性として，農家は果樹を植栽する前には，半永久的になる要因（地形や気候，
局地性，土壌の種類，栽植する果樹の種・品種，栽植距離など全体的な経営の範囲など）を考慮し
た上で，決断しなければならない点である。この要因に関しては，中川ら（1989：424）が果樹栽
培に関する成功へのチャンスを著しく制限する要因になると指摘している
（第 3 章 5 節参照,p.40）
。
特に，マラウイの過酷な気候要因のなかでも，年降水量および季節的変動は，果樹栽培において，
大きな制限要因となりうる。降水量の少ない地域でも，設備が充実しており，灌漑が可能な地域で
あれば，降雨の有無は大きな制限要因ではない。
しかし，本調査地のムワンザ県のように，井戸等の水源が限られており，果樹に対して優先的に
十分な灌水ができない場合は，植栽直後の生存率が著しく低下し，生育可能な種類はおのずから制
限される。そのため，通常は，無灌漑条件下の果樹園では，果実が適当な大きさに生長するまで，
十分な土壌湿度が残されている時期までに果実が成熟する品種（早生）を栽植すべきである。
そのため，雨期と乾期の区分が明瞭に分かれており，年間降雨量の大部分がある一定の集中した
季節に補給される地域においては，その地域の栽培環境に適した樹種や品種を選択し，導入・普及
を行うことが重要であると考えられる。
本事例地では，雨季が 11 月下旬～3 月下旬となっていた。タンジェリンは，雨季直後に開花し，
十分な土壌湿度が残されている時期に果実が肥大していることが推察される。また，逆に果実収穫
前の 6－8 月には，土壌の湿度が低下し，その影響で果実内の糖度が上昇している可能性もあり，
天水に依存した状況下おけるタンジェリンの栽培環境としては最適条件下であると言える。
一方，本調査で確認したカンキツ類の「改良品種」は，果実の収穫時期が 3 月以降となっており，
果実収穫時期が雨期の終わりであるため，果実内の水分含量が高く腐敗しやすく，長距離輸送が必
要となる青果流通において，不利な条件となっていた。そのため，収穫後のポストハーベストなど，
果実の品質管理も難しく，大きな課題となっており，それらの対策も必要であると考えられる。
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（３）タンジェリンの伝播と栽培の開始：果樹栽培導入のインセンティブ

本研究で取り上げたムワンザ県のタンジェリン栽培は，
「1900 年代にオランダ出身のローマ・カ
ソリック教会宣教師や物資の移動にともない伝播した」と伝承されている（詳細は 2 章参照）
。宣
教師たちは，ヨーロッパからの長期航海後，ヨーロッパからマラウイ湖を通じて，マラウイ国内に
移動したと記録されている。ヨーロッパからの長期の航海中には，ビタミン欠乏症である壊血病対
策として，タンジェリンを含むカンキツ類の果実が積荷に入れていた。または，ヨーロッパから種
子を持ち込んで栽培していた可能性がある。このことから，マラウイでは，宣教師らによってカン
キツ類が伝播・導入されてから，一世紀以上もの年月が経過していたと考えられる。
本研究により，1950 年代に入り教会付属の果樹園が設置され，宣教師らによって，ムワンザ県の
農民に普及するまでの間，
さらに半世紀以上が経過していたことが明らかとなった。このことから，
多年生作物である果樹の栽培普及には，長い年月が必要であり，果樹の「改良品種」の導入する以
前に，
「果樹を植える＝果樹を栽培する」という導入行動を普及することが，いかに困難な道のりで
あるかが分かる。
また，本事例を通して，タンジェリン栽培の初期導入者は，政策への変化に対して，土地の所有
権に不安を感じたため，タンジェリンを植栽した実態があったこと等も明らかとなった。
一方，追随者の多くは，初期導入者が生産したタンジェリン果実に市場価値があると分かった時
点で，栽培を開始していた。つまり，追随者たちは，タンジェリン栽培による経済活動を目的とし
て，将来時点での果実収穫と現金収入を期待し，なおかつ， 果樹植栽に必要な男性の労働力に余剰
の出た世帯（1970 年以降の南アフリカへの出稼ぎ禁止，2 年間の長期出稼ぎの中休みなど）が購入
していたことがが明らかとなった。
ムワンザ県の特殊性としては，女性世帯主世帯の割合が 52％と高いことも，特別な栽培技術を必
要としない既存のタンジェリン栽培が，この地域に限定的に普及した背景の一要素であると言える。
タンジェリン栽培は，海外における出稼ぎ中の不慮の事故，または，当時は認識されなかった原因
不明な病気による夫の死に対するリスク回避だった可能性も考えられる。伝統的に母系制をとる地
域においても，民族に関わらず，積極的に男性が妻の土地にタンジェリンを植栽していたことも注
目すべき点である。
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（４）ムワンザ県の伝統的な土地制度の変化とタンジェリン栽培の導入

一方，高根（2007a）は，マラウイの国の制定した様々な制度と政策は，植民地時代から 1980
年代までにかけて，小農生産を停滞させる方向で機能してきたと指摘している。植民地時代初期に
ヨーロッパ人入植者がニアサランド南部（現マラウイ）で大規模に土地を取得して，農場経営を開
始した時期には，植民地政府が土地権利証書の発行によって入植者の土地権利を保障したため，農
業適地が大規模に囲い込まれた（高根 2007a：195）としている。
植民地期には，ヨーロッパ人所有の大規模農場が国土の 15％を占めていたが，1964 年の独立時
には，2.4％まで減少した（Ngongola1986：240）と報告されており，本調査地のムワンザ県にお
けるヨーロッパ人所有のタバコ農場も独立の際に，政府に返還された一部であると考えられる。こ
のように農業適地だったヨーロッパ人農場は，独立後のマラウイ政府に返還された後，南部州ムワ
ンザ県においては，無償で小農に対して再分配されていたことが明らかになった。植民地政府が土
地権利証書の発行によって入植者の土地権利を保障したため，伝統的な「共同体」による管理下か
ら一度解放された土地は，果樹を植えるというタブーからも解放された土地であると言える。この
ような伝統的な土地制度の変化が，ムワンザ県におけるタンジェリン栽培導入の阻害要因を軽減し
た，つまり栽培の普及を促進したとも考えられる。
また，ムワンザ県の特殊性として，過去に南アフリカへの出稼ぎ労働者が多かったこと，モザン
ビークの国境に位置するため民族構成が複雑であることなど社会的な要因を背景として，女性世帯
主世帯の割合が 52％と全国平均 25％の倍以上と高い点が挙げられる。
必然的に男性による労働力が少ないため，タバコ栽培や綿花栽培など労働力の投入が必要な換金
作物栽培ではなく，果樹栽培の中でも労働力の投入量が少なく，仲買人が庭先で買い付けを行い，
収穫作業も担っているタンジェリンの栽培を継続していると考えられる。
実際に「綿花栽培は，重労働の割にお金にならない。炎天下の中，農作業によって体調を崩して，
子どもたちに食事を作れなくなるほうが困る」，「タンジェリンの栽培は，収穫時期に仲買人が庭先
まで来るのを待っていればよい。仲買人が収穫作業も行ってくれ，水やりも何もしないが毎年収穫
でき，子どもの学費になる」と述べていることからも，大きな要因となっていると考えられる。
したがって，ムワンザ県における果樹の最適な栽培様式とは，仲買人が庭先まで買い付け，収穫
作業を行ってくれ（詳細は 6 章参照）
，除草や農薬散布が不要で低投入なタンジェリンの栽培を継
続することだったと言える。

245

マラウイの過酷な栽培環境条件を耐え，生き残ることのできた外来果樹のカンキツ類の中でも，
商品作物として市場価値の高いタンジェリンが地域に適した樹木作物として，農民によって選ばれ，
半世紀以上もの間，今日まで栽培されてきたのである。
確かに，タンジェリン栽培の初期導入者たちによる導入の理由は，土地の使用権を他者に示すた
め，教会への信仰心を示すためだったかもしれない（詳細は 4 章参照）。しかし，容易な現金収入
として，出稼ぎや日雇い労働の代わりに，または新たなアクセス・チャンネルとして，タンジェリ
ンを栽培することを選択した追随者によって，現在のムワンザ県はタンジェリンの一大産地化した
と考えられる。
つまり，ムワンザ県の農家は，宣教師たちによって持ち込まれてから，一世紀の間に自然条件下
で淘汰されたカンキツ類の中から，自分たちの好みや地域の栽培条件に合ったタンジェリンを選ん
だのである。
ムワンザ県の栽培農家は，海外から持ち込まれた外来果樹であるカンキツ類の中からタンジェリ
ンを選択し，自分たちの土地に植えることで，土地の使用権を他者に示した。それと同時に，長年
の栽培を通して，農家自らが現在の「Local」と呼ばれるタンジェリンを選択し，品種として選抜さ
れてきた結果と考えられる。
また，
「ドメスティケーション［栽培化］を過去に起こってしまった出来事ではなく，現在も私た
ちの周りで進行しているいわば現在進行形の過程（重田 2009：73）」してとらえた場合，ムワンザ
県のタンジェリンも過去に海外から導入された後，農家の手によって「栽培化」されてきたと考え
られる。つまり，初期導入者たちが果実の収穫を最大の目的として植栽せず，樹木としての役割を
重視していた導入段階から，タンジェリンの果実を収穫するために，農家の手によって作物として
選択され，植え続けられることで，栽培化が進み，定着段階に落ち着いたとも言える。
さらに，1970 年代以降に海外から果樹の「改良品種」が導入された結果，タンジェリンは古株と
して残り，時代の流れの中で，新しい作物という立ち位置から，「Local」をいう立場を手に入れた
と言える。つまり，現代を生きるムワンザの人々からすると既存のタンジェリンはすでに身内であ
り，
「改良品種」はよそ者という感覚が生まれている可能性も考えられる。
ムワンザ県のタンジェリンは「栽培化」を通り越えて，すでに「在来化」しつつあるとも言える
のかもしれない。50 年後は，このような農家の認識はどのように変化しているのだろうか。
日本のリンゴ栽培も明治時代にアメリカから導入されて，現在では‘フジ’という代表的な品種
を生み出し，世界中で栽培されている。将来的に，ムワンザ県のタンジェリン栽培からもアフリカ
地域の気候に適した優良品種が生まれる可能性が考えられる。
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（５）マラウイ南部ムワンザ県のタンジェリン栽培とエチオピアの多年生作物栽培の比較
同じく多年生作物を扱ったエチオピアの事例において，重田（2002）は，「畑に長くその姿をと
どめる多年生作物であるエンセーテは，それを栽培する人びと長いかかわりの時間を共有する。そ
れは人びとの微細な命名や品種の認識となって現れている（重田 2002：188）」と述べている。
本研究において事例として挙げたマラウイのムワンザ県におけるタンジェリン栽培は，最も古く
に植栽された樹で 74 年生と半世紀以上の歴史があった。本事例では，タンジェリンの樹に対する
命名は確認できなかったが，エチオピアのエンセーテと同様，タンジェリンの樹は，栽培する人び
とと長い関わりの時間を共有していることが明らかとなった。
そのため，これらの年月の中で，ムワンザ県の農家のタンジェリン対する認識が生まれ，新たに
外部から導入されたカンキツ類「改良品種」への評価ともなって現れていると考えられる。
また，マラウイのタンジェリン栽培の事例においても，土地の権利を主張したエチオピアの事例
と同様に 1960－70 年代の植栽が最も多かった。マラウイでは，1964 年の新政府の独立前後にヨー
ロッパ人が農場を新政府に返還し，土地の無償分配が小農に行われるなど，政治的に不安定な時期
であった。これらに対応する農家の反応として，多年生のタンジェリンを植栽することによって，
初期導入者を中心に農民は土地の確保に走ったとも解釈できる。
さらに，主な現金収入源であった南アフリカへの出稼ぎ禁止令が発令された 1970 年前後 1970
年代でのタンジェリン新規植栽が最も多かった。これは，貴重な現金収入源を絶たれた農家の戦略
として，すでに果実の換金性が注目され始めていたタンジェリンの植栽を促進したと考えられる。
したがって，エチオピア事例と同様に，本事例においても政府の政策や歴史時代の状況に対応し
た農民の選択が，
ムワンザ県独自の農業システムの持続性を左右した可能性を示していると言える。
つまり，
半世紀以上にもわたるムワンザ県の人々と多年生の樹木作物であるタンジェリンの関係は，
樹ごとへの命名こそ確認できなかったものの，歴史や文化の変化を伴っても切れることはなく，種
から植えられたその日から今日まで，その関係性を続けていることになる。
これらの関係性は，農家の果樹に対する認識や 1970 年代に新たに導入されたカンキツ類の「改良
品種」への認識に反映されていると言える。あるいは，農家は 1 つの作物との長い付き合いを通し
て長期的な展望を持ち，不確実な将来に備えるという考えを．既存のタンジェリン栽培に反映して
いる可能性もある。
さらに，本研究で扱ったタンジェリンは，ほとんど外部からの投資を行わないまま，ほぼ永年耕
作が続けられており，１戸につき 100 本近いタンジェリンの密植栽培は，高い生産性をもたらして
いる。本事例のタンジェリン栽培も重田（2002：184）がエンセーテを事例として指摘している『ア
フリカにおける土地集約型農業』の一つの可能性を示していると言える。
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7．2．終わりに：今後のマラウイにおける果樹栽培普及に関する展開
（１）果樹栽培における「改良品種」普及に関して：
「改良品種」導入に対する農家の期待形成と阻害要因に基づく今後の果樹栽培の普及

本研究で明らかになったように，ムワンザ県におけるタンジェリン栽培農家の果樹「改良品種」
に対する評価は低かった。マラウイ政府や国際・現地 NGO による果樹栽培の普及活動によって，
「改良品種」に関する情報は共有されているものの，自ら「改良品種」の苗木を購入して，導入す
ることを希望したタンジェリン農家は，数少なかった。接ぎ木苗の導入希望者の内，「苗木が無料
配布の場合は導入したい」と回答した場合を除くと，全対象村において 0.0％だった。このことか
ら，すでにタンジェリンを栽培している大部分の農家は「改良品種」は無料であれば，新たに労働
力を投入しても良いが，
自ら接ぎ木苗を購入してまでは，
導入しないと判断していると考えられる。
つまり，農家は接ぎ木苗を購入し，果実収穫までの育成期間の労働力等の初期投資をしてまで「改
良品種」を導入することに対し，わずらわしさや抵抗感（③主体条件）を持っている言える。
また，仲買人による現行の「改良品種」に対する評価は低く（詳細は 6 章参照）
，農家は将来時
点での市場に対する期待形成を行えない。そのため，
「改良品種」植栽のインセンティブは低く，導
入段階のプロセスである『３）動機の顕在化』の段階まで至っていないのである。
また，非導入者の「改良品種」導入に対しては，①経営条件（土地や労働力等）は満たしていた
が，②技術条件として，
「改良品種」は農薬散布や水やり，除草などの作業が必要であり，栽培環境
に適しておらず，苗木を購入しなければならない等の③主体条件（わずわしさや抵抗感）が，満た
されなかったため，
「改良品種」導入の阻害要因を解消できず，
「改良品種」導入に至らなかった可
能性も考えられる。本研究の結果に基づき，農業経営学の分野で用いられている農家に技術が導入
されるために必要な条件（図 1‐2，p7 参照）として，④地域条件を追加した新たに果樹栽培普及
に関する農家行動を規定する条件を提案したい（図 7‐1）
。
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図７－１：果樹栽培普及に関する農家行動を規定する条件

①経営条件

•個々の経営体の持つ土地・労働力・資本の経営要素に大きく
規定される。⇒タンジェリン栽培の導入時点（4章）

②技術条件

•技術自体の高度化の程度・技術自体のもつ操作方法と導入
効果の不確実性⇒「改良品種」の選択（5章）

③主体条件

•経営者の心理面を考慮した不安感・抵抗感等
⇒農家の「改良品種」に対する認識（5章）

④地域条件

•導入地域における社会・文化的な条件
⇒歴史的な背景や伝統的な制度・政策の変化等（4章）

資料：山本（2006）に基づき筆者加筆。

したがって，ムワンザ県における現在の「改良品種」導入は，ムワンザ県の農家が求めている最
適な栽培様式を確立出来ていない状態のまま政府機関等によって普及活動が継続されていることに
なる。今後，タンジェリンと同様に，果樹の「改良品種」導入後の定着段階を進めるためには，ま
ず初めに，農家の主体条件（③わずわしさや抵抗感）を満たす栽培様式を確立しければならない。
しかし，現在マラウイ国内に存在している「改良品種」には限界があるため，地域の栽培条件に
適応し，苗木を購入しなくても容易に繁殖できるなどの技術条件（②）を満たした上で，農薬散布
や水やり，除草などの作業が不要で農家の主体条件（③）を満たされるようなマラウイ独自の果樹
の新たな品種の開発が求められていると言える。さらに，これまで果樹栽培を行った経験がない地
域に果樹栽培を導入する際には，導入地域における社会・文化的背景にも十分に配慮し，土地制度
に関わる歴史的な背景や伝統的な制度および政策の変化等（④）にも留意すべきである。
開発途上国における果樹栽培の導入において，インドネシアのリンゴ栽培（Janick 1974）やタ
イのモモ栽培（Rojanasoonthon 2013）では，国内で新たに独自の品種を開発してきたように，マ
ラウイにおいても海外で開発された品種の導入ではなく，新たな品種の開発の取り組みが将来的に
は必要となり，そのため今後，国内の研究者の人材育成も重要となってくると考えられる。
さらに，降雨条件の変動が大きい地域にも関わらず，現在も継続して栽培され，厳しい栽培環境
に適応している既存のタンジェリンのように「Local」と認識される果樹の中から，農家の評価が高
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い品種の選抜などの育種開発も課題である。今後，マラウイ国内における果樹栽培普及を推進する
上で，農民自身が樹種や品種を選択できるような普及システムの確立も必要であると言える。
以上，本研究の結論は，アフリカ地域全体における一般化に耐えうるものではないが，調査の限
界を踏まえた上で，ムワンザ県という地域社会の中で農家個人の事例を検証することから全体像の
把握を試みた。
広大で千差万別な条件をもつアフリカの 1 国であるマラウイのムワンザ県において，
タンジェリン栽培農家に近づいて，個々の農家における果樹栽培の実態と導入事例を検討した。
その結果，ムワンザ県のタンジェリン栽培は，ガーナのカカオの事例やエチオピアのエンセーテ
同様に，政府の政策に影響を受けながらも，個々の農家がその時の状況よって導入され，普及した
ものであったことが明らかとなった。
このように，マラウイにおける果樹栽培の普及は，
「果樹栽培の普及を行うことによって，農村を
開発する。
」という表現よりは，新政府の政策に対する農家の「果樹の栽培を導入する」という行動
が農民間で定着し，ムワンザ県をタンジェリンの一大産地まで拡大させたため，結果として農村全
体の発展・開発につながた。という表現の方が適切なのかもしれない。
しかし，本研究で取り上げた果樹栽培普及を活用した農村開発の取り組みは，結果論ではあるも
のの，本事例は国際社会が目標とするアフリカにおける持続可能な農村開発，食糧安全保障と貧困
緩和の実現に向け，その 1 つの可能性を示していると言えるのではないだろうか。
タンジェリン栽培は農家の貴重な現金収入源の 1 つとして，収穫開始後は毎年定期的な現金収入
となり，
日雇い労働に依存しない新たなアクセス・チャンネルになっていることが明らかとなった。
しかし，現在のムワンザ県の果樹栽培普及における「改良品種」導入に関しては，導入後の定着
が進んでおらず，カンキツ類の「改良品種」に関しては農家の求める最適な栽培様式を確立出来て
いない状態のまま普及活動が継続されていると考えられる。
特に果樹のような永年作物の場合，果樹を植栽する時点で農家が将来時点における果実の市場で
の価値や土地制度の変化に対して，どのような期待形成を行っているのか，が重要となる。
そのため，本研究では，果樹栽培普及における農家行動に関しては，農家が変えることの出来な
い外から与えられた条件として，
「改良品種」を導入する普及組織や果実の出荷先である青果流通制
度および，農産物の取引相手である仲買人を外部要因として調査対象に含めた。農家行動を中心に
置き，①普及，②導入，③流通までの一連の過程において，定性的データに基づき分析・考察を行
った。その結果，なぜムワンザ県において「改良品種」は導入後，定着しなかったのか，個々の事
例を読み解く中で，その理由が明らかとなった。
まず，
「改良品種」の導入を促進・普及する側であった農業普及員や研究者が，農家の求める果樹
栽培を理解出来ていなかったことが大きな要因だったことが挙げられる。例えば，現在農家が好ん
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で栽培している既存のタンジェリンがどのように栽培管理されており，農家自身はどのような栽培
形態を望んでいるのか，また，
「改良品種」の導入による栽培管理が女性や子どもにも実現可能であ
るのものだったのか。特別な知識や技術が不要であり，誰にでもアクセス可能であったのか。とい
う点に対する配慮が欠けていたと考えられる。
ムワンザ県で導入され定着・普及した既存のタンジェリンの特徴としては，第 4 章で考察した通
り，タンジェリンの種子の入手源が女性や子どもにも誰にでもアクセスが可能な教会付属の果樹園
であったという点が大きい。また，現在の「改良品種」のように栽培管理を行わなわずに，毎年一
定量の果実を収穫できたという特性も重要であった。
「改良品種」の接ぎ木苗は NGO などによって
無料で配布された場合には，最初の導入時点でのハードルは越えられたものの，その後の定着と継
続に関しては，栽培管理が必要にもかかわらず，適切な時期に適切なフォローが行われていなかっ
たことも「改良品種」が定着しなかった要因の一つであったと言える。そのため，果実を収穫でき
る段階まで，農家の興味関心を維持できなかったと考えられる。また，
「改良品種」の接ぎ木苗の場
合は，初期導入者が苦戦している様子を見て，追随者が発生しなかった点も大きな違いであると考
えられる。6 章で整理した通り，
「改良品種」の接ぎ木苗に関する情報は，農民間で共有されていた。
しかし，実際に「改良品種」を導入した農家でさえも，接ぎ木苗の特徴に関する具体的な知識は
持っておらず，NGO 等による無料配布による受動的な導入も確認されている。以上の結果を踏ま
えると，マラウイの果樹栽培普及においては，農家の期待に応えられる特徴をもつ，新たな品種の
開発や導入が今後の普及への鍵となってくる可能性も考えられる。
現在マラウイの研究機関には，果樹を専門とする研究者が存在せず，果樹に関する基礎研究も実
施されていない状況にある。そのため，本事例で取り扱ったムワンザ県のタンジェリンが，栽培条
件に適しているのか，果実が栄養改善に適した機能性成分139やビタミン類を多く含むか等，科学的
な根拠は明らかとなっていない。
しかし，
ムワンザ県で一大産地まで成長したタンジェリン栽培が農家に普及した実態を考えると，
今後，マラウイだけでなく，アフリカ地域における果樹の新たな品種の開発を行う場合，ムワンザ
県のタンジェリンが有用な地域資源となりうると考えられる。
また，将来的にアフリカ農村部における果樹栽培の普及が推進される場合，ムワンザ県のタンジ
ェリンのような事例を参考にした他地域における研究も今後の調査課題となってくるであろう。
本事例における農家の行動をみると，農家にとって果樹栽培は貴重な現金収入源の 1 つであるが，

139

モモやリンゴなどには改良品種とは同じ種であると思えない渋モモの果実は糖類のほか，ミネラル，ビタミン類
を豊富に含む。渋味の原因はポリフェノールであり，品種や台木によって生成は異なり，栽培条件や環境条件に
よって左右される（有岡 2012：302）
。
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必ずしもマラウイ政府が推奨するカンキツ類の「改良品種」を導入・栽培する必要はなかったこと
が明らかとなった。つまり，「改良品種」の導入という視点だけではなく，既存の換金作物の中で，
成功事例を見つけ出し，その中から，ヒントを得て，それらの価値を再確認していく作業が重要で
あると言える。
しかし，その一方で，在来の農業や農法のみが絶対であるとも言えない。農家はその地域にある
既存の作物や農法も大切にしながらも，新たな作物の導入にアンテナを張り，いかに少ない投資で
新しいアクセス・チャンネルを増やしていけるのか，日々の生活の中で可能性を模索しながら行動
しているのである。地域研究者が指摘するように，開発学の分野においても，アフリカの農村で生
活している農家の行動からアフリカ地域の開発を見直していく視点が重要なのではないだろうか。

以上，本研究では，永年性作物である果樹栽培普及を通して，多角的な視点から農業経営学や地
域研究における手法に基づき，農家の認識や行動を観察した結果を考察してきた。
今後，アフリカ地域の栄養改善や気候変動対策の農村開発等において，需要が高まると考えられ
る果樹栽培普及を調査対象とした点，研究蓄積が少なく，マラウイ国内の研究機関にも果樹分野の
研究者が限られている中，果樹の改良品種ではなく，これまで見過ごされてきた農家により選択・
栽培されてきた既存のタンジェリンを対象とした点が本研究の独創的な視点であると言える。
自然科学が重視される作物学の果樹園芸学分野において，先行研究の少なかった社会文化的側面
に注目し，社会科学の視点から定性的なデータに基づき分析を行った点も新たな着眼点である。
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7.3

残された課題と今後の研究の展開

本研究では，個人農家を対象とした定量的なデータに基づき，定性的な調査手法も並行した。そ
の中で，マラウイの果樹栽培普及の阻害要因と考えられていた多年生作物である果樹と伝統的な土
地制度との関係性やタンジェリン栽培農家の「改良品種」に対する認識を明らかにした。
しかし，果樹の「改良品種」接ぎ木苗を導入した農家では，すべての農家で「改良品種」の果実
は販売段階まで達していなかったため，果実品質や販売価格，収量などについて既存のタンジェリ
ンとの比較することができなかった。そのため，長期的な「改良品種」導入におけるメリットとデ
メリットに関する知見が十分に得られていない。今後は，自主的に「改良品種」導入を行った農家
を対象とした継続な調査も必要であると考えられる。
果樹は換金作物としてだけではなく，日本においても古来より農村地域に住む人々の貴重な間食
として，不作の時の食料140として大きく期待されていた（有岡 2012：314）
。そのため，マラウイ
においてもキリスト教の宣教師やポルトガルからの入植者たちが，貴重な食料として果樹を携えて，
海と山を越えて導入されたと考えられる。
本事例で扱ったタンジェリン等のカンキツ類は，マラウイに導入されてから，すでに一世紀前後
が経過している。しかし，農学の定義においては，タンジェリンはあくまでも外来果樹のカンキツ
類の 1 つであり，在来果樹および在来品種とは言えない。しかし，本研究で定義づけたように，ム
ワンザ県のタンジェリンは「Local」として認識され，固有名詞でも呼ばれている。
「Local」の文字通り，当該地域に根付き，子どもたちだけではなく，農村地域に住む人々の貴重
な間食となってきたのである。では，なぜ，ムワンザ県の農家は数多くの果樹の中から，タンジェ
リンを選んで自らの土地に植えたのか。なぜ，タンジェリンの栽培は継続しているのに新たなカン
キツ類の「改良品種」は定着しなかったのか。当地域における定着の要因は何だったのか。
本研究で明らかにした通り，ムワンザ県のタンジェリン栽培の普及と定着には，多様な要因が絡
み合っていた。同じタンジェリンの種子を他の地域に持ち込んだとしても，同様に普及するとは，
限らない。しかし，独自の伝統的な土地制度や多様な社会・文化的背景は，果樹が人々との関わり
の中で，人と共に移動していく作物として，新しい地域に根付き，普及していく上でのヒントを得
ることが出来たと言える。

140

モモは，果樹であり花木としても知られた樹木である。有岡（2012）は，総括的な文化史を取りまとめた中で「桃

は中国から人々に携えられて海を渡ってきたが，第一の目的は，寒い地域でもたくさん果実を実らせる豊産性で
あり，イネが不作の時の食料として大きく期待されていた。現代の桃の実は近世の桃の実と比べると，これが同
じ桃の果実なのかと思われるほど違っている（有岡 2012：314）
。
」
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そして，新たに果樹栽培の普及や改良品種を導入する側となる外部者は，果樹を「栽培」した経
験の無い農家に，果樹栽培を導入・普及する場合に，注意すべきことは何なのか。外部者側が，事
前に留意できる点は存在するのだろうか。
第 2 章でも前述の通り，永年性作物である果樹は，一年生作物とは異なり，植えてから果実を収
穫までに一定の期間が必要である。そのため，数年後に果実が収穫できるようになった段階で，果
実が自分たちの嗜好に合わない，
または市場価値がない等の問題が発生する可能性がある。そして，
一度植えて根付いてしまったら，
簡単に植え替えることも出来ないため，
初期投資のリスクも高い。
果樹は多年生の樹木作物であり，換金作物であるからこそ，一年生作物よりもさらに，改良品種の
導入に対する農家個人のリスクは高まり，その導入に対する阻害要因を軽減することは難しいと言
える。
そのため，果樹栽培の普及においては，その地域の適した樹種を選び，農家自身が品種を選択す
ることが出来る環境を提供することが重要である。そして，新たな品種を開発する農学研究者は，
外部者として冷静な視点を持ちながらも，科学者の視点だけではなく，農家や仲買人，消費者等，
その地域で求められている樹種や品種の特性を生かして，栽培技術の確立や新たな品種の開発研究
を進めなければならない。
また，農業経営学の視点からは，新たな品種の導入の利点や欠点などに考慮しながらも，既存の
作物との組み合わせや労働投入量の競合等，多面的に考慮していく必要があるであろう。
最後に，開発学の視点からは，今後，マラウイ政府や国際機関，NGO をはじめとする普及主体
が果樹栽培を推進する上では，新たな品種を導入する意義などを明確するためにも，市場における
新たな品種と既存の換金作物や品種の価値および，収穫果実の国内（海外）流通状況として，バリ
ューチェーン等に関する調査もさらに必要となると考えられる。
アフリカ農村部における農業生産性の向上と環境保全が両立する持続的な開発および農業開発は，
国際社会が達成すべき開発目標において必須な重点課題とされている。持続可能な開発目標の下，
アフリカ地域の気候変動対策の一環として，果樹を活用したアグロフォレストリーに関する活動が
推進されるなど，今後，果樹栽培は，気候変動への緩和策などの分野においても活用される可能性
が十分に考えられる。脆弱とされるアフリカの農村部における安定した経済活動の 1 つの選択肢と
しても，さらなる果樹栽培の導入と普及促進を提案したい。
アフリカ地域における果樹栽培普及に関する研究は，先行研究が非常に少ない。農学分野におけ
る最新の科学技術を用いた学術的な研究のみならず，果樹の栽培・導入を行う農家の実態を捉え，
農村部の開発現場における実践的な調査研究こそ，最も必要とされる分野であると言える。
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