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序章 

 

 

1. 目的 
 

 スワヒリ海村社会の構造を，タンザニア連合共和国南部海岸にうかぶ旧海洋イスラーム

王国キルワ島の事例より解明することが本論の目的である。｢漁村｣ではなく｢海村｣という

言葉を使用するのは，いわゆる漁村は，漁撈活動だけではなく，農耕や近距離間の交易，

運搬，観光など多様な生計手段をもつ社会であるからである。 

キルワ島は，赤道より南の南緯８度半，

タンザニア南部海岸に位置する1。隆起サ

ンゴと砂洲に由来する大陸からわずかに

離れただけの 高海抜 15m，島周囲 23km

ほどの低く小さな島である。三つの河川

(マブジ川，ムセケラ川，ゴンゴ川)がイ

ンド洋に流れ込む河口域に立地している。

この河口域にはキルワ島とソンゴ・ムナ

ラ島という比較的大きな二つの島が，河

口域を外海から隔てるように南北に一列

に並んでいて，その内側に内海を形成し

ている。そのためキルワ島は自然条件が

対照的な二つの海に囲まれている。それ

は，インド洋に面してサンゴ礁をもつ外

海と，波風が穏やかでマングローブに囲

まれた内海である(図 0-1)。 

ソマリア南部からモザンビーク北部に

かけてのスワヒリ海岸の特徴はマングロ

ーブとサンゴ礁の海が広がっていること

である2。マングローブは河川水の流入す

                                                   
1 南緯８度 58 分，東経 39 度 30 分。 
2 スワヒリ海岸に存在するサンゴ礁面積は 6,780 平方 km であり，マングローブ面積は 3,520 平方 km であ

る。その内，タンザニアのサンゴ礁面積は 3,580 平方 km，マングローブ面積は 1,155 平方 km であり，保

 
図 0-1．キルワ島周辺地域 

出所：Ministry of lands, settlement and water development, 
Tanzania, 1976を基に筆者作成 
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る汽水感潮域に多く，サンゴ礁は外海に面した塩分濃度の濃い暖海に多く見られるが，ス

ワヒリ海岸部にはこの両方の自然条件を併せもつ地域があり，このような海環境に恵まれ

た場所には古くから海村が存在していた(Chami, F. A. and Msemwa, P. J. 1997)。ラグーンに立

地するキルワ島もそのような海村の一つである。 

南北 22km ほどの内海を土地の人々は四つの海に分けている。一番北側に，キルワ島と大

陸の間のマングローブに囲まれた内海があり，｢小さな海 bahari ndogo｣と呼ばれる。その南

にキルワ島とソンゴ・ムナラ島の間にあって外海の影響を強く受ける｢サンガルング海｣が

ある。そのさらに南にサンジェ・ヤ・カティ島周辺の｢ニサス海｣と，ソンゴ・ムナラ島と

大陸の間の狭い｢プワニ・クリーク｣がある。 

インド洋に面してサンゴ礁をもつ外海は｢大きな海 bahari kubwa｣と呼ばれる。 

キルワ島は行政上，タンザニア南部のリンディ州キルワ県に属する。キルワ島の人口は

924 人である(2002 年タンザニア国勢調査)。戸数 163 戸ほどの村落が島の北西部に形成され

ている3。２km ほどの海峡を挟んだ対岸にはキルワ県の県庁所在地のキルワ･マソコがある

(図 0-1)。 

人口のうち 260 人が漁撈を，304 人が農業を営んでいる。農業人口の方が漁撈人口より多

い理由は，農業は老人を含め男女共の仕事であり，漁師もそこに参加するからである。島

の大部分の家庭が畑をもっており，主食となるトウモロコシ，ソルガム，陸稲や，その他

キャッサバ，オクラ，落花生，冬瓜，ゴマ，カシューナッツ等を栽培している。しかし，

耕作面積は１ha 未満で収穫量は自家消費にとどまる。住民に現金収入をもたらしているの

は漁撈活動である。キルワ島住民の大半の生業形態は，農業によって主食を確保し，漁撈

によって現金を得るという半漁半農である。 

現金収入といってもそれは多くの住民にとって必要 低限の範囲にとどまっている。電

気の供給や上下水道の設備のないキルワ島には，サンゴ石や泥を積み上げたヤシの葉葺き

の小さな家が散在しており，住民間にほとんど貧富の差は感じられない。しかし，キルワ

島には対岸のルアーヨ地域(図 0-1)において，遠浅の海を利用した塩田を経営するアラブ系

の一族や雑貨店主などの自営業者，イスラーム高等学校の教師やキルワ・マソコ役所の公

務員など給料生活者，病気治療や精霊儀礼などを行う伝統医 mganga など，比較的高収入を

得ている住民もいる。このようなキルワ島の裕福層は，高価な竜骨構造船の所有に象徴さ

                                                                                                                                                     
有面積としていずれも一位である(Ngusaru 2002)。キルワ県のマングローブ面積は約 224 平方 km(タンザニ

ア保有面積の約 20%)であり，その内 150 平方 km(キルワ県保有面積の約 67%)がルフィジ川河口域とキル

ワ島周辺地域に存在している(Kamanba 2001; Tanzania State of the Coast Report 2003)。 
3 島の北側は，スワヒリ海岸部の暑期に北東モンスーンの影響を受けて涼しく，有害な蚊や蠅などが排除

される。島の北側に村落が形成されることは，スワヒリ海岸のマンダ島，パテ島，ラム島などに共通であ

る(家島 1993)。 
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れている。 

キルワ島はインド洋交易の歴史においてキルワ王国として栄えた島である。14 世紀に王

国を訪れたイスラームの大旅行家イブン・バットゥータに｢諸都市のなかでも も華麗な町

の一つであり， も完璧な造りである｣と評された (バットゥータ 1998: 146)。島にはかつ

ての栄華をしのばせる多数の石造建築の廃墟4が残っている。 

イスラームの永い歴史があり，現在でも人々は皆ムスリムである。キルワ島は小島とい

えども，子供たちがコーランを学ぶコーラン学校が三箇所あるうえに，タンザニア国内で

も有名なイスラーム高等学校があり，島の内外から生徒を集めている。人々は皆，礼拝，

断食，喜捨などイスラームの善行に重きをおく敬虔なムスリムである。 

このような現タンザニア南部の小海村，旧海洋イスラーム王国であるキルワ島を事例に，

スワヒリ海村の構造を解明することを本論は目的とする。 

 

2.スワヒリ研究の課題 
 
スワヒリ海村社会研究の不在 

私はタンザニア内陸部で行われた京都大学アフリカ学術調査隊の一連の研究(今西・梅棹 

1968; 和崎 1977; 富川 2006; 日野 2007)に触発されてスワヒリ文化研究を志した。スワヒ

リ文化とは，インド洋交易をつうじてアラブ･ペルシャ地域のイスラーム文化とアフリカ土

着の文化とが交わることによって生まれたアフロ・アジア的な混血文化である。 

これまでのスワヒリ研究は，歴史学(Freeman-Grenville, G. S. P. 1962; 家島 1993, 2006; 鈴木

2007ab)，考古学(Chittick, N. 1974; Chami 1999; Sutton, J. 2000)を中心とするインド洋交易と石

造遺跡の研究，スワヒリ海村社会に広くみられる精霊憑依に関する研究(浜本 2001; 花渕

2005; Giles, L. 1987, 1995; Thompson 1999)，および内陸の農耕，牧畜，都市社会の人類学的

研究において充実している(杉村 2004; 和崎 1972; 富川 2005; 日野 2007)。 

しかし，インド洋交易の受け入れ拠点となり，スワヒリ文化発祥の地とされる海村社会

の自然環境や人々の生活についての民族誌的研究は希少である。沿岸部で生まれたスワヒ

リ文化を正確に理解するためには，スワヒリ文化の発祥の地であるスワヒリ海村における

長期の現地調査にもとづく人類学研究が必要であったにも関わらずこれが不在であった。 

私が研究を開始した 2000 年以降，いくつかの研究があらわれた。タンザニアでは，ザン

ジバル島の海村生活や，キルワ島の口頭伝承，精霊憑依などを調査したソルボンネ大学の

Bacuez の研究がある(Bacuez, P. 2000, 2001, 2007)。また，マダカスカル南西部の漁民ヴェズ

                                                   
4 1981 年にソンゴ･ムナラ島の遺跡も含めてユネスコ世界文化遺産に登録。2001 年よりユネスコ主導の下，

タンザニア，フランス，日本の協力で石造遺跡の修復工事が開始された。 
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の漁撈文化とカヌー文化(飯田 2000)を研究した飯田が 2006 年より，モザンビークのイブ島

にて海村調査を開始している。スーダンの紅海沿岸にて牧畜民と沿岸生態系との関係につ

いての縄田の研究も公刊されだした (縄田 2000, 2002, 2005)。しかし，スワヒリ海村社会の

全体像を明らかにするような研究はまだあらわれていない。 

予備的調査によって，初期のスワヒリ交易都市の多くは，波風が穏やかなマングローブ

の内海とサンゴ礁をもつ外海という対照的な海環境を併せもつラグーン地帯に立地してい

ることが明らかになった。例えば，パテ島，マンダ島，ラム島，モンバサ島などである。

なかでも私は，海洋イスラーム王国が存在したタンザニアのキルワ島に注目した。歴史的

にも極めて重要なキルワ島研究が，｢海のスワヒリ文化｣およびスワヒリ海村社会の構造を

解明するための戦略拠点となると判断し，2000 年より継続的に調査を行ってきた。 

 
インド洋海域世界の多民族の共存 

およそ 4000km も隔たったスワヒリ海岸部とアラブ・ペルシャ地域との間には，紀元前よ

りのインド洋を媒介とした海洋交易の歴史がある。スワヒリ海岸部はたんなるアフリカ大

陸の東沿岸ではなく，インド洋交易ネットワークの中に組み込まれることによって，｢イン

ド洋海域世界｣の中に位置づけられる(図 0-2)。 

インド洋海域世界とは，歴史家の家島彦一がその著書『海が創る文明』(1993)と『海域か

らみた歴史』(2006)の中で提唱するインド洋を舞台とした壮大なネットワーク社会の概念で

ある。家島が語るインド洋海域世界とは，地理学上のインド洋，ベンガル湾を中心とする

東側のインド洋とペルシャ湾，紅海，アラビア海を含む西側のインド洋に加えて，歴史的

世界としてのインド洋である，南シナ海，ジャワ海，スルー海，セルベス海とバンダ海な

どの東南アジア島嶼部と南中国とにまたがる海域をも加えた広大な空間である。この空間

は，季節ごとに規則的に風向きを変えるモンスーンを利用した帆船による海上交易によっ

て，各地域の港をネットワークの中継地点としながら，歴史的に長い時間軸によって結び

付けられている。インド洋西海域世界とベンガル湾海域世界，南シナ海海域世界との三層

構造が織り成すネットワークが，イスラームの影響をそれぞれに受けながら，狭い血縁的・

地縁的枠や国家枠を超えた，広がりをもった歴史的空間として想定されている(家島 1993)。

ここにはもちろん，木造帆船ダウ船での長距離移動を可能にした動力としてのモンスーン

が卓越するモンスーン文化圏も含まれている。 

このような広域にまたがったネットワークの中にインド洋西海域世界(図 0-2 の①)として

組み込まれるスワヒリ交易都市は，直接交易関係にあったアラブ・ペルシャ地域はもちろ

んのこと，ネットワークの三層構造を通じて，遠く東南アジア，中国にまで繋がる関係の

枠組みの中にあった，国際的な交易都市としてとらえられなければいけない。こうした前
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提を踏まえると，スワヒリ交易都市において，どのように多民族が共存してきたのかとい

う問題が浮上してくる。 

例えば，人口 1000 人弱，島の周囲 23km の小さなキルワ島には，バントゥ系部族(ムウェ

ラ，マトゥンビ，ヤオ，ンギンド，ソンゴ，マチンガ，マコンデ，ニャサ，マクア，ンゴ

ニ，ビサなど)やアラブ・ペルシャ地域やスワヒリ海岸北部，コモロ島などを出自とする人々

(シラジ，オマーン，イエメン，マリンディ，ソマリ，コモロ，モザンビークなど)など，じ

つに 20 以上もの異なる帰属意識をもった人々が住んでいるという驚くべき多民族の混住状

況が存在している。 

 

インド洋西海域世界の海環境 
アラブ・ペルシャ沿岸地域とスワヒリ海岸部の自然環境には類似点がある。両沿岸地域

とも同じ，マングローブとサンゴ礁をもつ海域である(図 0-3)5。 
                                                   
5 マングローブは世界中の熱帯，亜熱帯の海岸線，北緯 32 度 15 分～南緯約 35 度の間の地域に広く分布し

ている。その種類の数は，分類の基準が研究者によって異なるため統一された見解は成されていないが，

 
図 0-2．インド洋海域世界の中のスワヒリ海村社会 

                                家島 1993: 42 より引用 
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 アラブ・ペルシャ地域とスワヒリ海岸部とのインド洋交易は主に，両地域の自然環境の

差異(アラブ・ペルシャ内陸部は乾燥熱帯であり，スワヒリ内陸部は熱帯サバンナ)による特

産品の交換によって成立したが，沿岸部の自然環境については共通している。つまり，ア

ラブ・ペルシャ系民族にとって，スワヒリ海岸部への移動は，自分たちの出身地と同じマ

ングローブ・サンゴ礁海域という連続した自然環境内の移動であった。このことはアラブ･

ペルシャ系住民のスワヒリ海岸部への移動を容易にしたものと思われる。 

スワヒリ海岸はアラブ･ペルシャ地域沿岸よりマングローブに恵まれていて，インド洋交

易の早い段階からスワヒリ海岸のマングローブがアラブ・ペルシャ地域への重要な交易品

であった。他方，アラブ･ペルシャ沿岸北域と同じく，サンゴ岩を積み上げ，サンゴ礁を燃

やしてつくった石灰で漆喰された建造物を建てることも容易であった。 

スワヒリ海村のマングローブとサンゴ礁の海資源については，主に環境保全を目的とし

た研究が行なわれてきた(Wang, Y. and Bonynge, G. el al. 2003; UNEP and WCMC 2003)。しかし，

                                                                                                                                                     
約 78 種類くらい，ということである(中村 1998)。世界一のマングローブ分布圏は東南アジアであり，世

界のマングローブ面積の約 42%に当たる 75,173 平方 km もの広大な面積を持つマングローブが見られる。 

 
図 0-3．世界のマングローブとサンゴ礁海域 

                                   出所：世界環境問題 UNEP の情報をもとに作成 
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地域住民の生活と海資源との関わりについての研究は行われてこなかった。スワヒリ海村

の海資源利用の現状を明らかにする必要を私は認識した。 

 

アフロ・アジア混血文化としてのスワヒリ文化の社会構造 
日本のアフリカ研究の草分け的存在である富川盛道は，120 以上もの部族を内包するタン

ザニア社会は基本的に部族本位制社会であることを解明した(富川 2006)。部族本位制社会

とは，｢部族｣という単位を基本とする集団が相互関係のうちに形成する地域社会のことで

ある。この場合，部族の実態は，ある程度流動的なものとしてとらえられる。例えば，ダ

トーガ族として生まれた少年が，幼少期にマサイ族に誘拐されたとする。その後その少年

はマサイ族として生きてゆくわけであるが，このように個人的には帰属部族がダトーガか

らマサイに変われど，その地域社会の基本単位が部族であることに変わりない。従来の血

縁関係によって形成された閉鎖的

で固定的な部族社会ではなく，流

動的で可変的な超部族社会の存在

を富川は明らかにした6。 

 スワヒリ研究の開拓者である日

野舜也は，内陸スワヒリ都市であ

るウジジで長期の調査をおこなっ

た。ウジジは，バントゥ部族(ワマ

ニエマ，ワハ，ワジジ)，脱部族化

したスワヒリ人，アラブ人，イン

ド人，白人，ワゲニと呼ばれるタ

ンザニアのエリートなど，多部族

からなる都市であったが，これら

の部族は，一様の階層関係のなか

で共存していた。 

それでは，スワヒリ文化発祥の

地であるスワヒリ海村における民

族関係はどのようなものであろう

か。このような問いに本研究は答

                                                   
6 富川が研究の拠点としたマンゴーラ村は，タンザニア中央北部に位置する。狩猟採集民ハツァピ族の先

住地であったが，そこにバントゥ系諸部族の農耕民と半農半牧のイラク族，牧畜民のダトーガ族などが後

日移住してきた，多部族混住の地域である。 

 
図 0-4．内陸イスラーム都市ウジジにおける 

階層集団の歴史的発展 

出所：日野 2007,13 頁の第一図をもとに作成 
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えてゆく。 

これは同時に，アフロ・アジア混血文化であるといわれるスワヒリ文化において，どの

ようにアラブ・ペルシャのイスラーム文化と東アフリカのバントゥ文化とが混合している

のか，あるいは共存しているのか，という問いについても答えるものである。このことを，

キルワ島の地理学的，生態学的な特徴や，海資源の利用方法などをふまえることによって，

その生活の基礎から明らかにしてゆくことが，本研究の目的である。 

 

3. 論文構成 
 
 本論文は，第Ⅰ部：キルワ島の歴史環境と自然環境，第Ⅱ部：キルワ島の生業と経済，

第Ⅲ部：多民族混住のキルワ島海村の社会構造の三部構成よりなる。 

 

 第Ⅰ部ではまず，旧海洋イスラーム王国キルワ島の歴史を明らかにした後に，現在のキ

ルワ島をめぐる政治，経済状態を整理する(第一章)。次に，キルワ島の海環境を，マングロ

ーブ内海の生態海域１と，サンゴ礁をもつ生態環境２の外海と，内海と外海の境界海域の

生態海域３によって成り立つものとし，その全体像を示す(第二章)。 

 

 第Ⅱ部では，キルワ島の生業と経済活動について主に，漁撈活動を中心に明らかにする。

まず，三生態海域を舞台に展開する漁撈活動を分析することにより，キルワ島の生業構造

を明らかにするとともに，キルワ島には民族に対応した二つの漁撈文化があることも明ら

かにする(第三章)。 

次に，キルワ島の漁法の中でも，内海と外海の境海沿岸という優れた漁場で特権的に行

われる魚柵漁について論じる(第四章)。 

続いて，漁撈活動や人やモノの移動に使用されるキルワ島の船の文化の詳細を，その多

様性を説明しつつ，海環境の違いに応じて明らかにする。スワヒリ海村社会において｢ダウ

船 dau｣が果たした歴史的意義も考察する(第五章)。 

キルワ島の経済活動については，干物に焦点をあてて，腐りやすい海産物を商品として

扱う海村社会の経済活動について，生活保障と経済戦略の観点から明らかにする。同時に，

外海漁師と内海漁師とでは，経済活動の型が異なることも明らかにする(第六章)。 

 

第Ⅲ部では，キルワ島の社会構造について，まず，キルワ島が驚くべき多民族社会であ

ることを明らかにしたあと，民族による居住空間の棲み分けが行なわれていること，また，

キルワ島の居住立地が，内海と外海にはさまれた境海に面する場所に形成されてきたこと
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を明らかにする(第七章)。 

そしてキルワ島の多民族は，居住空間，生業空間，資源利用の棲み分けを通じて階層化

される仕方で共存していることを明らかにする(第八章)。 

そして 後に，イスラームの二つの教団，祖先信仰，精霊信仰，船と漁法をめぐる信仰

と儀礼，男子割礼儀礼などに言及しつつ，キルワ島の宗教生活について明らかにする(第九

章，第十章)。 

  

4. 調査と既出論文 
 
調査期間 

本研究のもととなった現地調査(６回 25 ヵ月)の主な経緯は以下の通りである。 

 

(1) 2000 年 12 月～2001 年３月：キルワ島での予備調査 

(2) 2002 年１月～７月：キルワ島の自然と生業形態の調査 

(3) 2003 年７月～2004 年１月：キルワ島の経済活動の調査 

(4) 2004 年７月～2005 年２月：キルワ島の歴史，遺跡，物質文化，社会構造の調査 

(5) 2006 年 12 月～2007 年１月：スワヒリ海村の自然と民族問題について予備的調査 

(6) 2007 年５月～７月：タンザニア南部の精霊信仰についての調査 

 

以上の調査は，四つの共同研究に関わることにより，様々な支援を得た。 

 

(1) アフリカ・モラルエコノミーについての科研プロジェクト(研究代表：杉村和彦 福井県

立大学基盤 A；課題番号 15255018)。 

(2) アフリカ伝統王国についての科研プロジェクト(研究代表：嶋田義仁 名古屋大学 基盤

A；課題番号 14310146)。 

(3) アフリカ・イスラーム圏の白色系民族と黒色系民族の紛争と共存についての科研プロジ

ェクト(研究代表：嶋田義仁 基盤 A；課題番号 18251006)。 

(4) Pascal Bacuez 博士(ソルボンヌ大学)と Simeon Mesaki 博士(ダルエスサラム大学)との共同

研究。 

 

本論文のもととなった既出論文 
 本論文のもととなった既出の論文は以下の通りである。 
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①2002 『スワヒリ海岸キルワ･キシワニにおける海洋民族誌』 名古屋大学文学研究科提出

の修士論文. 

②2006 ｢滅亡したキルワ王国の石造遺跡と遺跡をめぐる信仰  The Religious Attitude 

Concerning the Ruins of the Perished Kilwa Kingdom on the Swahili Coast｣ 『アフリカ伝統王

国研究Ⅲ』 嶋田義仁編 名古屋大学 pp. 313-338. 

③2007 ｢スワヒリ海岸キルワ島の海環境と船の文化－ダウ船とは何か？－The Maritime 

Environments and the Boats of Kilwa Kisiwani, Southern Swahili Coast: What is a “Dhow”?｣ 

『アフリカ研究』 No. 71, pp. 1-19. 

④2007 ｢キルワ島の海環境とキルワ王国  The Maritime Environments of Kilwa Island 

and Kilwa Kingdom｣ 『比較人文学研究年報』 第４号 名古屋大学文学研究科比較人文学

研究室 pp. 49-62. 

⑤2007 ｢スワヒリ海岸キルワ島の干物交易とモラル・エコノミー：海村社会の海産物保存

と経済戦略｣ 『赤道アフリカ農村におけるモラル･エコノミーの特質と変容に関する比較

研究』(基盤 A, 課題番号: 15255018 研究代表：杉村和彦) 科研報告書 pp. 72-86. 

⑥2007 ｢スワヒリ海岸キルワ島の男子割礼の唄 Songs of Boys’ Circumcision at Kilwa Island 

on Southern Swahili Coast｣ 『神話・象徴・文化３ MYTHES・SYMBOLES・CULTURES 3』 

篠田知和基編 楽浪書院 pp. 185-206. 

⑦2007 “Seafood Preservation and Economic Strategy in a Maritime Society: A Case Study of the 

Dried Fish Trade in Kilwa Kisiwani on the Southern Swahili Coast” Kazuhiko Sugimura ed. 

(forthcoming) Comparative Perspectives on Moral Economy: Africa and Southeast Asia 

(Proceedings of 3rd International Conference on Moral Economy of Africa). Fukui Prefectural 

University. 

⑧2002 “An Anthropological study on Kilwa”. 

  *⑧ is the research proposal for Tanzania Commission for Science and Technology. 

⑨2003 “A Maritime Ethnography on Kilwa Kisiwani, Swahili Coast”. 

⑩2004 “On The Local Trading of Dried Fish”. 

⑪2007 “Dried Fish Trade and Moral Economy of Kilwa Kisiwani on the Southern Swahili Coast: 

On the Seafood Keep and the Economic Strategy of Maritime Society”. 

*⑨, ⑩ and ⑪ are the progress reports on previous research for Tanzania Commission for 

Science and Technology. 

⑫2007 日野舜也(著) 『スワヒリ社会研究』 嶋田義仁・中村亮(編) イスラーム圏アフリカ論集Ⅰ 

｢アフリカ･イスラーム圏における白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学研

究｣ (基盤 A 課題番号: 18251006 研究代表：嶋田義仁)による出版. 
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第一章 キルワ島の歴史環境と現在 

 
 

1. キルワ王国の盛衰の歴史 
 

スワヒリ海岸7に浮かぶ小島キルワ島は，かつてスルタンの都がおかれたキルワ王国とし

てインド洋交易のネットワークの中にあった。10 世紀から 19 世紀まで王国は存続していた

が，現在は交易都市としての機能を失い，タンザニア連合共和国の南部に浮かぶ小さな海

村としてある。 

 

キルワ王国の盛衰の歴史 
キルワ王国の歴史は，モンスーンを利用した，三角帆を搭載したダウ船によるインド洋

交易と密接に関係した歴史である。船に女性を乗せることを嫌う船乗りたちは，北モンス

ーン時に単身でスワヒリ海岸部に南下してき，風が南モンスーンに変わるまでの間，スワ

ヒリ交易都市にとどまった。その際，バントゥ系の女性と結婚をし，この二人の間に生ま

れた混血児が，後にスワヒリ文化の担い手になったのである。スワヒリ文化がアフロ・ア

ジア混血文化であるといわれる所以でもある。現在キルワ島に住む，アラブ・ペルシャを

出自と主張する人々は，全員混血児であり，その白色系民族の人種的特長は茶褐色の肌色

や，筋のとおった鼻筋などにわずかに残されるのみである。 

インド洋海域世界に張りめぐらされた交易ネットワーク(図 1-1)に組み込まれていたキル

ワ王国は，世界情勢の影響を敏感に受けながら盛衰の歴史をたどってきた。その歴史を四

つの段階：成立期，興隆期，被占領期，終焉期に分けて説明する。 

 

王国成立期 
キルワ王国の起源から 16 世紀までを伝える『キルワ王国年代記』は 1520 年頃にアラビ

ア語で著されたものである。現在ロンドンの大英博物館に所蔵されているものは 19 世紀に

写本されたものであり，原本は残っていない。また，16 世紀半に歴史家の John de Barros に

よって訳されたポルトガル語版もある。 

アラビア語写本の『キルワ王国年代記』によると 10 世紀半ばにシーラーズ(今のイラン)

                                                   
7 東アフリカ沿岸部は｢スワヒリ Swahili｣と呼ばれる。その由来はアラビア語の｢海岸｣，｢水辺｣，｢河畔｣，｢縁｣

等を意味するサーヒルの複数形サワヒールである。｢スワヒリ｣とはもともと地域を意味する言葉であった

が，意味が拡大して，地域のほかに東アフリカの文化や人々を表す言葉としても使用される(日野 1980)。 
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のスルタン，Husain bin Ali は６人の

息子を連れて東アフリカ，スワヒリ

海岸8へ移住した。航海の途中それぞ

れが乗った七艘の帆船がはぐれてし

まい，そのうちの一艘，スルタンの

息子 Ali bin Husain が乗った帆船がキ

ルワ島にたどり着いた。この人物が

スルタン(957 年～996 年まで統治9)

として10世紀半にキルワ島に王都を

置くことによってキルワ王国が成立

した(Freeman-Grenville 1962a)。 

シーラージ人 shirazi が移住してく

るまで，キルワ島が無人の島だった

わけではない。そのことは島から発

見された陶器や鉄器の製造年代，ま

た，大モスクの基盤となる構造が９

世紀のものであるということから証

明されている(Allen 1981; Spear 2000)。

紀元後１世紀半ごろにギリシャ人航

海士によって書かれた『エリュトラ

ー海案内記』は，当時からスワヒリ海岸地域とアラブ・ペルシャ地域との交易があったこ

とを示している。現在，キルワ島およびその周辺地域ではダルエスサラム大学の考古学者

Chami 博士を代表とする発掘チームによって発掘作業がおこなわれている。文字資料には記

されていない先史時代にまでさかのぼるキルワ島の歴史の解明は，この考古学研究の成果

に期待される。 

スワヒリ海岸部と東イスラーム圏(今のシリア，イラン，イラク等)との継続的な交易が確

立したのは８世紀から 10 世紀にかけてのアッバース朝時代であった。スワヒリ海岸部は，

金，奴隷，象牙，マングローブを主な輸出品としていた。 

シーラージ人がキルワ島に移住してきたとき，すでに Mrimba という人物がキルワ地域を

                                                   
8 東アフリカ沿岸部(モンバサ近辺)をさして｢スワヒリ｣という言葉を始めて使用したのは，イブン・バット

ゥータであり，14 世紀のことである(家島 1993)。 
9 本稿中のスルタンの統治時代については，Freeman-Grenville (1958) “The Chronology of the Sultans of Kilwa”, 

Tanganyika Notes and Records No.50.からの引用である。 

 
図 1-1．インド洋交易の諸都市と交易路 

出所：福田 1997 に筆者加筆 
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治める領主(the headman of the land)として住んでいた(Freeman-Grenville 1962a)。キルワ王国

初代スルタンの Ali bin Husain はキルワ島の周囲(約 23km)と同じ長さの布を領主に贈ること

によりキルワ島を手に入れたといわれる。また，その当時キルワ島に住んでいたイスラー

ム教徒の Muriri wa Bari の娘と結婚したともいわれる(Clarke 1960)。 

このように，スワヒリ交易都市の誕生を，シーラージ移民とバントゥ民族との婚姻関係

によってなされたものとして説明する，いわゆる｢シラジ伝説｣はスワヒリ海村広域に流布

している。ザンジバル島には，自分たちの出自をシーラージとする人々が住むコミュニテ

ィがあり，ペルシャ起源とされるナイルージと呼ばれる新年祭が今でも盛大に行われてい

る(富永 2001)。 

 

興隆期：金の交易都市 
12 世紀半からキルワ王国は，現モザンビークの沿岸に位置するソファーラ10から輸出され

るグレートジンバブエ産出の金のアラブ・ペルシャ地域への中継港として発展した11。｢イ

ンド洋海域世界｣という広い交易ネットワークの中でスワヒリ世界を捉えることを提唱す

る家島彦一によると，スワヒリ海岸部で金が重要な交易品目となった原因は，東イスラー

ム圏の情勢と関係している。９世紀にスーダン金がイスラーム世界に入ってくることによ

り，それまで銀本位であった東イスラーム圏においてディーナール金の需要が高まった。

しかし 10 世紀半ばごろからスーダン金の産出量が減ったことにより，新たな金の産地とし

て東アフリカの金の需要が高まったというのである。 

10 世紀後半になると，カイロのファーティマ朝が力をもつようになり，それにしたがっ

て紅海の出入り口に位置したイエメン系の商人がインド洋交易で活躍するようになった。

キルワ王国では 13 世紀後半，イエメンに縁の深い Mahdali 家の Al-Hasan bin Talut(1277 年～

1294 年まで統治)が 18 代目のスルタンになった。キルワ王国とイエメンとのつながりが強

化されたことにより，スワヒリ海岸部におけるキルワ王国の交易の力も強化された。また

この時期キルワ王国の法学がハワーリジュ派からシャイフィー派に変わった。これは，そ

れまで勢力を誇っていたハワーリジュ派の一派である，オマーン・イバーディー派の影響

力が弱まって，キルワ王国とイエメンとの文化的交流関係が強まったことを示している(家

島 1993)。現在でもキルワ島にはイエメンを出自とする人々が住んでいる。 

14 世紀前半，21 代目スルタン Al-Hasan bin Sulaiman の統治時代(1310 年～1333 年)はキル

                                                   
10 ソファーラはグレートジンバブエを後背に備えた港であった。ソファーラからグレートジンバブエ方面

産出の金がキルワ王国に運ばれた。現在のモザンビーク沿岸部にあったとされている(図 1-1)。 
11 イブン・バットゥータが伝える 14 世紀のキルワ王国の交易品は金以外にも象牙，奴隷等がある(バット

ゥータ 1998)。 
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ワ王国の繁栄の 盛期であった。スワヒリ海岸部で初の金貨を鋳造したことでも当時の繁

栄振りがうかがえる。時のスルタンは敬虔なイスラームであり喜捨を盛んに行ったので｢喜

捨の父 farther of gifts’｣とも呼ばれた。 

Al-Hasan bin Sulaiman が統治するキルワ王国を 1332 年に訪問したイブン・バトゥータは，

その著書『大旅行記』の中で，キルワ王国は｢諸都市のなかでも も華麗な町の一つであり，

も完璧な造りである｣と伝えている(バトゥータ 1998)。 

しかし 14 世紀の半ば，22 代目スルタン Daud bin Sulaiman の統治時代(1333 年～1356 年)

になるとキルワ王国は衰退のかげりを見せる。Al-Hasan bin Sulaiman の宮殿であった大フス

ニが放棄された。さらに，内外から信者を集めた大モスクのドーム天井が崩れたが補修工

事はすぐには行われなかった。 

キルワ王国の歴史と遺跡について研究したサットンによると，このようなキルワ王国の

衰退は，14 世紀中頃にヨーロッパの金市場が飽和状態となり，金の価格が下がったという

国際経済の動向に起因しているという。また，1346 年と 1349 年にヨーロッパで流行した黒

死病が交易ルートを伝ってスワヒリ海岸部にまでおよび，交易諸都市の人口が減ったこと

も衰退の理由の一つとして考えられている(Sutton 2000)。 

15 世紀に再び金の需要が高まったことによりキルワ王国は復活の兆しを見せる。それは

この時期に大モスクの修復工事が行われ，新しい宮殿としてマクタニ宮殿が建設されたこ

とからも伺える。さらに，小モスク，ジャングワニ・モスク，マリンディ・モスク，ムビ

ンジェ・モスク等のモスク群も建造された。時の 29 代スルタン Muhammad bin Sulaiman(1412

年～1421 年まで統治)は｢new rain｣という異名をとった。 

 

被支配期 
｢new rain｣の時代に一時的に復興したキルワ王国であったが，16 世紀初頭から 17 世紀に

渡って，キルワ王国はポルトガルやオマーン王国など，外部勢力に支配されることによっ

て長い低迷期に入る。 

1498 年にヴァスコ・ダ・ガマが三艦の戦艦を連れてスワヒリ海岸部に現れて以来，ポル

トガル勢力のインド洋海域世界への進出が始まった。スワヒリ交易都市の南に位置してい

たキルワ王国は 1505 年に Francisco d’Almeida によって瞬時に占領された。その一年前にソ

ファーラも占領下に置いていたポルトガルは，キルワ王国から金交易の利権を奪った。ポ

ルトガルはキルワ王国の北西岸，現在の船着場がある場所にゲレザ城砦を築き，キルワ王

国統治の戦略的拠点とした。 

金交易のネットワークから外れることにより，キルワ王国のインド洋交易における中継

地点としての重要性は弱まった。追い討ちをかけるように 1587 年にモザンビークからやっ



第一章 キルワ島の歴史環境と現在 

 - 17 - 

てきたジンバ人の襲撃によりキルワ王国は甚大な被害を被った12。 

ポルトガル勢力はその後もモンバサ，マリンディなどの主要なスワヒリ交易都市を次々

に侵略していった。しかし，1698 年にスワヒリ諸都市とオマーン王国の連合軍に敗れ，イ

ンド洋海域から撤退した。 

ポルトガルに代わってオマーン王国がスワヒリ海岸部において勢力を拡大していった。

19 世紀初頭にオマーン王国のサイード王が，象牙，奴隷，クローブ(丁香)などの熱帯産品か

らの商業利潤を狙って，ザンジバル島(図 1-1)へ遷都した。これにより，オマーン王国によ

るインド洋交易の独占が，1890 年にザンジバルがイギリスの保護領となり，大陸部がドイ

ツ領植民地となるまで続いた(富永 1992)。 

 

終焉期 
18 世紀末，キルワ王国は，フランスとザンジバルとの奴隷貿易によって一次的な復活を

とげる。1776 年に奴隷貿易に関心を寄せていたフランス商人がキルワ王国を訪れた。当時

フランスは植民地としていたインド洋上の，フランス島(モーリシャス)とブルボン島(レユ

ニオン)でのサトウキビ・プランテーション労働者を探していた。キルワ王国はフランスと

の奴隷貿易によって息を吹き返す。フランスとの奴隷貿易は 19 世紀初頭まで続いた。その

後キルワ王国はザンジバルのオマーン王国と奴隷貿易を行った。ザンジバルにはクロー

ブ・プランテーション労働者として奴隷の需要があったからである。 

奴隷の積出港となったのはキルワ島の王国ではなく，大陸本土の町キルワ･キヴィンジェ 

(キルワ島の約 26km 北)であった13。キルワ・キヴィンジェでは，ヤオ族商人(モザンビーク

出身)とアラブ・スワヒリ商人によって，ニャサ湖(マラウィ湖)の後背のカタンガへと伸び

るキルワ－カタンガ交易ルートを通じて奴隷貿易が行われた。奴隷交易の影響を受けてキ

ルワ地域へ移住してきたのであろう内陸部族の末裔が，現在でもキルワ島に住んでいる。

myao 族，nyasa 族，makua 族，マラウィ湖周辺出身の ngoni 族，mbisa 族に帰属意識をもつ

人々がそうである。 

キルワ・キヴィンジェに交易港としての機能が移行した理由は，キルワ島よりも水の豊

富なキルワ・キヴィンジェのほうが内陸キャラバンの補給地として適していたからである。

また，キルワ・キヴィンジェの港は大陸沿岸にあり，内陸部から連れてきた奴隷をそのま

ま船に乗せることができるという利点もあったのであろう。 

                                                   
12 ジンバ人によって，キルワ王国の 4,000 人の人口(16 世紀のポルトガル人の報告)のうち 3,000 人が殺害さ

れたといわれる(Chittick 1977)。 
13 富永智津子が紹介する，奴隷として連れ去られたスウェマという少女自身が綴った『スウェマの物語』

の中に登場するキルワの奴隷積出港は，キルワ・キヴィンジェのことである(富永 2001)。 
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この当時すでに島の王国は交易ネットワークからはずれ，交易都市としての機能を失っ

ていた。1843 年頃にキルワ王国 後のスルタンがオマーンに追放されて，およそ 900 年間

続いたキルワ王国の歴史は幕を閉じた。1873 年にザンジバルがイギリスの訴えを受けて奴

隷貿易を禁止した。その影響でキルワ・キヴィンジェでの奴隷貿易も終わった。ここに至

りキルワ地域のインド洋交易の歴史も終焉をむかえた。 

 

キルワ王国は，シーラーズからの移住者が生み，インド洋交易のネットワークの中で育

った王国であった。自ら交易品を生み出すことのない交易の中継地点として興隆したキル

ワ王国は，交易ネットワークの枠組みから外れたことによって勢力を失った。一旦，交易

ネットワークの枠組みから外れた交易都市の衰退は早い。キルワ王国に変わって奴隷貿易

を行ったキルワ・キヴィンジェの衰退の原因についても同じことがいえる。 

 

 1981 年にキルワ島及びソンゴ･ムナラの石造遺跡群はユネスコの世界文化遺産に指定さ

れた。そして 2001 年よりユネスコ主導のもと，タンザニア，フランス，日本の協力のうち

に石造遺跡の修復工事が開始された。 

 キルワ島は近年，ユネスコ世界文化遺産のある島として注目を集めている。石造遺跡の

修復工事や大都市ダルエスサラムからキルワ県へと通じる道路の整備によって，キルワ島

はタンザニアにおける新たな観光名所となりつつある。そのような動きは，キルワ島の対

岸のキルワ･マソコの海辺に 2000 年以降つぎつぎと建てられた四軒の豪華なリゾートホテ

ルが物語っている。 

現在キルワ島は，観光化という新たな時代の局面をむかえている。観光化の動きをキル

ワ島の人々も能動的に受け入れているようである。それは，積極的に石造遺跡の修復工事

に携わる姿や，観光客相手の休憩所を共同出費で作ろうとする動きにみてとれる。 

 

2. タンザニア連合共和国 
 

キルワ島の海洋イスラーム王国の歴史は以上の通りである。以下に現在のキルワ島が属

するタンザニア連合共和国とリンディ州について述べる。 

タンザニア連合共和国(United Republic of Tanzania，以下タンザニアと略す)は，南緯１度

から 11 度 46 分，東経 29 度から 40 度に位置する東アフリカにおいて 大の面積をもつ国で

ある(図 1-2)。国土面積は約 945,000 平方 km で，日本のおよそ 2.5 倍である。北はケニア，

ウガンダと，西はルワンダ，ブルンジと，南はザンビア，マラウィ，モザンビークと，計

七つの国と国境を接している。人口は約 3,460 万人(2002 年国勢調査)であり， 大部族であ
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るスクマを筆頭に 120 にも及ぶ部族が混

在する。 

国土の東海岸沿いは，インド洋に面し

た標高の低い地域であり，高温で湿潤な

気候である。一方，内陸部は標高 1,000m

から 2,000m の高地乾燥気候であり，頂

上に万年雪を湛えるキリマンジャロ(標

高 5,895m)の麓の町モシ(標高約 1,500m)

においては，赤道直下に位置するにも関

わらず乾季には長袖を着用しなければ寒

いほど気温が低下する。タンザニアの季

節は３月から５月にかけての大雨季，11

月から１月にかけての小雨季，その間を

二つの乾季がはさむ熱帯サバンナ気候で

ある。気温の年間差は３℃から６℃であ

り，内陸部および南部でその差は大きく

なる傾向を示す。ダルエスサラム(標高約

55m)における年間平均気温は 25.8℃，年間降水量は 1,136mm である。湿度は一年を通して

70%から 80%であり，その高温湿潤な気候条件が反映して，植生は広義のサバンナが卓越す

る。 

言語はスワヒリ語と英語が公用語とされ，スワヒリ語は国の言葉，すなわち国語 lugha ya 

taifa にも指定されている。タンザニア国内では地域による方言差が多少あるが，スワヒリ

語が何処ででも広く通用する。スワヒリ語の国内普及の反面，各部族語 kilugha の使用頻度

は減少傾向にある。役所などの公的な機関では主に英語が使用され，多くのタンザニア人

が流暢に英語を話す。タンザニアの教育水準は高く，識字率は東アフリカにおいて も高

い。 

国民総所得(GNI)は 128 億ドル(2005 年世界銀行)で，国民一人当たり 350 ドルであるが，

都市部と周辺地域とではその内容に大きく開きがある。タンザニアの経済は農業(漁業，牧

畜，林業を含む)によって支えられており，総国民の大半がこの部門に従事している。1996

年の国内総生産(GDP)の 52.2%が農業によるものである。 

農業の他にタンザニアを特徴付けるものとして国土の約 25%が自然保護区に指定されて

おり，自然の豊かな国として多くの観光客を魅了している。保護区の中でも特に有名な場

所は，ユネスコの自然遺産に指定されているセレンゲティとンゴロンゴロである。またキ

 
図 1-2．タンザニアの位置 
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リマンジャロ山も観光客に人気の高い場所である。 

キルワ島は近隣のソンゴ･ムナラ島と共にユネスコの文化遺産がある島として指定(1981

年)されている。文化遺産の保護状態が悪く，危機遺産の警告を受けたことが影響して，2001

年よりユネスコ主導ものと，タンザニア，フランス，日本の協力でキルワ島とソンゴ・ム

ナラ島の世界文化遺産の修復工事が開始された。キルワ島には 2002 年よりフランス人の建

築家や設計士が定期的に住み，島の住民を雇用して石造遺跡の修復工事が行われた。この

修復工事には，地域住民の雇用と，地域住民への修復技術の教授という目的もあった。2007

年の段階では，キルワ島の石造遺跡の修復工事は一段落し，現在は石造遺跡の崩壊具合が

著しいソンゴ・ムナラ島での修復工事が開始された。 

1961 年にイギリス信託統治領から独立したタンガニーカが，1964 年にザンジバルと合併

して現在のタンザニア連合共和国が建国された。独立当初から 1985 年まで大統領を務め，

｢国家の指導者Mwalimu wa Taifa｣や｢国の父Baba wa Taifa｣として現在でも多くのタンザニア

人によって尊敬をされているジュリアス･ニエレレは，1967 年のアルーシャ宣言において国

の自力更生を訴え，農村を基盤とした平等主義的な国家の建設を目指した。スワヒリ語で

｢家族的な連帯感｣を意味するウジャマーujamaa のスローガンのもとにウジャマー村を建設

し，そこに農業従事者を集め，農民の協同作業による共同農場の運営をおこなうという農

村共同体化政策に力を入れたウジャマー社会主義を実践した。ウジャマー村には優先的に

学校や病院などの公共施設がつくられ，このことが現在のタンザニアにおける高識字率と

地方における医療機関の充実との要因の一つになっている。京都大学アフリカ学術調査隊

が調査を行ったのも，タンザニア北部中央のマンゴーラ村というウジャマー村であった。 

しかし，ウジャマー村建設政策は政府の思惑通りには進展せず，折からのオイルショッ

ク(第一次 1973年，第二次 1979年)や東アフリカ共同体の崩壊(1977年)，対ウガンダ戦争(1978

年)，農作物の凶作などに見舞われ，1970 年代のタンザニアの国内情勢は非常に苦しいもの

となった。当時の様子を知る人から，｢あの頃は買い物に行っても，店の棚に商品が全然無

く，石鹸一つ買うのにも苦労した。｣という話を聞いたことがある。 

1984 年にニエレレは大統領を引退した。代わってザンジバル大統領であったアリ･ハッサ

ン･ムウィニが後任として 1985 年に大統領に就任し，1986 年に経済の自由化が成された。

1992 年にタンザニアの政体は一党制から多党制に移行した。先のベンジャミン･ムカパ大統

領を経て現在のジャカヤ・ムリショ・キクエテ大統領をむかえ，アフリカ諸国の中でも安

定した経済発展と随一の治安の良さを誇り，第三世界の旗手として国際政治の舞台で活躍

している。 
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3. 発展の遅れたタンザニア南部沿岸地域 
 

キルワ島はタンザニア連合共和国の南部沿岸のリンディ州キルワ県に行政上属する。リ

ンディ州全体の人口は約 79 万人である。面積は 66,046 平方 km である。2002 年のタンザニ

ア国勢調査では，リンディ州の人口密度は１平方 km あたり 12 人で，タンザニア全州にお

いて も人口密度の少ない州である(cf. タンザニアの大都市ダルエスサラムの場合 1 平方

km あたり 1793 人である。図 1-3)。1988 年から 2002 年の人口増加率でみてもリンディ州は

1.4%しかなく，これもタンザニア国内で 低の数字である。 

リンディ州はタンザニア国内における も経済発展が遅れた地域とみなされている

(Maghimbi 1997)。実際，過去には，大雨季の期間に交通網が麻痺し流通が遮断されてしま

い，陸の孤島と化すこともたびたびあった。しかし，2003 年にタンザニア南部と北部の都

市部とを結ぶ交通の難所であったルフィジ川に橋が架かって以来，流通や交通の停滞に改

善が見られる。 

近年，ダルエスサラムからタンザニア南部に通じる道路の整備もすすんでいる。ダルエ

スサラムからルフィジ川までの道路は日本の協力で 2007 年から修復工事が着手された。ル

フィジ川からキルワ県間の道路は，2000 年より中国の企業が整備工事を行なっており，現

在(2007 年)ほぼ完成をみている。キルワ県からさらに南部に伸びる道路の整備も 2003 年頃

から行なわれており，2007 年

には日本人の専門家が現地に

入り技術協力を行なっている。 

これまでタンザニアの近代

化から取り残されてきた南部

沿岸地域は，交通・流通網の整

備により，急速な経済発展の段

階をむかえているようである。

道路が整備されるにともなっ

て，筆者が目にした一番の変化

は，ダルエスサラムから冷蔵設

備を備えた大型のトラックが

キルワ地域にやってきて，大型

の魚やエビ，タコなどの海産物

を大量に買い付けるようにな

ったことである。これはキルワ

 
図 1-3．2002 年タンザニア州別人口密度 

         タンザニア 2002 年国勢調査のデータより作成 
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島より北に 26km ほどのキルワ･キヴィンジェの町で目にした光景である。 

また，石造遺跡の修復工事にともない，キルワ島の観光資源としての価値が見直される

ようになってきた。2000 年より，キルワ･マソコの沿岸に立て続けにリゾート･ホテルが建

ち始めた。現在，豪華なリゾート･ホテルが四軒ほどキルワ･マソコにはある。キルワ･マソ

コ役所の観光課の話では，2000 年まではキルワ島を訪れる観光客は年間 300 人足らずであ

ったが14，2003 年あたりから徐々にではあるが増加傾向にあるということである。 

筆者が始めてキルワ島を訪れたのは 2001 年であった。その後毎年のようにキルワ島を訪

れているが，年々キルワへのバスでの移動時間が短くなってきた。2001 年の３月，大雨季

の頃にキルワ島を訪れたときには，移動距離 300km ほどにもかかわらず，17 時間の長旅で

あった。しかし今は，早いときには５時間あまりでキルワ島の対岸の町であるキルワ･マソ

コに到着できるようになった。 

人々の生活も変わった。電力の供給がなかったキルワ島であるが，今では島に三軒，デ

ィーゼルエンジン発電ではあるが，ビデオ映画を住民に見せる映画小屋ができた。多くの

住民が携帯電話を所有するようになった。手漕ぎポンプの井戸も新たに三箇所設置された。

タンザニア南部沿岸地域の開発の影響は，キルワ島の住民の日常生活に確実に影響をおよ

ぼしている。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 1993 年から 2001 年までにキルワ島の遺跡を訪れた観光客の年平均は 219 人であり，大雨季と小雨季の

期間(12 月～６月)には観光客がほとんどいない。このことは 2001 年以前のキルワ島は，観光地としてほ

とんど認知されていなかったことを表している。 
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第二章 キルワ島の三生態海域 

 

 

三河川の河口域に立地する小さな島であるキルワ島は，マングローブの内海とサンゴ礁

をもつ外海という，対照的な海環境の二つの海に囲まれている。キルワ島を取り巻く海環

境は以下の三つの生態海域に分けられる(図 2-1)。 

 

生態海域１：マングローブに囲まれた内海 

生態海域２：サンゴ礁をもつ外海 

生態海域３：内海と外海の境目の海(以下に｢境海｣と呼ぶ) 

 

1. マングローブの内海 
 
マングローブ内海の自然条件 

生態海域１は，キルワ島と大陸とに挟まれた幅１km ほどの内海である(図 2-1)。ここはキ

ルワ島によって外海から隔てられているので，波風の穏やかな海域である。小雨季と大雨

季の雨水と，河川淡水が流入することによ

り，内海は海水塩分濃度の薄い汽水域とな

る。 

河川からは土砂も流入し，堆積するので

内海の水深は浅い。干満差の影響を強く受

けるので沿岸では一日の内に広大な干潟が

出現し，また消えるといった海岸線の著し

い変化を観察することができる感潮域であ

る。また，水深が浅く日光が海底までとど

くので，小魚の餌となる藻が海底に繁茂し

ている。このように底質に藻が見られるの

はマングローブの内海だけの特徴である。 

波風が穏やかな汽水・感潮海域であり泥

底の内海沿岸には，マングローブが生い茂

っている。キルワ島には８種類のマングロ
 

図 2-1．キルワ島の生態海域 
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ーブがあり15，そのうちハマザクロ科のマヤプシキ mpira とヒルギ科のオオバヒルギ mkoko

が帯状に内海の沿岸の 前面に密生している。マングローブ内部は満潮時には海水位が枝

にまで上がり水没する。干潮時には干上がり，泥土の底質があらわになる。 

常緑樹のマングローブは一年を通じて葉を海に落とす。その落葉が分解されることによ

って周辺の海に栄養価の高い海水を供給する(Ngusaru 1997)。各種の水族が住家，餌，日陰

等を求めてマングローブ林に寄ってくるので，マングローブの海は｢魚つき林｣として格好

の漁場となる16。また，沿岸にマングローブが密生することにより，防潮林としての役割も

果たしている。 

 

マングローブ内海の沿岸地形 
生態海域１は，干潮時に干上がる空間と干上がらない空間に分かれる。干上がる空間は

沿岸から海方向にかけて，｢①マングローブ内部 kapani｣→｢②マングローブの先端地帯 suti｣

→｢③泥地 tope｣→｢④藻が繁茂する地帯 wmanini｣と変化する(丸数字は図 2-3 に対応)。干潮

時に干上がる内海の真中の砂質の干潟は｢⑤干潟 fungu｣と呼ばれる。 

常に海水に使っている空間には，｢⑥砂地帯 mchanga｣と｢⑪海底の倒木 mgogo｣などの区別

がある(図 2-3)。 

｢①マングローブ内部｣の泥土の下にはワタリガニ科のノコギリガザミが棲息している。

漁師に｢魚の家 nyumba ya samaki｣と呼ばれる｢⑪海底の倒木｣の周辺は魚影が濃い場所であ

り，小・中型の各種の魚が獲れる。｢④藻が繁茂する地帯｣の魚影も濃い。｢⑧砂地帯｣では

ナマコが獲れるほか，砂底にすむ二枚貝を餌としてやってくるエイも獲れる。 

 

タンザニアのマングローブ 
ソマリア南部からモザンビーク北部のスワヒリ海岸は，東南アジアに次ぐ，マングロー

ブとサンゴ礁の海環境が豊かな海域である。リモートセンシングを用いた調査の報告では，

2000 年のタンザニアのマングローブ面積は，1,118 平方 km である。1990 年(1,117.9 平方 km)

からの 10 年間で，マングローブ面積にほとんど変化がないことが示されている(Wang and 

Bonynge el al. 2003)。タンザニア政府の環境保全政策もあって，タンザニアのマングローブ

                                                   
15 オオバヒルギ mkoko (Rhizophora mucronata Lam.)，オヒルギ mshinzi (Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam.)，コ

ヒルギ mkandaa (Ceriops tagal (Parr) C.B.Robinson)，ヒルギダマシ mchu (Avicennia marina (Forsks.) Vierh.)，
マヤプシキ mpira (Sonneratia alba Sm.)，ホウガンヒルギ mkomafi (Xylocarpus granatum Koenig.)，サキシマ

スオウノキ mkungu (Heritiera littoralis Dryand.)，ヒルギモドキ mkandaa dume (Lumnitzera racemosa Willld.)
の８種類。 

16 マングローブは漁場を提供するだけではなく，家や家具，船，漁具を造る際の木材や薪としての燃料を

キルワ島の人びとに提供している。 
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資源はよく守られている。 

  

マングローブ環境の位置 
マングローブが生息する場所は，感潮

域という海水の及ぶ海岸線や入り江など

の干満差が大きな海域と，汽水域という

海に流れ込む河川の河口域や河岸の海水

と淡水がまじりあう地域である17。キルワ

島においてこの自然条件に合致する場所

は，生態海域１の内海沿岸と，生態海域

３の境海沿岸部であり，事実キルワ島の

マングローブ分布もそこにみられる(図

2-2)。 

また，マングローブには，種類によっ

てそれぞれ好みの海水塩分濃度がある。

例えば，クマツヅラ科ヒルギダマシ属の

ヒルギダマシは塩分濃度の濃い場所(塩分

濃度３%)を好むし，逆にヒルギ科オヒル

ギ属のオヒルギは塩分濃度の薄い場所(塩

分濃度 0.5%)を好む。マングローブは種類

によって，それぞれ対塩性が異なるので

ある。さらに，根の形状や実(胎生種子)

の性質の違いなどから，各種のマングロ

ーブは生育に適する場所が違う。その結果，マングローブは同じ種類同士で群生を成し，

海岸線に並行するように帯状に分布する。このようなマングローブ分布の帯状構造を，マ

ングローブのゾーネイションと呼ぶ。キルワ島の内海沿岸には，ハマザクロ科ハマザクロ

属のマヤプシキ mpira とヒルギ科ヤエヤマヒルギ属のオオバヒルギ mkoko とのきれいなゾ

ーネイションが見られる。 

 

                                                   
17マングローブの成長に塩分が必ず必要という訳ではない。海水で育てたマングローブと真水で育てたマン

グローブとの成長を比べたところ，真水で育てたものの成長の方が良いという結果が出た(向後 1988)。マ

ングローブとは，｢海水でも
．．

育つことができる植物｣ということであり，｢海水でも育つ｣という特徴は他の

植物では考えられない。 

 
図 2-2．キルワ島周辺地域の海環境 

出所：Ministry of lands, settlement and water development, 
Tanzania, 1976を基に筆者作成 
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種類 
タンザニアのマングローブの種類は，ヒルギ科がオヒルギ mshinzi，コヒルギ mkandaa，

オオバヒルギ mkoko の３種類ある。ヒルギ科以外のものは，クマツヅラ科のヒルギダマシ

mchu，アオギリ科のサキシマスオウノキ mkungu，シンクン科のヒルギモドキ mkandaa dume，

ハマザクロ科のマヤプシキ mpira，センダン科のホウガンヒルギ mkomafi であり，全部で８

種類のマングローブがある。キルワ島にはその全ての種類が自生している(表 2-1)。 

各々のマングローブの性質はキルワ島の住民によく理解されている。それは船の材料と

なるマングローブは，性質に応じて使われる部位が決まっていることからも分かる(第五章)。 

 

直接利用法と環境利用法 
キルワ島住民によるマングローブ環境の利用について，以下に直接利用法と環境利用法

の二つに分けて示してゆく。直接利用法とは，マングローブの幹や樹皮などを燃料や染料

として直接利用する方法である。環境利用とは，マングローブがつくりだす自然環境を漁

場や航路として利用する方法である。 

 
直接利用法 

 
①建築材：家の壁を作る際に，直径 12cm ほどの細いマングローブ boriti を骨組みとして使用す

る。また，柱，梁，屋根の構成材には直径 20cm ほどの太いマングローブ nguso kubwa が使用

される。マングローブを建築材として使用するために伐採する際には，キルワ･マソコ役所の

表 2-1．キルワ島のマングローブ 

No. Tree species Family Local name 和名 

1 Rhizophora mucronata Lam. Rhizophoraceae mkoko ヒルギ科ヤエヤマヒル

ギ属オオバヒルギ 
2 Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam. Rhizophoraceae mshinzi ヒルギ科オヒルギ属オ

ヒルギ 
3 Ceriops tagal (Parr) C.B.Robinson Rhizophoraceae mkandaa ヒルギ科コヒルギ属コ

ヒルギ 
4 Avicennia marina (Forsks.) Vierh. Verbenaceae mchu クマツヅラ科ヒルギダ

マシ属ヒルギダマシ 
5 Heritiera littoralis Dryand. Sterculiaceae mkungu アオギリ科サキシマス

オウノキ 
6 Lumnitzera racemosa Willld. Combretaceae mkandaa dume シクンシ科ヒルギモド

キ属ヒルギモドキ 
7 Sonneratia alba Sm. Sonneratiaceae mpira / mliana ハマザクロ科ハマザク

ロ属マヤプシキ 
8 Xylocarpus granatum Koenig. Meliaceae mkomafi センダン科ホウガンヒ

ルギ属ホウガンヒルギ 

                     出所：キルワ役所マングローブ課の資料をもとに筆者作成 
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マングローブ課からキルワ島に派遣されているマングローブ監視人に，太さに応じた伐採料を

支払わなければならない(表 2-2)。このようにタンザニア国内のマングローブは政府によって

管理されており，キルワ島の住民もきちんと伐採料を支払っているようである。 

 

②燃料：キルワ島では，マングローブを燃料として使用することはほとんどないが，石灰化

したサンゴ礁の岩を燃やして石灰 chokaa を作る場合は，燃料としてのマングローブ利用

が見られる。キルワ島で石灰作りに携わっている住民は二人いる。石灰作りは生態海域２

のサンゴ礁地帯でおこなわれる。石灰の作り方は，まず，石灰化したサンゴ岩をマングロ

ーブ材で作られた 3.5m 四方の正方形の中に，マングローブ材を織り交ぜながら山積みに

する。そして，火をいれて三日三晩サンゴ岩を燃やした後，冷ませば石灰の完成である。

このようにして造られた石灰は，セメントと混ぜられて家の外壁造りに使用されたり，直

接水に溶かされて外壁の漆喰止めに使用されたりする18。 

 

③船材：マングローブの船の材料への利用については第六章キルワ島の船の文化にて検討する。

船にまつわる道具へのマングローブの利用としては，船竿 pondo，オール kashiya やパドル

kafi の柄などへの使用がある。 

 

④漁具：生態海域３の沿岸部で行われる魚柵漁の柵を沿岸部に固定する際に，マングローブの幹

が使用される。また，バルサ材のように軽いマヤプシキの筍根(竹の子のように地上から突き

出た根)は，網の上綱につける小浮として利用される。 

 

⑤飼葉：キルワ島には山羊，羊，牛などの家畜がいる。家畜の餌となる草が減少する乾季に限り，

まれにヒルギダマシの葉を家畜に与えることがある。 

                                                   
18 かつて，スワヒリ海岸部で使用されていた古代縫合船 mtepe の舷側にも，まいはだとして石灰が塗られ

ていた。 

表 2-2．マングローブの幹の太さ別の名称と伐採にともなう金額 

等級 名称 直径(cm) 伐採の際に支払う金額，20 本単位(tsh) 

nguso kubwa 16.5～20 １ 
nguso 14～16.5 

6,000 

boriti 11.5～14 ２ 
mazio 7.5～11.5 

4,000 

３ pau 3.8～7.5 2,000 
４ fitto 3.8cm 以下 1,000 

                          出所：Curtin 1981: 24 に加筆 
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⑥玩具：キルワ島の子供たちは，先にみたマヤプシキの筍根を加工して玩具の船をつくって遊ぶ。

また，マヤプシキの栗状の種子に棒を突き刺してコマとして遊ぶ。これはキルワ島の老人が子

供の頃にした遊びである。 

 

⑦薬：ホウガンヒルギの種子は，腹痛の際，煎じて薬として利用される。 

 

⑧蜂箱：蜂箱には直径 40cm ほどのヒルギダマシ mchu の幹を使う。幹を１m ほどの長さに

切り，中を刳りぬいて空洞にする。このハチ箱は，｢蜂の家 nyumba ya nyuki｣または，形が

大砲の筒に似ているのでスワヒリ語で｢大砲｣を意味する｢mzinga｣と呼ばれる。このハチ箱

をマングローブの森，主にオオバヒルギやヒルギダマシが群生する森の，手が届く高さの

枝に仕掛ける。３ヶ月に一回，雨季乾季を問わず，一年間に４回ほど蜂蜜が採集できる。

一回の採取で取れる蜂蜜の量は，750ml の瓶に約 30 本である。蜂蜜は自家消費すること

もあるが，大部分はキルワ・マソコの市場に売られる。市場で蜂蜜を売った場合，瓶１本

が 1,000tsh(約 130 円)である。つまり，一回の採取で儲かる金額はおよそ 30,000tsh である。

養蜂人にとっては３ヶ月に一回の 30,000tsh の収入はありがたいが，その収入だけでは生

活してゆけないので，養蜂は副業というかたちでおこなわれる。 

 

⑨染料：タンニン成分を多く含むヒルギ科のマングローブの樹皮は染料の原料としてかつて利用

された。50 年ほど前に，ギリシャ人の Ghaui という商人がキルワ地域にやってきて，大規模

なマングローブ樹皮の買い付けを行なっていた(Gilbert 2004: 122)。キルワ島の老人の中には，

Ghaui と一緒に働いた経験をもつ人もいる。しかし，現在ではマングローブ樹皮の取引は全く

行われていない。 

 

環境利用法 
 

①漁場 

常緑樹のマングローブが一年を通じて葉を海に落とすので，その葉が微生物により分解

されることにより，マングローブ周辺海域に栄養価の高い海水が供給される。マングロー

ブ内部やマングローブの影が落ちる場所は，日光が遮られて海水温度が下がるので，その

ような自然条件を好む水族の住処ともなる。その結果，マングローブ周辺の海には大・中・

小の各種の魚や，エビ，カニ，貝など多種の水族が集まる魚影の濃い漁場となる。マング

ローブ内海での漁撈活動については第三章に詳しく論じるが，その一例を以下に挙げる。 



第二章 キルワ島の三生態海域 

 - 29 - 

マングローブ周辺の海，すなわち生態海域１(内海とマングローブ内部)と生態海域３(境

海)の沿岸部では盛んな漁撈活動が行われている。漁撈活動の詳細については第三章で論じ

るが，マングローブ周辺海域で行なわれるキルワ島の漁法の数を示すと，実に 23 種類もの漁法

が行なわれているのである(表 2-3)。これはキルワ島の全漁法 41 種類のうちの 56%に当たる。 

漁法の種類をみてみると，船や網などの資本がかかる網漁が８種類である(全網漁 15 種類のう

ち)。釣漁が４種類である(全釣漁５種類のうち)。潮干狩りやキルワ島内で自給できる漁具を使用

した採集漁が 11 種類である(全採集漁 21 種類のうち)。このようにキルワ島の採集漁，釣漁，網

漁の３種類全ての漁法を，マングローブ周辺海域では行うことができるのである。水族の豊富な

漁場をつくり出しているマングローブ環境は，キルワ島の住民に，はかり知れない恩恵を与えて

いる。 

 

②航路 

 マングローブ内海は航路として利用され，キルワ島周辺地域の人やモノの交流に役立ってきた。

ここは波風が穏やかな海域なので，丸木舟などの小舟でも充分に移動が可能である。竜骨構造を

表 2-3．マングローブ環境でおこなわれる漁法 

漁場 
種類 現地名 和名 

内 マ 境 サ 外 

適した潮 
（干満） 

説明・特記 

Misadaka 置き刺網漁(エイ) ○  ○   大潮 二枚貝を餌とするエイが対象魚 
Nyavu za kupigia 追い込み刺網漁 ○     全潮 棒で水面を叩き魚を網へ追い込む 

Juya 中・大型地曳網漁 ○  ○   大潮 砂浜から網を曳く 
Nyavu za kavogo 小型地曳網漁 ○     大潮(干) 干潟から網を曳く 
Nyavu za kokoro まき網漁 ○     大潮 二人組みで水中に入り網で魚を囲む 

Kiniya 投網漁 ○  ○    陸上・船上から魚を目視して行う 
Msembwe 追い込みまき網漁  ○    大潮(満) 二人組で夜中に河川内で行う 

 
 
 

網漁 
 

Nyavu za tandiyo 小型掬網漁  ○    新月 新月の夜に漁火で魚をおびき寄せて行う 
Mshipi 手釣 ○  ○ ○ ○ 小潮 釣糸と釣針で魚を釣る 

Urimasi 陸上手釣 ○   ○  大潮(満) 陸上から釣糸と釣針で魚を釣る 
Matozi 小型延縄漁 ○  ○   小潮 多釣針を付けた釣糸を大浮で海中に固定 

 
釣漁 

 

Kocho 固定式糸釣漁 ○  ○    多釣針を付けた釣糸を杭で海中に固定 
Wando wa miti 木製魚柵漁   ○   全潮(干) 干潮時に柵内に魚を取込む 

Wando wa nyavu 木・網製魚柵漁   ○   全潮(干) 干潮時に柵内(網付)に魚を取込む 
Dufu 木製魚柵漁 ○     大潮(満) 柵で退路を断ち丸木舟内に魚を追い込む 
Uriro ヤシ繊維製魚柵漁 ○     大潮(干) 干潮時に柵内に魚を取込む 

Dema ya kutosa 沈降式魚籠漁 ○  ○    餌で魚を捕獲器(海底)に誘い込む 
Dema ya kufinga 固定式魚籠漁 ○  ○ ○   餌で魚を捕獲器(海底)に誘い込む 

Dema ya kugongea 延縄式魚籠漁 ○  ○    餌で魚を捕獲器(海中)に誘い込む 
Kuzamia Jongoo ナマコ潜水漁 ○      水中眼鏡・素潜りでナマコを獲る 

kombe 潮干狩り ○ ○    大潮(干) 泥・砂地での潮干狩り 
Ugonyo 筌漁  ○     河川に仕掛けた捕獲器で魚を獲る 

 
 
 
 
 

採集漁 
 

Kaa カニ手掴み漁  ○    全潮(干) 泥底内のカニを手探り・鉤で獲る 
注１．｢場所｣の項目の｢内｣は内海,｢マ｣はマングローブ内部,｢外｣は外海,｢サ｣はサンゴ礁池，「境」は境海を表す 

注２．｢適した潮｣の欄の(干)は干潮時,(満)は満潮時を表す 
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もつキルワ島の大型船もマングローブ内海を航路として，キルワ島の対岸のキルワ･マソコとキ

ルワ島の南方のパンデ地域とを結ぶ定期船として利用されている。しかし，マングローブ内海の

水深は浅いので，大型船の航行は満潮時を選んで行なわれる。 

 航路としてのマングローブ内海については第五章に詳しく論じる。 

 

③塩田 

塩田は，マングローブ森と陸との狭間の広大な干潟に作られる。キルワ島周辺には三箇

所の塩田があり，そのうち２箇所はキルワ・マソコにある。もう一箇所はキルワ島の北西，

アフリカ本土のルアーヨという場所で，キルワ島のアラブ家住民によって｢ルアーヨ製塩株

式会社｣として運営されている。 

キルワ県で塩田を運営するには，キルワ･マソコ役所のマングローブ課に，登録料

(registration fee)として１年間に 100,000tsh，年間費(annual fee)として毎年 10,000tsh，塩が取

れる各塩田 birika につき 5,000tsh を支払わなければならない。塩田経営にはかなりの金額が

必要であるが，それだけ塩田経営には利益があるということでもある。 

 ルアーヨの塩田は，縦 300m 横 510m ほどの広さである(図 2-4)。 

製塩方法は，潮汐を利用した入浜塩田での天日製塩である19。ルアーヨの入浜塩田は，新

月と満月との満潮時に塩田に入ってくる海水を貯める貯水池 tenki と，海水を入れて鹹水を

作るいくつかの塩田 birika，さらにその鹹水を入れて天日製塩する塩田 birika，そしてそれ

ぞれを繋ぐ水路 ferage，塩田の中を碁盤目状に走るあぜ道 tuta からなる(図 2-4)。鹹水を作

るビリカと天日製塩をおこなうビリカの２種類の塩田があるが，前者を｢birika za kuangikia 

maji (水を透明にするビリカ)｣，後者を｢birika za kuzarisha chumvi (塩を生むビリカ)｣と呼ぶ。

ここでは便宜上前者を｢第一のビリカ｣，後者を｢第二のビリカ｣と略す。birika とはスワヒリ

語で｢タンク，やかん｣の意味である。 

貯水池に貯められた海水は水路を通じて，第一のビリカに入れられる。ここで海水は約

30 日間天日にさらされ，鹹水となる。その後，鹹水はポンプや人の手を使って第二のビリ

カに移される。ここで約 60 日間天日にさらされることにより，第二のビリカの表面に塩の

結晶ができる。雨季が終わった後の 初の製塩では，塩の結晶が出来るまでに約 60 日かか

るが，製塩を繰り返してゆくうちに徐々に塩の結晶が出来るまでの日数は早くなってゆく。

天火にさらされる 60 日間の間に，５日に一回の割合で，計 12 回鹹水が足される。一つの

                                                   
19 塩の作り方にはいろいろとあり，高湿多雨気候の日本においては気候条件上，天日製塩にはむいておら

ず，海水から塩分濃度の高い鹹水を採る彩鹹と，鹹水を煮詰めて塩の結晶を作る煎熬という二つの工程か

らなる製塩法がおこなわれてきた。また，塩浜によって鹹水を採取する採鹹方法もあり，塩浜の中でも潮

の干満を利用したものを，入浜系塩浜と呼び，そこに作られた塩田を入浜塩田と呼ぶ。 
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ビリカは，広さが約 540 平方 m，深さが約 30cm の長方形である。ビリカはただ地面を掘っ

ただけのものではなく，あぜ道からの土の流入を防ぐために，周りに細いマングローブ材

mambo を 30cm ほどの間隔で，あぜ道の高さより約 10cm 頭が出るように刺し，マングロー

ブとマングローブとの隙間をココヤシの葉で塞いで，ビリカの縁を補強してある。ここに

もマングローブの直接利用がみられる。 

第二のビリカの表面に 2.5cm から 5cm ほど潮の結晶が溜まる。その塩をスコップで集め

るのである。できた塩はその色によって，真っ白なものが一級品，泥が混じり少し黄色い

ものが二級品という具合に等級が決められる。この製塩により，一つの第二のビリカで作

られる塩は，50kg が入る袋に約 400 袋，つまり 20t の量である。ルアーヨの塩田には 17 の

第二のビリカがあるので，単純計算で，20(一つのビリカで出来る塩の量)×17(第二のビリカ

の数)＝340(トン)の塩ができるという計算になる。 

出来上がった塩は倉庫に保管され，大潮の海水が塩田まで満ちる日を利用して，倉庫から

船外機付ボートでキルワ･マソコ港まで運ばれる。一旦マソコ港に貯めたれた塩はダルエス

サラムから来る積載量 150t から 200t の船に積み込まれてダルエスサラムに運ばれる。塩の

売値は出来によって異なるが，50kg が 1,500tsh から 2,000tsh で取引される。 

 
図 2-4．ルアーヨ地域の塩田 

                          出所：現地調査をもとに作成 
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④養蜂 

先に見たヒルギダマシでつくった鉢箱を使用してマングローブ内部では養蜂が行なわれる。直

射日光が遮られるマングローブ内部の涼しい環境や，マングローブの花に密があることから，マ

ングローブ内部はミツバチが生息しやすい自然条件である。 

 

⑤防潮林 

 マングローブが沿岸部に密生していることにより，波風から陸の土壌浸食が防がれる。また，

降雨によって沿岸部に陸上の土壌が流出することも食い止められている。このことは，土砂の流

出によって沿岸部の漁場で魚がとれなくなることを防ぐ結果となっている。 

 マングローブが防潮林としての機能をもっている証拠は，反例ではあるが，マングローブが切

り払われたキルワ島の船着場にあるゲレザ遺跡の海側に面した壁が，波の土壌浸食により崩れ落

ちてしまっていることである。 

 

2. サンゴ礁をもつ外海 
 
サンゴ礁をもつ外海の自然条件 

生態海域２は，インド洋に開かれた，サンゴ礁をもつ外海である。キルワ島の北東岸よ

り沖に延びたサンゴ礁と，キルワ・マソコ側のサンゴ礁が接近している海峡を，キルワ島

の人々は｢扉 mlango｣と呼ぶ。人々はこの扉を抜けた先が外海であるという説明をする。さ

えぎるものない外海は，南緯 12 度ほどまで卓越するモンスーンの影響を強く受けるので波

風が荒い20。 

外海の水深は深い。海底はサンゴ礁がみられるほか，所々に大きな岩がある。 

モンスーンが海面に吹きつけることによって，風と同じ方向に｢モンスーン・カレント

(Monsoon Current)｣と呼ばれる海流が海の表層に生じる。時期によって流れの向きを変える

モンスーン・カレントとは別に，インド洋には東アフリカ沿岸海流(East African Coastal 

Current)が南緯 10 度ほどからソマリア南部にかけて北上している。この海流は北東モンスー

ン時には１ノットの速さで，南西モンスーン時には４ノットの速さで流れる速い海流であ

る21。 

                                                   
20 モンスーンが海の表面にぶつかると海流の方向とは関係なく，海表面に風向きと同方向に流れるモンス

ーンカレント(吹送流)が発生する。 
21 １ノット＝1852m/時 
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二つの海流の影響により外海の海水の透明度は高い。また，河川淡水が流入しないので

海水塩分濃度は比較的濃い。さらに，キルワ島は赤道付近に位置するので一年中海水温が

図 2-3．生態海域別の沿岸地形分類 

 

 

海環境 No. 名称 説明 水族 
① kapani マングローブ内部 ノコギリガザミ,二枚貝 
② suti マングローブの先端 小魚,小エビ 
③ wasi マングローブの生えてない泥地 小魚,小エビ 
④ mwanini 藻が繁茂する地帯 小・中型魚,二枚貝 
⑤ fungu 干潟 小・中型魚,二枚貝 

 
干潮時に干
潟になる場

所 

＊ tapata マングローブ内部の空き地 ゴカイ(餌) 
⑥ mchanga 砂地の海底 ナマコ,小・中型魚 
⑦ mwanzo wa mkongwa サンゴ群の始まり ― 
⑧ mkongwa マングローブ沿の小さなサンゴ群 小・中型魚 
⑨ maji mengi 急に水深が深くなる急斜面 小・中型魚 
⑩ chakarawe 小・中の石地帯 小魚 
⑪ mgogo 海底の倒木(魚の家) 中・大型魚 

生
態
海
域
１
と
３ 

 
 

常時水没し

ている場所 

⑫ chamba 海底の大きな岩(魚の家) 中・大型魚 
陸地 ⑬ mlima 陸地 ― 

 ⑭ mchanga 砂浜 ― 
⑮ mwambani サンゴ礁地帯(満潮時に礁池) ナマコ,タコ,小・中型魚 
⑯ utanda 潮溜り(干潮時に出現) 小魚,貝 

サンゴ礁 
mwamba 

⑰ kanikani サンゴ礁の先端 ― 
⑫ 
⑱ 

chamba 
maji mengi 

海底の大きな岩(魚の家) 
急に水深が深くなる礁斜面 

中・大型魚 
大型エビ,大型魚 

生
態
海
域
２ 

*外海 
bahari 
kubwa ⑲ bahari kubwa 外海・インド洋 大型回遊魚 

                                         出所：中村 2007b に加筆 
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高い。このような海環境の浅い海域を好んで，サンゴ礁がキルワ島の外海に面して裾上に

発達している(裾礁)。 

サンゴ礁地帯の水深は浅い。底質はサンゴ礁と，サンゴ礁の上に砂が積もった場所があ

る。 

 

サンゴ礁をもつ外海の沿岸地形 
生態海域２は，サンゴ礁地帯と外海に分かれる。サンゴ礁地帯は，｢⑭砂浜 mchanga｣→｢⑮

サンゴ礁地帯(礁池)mwambani｣→｢⑰礁縁 kanikani｣までの空間である。干潮時には｢⑯潮溜り

utanda｣を残し干上がる。潮溜りの中には小・中型の魚が棲んでいる(図 2-3)。 

満潮時には｢⑭砂浜｣まで水没し，水深の浅い礁池となる。礁池にはナマコ jongo，魚，シ

ャコガイ gawagawa，キルワ島の住民は食用としないがムラサキウニ urumba などが棲息し

ており，穴の中にはタコ pweza が棲んでいる。 

裾礁と外洋との境目の礁縁は一段盛りあがっており，航海の難所である。水深が急に深

くなる｢⑱礁斜面 maji mengi｣から先が｢⑲外海 bahari kubwa｣である(図 2-3)。礁斜面の海底に

は｢⑫大きな岩 chamba｣があり，この周辺には底棲性の大型魚がいる。また礁斜面に開いた

穴の中には大型のエビ kamba kochi がウツボ mkunga と共生している。 

 

3. 内海と外海の境界域 
 
境海の自然条件 

生態海域３は，内海と外海の自然地理的条件が重なり合うキルワ島北部の境海である。

境海の沿岸部にはマングローブが帯状に密生している。中心部の水深は，積載量 200t クラ

スの大型船が対岸のキルワ･マソコ(キルワ県の県庁所在地)の港に入港できるほど深い。ま

た，波風が比較的穏やかで，凪の日には小さな丸木舟でも航海することができる。キルワ

島の主要船着場も生態海域３の沿岸部にある。 

水深は深いという生態海域２と同じ特徴をもつが，底質は泥土勝ちであるという生態海

域１と同じ特徴をもつ。また沿岸にマングローブが密生し泥底であるにも関わらず，所々

に｢⑥小さなサンゴ礁群 mkongwa｣がみられる(図 2-3)。このように生態海域３は，生態海域

１と２の自然環境を併せ持っている。マングローブ環境とサンゴ礁環境が混在しているの

である。 

海産物にも内海と外海の両方の水族が見られる。小・中型魚はもちろんのこと，北風の

期間(11 月～３月)には，外海から内海に入ってくる大型の回遊魚が獲れる。マングローブに

生息するノコギリガザミやサンゴ礁に生息する大型のエビも獲れる。 
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生態海域１と生態海域２の漁場は基本的には誰が使用しても良い共有空間とされている

が，生態海域３の沿岸部の漁場には，親族間で受け継がれる漁場の占有権がある。生態海

域３はキルワ島において特別なあつかいをされている海空間であることが分かる。占有権

の決まった漁場ではキルワ島の伝統魚法とされる魚柵漁22が行われている。魚柵漁について

は第五章に詳しい。 

 

境海の沿岸地形 
沿岸には，干潮時に干潟が出現する。この浅瀬が幅 50m まずある。この海環境は，｢①マ

ングローブ内部｣→｢②マングローブ先端｣→｢③泥地｣と変化する。その先は，｢⑥小さなサ

ンゴ礁群｣を経て，急に水深が深くなる｢⑦急斜面 maji mengi｣である。底質は，斜面の下の｢⑥

砂地｣まじり，｢⑫大きな岩｣のある海底，その先の深みは｢⑩小石地帯 chakarawe｣になって

いる。ここで獲れる小魚群は，底質の名前に由来して｢チャカラ chakara｣と呼ばれる(図 2-3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 魚柵漁とは，潮の干満差の大きいサンゴ岩礁やマングローブ沿いの浅瀬に背丈ほどの柵を設置し，干潮

時に柵内に取り残された魚や大型のエビやイカを採取する，親族単位で操業される小規模漁業のことであ

る。キルワ島の伝承ではキルワ島発祥の漁法ということである。 
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第三章 三生態海域と漁撈活動 

 
 

キルワ島は，マングローブに囲まれた内海と，サンゴ礁をもつ外海という自然条件が対

照的な二つの海に囲まれている。そしてその中間地帯があり，キルワ島を取り巻く海を以

下の三つの生態海域に分類できる。 

 

生態海域１：マングローブに囲まれた内海 

生態海域２：サンゴ礁をもつ外海 

生態海域３：内海と外海の自然条件を兼ね備えた境海 

 

生態海域１はさらに二つの海に分かれる。 

①内海 bahari ndogo / ndani：外海から奥まった波風の穏やかな遠浅の海，干潮時に広大

な干潟が出現する 

②マングローブ内部 kapani：内海沿岸に密生したマングローブ内部の海，満潮時に海水

に浸かり干潮時に干上がる 

生態海域２も二つの海に分かれる。 

③サンゴ礁池 mwanbani：キルワ島のインド洋側に発達した裾礁内の浅い海 

④外海 bahari kubwa / nje：インド洋にひらいた海，モンスーンの影響を強く受け波風が

荒い 

生態海域３も二つの海に分かれる。 

⑤北の境海：生態海域１と２の特徴をあわせもつ海，村落部から も近い海 

⑥南の境海：生態海域１と２の特徴をあわせもつ海，村落部から も遠い海 

 

 キルワ島にはこのように６種もの異なった環境の海が分布している。このような多様な

海環境に応じて，様々な漁撈活動が行われている。 

 

1. 漁場分布と三生態海域 
 
三生態海域の漁場分布 

漁場の分布と，目に見えない海面下の状況については，漁師への聞き取りによって作成

した漁場分布(図 3-1)と各漁場の水深と底質(表 3-1)より明らかにした。 
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図 3-1．三生態海域と漁場の分布 

 
No. 漁場名 No. 漁場名 No. 漁場名 No. 漁場名 
1 Kisukutini 18 Habasi 35 Luwanje 52 Ufunguo (ndogo kubwa) 
2 Maji ya Buni 19 Ujajia kati 36 Rasini Ruwanje 53 Nguruni 
3 Ruvula 20 Ujajia kubwa 37 Kipakoni 54 Kumsu 
4 Kikomboo 21 Kipama Kikubwa 38 Rasini Jiwe la Jahazi 55 Matuso 
5 Kisanga Shululu 22 Kipama Kidogo 39 Ukurungangaja 56 Zimbiza 
6 Rasi kwa Habasi 23 Tumbawe 40 Msanga Mula 57 Jomani 
7 Mariamu 24 Mponda 41 Ngururuni 58 Bandari Hutereza 
8 Jashi Pwani 25 Mgongo 42 Msanga Mula rasini 59 Boyani namba 1 (Rongoza) 
9 Sikitiko 26 Kikaango 43 Bwejuu 60 Kwa Duka 

10 Jito Mikunga 27 Mikumbi 44 Chani rasini 61 Bandari Huru 
11 Kwa Chuki 28 Mtoni 45 Sangarungu 62 Makuburi 
12 Mtimbini 29 Matekete 46 Mtoni Msanga Mura 63 Kwa Nbonde 
13 Tobweni 30 Msekera 47 Lindi Kuu 64 Ruvulangwe Shani 
14 Mambo Leo 31 Minazi Mingi 48 Chani mtoni 65 Kilangaza 
15 Selenge 32 Boyani namba 3 49 Fundi Husein 66 Bote 
16 Vungwi 33 Mkoko mmoja 50 Husuni   
17 Faki 34 Boyani namba 2 51 Masakasa (ndogo kubwa)   

出所：現地調査をもとに筆者作成。漁場の場所は複数の漁師に地図の上にポイントしてもらった。外海以外の漁

場については筆者が直接当該地に足を運び確認した。 
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表 3-1．漁場の水深と底質 

 
注１．｢No.｣の欄の番号は図 4-1 の番号に対応する。 
注２．｢底質｣の欄には,その場所の底質で割合の多いもの順で示した。◎が多く，○がそれに続く。 
                            出所：現地調査をもとに筆者作成 
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キルワ島には島を中心に半径３km の狭い範囲に 66 ヵ所もの漁場 robi が固有名詞ととも

に認識されている(図 3-1)。 も漁場が集中しているのは生態海域１の内海で，30 箇所(45%)

の漁場がある。次いで，生態海域２の外海と生態海域３の北の境海に 15 箇所(22.5%)ずつあ

る。サンゴ礁池と南の境海には３箇所(５%)の漁場しか認識されておらず，マングローブ内

部に及んでは特に名付けられた漁場はない(表 3-2)。 

内海の沿岸の漁場が も集中する海域で，ほんの 10m 離れれば違う漁場として認識され

ている。特にキルワ島の西対岸のムゴンゴ地域沿岸に漁場が集中している。 

 

内海の漁場はキルワ島の漁師だけが使用するのではなく，ムゴンゴ地域(キルワ島の西対

岸)やパンデ地域(キルワ島の南部)から来た漁師によっても使用されている。これはキルワ

島とその周辺地域の漁師に漁場の占有概念がないためであり，北の境海沿岸部の漁場23を除

いて，漁師は好きなところで漁を行うことができる。漁師は｢海はアッラー(神)のものであ

り，誰でも利用できる｣と言う。ここには，キルワ島周辺地域に共通の価値観としてあるイ

スラームの思想が働いているものと思われる24。 

外海の漁場は，キルワ島の裾礁と，キルワ・マソコの裾礁との海峡付近に集中している。

この海峡は｢扉 mlango｣と呼ばれ，インド洋からの大型船はここを通過してキルワ･マソコの

港に入ってくる。人々は，｢扉｣を抜けると外海であると認識している。 

北の境海の漁場は，キルワ島沿岸に５箇所，対岸に 10 箇所ある。このうち，キルワ島沿

岸部にある５箇所の漁場は，魚柵漁の漁場であり，親族によって継承される占有権をもつ。 

サンゴ礁地帯には３箇所しか漁場がない。それは，ここに魚が獲れるポイントが少ない

という意味ではない。サンゴ礁地帯はその全域が漁場のようなものであり盛んに漁撈活動

が行われている。漁師は徒歩で水深の浅いサンゴ礁地帯を歩き回って漁撈活動を行う。し

かし，生態海域２のサンゴ礁地帯は，キルワ島の村落部から遠い住民の日常生活の範囲外

                                                   
23 木製魚柵漁は柵を設置する場所の所有権が決まっており，それは親族によって受け継がれる。 
24 この思想のため，政府の漁業課による漁業権 reseni ya uvuvi 徴収の際に，役人と漁師との間にしばしば意

見の相違を引き起こすこともある。 

      表 3-2．漁場の分布 

海 漁場数 割合(海別) 割合(生態海域別) 

内海 30 45% 生態海域１ 
マングローブ内部 0 0% 

45% 

サンゴ礁池 3 5% 生態海域２ 
外海 15 22.5% 

27.5% 

境海(北) 15 22.5% 生態海域３ 
境海(南) 3 5% 

27.5% 

                                   図 3-1 より算出 
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にあるので，キルワ島の漁師がサンゴ礁地帯にまで行って漁撈活動をする頻度は，内海や

境海と比べて少ない。ここはキルワ島の漁師以外の漁師，例えばパンデ地域やソンゴ島か

らやってくる，季節漁民に漁場として利用されている。季節漁民たちは北風(１月または２

月)の時期にやってきて，ムサンガムラという場所に季節漁村 kambi を形成する。季節漁村

には約５ヶ月滞在し，強い南風で海が荒れ始める頃に畑の収穫を手伝いに自分たちの出身

地へと帰ってゆく。 

南の境海にも３箇所しか漁場がない。その理由は，この場所がキルワ島の村落部から距

離的に離れており，場所的に漁場として利用しづらいからである。岸沿いに船で行っても，

島内陸部を徒歩で行っても，南の境海と村落を往復するにはかなりの時間が掛かる。南の

境海もやはり，サンゴ礁地帯同様，他地域からの季節漁民に漁場として利用されている。 

マングローブ内部には特定の漁場は存在していないが，この理由は，漁師がマングロー

ブ林に分け入って任意の場所で漁を行うからである。マングローブを切り開いて造られた

水路周辺でも漁は行われるが，その場所は｢漁場 robi｣としては認識されておらず，後述する

｢水路 kiko｣として認識されている(第五章)。 

 

漁場の位置確認法 
漁師は 66 もの漁場の位置をどのようにして区別し，認識しているのであろうか。 

漁師は漁場の位置を｢陸の地図 ramani ya mlima｣を利用してある程度把握する。陸の地図

とは，沿岸部の目印，例えば遺跡や小学校などの建物，ヤシの木などの高木などの海から

の見え方によって漁場の位置を探し当てる，日本の｢山あて｣に似た位置確認法である。常

に陸の見える沿岸部で漁を行う漁師に特徴的な位置確認の方法である。河川の位置やマン

グローブの密生具合，サンゴ礁縁の湾曲具合なども，漁場の位置を知る手がかりとなる。

目視で確認できる海底の大きな岩や倒木なども漁場の目印となる。 

陸の地図を使用した方法は，二点を基準とする位置確認法なので，漁場の正確な位置を

特定するには至らない。そこで漁師は，ある程度まで自分の目的とする漁場の場所に接近

した後に，今度は水深と海底地形を測定することによって，正確な漁場の位置を探し当て

る。丸木舟を使用しての手釣漁の際は海底に届く釣糸と錨に結んだ錨紐の長さによって，

水深を知ることができる。また釣れる魚の種類によって海底地形を知ることができる。 

例えばキルワ島の漁師は海底の様子を知るために以下のようなことをする。生態海域３

の境海での釣漁の場合は，丸木舟の前後左右の四方向から釣糸を垂らす。これにより，海

底に達する釣糸の長さで，舟を中心とした四方向の海底の起伏や岩の有無を知ることがで

きる。四方向のうち，｢chakara｣と呼ばれる小魚が釣れる方向の海底質は小石 chakarawe(図

2-3 の⑩)であり，岩を住処とする魚(例えばユカタハタ chewa: Cephalopholis minita 等)が釣れ
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る場所の海底には岩 chamba(図 2-3 の⑫)があることを知ることができる。連れる魚の種類に

よって位置を微調整してゆく。漁師は海底地形を詳細に認識しており，それを漁撈活動に

活用している。 

このように海底を目視できない水深の深い場所においても，陸の地図と水深，底質を知

ることにより，正確に目当ての漁場にたどり着くことができる術をキルワ島の漁師は身に

つけているのである。 

 

2. 三生態海域の水深と底質 
 

漁場の水深 
水深の単位には｢pima｣が用いられる。pima とは，両腕を横に大きく伸ばした長さ，170

～180cm が１pima となり，日本の一尋(1.8m)とほぼ同じ単位としてキルワ島では使用されて

いる。表 3-1 には満潮時の水深を示した。 

キルワ島の漁師は，漁場の水深と底質も把握している。各漁場の水深を比べると，10pima

のラインで｢浅い海｣と｢深い海｣に大別できる。10pima は約 18m であり，｢浅い｣といっても

深い。これは漁師が釣糸や錨綱が海底に達する長さをもとに把握している深さであり，海

中で潮に流される糸や綱の長さを考慮すると，実際には 18m 以下であるものと思われる。

実際に筆者がすべての漁場の水深を実測したわけではないので，表 3-1 の水深は科学的に正

確なものではない。しかし，実際に漁撈活動を行う漁師が，これらの基準を活用し，漁獲

物を得ているという事実から，科学的な正確さとは関係のない，漁師の経験則から得られ

た，実生活に役に立つ水深の分類である。各漁場の水深をもとにして，各海の水深の相対

関係は充分に示せると考える。 

 

浅い海 
内海とサンゴ礁池と南の境海の漁場の水深は平均して 10pima を下回る(内海と南の境海

の漁場には一箇所ずつ 10pima を越える漁場があり，いずれも河川広域の漁場である)。さら

に内海の 30 箇所の漁場のうち 25 箇所が，５pima 前後の水深であり，干満差の大きいキル

ワ島周辺では，干潮時には徒歩で移動できるほど浅くなる。サンゴ礁地，南の境海に関し

ても干潮時の内海は水深がかなり浅くなることは同様である。 

マングローブ内海の水深は特に浅く，内海の真中にもかかわらず，干潮時には干上がっ

てしまう場所もある。マングローブ内部は，干潮時には完全に干上がってしまう。 

浅い海では小舟や徒歩にて主に採集漁がおこなわれる。 
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深い海 
北の境海と外海はすべての漁場の水深が 10pima ラインを超える深い海である。北の境海

の水深の幅は 15pima～70pima ある。沿岸部には 50m ほど浅瀬が続いているが，その先は急

に水深が深くなる。積載量 1000t ほどの船であれば充分に入港することのできる水深である。 

外海の漁場の水深の幅は 20pima～200pima までもあり，かなり深い海域であるとともに

波風の強い海でもある。このような深い海では，安定性が良く船足の速い竜骨構造船を用

いて主に刺網漁がおこなわれている。 

 
底質 

海産物の分布には海の深さとともに底質が重要である。キルワ島の漁師は底質を，泥，

砂，藻，岩，サンゴ礁の五つに分類している(表 3-1)。それによると，砂と岩の要素はすべ

ての海にみられが，藻の要素が現れるのは内海だけである。底質が泥の漁場をもつ海は，

内海，北の境海，南の境海である。マングローブ内部の底質も泥である。底質がサンゴ礁

の漁場をもつ海は，外海とサンゴ礁地である。 

以上のような水深と底質の違いによって，各漁場に特有の漁獲物がある。 

 

3. 三生態海域の海産物 
 
マングローブの内海の海産物 

内海の漁獲物は，主に小・中型の魚である。魚はマングローブ腐葉土から供給される栄

養価の高い海水や，藻を餌としている。また泥底には各種のナマコ jongoo(Holothuria scabra

等)が生息している。さらに，南西モンスーン時にはエイが獲れる。エイは内海の泥や砂底

に生息する二枚貝を餌とする。 

マングローブ付近では小エビ kamba prounzu(Fenneropenaeus indicus)が獲れる。マングロー

ブ内部の泥土下にはワタリガニ科のノコギリガザミ kaa gobesu(Scylla spp.)や二枚貝が生息

している(表 3-3)。 

 

サンゴ礁をもつ外海の海産物 
サンゴ礁地の漁獲物にはサンゴ礁にすむチョウチョウウオ科やキンチャクダイ科の小・

中型の魚が棲息している。またナマコ種のなかでもサンゴ礁にすむ種類 (Actinopyga 

mauritiana 等)がいる。さらに，サンゴ礁の穴の中にはタコ pweza(Octopus cyanea)，サンゴ礁

の岩の間には各種の貝(シラナミガイ等)が生息している。 

サンゴ礁池から外海への境目である礁斜面 (図 2-3 の⑫ )には大型エビ kamba 



第三章 三生態海域と漁撈活動 

 - 46 - 

kochi(Panulirus ornatus)が生息している。また，深場には大型の魚 (ハタ chewa ufuta: 

Cephalophlis miniata やブダイ pono: Scarus sordidus 等)も棲んでいる。礁斜面より先の外洋に

は大型の回遊魚 ( マグロ jodari: Thunnus albacares 等やスギ songoro: Rachycentron 

canadum(Linnaeus)等)がいる。 

 

内海と外海の境海域の海産物 
内海と外海の自然条件を兼ね備えた境海では，多種の海産物が獲れる。小・中型魚はも

ちろんのこと，北風の期間(12 月～３月)には，外海から内海に入ってくる大型の回遊魚が獲

れる。大型のエビも獲れる。沿岸の小規模なサンゴ礁群にはシラナミガイもいる。 

水深が深く泥底であり，ところどころにサンゴ礁群をもつという，内海と外海の自然環

境条件を兼ね備えた境海は，多様な種類の海産物を獲ることができるという，漁場として

の優位性をもつ。 

 
4. キルワ島の漁法 
 
漁法の分類 

キルワ島では 41 種類の漁撈活動がおこなわれている(表 3-4)。それらを漁撈の形態で分け 

表 3-3．キルワ島の水族(一例)と生態海域の関係 

底質 
水族 

泥 サンゴ 

和名 現地名 学名 内 マ 境 サ 外 

ナマコ(ex. ハネジナマコ) jongoo maji Holothuria scabra ○     
エイ(ex. ヒョウモンオトメエイ) taa chui Himantura uarnak ○  ○   

中型魚(ex. クロダイ) doro Diagramma pictum ○  ○   

小魚(ex. ニセクロホシフエダイ) kelea Lutjanus fulviflamma ○ ○ ○   

小エビ kamba prounzu Fenneropenaeus indicus ○ ○    

二枚貝 kombe Anadara erythraeonensis  ○    

ノコギリガザミ kaa gobesu Scylla spp.  ○    

ナマコ(ex. クリイロナマコ) jongoo pauni Actinopyga mauritiana    ○  

シラナミガイ gawagawa Tridacna maxima   ○ ○  

タコ pweza Octopus cyanea   ○ ○  

大型エビ kamba kochi Panulirus ornatus   ○ ○ ○ 

小魚(ex. セダカヤッコ) kipepeo Pomacanthus maculosus   ○ ○ ○ 

マグロ jodari Thunnus albacares   ○  ○ 

スギ songoro Rachycentron 
canadum(Linnaeus) 

  ○  ○ 

ハタ chewa ufuta Cephalophlis miniata   ○  ○ 

ブダイ pono Scarus sordidus     ○ 

                     出所：Richmond, M. D. 1997 と現地調査をもとに作成 
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ると，以下の三つに分けて考えることができる。 

 

①素手や漁具を使用した｢採集漁｣：21 種類(全漁法の 51%) 

②釣針と釣糸を使用した｢釣漁｣：５種類(全漁法の 12%) 

③網を使用した｢網漁｣：15 種類(全漁法の 37%) 

 

採集漁，釣漁，網漁となるにつれて，漁法は複雑かつ高価な漁具を使用するようになる。

この違いは漁法の発展段階に対応している。採集漁は，素手またはキルワ島およびその周

辺地域で自給できる道具を使用して行うことができる単純なものであり，漁法の中でも原

始的なものである。釣漁は，かつてバオバブの樹皮をより合わせた釣糸とある種の樹木の

棘を利用した釣針が使われていたと言われる。また，キルワ島から発掘された発掘物の中

には，９～10 世紀頃のものと見られる鉄製の釣針がある(Chittick 1974b: 439-445)。今は対岸

のキルワ･マソコの市場で購入されたナイロン製の釣糸と鉄製の釣針が使用される。網漁に

はもっぱらナイロン製の網糸が使用される。キルワ島の古老の話では｢網 nyavu はアラブ人

が持ってきたものである。｣ということである。漁具作成の材料や，老人の話から判断して，

三つの型の漁法の中では網漁が も新しい漁法である。 

 

採集漁 
採集漁は 21 種類あり，キルワ島の漁法(網漁 15 種，釣漁５種)の中で も種類が多い。そ

れらは，①素手漁法と②漁具を使用する漁法の２形式に分かれる(表 3-5)。漁具を使用する

漁法はさらに，(②-1)集漁具を使用する漁法と(②-2)狩猟具を使用する漁法に分かれる。 

 

①素手形式：魚類の捕獲段階に漁師が積極的に関わる漁法である。素潜り手掴み，潮干

狩りなど３種類しかない。漁獲対象はすばやい魚ではなく，移動性の低いナマコや二

枚貝である。素手漁法の漁は主に単独で行われ，女性の参加率が高いことが特徴であ

る。 

 このように漁具を使用しない素手漁法は，もっとも原始的なものであると考えられる。 

 

②-1 集魚具使用の採集漁：設置した集漁具(柵，籠，筌)に入った魚類を採集する漁法で

ある。全漁法は 10 種類あり，その内，柵を使用したものが６種類と多く，続いて籠

が３種類，筌が１種類ある。集魚具の設置には大人数を要するが，魚類の採集は１

～３人の少人数で行われる。集魚具に魚類が入るに任せる漁なので設置場所に生息

する多種の魚類を獲ることができる。 
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  柵を使用した魚柵漁は，三つの生態海域の全てに対応するという，キルワ島のそれ

ぞれの海環境によく適応した漁法である。採集漁の中でも も高い漁獲高を期待す

ることができる漁法である。 

 

②-2 狩猟具使用の採集漁：魚類の捕獲時に打撃棒や手網，毒，銛，弓矢，爆弾などを使

用して漁師が積極的に関わる漁である。全部で８種類あり，その内，毒，爆弾，毒銛，

鉄製の弓矢を使用した漁法はタンザニア政府によって禁漁とされている。基本的には

単独で行われる漁法であるが，魚毒漁と爆弾漁は大量の漁獲を採集するために多人数

を要する。 

 

採集漁は内海やマングローブ内部，サンゴ礁地帯などの浅い海で小舟や徒歩にて行われ

る。外海では行われる採集漁はない。集漁具などの漁撈具の大部分がキルワ島及びその周

辺地域の材料をもちいて作られる。漁獲量はおおむね少ないが，柵を使用した漁法である

魚柵漁の漁獲量は，外海で行われる刺網漁に匹敵するほど多い。魚籠漁も比較的多い。 

 

 

表 3-5．採集漁の形式 

漁法 場所 形式 
現地名 和名 内 マ 境 サ 外 

人数 船 漁獲対象 

木製魚柵漁   ◎   1-2 小 中・大型魚，大型エビ 
木・網製魚柵漁   ◎   1-2 小 中・大型魚，大型エビ 
木製魚柵漁(丸木舟) ◎     1-2 小 ボラ 
ヤシ繊維性魚柵漁 ◎     1-2 徒歩 小・中型魚 
低木性魚柵漁    ◎  1-2 徒歩 小・中・大型魚，大型エビ 

 
 
 
柵 

Wando wa miti 
Wando wa nyuavu 
Dufu 
Uriro 
Kitipa 
Wando wa chuma 鉄棒製魚柵漁    ◎  1-2 徒歩 小・中・大型魚，大型エビ 

沈降魚籠漁(大) ○  ○   1 徒歩 小・中型魚，カニ 
固定式魚籠漁(中) ○  ○ ○  1 徒歩 小・中型魚，エビ 

 
籠 

Dema ya kutosa 
Dema ya kufinga 
Dema ya kugongea 延縄式魚籠漁(小) ○  ○   3-3 小 小・中型魚 

集
漁
具
使
用 

筌 N’gonyo 筌漁  ◎    1 徒歩 小・中型魚 

Kaa カニ漁  ◎    1 徒歩 ノコギリガザミ 
pweza タコ漁    ◎  1 徒歩 タコ 
kamba エビ漁    ◎  1 徒歩 大型エビ 
Kupotora 魚打撃漁    ◎  1 徒歩 小・中型魚 
Baruti (禁) 爆弾漁(禁)    ◎  10- ― 小・中・大型魚 
Mshere wa chuma (禁) 鉄弓漁(禁)    ◎  1 ― 中・大型魚 
Josho (禁) 魚毒漁(禁)    ◎  10- ― 小・中型魚 

 

狩
猟
具
使
用 

Bunduki ya sumu (禁) 毒銛漁(禁)    ◎  1 ― 中・大型魚 
kombe 潮干狩り ○ ○    1 徒歩 二枚貝 
Kukamata Jongoo ナマコ潜水漁 ◎     1 小 ナマコ 

 
素手漁法 

Kuzamia Jongoo ナマコ手掴み漁    ◎  1 徒歩 ナマコ 

注．｢◎｣はその場所だけで行われる漁法を，｢○｣は二箇所以上で行われる漁法を示す。 

                                 出所：現地調査により筆者作成 
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釣漁 
釣漁は５種類あり，２形式に分けることができる(表 3-6)。 

 

①一本釣り漁法：釣針を一つだけ釣糸に付けて行う漁法。３種類ある。キルワ島には釣

竿を使用した釣漁はない。多くの漁場に対応した漁法であるが，一本釣りのため漁獲

量は少ないが，大型の魚が連れたときの利益は大きい。対象魚にあわせて釣針のサイ

ズや釣糸の太さ，材が変わる。主に単独でなされる漁法であるが，大型魚を対象とし

た固定式糸釣漁は二人で行われることもある。 

 陸上からの手釣漁は，子供たちが遊び感覚で行うものであり，このようにして子供た

ちは海に親しんでゆく。 

 

②延縄漁法：複数の釣針を釣糸につけて行う漁法。内海で行う小規模なものと，外海で

行う大規模なものの２種類ある。長い延縄の仕掛けを取り込む際に１～２人を要する。 

 

網漁 
網漁は 14 種類あり，７形式に分かれる。７形式のうち①追い込み形式，②囲み形式，⑥定

置網形式，⑦刺網形式は，久高島の漁撈の調査を行った寺嶋秀明氏の分類に従っている(寺嶋 

1977: 212)。③曳き形式，④掬い形式，⑤被せ形式は現地調査をもとに筆者が設定した(表 3-7)。 

 

①追い込み形式：棒で水面を叩くなどして魚を脅かし，網の中に魚を導きいれて獲る漁

法。２種類あり，いずれも水深の浅い海に漁師が入って行われる。魚を追い込む者，

網を海中に固定する者など二人から三人で行われる。 

 

②囲み形式：漁師が海に入り，魚の群れを囲むように網を動かして魚を獲る漁法。２種

類とも水深の浅い海で行われる。漁師二人組みで行われるが，舟を操舵する棹で網の

表 3-6．釣漁の形式 

漁法 場所 形式 
現地名 和名 内 マ 境 サ 外 

人数 船 漁獲対象 

Urimasi 陸上手釣漁 ○   ○  1 徒歩 小魚 
Mshipi 船上手釣漁 ○  ○ ○ ○ 1 小/大 小・中型魚 

 
一本釣り 

Kocho 固定式糸釣漁 ○  ○   1-2 小 中・大型魚 
Matozi 小型延縄漁 ○  ○   1-2 小 小・中型魚 延縄 
Rongoraini 大型延縄漁   ○  ○ 1-2 大 大型魚 

注．｢◎｣はその場所だけで行われる漁法を，｢○｣は二箇所以上で行われる漁法を示す。 

                                 出所：現地調査により筆者作成 
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一端を固定することで一人でも可能である。 

 

③曳き形式：砂浜や干潟，船上から網を曳き魚類を獲る漁法。３種類ある。網漁の中で

も も多人数を要する漁法である。漁師各人にはそれぞれ役割が決まっており，組織

化された漁法であると言える。 

 

④掬い形式：小魚群を網で救い上げて獲る漁法。網目の細かい蚊帳を利用してマングロ

ーブ沿いの内海で行われる。網漁の中では唯一女性の手によって行われる漁である。 

 

⑤被せ形式：陸上または船上から目視にて小魚群を確認し，円錐形の網目の細かい網を

手で投げ水面に広げ魚を獲る漁。単独で行われる。 

表 3-7．網漁の形式 

 
漁法 場所 形式 

現地名 和名 内 マ 境 サ 外 
人数 網目 

(inchi) 
糸 船 漁獲対象 

Nyavu za kupigia 追込み網漁 ◎     3-3 中(2.5) 9 小 小・中型魚，ボラ 追込み 
Msembwe 追込みまき網漁  ◎    3- 中(2) 6 徒歩 小・中型魚，小エビ 
Nyavu za kokoro まき網漁 ○     3- 小(1) 太 24 小 小・中型魚 
Nyavu za mkondi 岩場まき網漁    ◎  3-4 中(3-3) 18 徒歩 中型魚 

囲み 

Nyavu za uyoyo 小型まき網漁    ◎  3- 小(1.5) 6 徒歩 小魚 
Juya 地曳網漁 ○  ○   10- 大(1) 太 30 小/大 中・大型魚 
Nyavu za kavogo 小型地曳網漁 ◎     6-8 小(0.5) 太 24 小 小・中型魚 

 
曳き 

Mtando 船上曳網漁   ○  ○ 3- 小(0.5) 9 大 中・大型魚 
掬い Nyavu za tandiyo 掬網漁 ◎     3-4 小(0.5 以下) 極細 徒歩 小魚 
被せ Kiniya 投網漁 ○   ○  1 小(1) 細 4 徒歩/小  小魚 
定置網 Nyavu za kuzibia 定置網漁    ◎  1-2 中(3-3) 9 徒歩 小・中型魚，大型エビ 

Misadaka  置き刺網漁(エイ) ○  ○   3-3 大(7) 太 36 大 エイ 
Soni  置き刺網漁(大型魚)   ○  ○ 3-6 大(5) 太 36 大 大型魚，大型エビ 
Siniya  置き刺網漁(サメ)   ○  ○ 3-6 大(30cm) 太 36 大 サメ 

 
刺網 

Iyari 流し刺網漁     ○ 3-6 大(5) 太 36 大 大型魚 

注．｢◎｣はその場所だけで行われる漁法を，｢○｣は二箇所以上で行われる漁法を示す。 

                         出所：寺嶋 1977: 212 と現地調査をもとに筆者作成 
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⑥定置網形式：網を杭でサンゴ礁地帯に帯状に設置し，干潮時に網と岸との間に残され

た魚類を採集する漁である。設置段階では多人数を要するが，漁獲の採集は１～２人

で行われる。 

 

⑦刺網形式：海中に網を帯状に仕掛け，網目に刺さる(絡まる)魚類を獲る漁法。４種類

あり，網漁の中で も細分化された漁法である。水深の深い海で行われる。漁具の中

でももっとも費用が掛かるのが刺網形式の網である。積載量の少ない平底船を用いて

行われるエイを対象魚とした置き刺網漁は二人で行われる。積載量の多いダウ船やマ

シュア船，船外機付ボートで行われる置き刺網漁は四人から多いときには六人で行わ

れる。 

 

以上のうち，①追い込み，②囲み，③曳き，④掬い，⑤被せの５形式は漁師が海に入っ

て行われる漁法である。水深の浅い，内海，マングローブ内部，サンゴ礁池，境海の沿岸

部で行われる。漁獲物の捕獲時に漁師が積極的に関わる。 

⑥定置網，⑦刺網の２形式は，網を設置後，しばらくの間放置される漁法であり，漁獲

物の捕獲時に漁師が関わらない。⑥定置網はサンゴ礁の外海側の淵に沿うように設置され

る。⑦刺網は竜骨構造船を使用して境海や外海に仕掛けられる。竜骨構造船も刺網も高価

なものなので，刺網漁は資本を必要とするが， も多い漁獲量を望める漁法である。 

 

4. 季節，潮汐サイクルと漁撈活動 
 
 漁撈活動と時間との関係は重要である。季節や潮汐のサイクルによって獲れる魚がこと

なり，それに応じて漁法も変わってくるからである。本節では，風の変化にみる一年周期

の季節の変化，大潮と小潮の一ヶ月のサイクル，そして，一日の潮の干満にみる時間の変

化，と漁撈活動の関係についてみてゆく。 

 

季節と漁撈活動 
キルワ島で生活をしていると，木造帆船での移動や刻一刻と様変わりする海岸線を見る

につけ，風と潮とが人々の生活に与える影響を身をもって感じさせられる。キルワ島では

８方向からの風が一年を周期として規則的に吹く(表 3-8，図 3-2)。 

｢upepo｣は｢風｣を意味するスワヒリ語であると同時に，｢精霊 pepo｣や｢霊界，天国 peponi｣

を意味する言葉でもある。目には見えぬが木々を揺らし，帆船を運ぶこの｢風｣という存在
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に畏怖の念や未知の存在を重ね合わせて考え

ることは，世界の他の地域でも同じことが言

える  (吉野  1989; ワトソン  1990; 土屋 

2004)。キルワ島においても風は，ただ単に｢流

れ動く空気の現象｣という無機質なものでは

なく，魚や雨を運んでくる｢良い風｣であった

り，作物や家を倒す｢悪い風｣であったり｢精霊

の風｣であったりと，有機的・人格的な存在と

して認識されている。 

先述のように，南緯９度ほどに位置するキ

ルワ島はモンスーン文化圏に含まれる。タン

ザニアでは一般的にモンスーンは，一年のう

ち約半年交代吹く，北モンスーン kaskazi と南

モンスーン kusi の二つの風として知られてい

るが25，キルワ島ではさらに細分化された風の分類がある(表 3-8)。それは北風→北西風→西

風→南西風→南風→南東風(２種類)→東風→北東風の８方向から吹いてくる風である(図

3-2)。 

以下にキルワ島に吹く風の詳細についてみてゆく。 

 

北風 Kaskazi：良い風 
北風 kaskazi は 12 月から２月の３ヶ月間吹く北風の総称であり，①北東風 maturai kaskazi

と②真北風 kaskazi wa sawa と③北西風 kaskazi matope の三種類がある(丸数字は表 3-8 に対

応)。 

小雨季の雨を伴う北モンスーンは，外洋から島周辺に回遊魚を運んでくる｢良い風｣であ

るとともに，湿気を含んだ暑さを伴う風でもある。暑気の時期(12 月～３月)に重なる。 

 

①北東風は 11 月から 12 月にかけて吹く。小雨季前のこの時期には雨(merekete と呼ばれる

雨)がぽつりぽつりと降り始める。島民はこの雨に間に合うようにトウモロコシやソルガム，

陸稲の作付けを始める。インド洋側から吹く北東風は，島から対岸の町への航海に適した

風であり，風を受けた帆船は大きく帆を張り，ものの 10 分足らずで対岸へと人々を運ぶ。

また，夜に凪の日が続き，夜間の漁撈活動(内海での曳網漁)にも適する。 
                                                   
25 スワヒリ語において，kusi と kaskazi は｢南風｣と｢北風｣を意味するだけではなく，そのまま｢自然科学的

な方位｣である｢南｣と｢北｣を意味する。 

 
図 3-2．キルワ島の風 
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表 3-8．キルワ島の風の分類 

月 A.H. 名前 説明 方角 

1 
 

2 
 

②Kaskazi wa sawa 雨,大陸の熱気を伴う風，気温があがり害虫が増える 
海洋から内海に魚が移動，魚影が濃くなる，魚柵の設置開始時期 

北 

kaskazi の風の変わり目に吹く  
2 

 
3 

 
 

kaskazi  
③Kaskazi matope ④Mwana shanga 

 
Kaskazi matope時の強風・内陸からの雨雲ととも

に吹く 
大雨季の前に吹く強風 

 
北西 

強くない風，内陸から吹いてき土の香りがする 
夜明け(alfaziri)に吹く，寒さ(内陸の雨)を運んでくる 
航海に適する 

3 
 

4 

4 
 

5 

 
⑤Umande 
(kitumbo *maturai ya bara) 

⑥Zachi・Tufani(女性言葉) 
Linjenje 

umande 中の強風 
内陸から吹いてくる 

 
西 

5 6 
 

⑦Mahibu 
Ndoka (海言葉) 

強い風・収穫物(ソルガム,陸稲)や屋根，家を倒す悪い風，続けては

吹かない(mala moja moja)，悪い風“Upepo ubaya sana.” 
海の害虫発生 suruwe や mwanbe →漁獲高に影響 

 
南西 

6 7 

7 8 

⑧Kusi wa sawa 終わりの時期に魚が内海に入ってくる 南 

8 9 
 

 
 
 

Kusi 
 

 ⑨ Mnara mbeto ・

(Kusi meupe) 
強風で魚類が採れなくなる，1 ヶ月間(3 日強風→3 日凪→3 日強風

を繰り返す)，kusi の終わりの風 

航海に適す，凪，漁獲高があがる，Bamvua kubwa がくる 9 10 
 

 
⑩Maturai kusi ⑫Maturai punda Maturai kusi 時の強風，カシューナッツの花

とマンゴーの果実を落とす風，海がにごる 

 
 

南東 
 

10 S 
 

 
 

Maturai 
⑪Maturai wa sawa 
 

漁に適す(特にサンゴ礁地帯でのイカ・タコ)，凪の日が続く 
風は吹いたり吹かなかったり 

東 

11 R 

12 １ 

Kaskazi ①Maturai kaskazi 夜に海が凪になる，漁に適する，航海に適す 
雨が降り始める，作付けの開始(トウモロコシ，ソルガム，陸稲等)  

 
北東 

⑬Zaruba 
 

どちらから吹いてくるか分からない風，精霊の風と呼ばれる悪い強風 
風の音が精霊の話し声に聞こえる 

 
他 

Kimbunga 竜巻 

注 1．｢A.H.｣はイスラーム暦(2003～2004 年)を現す 

出所：現地調査をもとに作成 

 ②真北風 kaskazi wa sawa は１月に吹く風である。この時期は一年間で も気温が高くな

る期間であり，蠅やムカデ，蛇なのどの害虫や危険な生き物が増え，島民の生活を脅かす。

マラリアの原因となるハマダラ蚊もこの時期に急増し，マラリア患者の多くでる時期でも

ある。このように住民生活にとって｢悪い風 upepo baya｣と呼ばれる真北風であるが，漁撈活

動の観点からすると，外洋から島周辺の海へ回遊魚を運んでくる｢良い風 upepo nzuri｣であ

る。 

真北風にともない小雨季が始まると，キルワ島の北より流れ込むマブジ川の水量が増え，

内陸からの栄養価の高い淡水 maji baridi がキルワ島周辺の汽水域に流れ込んでくる。そのた

め外洋から回遊魚がキルワ島近海へ移動してくるので魚影が濃くなる，と漁師は説明する。

また，雨が降ると凪になり沿岸部の海水温が下がるので，涼しさ baridi を求めて外洋の魚が
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島の周辺に集まってくる，とも説明される。 

このように真北風とともに，外海からキルワ島の沿岸部に入ってくる大型の回遊魚を対

象として，島北部沿岸には｢魚柵漁 wando｣と呼ばれるキルワ島の伝統漁法が開始される。魚

柵漁については第四章に詳しい。 

③北西風は２月に吹く風である。北西風の時期にひときわ強く吹く風は｢④mwana shanga｣

と呼ばれる。この強風は内陸からの雨雲とともに吹き，大雨季の前兆となる。｢mwana 

shanga｣は強風の代名詞として，キルワ島の割礼の唄にも登場している(第十章)。 

 

西風 umande：雨の匂いの風 
⑤西風 umandeは北風から南風に変わる３月と４月の期間に，西から吹いてくる風である。

大陸側から吹いてくるこの風は｢土の匂い，雨の匂い｣がすると表現される。大雨季 masika(３

月～５月)の期間吹く風で(グラフ 3-1)，一日のうち特に夜明け前の礼拝時 alfajiri に吹く。穏

やかな風ではあるが，時折｢⑥zachi(女性言葉で tufari)｣と呼ばれる西からの強風をもたらす。 

 

 南風 kusi：悪い風 
南風 kusi は５月から８月の四ヶ月間吹く南風の総称である。⑦南西風 mahibu と⑧真南風

kusi wa sawa と⑨南東風 mnara mbeto の３種類がある。大雨季 masika(３月～５月)と冷涼気

pupwe(６月～10 月)に吹く。南風は総じて強風で，この時期は水温も下がり，大雨により土

を含んだ淡水 maji mwekundu が汽水域に流れ込むので，漁撈活動に適さない｢悪い風｣として

認識されている26。 

                                                   
26 この期間，大雨が原因で都市部との交通・流通網が遮断され，キルワ県が｢陸の孤島｣化してしまうこと

もある。市場で売られる日用品の値段が上がり，人々の生活を苦しめる。 

グラフ 3-1．降雨量，気温，風 

 

注１．降雨量は 1973-2003 の平均値 
出所：Tanzania Meteorological Agency の資料をもとに作成 
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特に５月に吹く南西風mahibu (漁師言葉で ndoka27)と８月に吹く南東風mnara mbeto (別名

Kusi meupe)は風の中でもひときわ強く吹く風である。 

南西風は収穫前の作物，ソルガムや陸稲，また，建築物までも倒す｢とても悪い風“upepo 

baya sana”｣と呼ばれる。またこの時期，海には，刺網に掛かった魚を海中で食べる寄生虫

suruwe やシャコ mwanbe(Odontodactylus scyllarus)などの害虫が多発し，漁獲に大きな打撃を

与える。 

南風の終わりに吹く南東風は特に強風であり，一ヶ月間28に，三日間強風がつづきその後

三日間凪がつづく，を繰り返す。この期間，外海での漁撈活動は風の変化を察知する能力

を必要とする困難なものとなる。また，土を含んだ淡水の流入等の原因もあいまって漁獲

がほとんど望めないので，島民は巻貝 kingongwa(Lunella coronata)や二枚貝を採りこの期間

のおかずとする。 

どちらの風も海を時化させ，漁撈活動の妨げとなったり，収穫物や家などを倒したりと，

住民の生活を脅かすものである。 

 

東風 maturai：喜びの風 
東風 maturai は南風から北風への変わり目の９月から 11 月の期間，インド洋側から吹い

てくる風である。⑩南東風maturai kusiと⑪真東風maturai wa sawaと①北東風maturai kaskazi

に分かれる29。 

東風は総じて穏やかな風である。帆船での航海に適しており，漁獲高もあがる｢喜びの多

い raha sana 風｣として認識されている。気温も下がり，害虫の少ない過ごし易い日々を島

民に提供する。冷涼期と小雨季の時期(11 月～12 月)に重なる。 

キルワ島の北のキルワ･マソコや南のパンデ地域への移動が多いキルワ島民にとって，進

行方向に対して東から垂直に作用する東風は，木造帆船での帆走に適した風である。南北

方向どちらに進むにしても，風を捉えるために三角帆を入れ替える必要がない。東風と先

述した西風の期間は，｢一つの帆 tanga moja｣で航海ができる期間であると表現される。 

この時期，内海の河口域にてクロダイ doro(Diagramma pictum)やタチウオ mrendere 

(Trichiurus japonicus)が獲れ始めると｢小雨季の雨 merekete｣がそろそろ降り始めるとされ，同

時に北東風の前兆ともなる。また，生態海域２のサンゴ礁池では，タコ pweza の採集漁が

開始される。 

                                                   
27 ondoka (vt ndoka)，｢立ち去る｣の意。海で漁師がこの今強風にあうと，｢ndoka (港に帰ろう)｣と言うこと

にちなんでこの名で呼ばれる。 
28 2004 年は７月 17 日から８月 17 日までの期間 mnara mbeto が吹いた。 
29 北東風 maturai kaskazi は北風 kaskazi と東風 maturai の両方の範疇に入る風である。 
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穏やかな風ではあるが，９月に時折吹く｢⑫maturai punda｣と呼ばれる風は，カシューナッ

ツの花やマンゴーの小実を落とし，海をにごらせる強風である。この風が吹くとヤギなど

の家畜が原因不明の死を遂げることがある。インド洋側から吹いてくる東風はキルワ島で

は強い力をもつと考えられており，それはインド洋に住むとされる｢海の精霊 jini wa 

baharini｣の力と結びつけられる30。筆者の住み込んでいた家の雌ヤギも一頭この風にやられ

た。ヤギが完全に息を引き取る前に神の名を唱えながら屠られたが，このとき島の老女が

｢東風の時には家畜 mifugo がよく死ぬ。精霊 shetani31にやられるのだ。｣と呟いた。 

｢⑬zaruba｣と呼ばれる，何時どこから吹いてくるかわからない強風があり，この風も｢精

霊の風｣と呼ばれている。木々を揺らしたり，家畜を殺したり，人を憑依状態に陥らせたり

するこの風の音はまるで精霊が話をしているように聞こえるという。 

 

潮汐サイクルと漁撈活動 
一年を周期に変化する風と比べ，潮は一日の内に干満を繰り返し，さらにおよそ 15 日ご

とに小潮と大潮を繰り返すという周期の短い変化を見せる。干満差がおよそ 3.4ｍで遠浅の

続くキルワ島近海では，一日の内に広大な干潟が出現し，また消えるといった海岸線の著

しい変化を観察することができる。小舟や徒歩にての沿岸漁撈を主とするキルワ島の漁師

にとって，この海岸線の変化は漁場と漁法の選択や，漁の好不調に大きく影響を与える。 

潮汐を知るためにはイスラーム暦が使用される。夜に月の満ち欠けを見上げ，潮の変化

に耐えず注意を払うことがキルワ島の漁師の間では一般である。漁師の頭の中には，某月

某日は，何時に潮が何処までひき，何時に潮が何処まで満ちるかについての知識がしっか

りと入っている。 

キルワ島では潮汐は干満差の大きさによって六つに分類される(表 3-9)。干満差が も大

きくなる大潮の期間は｢bamvua｣と呼ばれ，満月の時の大潮は｢bamvua la mwezi｣，新月時の

大潮は｢bamvua la kiza｣と呼び分けられている32。｢mwezi｣はスワヒリ語で｢月｣を意味し｢kiza｣

は｢暗闇｣を意味する。月の有無で大潮を二つに呼び分けているのは，夜に月明かりを頼り

                                                   
30 辞書的な意味では｢punda の風: pepo punda｣は｢a kind of evil spirit｣を意味する(A Standard Swahili-English 

Dictionary)。 
31 スワヒリ語で精霊は｢ジニ jini｣である。しかし精霊の悪い側面が強調されるとき呼び名は｢シェタニ

shetani｣となる。ジニとシェタニは異なるものではなく一つの存在であり，ジニの悪い性格が強調される

と｢シェタニ｣と呼ばれる。古老の説明では｢ジニとシェタニはひとつのものだ。ジニが悪いことをすると

きにシェタニと呼ばれる。人が悪いことをすると泥棒と呼ばれるのと同じだ。｣である(第九章)。 
32 ｢bamvua｣という言葉は｢潮の種類｣を表すだけではなく，｢期間｣を示すときにも使われる。例えば，漁師

はこんな使い方をする。｢野営しながら漁をするので，四つの bamvua 後にかえって来る｣。｢四つの bamvua｣
とは｢大潮四回分｣という意味であり，約２ヶ月間に相当する。海の世界には，大潮の数を単位とした独自

の時間認識が存在している。 
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に漁などの活動をする海に生きる人々らしい分類である。大潮時は潮が大きく動くので，

魚の活動も活発になり漁獲量も増えるといわれている。 

大潮の後の干満差が小さくなる三日間は，｢maji maana｣と呼ばれる。その後さらに緩慢さ

が小さくなる二日間は｢charu｣と呼ばれる。そして干満差は 小になる日は｢kibumbiza｣と呼

ばれる。kibumbiza の後，潮の干満差が徐々に大きくなってゆく三日間は｢kiamuko｣と呼ばれ

る。kiamuko の後，再び bamvua の期間が始まる。 

このような潮汐の変化を，イスラーム社会であるキルワ島の漁師はイスラーム暦を使用

して認識している。bamvua la mwezi はイスラーム暦の 12 日～18 日の７日間，bamvua la kiza

は 27 日～２日の６日間である。月に二回ある maji maana は３，４，５日の三日間と，19，

表 3-9．キルワ島のイスラーム暦をもとにした潮汐 

日(A. H.) 潮の種類 説明 漁撈との関係 
1 bamvua kiza 新月の大潮 外海での刺網漁 
2    
3 maji maana 大潮の終わり 外海での刺網漁 
4  干満差が小さくなる  
5    
6 charu 干満差が小さくなる 外海での刺網漁 
7    
8 kibumbiza 干満差が 小 外海での刺網漁 
9  ウリロ漁の開始(9 日) 

10 kiamuko  
11  

干満差が大きくなる 
早朝に潮が引き始める 

 
12  
13  
14  
15 bamvua mwezi 
16  
17  
18  

満月の大潮 
18 日が maji maana と重なる場

合もある 

大潮の期間外海での刺網漁は避

けられる 
大潮の期間内海での曳網漁 

19 maji maana 大潮の終わり 外海での刺網漁 
20  干満差が小さくなる ウリロ漁終了(20 日) 
21 charu 干満差が小さくなる 外海での刺網漁 
22    
23 kibumbiza 干満差が 小 外海での刺網漁 
24  外海での刺網漁 
25 kiamuko  
26  

干満差が大きくなる 
早朝に潮が引き始める 

 
27  新月の大潮 
28 bambua kiza  
29   
30   

大潮の期間外海での刺網漁は避

けられる 
大潮の期間内海での曳網漁 

                          出所：現地調査をもとに筆者作成 
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20 日の二日間である33。charu は６日と７日の２日間と，21 日と 22 日の２日間である。干

満差が 小になる kibumbiza は８日と 23 日の二日である。kiamuko は９，10，11 日の三日間

と 24，25，26 日の三日間である。 

潮汐の変化は，太陽暦よりも，月の満ち欠けを基準とする太陰暦であるイスラーム暦に

よく対応しているので，キルワ島の漁師はイスラーム暦を用いることにより正確な潮汐の

スケジュールを把握している。キルワ島では，日常的な社会生活には太陽暦(西暦)のカレン

ダーが使用されるが，イスラームの行事や漁撈活動の際にはイスラーム暦が使用される。

キルワ島の漁師であればその大半が，イスラーム暦で今日は何日なのかを把握している。 

 

5. 船と漁撈活動 
 
 船については第五章で詳しく論じる。ここでは，漁撈活動に関係する船の基本情報につ

いて述べる。 

船の構造と種類 
 キルワ島には，丸木舟 mtumbuwi，平底船 mbare，ダウ船 dau，マシュア船 mashua，船外

機付ボート boti の５種類の船がある。５種類の船を構造で分けると，大木を刳り抜いてつ

くる刳り舟構造(丸木舟)と，平板を張り合わせてつくる木造構造船に分かれる。木造構造船

はさらに，平底構造船(平底船)と底に竜骨をもった竜骨構造船(ダウ船，マシュア船。船外

機付ボート)に分かれる(表 3-10)。竜骨とは，V 字型の底の頂点部分を支える木材のことで

ある。 

竜骨構造のおかげで，船は真横から波風をうけても直進できるように舵をとることがで

きる。また水切りもよく，船の速度も増すし，安定性も高い。竜骨構造船は波風の荒い外

海でも使用できる船である。 

 逆に竜骨をもたない刳り舟構造や平底構造の船は，小回りが利き浅瀬でも使用すること

                                                   
33 場合によっては 18 日と重なり charu の期間が三日となることもある。 

表 3-10．船の構造と造り方 

構造 種類 竜骨 帆柱 肋木 舵 ブーム 船外機 

刳り舟 
 

丸木舟 
腕木舟 

－ 
－ 

± 
＋ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

平底構造船 平底船 
漁火舟 

－ 
－ 

＋ 
－ 

＋ 
＋ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

ダウ船 
マシュア船 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

－ 
＋ 

－ 
± 

木
造
構
造
船 

 

竜骨構造船 

船外機付ボート ＋ ± ＋ ＋ ± ＋ 
注．腕木舟と漁火舟はキルワ島にはなくその周辺地域に存在する 

                              出所：現地調査をもとに筆者作成 
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ができるので，水深の浅いマングローブが密生した内海での使用に適している。 

 

船の構造と漁撈活動の関係 
キルワ島の各船が漁撈活動に使用される割合をみると，徒歩での漁が 27 漁種で 66%と際

立って高いことが分かる(表 3-11)。続いて丸木舟が 24 漁種で 59%，平底船が 20 漁種で 49%

であり小型船の利用の割合がかなり高いことが分かる。一方，大型船の利用の割合は低く，

ダウ船は９漁種で 22%，マシュア船は６漁種で 15%の使用しかない 

各船と漁法の関係についてみてみると，網漁では丸木舟と徒歩の使用が 57%と高く，次

いで平底船の使用が 43%と続く。釣漁では平底船とダウ船の使用が 60%と高い。採集漁で

は徒歩 81%と丸木舟 71%が圧倒的に高い。マシュア船は採集漁に使用されない。ダウ船が

１種類の採集漁に使用されるが，これは複数の魚籠を一本の綱に結んで延縄状にした仕掛

けを，境海の中心部に仕掛ける延縄式魚籠漁 dema ya kugongea への使用である。 

 

6. 三生態海域と漁撈活動 
 
漁法の傾向 

キルワ島には 41 種類に漁法がある。そのうち採集漁は 21 種類，釣漁は５種類，網漁は

15 種類である(表 3-4)。 

全漁法でみると，内海に対応した漁法が 18 種 45%と も多い。続いてサンゴ礁地帯と内

海と外海の境目が 15 種類 38%と多い。マングローブ内部では５種類で 13%，外海では６種

類で 15%と漁撈活動が行われる割合は低い。内海，サンゴ礁地，境海において多様な漁撈

活動が行われていることが分かる(表 3-12)。 

次に，各漁法と海との関係をみてみる。 

21 種類の採集漁のうち 11 種類がサンゴ礁池で行われており，割合で見ると 52%と採集漁

の半数以上がサンゴ礁地で行われている。続いて，内海では７種類 33%の採集漁が行われ

表 3-11．船と漁法の関係 
丸木舟 平底船 ダウ船 マシュア船 徒歩 船種 

漁種 (漁法の数) (漁法の数) (漁法の数) (漁法の数) (漁法の数) 

網漁 57% (8) 43% (6) 29% (4) 29% (4) 57% (9) 
釣漁 20% (1) 60% (3) 60% (4) 40% (2) 20% (1) 

採集漁 71% (15) 52% (11) 5% (1) 0% (0) 81% (17) 

全漁法 59% (24) 49% (20) 22% (9) 15% (6) 66% (27) 

注．全漁法は 41 種類 

表 3-1 より算出 
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ている。境海では５種類 24%，マングローブ内部では３種類 14%である。水深の深い外海

では採集漁は行われない。５種類の釣漁は，内海と境海で多く，４種類 80%である。次い

で，サンゴ礁地と外海で２種類 40%行われている。根や枝が入り組んだマングローブ内部

では釣漁は行われない。15 種類の網漁も内海と境海で多く６種類 43%である。次いでサン

ゴ礁地と外海で多く，４種類 27%である。マングローブ内部では２種類 13%の網漁が行わ

れる(表 3-12)。 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，各海の漁法の傾向を浅い海から順にみてゆく。マングローブ内部では５種類の

漁法のうち採集漁が３種類，網漁が２種類である。漁法が少ないので傾向は出にくいが，

マングローブ内部では採集漁が 60%，網漁 40%行われている。サンゴ礁池では，17 種類の

漁法のうち，採集漁の種類が飛びぬけて多く，11 種類 65%であり，採集漁中心の漁撈活動

が行われている。内海では 18 種類のうち採集漁と網漁が７種類 39%を占めている。釣漁は

22%である。内海の漁法の傾向は，採集漁と網漁が中心であるといえる。境海では 15 種類

の漁法のうち網漁が６種類 44%，採集漁が５種類 31%，釣漁が４種類 25%であり，網漁中

心の傾向にあるといえる。外海では６種類の漁法のうち，網漁が４種類 67%と大半を占め

ており，網漁の傾向が強いことが分かる(表 3-13)。採集漁はない。 

  

 

 

 

 

 

 

以下に，三生態海域でどのような漁法が行なわれているのかについてみてゆく。 

 

内海の漁法 
 内海では 18種類という多様な漁法が行われる(表3-14)。その内訳は採集漁が７種２形式，

表 3-12．各海で行われる漁法(各漁法の何割が行なわれているか) 
採集漁 網漁 釣漁 全漁法 水深 場所 
数 % 数 % 数 % 数 % 

マングローブ内部 ③ 14 2 13 0 0 5 12 
サンゴ礁地帯(潮溜り，礁池) ⑪ 52 4 27 2 40 17 41 
内海 ⑦ 33 ⑦ 47 4 80 18 44 
境海 5 24 ⑦ 47 4 80 16 39 

浅 
 
 
 
深 外海 0 0 ④ 27 2 40 6 15 

注．各海の漁法で も多いものを丸数字で示す 

表 3-13．各海で行われる漁法の割合(各海の漁法ごとに割合を出した) 
採集漁 網漁 釣漁 全漁法 水深 場所 
数 % 数 % 数 % 数 % 

マングローブ内部 ③ 60 2 40 0 0 5 12 
サンゴ礁地帯(潮溜り，礁池) ⑪ 65 4 24 2 11 17 41 
内海 ⑦ 39 ⑦ 39 4 22 18 44 
境海 5 31 ⑦ 44 4 25 16 39 

浅 
 
 
 
深 外海 0 0 ④ 67 2 33 6 15 

注．各海の漁法で も多いものを丸数字で示す 
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釣漁は４種２形式，網漁が７種６形式である。傾向としては，集魚具使用の採集漁が５種

類と多いことと，網漁が７種６形式と細分化していることである。 

 内海の漁法には，水深が浅く干満差が大きいという内海の自然条件を利用したものが多

い。例えばナマコ潜水漁(表 3-12 の No.6)や追込み網漁(No.12)，まき網漁(No.13)，掬網漁

(No.16)，陸上手釣漁(No.8)，投網漁(No.17)などは沿岸，または浅い海に漁師が入って行う漁

法である。ヤシ繊維製魚柵漁(No.2)，貝採集漁(No.7)，二種類の地曳網漁(No.14，15)などは

干満差が大きく，泥底であるという自然条件を利用した漁法である。 

 

マングローブ内部の漁法 
 マングローブ内部では採集漁が３種３形式，網漁が囲い網漁１種と合計５種類の漁法し

か行われない(表 3-15)。特徴としては５種類のうち４種類がマングローブ内部固有の漁法で

あるということであることと，漁に船を使用しないということである。 

表 3-14．内海の漁撈活動 

漁法 種類 形式 No. 
現地名 和名 

説明 

23 Dufu 木製魚柵漁(丸木舟) 沿岸に柵を建て丸木舟内に飛び込んでくる魚を獲る 
24 Uriro ヤシ繊維製魚柵漁 沿岸に柵を建て干潮時に柵内に残った魚類を獲る 
25 Dema ya kutosa 沈降式魚籠漁 海底に沈めた集魚具内に餌で魚類を誘い込む 
26 Dema ya kufinga 固定式魚籠漁 沿岸に固定した集魚具内に餌で魚類を誘い込む 

 
集魚具 

27 Dema ya kugongea 延縄式魚籠漁 延縄上に仕掛けた集魚具内に餌で魚類を誘い込む 
28 Kuzamia Jongoo ナマコ潜水漁 素潜りでナマコを獲る 

 
 
採集 

素手 
29 kombe 潮干狩り 干潮時の泥，砂地を掘り貝を採る 
17 Urimasi 陸上手釣 陸上から釣糸と釣針で魚を釣る 
16 Mshipi 船上手釣 船上から釣糸と釣針で魚を釣る 

一本釣 

19 Kocho 固定式糸釣漁 釣針を付けた釣糸を杭で海中に固定して魚を釣る 

 
釣 

延縄 18 Matozi 小型延縄漁 複数の釣針で魚を釣る 
追込み 2 Nyavu za kupigia 追込み網漁 棒で水面を叩き魚を網へ追い込み獲る 
囲み 5 Nyavu za kokoro まき網漁 二人組みで水中に入り魚郡を網で囲み獲る 

4 Nyavu za kavogo 小型地曳網漁 干潟から網を曳きその中に魚を獲りこむ 曳き 
3 Juya 地曳網漁 干潟から網を曳きその中に魚を獲りこむ 

掬い 15 Nyavu za tandiyo 掬網漁 水中に入り漁群を網で掬い獲る 
被せ 6 Kiniya 投網漁 陸上・船上から魚群に網を投げ被せて獲る 

 
 
網 

刺網 1 Misadaka  置き刺網漁(エイ) 海中に網を帯状に仕掛けて網に刺さる魚を獲る 

                          出所：現地調査をもとに筆者作成 

表 3-15．マングローブ内部の漁撈活動 

漁法 種類 形式 No. 
現地名 和名 

説明 

集魚具 30 Ugonyo 筌漁 河川に仕掛けた集魚具に入る魚を獲る 
狩猟 31 Kaa カニ漁 泥底の穴内のカニを鉄製の引っ掛け棒で獲る 

 
採集 
 素手 29 kombe 潮干狩り 干潮時の泥，砂地を掘って貝を採る 

囲い 7 Msembwe 追込みまき網漁 二人組みで河川に入り魚群を網で囲み獲る 網 
掬い 15 Nyavu  za  tandiyo 掬網漁 新月，漁火 

                          出所：現地調査をもとに筆者作成 
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マングローブの根(支柱根)には，ナイフのように鋭い殻をもつカキがびっしりと付着して

いる。マングローブ林に分け入って行うノコギリガザミ(ワタリガニ科)の採集漁は危険であ

り，体力も必要なので，若い漁師によって行われる。 

 

サンゴ礁地帯の漁法 
サンゴ礁地帯では 15 種類の漁法があり，中でも採集漁が 11 種類３形式と大半を占めてい

る(表 3-16)。釣漁は２種１形式，網漁は３種３形式ある。採集漁の中でも狩猟具を使用した

漁法が７種類と多い。 

しかしその内４種類がタンザニア政府によって禁止されている漁法である。これらの禁

漁はキルワ島の漁師ではなく，外部からやって来る漁師によっておこなわれていると言う

が，毒漁の毒の原料は島でも自給することのできるある種の樹液を使用したものなので，

かつてはキルワ島の漁師も行っていたと考えられる。爆弾漁に関しては，そもそも漁師が

爆弾を所有しているはずもなく，これはダルエスサラムから大型帆船に乗ってやってくる

漁師によって行われている。禁漁法ではあるが，時折魚毒で獲られたと思われる目の赤い

魚や，爆弾を使用したと思われる音を確認することができる。 

 

サンゴ礁地帯の季節漁村 

サンゴ礁地帯の砂浜には｢msanga mura｣と呼ばれる季節漁村がある。ここは，キルワ島の

南のソンゴ･ムナラ島から来た漁師が家族と共に 40 人から 80 人ほど暮らす季節漁村である。

漁師とその家族は，北風が吹く時期にここで暮らしながら漁を行い，南風の海が荒れる時

表 3-16．サンゴ礁地帯の漁撈活動 

漁法 種類 形式 No. 
現地名 和名 

説明 

34 Kitipa 低木製魚柵漁 礁池に柵を建て干潮時に柵内に残った魚類を獲る 
35 Wando wa chuma 鉄棒製魚柵漁 礁池に鉄製の柵を建て干潮時に柵内に残った魚類を獲る 

集魚具 
 
 26 Dema ya kufinga 固定式魚籠漁 沿岸に固定した集魚具内に餌で魚類を誘い込む 

36 kamba エビ漁 潜水しエビを住処から誘き出して手網で獲る 
32 pweza タコ漁 タコの穴に棒を刺して 
37 Kupotora 魚打撃漁 松明・夜に突棒で魚を叩いて獲る 
38 Josho 魚毒漁(禁) 毒で弱った魚を獲る 
39 Mshere wa chuma 弓漁(禁) 木製または鉄製の弓で魚を射る 
40 Bunduki ya sumu 銛突漁(禁) 鉄製銛で魚を引っ掛けて獲る 

 
 
 
狩猟 

41 Baruti 爆弾漁(禁) ダイナマイトで岩を破壊し魚を獲る 

 
 
 
 
採集 

素手 33 Kukamata Jongoo ナマコ手掴み漁 徒歩にて眼を手掴みする 
17 Urimasi 陸上手釣 釣糸と釣針で魚を釣る 釣 一本釣 
16 Mshipi 船上手釣 陸上から釣糸と釣針で魚を釣る 

囲み 10 Nyavu za uyoyo 小型まき網漁 潮溜りで行う 
被せ 6 Kiniya 投網漁 陸上・船上から魚を目視して行う 

 
網 

定置網 9 Nyavu za kuzibia 定置網漁 網を礁縁に杭で固定 

                          出所：現地調査をもとに筆者作成 
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期に帰ってゆく。 

キルワ島のもう一つの季節漁村は｢watoro｣と呼ばれ，サンゴ礁地帯の南側にあるワトロ島

にある。この島には小さなトウモロコシ畑もあり，かつてはソンゴ・ムナラ島出身の漁師

が一年中住んで漁を行っていたが，現在この島に恒常的に住む者はいないことを 2002 年の

現地調査で確認した。 

このようにサンゴ礁地帯ではキルワ島の漁師に加え，キルワ島の外部の漁師もそこに住

みながら漁撈活動を行っている。外部の漁師とキルワ島の住民との関係は，親族関係や友

人関係もあっていたって良好である。逆にキルワ島の漁師も島外の季節漁村(例えばキルワ

島の西対岸のムゴンゴ地域)に出向いてそこに住みながら漁撈活動を行うことがある。季節

漁村での活動には魚を追って移動する漁師の流動的な生活がある。 

 

外海の漁法 
外海では釣漁が２種２形式，網漁が４種２形式，合計で６種類の漁法しか行われない(表

3-17)。いずれの漁法も竜骨構造船である，ダウ船，マシュア船，船外機付ボートを使用し

たもので，他の海域でおこなわれる漁法と比べると大掛かりなものである。大型船や刺網

を所有するには大きな資本が必要である。したがって外海で漁撈活動を行う漁師はキルワ

島の一部の裕福層と親族関係や雇用関係をもつ漁師である。 

 

境海での漁法 
境海では 15 種類の漁法が行われる。その内訳は集魚具を使用した採集漁が５種，釣漁が

４種２形式，網漁が６種２形式である(表 3-18)。境海の中心部は水深がある程度深く，波風

も穏やかな海なので，小舟から竜骨構造船の全ての船種をもちいて漁撈活動を行うことがで

きる。また，干潮時に沿岸部には沖合に 50m ほど広がりをもつ干潟が出現するほど浅い海

なので，沿岸部では徒歩での採集漁も行うことができる。このように生態海域３の境海は，

船をもたない漁師や小舟しかもたない漁師にも，また，竜骨構造船を使用する漁師にも，広

表 3-17．外海の漁撈活動 

漁法 種類 形式 No. 
現地名 和名 

説明 

一本釣 16 Mshipi 船上手釣 釣糸と釣針で魚を釣る 釣 
延縄 20 Rongoraini 延縄漁 多釣針を付けた釣糸を大浮で海底に固定 
曳き 14 Mtando 船上曳網漁 船上から網を曳く 

11 Soni (nyavu za samaki) 置き刺網漁(大型魚) 大型魚・エビを対象として｢大きな海｣ 
12 Siniya (nyavu za papa) 置き刺網漁(サメ) サメを対象として｢大きな海｣ 

 
網  

刺網 
13 Iyari 流し刺網漁 船で網を曳きながら行う 

                          出所：現地調査をもとに筆者作成 
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く漁撈機会を与える，特権的な漁場である。境海の漁場は，村落部から近いという地理的な

優位性ももつ。 

キルワ島周辺の漁場の中で唯一，漁場に占有権のある木製魚柵漁が行われえる。魚柵漁に

ついては第四章で論じる。 

 

7. 内海の漁撈文化と外海の漁撈文化 
 

内海漁法と外海漁法の違い 
キルワ島では水深の浅い内海とサンゴ礁

地において多様な漁法が展開されている。し

かし，漁撈活動の頻度で考えると，村落部か

ら遠いサンゴ礁池まで行って，漁師が漁撈活

動を営む場合は少ない。やはり，村落に近い

内海と境海での漁撈活動の頻度が高くなる。

境海で行われる漁法の数も多い。 

 また，海の水深が深くなるにつれて，漁法

は，採集漁中心から網漁中心へと変化してい

る(図 3-3，表 3-19)。 も水深が浅いマング

ローブ内部とサンゴ礁池では採集漁が中心

である。内海では採集漁と網漁が半々である。
 

図 3-3．各海における漁法の割合 

表 3-18．境海の漁撈活動 

漁法 種類 形式 No. 
現地名 和名 

説明 

21 Wando wa miti 木製魚柵漁 干潮時に柵内に魚を取込む 
22 Wando wa nyuavu 木・網製魚柵漁 干潮時に柵内(網付)に魚を取込む 
25 Dema ya kutosa 沈降式魚籠漁 餌で魚を捕獲器(海底)に誘い込む 
26 Dema ya kufinga 固定式魚籠漁 餌で魚を捕獲器(海底)に誘い込む 

 
 
採集 

 
 
集魚具 

27 Dema ya kugongea 延縄式魚籠漁 餌で魚を捕獲器(海中)に誘い込む 
16 Mshipi 船上手釣 釣糸と釣針で魚を釣る 一本釣 
19 Kocho 固定式糸釣漁 多釣針を付けた釣糸を杭で海中に固定 
18 Matozi 小型延縄漁 多釣針を付けた釣糸を大浮で海中に固定 

 
釣 

延縄 
20 Rongoraini 延縄漁 多釣針を付けた釣糸を大浮で海底に固定 
3 Juya 地曳網漁 砂浜から網を曳く 曳き 

14 Mtando 船上曳網漁 船上から網を曳く 
1 Misadaka  置き刺網漁(エイ) エイを対象魚として｢小さな海｣で行う 
11 Soni  置き刺網漁(大型魚) 大型魚・エビを対象として｢大きな海｣ 
12 Siniya  置き刺網漁(サメ) サメを対象として｢大きな海｣ 

 
刺網 

13 Iyari 流し刺網漁 船で網を曳きながら行う 

 
 
 
網 

被せ 6 kiniya 投網漁 船上から目視で行なう 

                          出所：現地調査をもとに筆者作成 
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水深の深い境海と外海の漁撈活動は網漁中心の傾向にある。 

 キルワ島の漁撈活動は，海の水深が深くなるにつれて，漁法技術の発展が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
民族に対応した二つの漁撈文化 

キルワ島の漁撈活動は，使用される船でみても，水深が深くなるにつれて発展傾向がみ

られる(表 3-20)。 

水深の浅い海では丸木舟と平底船の小舟が使用される。逆に水深の深い外海では，ダウ

船，マシュア船，船外機付ボートなどの竜骨構造船が使用される。境海では，凪の日に限

り，全ての種類の船を使用して漁撈活動を行うことができる。 

表 3-19．漁法，船，水深の関係 

使用する船 No. 漁法の割合 海 
徒歩 小舟 竜骨船 

漁法の傾向 水深 

 

① 

 

 

マングロー

ブ内部 

 
○ 

 
○ 

 

 
 

徒歩または小舟を使用し

た採集漁中心。 
釣漁はない。 

 

② 

 

 

サンゴ礁池 

 
○ 

 
○ 

 徒歩または小舟を使用し

た採集漁中心 

 

③ 

 

 

内海 

 
○ 

 
○ 

 

 
 

徒歩または小舟を使用し

た採集漁と網漁。 
バランスの取れた漁撈活

動が行われる。 

 

④ 

 

 

境海 

 
○ 

 
○ 

 

 
○ 

 

全ての船を使用したバラ

ンスの取れた漁撈活動。 
網漁の傾向が強い。 

 

⑤ 

 

 

外海 

 
 

 
 

 
○ 

 

竜骨構造船を使用した網

漁。 

 

浅い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深い 
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 竜骨構造船がキルワ島の船の中で， も造船技術が発展した船である。キルワ島におい

ては，竜骨構造船が登場するまで外海での漁撈活動を行うことができなかったものと考え

られる。しかし，船の造船技術的に も発展した竜骨構造船が万能の船であるわけではな

い。マングローブが密生して入り組んだ内海や，水深の浅いサンゴ礁池で使用するには，

竜骨をもたない平底構造の船の方が，浅瀬にまで侵入することができ，小回りも効くので

便利が良いのである。 

 

 

 

 
 
 
 
 

も高度な技術を必要とする外海での漁撈活動は，竜骨構造船での刺網漁である。竜骨

構造船の起源は，アラブ・ペルシャ系民族の遠洋航海文化に由来すると推測される(第五章)。

他方，キルワ島の沿岸部や，波風の穏やかなマングローブ内海で，徒歩や小舟にて行われ

る採集漁中心の漁撈活動は，スワヒリ海岸元来の漁撈文化であると推測できる。 

内海漁撈と外海漁撈の担い手をみてみると，漁撈活動における民族別の分業がみられる。

すなわち，内海漁撈の担い手はバントゥ系漁師であり，外海漁撈の担い手は竜骨構造船の

所有者であるアラブ系住民とそれに雇用された漁師である(表 3-21)。 

 

 

 

表 3-20．船と生態海域との関係 

漁撈活動に使用する船 
小舟 竜骨構造船 

海 水深 波風 
徒

歩 丸 平 ダ マ ボ 

船の所有者 

マングローブ内部 弱 ○      ― 
サンゴ礁地 中 ○ ○     漁師 
内海 弱 ○ ○ ○    漁師 
境海 中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 漁師／裕福層 
外海 

浅 
 
 
 
深 強    ○ ○ ○ 裕福層 

 

表 3-21．キルワ島の二つの漁撈文化 

漁撈活動 海 船 主な担い手 特徴 

内海漁撈 沿岸部 

マングローブ内海 

小舟 

徒歩 

バントゥ系漁師 徒歩，小舟での採集漁 

漁法が多様化している 

外海漁撈 境海 

外海 

竜骨構造船 

 

アラブ系住民 

雇用された漁師 

大型竜骨船をもちいての置き

刺網漁 
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第四章 内海漁撈と外海漁撈の融合的漁撈，魚柵漁の事例 

 

 

境海で行われる漁撈活動は特権的な漁撈活動である。内海と外海の自然環境を兼ね備え

た境海では，多種の海産物が獲れる。また，徒歩も含め全種類の船を使用して漁撈活動を

行うことが可能である。さらに，境海は村落から距離的に近い漁場であるという地理的な

優位性ももつ。多くの漁師に漁撈機会を与える境海の沿岸部では，キルワ島の漁法の中で

唯一漁場に占有権がある魚柵漁という，キルワ島発祥の漁法が行われている。 

 

1. キルワ島の固有漁法，魚柵漁とは何か？ 
 

ナソロ老人は快活に笑う冗談好きの老人で，70 歳という高齢にもかかわらず，海で鍛え

た筋肉も隆々とした大丈夫である。部族はタンザニア南部沿岸地方の machinga 族である。

妻は三人で，子供は 11 人いる。キルワ島では 古老の一人であり，島民の尊敬の念を集め

ている。ナソロ老人への尊敬は，ただ高齢という理由からだけではなく，ナソロ老人がキ

ルワ島において現在ただ一人，二種類の魚柵漁を行う，魚柵漁に精通した漁師であること

にも由来している。 

 

魚柵漁の由来 
魚柵漁とは，潮の干満差の大きいサンゴ岩礁や

マングローブ沿いの浅瀬に背丈ほどの柵を設置し，

干潮時に柵内に取り残された魚介類を採取する，

親族単位で操業される小規模漁業のことである。

世界の各地にも潮汐を利用した採集漁法は確認さ

れており，九州や沖縄の石干見などもそうであり，

漁撈活動の中でも も原始的なものの一つである

とされる(西村 1969)。 

キルワ島の伝承によると魚柵漁は，その真否は

さておき，キルワ島発祥の漁法であるという。膝

を｢くの字｣に折って座った女性の足の形がヒント

になって考案されたといわれる(図 4-1)。女性が発案し男性に教えた漁法ということである。

スワヒリ海村社会に広く分布した漁法であり，遠くはザンジバル島やケニアのモンバサ島

 
図 4-1．魚柵漁の由来 
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においてもこの漁を確認することができる。かつてサンガ村落(第七章)に住んでいたバント

ゥ系のサンガの人々にとって魚柵漁は，ソルガム栽培と並び も大切な生業であったとさ

れている。古老は，キルワ島の昔の暮らしは，｢魚柵を仕掛けることと畑を耕すこと“kutega 

nyando na kulima shamba”｣であったと語る。これはキルワ島のアラブ・ペルシャ系住民の生

活ではなく，バントゥ系住民の生活についての語りである。 

魚柵漁は伝統的な漁法ということもあってか，他の漁には見られないいくつかの特徴を

もつ。これまで何度も繰り返し強調してきたように，魚柵を設置する漁場に，親族間に継

承される占有権があることや，豊漁を願う儀礼 dua やおまじない umangu，漁獲の分配の規

則 mobo などもある。 

 

魚柵漁の種類 
設置場所や規模，その材料等に応じて６種類(表 4-1)の魚柵漁がある。魚柵の設置場所を

三つの生態海域ごとにみてみる。 

生態海域１の内海では，①ヤシ繊維製魚柵 uriro と②丸木舟使用の木製魚柵 dufu が行われ

る(丸数字は表 4-1 に対応)。生態海域２のサンゴ礁池では，③鉄棒製魚柵 wando wa chuma

と④低木製魚柵 kitipa が行われる。生態海域３の境界沿岸部では，⑤木製魚柵 wando wa miti

と⑥木・網製魚柵 wando wa nyavu が行われる。 

ここでは，ナソロ老人がおこなう①ヤシ繊維製魚柵漁と⑤木製魚柵漁の事例を取りあげ

る。なお，キルワ島では木製魚柵のことを通常｢ワンド wando｣，ヤシ繊維製魚柵のことを｢ウ

リロ uriro｣と呼ぶことに習い，以下では便宜上，木製魚柵漁を｢ワンド漁｣と，ヤシ繊維製魚

柵漁を｢ウリロ漁｣と表記する。 

 

2. 魚柵漁の材料と構造 
 
魚柵の材料 

ナソロ老人が仕掛けるワンドの柵には約１万２千本の細木が必要となる。柵に使用する

表 4-1．魚柵漁の分類 

生態海域 種類 設置 高さ 主な材 潮 風 

１ ①ヤシ繊維製魚柵漁 uriro 
②木製魚柵漁(丸木舟使用) dufu 

可動 
固定 

低 
中 

ヤシ繊維, 
木材と丸木舟 

大潮 
大潮 

年中 , 特に南西風

情報無 
２ ③鉄棒製魚柵漁 wando wa chuma 

④低木製魚柵漁 kitipa 
固定 
固定 

中 
中 

鉄棒 
木材 

全潮 
全潮 

南西風 
北東風 

３ ⑤木製魚柵漁 wando wa miti 
⑥木・網製魚柵漁 wando wa nyuavu 

固定 
固定 

高 
再高 

木材 
木材と網 

全潮 
全潮 

北東風 
北東風 
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細木は dadangambili，msofu，nokoraの３種類の陸生の細木が選ばれる。細木の直径は約 2cm，

高さは 2.5～3m ほどである。キルワ島では一般に魚柵には msofu，と nokora が使用される。

dadangambili を使用することはナソロ老人の考案である。dadangambili の利点としてナソロ

老人は，｢入手が容易｣であることと，｢軽いので運搬に便利｣であることを挙げる。従来の

msofu や nokora に比べ海中での寿命は４ヶ月ほどと短いが，ワンド漁は後述のように北風の

３ヶ月間を漁期とするので充分であるという。その他，柵を海中に固定する杭 ziro として，

沿岸部に自生するマングローブの一種 mkandaa(Ceriops tagal (Parr) C.B.Robinson)が使用され

る。本来ならばマングローブを切るときにはキルワ・マソコの役所のマングローブ課に料

金を支払わなければいけないのだが，20 本ばかりのマングローブ材を魚柵漁に使用する際

に，｢料金を支払え｣と文句を言う人間はキルワ島にはいない。 

北風 kaskazi が吹き始める３ヶ月ほど前から，ナソロ老人は森に入り細木の収集をし，家

に持ち帰り柵に編む作業を一人でおこなう。細木の結束に使用される紐は，海水につけて

湿らせたヤシ mnazi(Hyphaena coriacea)の葉 myaa である。木は指先が通るか通らないかほど

(1.5cm)の間隔を空けて，上中下の三箇所を編みこまれてゆく。編まれて柵になったものは

｢uti｣と呼ばれる。 

ワンド漁の材料は全てキルワ島で自給できる。ナソロ老人は森に入り細木を切ることで，

労働力は掛かるが，現金を使用せずにワンド漁の柵を作成している。ナソロ老人は，｢魚柵

は無料 bure の漁だ｣と語る。 

一方，ウリロ漁に使用する柵は無料ではない。柵の材料には，｢chukuti｣と呼ばれる乾燥さ

せたココヤシの葉 myaa の繊維を使用する。これはキルワ島で自給することがでず，ココヤ

シの産地であるシンギーノ singino 地域で生産されるヤシ繊維をキルワ・マソコの市場で買

ってくる。直系 30cm ほどに束ねたヤシ繊維は，一束 150tsh という安価で売られている。ウ

リロ漁は無料の漁ではないが，それほど資金のかかるものではない。 

 

魚柵の構造 
魚柵の構造は，魚が入る直径 1.7m ほどの円形の囲い｢魚の部屋 chumba cha samaki｣を中心

に，その両側に人が手を広げたような形で広範囲を覆うように柵が立てられる(図 4-2)。魚

の部屋は円錐形に頂上をすぼめられて閉じられている。これはボラ mlimba(Mugil cephalus)

など水面を跳ねる魚が上から逃げないようにである。 

｢魚の部屋｣から両側に伸びた柵は見た目通り｢手 mkono｣と呼ばれる。｢手｣はその先で内側

に曲げられる。内側に曲げられた二辺の柵のうち，岸まで伸び魚の逃げる空間を完全に塞

いだものを｢kifa｣と呼ぶ。もう一方の岸までの空間を少し残したほうは｢peto｣と呼ばれる。

柵の中に迷い込んだ魚は，逃げ惑い kifa にぶつかり進路を変えて peto にぶつかり再び進路
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を変え，終には魚の部屋の中に入る，

といわれる(図 4-2)。魚の部屋の入り口

には｢fururizi｣と呼ばれる魚返しがつい

ており，一度中に入った魚は二度と外

には出られない。｢魚の部屋｣の上部は

円錐形にすぼめられているので上から

の逃亡も不可能である。 

 以上の魚柵の構造は，ワンドとウリ

ロに共通であるが，柵の高さが異なる。

水深の浅い生態海域１の内海で使用さ

れるウリロの柵はココヤシ繊維を編ん

で作られており，高さは 80cm ほどで，

｢魚の部屋｣には約 170cm の柵が使われる。水深の深い生態海域３の境海沿岸で使用される

ワンドの柵の高さは約 2.5ｍで，｢魚の部屋｣に使用される柵は３ｍほどもある。 

このように魚柵の構造は，両方に伸びた｢手｣により，魚の退路を塞ぎ，魚返しのついた｢魚

の部屋｣に取り込むようにできている。｢魚の部屋｣は一種の生け簀であり，中の魚を採集す

るまで，生きたまま保つことができる。ワンド漁は材料費の掛からな無料の漁にも関わら

ず，キルワ島の漁法の中で，刺網漁 jarife に次いで多い漁獲量が期待できるという，キルワ

島の海環境に技術的に適応した漁法である。 

 

3. 二つの魚柵漁と生態海域の関係 
 
マングローブ内海で行われるウリロ漁 

マングローブに囲まれた波風の穏やかな遠浅の内海では，大潮の干潮時に 100m 以上も沖

合に広がりをもつ干潟が出現する。その干潟の 先端部に沿ってウリロは設置される。マ

ングローブの影や中に集まってくる小・中魚を対象にするので，マングローブを沖から覆

うような陣形に設置される。 

対象魚はマングローブ内海に生息する小・中型魚やイカなどである。ナソロ老人は漁の

好不調により，ウリロを設置する場所を変えるが，干潮時の干潟と海との境目を選んで設

置場所の選択が行われる。また，内海の水深は浅いので，ウリロ漁に使用される柵の高さ

は低い。その代わり｢手｣の一片長さは 150m ほどもあるので，漁場の広範囲を覆うことがで

きる。 

 

図 4-2．ワンド漁俯瞰図 
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境海の沿岸で行われるワンド漁 
ワンド漁は境海の沿岸部で行われる。先述のように境海にはキルワ島で唯一，占有権を

もった漁場がある。現在，魚柵漁は四箇所の漁場(図 5-5 の No.7，9，10，15)でおこなわれ

るに過ぎないが，1930 年代にキルワ島を訪れたイギリスの探検家リチャード・バートンは，

キルワ島の境海沿岸を埋め尽くすようワンド漁の柵が並んでいる光景を書き記している

(Barton 1941)。 

ナソロ老人がワンド漁を行う場所は，ちょうどサンガ村落の｢Masakasa｣と呼ばれる沿岸

部の｢ナソロ老人のキコ34kiko cha Mzee Nasoro｣である(図 5-5 の No.15)。この漁場はナソロ老

人が父親から譲り受けた場所である。占有権は代々親族によって継承され，ナソロ老人は

その７代目にあたるという35。ナソロ老人以外の漁師がここに魚柵を設置することは基本的

にできないが，話し合いや賃貸によって，占有権は親族以外のものに譲ることもできると

いう。 

ワンドは干潮時の干潟と海との境目である急に水深が深くなる急斜面に沿って設置され

る。ここの海底には泥底の合間に小規模なサンゴ礁群がみられる。 

 

4. 季節，潮汐サイクルと魚柵漁 
 
季節とワンド漁 

ナソロ老人は風が吹く期間を，イスラーム暦を用いて認識している。風の変化は，自然

科学的に考えると太陽暦により対応しているので，イスラーム暦(太陰暦)を用いたナソロ老

人の説明にはどうしても年間のズレが生じているが，本章においてはナソロ老人に習い，

時期を表すのにイスラーム暦を用いる。なおイスラーム暦は下線付きで表す。 

ナソロ老人は，北風はイスラーム暦の１月または２月に吹き始める，と認識する。実際

2003 年の事例では，２月１日にワンド漁を開始した。この日は，西暦 2003 年 12 月 26 日で

あり，新月の大潮 bamvua kiza が始まる日であった。 

北風に合わせて(１月～３月までの約 90 日間)にワンドを設置する理由は以下のように説

明される。 

 

(１)北風とともに小雨季が始まり，河川の水位が増し，栄養価の高い淡水 maji baridi がキル

ワ島近海に流れ込むので外洋から魚がキルワ島沿岸部に集まってくるから。 

                                                   
34 キコ kiko とはマングローブを切り開いた小道や河川，サンゴ礁地帯の砂浜など一時的に小舟を停泊する

ことができる場所のことである。 
35 先代は，Nahodha Beti，Adi Saburi，Nchoga，Saidi Guchi，Nusura bina Batibu，Abudara Yusufu の６人。 



第四章 内海漁撈と外海漁撈の融合的漁撈，魚柵漁の事例 

 - 74 - 

(２)気温が上がり，外洋の海水温が上がる。キルワ島近海の水温は，河川からの淡水の流入

により外洋に比べて下がるので魚が涼しさ baridi を求め沿岸部に集まってくるから。 

 

以上の二点の理由で，境海の沿岸部に魚が寄ってくるという。 

河川から流入する｢栄養価の高い淡水 maji baridi｣と｢涼しさ baridi｣とを求めて回遊魚がイ

ンド洋からキルワ島近海にやってくる。中型の回遊魚は，隠れ場所や餌となる小魚を求め

てマングローブ沿に寄ってくる。その魚を追って大型の魚もマングローブ沿いにやってく

る。回遊魚が外海から内海に侵入してくる時期に照準をあわせて，ナソロ老人は北風時に

ワンドを仕掛けるのである。この期間でも大潮時の波の動きが激しく海がにごる日には，

魚が海のごみ vumbi を嫌いマングローブ沿いに逃げてくるので，より漁獲高が上がるという。 

逆に強風が続く南風の期間は，風で柵が倒れてしまうので境海沿岸での魚柵漁には適さ

ない。ワンドの寿命は３～４ヶ月ほどなので，北風時に設置した柵は，南風が吹き始める

頃には壊れてしまう。このようにナソロ老人は，魚柵を設置する時期を決める際に，｢栄養

価の高い海水｣，｢涼しさ｣，｢マングローブ内の餌｣，｢清潔さ safi｣を求めて沿岸部に集まっ

て来るという，魚の習性についての知識を活用している。 

強風の南風の期間，ナソロ老人は，波風が比較的穏やかな生態海域１の内海でウリロ漁

を行う。 

 

潮汐サイクルとウリロ漁 
ウリロ漁はイスラーム暦の９日の潮とともに開始される。干満差はイスラーム暦の 16 日

に 大になり，以後小さくなってゆくので，イスラーム暦の 20 日の潮までウリロ漁は可能

であるとされている。このようにウリロ漁は，大潮の 12 日間設置され，小潮の期間には陸

にあげられる。陸で柵に修繕を施し，再び大潮の期間に設置されるのである。ウリロの柵

の寿命は約５，６ヶ月とワンドのものより長く，南風が吹く５ヶ月間，ずっと漁を行うこ

とができる。 

 ナソロ老人がウリロ漁を行う期間を，一ヶ月の潮の干満に照らし合わせてみてみると，

ナソロ老人は一ヶ月に二回ある大潮のうち，満月の大潮の期間しかウリロ漁を行っていな

いことがわかる(グラフ 4-1)。また大潮の期間だけではなく，大潮の始まる前からウリロ漁

を開始し，大潮の期間が終わってもしばらくウリロ漁を行っていることがわかる。この理

由をナソロ老人に聞くと， 

｢若い頃は一ヶ月に二回ウリロ漁を行っていたが，現在では体力的な問題から満月の大潮

のときにしか行わない。満月の大潮のときは新月の大潮よりも漁獲が上がるし，なにより

夜中に漁を行うときに明るいので便利である。｣とのことである。さらに，ウリロ漁を行う



第四章 内海漁撈と外海漁撈の融合的漁撈，魚柵漁の事例 

 - 75 - 

南風の時期が，ちょうどトウモロコシ mahindi とソルガム mtama の収穫にあたる畑仕事の

忙しい時期であることもこの期間，月に 12 日間しかウリロ漁を行わないことに関係してい

ると考えられる。 

 

5. 海産物の分配と魚柵漁 
 
分配の規則 mobo 
 魚柵漁には， 初の漁獲は魚柵の持ち主ではなく，柵の設置を手伝った人間に与えられ

るという分配の規則がある。このような分配の規則は｢mobo｣と呼ばれ，ワンド漁以外には

みられない。ナソロ老人の魚柵の設置作業に関わったのは，ナソロ老人の四人の息子と息

子の友人一人，ナソロ老人の友人一人，筆者とナソロ老人本人を含めた八人である。その

うち 初の漁獲の分配にありつけるのはナソロ老人を除いた七人である。 

 

海産物の分配と魚柵漁 
 キルワ島の漁法のなかで，境海の沿岸部で行われるワンド漁は，外海で行われる置き刺

網漁に匹敵する漁獲量を望める漁法である。現在では漁獲量が減ったといわれる。しかし

昔は，魚を取り込む｢魚の部屋｣の中に溢れんばかりの魚が入ったという。魚柵の所有者は，

自給に足りるだけの魚をとり，残った魚は誰でも自由にとって帰ることができた。その際，

老人や寡婦への喜捨もあった。 

古老は昔を思い出しこう語る。｢かつてはキルワ島でお金を出して魚を買うなんて考えら

れなかった。魚柵漁で獲れた魚を売る者もいたが，売り始めて一時間とたたないうちに，

魚は只 bure で分け与えられたものだ。｣ 

魚柵漁は大量の漁獲を望める。しかし，今のように対岸のキルワ･マソコに常設市場がな

グラフ 4-1．干満差とウリロ漁の関係 

 
注．二本の折れ線グラフは一日に二回ある潮汐を表す 

出所：Tanzania Harbours Authority, 2003 と現地調査を基に作成 
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かった時代には，その大量の漁獲をどう処理するかが問題であったろう。なぜならば，キ

ルワ島の熱帯環境下では，魚は一日とたたないうちに腐り始めてしまうからである。魚柵

の所有者は，獲った魚をむざむざと腐らせてしまうよりは，貧しい人たちに喜捨する道を

選んだであろう。キルワ島のイスラーム社会の価値観も，貧者への喜捨を奨励している。 

自給的な生活には，魚柵のような大掛りな漁撈設備を用いて，大量の魚を獲る必要はな

いのである。自給的傾向の強いキルワ島において，大量の魚が手に入った場合は，魚が腐

る前に干物に加工して保存するという手段もあったろうが，他方で盛んに魚の分配も行わ

れたことであろう。キルワ島における海産物の再分配に魚柵漁は，歴史的に大きな役割を

果たしてきたと推測される。境海の沿岸部という，多種の海産物が獲れ，村落からも近い，

漁場として非常に条件の良い場所に，魚柵漁の漁場の占有権が与えられていることからも，

キルワ島において魚柵漁が重要な漁法であることが分かる。 

 

6. 半漁半農の生活様式に対応した魚柵漁 
 

ナソロ老人の魚柵漁を，陸での活動も含めた年間スケジュールの中に位置づけることに

より，キルワ島の生活様式を再構成する(表 4-2)。なお，ここで再構成するのは，キルワ島

の人口の大変を占めるバントゥ系住民の生活である。 

 

まず魚柵漁がおこなわれる期間についてみてみよう。ワンド漁は北風の期間，イスラー

ム暦の１月～３月まで(90 日間)行われる。ウリロ漁は南風の期間，６月から９月までの満月

の大潮 bamvua mwezi の 12 日間行われている(48 日間)。このようにみると実質ナソロ老人が

漁撈活動を行っている日数は，一年 365 日のうち 138 日間(90 日＋48 日)だけである。 

残りの 227 日間ナソロ老人が何をしているかというと，10 月，シャバニ月，ラマザン月

の 90 日間は森で細木を切りそれを柵に編む，ワンド漁のための準備をしている。西風の吹

く４月と５月の 60 日間はヤシ繊維を編んでウリロ漁の柵の準備をしている。準備期間も含

めるとナソロ老人は一年の大半をワンド漁とウリロ漁に費やしていることが分かる。 

 次に陸での活動についてみてみよう。ナソロ老人には三人の妻がおり，三人それぞれが

キルワ島内陸部にトウモロコシ畑とソルガム畑を持っている。トウモロコシ畑とソルガム

畑からの収穫物は三家庭で自家消費される。畑仕事は主に奥さんの仕事であるが，耕作や

収穫などの力と人でのいる仕事にはナソロ老人も加わる。ナソロ老人は１月～４月までの

期間，トウモロコシ畑とソルガム畑の耕作や草取りなどの畑仕事をしている。５月にトウ

モロコシの収穫をはじめ６月に収穫が終わる。その後７月と８月にソルガムの収穫を行い，

９月までに終了する。 
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 ナソロ老人がどこで活動しているのかに注目して整理すると以下のようになる。北風時

は生態海域３の境海沿岸でワンド漁を行い，キルワ島の内陸部の畑で畑仕事をしている。

西風時は畑でトウモロコシの収穫をしている。南風時は生態海域１の内海の干潟でウリロ

漁を行い，畑でソルガムの収穫をしている。東風時はワンド漁の準備のため，森に入り細

木を切っている。 

ナソロ老人は，北風の期間ワンド漁と畑仕事を平行して行っており，南風の期間ウリロ

漁とともに農作物の収穫を行っている。このように見ると北風と南風の期間のナソロ老人

の活動は多忙を極めているようだ。しかし実際は，魚柵漁は設置してしまえば後は一日二

回の漁獲の採集以外することがないし，それもナソロ老人の三人の息子が手伝ってくれる

ので充分に畑仕事と魚柵漁を両立することができる。魚柵漁が，魚の捕獲段階に漁師が関

わる必要がない漁法であるため余暇が生じるのである。 

 西風の期間は河川から泥水がキルワ島周辺の海に流入するので，ナソロ老人は漁撈活動

を行わない。その代わり陸での活動が忙しくなる。畑ではトウモロコシの収穫が始まる。

トウモロコシは現在のキルワ島の代表的な主食であるウガリの原料となる。 

トウモロコシに少しおくれてソルガムの収穫が始まる36。雨乞いや，祈願儀礼などの儀式

にソルガムがよく登場することからも分かるように，ソルガムはキルワ島における古い農

作物である。サンガ人が農作物として収穫したものソルガムであった。ソルガムの収穫は

男性の仕事であり，乾燥，脱穀は女性の仕事である。ソルガム農耕では，男性の仕事と女

性の役割分担がきちんと決まっている。このように性差による労働分化がみられるという

ことからも，ソルガムがキルワ島の伝統的な農作物であることを伺わせる。 

                                                   
36 キルワ島には海のソルガム mtama wa pwani と陸のソルガム mtama wa bara の二種類がある。 

表 4-2．ナソロ老人の一年間スケジュール 

 
   注．男子割礼の期間を３ヵ月としたがこれは過去のものである 

ナソロ老人の 2004 年の活動をもとに作成 
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強風の南風の期間が終わり，東風が吹く頃(イスラーム暦の９月)にソルガムの収穫は終わ

る。キルワ島ではソルガムの収穫の終了にあわせて男子割礼 jando の儀礼が行なわれる。包

皮切除を受けた子供たちは傷が癒えるまで森の中に立てられた隔離小屋 utagaraにて共同生

活をおくる。島の古老の話では，この共同生活の間，子供たちが食べる食事は，収穫され

たばかりのソルガムからまかなわれたという。副食は魚のスープであった。 

ソルガムの収穫後に男子割礼を行なうのは，子供の食糧を確保するためであった。また，

男子割礼の期間中，折にふれて祭りが開催されるが，このとき演奏される｢ムチェケチェ

mchekeche｣と呼ばれるマラカス楽器は，ソルガムの茎で作られた。 

現在では抗生物質などの近代医療の導入によって，子供の包皮の傷は２，３週間で治っ

てしまうが，抗生物質などがなかった昔は，傷が癒えるまで３ヶ月間もかかったという。

年間の労働スケジュールで見てみると，海の生業と陸の生業，そして男子割礼が，あたか

もパズルのピースのようにきっちりとはまることによって，キルワ島の一年間の生活が成

り立っていることが分かる(表 4-2)。 

ナソロ老人の活動に話を戻そう。ソルガム収穫後，東風の期間ナソロ老人はワンド漁の

柵の材料となる細木を森で切り出している。細木を家に持ち帰り，それを柵に編む作業を

繰り返す。そして北風の到来にあわせて，親族と協力して柵を設置し，ワンド漁を行うの

である。 

 ナソロ老人は，時期をずらして二種類の魚柵漁を行なうことにより，年間の漁撈活動と

している。またその間，畑仕事も行なっている。魚柵漁をしながら同時に畑仕事もできる

のは，ナソロ老人の三人の妻が主に畑仕事を請負っているからである。また，魚柵漁が設

置をすれば後は魚が柵の中に入るのを待つに任せるという，余暇の多い漁法であることも，

ナソロ老人の半漁半農の生活を可能にしている。畑仕事にも魚柵漁にも，息子たちからの

協力が得られることも大きな要因であろう。 

バントゥ系のマチンガ族であるナソロ老人の生業は，魚柵漁と畑仕事である。これはサ

ンガ人の生活様式であった｢魚柵を仕掛け，畑仕事をすること kutega nyando na kulima 

shamba｣を今に体現しているようである。もしもナソロ老人の生活様式が，キルワ島のバン

トゥ系住民の生活を代表しているとすれば，その生活は，キルワ島のマングローブ内海と

境海の沿岸部で，小舟などを使用して採集漁を中心とした漁撈活動を行う生活である。そ

して親族の協力のもとに主食となるトウモロコシやソルガムを作る。このような生活が，

キルワ島の大半を占めるバントゥ系住民の元来の生活様式ではなかったろうかと推測する。

実際，現在もそのような生活をおくっている住民の数は少なくはない。 

 このように，バントゥ系住民の生業形態は半漁半農である。他方，アラブ系住民は畑仕

事をしない。アラブ系住民の海の生業活動も，竜骨構造船を使用した外海での漁撈活動や，
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マングローブ内海を航路とした人やモノの運搬業である。さらに，塩田経営も行なってい

る。バントゥ系住民が第一次産業を中心とした自給自足的な生活をおくっていることに対

し，アラブ系住民は第二次，第三次産業である商工業的な生業形態をもっている。キルワ

島の生業構造には民族間で顕著な違いが見られる。 
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第五章 キルワ島の船の文化 

 

 
三つの河川の河口域を囲むように立地し，ラグーンを形成する島嶼のひとつであるキル

ワ島には，六つの海からなる三つの生態海域がある。キルワ島の船の文化は，このように

多様な自然環境を舞台に展開している。 

キルワ島の船の文化で注目したいのは，スワヒリ海岸部には，インド洋を往還した大型

の外洋船｢ダウ dhow｣とは異なる小型の木造帆船｢ダウ dau｣が存在し，キルワ島ではそのよ

うな｢ダウ dau｣が今でも使用されていることである37。 

 
1. 船の構造と機能 
 

キルワ島には，丸木舟，平底船，ダウ船，マシュア船，船外機付ボートの５種類の船が

ある。さらに，キルワ島にはないが周辺地域に存在する腕木舟と漁火舟という２種類の船

がある。これら７種類の船は構造上，刳り舟と木造構造船に分けられるが，木造構造船は

さらに平底構造船と竜骨構造船に分けられる(表 5-1)。 

 

 

                                                   
37 英語の｢ダウ dhow｣という名称はインド洋西海域の木造帆船の代名詞として知られているが，そもそも

｢dhow｣という種類の船はこの海域には存在しない。｢dhow｣という名称は，19 世紀のイギリスの探検家が

三角帆を搭載した木造帆船の総称として使用した言葉である。そしてその由来となったのは，長距離交易

に使用された大型木造帆船ではなく，スワヒリ海岸の小型木造帆船｢ダウ dau｣なのである(Sassoon 1970; 
Sinclair and Matthew 1997)。 

表 5-1．船の構造と造り方 

構造 種類 竜骨 帆柱 肋木 舵 ブーム 船外機 

刳り舟 
 

丸木舟 
腕木舟 

－ 
－ 

± 
＋ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

平底構造船 平底船 
漁火舟 

－ 
－ 

＋ 
－ 

＋ 
＋ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

ダウ船 
マシュア船 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

－ 
＋ 

－ 
± 

木
造
構
造
船 

 

竜骨構造船 

船外機付ボート ＋ ± ＋ ＋ ± ＋ 
注．腕木舟と漁火舟はキルワ島にはなくその周辺地域に存在する 

                              出所：現地調査を基に筆者作成 
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刳り舟：丸木舟と腕木舟 
刳り舟とは丸木を刳りぬいて作った小

さな舟であり，船の発展史において も

原始的なもののひとつとされている。刳

り舟には，丸木舟 mtumbwi 以外に，海事

用語で｢アウトリガー｣と呼ばれる舷外浮

材を取り付けた腕木舟 ngalawa がある。 

キルワ島の刳り舟の規模は材料となる

木の大きさによって制限されるので，艇身は３m から５m，積載量は１t 未満である(表 5-2)。

なお，ここで使用する積載量とは，その船にどれだけの荷物を積めるかを意味する。キル

ワ島では重さ約 10kg の穀物袋(50×65cm)を何個積めるかによって船の積載量は決まる。例え

ば 100 個の穀物袋を積むことができればその船の積載量は１t ということになる。 

刳り舟の船幅は約 70cm と細く，中心部の深さ(center depth)も浅いので海上での安定性は

悪い。その代わり小回りが利くので，水深が浅く入り組んだマングローブの内部にまで侵

入することができる。 

腕木舟には舟体の両側に舷外浮材が付いた｢ダブル・アウトリガー式カヌー｣と片方だけ

に付いた｢シングル・アウトリガー式カヌー｣がある38。キルワ島周辺の腕木舟は，ダブル・

アウトリガー式カヌーである

(図 5-1)。キルワ島の南にある

ソンゴ・ムナラ島に多く存在

する。 

腕木舟の大きさは丸木舟と

ほとんど変わりないが，舷外

浮材が付いた腕木舟のほうが

丸木舟よりはるかに安定性は

                                                   
38 アウトリガー式カヌーを使用している海民は広くインド洋から太平洋にかけて，すなわち，西は東アフ

リカの沿岸から，マダガスカル，モルディブ諸島，南インド，セイロン島，アンダマン諸島，ニコバル諸

島を経てインドネシア，フィリピンに至り，さらに東へメラネシア，ミクロネシア，ポリネシアの全地域

に及んでいる。例えば，コモロ諸島においては，スワヒリ語の ngalawa と同語と思われる，ガラワと呼ば

れるアウトリガー式カヌーが使用されている。また，マダカスカル南西部の沿岸漁民ヴェズは，舷外浮材

が舟の片方にしかないシングル・アウトリガー式カヌーを使用する(飯田 2000)。このカヌーは全長８～９

m もある大型のシングル・アウトリガー式カヌーであり，マスト(V 字型マスト)に四角帆を張って帆走す

る。キルワ県域にはここまで大きな腕木舟は存在しない。また，ヴェズのカヌーには船体に見事な装飾が

ほどこされるようだが，キルワのものには船体への装飾はほとんど見当たらない。 

表 5-2．船の規模 

船種 艇身 積載量 
丸木舟 3～5m 1t 未満 
腕木舟 3～4m 1t 未満 
平底船 5～6m 1t 未満 
漁火船 1.5m 1t 未満 
ダウ船 6～7m 1～2t 

マシュア船 7～8m 2～3t 
船外機付ボート 7～8m 2～3t 

         出所：現地調査を基に筆者作成 

 
図 5-1．丸木舟と腕木舟の比較 

         出所：現地調査を基に筆者作成 
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良い39。また，船体を輪切りにして形を比べてみると，丸木舟がＵ字型なのに対して腕木舟

は深いＶ字型であることが分かる(図 5-1)。このような形をした腕木舟は，両側の舷外浮材

の効果もあり波風の荒い海で使用することができる。事実，内海でも丸木舟では航海が困

難な｢サンガルング海(図 0-1)｣と呼ばれる波風の荒い海を，ソンゴ･ムナラ島の漁師は腕木舟

に乗って航海している。 

 

平底構造船：平底船と漁火船 
平底構造船とは，平板を張り合わせて

造る船底が平な船である。幾枚もの平板

を張り合わせるので平底構造船の規模は

刳り舟よりも大きく，艇身は５m から６m

である。積載量は１t 未満であるが刳り舟

よりは多い。 

船底が平らな船は帆を張った時の安定

性が悪く，横滑りもするので帆走には適

さない。しかし内海のような波風の穏やかな海において櫓や櫂を用いて漕走することには

適している。備え付けの舵はなく，船尾に座った船頭が櫂，または棹を用いて方向転換を

する。 

平底構造船には平底船 mbare と漁火舟 dingi がある(図 5-2)。平底船は日本の川舟に似た小舟

である。別名｢ダウ船の半分 nusu la dau｣と呼ばれるように，ダウ船をそのまま縮小したよう

な船であるが，ダウ船と違い竜骨はない。 

漁火舟40はキルワ島にはない。平底船をさらに真ん中で切り落としたような形をした短い

舟であり，夜間の鰯漁の際に漁師が一人で集魚灯をもって乗り込み，敷き網の中へ鰯を誘

い込む時に使われる。｢ダガーdagaa｣と呼ばれるカタクチイワシの干物を盛んに生産してい

るキルワ･キヴィンジェ(キルワ島の 26km 北)に漁火舟は多く見られる。 

 

竜骨構造船：ダウ船，マシュア船，船外機付ボート 
竜骨構造船の船底は平底ではなく，腕木型の刳り舟(腕木舟)の底と同じく V 字型に尖って

                                                   
39 腕木舟には，平板によって舳先と舷側の高さを追加した準構造船もある。キルワ島周辺の腕木舟は刳り

舟構造であるが，キルワ島以北の沿岸部，バガモヨやザンジバル島では帆柱を常備した準構造船の腕木舟

があり，キルワ島周辺の腕木舟よりも規模が大きく艇身は７m に達するものもある。 
40 キルワ島の老人の話では，かつてキルワ島にも漁火舟があり，沖に停泊した大型船に連絡して人や荷物

を陸に運ぶ，いわゆる｢はしけ舟｣として使われていたという。スワヒリ語の｢dingi｣には｢はしけ用の小舟｣

を意味する英語の｢dinghy｣との関係が見られる。 

 
図 5-2．平底船と漁火舟の俯瞰略図 

        出所：現地調査を基に筆者作成 
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いる。その V 字型の底の頂点部分を支

えているのが竜骨である。底の尖った

竜骨構造船は水がないと立つことがで

きないので，干潮時に干上がるキルワ

島の船着場に停泊させる場合には両舷

に支え木 gadi が取り付けられる(図 5-7)。 

竜骨構造船はキルワ島において 大

級の船であるが，竜骨に一本木を使用

するため規模は制限される。艇身は６m

から８m である。竜骨構造船は縦より

も横に大きくなることによって積載量を増す。積載量は１t から３t ほどである。 

竜骨構造船は，竜骨のおかげで帆走時に起こる船の横滑りを防げる。また，竜骨がある

と水切りが良く船足も速くなるので帆走による遠方への航海に適する。さらに，船尾に舵

をつけることによって帆走時の方向転換を正確に行うことができる。このように竜骨構造

船は帆走には適するが，船体が重く甲板線も高いので櫂と櫓で漕いで進むことにはあまり

適さない。 

キルワ島の竜骨構造船にはダウ船dauとマシュア船mashua，船外機付ボート botiがある。

船外機付ボートは，艇身が７m から８m で積載量が３t ほどの，25 馬力または 40 馬力の船

外機を船尾に取り付けた木造の竜骨構造船である。キルワ島にて船の修繕は可能であるが，

造船は島外，特に船外機付ボートに特化した船大工の多いキルワ・キヴィンジェにて行わ

れることが多い。 

ダウ船とマシュア船は，ともに三角帆で帆走する。艇身もそんなに変わらないが，以下

のような違いがあって，マシュア船のほうが積載量も多く船足も速い。 

 

(１)一点目の相違は，ダウ船にはブーム desutuli はないがマシュア船にはあることである(図

5-3 の A)。ブームとは帆柱の根元から船首の先に真っ直ぐに伸びた棒のことであり，その

先端に三角帆を括り付けることができる。ダウ船にはブームがないので三角帆の先端は

そのまま船首の穴 tundu(図 5-7)に括り付けられる。ブームがあるマシュア船には大きな帆

を張ることができる。従ってマシュア船の船足は速く，遠方への航海に適している。 

 

(２)二点目の相違は船幅の広さである。マシュア船の船幅は約 2.5m あり，ダウ船(２m 弱)

より広いので積載量も多い。また，船幅が広くなると安定性が増すのでマシュア船はキ

ルワ島の船の中で も安定性が良い船である。 

 
図 5-3．ダウ船とマシュア船の比較 

          出所：現地調査を基に筆者作成 
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(３)三点目の相違は船尾の形である。ダウ船の船尾は上から見ると船首と同じく先が尖った

三角形をしている41。このような船体は海事用語で｢ダブルエンダー｣と呼ばれる。一方，

マシュア船の船尾は上から見るとダウ船の三角形の船尾が途中で垂直に切り落とされた

形をしている。このような船尾は｢トランサム船尾｣と呼ばれる(図 5-3 の B)。 

先が尖ったダウ船の船尾にも舵を取り付けることはできるが，トランサム船尾のマシュ

ア船の舵のほうが大きく，性能も良い。また近年，スワヒリ海岸部ではマシュア船やジ

ャハズィ船(ザンジバル島で使用されているトランサム船尾の竜骨構造船)の船尾に船外

機を取り付ける船が増えているが，これはトランサム船尾の形が船外機を取り付けるの

に具合が良いことが関係している。 

 

(４)四点目として船首の形が異なる。ダウ船の船首は横から見ると鳥のくちばしのように前

方に突き出ている。このような船首の形は海事用語で｢クリッパー型船首｣と呼ばれる。

一方，マシュア船の船首は横から見ると直立している。このような船首の形は｢直立型船

首｣と呼ばれる(図 5-3 の C)。 

船首を直立型にするためには長い竜骨が必要なので，マシュア船の竜骨はダウ船よりも

長い。直立型の船首は水切りがよく船足が速いので遠洋航海に適している。しかし，マ

シュア船の｢直立型船首｣では浅瀬の岸に寄る事ができないので桟橋などの港設備が整っ

ていない場所では接岸に不便である。 

 

以上のような二つの船の構造と機能の差を考慮すると，マシュア船はダウ船より発達し

た構造と機能を持つ船であるといえる。 

 

2. 造船とメンテナンス技術 
 
船体の材料と造り方 

キルワ島の船は，島に自生するマングローブを多用して造られる。特にヒルギ科の３種

類のマングローブが良い建造材として用いられている(表 5-3)。人々は海に生えるマングロ

ーブを｢沿岸の木 miti ya pwani｣と呼んで，陸生の木｢陸の木 miti ya mlima｣とは区別しており，

                                                   
41 インド洋交易に使用された古いタイプの船は｢ブーム būm｣や｢サンブーク sanbūk｣と呼ばれる三角帆を張

った船であった。ブーム，サンブークの船は，船首と船尾が尖ったダブルエンダーの船であった。キルワ

島のダウ船の形は，家島彦一氏が｢アラブ古代型の構造をとどめる｣と報告するオマーンのズファール地域

のサンブーク船との類似が見られる(家島 1993, 2006)。 
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マングローブは海に生えるので海中での使用に適している，と考えている。事実，ヒルギ

科のマングローブには防腐効果のあるタンニン成分が含まれており，水中での利用に適し

ている。 

キルワ島には８種類のマングローブがある(表 5-3)。一番硬いとされるマングローブ種は

オヒルギ mshinzi であり， 強度が求められるマシュア船の竜骨や帆柱，船首，船尾に使用

される。次いで強度のあるオオバヒルギ mkoko とコヒルギ mkandaa は，平底船，ダウ船，

マシュア船の肋木に使用される。以上は全てヒルギ科のマングローブである。 

マヤプシキ mpira は重量が軽く加工しやすい木として考えられており，斜桁，ブーム，帆

柱，肋木やダウ船の竜骨など，船材として幅広く使用される。ホウガンヒルギ mkomafi とヒ

ルギダマシ mchu の強度は弱く，船材への利用は稀である。ヒルギモドキ mkandaa dume は

重いという理由から，サキシマスオウノキ mkungu は水分を多く含んでいて脆いという理由

から，船材には使用されない。 

船には陸生の木も使用される。舷側外板や甲板，船梁に使用される平板の材料は，主に

チーク材やマンゴー材である。また，刳り舟にはマンゴーやカシューナッツなどの陸生の

大木が使用される。これらの大木は島外のパンデ地域やマブジ川上流地域，ムゴンゴ地域

などからもたらされる。 

造船や船の修繕は船大工 fundi によってなされる。キルワ島には腕の良い高齢の船大工が

一人いる。そして彼の息子たちが船大工見習いとして父親の仕事を手伝っている42。腕の良

いと評判の船大工を周辺地域から雇うこともあり，遠くマフィア島(キルワ島の約 120km 北)

から船大工を呼んで造船が行われることもある。逆にキルワ島の船大工が周辺地域に出向

いて行くこともある。 

キルワ島の竜骨構造船の造り方は，先に竜骨と何本かの肋木を組み立て，そこに舷側外

                                                   
42 特殊技術を身につけた船大工はキルワ島において社会的に尊敬されてはいるが，経済的には裕福ではな

く，平底船を所有するのみである。 

表 5-3．マングローブの船材への利用 

科 現地名 和名 学名 強度 使用部位 

mshinzi オヒルギ Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam. 強 竜骨,帆柱,肋木 
mkoko オオバヒルギ Rhizophora mucronata Lam. 強 肋木,帆柱,mpasoro 

 
ヒルギ科 

mkandaa コヒルギ Ceriops tagal (Parr) C.B.Robinson 強 肋木,帆柱 
ハマザクロ科 mpira / mliana マヤプシキ Sonneratia alba Sm. 中 ブーム,帆桁,肋木,帆柱,

竜骨,舳先,支木 
センダン科 mkomafi ホウガンヒルギ Xylocarpus granatum Koenig. 弱 肋木 
クマツヅラ科 mchu ヒルギダマシ Avicennia marina (Forsks.) Vierh. 弱 肋木  
シクンシ科 mkandaa dume ヒルギモドキ Lumnitzera racemosa Willld. 弱 － 
アオギリ科 mkungu サキシマスオウノキ Heritiera littoralis Dryand. 弱 － 

出所：キルワ･マソコ役所のマングローブ課から得た資料と現地調査を基に筆者作成 
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板(平板)を下から張り合わせながら徐々に肋木を増やしてゆくという，外板優先工法(プラ

ンク・ファースト)と肋木優先工法(フレーム・ファースト)の中間のような工法である。外

板優先工法とは，先に外板同士を接合してから内部に骨組みを入れてゆく方法であり，縫

合船を使用するアラブ･ペルシャ地域に広く見られる造船技術である。肋木優先工法とは，

先に骨組みを組み立ててから外板を張ってゆく方法であり，西洋の船に見られる造船技術

である(深町 2000; 家島 1986)。キルワ島の外板優先工法と肋木優先工法の中間のような造

船法と同様の報告が，イエメンやオマーン地方の事例よりされている(Agius 2002)。 

 

三角帆の材料と造り方 
ダウ船やマシュア船に使用される大きな三角帆の材料は厚手の綿布 maradufu である。丸

木舟や腕木舟などの小舟の場合は，ビニール製の土嚢袋が材料に使われることもある。三

角帆に綿布を使用するようになったのは 近のことであり，島の老人によると昔はヤシの

葉 myaa で編んだムシロ mkeka を帆として使用していたということである。スワヒリ海岸の

古代船ムテペの四角帆もヤシの葉のムシロであった(Hornell 1942)。  

三角帆は船主主導のもと，村人の協力によって作られる。幅 90cm ほどの細長い厚手の綿

布を八枚つなぎ合わせて，底辺が約７m，高さが約８m の直角三角形に仕上げる。綿布はマ

ソコの市場で１m 当たり 1,500tsh で購入することができる。キルワ島の広場で，布を三角帆

の形に並べ，10cm もある長い縫い針を使用して縫い合わされてゆく。労働対価は現金報酬

ではなく，朝食と昼食が船主から振舞われるだけである。このようなボランティア的な労

働のことを人々は｢キヤウ kiyau｣43と呼び，賃金の発生する日雇い労働である｢キバルア

kibarua｣とは区別している。 

こうしたボランティア活動によって島の住民が共同で帆を作る習慣があることは，この

地域に古くからの帆船の伝統があることを示しているようである44。 

 

船の防水と防虫 
船の寿命は，マシュア船であれば 60 年から 70 年といわれている。船を大切にするキル

ワ島の漁師は，木造構造船であれば年に１回から２回，防水と防虫処理を施す。そして，

竜骨構造船であれば 10 年を目安に竜骨を取り換える。 

キルワ島の船の舷側外板の張り合わせ方は，平板の側面同士を合わせる｢平張り｣と呼ば

                                                   
43 その他｢キヤウ｣は家の泥壁塗りや開墾，屋根にヤシの葉を葺く時などに行われる。 
44 キルワ島に残る 13 世紀の石造建造物(フスニ・クブワ)の壁には四角帆を張った船(ムテペ船)の図が描か

れている。少なくともその当時からキルワ島には帆船が存在していたものと考えられる(Garlake, Peter and 
Margaret 1964)。 
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れる方法であり，縫合船の造船法に影響を受けている(図 5-4)。外板を重ねて張り合わせる

｢鎧張り｣とは違い，｢平張り｣では，どうしても隙間があいてしまう。浸水すると沈没や木

材腐敗の原因になるので，舷側外板の隙間には目張りが施される。 

キルワ島では，船に目張りをすることを，作業に用いる｢ノミ chembeu｣を動詞化させて

｢ku-chembeu｣と呼ぶ。また，目張りの材料である｢綿 karafati｣を語幹とした動詞，｢ku-karafati｣

とも呼ぶ45。綿には油が浸み込ませてあり，防水効果が高められている。適当量の棉を手に

取り，板と板の隙間にあてがって，その上からノミと金槌で軽く押し入れてゆく。船一艘

を目張りするのに大体１日から２日かかり，その間，浜辺にはノミを軽く打つ小気味良い

音が鳴り響く。 

目張りの後，船体の外側にはシャハム shahamu が塗られる。｢シャハム｣はカバの脂を熱

して溶かした液なので，別名｢カバの脂 mafuta ya boko｣とも呼ばれる。マブジ川上流にはカ

バが多数生息しており，カバの脂は市場で１kg あたり 1,500tsh で購入することができる。

シャハムは防水に役立つだけではなく，船の速度を増す効果もあると考えられている。 

シャハムをアルミの容器に入れ，焚き火で熱して液状に溶かし，船体の外側に満遍なく

塗る。脂は乾くと白く固まり，まるで船の表面を蝋燭でコーティングしたかのような仕上

がりになる。目張りとシャハムを塗ることで船に施される防水処理は完成である。 

木製の船体に穴を開けるフナクイムシの防虫には｢シーファ｣と呼ばれる鼻をつく匂いを

発する黒い液体が使用される。シーファはエイ

の内臓を醗酵させて作った液なので｢エイの脂

mafuta ya taa｣とも呼ばれ，フナクイムシを殺す

効果があるとされる。古くなったエンジンオイ

ルをシーファの代用として使う方法もある46。 

丸木舟の場合は，焚き火で舟の外側についた

フナクイムシを焼き殺す方法がとられる。舟の

外殻を火で炭化させると硬度が増す効果もある

とされており，新しい丸木舟は使用前に焚き火

で表面が焼かれる。 

 

3. 船の操縦法 

                                                   
45 目張りに使用する綿は１kg あたり 2,000tsh で売られている。船一艘につき１kg から 1.5kg の綿で事足り

る。 
46 キルワ島で｢シーファ｣といえばエイの内臓の発酵液であるが，近隣地域にはサメの内臓を原料として使

う事例もある(Morgan 1940)。 

 
図 5-4．舷側外板の張り方 

 出所：堀元美 2002, p.251 より引用 
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丸木舟や平底船などの小舟は一人で操縦可能である。ダウ船やマシュア船などの竜骨構

造船は，船尾に座り舵をとる船頭 nahodha と，船首に陣取り暗礁を探したり，棹で船を停

泊させる副船頭 sarangi の二人で操縦可能である。状況に応じて，帆を調節したり水を掻き

出す補佐役 kipalare が乗り込むこともある。 

 

漕走 
水深の浅い沿岸部での操縦や船を岸に寄せる時は，棹 pondo と櫓 kasia と櫂 kafi が使用さ

れる。ここで言う櫓とは，先に平板をつけた棒のことであり，船縁に付けられたヤシ繊維

の縄の輪を支点として海水を漕ぎ推進力を得る道具である。櫂も先に平板をつけた棒であ

るが，その平板は櫓より小さく，船縁を支点とすることなく海面を漕いで推進力を得る道

具である。棹の届く浅瀬では，船頭が船尾に立って海底を押しながら進む。船を停泊させ

るときは副船頭が船首に立ち，目前の暗礁を確認しながら棹で海底を押して岸に寄せる。

船頭は大型のマシュア船でも細い棹を使用して操縦できる技術を持っている。 

丸木舟や平底船の場合，棹が届かない場所では櫓と櫂で漕走する。一人で操縦する場合，

船頭は船尾に座り櫂で漕ぐ。二人以上の場合は，船の中ほどで櫓を漕ぐ者が加わる。長い

距離を行く場合や，大漁からの帰りには｢櫓の唄 nyimbo za kasia｣が漕ぎ手に合わせて歌われ

る。 

船を操る道具の中でも櫓は重要な道具であると認識されている。キルワ島には｢船は櫓な

しでは海を行くことができない chombo hakiendi bira kasia｣という詩があるほどである。船の

装備には櫓が必須であり，急に風が止んだり，燃料が切れた場合にそなえて，たとえ機械

動力を備えた船外機付ボートであっても船頭は必ず櫓を携帯する。 

 

帆走 
キルワ島の船は，機械動力の船外機付ボート以外は，いずれも帆走するが，三角帆 tanga

を常備しているのはダウ船とマシュア船だけである。帆走を常とするダウ船とマシュア船

には，船尾舵が備え付けられており，丸木舟と平底船には備え付けの舵はない47。 

三角帆は，船の進行方向に沿って船首と船尾を結ぶ中心線に張られるので海事用語で｢縦

帆｣と呼ばれる。船の中心線に直角に張られる帆は｢横帆｣と呼ばれる。｢横帆｣は追い風を受

けて進むことに適しており，日本の帆掛け舟などがそうである。 

                                                   
47 1937 年にキルワ沿岸部の腕木舟を調査したモーガンの報告によると，腕木舟には舵と舵取り棒が備え付

けられているが，筆者が 2003 年にソンゴ・ムナラ島で確認した腕木舟には舵がついていなかった(Morgan 
1940)。 
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三角帆を取り付ける帆柱 mlingoti は一本で，船の中心やや前寄りに立てられる。三角帆の

上辺には帆の形を保ち，帆の角度を調節する斜桁 foromali が付く。ダウ船の場合，三角帆の

先端は｢joshi｣と呼ばれる綱で船首部の穴に括り付けられるが，ブームのあるマシュア船には，

船首から飛び出したブームの先端に三角帆が括り付けられる。そのためマシュア船には大

きな帆を張ることができる。 

三角帆の後端は｢demani｣と呼ばれる綱で後甲板の汲出し穴 gama に括り付けられる。その

他，帆を操縦する綱には， 帆の左右への開きを調節する hamurawi と baraji，帆柱を固定す

る ayari，滑車 roda を利用して帆の高さを調節する shariga と jarari，滑車と斜桁とを結ぶ

henza がある(図５)。 

 

三角帆の利点 
マダガスカル島とコモロ諸島にて研究をおこなった深町得三氏によると，三角帆の利点

は，帆の操縦が簡単であり，さらに，帆柱の前面にかなりの面積を持たせることができる

点である。追い風をしっかりと帆に受けることが出来るので，縦帆にありがちな追い風で

の安定の悪さを解消することができる。また，帆の面積の中心が下方にあるので，横風に

対してもすぐれた安定性を発揮する(深町 2000)。 

キルワ島は，季節的に風向きを変えるモンスーンの影響下にある。従って帆船での航海

の場合，風向きの問題が発生する48。例えばキルワ島と対岸のキルワ・マソコとを繋ぐダウ

船の渡し船の場合，南西モンスーンが吹く期間は島から出発した船は追い風を受けるので

帆を入れ替えずに航行できる。この場合の航海は｢一つの帆 tanga moja｣と呼ばれ，20 分程

で到着する。しかし，キルワ島への帰路は向かい風なので航路をジグザグにとり，帆を何

回も入れ替える必要がある。例えば四回帆を入れ替えた場合の航海は｢四つの帆 tanga nne｣

と呼ばれる。しかし向かい風といえども，帆を入れ替えながらジグザグに航路をとること

によって前進することができる。どの方向から風を受けても進むことができるのは，縦帆

である三角帆の 大の特徴である。三角帆はモンスーンの影響下にあるキルワ島での使用

に適しているといえる。 

 

4. 船の数，値段，所有者 
 
船数 

                                                   
48 帆走に 適の風は東西から吹く横風である。キルワ島では東風を｢maturai｣，西風を｢umande｣と呼び，い

ずれの風も航海に適した良い風であるとされている。 
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キルワ島において も数の多い船

は丸木舟で 21 艘である(表 5-4)49。次

に平底船が９艘と続く。この二つの

小舟が多いことは，後に見るように

船の値段が安いことと沿岸部での使

い勝手がよいことに起因していると

考えられる。竜骨構造船のうちダウ

船は７艘あるが，マシュア船は３艘しかない。船外機付ボートが６艘と意外に多いが，そ

の所有者の大半はキルワ島に住むアラブ系の塩田経営者の一族である。 

丸木舟の数が多いことはキルワ県沿岸部で見ても当てはまる。キルワ県沿岸部の丸木舟

の数は 294 艘であり，他の船数を圧倒している。腕木舟は 52 艘ある。平底船と漁火舟の数

が不明であるが，これはキルワ･マソコ漁業課が調べたキルワ県沿岸部の船数の項目に平底

船と漁火舟がないからである。 

竜骨構造船の中でもダウ船の数が多く，マシュア船(31 艘)の約２倍，船外機付ボート(23

艘)の約３倍の 65 艘あり，丸木舟に次いで二番目の普及率である。 

 

船の値段 
キルワ島の船の数は，船の値段にある程

度影響されている。刳り舟や平底構造船は

比較的安価な舟であり，竜骨構造船は高価

な船である。キルワ島の船大工の話による

と，丸木舟の建造費は 60,000tsh である(米１

kg≒600tsh; 2003 年当時)。平底船の建造費は，

丸木舟のおよそ 2.5 倍の 150,000tsh である。

ダウ船の建造費は 645,000tsh(グラフ 5-1，表

5-5)，であり丸木舟の約 10 倍，平底船の約

４倍の費用である。マシュア船の建造費は

約 1,200,000tsh とさらに高く，丸木舟の約 20 倍，ダウ船の約２倍である。船外機付ボート

の場合は，マシュア船とほぼ同じ額の建造費に船外機の値段が加わる。 

                                                   
49 船は課税対象となるので，船の数を把握することは漁業課の重要な仕事である。船の所有者は，船の種

類に関わらず，丸木舟であろうが船外機付ボートであろうが年間 1,500tshを役所に払わなければならない。

キルワ・マソコ漁業課が 2001 年に調べた統計資料を基にキルワ県域の船の数を算出した。キルワ島の船

数は筆者が数えた(表 5-4)。 

表 5-4．キルワ島およびキルワ県域の船数 

船種 数(キルワ島)  数(キルワ県域) 
丸木舟 21 294 
腕木舟 0 52 
平底船 9 ? 
漁火船 0 ? 
ダウ船 7 65 

マシュア船 3 31 
船外機付ボート 6 23 

出所：キルワ･マソコ漁業課の資料と現地調査を基に作成 

グラフ 5-1．キルワ島の船の値段 

 
        出所：現地調査を基に作成 
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船の所有者 
キルワ島の漁師にとって安価な丸木舟や平底船を手に入れることは，計画的な貯蓄もし

くは臨時の収入が必要とはいえ，決して不可能ではない。多くの場合，漁師は丸木舟か平

底船を所有する。キルワ島には小舟すら持たない漁師も多くいるが，そのような漁師は沿

岸部での採取漁に携わるか，他人の船に同乗して漁に携わる。採取漁からの収入だけでも

日常の生活には事足りるが，やはり漁師は自分の船を所有することにこだわっている。そ

れは，結婚するための条件として｢丸木舟と網を持つこと｣をあげるキルワ島の若者の態度

からも伺える。キルワ島の若い漁師は，まず，自分の丸木舟と網を持つことを目指す。丸

木舟から始め，いつかはダウ船やマシュア船，船外機付ボートを持つことを大きな目標と

している。 

しかし，キルワ･マソコの役所に勤める公務員の月収が 47,000tsh(2004 年当時)であること

を考えると，ダウ船(月収の約 13 倍)，マシュア船(月収の約 25 倍)，船外機付ボート(月収の

25 倍以上)を所有することがいかに困難であるかが分かる。純粋な漁撈活動からの利益だけ

では難しい。 

キルワ島の高価な船であるダウ船，マシュア船，船外機付ボートの所有者は，塩田や雑

貨店等からの収入がある者や，勤め先からの定期収入がある一部の裕福層に限られている。

表 5-5．ダウ船の建造にかかる費用概算 

対象 場所 (図 5-7 に対応) 単価(tsh) 数量 合計(tsh) 特記 
船大工報酬 － 150,000 １人 150,000 友人価格・食事代(朝と昼)は別 

平板 3・5・11・12・13・25 3,000 50 150,000 マブジ産の板 
肋木 8 ？ 50 7,000 木を切る人に払われる報酬 
船梁 9  ３ 5,000  
竜骨 7 50,000 １ 50,000  

船首・船尾 1・4 3,000 ４ 12,000  
帆柱 27 10,000 １ 10,000  
斜桁 26 10,000 １ 10,000  
支え木 18 3,000 ２ 6,000  
三角帆 29 50,000 １ 50,000 帆を縫うのは助け合い kiyau  
ロープ 30～40   50,000 マソコ市場で購入 
滑車 41 1,000 ２ 2,000 マソコ市場で購入または自作 

rumada 23  4,000 ４ 16,000 マソコ市場で購入 
スノコ 16 1,000 ４ 4,000 自作の場合は無料 
錨 －  １ 50,000 ダルエスサラムかマソコで購入 
鉛釘 － 60 1000 60,000 マソコ市場で購入 
特殊釘 －  ７ 2,000 マソコ市場で購入 
棉 － 2,000 １kg 2,000 マソコ市場で購入 

シャハム － 1,500 ４kg 6,000 マソコ市場で購入 
シーファ －  10l 3,000 自作の場合は無料 
＊ブーム 28 10,000 １ 10,000 マシュア船の場合必要 

合計(tsh) 645,000 

                                 出所：現地調査を基に筆者作成 
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７艘のダウ船の所有者は，塩田を経営するアラブ系の一族(１艘)，雑貨店主(１艘)，イスラ

ーム高等学校の教師(１艘)，公務員(２艘)，伝統医(２艘)である。３艘のマシュア船の所有

者は，雑貨店主(１艘)，イスラーム高等学校の教師(１艘)，そして塩田経営の一族(１艘)で

ある。船外機付ボートは，６艘の内３艘を塩田経営の一族が所有している。残りの３艘は

イスラーム高等学校の教師，電力会社の社員，キルワ・マソコ役所の観光課が一艘ずつ所

有している(表 5-6)。これら高価な船の所有者に漁師は一人もいない。一人の伝統医がダウ

船を二艘も所有しているが，それは伝統医がキルワ島における病気治療や精霊憑依儀礼，

男子割礼などを取り仕切り，その謝金による収入がかなりあるからである。 

ダウ船，マシュア船，船外機付ボートの所有者は，船を自ら使用せず，親族または友人

に貸して漁撈や運搬を請け負ってもらっている。依託者である船頭や漁師は，船主を｢主人

tajiri｣と呼ぶ。船主は，依託者である船頭を｢私の船頭 nahodha yangu｣，依託者である漁師を

｢私の漁師 mvuvi wangu｣と呼ぶ。 

このように見ると，漁師が所有するのは丸木舟と平底船であり，ダウ船，マシュア船，

船外機付ボートは，漁師ではない自営業者や給与者，伝統医が所有する船であることが分

かる。すなわち，丸木舟や平底船を使用するキルワ島の漁師が漁撈活動を行えるのは沿岸

部や内海であり，波風の荒い外海はダウ船やマシュア船，船外機付ボートが登場するまで

漁場として利用できなかったと推測できる。 

 

5. 船の用途 
 
漁撈活動への使用 
 漁撈活動への船の使用は第三章に論じたので，ここではその要点をまとめる。 

内海，外海，そして境海での漁撈活動には船が使用されが，船の構造に応じて，使用さ

れる海域は異なる。 

 波風が穏やかで水深の浅いマングローブ内海の漁撈活動に使用されるのは，丸木舟と平

底船の小舟である。この二つの船は，竜骨をもたないので，水深の浅い海域での利用に適

表 5-6．キルワ島の船の所有者 

給料生活者    職種 

船種 

漁師 船大工 

公務員 会社員 教師 

雑貨店

主 

塩田経

営者 

伝統医 役所観

光課 

計 

丸木舟 19 0 1 0 0 0 1 0 0 21 
平底船 7 1 0 0 0 0 1 0 0 9 
ダウ船 0 0 2 0 1 1 1 2 0 7 

マシュア船 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 
船外機付ボート 0 0 0 1 1 0 3 0 1 6 

                              出所：現地調査を基に筆者作成 
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している。また，海中で水の抵抗を受ける竜骨がなく，船体重量も軽いので，櫂や櫓，船

竿での方向転換が容易である。そのおかげで，入り組んだマングローブ河川にまで侵入す

ることができる。竜骨構造船は舵を使った方向転換には秀でているが，水深の浅い入り組

んだ海域での使用には不向きである。 

 波風の荒い外海では竜骨構造船が使用される。竜骨構造船は積載量が多いので，大掛り

な漁具を運ぶことができる。例えば置き刺網漁や流し刺網漁などがそうである。 

 波風が比較的穏やかで，水深もある程度深い境海では，全種類の船を使用して漁撈活動

を行うことができる。沿岸部では採集漁や釣漁が小舟を使用して行われるが，凪の日には

沖合でも小舟を使用することができる。しかし小舟の積載量は少ないので大掛りな漁具を

使用した漁法には不向きである。主に手釣漁に使用される。 

 境海での竜骨構造船を使用した漁撈活動は，外海漁撈と大差なく，刺網漁中心である。 

 

漁場への連絡 
 船の漁撈活動への使用は，主に漁場への連絡である。それでは船がどこから出港し，ど

こに停泊するのかについて以下に述べる。 

キルワ島の村落部近くに住民が日常的に使用する船着場がある。しかし，漁場への連絡

はここ一箇所だけからおこなわれているわけではなく，キルワ島のいたるところから漁場

への連絡がおこなわれている。漁場への連絡に使用されるのは港と簡易船着場である。 

 

 港 
キルワ島には４箇所の港 bandari がある。村落部の近くには Fundi Husein(図 5-5 の No.1)

と maji ya Buni(No.2)と呼ばれる二つの港がある。キルワ島のメインの港ともいえる Fundi 

Husein はマングローブを切り開いてつくった幅 100m ほどの石混じりの砂浜である。位置的

に境目の海の漁場に連絡するために便利である。また，対岸のキルワ･マソコとの距離も２

km と近い。満潮時の水深が深いのでキルワ島にある比較的大きな船(ダウ船，マシュア船，

船外機付ボート)を停泊することができる唯一の港である。 

maji ya Buni は Fundi Husein より内海に近い港である。ここは満潮時の水深が浅いので大

型船の停泊には利用されず， 専ら丸木舟と平底船が泊められる。内海に漁に出る漁師はこ

この港から出航する。 

Kipakoni(No.3)と mvinje ndogo(No.4)と呼ばれる港は，村落部からかなり離れたサンゴ礁地

帯の砂浜に位置する。何故このように村落部から離れた場所に港があるのかというと，か

つてキルワ島の村落が二つあった頃(第七章)，現在の村落のよりもサンゴ礁地帯寄りに住ん

でいた住民が利用していた港だからだといわれる。その当時の名残で｢港 bandari｣と呼ばれ
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ているが，今ではここを恒常的に港として使用する漁師はほとんどいな。 

 

簡易船着場 
港の他にキルワ島には｢簡易船着場 kiko｣と呼ばれるマングローブを切り開いた水路や河

川，サンゴ礁地帯の砂浜など一時的に小舟(丸木舟と平底船)を停泊することができる場所が

ある。簡易船着場 kiko は島に 32 箇所ある(図 5-5 の No.5-36)。kiko はその使用状況に応じて

三つに分けて考えることができる。 

 

図 5-5．キルワ島の簡易船着場 kiko と港 bandari 

 
No. 名称 No. 名称 No. 名称 
1 Bandari ya Hundi Husein 14 Kiko cha Mawe 27 Jashi ndogo (kiko) 
2 Bandari ya Maji ya Buni 15 Kiko cha Mzee Nasoro 28 Mto ya Bobari (kiko) 
3 Bandari ya Kipakoni 16 Kiko cha Ufunguo 29 Ruvulangwe Shani (kiko) 
4 Bandari ya Mvinje ndogo 17 Kiko cha Barazani 30 Mariamu (kiko) 
5 Kiko cha Uguruni 18 Kiko cha Kikuaji 31 Kisanga Shululu (kiko) 
6 Kiko cha Mnarani 19 Kiko cha Makorongo 32 Kiko cha Wanawake (kikomboo) 
7 Kiko cha Bubakari 20 Kiko cha Kigongo 33 Kiko cha Bimariamu 
8 Kiko cha Chuki 21 Kiko cha Mserewanya 34 Kiko cha Gatini 
9 Kiko cha Juma Medi 22 Chain (kiko) 35 Kiko cha Rasidi 

10 Kiko cha Adiatibu 23 Kundale (kiko) 36 Ruvula (kiko) 
11 Kiko cha Husuni 24 Kiramba ndogo (kiko) 37 Msanga Mula (kambi) 
12 Kiko cha Mabundi 25 Kiramba kubwa (kiko) 38 Watoro (kambi) 
13 Kiko cha Birari 26 Jashi kubwa (kiko)  

 
 

注１．｢No.｣の番号は地図中の数字に対応する。 
注２．No. 1～4 は港 bandari を，No.5～36 は簡易船着場 kiko を，No.37 と 38 は季節漁村 kambi である。 
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①魚柵に連絡する小路としての kiko 
一つ目は内海と外海の境目に当たるキルワ島北岸に集中した kiko である(図 5-5 の

No.5-16)。ここは後述する魚柵漁を行う漁師が自分の魚柵の設置場所に連絡するために邪魔

なマングローブを切り開いて造った水路の kiko である。従ってここの kiko には，魚柵の所

有者の名前が付いていることが多い(No.7，9，10，14，15)。例えば kiko cha Mzee Nasoro(No.15)

とは｢ナソロ老人の簡易船着場｣という意味であり，ナソロ老人が設置する魚柵へと通じて

いる。個人が所有する船着場である。 

 

②内海への連絡路と小舟の停泊場所としての kiko 
内海に連絡するためにマングローブを切り開いて造られた三つの kiko がある(No.30，31，

32)。ここは内海やマングローブ内部で漁を行う漁師に使用される。漁師は村落部から歩い

て kiko まで行き，徒歩または丸木舟を用いて漁を行う。 

三つの kiko の中でも村落部に一番近い｢kikomboo(No.32)｣は別名｢女性の kiko (kiko cha 

wanawake｣と呼ばれ，特に掬い網漁に携わる女性に利用される。 

 

③キルワ島南部のマングローブ森の中の kiko 
三つ目は村落部から徒歩で一時間以上も離れたキルワ島南部の kiko である(No.22-29)。マ

ングローブの密林の内部の三本の河川周辺のマングローブを切り開いて造られている。キ

ルワ島の南のソンゴ・ムナラ島やパンデ地域への連絡路として利用されているとともに，

水路自体は，小魚を対象とした msenbwe 漁の漁場としても利用される。 

 

マングローブ内海を航路とする渡し船と定期船 
陸上交通網の整備が遅れているタンザニア南部沿岸において，人の交流やモノの流通を

担ってきたのは船である。キルワ王国時代にインド洋交易の中心地として国際的な交易都

市であったキルワ島および周辺海村の人々は，船による移動を歴史的に行ってきた。現在

では，船による長距離移動はほとんど見られないが，近距離間では盛んに交流が行われて

いる。キルワ島とソンゴ・ムナラ島によって外洋の波と風から守られたマングローブ内海

では，海を媒介とした地域社会が形成されてきた。そこには，陸上の交通や流通の論理だ

けでは理解することができない沿岸部の世界が広がっている。 

キルワ島と対岸のキルワ・マソコとを結ぶ渡し船にはダウ船が利用される。ダウ船は早

朝の漁の後に渡し船として利用される。朝の６時から夕方の６時くらいまで島と対岸を渡

す。運賃は片道 150tsh であるが，船頭と乗客は顔見知りなので無料になることが多い。人々

はキルワ･マソコにある市場や病院，郵便局などの社会施設を利用するためにダウ船に乗っ
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て日常的に海を渡る。その際，人だけではなく，米や小麦，石鹸や油などの生活物資も運

搬される。 

船足の速いマシュア船と船外機付ボートは，キルワ・マソコ港とパンデ地域のムタンド

ゥーラ港とを結ぶ定期船に利用される。約 22km の航海であり，追い風の場合マシュア船は，

船外機付ボートとほぼ同じ速さの約４時間で片道を航海できる。向かい風の場合，帆走の

マシュア船では船外機付ボートの倍以上の所要時間がかかる。定期船は週に二便，キルワ･

マソコ港より出航する。その他，臨時便も随時出航される。人とともに荷物も運搬され，

船は積載量の限界まで山積みの状態である。 

定期船の航路は，キルワ島と大陸に挟まれたマングローブ内海であり，外海が使用され

ることはない。マングローブ内海には浅瀬の暗礁が多数存在しているので，竜骨構造船は

満潮時を見計らってここを通過する。一見すると分からないが，座礁せずに航行できる｢沿

岸の道 barabara ya pwani｣があり，舵をとる船頭はこれを熟知している。 

 

マングローブ内海を媒介とした婚姻と巡礼 
人々が移動する理由は経済活動だけで

はない。移動の理由の一つに婚姻によって

広がった親族関係がある。キルワ島の男性

は，島の外部の女性と結婚する傾向が強い。

キルワ島の既婚女性の出身地を 101世帯調

べたところ，およそ六割の女性が島の外部

からキルワ島の男性に嫁いできているこ

とが明らかになった。特にパンデ地域出身

の女性が 35%と多く，キルワ島とパンデ地

域の関係の強さを表している(図 5-6)。キル

ワ島の男性がパンデ地域の女性と結婚す

る主な理由は，農耕地帯であるパンデの女

性が，農作業に精通しているからである。 

キルワ島の花婿はダウ船またはマシュ

ア船を貸しきって，親族や友人とともに泊

りがけでパンデ地域まで花嫁を迎えに行

く。花嫁を乗せた船がキルワ島に帰りつく

ときには，島の住民が船着場に集まり，歌

や打楽器の演奏でお祭り騒ぎとなる。 

 
図 5-6．キルワ島の既婚女性の出身地 

        出所：現地調査を基に筆者作成 
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一方，キルワ島の女性はキルワ･マソコへ嫁いでゆく傾向がある。これは，島の女性がキ

ルワ島やパンデ地域の電気や上下水道のない厳しい生活条件を嫌い，キルワ・マソコでの

都市的な生活に憧れるからであるといわれる50。このように婚姻によって親族関係は広く周

辺地域に広がっている。 

また，イスラームという沿岸部に共通の宗教も人々が移動する理由の一つである。キル

ワ島，サンジェ・ヤ・カティ島，ソンゴ・ムナラ島，パンデ地域，ムゴンゴ地域には共に

イスラームを信仰することによって形成された共通世界が存在している。そのイスラーム

は初期のハワーリジュ派から 13 世紀頃にスンニ派のシャーフィイーに代わり，20 世紀にシ

ャゼリア教団(Shadhili)と，カデリア教団(Qadiri)が導入されて今日に至っている51。 

パンデ地域のパンデ・プロットにはキルワ地域のシャゼリア教団の開祖であるシェヘ・

フセインの聖者廟があり，毎年，聖者廟の巡礼祭 ziara が開催され，この地域の信者たちが

一同に集う。遠くザンジバル島やコモロ島からやってくる信者もいる。また，各地で開催

される預言者の誕生祭 maulidi や男子割礼 jando，結婚式，葬式なども人が移動する原因で

ある。第九章で詳しく論じるが，シェヘ･フセインはキルワ島とパンデ･プロット(パンデ地

域の中心的な村落)の両方に家をもっており，その縁でキルワ島とパンデ地域には宗教的な

関係が強い。 

 このようにキルワ島周辺地域には，波風の穏やかなマングローブ内海を媒介として，親

族関係，交易関係，友人関係，宗教で繫がった，｢マングローブ内海地域社会｣とでもいう

べき地域間の緊密な関係が存在している。 

 

6. スワヒリ海村社会のダウ船の歴史的意義 
 
船の交流史 

船の部位名称の語源を見ることにより，スワヒリ海岸部の船の交流史をある程度推測す

ることができる(図 5-7，表 5-7)。竜骨構造船(ダウ船とマシュア船)の部位名称の語源を｢船

体｣，｢舵｣，｢帆｣，｢錨｣の四つに分けて見てみる。 

船体の 22 部位名称のうち，アラビア語源は７(約 31%)，バントゥ語源52は７(約 31%)， 

                                                   
50 キルワ島，パンデ地域ともに電気と水道の供給設備がなく，特に，深い井戸のないパンデ地域では毎年

水不足が深刻な問題である。一方，キルワ・マソコには充分ではないにせよ上水道と電気の供給設備があ

り，キルワ県内で一番の都市であると評価されている。 
51 シャゼリア教団は，キルワ島の Huseni bin Mahmud がコモロ島の Muhammad Ma’ruf から免許・許可 ijaza
を得て，1900 年ごろにキルワ地域に導入した教団である(Iliffe 1979)。キルワ島とコモロ島には現在も交流

がある。 
52 ここで使う｢バントゥ語源｣とは，現代スワヒリ語における，アラビア語源ともペルシャ語源とも非スワ
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ヒリ地域からの借用語とも対応しない語彙のことを意味する。 
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表 5-7．ダウ船とマシュア船の部位名称の語源と説明 

No. 部位名称(現地名) 和名 語源 説明 所 
1 Farashini ya mbele 船首 Ar. 船の先端 
2 Faakum 船首補助 ？ 船首材,前甲板の補強材 
3 Tezi 前部甲板 Pers.  
4 Farashini ya nyuma 船尾 Ar. 船の後端 
5 Jidam 後部甲板 ？ 船頭が座る場所 
6 Betana  ？ 船首・船尾の補強材 
7 Utako 竜骨 Ban. 帆走時の船の横滑りを防ぎ安定を増す船底の柱 
8 Taruma 肋木 Ar. 船の形を保つ骨格 
9 Fundo 船梁 Ban. 補強材 

10 Fulani 舷縁 Ar. 船の縁 
11 Bao 舷側外板 Ban. 外殻を覆う平板 
12 Bao za mariki ya kuwanza 舷側外板( 下) Ban. 建造過程の 初につけられる外板 
13 Bao za mbavuni 舷側外板( 上) Ban. 建造行程の 後につけられる外板 
14 Darumeti  Ar. 舷側の補強材 
15 Karuna  ？ 補強材 
16 Duni スノコ Ar. 人や荷物を上に乗せる場所 
17 Mpasoro  ？ 両側に支え木を取り付ける棒 
18 Gadi 支え木 Ar. 干潮時に船体を支える木 
19 Gama 水くみ出し口 Ban. 海水をくみ出す穴 
20 Banduru  Pers. 海水をくみ出す,物を保管する場所 
21 kafungia mlingoti  ― 帆柱をくくりつける場所 
22 Tundu  Ban. 船体とブームや三角帆の先端を結ぶ紐を通す穴 

船
体 

23 Rumada (jike / dume)  Port. 舵を取り付ける金具 
24 Kana 舵柄 Hind./Port. 舵を操る棒 
25 Sukani 不釣合い舵 Ar. 方向転換をする板 

舵 

26 Foromali 斜桁 Ar. 帆の形を保ち帆を旋回させる棒 
27 Mlingoti 帆柱 Ban. 帆を立てる柱 
28 Desutuli ブーム Pers. 帆の先が結ばれる棒 
29 Tanga 三角帆 Ban. 風を受け船の推進力を生みだす綿布 
30 Kishwara  Ar. ロープや櫓を固定する輪 
31 Sharuti  Ar. 滑車を利用して帆をあげるロープ 
32 Jarali  Ar. 滑車を利用して帆をあげるロープ 
33 Henza  Ar. 帆桁と滑車とを結ぶロープ 
34 Ayali  Ar. 帆柱を固定するロープ 
35 Hamrawi  Ar. 帆の角度を調節するロープ 
36 Shariga  Ar. 帆桁と帆を結ぶ紐 
37 Joshi  Ar. 帆と船首,ブームの先とを結ぶロープ 
38 Demani  Pers. 帆と船尾とを結ぶロープ 
39 Baraji  Ar. 帆桁の傾きを調節するロープ 
40 Mlete  Ban.  帆の縁に通され帆の形を保つロープ 
41 Rada 滑車 Ar. 帆をあげる装置 

帆 

42 Nanga 錨 Pers. 船を固定する錘 
43 Amara 錨綱 Ar. 錨と船を結ぶロープ 

錨 

 

注 1．語源の欄の｢Ar.｣は｢アラビア語源｣,｢Pers.｣は｢ペルシャ語源｣,｢Ban.｣は｢バントゥ語源｣,｢Hind.｣は
｢ヒンディー語源｣,｢Port.｣は｢ポルトガル語源｣を示す。 

注 2．｢No.｣は図５の番号に対応する。No.42 と 43 は図５中にはない。 
 

出所：Prins, 1970; Johnson, 1939; 守野/中島, 1990, 1991, 1993, 1995～1997 を参考に筆者作成 
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ペルシャ語源は２(約９%)，判別できないものが６(約 27%)である。船体の部位にバントゥ

語源が多く，特に｢竜骨 utako｣，｢帆柱 mlingoti｣，｢帆 tanga｣，｢船梁 fundo｣など船の構造に

おいて重要な部位がバントゥ語源であることはとても興味深い。これは，スワヒリ海岸部

の古代船と呼ばれる｢ムテペ mtepe｣にもともと竜骨，帆柱，帆，船梁が備わっていたことに

関係していると考えられる(Prins 1957)。 

舵の３部位名称は，ポルトガル語源が１，ポルトガル語源かヒンディー語源が１，アラ

ビア語源が１である。ポルトガル語源が見出される船の部位名称は舵に関する部位だけで

ある。このことはポルトガルの船が舵の発展に関係しているからだと推測できる。16 世紀

始めにポルトガル勢力がスワヒリ海岸に進出してきた。このときのポルトガルの船はトラ

ンサム船尾のカラベル船 carvel であった。現在スワヒリ海岸にあるトランサム船尾の船は，

このカラベル船の影響を受けていると言われている(Sinclair and Matthew 1997)。先にも述べ

たように，トランサム船尾はダブルエンダー船尾と比べて船尾に舵を取り付けやすい形で

ある。 

帆に関する 16 部位名称のうちアラビア語源は 11(約 68%)，ペルシャ語源は２(約 12%)，

バントゥ語源は３(約 18%)である。三角帆を操る綱が全てアラビア語とペルシャ語源である

ことは，三角帆とともに帆を操る綱もアラブ・ペルシャ地域から導入されたからだと推測

できる。スワヒリ海岸の船の帆形はもともと四角帆であった(Kirknæs 2005: 61)。 

錨の２部位名称は，アラビア語源とペルシャ語源である。 

このように船の部位は多言語の語源を持っており，中でもアラビア語源とペルシャ語源

の名称が全体の半分以上(約 58%)を占めている。スワヒリ海岸とアラブ・ペルシャ地域との

インド洋交易の歴史が船に強い影響を与えていることを知ることができる。 

 

スワヒリ海村社会にとってダウ船とは何か？ 
以上の議論をあらためて整理すると以下のようになるだろう。 

キルワ島の５種類の船は，刳り舟，平底構造船，竜骨構造船の三つに分けて考えること

ができたが，それは大きく内海専用の船と，外海にても使用可能な船とに分けられる。 

小回りは利くが安定性が悪く，積載量も少ない丸木舟と平底船は内海での規模の小さい

漁撈活動に使用される。竜骨構造をもって帆走するがゆえに船足が速く，安定性も良くて

積載量も多いダウ船とマシュア船と船外機付ボートは，外海での漁撈活動や内海を航路と

する人やモノの運搬に使用されている。波風の穏やかな内海で丸木舟と平底船を用いて自

給自足的な漁撈活動を行っていた人々が外海に繰り出すために必要であったのがアラブ･

ペルシャ系民族の遠洋航海文化に由来する竜骨構造をもつ船である。 

しかし，外海用の竜骨構造船は，造船や造船に伴う儀礼，メンテナンスなどに掛かる費
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用が高額なため，その所有者は漁師以外の一部富裕層に限られていることが明らかになっ

た。漁師の大半は内海を中心に小型の船で，あるいは船も使わない徒歩での採集漁などに

よって漁撈活動を行っているのである。 

以上の分析を踏まえると，スワヒリ海岸の海村生活の元来の姿は，多種の海産物を抱え

るマングローブとサンゴ礁の海の沿岸部にて，小舟や徒歩での自給自足的な漁撈活動を営

むものであり，外海で使用可能な竜骨構造船の登場は比較的歴史が新しく，漁撈文化とは

別の文化に由来するのではないかと推測することが可能である。その文化とは，アラブ･ペ

ルシャ系民族がスワヒリ海村にもたらした遠洋航海文化であり，竜骨構造船の部位名称に

アラブ･ペルシャ語起源のものが多いこともそれを証明しているようである。 

そのようなスワヒリ海岸部の竜骨構造船にはダウ船とマシュア船と船外機付ボートがあ

るが，構造と機能を比べると，マシュア船と船外機付ボートはダウ船の発展型であると考

えられる。つまり，スワヒリ海岸部の竜骨構造船の原型をよくとどめている船がダウ船で

あるといえよう。 

このようなダウ船は，英語の｢dhow｣から喚起されるような大型の外洋船ではなく小型木

造帆船ではあるが，スワヒリ海岸部の海村に暮らす人々にとっては，内海を飛び出して外

海を往くことのできる竜骨という画期的な構造をもった船であったのである。 

竜骨構造船がどのような経緯でスワヒリ海岸部に導入されたのかについてはいぜん謎と

して残る。しかし，家島彦一(1993, 2006)が報告するオマーンのズファール地域のサンブー

ク船の構造と機能がスワヒリ海岸部のダウ船と多くの類似点をもっていることから，イン

ド洋西海域の人の交流史も含めた，海村の船の比較文化研究がその謎を解く鍵となるであ

ろう。 
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第六章 干物交易にみる海村社会経済 

 

 

農村も海村も共に第一次産業に依存した社会ではあるが，海村社会の生産物である海産

物は，農作物と比べて短時間で｢腐る｣という欠点を持っている。海産物をいかに保存する

かという問題は海村社会の人々にとって生存維持に関わる重要な課題なのである。とくに

冷蔵設備の普及が遅れているスワヒリ海岸南部の海村においてこの問題は深刻であり，キ

ルワ島もその例外ではない。しかし，生産物を手元にとどめて置けないという欠点が逆に，

海産物の流通を促し，海村社会の経済活動を促進させているのである。 

海村社会の経済活動を促進させるもう一つの要因は，海産物は主食穀物にはなり得ない

という事実である。穀物耕地面積に恵まれない海村社会は，主食穀物を獲得するために，

商品を通じて外部社会と経済活動を行わなければならない。つまり海村社会とは，潜在的

に外部社会との交流を余儀なくされた社会なのである。そのような人口 1000 人足らずのキ

ルワ島では，驚くほど多彩な経済活動が達成されている。そしてその経済活動の型は，内

海漁師と外海漁師とで異なっている。 

 

1. キルワ島の換金海産物における干物の独自性 
 

マングローブとサンゴ礁の海という海資源に恵まれたキルワ島には多種の海産物がある。

その中でも現金を得ることを目的とした換金海産物は，干物，干しナマコ，フカヒレ，貝

の蓋，塩，鮮魚，カニ，エビなど９種類ある(表 6-1)。 

キルワ島の９種類の換金海産物はどこで消費されるかによって，特殊海産物と普通海産

物に分けられる。特殊海産物とは，東南アジアを拠点に研究を行った鶴見良行が提出した

概念で，現地消費と現地利用をほとんどされることなく，換金のみを目的とした海産物の

ことである(鶴見 1990)。それに対し，特殊海産物に当てはまらない換金海産物をここでは

便宜上｢普通海産物｣と呼ぶことにする。 

特殊海産物は乾燥ナマコや大型エビ，フカヒレ，ノコギリガザミ，大型魚，貝の蓋であ

る。これらは近年創出された新しい換金海産物であり，島内で日常的に消費されることは

ない53。キルワ･マソコにある仲買会社を通じてタンザニアの大都市のダルエスサラムや，

                                                   
53 ノコギリガザミはごく稀に島内消費されることがある。貝の蓋にいたっては，キルワ島の住民はその使

い道も知らない(アラブ地域では香料の原料となる，貝の蓋の加工・利用法はスーダン東部で調査を行っ

た縄田浩志氏の報告(縄田 2000)に詳しい) 
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ダルエスサラムを経由してアジア地域，ヨーロッパなどの海外に輸出される，国際経済と

結びついた輸出品である。 

普通海産物は干物(乾燥魚，塩干魚，エイの塩漬け)と鮮魚である。鮮魚はキルワ島の住民

による日常的な消費以外に，対岸のキルワ・マソコの常設市場に売られ消費されるが，そ

れ以上の遠隔地には販売されない。これに対して保存の利く干物は，島内での消費はもと

より，遠く内陸都市やダルエスサラムに運ばれ販売される。ただし海外には輸出されない。

キルワ島の干物は，タンザニア南部の内陸地域に流通することにより，海社会と陸社会と

を結ぶ交易品として地域経済の一端を担っている。 

これらの換金海産物の中で干物は他とは違った性格をもっている。それは地域経済の一

端を担う交易品であると同時に，キルワ島の食文化にも根付いているという点である。干

物は交易品であるとともにキルワ島の人びとの食卓にのぼる食品でもある54。キルワ島では

毎日必ずといってよいほど魚が食卓にのぼる。鮮魚の主な調理法としては油で揚げるか，

煮てスープにするかである。干物の調理法としては，そのまま焼かれるか，表面の塩を落

として煮てスープにするかである。塩干魚やエイの塩漬けは非常に塩分が濃く，小片で大

量の主食のおかずとなる。焼いたものは独特の匂いがあり，味は福井県名産の｢へしこ漬け｣

に良く似ている。キルワ島の日常の食卓に登る醗酵食品は，干物とキャッサバ・ウガリ

kondohore55の二品だけであり，醗酵食品特有の風味ゆえ干物は，献立に彩りを加えるおかず

として人びとに好まれている。 

このようにキルワ島の換金海産物の中で干物だけが地域に根付いた交易品であり食品で

                                                   
54 また，干物には，強風の吹く南モンスーン時に，海が時化て漁撈活動ができない時の保存食品(タンパク

源)としての役割もある。 
55 皮をむいて小片に切ったキャッサバを水に浸けて醗酵させ，天日で乾かしてから粉にし，その粉にお湯

を加えて練った主食。 

表 6-1．キルワ島の換金海産物分類 

換金海産物 *消費地 
和名       現地名 

価格(tsh) 
島内 マソコ マサシ ダル 国外 

乾燥魚 samaki wa kavu 安 種類に応じる ○ ○ ○ ○  
塩干魚 ng’onda 中－高 種類に応じる ○ ○ ○ ○  
エイの塩漬け korija 中 5,500(40 片) ○ ○ ○ ○  

 
普通海産物 

鮮魚 samaki 安―中 時価 ○ ○    
*ノコギリガザミ kaa gobesu 中 600～1,200 △   ○ ○ 
大型鮮魚 samaki 高 時価    ○ ○ 
フカヒレ mkia wa papa 高 種類に応じる    ○ ○ 
乾燥ナマコ jongoo kavu 高 10,000～50,000    ○ ○ 
大型エビ(稀) kamba kochi 単価 高 5,000～9,000    ○ ○ 

 
 
特殊海産物 

貝の蓋 kikonyo 情報なし 情報なし    ？ ○ 
     注 1．｢消費地｣の項目の｢マソコ｣は｢キルワ・マソコの常設市場｣,｢マサシ｣は｢南部内陸都市マサシ｣,｢ダル｣は｢ダルエスサラム｣を表す 

     注 2．ノコギリガザミはごく稀に島内で消費されることがある  

出所：現地調査をもとに筆者作成 
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もある理由は，スワヒリ海岸部において干物の歴史が長いことに起因しているのかもしれ

ない。インド洋交易においてアラブ･ペルシャ地域からスワヒリ海岸部にもたらされた船の

積荷には布や鉄製品，陶磁器，ガラス製品などの各種の加工品のほかに，交易品として干

物(塩干魚 ng’onda)があった(家島 2006)。干物はスワヒリ海岸部において早い段階から散見

できる交易品の一つである。 

 

2. 干物の種類と技術的側面 
 
キルワ島の三種類の干物 

キルワ島には三種類の干物がある(表 6-2)。 

 

①乾燥魚 samaki wa kavu：鱗をはがし内臓を掃除してから乾燥させた小魚の干物。 

②塩干魚 ng’onda：背開きにし，表面に塩をすり込んで天日で干しながら醗酵させた中型・

大型の魚の干物。 

③エイの塩漬け korija：エイの切り身(約５cm 幅)を袋に積めその上から塩を大量にまぶして

から，暗所に３日ほど補完して発酵させた後に，天日干しにしたもの。 

 

乾燥魚と塩干魚は大きさにより９の等級 guredi に分かれている。一番大きく売値の高い

ものが１等級であり，70cm 級の大型魚の干物である。９等級は５cm ほどの小魚の干物であ

り，主にカタクチイワシを原料としている。塩干魚は１～７等級の干物であり，大きい順

に mgongo，mtae，mlimba，numba，mamia，nyanvi，kasoro の種類がある。乾燥魚は８等級

の tumbu と９等級の dagaa である。この等級に関しては一般の住民には知られておらず，

干物の取引に関係する人間の間で用いられる。 

表 6-2．干物分類 

種類 等級 価格(2007 年) 説明 

9.dagaa ― カタクチイワシ等の干物,キルワ島ではほとんど生産されていない 乾燥魚 
8.tumbu 40 小魚の内臓と鱗を取り,塩を使うことなく天日干したもの 

 7.kasoro 100 魚を背中から開いて塩をすり込み天日干したもの 

6.nyanvi 150～200 魚を背中から開いて塩をすり込み天日干したもの 

5.mamia 200～ 魚を背中から開いて塩をすり込み天日干したもの 

4.numba 700～800 魚を背中から開いて塩をすり込み天日干したもの 

3.mlimba 800～1,700 ボラを背開きし,内側二箇所に切れ目を入れてから塩をすり込み天日干し 

2.mtae 1,500～2,000 背開きし,内側二箇所,外側二箇所に切れ目を入れてから塩をすり込み天日干し 

 
塩干魚 

1.mgongo 3,000～4,500 二枚におろされ,内側と外側に切れ目を入れてから塩をすり込み天日干し 

エイの塩漬け ― 5,500 エイの切り身を塩漬けにし,発酵させた後天日干し。40 片を単位に売られる。 

注．価格(tsh)は 2007 年 1 月のキルワ･マソコの市場のもの     出所：現地調査を基に筆者作成 
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エイの塩漬けは 40 片を一つの単位(1-korija)として売られ，この単位を｢korija｣と呼ぶ。な

ぜエイの塩漬けだけ 40 片を１単位として売られるのか，その理由は，はっきりとしていな

い。しかしかつてマングローブ・ポールも korija を単位に売られていた(こちらは 20 本で

1-korija)という情報が得られた。このような関連の中でさらに調査を進める必要があるが，

現段階ではエイの塩漬けに関してはまとまった情報が得られていない。 

 保存期間は，キルワ・マソコの常設市場の干物販売人によると，完全に乾燥している乾

燥魚が も長く，半年から一年ほど保存できる。塩干魚とエイの塩漬けは完全に乾燥して

いないことが原因か，保存期間は半年ほどである。鮮魚に比べればかなり長期間保存でき

る。ちなみにキルワ島では鮮魚を常温環境に置いておくと一日で腐り始める。 

 

干物の加工法 
天日に干される干物加工には，日光が大切である。しかし，風もかなり重要な自然条件

である。先述のように南緯９度ほどに位置するキルワ島はモンスーン文化圏に含まれる風

の島である。この風の作用により魚の表面の水分が蒸発し，旨味を肉に閉じ込め干物の味

が良くなるのである。 

キルワ島では干物加工は主に男性の仕事である。しかし，魚の鱗をはいだり内臓を出し

たりする掃除の段階ではその補助として女性や子供も加わる。以下に示すように，干物加

工は特別な技術と道具を要さない簡単な作業である。 

 

①乾燥魚のつくり方 
(1)乾燥魚となる小型魚(15cm 未満)は，二枚には開かず，内臓だけを出し，鱗を取る。こ

の場合そのまま天日干しにされる。 

(2)魚は専用の台の上で３日間天日干しにされる。夜間は室内に取り込まれる。 

(3)完成したものは，穀物袋の中に詰められ，室内で保管される。 

 

②塩干魚の造り方 
(1)塩干魚となる中・大型魚は，鱗をはいで内臓を出した魚を背中から開き，内側と外側

に塩をすり込む。塩がなじみやすいように身に数箇所切れ目をいれる。 

(2)二枚に開かれた魚は，屋根の上や専用の台の上で，３日間天日干しにされる。夜間は

室内に取り込まれる。 

(3)乾いたものはゴザの上に重ねられるか，穀物袋に重ねて入れられるかして室内で保管

される。売られる２，３日前にもう一度天日干しされることもある。 
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③エイの塩漬けのつくり方 
(1)エイを縦に半分に切り，さらに５cm 幅の短冊状に切り分ける。 

(2)ビニール繊維で編まれた網目の細かい穀物袋に切り身を入れ，その上から塩をまぶし，

袋の口を閉じる。 

(3)３日間暗所に保管し，醗酵させる。 

(4)その後３日間天日干しにする。 

(5)乾いたものは穀物袋に重ねて入れられて室内で保管される。売られる２，３日前にも

う一度天日干しされることもある。 

 

塩干魚とエイの塩漬けの加工は基本的に①掃除 shafisha，②醗酵 vundika，③天日で干す

anika の三つのプロセスを経る。まず鮮魚の鱗をはぎ内臓を出して掃除し，表面に塩をすり

込んで，または，塩に漬けて醗酵させ， 後に天日で干すのである。塩干魚とエイの塩漬

けは加工段階で意図的に醗酵させられた醗酵食品である。小魚の干物である乾燥魚の加工

段階には醗酵の段階はない。 

塩干魚とエイの塩漬けは完全に乾燥しきっていないので，その保存期間は半年から長く

ても一年以内である。一年以上時間がたったものはもはや｢醗酵｣という言葉ではなく｢腐る

oza｣という言葉で表現される。醗酵食品は｢chakula kimevundikwa｣と呼ばれ，腐った食品は

｢chakula kimeoza｣と呼ばれはっきりと区別される。 

タンザニア内陸河川沿いでよく見られるような薪で魚をいぶす燻製とは違い，キルワ島

の干物つくりには燃料を使用しない特徴がある。干物は豊富な日光と風というキルワ島の

風土によって作られる。塩干魚とエイの塩漬けの加工に欠かせない塩も，燃料を使用しな

い天日製塩でつくられる。干差が平均 3.4m ある遠浅のキルワ島周辺には干潮時に出現する

広大な干潟を利用して，キルワ島のアラブ系住民が経営する製塩会社がある。キルワ島の

対岸のルアーヨ地域にあるアラブ系住民が経営する大規模な塩田(約 15ha)で作られた塩は，

キルワ地域で安く販売される(500tsh/kg)。 

 

3. 内陸都市との干物交易 
 
タンザニア南部内陸都市マサシとの干物交易 

かつて干物(塩干魚 ng’onda)はインド洋交易の重要な交易品の一つであった。スワヒリ海

岸の干物の発祥については明らかにされていないが，大型魚を原料とした大きな干物は，

インド洋を航海するアラブ・ペルシャ系の船乗りたちによってスワヒリ海岸部にもたらさ

れたのではないかと筆者は考えている。なぜならば，大型魚を獲るためには，外海で使用
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可能な大型の竜骨構造船と，刺し網など

の大規模な漁具が必要だからである。ス

ワヒリ海村で伝統的に行われている小舟

や徒歩にての沿岸漁撈では，大型魚の獲

得は難しい。 

キルワ島で生産される干物は現在，海

を媒介とした長距離交易路ではなく，内

陸部へと伸びたスワヒリ交易ルートを通

じて，キルワ島からタンザニアの内陸都

市へと運ばれている。キルワ地域からマ

ラウィ湖のさらに奥に位置するカタンガ

地域(コンゴ民主共和国)に伸びたキルワ

－カタンガ・ルート(Kilwa-Katanga route)はかつての奴隷交易の道である。このルートの途

中，キルワ島から約 300km 離れた場所にマサシ(ムトゥワラ州)という人口 40 万ほどの内陸

都市がある(図 6-1)。キルワの干物は主にこのマサシに運ばれている。 

 タンザニア前大統領ムカパ(Benjamin William Mkapa)氏の出身地として有名なマサシは，

大規模な常設市場をもつタンザニア南部内陸の中心都市である。筆者は二度マサシの市場

を訪問したことがあるが，農作物や干物，工芸品，古着，家具，電化製品などがひしめく

活気あふれる場所で，タンザニア随一の市場であるダルエスサラムのカリアコー市場に負

けない品揃えであった。驚いたのはその魚販売所の一角に 70cm 級の大型魚の干物や焼き魚

が所せましと並べられていたことである。中でも隣国のモザンビークから運ばれてきた魚

の立派さが目を引いた。 

キルワ産の干物の評判も耳にした。いわく，キルワ産の干物はしっかりとつくられてお

り(うまく醗酵しており)，きれいで(地面ではなくきちんと台の上で日干しにしているので

ゴミが付着していない)，味もムトゥワラ産のものと比べ良いとの評価である。マサシでは

干物の｢キルワ・ブランド｣と言うものが確立されているようであった。 

  

干物交易の利益 
海社会と内陸社会の自然環境の差を考えるなら，海産物は内陸の奥へ運べば運ぶほど価

格が上がる。干物の値段の変化を，キルワ島での魚の価格→対岸のキルワ･マソコ市場での

干物の価格→内陸都市マサシ市場での価格で比べてみると，干物が内陸に運ばれるほど値

段が上がってゆくことが分かる(表 6-3)。 

例えば３等級の塩干魚の｢mlimba｣の原料であるボラは，キルワ島では500tshで売られる。

 
図 6-1．スワヒリ交易ルート   

    出所：Hino 1980: 98 に加筆   
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そのボラの干物 mlimba は対岸のキルワ・マソコの市場ですでに原価の倍以上の値段，800

～1700tsh で売られる。キルワ島から約 300km 離れた内陸都市マサシでは原価の５倍の

2500tsh 以上の値段で売られている。魚や干物の値段が，時期や誰に売るかで変動すること

を考慮しても，干物交易は大きな利益を生むことが分かる。 

キルワ・マソコに住む干物商人によると，マサシの市場に一回干物を運べば，良い時で

30 万～40 万 tsh の売り上げがあるという。干物商人は 大で月に二回，干物交易を行うの

で，単純計算で月に70万 tsh(売上げの平均350,000tsh×2回)の売上げを得ていることになる。

これはキルワ･マソコの公務員の給料(≒47,000tsh)の約 15 倍にあたる。70 万 tsh の売上げか

ら，材料費と移動費を差し引いても，干物交易はかなりの利益をもたらすものであり，干

物がいかに重要な交易品であるかが分かる。 

 

4. 干物の社会的側面 
 
漁撈形態による干物の分類 

キルワ島の干物には乾燥魚，塩干魚，エイの塩漬けの三種類があるが，それらはどこで

獲られるかによって，内海産の｢小さな干物｣と外海産の｢大きな干物｣に分けることができ

る(表 6-4)。小さな干物と大きな干物では漁撈活動の担い手である漁師が異なり，また，漁

師の経済活動の型も異なる。 

キルワ島にはサンゴ礁をもつ外海とマングローブに囲まれた内海という自然条件が対照

的な二つの海がある。小さな干物の原料となる小・中型の魚は，内海を中心に小舟あるい

は徒歩にて，主に干潮時の干潟から行われる小型曳網漁 kavogo と掬い網漁 utando によって

獲られる。エイの塩漬けも内海産の干物である。エイは内海で平底船を用いての置き刺網

漁 misadaka によって獲られる。 

大型魚は外海を中心として，竜骨構造船を用いての置き刺網漁によって獲られる。大型

表 6-3．干物の価格の地域別比較 

種類 等級 キルワ島での鮮魚の価格 マソコ市場での干物の価格 倍 マサシ市場での干物の価格 倍 

tumbu 8 20～25 40 2 100 5 
kasoro 7 20～40 100 5 200 10 
nyanvi 
mamia 

6 
5 

40～80 
120～200 

150～200 
200～ 

5 
1.6 

400 
情報なし 

10 
- 

numba 4 350 700～800 2.2 情報なし - 
mlimba 3 500 800～1700 3.4 2500～ 5 

mtae 2 900 1500～2000 2.2 情報なし - 
mgongo 1 1500 3000～4500 3 ～6000 4 

     注 1．マソコ市場はキルワ島から約 4km,マサシ市場は約 300km 離れている。     

         注 2．項目中の｢倍｣は干物の価格が鮮魚の価格から 大何倍に上がったのかを表す。 

出所：2007 年 1 月の現地調査を基に筆者作成 
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魚用の刺網は，エイ用の網とは別の種類で｢soni｣と呼ばれる。刺網漁の中でも も資本が掛

かる規模の大きなものである。キルワ島の竜骨構造船とは，第五章にみたように船底に竜

骨を持つがゆえに帆走に適し，船足も速く，安定性が良いので波風の荒い外海でも使用可

能な船である。ダウ船，マシュア船，船外機付ボートの３種類がある。竜骨構造船の値段

は内海で使用される小舟に比べかなり高価である(例えばダウ船は丸木舟の建造費の 10 倍

の 645,000tsh である)。また，置き刺網漁もキルワ島の漁法の中でも も資本のかかる漁法

である。このように考えると，大きな干物に関わることができる人間はキルワ島の一部の

裕福層，すなわち竜骨構造船の所有に象徴される塩田経営者や雑貨店主，公務員，伝統医，

イスラーム教師と，その裕福層から船を委託されて漁を行う外海漁師であることが分かる。 

 

干物交易の二類型：小さな干物交易と大きな干物交易 
 それでは干物交易にはどのような人々が関わっているのであろうか。まず，漁師かそう

でないかで大きく分けて考えることができる。次に，干物加工を行うか行わないか，干物

の行商を行うか行わないかで分けると以下の五通りの人間像が浮かび上がってくる(表 6-5)。 

 

①外海漁師：外海で大型魚を取り，鮮魚を干物商人に渡す。干物の加工や販売には関わら

ず，専門的に漁を行う漁師。 

②内海漁師：内海で小・中型魚を獲り，干物の加工，行商のいずれかに携わるか，そのど

ちらも行う。ただし，置き刺網漁でエイを獲る漁師は，鮮魚を干物商人に渡し，自分で

は干物の加工や販売に関わらない。 

③干物商人：外海漁師から得た鮮魚を干物に加工し内陸都市の市場に運び販売する。集約

的に鮮魚を買い付けて専業的に干物交易を行う。 

④干物加工補助：主に内海漁師の親族であり，干物加工を助ける。 

表 6-4．漁法と漁場による干物分類 

干物 漁場 干物種類 等級 漁法 使用する船 
dagaa 9 掬い網漁 徒歩 
tumbu 8 
kasoro 7 

 
小さな干物 

 
内海 

 
nyambi 6 

 
小型曳網漁 

丸木舟 
平底船 

エイの塩漬け 内海 korija － 置き刺網漁 平底船 
mamia 5 
numba 4 
mlimba 3 
mtae 2 

 
 
大きな干物 

 
 

外海 
 

mgongo 1 

 
 
置き刺網漁 

 
ダウ船 
マシュア船 
船外機付ボート 

出所：現地調査を基に筆者作成 
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⑤運び専門：主に内海漁師の親族であり，内陸都市の市場に干物を運び販売する。干物商

人とは違い，干物交易に恒常的に携わることはない。 

 

小さな干物交易は②内海漁師と④干物加工補助，⑤運び屋がペアになって行われる。小

さな干物を扱う内海漁師の傾向は鮮魚を自分または親族と共に干物に加工し，自ら内陸都

市に行商に行くこともあれば，親族に行商を任せることもある。小さな干物交易は親族の

協力により行われる家族(親族)操業であるといえる。 

 大きな干物交易は②外海漁師と③干物商人のペアによって行われる。外海漁師は鮮魚を

キルワ・マソコに住む干物商人に信用取引で売る。干物商人は鮮魚を干物に加工し内陸都

市の市場に運んで売る。このように大きな干物の交易は家族操業ではなく，キルワ島を越

えた地域間の，分業化された人間関係によって成り立っていることが分かる。 

 先にみたように，エイの塩漬けは内海産の干物ではあるが，その販売形態は小さな干物

とは違い，②内海漁師と③干物商人がペアになって行われる。エイの塩漬けは，漁場と販

売形態でみると，小さな干物と大きな干物の中間に当たる商品である。 

 

大きな干物交易にみる地域間の人間関係 
小さな干物や特殊海産物に比べ，複雑な人間関係の基に成り立つ，大きな干物交易の人

間関係について見てゆく。大きな干物交易は，外海漁師と干物商人とのペアで成り立って

いる。 

キルワ島の外海漁師は対岸のキルワ･マソコに住む干物商人と鮮魚の専売契約を結んで

いる。この両者の人間関係を以下では便宜上｢主人－漁師 tajiri-mvuvi 関係｣として扱ってゆ

く。なぜならば漁師が干物商人を｢主人 tajiri｣と呼び，干物商人が漁師を｢私の漁師 mvuvi 

wangu｣と呼ぶからである。tajiri とはスワヒリ語で，金持ちやボス，主人といった意味をも

つ。 

その一例を示すと，2004 年にはキルワ島の漁師５人がキルワ・マソコに住む一人のアラ

表 6-5．干物にまつわる人間模様 

生業形態 漁 加工 交易 性別 
①外海漁師 ○   男 

○ ○  男 

○ ○ ○ 男 

 
漁師 

 
 

 
②内海漁師 

○  ○ 男 

③干物仲買人  ○ ○ 男 

④干物加工補助  ○  男/女 

 
漁師以外 

⑤運び専門   ○ 男 

出所：現地調査を基に筆者作成 
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ブ系干物商人，この干物商人はキルワ県内でも第一位と評されるほど手広く干物交易に関

わる A. Y.という人物，と主人－漁師関係を結んでいた。キルワ島の漁師の内訳は，外海で

大型魚を対象に置き刺網漁を行う者が四人，内海でエイを対象魚に置き刺網漁を行う者が

一人である。A.Y.氏はキルワ島の漁師以外にも，キルワ･マソコの漁師やキルワ島の南のサ

ンジェ・ヤ・カティ島，ソンゴ・ムナラ島，パンデ地域の漁師とも主人－漁師関係を結ん

でおり，多くの｢私の漁師｣を抱える干物商人である。 

キルワ島の外海漁師は外海で置き刺網漁が行える小潮の期間，毎日 A.Y.氏に漁獲を届け

る。小潮の期間とは，イスラーム暦の３日から 11 日の９日間と，19 日から 26 日の８日間

である。潮汐の分類では，maji maana，charu，kibumbiza，kiamuko の四つの潮の期間である

(第三章)。外海漁師は，潮の流れが速い大潮の期間は，外海で置き刺網漁を行わない
56
。 

A.Y.氏はキルワ・マソコの港で漁師がやってくるのを待っている。次々にやってくる漁師

から漁獲を受け取る。その場で魚を背開きにし，塩をまぶして天日干しにすることもある。

夕方に魚と干物を家に持ち帰る。キルワ・マソコの港には A.Y.氏のほかに多くの買い付け

人が集まっているが，A.Y.氏と専売契約を結んだ漁師は A.Y.氏以外の買い付け人に魚を渡す

ことはない。 

魚の売買は基本的に現金を媒介としない，信用取引 mali kauli で行われる。漁師と A.Y.氏

は双方にノートを持参しており，その日の取引の金額をスワヒリ語でノートに記録する。

A.Y.氏が買い取る魚の値段は少し安めに設定されているが，漁師はそのことをいとわない。

もしも自分でキルワ・マソコの常設市場まで漁獲を持ってゆけばもう少し高い値段で売る

ことができるが，漁獲を約４km 先の常設市場までもってゆくのは結構な負担である。それ

にその日の魚の集積具合で値段が変動する常設市場では常に A.Y.氏の買値より高い値段で

魚が売れるとは限らない。漁師は目先の利益に走るよりも， A.Y.氏との安定した取引を選

択しているのである。 

 

主人－漁師関係の利点 
このような主人－漁師関係は，ただ単に鮮魚の専売契約だけではなく，相互扶助的な人

間関係でもある。 

 

漁師にとっての利点は以下の二点である。 

①専売的に鮮魚を売る相手を確保することができるので，漁獲の売れ残りの問題を解決し

てくれる点。魚が腐る前に全て売ることができる。 

                                                   
56 外海での漁撈活動は，実際には大潮の期間に数日重なることもある。 
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②漁具や船の修繕の際に主人 tajiri から援助が受けられる点。 

 

干物商人にとっての利点は以下の点である。 

①信用取引によって現金が無くても大量の魚を集めることができる点 

②他の買い付け人(リゾートホテルなど)と競合することなく魚を集めることができる点。 

 

｢主人｣と呼ばれる干物商人は，漁師を経済的に保護する立場にあることが分かる。逆に

漁師は干物商人に鮮魚を信用取引で渡すことにより，干物商人を経済的に助けている。両

者の関係は対等のように見えるが，漁師が干物商人に魚をカタに取られていると考えれば，

やはり，主人である干物商人の立場の方が上である。 

両者の間に結ばれる相互扶助的な関係は，書面による契約などによって決められている

わけではなく信頼関係によって成り立っている。このような二者間に信用を媒介として成

立する人間関係は，干物商人をパトロンとし，漁師をクライアントとする，パトロン－ク

ライアント関係であるといえる。ただし，パトロンである干物商人の影響力(influence)や資

源(resources)による保護や利益(protection or benefits)は，クライアントである外海漁師にもた

らされない(Scott, 1972: 92)57。両者の関係は経済活動に限られたものである。  

大きな干物交易に見られる主人－漁師関係のようなパトロン－クライアント関係は，小

さな干物交易や，特殊海産物の取引の場合には見られない。特殊海産物である大型エビや

ノコギリガザミ，乾燥ナマコなどはキルワ・マソコにある仲買会社に売られが，この場合

の取引は信用取引ではなく，即時的な現金と商品の交換による，市場経済的な商取引であ

る。漁師にとってはすぐに現金を得ることができる点で好条件の取引であるが，一過的な

取引関係なので，臨時にお金が必要なときに仲買会社が援助してくれることはない。一方，

主人－漁師関係は一過的な取引関係ではなく，双方に利益のあるパトロン－クライアント

関係として長期間持続することが期待されている。 

 

信用取引を可能とする条件 
主人－漁師関係に特徴的な取引慣行である信用取引を可能とする条件とはなんであろう

か？ 

短時間で腐り，売値や味が落ちる海産物は，迅速に取引される必要がある。従って漁師

                                                   
57 the patron-client relationship - an exchange relationship between roles - may be defined as a special case of dyadic 

(two-person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status 
(patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status 
(client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the 
patron (Scott 1972: 92). (下線筆者)。 
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は，漁獲を干物商人にお金が無くとも信用取引で渡す。信用取引の記録は双方のノートに

スワヒリ語で記録されることにより明文化される58。このノートはすなわち借金証文であり，

干物商人から漁師への支払いを円滑に行うために必要なものである。干物商人から漁師へ

支払いは約 15 日ごとに行われる。これは潮汐のサイクルと関係しており約 15 日ごとにお

とずれる大潮の期間が支払いの時期に当たる。なぜならば大潮の期間，キルワ島の外海漁

師は漁を行わないからである。干物商人は，この期間を見計らって内陸都市の市場に干物

を売りにゆく。そして，そこで得た売り上げの中から漁師にこれまでの未払い金が支払わ

れるのである。このように，信用取引の支払いは海社会特有の時間間隔によって行われて

いる。 

このようなキルワ島を越えた地域間の信頼関係には，当然のことながら借りる側の信用

amin が必要である。A.Y.氏に関しては長年の商売の実績(20 年近く干物交易に関わっている)

が信用を生み出している。しかし A.Y.氏の信用はそのような商売実績だけではなく，A.Y.

氏が敬虔なムスリムとして社会的に認められていることも大いに関係している。 

いつもイスラーム帽を被った A.Y.氏は，ムスリムとしての義務を欠かさない。キルワ･マ

ソコの港で礼拝をする姿や，断食月の断食などは当然のこととして，モスクや公共施設へ

の喜捨もきちんと行っている。キルワ島の外海漁師も皆ムスリムであることから，この両

者の関係はムスリム同士の関係である。そこにはキルワ島及びその周辺地域に共有されて

いるイスラームの価値観が作用しており，敬虔なムスリムであるということは両者の間で

信用に関する重要な条件なのである。 

キルワ・イスラーム社会に共有されたイスラームの価値観は干物取引において警察的な

役割も果たしている。商品や現金の悪質な持ち逃げが行われたときには，｢arubadhiri｣とい

う呪文によって犯人探しや報復が行われる。高名なイスラーム教師に依頼して arubadhiri

の呪文を読んでもらうことにより，犯人を探し出すことはもちろん，犯人を病気にしたり，

殺してしまうこともできる。イスラーム教師の説明によると arubadhiri の呪文とは，624 年

のバドルの戦いで預言者ムハンマドが，メッカのクライシュ族を破った際に使用した呪文

であるという。イスラームの呪文の中では も力の強い呪文として認識されている。ムス

リムはこの arubadhiri の呪文に対する恐怖を共有している。監視役として第三者が介入しな

い，干物商人と漁師とのパトロン－クライアント関係において，arubadhiri の恐怖を共有す

ることが，取引の警察的役割を果たしている。 

                                                   
58 タンザニアは初代大統領 J. ニエレレのウジャマー政策のおかげで教育制度が地方まで行き届いており，

国民の識字率は東アフリカにおいて も高い。キルワ島はタンザニアの片田舎ではあるが，島民のほとん

どが読み書きできる。ノートに記録を書き記す行為はかなり一般的で，漁師の中には自分の漁の記録を日

記としてつけている者や，詩作をしている者もいる。 
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5. 海村社会の生活保障 
 

キルワ島の外海漁師は鮮魚をすべて買い取ってくれ，時に金銭的な援助もしてくれる干

物商人と個人的にパトロン－クライアント関係を結んでいる。漁師から干物商人への鮮魚

の取引は，特殊海産物の場合のような海産物と現金の即時的な交換ではなく，信用取引で

行われる。信用取引による遅延的な支払いは，あらかじめ漁師と干物商人との関係が長期

的に持続することを前提としたものである。パトロン－クライアント関係は，相互扶助の

関係なので，長期的に持続することが期待されている。この二者間の人間関係における信

用と警察的役割の背景には，キルワ地域で共有されているイスラームの価値観が関与して

いる。 

漁師と干物商人の信頼関係の内に成り立つパトロン－クライアント関係には，相互扶助

の関係や，信用取引による遅延的な支払い，干物商人の言い値で鮮魚を売る漁師の姿など，

一見非合理的な取引慣行がある。特殊海産物の，即時的な商品と現金の市場経済的商取引

の方が合理的といえるが，海村社会の生活保障の問題を考えるとき，パトロン－クライア

ント関係のような長期的に持続する相互扶助の関係に身をおくことが，網元や漁業組合の

ような生活を援助してくれる組織がない海村社会の漁師にとっては，生活保障の点で合理

的なのである。 

一方，小さな干物交易に関わる内海漁師は，親族と協力することにより生活保障として

いる。 

 

6. 海村社会の経済戦略 
 
腐る海産物の保存法 

冷蔵設備がない熱帯環境下では，海産物は短時間のうちに腐敗してしまう。腐ってゆく

ということはその価値(売値や味)を損なってゆくということである。海村社会が外部社会と

の交易品を獲得するためには，海村社会が内包する海産物の｢腐る｣という負の本質を解決

しなければならない。キルワ島の干物の事例からは，海産物がもつ腐るという本質に，無

理に逆らうのではなく，それとうまく共生するような，三通りの解決法が明らかになった。 

 

うまく腐らせる 
第一に，キルワ島の内海漁師が行う｢うまく腐らせる｣という腐る海産物との共生のあり

方である。内海漁師は小さな干物を商品とし，親族の協力を得て，干物交易を行っている。

海産物は腐ることによって価値を損失させてゆくが，逆に，うまく腐らせる(醗酵させる)
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ことによってその味と値段を高められることは，内陸都市マサシに運ばれたときの干物の

価格変動が示している。 

 

腐る前に売る 
第二に，｢腐る前に売る｣という腐る海産物との共生のあり方である。キルワ島の漁師は

鮮魚が腐る前に，パトロン－クライアント関係を結んでいる干物商人に漁獲物を渡すとい

う対応をしている。このときの取引が，現金を媒介としない信用取引で行われるというこ

とが，短時間で腐り始める鮮魚を迅速に漁師から干物商人に移動させることを可能にして

いる。外海漁師が関わる大きな干物交易も，内海漁師が関わるエイの塩漬けの交易もパト

ロン－クライアント関係のもとに成り立つ，海産物という腐る価値との共生法である。 

また，特殊海産物の販売に見られる市場経済的な商取引も，｢腐る前に売る｣という対処

法である。さらに，鮮魚の島内やキルワ・マソコの市場での販売にみられる周辺地域経済

も｢腐る前に売る｣対処法に含まれる。 

 

腐る前に分ける 
以上の考察にもう一点加えるならば，｢腐る前に分ける｣という海村社会の分配と贈与に

関わる，第三の対処法もキルワ島にはある。貧しい老人や寡婦などに喜捨 sadaka すること

はムスリムの行うべき善行である。これは第四章の魚柵漁の事例においてみられた。 

 

このようにキルワ島の漁師は，各々の方法で腐る本質をもった海産物の保存の問題を解

決している。冷蔵設備による保存｣が唯一の解決法ではない。風土を利用して，親族の協力

のうちに，うまく腐らせることも，パトロン－クライアント関係という人間関係や，地域

経済，または市場経済的な商取引を通じて，腐る前に売ることも保存の一形態である。さ

らに，内海・外海漁師がキルワ島の老人や寡婦に対して行う，鮮魚の分配や贈与も，腐る

前に分ける保存法であると考えられる。 

 

六つの経済活動にみるキルワ島海村社会の経済戦略 
三通りの腐る海産物の保存法のうえに成り立つキルワ島の経済活動を，商品と担い手で

分けると，レベルの異なる六つの経済活動があることが明らかになる(表 6-6)。 

 

①内海・外海漁師によって行なわれる，特殊海産物を商品とした，キルワ・マソコの仲買

会社との市場経済的商取引 

②内海・外海漁師によって行われる，鮮魚を商品とした，島内およびキルワ・マソコ市場
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にての周辺地域経済 

③外海漁師が関わる，大きな干物を商品とした，キルワ・マソコに住む干物商人とのパト

ロン－クライアント関係の基に成り立つ信用取引 

④内海漁師が関わる，エイの塩漬けを商品とした，キルワ・マソコに住む干物商人とのパ

トロン－クライアント関係の基に成り立つ信用取引 

⑤内海漁師とその親族によって行われる，小さな干物を商品とした親族内経済 

⑥内海・外海漁師によって行われる，余剰漁獲の喜捨や分配による贈与経済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の六つの経済活動のうち，①特殊海産物を商品とする経済活動は，市場経済に も

近いレベルの経済活動である。逆に⑥鮮魚の喜捨や分配は，贈与経済の傾向の強い経済活

動である。そして，この二つの経済活動の間に，四つのレベルの異なる経済活動が存在し

ている。 

内海漁師は，特殊海産物の市場経済的商取引，鮮魚の地域経済，エイの塩漬けのパトロ

ン－クライアント関係に基づく信用取引と親族内経済，小さな干物の親族内経済，そして

余剰漁獲の喜捨や分配を通じ贈与経済に関わっている。外海漁師は，特殊海産物の市場経

済的商取引，鮮魚の地域経済，大きな干物のパトロン－クライアント関係に基づく信用取

引，余剰漁獲の喜捨や分配を通じ贈与経済に関わっている。内海漁師の経済活動は，親族

内経済に特徴付けられる。外海漁師の経済活動は，パトロン－クライアント関係に基づく

信用取引に特徴付けられる。 

漁師は専業的に一つの経済活動に従事するのではなく，臨機応変に，レベルの異なる複

数の経済活動を行っている。例えば，外海漁師は大型魚を獲り干物商人に売る傍ら(パトロ

ン－クライアント関係)，大型エビが網にかかればそれをキルワ・マソコの仲買会社に売る

こともある(市場経済的商取引)。同様に内海漁師も，小・中型魚を獲り干物に加工する傍ら

(親族内経済)，マングローブ内部でノコギリガザミを獲り仲買会社に売ることもある(市場

表 6-6．キルワ島の経済活動の型 

漁師 経済傾向 海産物 保存法 媒介 経済の型 

内海 外海. 

市場経済 ①特殊海産物 腐る前に売る 現金 市場経済的商取引 ○ ○ 
②鮮魚 腐る前に売る 現金 地域経済 ○ ○ 

③大きな干物 腐る前に売る 信用 P-C 関係にもとづく信用取引  ○ 

④エイの塩漬 腐る前に売る 
塩漬け・天日干し 

信用 
親族の協力 

P-C 関係にもとづく信用取引 
親族内経済 

△* 
○ 

 

 

⑤小さな干物 天日干し 親族の協力 親族内経済 ○  

贈与経済 

普
通
海
産
物 

⑥余剰 腐る前に分ける イスラームの善行 贈与経済 ○ ○ 

注．内海漁師の P-C 関係に基づく信用取引は，エイが獲れる期間のみの短期のものである。 
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経済的商取引)。さらに，内海漁師と外海漁師はともに，鮮魚を島内およびキルワ・マソコ

市場で販売するし(周辺地域経済)，島内の老人や寡婦に鮮魚を分け与えることもある(分

配・贈与)。 

以上に示したように，海産物の｢腐る｣という負の本質を解決しながら，レベルの異なる

複数の経済活動を選択して行うことが，冷蔵設備がなく，網元や漁業組合の存在しないキ

ルワ島海村社会における，自然と社会環境に適応した生活様式であり，同時に，経済戦略

なのである。 

海産物の消費地は，島内，近隣地域，内陸都市，国外の４箇所あり，キルワ島はタンザ

ニアの田舎の一海村であるにもかかわらず，その経済活動の交流は，島内から始まり遠く

海外にまでつながっている。 

島内から国外へと海産物の消費範囲が遠くなるにしたがって，経済活動は贈与経済的要

素が弱まり，逆に市場経済的要素が強まってゆく。しかし，キルワ島の漁師は，資本主義

経済の観点からして，合理的で進歩的な市場経済を志向して，自らの経済活動を，特殊海

産物の市場経済的商取引に専業化させることはない。一人の漁師が，市場経済的商取引を

行うとともに，パトロン－クライアント関係の基に成り立つ信用取引も行うし，また，漁

獲の喜捨や分配による贈与経済も行うという，重層的な経済活動を行う。市場経済的商取

引も，漁師が行う重層的な経済活動を構成する経済活動の一形態なのであり，他の経済活

動との優劣をつけることできない。 

以上のように多彩なキルワ島の経済活動を民族別にみてみる。 

小舟や徒歩にて内海で漁撈活動をおこなうバントゥ系の漁師は，親族内経済を経済活動

の特徴としている。一方，竜骨構造船と刺網をもちいて外海漁撈を行う漁師の経済活動の

特徴はパトロン－クライアント関係に基づく信用取引である。外海漁師が使用する竜骨構

造船や刺網の所有者はキルワ島の裕福層であるが，この裕福層の大半がアラブ系住民であ

る。その意味で，キルワ島の内海漁師と外海漁師との経済活動の型の違いは，そのまま，

バントゥ系住民とアラブ系住民の経済活動の型の違いとしても理解することができる。キ

ルワ島においては，民族別に，生業空間と経済活動の型の違いがあり，その違いにともな

う民族に対応した社会階層が存在している。 
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第七章 生態海域とキルワ島の村落構造 

 

 

インド洋西海域には 2000 年の永きにおよぶ，アラブ・ペルシャ地域とのインド洋交易の

歴史がある。その過程で東アフリカ・スワヒリ海岸部には多くの交易都市が形成された。

交易都市形成の原動力となったのはアラブ・ペルシャ地域の住民の旺盛な航海活動であっ

たことは言うまでもないが，スワヒリ海岸の何処にでも交易都市が成立したわけではない。

のっぺらぼうのように見えるスワヒリ海岸の各地にはマングローブの密林に覆われたラグ

ーン(潟湖)があり59，このような波風の穏やかなラグーン付近に多くのスワヒリ交易都市が

成立している。マングローブとサンゴ礁の海に囲まれたキルワ島に成立したキルワ王国も

その例にもれない。 

キルワ島の村落は島の北西側に形成されている。このように島の北側に村落が形成され

ることは，スワヒリ海岸のマンダ島，パテ島，ラム島，イブ島などのマングローブの内海

をもつラグーンに立地する海村に共通の事例である。その理由の一つとして，歴史家の家

島彦一は，島の北側はこの地域の暑期にあたる 11 月から３月にかけて，北東モンスーンの

影響を受けて涼しく，有害な蚊や蠅などが排除されるので居住空間として適していること

を挙げている(家島 1993)。このような論考に加えキルワ島の村落の位置には生態海域が大

きく関わっていることが明らかになった。 

多民族混交のキルワ島海村は，生態海域１の内海と生態海域３の境海に面して形成され

ており，そこでは民族ごとに居住空間の棲み分けがなされている。 

 

1. 民族構成 
 
六つの民族集団 

2005 年の現地調査において，キルワ島の 101 戸を対象に戸別訪問し聞き取り調査を行う

ことでキルワ島の民族構成を明らかにした60。2002 年のタンザニア国勢調査では，キルワ島

                                                   
59 スワヒリ海岸部の交易都市がもつ利点について歴史学者の家島彦一氏は，｢大陸部とは違った安全な住居

世界であること，外洋に通じる良港が得られることである。また，そこはペルシャ湾岸地域と結ばれたモ

ンスーンによる一年の周期航海の先端部に位置していて，大陸部から集められた物産と舶載の商品とが交

換される市場であった。｣(家島 1993: 318)という。 
60 訪問調査にはソルボンヌ大学の Pascal 氏と共同で行ったことを付記しておく。質問内容はあらかじめ決

めておいたが，その場の会話の雰囲気を重視し，会話の流れで自然な受け答えが得られるよう配慮した。

2005 年の調査は，筆者にとって４回目の長期現地調査であり，その頃にはほぼ全員の住民と顔見知りで
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は 163 戸とされているが，筆者が居候先の主人 H 氏と村落中を回った印象では，キルワ島

の戸数は 163 よりかなり少ないものと思われる。居候先の主人も 101 戸回った段階で，訪

問していない家はもうほとんどない，と語っていた。全戸調査にまでは及ばなかったが，

101 戸のデータでキルワ島の民族・部族構成の傾向は十分に示せるものと判断した61。 

 
キルワ島の住民は以下の六つのカテゴリーに分かれる(表 7-1)。 

 

①アラブ・ペルシャ系民族と混血していないバントゥ系部族(バントゥ系部族と略す) 

②アラブ･ペルシャ系民族と混血していない脱部族化したバントゥ系住民(脱部族民と略す) 

③アラブ･ペルシャ系民族と混血しているかどうか不明なスワヒリ海岸北部出身者(スワヒ

リ海岸北部出身者と略す) 

④混血はかなりすすんでいるがアラブ系民族を自称する住民(アラブ系民族と略す) 

⑤混血はかなりすすんでいるがペルシャ系民族を主張する住民(ペルシャ系民族と略す) 

⑥混血がかなりすすんでいるコモロ島出身者(コモロ島出身者と略する) 

 

人数と割合 
①バントゥ系部族が全体に占める割合は，329 人 57%であり，キルワ島の人口の半数以上を

占めている。13 のバントゥ系部族がある。 も人数の多い部族は mwera であり，105 人 18%

である。ついでmatumbi(39 人 6.8%)，myao(36人 6.3%)，nyasa(33 人 5.8%)，ngindo(32人 5.6%)，

machinga(30 人 5.5%)が 30 人代でほぼ同じくらいの割合である。その他，キルワ島の南部の

ソンゴ・ムナラ島の部族である msongo(17 人 3%)，キルワ島南方の大陸本土のパンデ地域の

部族である nbana(16 人 2.8%)，タンザニア南部の部族である makonde(13 人 2.3%)と makua(3

人 0.5%)，マラウィ湖周辺の部族である ngoni(3 人 0.5%)と mbisa(1 人 0.2%)，そしてダルエ

スサラム周辺に多くみられる部族の zaramo(1 人 0.2%)である(図 7-1)。 

 

②脱部族民は，自分の出身地域に帰属意識を持っているが，部族意識を有さない人々であ

る。全体に占める脱部族民の割合は 69 人 12%である。パンデ地域 pande(36 人 6.3%)，キル

                                                                                                                                                     
あった。このことにより，聞き取りの情報が正確なものになったと考えている。質問相手は，その家庭の

戸主 mwenye nyumaba である。一家庭につき訪問時間は，30 分から 50 分ほどかけた。主な質問内容は以

下の通りである。１．同居者全員の名前と年齢，性別。２．主人と妻の部族 kabila，部族がない場合は出

自 asili，それもない場合は出身地。３．主人と妻の出身地，および両親の出身地。４．シャゼリア教団 shazeria
とカデリア教団 kaderia のどちらに属するか。 

61 当時イスラーム高等学校の生徒が 70 人ほどキルワ島に住んでいたが，学問のためにタンザニア各地から

やって来た彼たちには聞き取り調査を行わなかった。 
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ワ島 kisiwani(20 人 3.5%)，ルフィジ地域 rufiji(6 人 1.0%)，マフィア島 mafia(4 人 0.7%)，モ

ザンビーク mozambique(2 人 0.3%)，ザンジバル島 zanzibar(1 人 0.2%)の六つの地域出身者で

ある。 

 

③スワヒリ海岸北部出身者が全体に占める割合は 65 人 11.2%である。ケニアのマリンディ

malindi 出身者が多く 40 人 6.7%である。続いてケニアのラム島 lamu(12 人 1.8%)，ソマリア

somari(8 人 1.4%)，正確な地域は不明だがスワヒリ海岸北部出身者が 5 人 0.9%である。 

表 7-1．キルワ島の民族構成 

分類 部族 バントゥ 帰属 出身地 人数 割合% 

+ + 1 Mwera キルワ近隣 105 18.3 
+ + 2 Matumbi キルワ近隣 39 6.8 
+ + 3 Myao マラウィ湖周辺 36 6.3 
+ + 4 Nyasa マラウィ湖周辺 33 5.8 
+ + 5 Ngindo  マラウィ湖周辺 32 5.6 
+ + 6 Machinga ムトゥワラ沿岸 30 5.2 
+ + 7 Msongo ソンゴ・ムナラ島 17 3.0 
+ + 8 Nbana パンデ地域 16 2.8 
+ + 9 Makonde タンザニア南部 13 2.3 
+ + 10 Makua タンザニア南部 3 0.5 
+ + 11 Ngoni  マラウィ湖周辺 3 0.5 
+ + 12 Mbisa マラウィ湖周辺 1 0.2 

 
 
 
 
 
 

① 

+ + 13 Zaramo ダルエスサラム周辺 1 0.2 

 
 
 
57.4 
(329 人) 

－ + 14 Pande パンデ地域 36 6.3 
－ + 15 Kisiwani キルワ島 20 3.5 
－ + 16 Rufiji ルフィジ地域 6 1.0 
－ + 17 Mafia マフィア島 4 0.7 
－ + 19 Mozambique  モザンビーク 2 0.3 

 
 

② 

－ + 18 Zanzibar ザンジバル島 1 0.2 

 
12.0 
(69 人) 

－ ± 20 Malindi  ケニア 40 6.7 
－ ± 21 Lamu  ケニア 12 1.8 
－ ± 22 Somari  ソマリア 8 1.4 

 
③ 

－ ± 25 海岸北部 海岸北部のどこか 5 0.9 

11.2 
(65 人) 

－ － 23 Yemen  イエメン 54 9.4 
－ － 24 Mshihiri  ハドラマウト 6 1.0 

 
④ 

－ － 25 Dubai  アラブ首長国連邦 6 1.0 

11.5 
(66 人) 

⑤ － － 26 Shirazi  シーラーズ(ペルシャ) 9 1.6 
⑥ － － 27 Comoro コモロ島 4 0.7 

不明 31 5.4 
合計 573 人 

       ①：バントゥ系部族集団       ②：脱部族化したバントゥ系集団 

       ③：スワヒリ海岸北部出身者     ④：アラブ系民族集団 

       ⑤：ペルシャ系民族         ⑥：コモロ島出身者 
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④アラブ系民族が全体に占める割合は，66 人 12.0%である。なかでもイエメン Yemen を出

自とする住民が 54 人 9.4%と多く，mwera の 105 人に次ぐ第二の構成人数となっている。ア

ラビア半島南部のオマーン(現在はイエメン)のシヒル Shihir 出身者とアラブ首長国連邦のド

ゥバイ Dubai 出身者がともに 6 人 1.0%である。このようにキルワ島のアラブ系民族の出身

地にはイエメン，シヒル，ドゥバイの三つの地域がある。 

 

⑤ペルシャ系民族で，｢シラジ shirazi｣と自称する住民が 9 人 1.61%いる。シラジ人はキルワ

王国を造ったといわれる人々である。スワヒリ海村の各地にシラジに帰属意識をもつ人々

 
図 7-1．タンザニア南部沿岸の部族 

注．キルワ島にみられる部族を枠囲みで示す 

                                  出所：Murdock 1959 に加筆 
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がいる。ザンジバル島にはシラジ人のコミュニティが存在し，ペルシャ起源の新年祭ナイ

ルージがおこなわれている(富永 2001)。キルワ島にはもっと多くのシラジ人が住んでいる

ものと考えていたが，実際は９人一親族(二戸)しかいないことが明らかになった。 

 キルワ島にはキルワ王国のスルタンの墓と呼ばれる墓地があり，この墓地を管理してい

るのがシラジ人である。シラジ人は墓地の清掃を行なうとともに，ここを祈願場所 koma と

して，先祖を通じてアッラーに祈願 dua する。 

  

⑥コモロ島出身者が 4 人 0.7%いる。このコモロ島出身者はキルワ地域におけるシャゼリア

教団の開祖，シェヘ・フセインの子孫であり，キルワ島および周辺地域の人々の宗教的な

尊敬を集めている。 

 

2. 民族別の空間的棲み分け 
 

訪問調査の際，筆者は各家庭の位置を地図上に記録していった。その結果を民族・部族

ごとに色分けして分布図としたものが図 7-2 である。 

 図 7-2 から読み取れることは，モスク周辺と沿岸部にアラブ系住民の住居が集中している

ということである。ペルシャ系住民の住居もある。沿岸部に建つ小学校の付近に３軒ほど

バントゥ系住民の住居が見られるが，これは小学校の教員にあてがわれた家であり，つい

近建てられたものである。 

 村落の内陸部にはバントゥ系住民(バントゥ部族と脱部族化したバントゥ民)の住居が集

中している。それらに混じってスワヒリ海岸北部出身者の住居もみられる。パンデ出身者

の住居群が村落の東側，コーラン学校付近にみられるが，これはコーラン学校の教師とそ

の親族の住居群である。同様にルフィジ出身者の住居群もその付近にみられる。 

 村の 南部の森に囲まれた場所にマリンディ出身者の住居が一軒だけあるが，これはキ

ルワ島の伝統医 mganga の家である。伝統医が行なう精霊憑依の治療儀礼などは，人里はな

れた｢キリンゲ kilinge｣と呼ばれる広場で行なわれるが，これは伝統医の家の敷地内にある。 

 コモロ出身者の住居が一軒あるが，これは先述のシャゼリア教団の始祖，シェへ・フセ

インがかつて住んでいた家である。現在はその子孫が住んでいる。毎年のシャゼリア教団

の聖者廟詣 ziara はこの家の前庭で行われる。ちなみに，シェへ・フセインはキルワ島の南

のパンデ地域にも家庭をもっており，聖者廟そのものがあるのはパンデ・プロットという

場所である。本当の聖者廟詣(大きな聖者廟詣 ziara kubwa)はパンデ・プロットで行なわれ，

キルワ島で行われるものは｢小さな聖者廟詣 ziara ndogo｣と呼ばれる。 

結婚したキルワ島の若者が村落の周縁に家を建てることにより，村落の規模は年々拡大
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している。図 7-2 は 2005 年に行なった調査の結果であるが，その後筆者が 2006 年と 2007

年にキルワ島を訪問した際には，サッカー・グランドを取り囲むように新婚家庭の家が建

っていた。グラウンドの近くには｢大井戸 kisima kikuu｣と呼ばれる，一年中水が枯れない井

戸があり，新しく家を建てるには，この井戸の周りが好まれる。マクタニ宮殿付近にある

診療所も，水の確保という理由から，現在，大井戸の近くに移築中である。 

 家のつくりは，アラブ・ペルシャ系住民の家が，サンゴ岩を積み上げその表面をモルタ

ル張りした｢石の家 nyumba ya mawe｣であるに対し，バントゥ系住民の家の大半は，マング

ローブの骨組みの間に岩と泥をつめた｢泥の家 nyumba ya udongo｣である。スワヒリ海岸スワ

ヒリ海岸北部出身者の家にも石の家が多い。マリンディ出身のキルワ島の伝統医は三人の

妻をもつ裕福な人物であり，家も立派な石の家である。ダウ船も二艘所有している。 

 図 7-2 に示しきれていないキルワ島のさらに内陸の南部には森が，東部には耕作地が広が

っている。 

以上をまとめると，キルワ島の村落部のモスク周辺と船着場近くの沿岸部は，アラブ系

住民の居住空間である。ペルシャ系住民の住居もここにある。村落内陸部はバントゥ系住

 
図 7-2．民族別の居住空間の棲み分け 

注．一人で二つの家をもつ住民もいるので，図には家が 101 戸以上ある 
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民の居住空間である。このように，キルワ島村落部においては，アラブ・ペルシャ系民族

とバントゥ系民族による居住空間の棲み分けが行われている。筆者の観察では，アラブ系

住民がバントゥ系住民の居住空間に日常的にやってくることはあまりなく，どうやらアラ

ブ系住民の間には，居住空間の心情的な棲み分けも存在するようである。 

また，キルワ島の古老の話では，その昔キルワ島には二つの村落があったという。現在

の村落と，その東側のフスニ・クブワ遺跡との中間にあった｢サンガ sanga｣と呼ばれた村落

である。かつて現在の村落にはアラブ人 waarabu (sing. marabu) (おそらくバントゥ民との混

血民)しか住んでおらず，バントゥ系住民は皆サンガ村落に住んでいたという。サンガ村落

の住民は現在の村落のことを｢町mji｣と呼び，逆にサンガ村落は｢村 kijiji｣と呼ばれたという。 

ある時期アラブ人の大半が退去した。その跡地にサンガ村落住民が引っ越してきたのだと

いう。現在の村落のほうが船着場に近いし，なにより一年中水のかれない大井戸 kisima kikuu

が近くにあったからだという。アラブ人の退去の主な理由は，｢アラブ人がニエレレ(タンザ

ニア初代大統領)のウジャマー政策(アフリカ社会主義)を恐れたから｣であるという。アラブ

人の多くはザンジバル島に逃れたということである。したがってタンザニア独立以前には

もっと明確な民族別の居住空間の棲み分けがあったことになる。 

 現在(2007 年)のキルワ島には，サンガ村落で生まれ，幼少時代はサンガ村落で過ごしたと

語る老人が何人かいる。皆年齢が 70 歳前後の高齢者である。その老人が 10 歳くらいまで

サンガ村落で過ごしたと考えると，少なくとも 60 年前にはキルワ島には二つの村落があっ

たことになる。現在サンガ村落に住む人はおらず，筆者はサンガ村落跡地を訪問したが，

藪をかき分けて入った森 pori の中に，わずかに土を盛った壁らしき村落跡を確認すること

ができただけである。 

  

3. 石造遺跡の分布と生態海域 
 
石造遺跡の地理的分布(図 7-3) 

 キルワ島に残るキルワ王国時代の石造遺跡の分布状況を考察することによって，現在の

居住地がかつてのキルワ王国の中心地であったことが分かる。 

石造遺跡は大きく分けて以下の４箇所にわたって分布している。 

 
内海と境海に面した居住地 

石造遺跡の分布が集中しているのは，生態海域１と生態海域３に面する，現キルワ島村

落周辺部である。マクタニ宮殿，小モスク，ジャングワニ・モスク，大モスク，大ハウス，

ゲレザ，マリンディ・モスク，マリンディ墓地の８つの石造遺跡がある。 西側にマクタ
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ニ宮殿があり，船着場周辺にゲレザ砦とマリンディ・モスク，マリンディ墓地がある。そ

の中間には大モスクと大ハウス，小モスクが位置している(図 7-3)。 

スルタンの住居であるマクタニ宮殿は，キルワ島において，インド洋から も奥まった

場所にある(図 7-3 の④)。このような奥まった場所に宮殿が築かれた理由の一つに，インド

洋から侵入してくる外敵からの防衛が目的であったと想像できる。マクタニ宮殿の敷地は，

見張り塔を備えた長壁に周りを囲まれており，構造上，外敵をかなり意識したものである。

周辺の海が干潮時に広大な干潟になるということも，海からの敵の侵入を防ぐことに一役

 
図 7-3．キルワ島の石造遺跡の種類と分布 

 
                                                             Sutton,(2000: 22)に筆者加筆 

種類 遺跡名 建造時期 場所* 

 
 

モスク 

大モスク Msikiti kubwa 
(?)小フスニ Husuni ndogo 
小モスク Msikiti ndogo 
ジャングワ・ニモスク Jangwani Msikiti 
マリンディ・モスク Malindi Msikiti 
ムビンジェ・モスク Mvinje Msikiti 

11C 
17-14C 

15C 
15C 
15C 
15C 

① 
⑪ 
⑤ 
⑨ 
⑦ 
⑰ 

 
宮殿,住居 

大フスニ Husuni kubwa 
大ハウス Great House 
マクタニ宮殿 Makutani Palace 

17-14C 
14-15C 

15C 

② 
⑧ 
④ 

砦 *ゲレザ Gereza 16C ③ 
 

墓地 
シラジ墓地 Makaburi ya Shizaji 
マリンディ墓地 Makaburi ya Malindi 
40 人のシェヘ墓地 Mashehe arubaini 
サケ墓地 Sake 

16C 
18C 
18C 

? 

⑥ 
⑬ 
⑩ 
⑫ 

      注．ゲレザはポルトガル起源の遺跡であり,その他は全てイスラーム起源遺跡である 
出所：中村(2006: 319-320)   
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買ったであろう。大型船を用いてここに直接乗り込むことは不可能である。 

キルワ島の船着場に，対岸のキルワ・マソコを望むようにして建つゲレザ砦は，16 世紀

前半にキルワ王国を一時的に支配したポルトガルによって建築されたものである(図 7-3 の

③)。ゲレザ砦以東の海は，中心部に深い海を抱える生態海域３である。沿岸部には小規模

なサンゴ礁群とマングローブが混在している。ゲレザ砦以西は，干潮時に広大な干潟が出

現する生態海域１である。沿岸部は小石混じりの砂浜であり，地先の海にはマングローブ

が帯状に生えている。 

このようにゲレザ砦が建築された場所は，生態海域１と生態海域３のちょうど境目にあ

たる場所である。キルワ王国にとって利用価値の高い二つの生態海域の境目にゲレザ砦を

建築したのは，ポルトガルによるキルワ王国支配のための政治的戦略であったと考えられ

る。 

 

インド洋を望む崖の上の宮殿 
大フスニと小フスニはインド洋を望む小高い崖の上に建っている(図 7-3 の②と⑪)。大フ

スニは 13世紀にキルワ王国を治めたAl-Hasan bin Sulaiman(1310年～1333年統治62)が住んだ

宮殿であり，東アフリカにおいても 大級の石造建築物である。しかし，現在の村落部や

大モスクからは，徒歩で１時間ほど離れている。なぜこのような場所に大フスニと小フス

ニは造られたのだろうか。その理由は，遺跡の立地条件を考えるとある程度の予測がつく。 

 大フスニが建つ海抜 17m の崖の上からは，インド洋

から｢扉｣を抜けてキルワ島に入港してくる船の動きが

一望できる。キルワ島で一番見晴らしの良い所である。

大フスニに住んでいたスルタンがここからインド洋を

臨み，外洋からのダウ船の進入具合を把握していただ

ろうことは想像に難くない。また，要塞としての機能

もあった大フスニにとって，崖の上に立地しているこ

とは防衛にも役立ったと考えられる。 

  

サンゴ礁地帯の無人島のモスク 

ムビンジェ・モスクは，キルワ島の 東部であるサ

ンゴ礁地帯の無人島に建てられている(図 7-4 の⑰)。こ

のモスクは日常的な礼拝のためではなく，航海の安全

                                                   
62 Freeman-Grenville, G. S. P. (1958)を参照。 

 
図 7-4．ムビンジェ・モスクの場所 
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を祈願する遠洋航海者たちに利用されたということである。その意味でキルワ王国のイン

ド洋交易の歴史に関係したモスクである。しかし，現在のキルワ島の日常生活圏外に立地

しているムビンジェ・モスクの存在を知らない住民も多い。その傾向は特に，生態海域２

に足を踏み入れない女性の間にみられる。 

 

4. 生態海域と居住空間の関係 
 

キルワ島は周囲 23km ほどの小島であるが，そのどこにでも居住地が形成できるわけでは

ない。キルワ島の海環境を三つの生態海域に分けて，住民生活との関係についてみると，

マングローブ内海の生態海域１と境海の生態海域３の波風が穏やかな海が漁撈活動に適し

ている。また，常設市場や郵便局，銀行，キルワ県庁など社会的施設のある対岸のキルワ・

マソコに渡るにしても，距離が近い。キルワ島の村落は，漁撈活動や移動の観点からして

都合の良い生態海域１と３に面する場所に形成されているのである。 

キルワ王国の石造遺跡も生態海域１と３に面する場所に集中していることから，キルワ

島の村落は伝統的にこの地域周辺に形成されてきたことが分かる。ここは漁撈活動や移動

の観点からして都合の良い場所であるとともに，キルワ王国にとって防衛の観点からして

も条件の良い場所であった。インド洋から奥まっており，干潮時に広大な干潟が出現する

ので，外敵の侵入が困難となるからである。 

このように考えるとキルワ王国は，漁撈活動にも防衛にも条件の良い場所を選んで誕生

したことになる。しかし，島の北西岸に村落を形成したのはキルワ王国を造ったペルシャ

からの移民者が 初ではないことが歴史学考古学の研究から明らかにされている。ペルシ

ャからの移民者がキルワ島に来たときには，すでにバントゥ系の住民が住んでいたという

(Spear, 2000; Clark, 1960)。第二章にみたように，シーラーズからやって来たキルワ王国の初

代スルタンは，当時すでにキルワ島に住んでいたバントゥ系部族の首長の娘と結婚したと

いわれる。また，大モスクの基盤となっている構造の建築年代が９世紀のものであること

や，土器などの発掘物から，ペルシャ移民の到来以前にキルワ島にバントゥ系の住民が住

んでいたと推測される。 

キルワ島にはペルシャ移民到来以前から島の北西部に居住空間が形成されていたことに

なる。ここは，家島が言うように，暑期に北東モンスーンの影響で涼しいばかりでなく(家

島 1993)，マングローブ環境とサンゴ礁環境が共存する場として，漁撈活動に適した場所で

もある。人々はそのことを，詳細な海底地形の分類や，棲息する魚類の認識などを通じて

よく理解している(第二章，第三章)。 

また，キルワ島の古老の話では，その昔キルワ島には二つの村落があり，ある時期アラ
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ブ人の大半が退去し，その跡地にサンガ村落住民が引っ越してきたということであった。

現在のキルワ村落にしても，かつてのサンガ村落にしても，島の北西部，海生態１と３に

接する沿岸部に形成されていたことが分かる。そしてサンガ村落の住民全員が，現在の村

落部に移住してきたことから，内海により近い現在の村落の立地の方が，居住空間として

は条件が良いということが分かる(表 7-2)。 

キルワ王国は，全く文化基盤のなかった場所に成立したわけではなく，もともとあった

スワヒリ海村の漁撈文化と結びつくことによって誕生したのである。4000km もの距離を｢ダ

ウ船｣で往還したインド洋交易を支えたのは，確かにアラブ・ペルシャ地域の遠洋航海文化

であったろう。しかし，国際交易都市国家として膨れ上がった人口の食料を支えていたの

は，マングローブとサンゴ礁の海からもたらされた海産物であり，かつ，海産物を交易品

として内陸社会よりもたらされた農作物であったろうことは想像に難くない。このように，

キルワ王国はアラブ・ペルシャ地域の遠洋航海文化とスワヒリ海村元来の漁撈文化とが融

合することにより誕生し，二つの文化の相乗効果のうちに発展を遂げたのであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. キルワ王国の石造遺跡 
 

大モスク Msikiti kubwa の名前と位置 
｢kubwa｣とはスワヒリ語で｢大きい｣を意味する。｢Msikiti kubwa｣は｢大モスク｣という意味

である。その名の通り，縦 42m，横 24m に及ぶ，19 世紀までは東アフリカで 大級のモス

クであった。イスラームの安息日に多くの人が礼拝に集まったので別名｢金曜モスク｣とも

呼ばれる。 

大モスクはキルワ島の北西部，村落の西に位置している(図 7-5 の①)。北側と東側には民

家が隣接してあり，人びとは大モスクと隣り合わせに暮らしている。しかし，現在はモス

クとしての機能を果たすことはなく，通り道として利用する以外にここを訪れる住民はい

ない。 

 

表 7-2．生態海域まとめ 

生態海域 自然 住民生活 底質 水深 

採集漁を中心とした漁撈活動 １ マングローブに囲まれた内海 

波風が穏やか 

藻 

泥  

３ １と２の自然環境を兼ね備える 

多様な漁撈活動 

泥 

サンゴ 

２ サンゴ礁をもつ外海 

波風が荒い 

竜骨構造船による刺網漁 

日常生活の範囲外 

サンゴ 

岩 

浅 

 

 

 

 

深 

 

居住空間 
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大モスクの起源 
1957 年から 60 年にかけて行われたイギリス人 N.チティックによる考古学調査によると，

大モスクは修復と増築を繰り返して現在に至っている(Chittck 1963, 1965)。現在でも，大モ

スクは南北二つの礼拝堂に分かれていて，新旧二つのモスクが接合されてできていること

がわかる。 

キルワ王国初代のスルタンAli bin Husainによって11世紀に北部分の礼拝堂にあたるモス

クが建造された。しかし北礼拝堂の基盤となっている構造はさらに古く９世紀のものであ

る。このことは 10 世紀半ばのシーラーズ人の移住以前からキルワ島に石造建築の技術があ

ったことを示している。 

キルワ王国が金交易で繁栄していた 14 世紀にドーム天井をもつ南側の礼拝堂が増設され

た。その後 15 世紀，18 世紀にも増築や修復が繰り返された。 

 

大モスクの規模と構造 
大モスクは 11 世紀に建造された北側の古い礼拝堂と，14 世紀に建造された南側の新しい

礼拝堂が縦に並んでつながっている(写真 7-3)。したがって大モスクの構造は，新旧二つの

礼拝堂とそれに付随する清浄場を持つ構造になっている。大モスク全体の規模は縦 42m，

横 24m，高さ(ドームの 高点)６m であり(図 7-663)， 

                                                   
63 図 7-6，7-6-2，7-9，7-10 はフランス政府の要請を受けて 2002 年から 2005 年にかけてキルワ島で調査を

おこなったフランスの建築家 Pierre BLANCHARD 氏の仕事によるものである。彼の好意により，発表前

の彼の図を本稿に引用させていただいた。 

 
図 7-5．キルワ島の石造遺跡の位置 

                            出所：Sutton,(2000)に筆者加筆 
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 南北に細長い形をしている。南の清浄場の南には２m 幅の通路を隔てて，15 世紀に建造

された｢大ハウス Great house｣と呼ばれる住居跡がある。大ハウスとは 14，15 世紀に建造さ

れた住居の複合建造物である。 

北側の古い礼拝堂は 12m×８m の広さを持つ。屋根は平屋根であり，かつては９本の木製

図 7-6．大モスク Mosukiti kubwa 俯瞰図 

 
                      出所：BLANCHARD 2004 を基に筆者加筆 
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の柱に支えられていた。しかし現在は，屋根と柱が崩れ落ち，吹き抜けの状態である。左

右の壁には窪みがありコーランが置かれたとのことである。 

 新しい礼拝堂は 19m×14m の広さを持つ。天井は 20 本の八角形の柱に支えられている。

各柱の屋根ごとにドーム構造になっており，縦に６列，横に５列ある。全体として 22 個の

円形のドームと８個のかまぼこ型ドームによって成り立っている(図 7-6，写真 7-3)。礼拝場

の南右端には東アフリカ 大のドーム great dome(直径５m)があったが現在は崩れ落ちてし

まっている。 

大モスクには二つの礼拝堂があるのでミフラーブも二つある。ミフラーブとはメッカの

方角(キブラ)に面して設けられたアーチ形の壁の窪みである。 

古い礼拝堂の西側と新しい礼拝堂の南側には大変よく整備された手足を清める清浄場が

ある。各清浄場には，井戸，貯水槽，足を洗うための砂岩，排水口，トイレなどが完備さ

れている。古い礼拝堂に隣接した清浄場は縦８m，横６m の広さを持つ(写真５)。新しい礼

拝堂に隣接した清浄場は縦６m，横 24m の広さを持つ。このように広く設備の整った清浄

場を完備した大モスクは，東アフリカにおいて も大きく権威高いモスクであり，イスラ

ーム世界から多くの学者や信者が訪れた。 

 
大フスニ Husuni kubwa と小フスニ Husuni ndogo の名前と位置 
スワヒリ語の｢フスニ husuni｣はアラビア語の｢husn｣が語源になっており，｢要塞化した屋

敷や都市｣の意味である(Freeman-Grenville, 1962b)。キルワ島の大フスニは島の断崖(標高約

17m)の上にそびえる要塞状の巨大な宮殿である(図 7-5 の②)。13，14 世紀のキルワ王国全盛

図 7-6-2．大モスク東側面図 

 

                                  出所：BLANCHARD 2004 
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期に建造された。 

大フスニの位置は，大モスクやマクタニ宮殿などの遺跡群が集中している村落部からは

１km ほど離れている。大フスニは断崖の上に建っているので見晴らしが良く，インド洋か

らキルワ島に入港してくる船の動きを一望することができる(写真 7-1)。 

小フスニは大フスニの約 80m東側に，高低差 13mほどの谷を挟んで位置している(図 7-7)。

小フスニはスルタンの宮殿ではなく，大フスニに付随した建物である。使用目的には諸説

あり，未だ不明である。 

 

大フスニと小フスニの起源 
大フスニは14世紀初頭，イブン・バトゥータの訪問を受けたスルタンal-Hasan bin Sulaiman

が住んでいた宮殿である64。その規模や建築技術の水準は東アフリカにおいて群を抜いてい

た。大フスニは 15 世紀に放棄されてからは修復されず，現在は大部分が崩れ落ちて廃墟と

                                                   
64 イブン・バトゥータは『大旅行記』の中で大フスニについては言及していない。彼はスルタン al-Hasan bin 

Sulaiman の宮殿は大モスクの近くにあったと言っている。しかし al-Hasan bin Sulaiman の統治時代に大フスニ

が宮殿としてあったことは，大フスニで発見された金貨や陶磁器の年代測定から証明されている(Chittick 1963)。 

図 7-7．大フスニ Husuni kubwa と小フスニ Husuni ndogo 俯瞰図 

 
出所：Chittick 1963 を基に筆者加筆 
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化している。 

小フスニも大フスニと同じ時代の建造物である。 

 

大フスニの規模と構造 
大フスニの大きさは，縦 150m，横 75m，である。広さは約２エーカー(約 8000 ㎡)である。 

大フスニの入り口は，宮殿の南西部にある。この入り口は幅の広い(約 10m)階段である。

階段を上ってすぐ左手には 3.6m 四方の深い井戸があるが，現在は枯れている。 

その入り口から入った宮殿の南部には，周囲を二階建ての家屋に囲まれた 50m 四方の広

い中庭がある。現在，家屋の二階部分は完全に崩れ落ちてしまっている。この広い中庭は

商業目的のために利用されていたのではないかといわれているが，不明な点が多く，仮説

の域を出ない。中庭の中央にある大きな窪み(図 7-7 の E)は採石(quarry)を目的としたもので

はないかといわれているが，これも仮説である(Sutton 2000)。 

大フスニの北半分は宮殿部であり，三つの中庭(図 7-7 の A，B，C)，住居，浴場(図 7-7

の D)がある。特に目を引くのが 50,000 リットルの容量がある八角形の浴場(bathing-pool)で

ある。三つの中庭はそれぞれ，宮廷用の中庭(palace court，写真 7-6)，スルタンの家族が利

用した中庭(domestic court)，演芸場(audience court)である(Chittick 1963; Sutton 2000)。 

図 7-8．大フスニ Husuni kubwa 復元予想図 

 
                             出所：Sutton, J.E.G. 2000: 41. 
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入り口は海岸に面した宮殿の北側にもある。北側の入り口は断崖を上る 28 段の階段であ

る。ここはスルタン用の入り口であったといわれる。階段を上ってすぐ左手の壁には当時

東アフリカ沿岸を行き交っていた縫合船 mtepe が描かれている(Peter and M. Garlake 1964)。 

 

小フスニの規模と構造 
小フスニは薄い壁に囲まれた 80m×60m の四角い建築物である。敷地内の南側には井戸と

貯水槽がある。この建物が何のために使用されていたのかについては不明である。壁の全

面に防御を目的とした稜堡(bastion)のようなものが設置されていることから，要塞(fortress)

ではないかといわれるが，要塞にしては壁があまりにも低すぎる(約 1.8m)ということである

(Sutton 2000)。その他，兵舎(barracks)であるとか商人の保留地(merchant’s reservation)である

とかの諸説があるが，考古学者の N.チテッィクによればモスクではないかとのことである

(Chittick 1963)。キルワ島の老人は，ポルトガル人が養豚場として利用していたと言う。キ

ルワ島のブッシュ・ピッグ nguruwe は通常のものと比べ外見がやや白味かがっているが，

これはポルトガルが持ち込んだ養豚とキルワ島在来のブッシュ・ピッグとの混血豚である

からだ，とキルワ島の老人は筆者に説明した。 

 

マクタニ宮殿 Makutani Palace の名前と位置 
｢マクタニ makutani｣はスワヒリ語で｢長壁・大壁｣を意味する。この遺跡は長壁で囲まれた

スルタンの宮殿である。キルワ島の北西部の浜辺と｢ジャングワニ jangwani (干潟)｣と呼ばれ

る干潟との間に位置している(図 7-5 の④)。この場所は，キルワ島の一番外洋から奥まった

場所であり，周囲に張り巡らされた長壁もあることから，マクタニ宮殿の立地には外敵の

侵入を意識したものであると考えられる。 

 

マクタニ宮殿の起源と規模，構造 
マクタニ宮殿の南部分は，15 世紀に建造された。マクタニ宮殿の北側は，18 世紀に建造

された(図 7-9)。このとき大ハウスやマクタニ宮殿の南側の建造物を崩して建築材として利

用した。 

マクタニ宮殿の敷地面積は約５エーカー(約 20,000 ㎡)である。周囲は見張り塔を備えた壁

に囲まれている(図 7-9)。見張り塔は東側の壁に一つ，南側の壁に二つ建っていが，現在は

基盤だけを残して崩れ落ちている。 

敷地のほぼ真ん中にスルタンの宮殿が位置している。この宮殿の外壁は状態良く残って

おり，当時の宮殿の規模が良く分かる(写真 7-7)。壁や部屋の仕切りは現在でも残っている

が，二階部分と屋根が崩れているので，現在は一階から吹き抜けの状態である。 
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宮殿の入り口を入ってすぐにベンチ baraza を設えた細長い部屋がある。ここに人びとは

腰掛けスルタンへの謁見を待ったといわれる。現在のキルワ島の住居にも外にベンチを設

けた建築様式が見られる。各部屋の大きさは梁に使用したマングローブの長さに制限され

るので 2.7m ほどの細長い構造である。宮殿の南側の左隅には塔があり，大砲が設置されて

いた。現在その大砲は宮殿の中庭に放置されている。 

かつて宮殿の表面は石灰モルタルで白く塗られていた。さらにマングローブの樹皮から

取れるタンニンの赤色を塗料として赤い装飾が窓枠などに施された荘厳な造りであったこ

とが想像される。 

 

モスク群 
 かつてキルワ島には 300 ものモスクがあったと島の老人は言う。その言葉を裏付けるよ

うに，キルワ島には多くのモスクの遺跡がある。小モスク，ジャングワニ・モスク，マリ

ンディモスウ，ムビンジェ・モスクなどである。しかし各モスクとも崩壊が著しく小モス

ク以外はもとの姿をとどめていない。 

図 7-9．マクタニ宮殿 Makutani Palace 俯瞰図 

 

                出所：Sutton 2000 とキルワ・マソコ観光課から得た資料に筆者加筆 
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モスク群の位置と起源 
以上のモスク群が建てられたのはいずれも 15 世紀のことである。15 世紀は一時冷え込ん

だ金の価格が上昇して，キルワ王国の経済が復活した時期である。その証拠として大モス

クの再建やマクタニ宮殿の建設が行われた。モスク群はキルワ王国の復活振りを示すよう

に次々に建造された。 

小モスクは大モスクとマクタニ宮殿との間に位置している(図 7-5 の⑤)。マクタニ宮殿に

住んでいたスルタン専用のモスクであったといわれる。 

ジャングワニ・モスクはマクタニ宮殿の南側にある，｢ジャングワニ Jangwani｣と呼ばれ

る干潟の北岸に位置している(図 7-5 の⑨)。現在は基盤のみを残して崩壊している。小モス

クとジャングワニ・モスクは天井に９個のドームを持っていた。 

マリンディ・モスクはゲレザの右横に位置しており，島北部の内海を臨む丘の上に建っ

ている(図 7-5 の⑦)。スワヒリ海岸北部のマリンディからの移民者のモスクであった。 

ムビンジェ・モスクはキルワ島の東部，インド洋に面するサンゴ礁地帯のムビンジェ島の

北岸に位置している(図 7-4 の⑰)。ムビンジェ島は無人島なので，ムビンジェ・モスクは日

常的な礼拝のために建てられたモスクではない。航海の安全を祈願，感謝するためのモス

クであった。現在は門と貯水槽の跡し

か残っていない。 

 

小モスクの規模と構造 
ここではモスク群の中でも保存状態

の良い小モスクの規模と構造について

記述する。 

小モスクの礼拝堂は 7.5m×８m の広さ

を持つ(図 7-10)。四本の八角形の柱が

大モスク同様にアーチ上に天井を支え

ている。現在は礼拝堂の東側天井は崩

れ落ちている。かつて天井には９個の

ドームがあったが，現在残っているの

は６個である。中央のドームの頂上か

らは一本の柱が上に伸びている(写真

7-8)。ドーム天井の内側には中国製の

陶磁器がはめ込まれていた。現在はそ

 
図 7-10．小モスク Mosukiti ndogo 俯瞰図 

        出所：Sutton 2000 に筆者加筆 
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の跡だけを残して全てなくなっている。 

礼拝堂の東側の崩れた天井の横には細長い部屋がある。ここはコーラン教室であったと

いわれる。礼拝堂の南側の左端は清浄場であり，すぐ横の井戸と樋で結ばれている。井戸

で汲まれた水は，樋を伝って清浄場の貯水槽に貯められた。 

 

墓地群 makaburi 
現在のキルワ島の住民に出自asiliを尋ねると，｢シーラーズ｣，｢マリンディ｣，｢オマーン｣，

｢ソマリア｣といったアラビア半島やスワヒリ海岸北部から移民してきた人びとの末裔であ

ると答える住民がいる。インド洋交易のネットワークの中に組み込まれていたキルワ王国

は，民族や出自を異にする人びとがともに暮らす国際的な交易都市であった。墓地はキル

ワ王国の国際交易都市の歴史を今に伝える。 

墓地の位置には二つの傾向がある。一つはモスクに隣接している墓地。もう一つは森の

中にある墓地である。 

 

モスクに隣接する墓地：マリンディ墓地  

マリンディ墓地はマリンディ・モスクに隣接している(図 7-5 の⑬)。現在キルワ島でモス

クとして使用されている建物の横にも墓がある。また，大モスクや小モスクの近くから沢

山の墓標(40cm ほどの平らな石)が発見されている。 

スワヒリ海岸北部の交易都市マリンディから，15 世紀にマリンディ人がキルワ王国の行

政と司法を司るという約束で，キルワ島に移住してきたといわれる(Clarke 1960)。マリンデ

ィ墓地はマリンディからの移住者が眠る墓地である。現存する墓地の建造時期は 18 世紀末

である。 

マリンディ墓地の墓はキルワ島には珍しく，二つのドーム天井をもった棺型である。屋

根の真ん中には柱が立っており，小モスクの形に影響を受けているといわれる(写真 7-11)。 

 

森の中にある墓地：シラジ墓地，40 人のシェヘ墓地，サケ墓地 

シラジ墓地，40 人のシェヘ墓地，サケ墓地は｢森の中 porini｣と呼ばれる村落から外れた場

所にある。現在のキルワ島の住民も，モスクの近くではなく｢森の中｣に葬られる傾向があ

る。男子割礼 jando や伝統医 mganga による儀式が行われる｢森の中｣と呼ばれる場所は，人

びとの日常生活から離れた空間である。 

 

シラジ墓地 

シラジ墓地は，キルワ島に移住してきたシーラーズの王族の墓地であるといわれる。現
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存する墓は 16 世紀またはそれ以前の建造物である。キルワ島の世界遺産を紹介するガイド

ブックなどでは，｢スルタンの墓(Sultans mausoleum)｣と呼ばれるが，キルワ島の住民は｢シラ

ジ人の墓 Makaburi ya Shirazi｣と呼ぶ。 

シラジ墓地は村落から外れた場所にある(図 7-5 の⑥)。墓地の周囲にはかつて敷地を囲っ

ていた壁の基盤が残っている。墓はサンゴ岩と石灰モルタルによって棺型に作られている。

イスラームの葬儀では，死者がメッカの方向(キルワ島では北側)を向くように葬られるので，

長方形の墓は東西に長い。同じ敷地内に男性の墓と女性の墓が混在している。 

男性の墓は東と西の側面に真ん中から伸びた柱を持つ。島の老人の話によると，この柱

は｢男根｣を表しているという(写真 7-10)。逆に女性の墓は東と西の側面が V 字型にくぼんで

いる。これは｢女陰｣を表しているという。男女の墓碑ともに中国産の陶磁器がはめ込まれ

ていた痕跡が残る。 

 

40 人のシェヘ墓地 

40 人のシェヘ墓地は，18 世紀末の同じ日に死んだ 40 人のシェヘが眠る墓地である。ス

ワヒリ語の｢シェヘ shehe｣とはアラビア語の｢シャイフ shaykh｣のことであり，｢長老・老人｣

または｢イスラームにおける重要人物｣を意味する。シラジ墓地のさらに奥に位置している

(図 7-5 の⑩)。 

 

サケ墓地 
 サケ墓地は村落部のやや西側，耕作地の間に残された森の中に位置している。木々がう

っそうと茂った森に埋もれるように墓石の基盤が残っている。道案内人なしでは確認が困

難である。 

第九章に見るようにキルワ島の人びとは 40 人のシェヘ墓地，シラジ墓地，サケ墓地を，

大きな願いを行う祈願所として認識しており，現在でも使用している。 

 

ポルトガル起源遺跡のゲレザの名前と位置 

ゲレザは，ポルトガルがキルワ王国を占領したときにポルトガル兵士が駐留するための

｢砦｣として建てられた。スワヒリ語の｢ゲレザ gereza｣はポルトガル語の｢ingerja 教会｣が語源

であるとされる。 

キルワ島の船着場の斜面に対岸の町キルワ・マソコを望むように立っている(図 7-5 の③)。

波打ち際に面しているので，波風による侵食が深刻な問題である。北側の壁と塔の一部は
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波風の浸食により，崩れ落ちてしまっている65(写真 7-9)。 

 

ゲレザの起源 
ゲレザは 1505 年にポルトガルの Francisco d’ Almedia がキルワ王国を占領したときに建て

られた砦である。ポルトガルがインド洋海域から撤退した後，キルワ王国がザンジバルの

オマーン王国の支配下にあった 19 世紀に増築された。 

 

ゲレザの規模と構造 
ゲレザは 32m×26m のほぼ四角い構造である。中央の中庭には井戸が一つある。地元の言

伝えでは，この井戸には横穴があり，小モスクの近くにあるチテッィク井戸(図 7-5 の⑭)ま

で抜け道として繋がっているという。中庭を周り囲むように二階建ての部屋が配置されて

いる(図 7-11)。 

ゲレザの特長である二つの塔が北側の壁の右隅と南側の壁の左隅にある。南の塔は 13m，

北の塔は 12m の高さである66。南の塔の上にと東の壁の上は波型になっており，オマーン建

築の特徴である(図 7-12)。ポルトガルの後にキルワ王国を支配したオマーンが，ポルトガル

の砦に付加した様式である。オマーン王国が造ったザンジバルの｢アラブ砦｣やモンバサの

｢フォートジーザス｣にも同じ波型の様式が見られる。 

入り口は東側の壁にある。木製の扉枠には彫刻が施されている。島の老人の話によると，

オリジナルの扉はその昔持ち去られてしまい，現在取り付けてある扉は本来のものではな

いとのことである。 

ゲレザの建築様式には，ポルトガル様式とオマーン様式が入り混じっている。ポルトガ

ル様式は四角い塔や入り口の上にある窓の上木(lintel)などに見られる。オマーン様式は円形

の塔や壁の上に作られた波型の胸壁，監視穴などに見られる。 

ポルトガル様式の四角い塔を隠すように 19 世紀初頭に円形の塔が建てられた。現在は北

側の円形の塔が崩れ落ちてしまっているので，中の四角い塔を見ることができる(図 7-12，

写真 7-9)。 

 

 

 

                                                   
65 1859 年にキルワ島を訪れたイギリスの探検家 Richard Burton の報告によると，この当時すでにゲレザの

北側の塔は崩れ落ちていた。 
66 塔の高さは１m しか違わないが，北側の塔は４m 下がった斜面に建っているので，実際にゲレザを見る

と南側の塔のほうがずいぶん高く見える(図 7-10)。 
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図 7-11．ゲレザ Gereza 俯瞰図 

 
                        出所：BLANCHARD 2004 に筆者加筆 

図 7-12．ゲレザ Gereza 正面図 

 

ゲレザ Gereza 正面図 

 
                        出所：BLANCHARD 2004 に筆者加筆 
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第八章 キルワ島の民族別の三つの棲み分けと社会階層 

 

 

 ここまでの議論で，キルワ島には民族・部族間の居住空間や生業空間の棲み分けがある

ことが明らかになった。それは村落の沿岸に住むアラブ系住民を中心として外海でおこな

われる漁撈活動と，村落の内陸部に住むバントゥ系住民が内海で行う漁撈活動である。外

海での漁撈活動は，富の象徴である竜骨構造船の所有に条件付けられている。その意味で

キルワ島海村社会は，高価な竜骨構造船を所有し外海で漁撈活動をおこなう裕福階層と，

小舟や徒歩にて内海で漁撈活動をおこなう漁師の一般階層が住む，ある程度階層化された

社会として捉えることができる。 

 

1. 三つの棲み分け：居住空間，生業空間，資源利用 
 
 キルワ島には民族ごとの三つの棲み分けがあることが明らかになった。それはアラブ系

住民とバントゥ系住民による以下の三つの棲み分けである。 

 

①居住空間の棲み分け 

 キルワ島の村落構造は，沿岸部とモスクの周りにアラブ・ペルシャ系住民が住み，その

背後の内陸部にバントゥ系住民が住んでいる。 

 

②生業空間の棲み分け 

 第三章，第四章でみたように，バントゥ系住民は沿岸部または内海での漁撈活動を行う

とともに，キルワ島内陸部で農耕も行っている。一方，アラブ系住民は竜骨船を所有し，

外海での漁撈活動にかかわっている。農耕は行なわず，その代わり，マングローブ内海を

航路とした人やモノの運搬業，ルアーヨ地域での製塩活動を行う。 

バントゥ系住民は漁撈や農耕などの第一次産業を中心とした自給自足的な生業を行なっ

ている。他方，アラブ系住民は漁撈活動のほかに，塩田経営や運搬業などによる第二次，

第三次産業の生業活動を行っている。アラブ系住民とバントゥ系住民は生業を棲み分けて

いる。 

 

③資源利用の棲み分け 

生業空間を棲み分けることにより，必然的にアラブ系住民とバントゥ系住民は資源利用



第八章 キルワ島の民族別の三つの棲み分けと社会階層 

 - 146 - 

も棲み分けている。バントゥ系住民がマングローブ内海を主に漁場として使用することに

対し，アラブ系住民は航路として使用する。バントゥ系住民がキルワ島内陸部を耕作地と

して使用することに対し，アラブ系住民は農耕を行わない。 

 
2. キルワ島海村の社会階層 
 
竜骨構造船の所有にみる社会階層 

以上のアラブ系住民とバントゥ系住民の三つの棲み分けに起因する，キルワ島海村社会

の階層構造を示してみる。 

 キルワ島の階層を，裕福階層と一般階層に分けて考えると，裕福階層は竜骨構造船の所

有に象徴されている。竜骨構造船の所有状況を民族別にみてみる。第三章で検討したよう

に，キルワ島において竜骨構造船を所有するのは，給料生活者である公務員，会社員，イ

スラーム高等学校の教師と，雑貨店主，塩田経営者，伝統医であった(マソコ役所の観光課

が船外機付ボートを一艘所有している)。所有者の民族ごとの内わけを見てみると，まずバ

ントゥ系住民は公務員二人，イスラーム教師一人，雑貨店主二人，伝統医者一人である。

残りの会社員一人，イスラーム教師二人，塩田経営者の親族はすべてアラブ系住民である。

アラブ系住民だけでなく，バントゥ系住民も竜骨構造船を所有するキルワ島の裕福階層で

あることが分かる。 

竜骨構造船の船数の合計でみると，アラブ系住民が８艘，バントゥ系住民が７艘の竜骨

構造船を所有しており，船数に大差はない。しかし，所有している船の種類でみると，ア

ラブ系住民がキルワ島の五艘全ての船外機付ボートを所有し，バントゥ系住民は主にダウ

船を所有している(表 8-1)。 

同じ高価な船である竜骨構造船であるが，ダウ船と船外機付ボートの値段を比べると，

船外機を除いた船本体だけの値段では船外機付ボート(1,200,000tsh)がダウ船(645,000tsh)の

約２倍の値段である。そこに船体と同じほどの値段の船外機を加えると，船外機付ボート

表 8-1．民族・部族別の竜骨構造船の所有状況 

民族 船種 公務員 会社員 教師 雑貨店主 塩田経営者 伝統医者 計(艘) 
ダ     １  １ 
マ   １  １  ２ 

 
アラブ系 

ボ  １ １  ３  ５ 
ダ ２  １ １  ２ ６ 
マ    １   １ 

 
バントゥ系 

ボ       ０ 

注．｢ダ｣はダウ船，｢マ｣はマシュア船，｢ボ｣は船外機付ボートを表す 
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がダウ船と比べ３倍以上も値のはる，キルワ島で も高価な船であることが分かる。そし

てその所有者はアラブ系住民に限られている。 

 

内海漁師と外海漁師の差 
次に内海漁師と外海漁師の違いを見てみよう。キルワ島には主に内海で漁撈活動をする

バントゥ系の内海漁師と，外海で漁撈活動をするアラブ系の外海漁師とがいる。バントゥ

系の内海漁師の経済活動の特徴は，エイの塩漬けと小さな干物の交易に関わる親族内経済

である。一方，竜骨構造船の船主に雇われた外海漁師は，干物商人とパトロン－クライア

ント関係に基づく信用取引を経済活動の特徴とする。内海漁師の中にも干物商人とパトロ

ン－クライアント関係を結ぶ者がいるが，これはエイの塩漬けの材料となるエイが獲れる

時期だけの短期的な人間関係である。 

このような内海漁師と外海漁師との経済的な違いはどのようなものであろうか。 

 

内海漁師の一ヶ月の現金収入 
 

①ナマコ漁師の場合 

まず，内海でナマコの潜水漁を営む A 氏の一ヶ月の現金収入をみてみる67。A 氏は叔父が

所有する丸木舟を借りて，生態海域１のマングローブ内海にて素潜りによるナマコ漁を行

う。獲ったナマコは，キルワ島に住む干しナマコ商人に毎回現金で売られる。A 氏が行う経

済活動は，漁獲物を即時に現金で取引するという，市場経済的な商取引である。 

キルワ島には 18 種類のナマコがあり，各々は大きさによって A から D の四等級に分かれ

る(表 8-3)。A 等級が一番大きい等級で，一匹 1500tsh 以上で売買される。B 等級は一匹 500

から 700tsh，C 等級は一匹 100 から 350tsh で売買される。D 等級は一匹ごとではなく，キロ

グラム単位で売買される。 

 表 8-2 に 2003 年の 12 月 1 日から 31 日までの一ヶ月の A 氏の漁撈活動を示した。A 氏は

一ヶ月間で，A 等級のナマコを 33 匹，B 等級を 40 匹，C 等級を 78 匹獲り，115,400tsh の現

金収入を得ている。一日あたり約 3,700tsh の収入であり，これは日常的な生活を送ることに

何の支障もない。 

 
 

                                                   
67 調査方法は，三人の漁師にお願いして，ノートに漁の記録を取ってもらうことにより行なった。あらか

じめ記録してもらう内容を漁師に伝えておき，筆者は夕方各漁師が帰宅する時間帯を見計らって，家を訪

れ，漁師とともに漁の記録を検討しながら調査を行った。 
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表 8-2．A 氏のナマコ漁の記録(2003 年 12 月)  

西暦 場所 潮 ナマコの等級別の捕獲数と売値 売り上げ(tsh) 労働時間 

12/1 21 Cha. － 0 6:15-10:30 
2 26 Cha. A (1500)×2 3,000 6:00-10:30 

3 28 Kib. B (700)×5 3,500 6:00-11:30 

4 16 Kiam. B (600)×5・C (200)×5 4,000 6:00-11:00 

 22・23  B (700)×3 2,100 13:00-15:30 

5 8 Kiam. B (700)×1 700 6:00-10:00 

6 65 Kiam. C (300)×1 300 7:00-10:30 

 ?  C( 300)×1 300 14:00-16:00 

7 22・23 B.M. B (700)×4・C (300)×2 3,400 7:00-11:00 

8 18 B.M. C (100)×4  400 7:30-12:30 

9 64 B.M. － 0 8:30-13:00 

10 18 B.M. B (500)×2 1,000 9:00-13:00 

11 16 B.M. A (1500)×1 1,500 9:00-13:30 

12 22・23 B.M. B (700)×6 4,200 10:00-14:30 

13 22・23 B.M. A (1500)×3・B(600)×1  5,100 10:00-12:00 

14 64 M. A (1800)×3 5,400 11:00-15:00 

15 13 M. C (300)×15 4,500 6:00-8:30 

 65  A (1500)×1 1,500 12:00-16:00 

16 21 Cha. C (350)×2 700 6:00-9:00 

 25  C (300)×1 300 13:00-16:00 

17 65 Cha. A (1500)×1 1,500 7:00-10:00 

 22・23  C×30＝16000 16,000 13:00-16:00 

18 15 Kib. － 0 7:00-10:00 

 16  A (1500)×6 9,000 14:00-17:00 

19 22・23 Kiam. A (1500)×3・C (300)×4 5,700 7:30-11:00 

20 30 Kiam. C (300)×15 4,500 7:00-13:00 

21 22・23 Kiam. B (700)×6 4,200 7:00-13:00 

22 18 B.K. B (700)×5 3,500 8:00-12:30 

23 19 B.K. A(1500)×1 1,500 8:00-12:30 

24 19 B.K. A ×5＝10000 10,000 9:00-13:00 

25 16 B.K. C (300)×3 900 9:00-13:00 

26 28 B.K. A×7＝15000 15,000 9:30-14:00 

27 22･23 B.K. － 0 10:00-13:00 

28 30 M. B (600)×1 600 10:00-12:00 

29 64 M. B (1000)×1 1,000 11:30-15:00 

30 27 M. － 0 13:00-16:00 

31 26 Cha. C (100)×1 100 7:00-10:00 

合計金額(tsh) A×33＝57400・B×40＝27200・C×78＝30800 115,400 4.23 時間/日 

注１．B.K.は bambua kiza，B.M.は bambua mwezi，M.は maji maana 
Cha.は charu，Kib.は kibmbiza，Kiam.は kiamko を表す(以下の表 8-4，8-5 も同様) 

      注２．漁場の項目の番号は図 3-1 に対応 
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②小型曳網漁師の場合 

次に，内海にて小型曳網漁 kavogo を行う J 氏の一ヶ月の現金収入をみてみる。漁は J 氏

も含め六人で行われる。小型曳網漁には平底船と丸木舟の二艘の船が使用される。平底船

と網は J 氏の所有であり，丸木舟は J 氏の友人のものである。 

小型曳網漁の漁獲はキルワ島の船着場で売られるか，もしくは J 氏が持ち帰り，小さな干

物に加工される。大量の小・中型の魚は，小さな干物に加工されることが 2006 年までは一

般であった。しかし，2007 年に筆者がキルワ島を訪れたときには，大量の魚を買い付け，

それを油で揚げたものを対岸のキルワ・マソコの市場に持って行って販売する，女性たち

の盛んな商売活動を目にした68。 

表 8-4 に 2003 年 11 月の J 氏の一ヶ月間の小型曳網漁について示した。小型曳網漁は生態

海域１の内海沿岸部に干潟が出現する大潮の期間を選んで行なわれる。J 氏は大潮の日を選

                                                   
68 この現象にはキルワ島の男性も驚いていた。女性たちがいち早く魚を買占め，それを油で揚げてキルワ・

マソコで売ってしまうので，一時期，キルワ島では魚が手に入らなくなってしまったという話を聞いた。

女性が急に魚の行商を盛んに始めた理由は，キルワ・マソコでの魚の需要が高くなったからである。交通

網の整備にともない，キルワ・マソコは観光業，商業ともに景気が上昇している。2002 年までは 300 人

足らずであった年間の観光客も，増加傾向にある。 

表 8-3．キルワ島のナマコ分類 

獲れる場所 No 現地名(スワヒリ語) 学術名 等級 
内海 サンゴ礁池 

1 Maji Holothuria scabra A.B.C.D ○  
2 Tairi Stichopus 類 A.B.C.D ○  

3 Tairi mwawe Stichopus 類 A.B.C.D  ○ 

4 Ulimbo Bohadschia atra A.B.C.D ○  

5 Kinanasi Colochirus quadrangularis B 以下 ○  

6 Kipara (kigunia) ―  B 以下 ○  

7 Mngoko ― B 以下 ○  

8 Kosupen ― B 以下 ○  

9 Barango Bohadschia vitiensis B 以下  ○ 

10 Pauni Actinopyga mauritiana A.B.C.D  ○ 

11 Pauni meusi Holothuria nobilis A.B.C.D  ○ 

12 Kibuta ― B 以下  ○ 

13 Sumu Thelenota anax B 以下  ○ 

14 Supinyo Thelenota ananas B 以下  ○ 

15 Bura ― C.D ○ ○ 

16 Kipiripiri Actinopyga echinites B 以下 ○ ○ 

17 Kijino Actinopyga miliaris B 以下 ○  

18 Shapedi ― B 以下 ○  

* Kifunga pingu Synapta maculata －  ○ 
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んで，一ヶ月に 17 日間小型曳網漁を行なった。そこから得られた現金収入は，114,650tsh

である。 

小型曳網漁で得られた利益は，漁の参加人数と，船と網の数を足した数で等分される。

船や網の所有者はその分の分け前を受け取る。これが基本的な分配の方法であるが，筆者

の観察によると，J 氏の小型曳網漁に参加した六人のうち二人は｢kiparale｣または｢kipande 

cha pwani｣と呼ばれる臨時のアルバイト人であり，取り分は，J 氏や他の二人に比べ極端に

少なかった。 

複数で行なわれる小型曳網漁には序列がある。まず，漁全体を統括する船頭 nahodha，次

に副船頭 sarangi，海水に入り魚を追う者mopozaji，網を曳くものmvutajiなどである(図8-1)。

船頭，副船頭，魚を追う者は等分の分配の対象になる。網を曳く者はアルバイト人である

場合が多く，分配はおかずだけという場合もあり，他の三者に比べて極端に少ない。 

表 8-4 に示した金額は，副船頭である J 氏の，船と網の取り分を含めたものである。船と

網の所有者である J 氏は船頭ではなく，副船頭であるが，これは船や網の所有に関係なく，

海での経験が一番豊富な者が船頭として選ばれるからである。 

 

 

表 8-4．J 氏の小型曳網漁の記録(2003 年 11 月) 

西洋暦 漁場 潮 売値(tsh) 主な漁獲 

11/9 21・22 B.M. 5,000 バケツ小×2 

10 ? B.M. 8,000 バケツ小×3 

11 ? B.M. 4,500 バケツ大×1.5 

12 1 B.M. 5,000 バケツ大×2 

13 ? B.M. 7,500s バケツ小×3 

14 ? M 11,500 バケツ大×5 

15 15 M 12,000 バケツ大×8 

20 21・22 Kia. 1,300 バケツ×4 

21 15 Kia. 6,700 バケツ×5 

22 7 B.K. 7,800 バケツ×6, dagaa 

23 19 B.K. 5,000 バケツ×4 

24 6 B.K. 5,650 バケツ×4.5 

25 12 B.K. 3,400 バケツ×3 

26 11 B.K. 13,900 バケツ×3, 籠×1 

27 12 B.K. 12,200 バケツ×4 

28 1 M. 7,800 バケツ×6 

29 4 M. 10,000 バケツ×1.5, 籠×1.5 

合計金額(tsh) 114,650 
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外海漁師の一ヶ月の現金収入 

 
③置き刺網漁師の場合 

 次に，外海にて置き刺網漁 soni を行う B 氏の一ヶ月の現金収入をみてみる。B 氏は父親

の所有するマシュア船を用いて，自分の刺し網を使用し，友人二人と義理の弟の四人で，

外海にて置き刺網漁を行なう。B 氏はバントゥ系の ngindo 族である。漁獲はパトロン－ク

ライアント関係にある，キルワ・マソコに住む干物商人に信用取引で売られる。 

 表 8-5 に 2003 年の 11 月の B 氏の一ヶ月間の置き刺網漁について示した。置き刺網漁は小

潮の期間を選んで，生態海域２の外海または生態海域３の境海で行なわれる。潮の流れが

速い大潮の期間は，網のもつれや，紛失を恐れて，置き刺網漁は行なわれない。しかし実

際の漁の記録を見てみると，大潮の期間も置き刺網漁を行なっていることがわかる。この

場合は，潮の流れの穏やかな漁場を選んで網が仕掛けられる。 

B 氏は 11 月に 23 日間置き刺網漁を行なった。そこから得られた金収入(信用取引)は，

130,300tsh である。 

刺網漁の利益の分配法も先の小型曳網漁のものと同様である。利益を，漁に参加した四

人に，船と網の所有者の数を足した数で割ったものが取り分となる。船の所有者である B

氏の父親は，漁に参加せずとも毎回船分の分け前を得ることができる。網の所有者である B

氏は二人分の分け前を受け取る。B 氏の義理の弟は小学校を卒業したばかりではあるが，そ

の仕事ぶりが認められ，他の者と当分の分け前を受け取る。 

 

 
図 8-1．小型曳網漁図解 
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       表 8-5．B 氏の置き刺網漁の記録(2003 年 11 月) 

西洋暦 漁場 潮 売値(tsh) 主な漁獲物 

11/1 50 M. 6,000 kamba 
2 51 M. 12,000 Kamba×2, ndoro 

3 37 Cha. 5,000 Kamba×1 

4 52 Kib. 6,000s Nduni 

5 56 Kiam. 8,000 lwayo, mkondaji  

6 53 Kiam. 0 － 

7 ? B.M. 8,500 chewa, pono 

8 59 B.M. 4,000 kamba×1 

16 51 Cha. 6,400 kamba×1 

17 56 Kib. 0 － 

18 32 Kiam. 2,500 kamba×1 

19 50 Kiam. 8,000 kamba×2 

20 37 B.K. 12,000  Kamba×2 

21 32 B.K. 8,000 kolekole, songoro, ndoro, kapungu, kamba 

22 53 B.K. 4,500 kamba×2, lwayo 

23 33 B.K. 0 － 

24 50・35 B.K. 8,200 karambasi, nduni, chewa, sana 

25 37 B.K. 10,000 kamba×2, ndoro, songoro, fatundu 

26 56 BK 4,800  kamba×2 

27 59 B.K. 4,500 kamba×2 

28 51 B.K. 3,000 lwayo 

29 52 B.K. 9,000 kamba×2  

30 50 M. 0 － 

合計金額(tsh) 130,300 

 

 
内海漁師と外海漁師の社会経済格差 

三者が漁撈活動から得た一ヶ月の現金収入を比べてみる(表 8-6)。マナコ漁師の A 氏は

115,400tsh，小型曳網漁師の J 氏は 114,650tsh，置き刺網漁師の B 氏は 130,300tsh であり，金

額の多い順は，B 氏，A 氏，J 氏であるが，収入に大差がないことが分かる。内海漁師も外

海漁師も漁撈活動から得る一ヶ月の現金収入にそれほど差はないのである。 

しかし，労働日数の観点から見ると，A 氏は一ヶ月毎日漁撈活動をおこなっている。一方，

一番労働日数の少ないのが J 氏で，一ヶ月に 17 日間しか漁撈活動をおこなっていない。B

氏は 23 日間漁撈活動をおこなった。このことは，J 氏と B 氏には余暇に漁撈活動以外の労

働を行う機会があるが，A 氏にはないことを意味する。J 氏は余暇を網の修繕作業や，自作

の干物の管理に当てる。積極的に漁撈活動以外の労働は行なっていない。B 氏は網の修繕を

行うとともに，父親のマシュア船を使って，対岸のキルワ・マソコへの渡し船業や荷物の
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運搬業を行なう。時にはパンデ地域への連絡船業も行なうことがある。B 氏には漁撈活動以

外の労働からの収入がかなりある。 

三者が獲る海産物の違いも重要である。魚を獲る J 氏と B 氏は，漁獲の中からまず自分

たちのその日のおかず kitoweo となる魚をとる(漁に参加した全員分)。そして残りの漁獲を

販売するのである。つまり，漁に出た日は副食の魚を購入する必要がないのである。しか

し，A 氏はキルワ島の住民が食用としないナマコを獲るので，その日の現金収入の中から，

おかずを購入しなくてはならない。 

 漁撈活動による三者の一ヶ月の現金収入は大差がないが，余暇の間に行なう副業的な労

働と，副食を買う必要があるかないかを考慮すると，内海漁師と外海漁師の現金収入は，

外海漁師の方がかなり多くなる。このことは三者の家のつくりにもあらわれているようで

ある。すなわち，外海漁師の B 氏の家がサンゴ岩を積み上げた｢石の家｣に住んでいること

に対し，J 氏と A 氏の家は｢泥の家｣に住んでいる。 

キルワ島においては，内海漁撈に従事する漁師と，外海漁撈に従事する漁師との間には，

このような社会経済格が存在している。 

 

3. キルワ島海村の社会階層の概念図 
 
 キルワ島住民の民族構成は多い順に，バントゥ系(白色系民族と混血していない)，アラ

ブ・ペルシャ系(白色系と黒色系民族の混血)，スワヒリ海岸北部出身者(混血しているか定

かではない)である(第七章)。 

 これまでの議論より，竜骨構造船を所有するものがキルワ島の裕福階層であり，その中

でも船外機付ボートを独占するアラブ系住民がキルワ島の上位に位置する裕福階層である。

バントゥ系住民とスワヒリ海岸北部海岸出身者の間には，竜骨構造船の所有状況に大差は

ないが，住んでいる家の造りを比べると，バントゥ系住民の大半は，｢石の家｣ではなく｢泥

の家｣である。スワヒリ海岸北部出身者は伝統医やイスラーム教師などの職についており，

家のつくりは｢石の家｣で比較的裕福な生活をしている。 

表 8-6．内海漁師と外海漁師の漁撈活動の比較 

漁師 漁法 魚場 収入(tsh) 労働日数 船 余暇 

A ナマコ漁 生態海域１ 115,400 31 日 丸木舟 なし 
J 小型曳網漁 生態海域１ 114,650 17 日 丸木舟 

平底船 
網の修繕 
干物の加工，管理 

B 置き刺網漁 生態海域２ 
生態海域３ 

130,300 23 日 マシュア船 対岸への渡し船，運搬 
パンデ地域への連絡船 
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キルワ島の階層構造はある程度，民族に対応していることが分かる。つまりキルワ島海

村は，アラブ・ペルシャ系民族を上位とし，その次に北部海岸出身者，下位にバントゥ系

部族が位置する，無頭型の階層構造をもつ社会である。 

 アラブ・ペルシャ系階層と北部出身者ならびにバントゥ部族階層の間には，居住空間の

違いと，農耕をするかしないかの違いがある(図 8-1 の A のライン)。裕福階層と一般階層と

を分ける社会経済的な指標は，所有する船の種類(竜骨構造船か小舟か)，漁撈活動の型(外

海漁撈か内海漁撈か)，経済活動の型(パトロン－クライアント関係に基づく信用取引か親族

内経済か)，家の造り(石の家か泥の家か)である(図 8-2 の B のライン)。 

 以上に考察したキルワ島海村の社会構造を概念化したものが図 8-2 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 8-2．キルワ島海村の階層構造の概念図 

注．図中の○数字は表 7-1 に対応 
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 キルワ島およびその周辺地域には広くイスラームが浸透しており，イスラームの教えや

シャリーア(イスラーム法)に基づいた価値観が人々に共有されている。キルワ県沿岸部にお

いて，キリスト教徒が多く住んでいるのは，キルワ県の県庁所在地でもあるキルワ・マソ

コである69。それ以外はムスリムが大半を占めるイスラーム社会である。 

ここまでの議論で，多民族混住社会のキルワ島海村には，ある程度，民族に対応した居

住空間，生業空間，資源利用の棲み分けに起因する社会階層が存在していることが明らか

になった。このような多民族混住の階層社会において，人々はどのような宗教生活をおく

り，宗教や信仰がキルワ島の階層構造にどのように影響を与えているのか。住民は同じイ

スラームを信仰している。しかし，そこにも住民間で，階層差や民族差がみられるのであ

る。 

 

1. イスラーム：シャゼリア教団とカデリア教団 
 
イスラーム 

『キルワ王国年代記』によれば，10 世紀半にシーラーズから Ali bin Husain がキルワ島に

移住してきたとき，バントゥ系の Mrimba という人物がすでにキルワ島を治めていたという

(第一章)。その Mrimba はムスリムであったことより，キルワ島にはイスラーム成立の初期

段階からすでにイスラームが到来していたことが分かる。キルワ王国の大モスクの基盤構

造の建築年代がおよそ９世紀であることも，そのことを考古学的に裏付けている。 

キルワ島のイスラームは初期のハワーリジュ派から 13 世紀頃にスンニ派のシャーフィイ

ーに代わった。そして 20 世紀にシャゼリア教団(Shadhili)と，カデリア教団(Qadiri)が導入さ

れて今日に至っている。キルワ島の住民であれば，シャゼリア教団かカデリア教団のどち

らかに属している。 

 

カデリア教団 
 カデリア教団は，アブド・アルカーディル・アルジーラーニーが 12 世紀ごろバグダッド

で創立した教団であり，イスラーム世界において 初の神秘主義教団であるとされる。カ

                                                   
69 キルワ･マソコの観光課の課長の話ではマソコの住民(12,324 人 2002 年国勢調査)の三割はキリスト教徒

である。 
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デリア教団が東アフリカに普及し始めたのは 19 世紀末以降のドイツ植民地時代であり，特

に，内陸のビクトリア湖周辺地域と，キルワ島の北方のルフィジ地域において広がった。

タンザニア内陸部に広く普及したのは，３系統あるカデリア教団の中でも 古の系統であ

る Sheikh Husein bin Abdalla の教団であった(Ilife 1979: 212)。 

 キルワ島においては，カデリア教団は女性の教団である tarika ya wanawake，といわれる。

これは，カデリア教団の成員に女性が多いという意味であり，事実，筆者が村の家々を訪

問して聞き取り調査を行った際にもその傾向が見られた。一つの家庭でも，女性はカデリ

ア教団で，男性は後述のシャゼリア教団というように，性別によって属する教団が異なっ

ている家庭もあった。しかし，キルワ島のカデリア教団の指導的立場にいる人物は男性で

あり，自宅敷地内でコーラン学校を開き，子供たちにコーランを教えている。 

 断食明けの祭り(イード・アルフィトル)の際，キルワ島の女性が先のコーラン学校の中庭

に集合し，輪になってズィクルの儀礼を行なっていた。男性はそこには参加できず，中庭

を取り囲む柵の外から遠巻きに眺めているだけである。 

キルワ島のカデリア教団のズィクルは，楽器などの演奏をともなわず，一定のリズムの

荒い呼吸を繰り返す儀礼である。後述のシャゼリア教団もこのズィクル儀礼を行なうが，

シャゼリア教団のズィクルの様式は，カデリア教団のものより呼吸のリズムが速い。 

 

シャゼリア教団 
シャゼリア教団は，キルワ出身のフセイン・ビン・マームドゥ Huseni bin Mahmud(以下に

シェヘ・フセインとする)がコモロのムハンマド・マールフ Muhammad Ma’ruf から免許・許

可 ijaza を得て，1900 年ごろにキルワ地域に導入した教団である(ibid. 1979)。このシェヘ・

フセインという人物は，キルワ地域におけるシャゼリア教団の創始者として，｢シェヘ shehe 

アラビア語の shaykh｣という称号とともに呼ばれ，今日もなお人びとの宗教的尊敬を集めて

いる。シェヘ・フセインの起こした奇跡現象についての逸話も多い70。 

パンデ地域(キルワ島の南約 20km)のパンデ・プロットにあるシェヘ・フセインの墓 Kaburi 

ya Shehe Huseni は聖者廟としてキルワ地域の人びとに尊崇され，毎年イスラーム暦の８月

Shabani に大規模な聖者廟参詣 ziara が開催される。この聖者廟参詣にはザンジバル島や遠

くコモロ島からの参加者もある。 

かつてシェヘ・フセインはキルワ島とパンデ・プロットの両方に家を持ち住んでいた。

今もキルワ島のシェヘ・フセインの家には子孫が住んでいる。現在シェヘ・フセインのあ

                                                   
70 例えば，雨が降っているのにシェヘ・フセインの周りだけ傘をさしているかのように，雨が降らない，

だとか，パンデ・プロットにいたはずのシェヘ・フセインが同時にキルワ島にもいた，などの奇跡譚であ

る。 



第九章 キルワ島の宗教生活 

 - 157 - 

とを継ぎシャゼリア教団のシェヘとされるのは，ダルエスサラムのカリアコー地域に住む

シェヘ・ヌルディニ Shehe Nurudini である71。 

先にも述べたようにキルワ島において女性中心のカデリア教団に対し，キルワ島の男性

の大半はシャゼリア教団に属している。とくにアラブ系住民は男女とも 100%シャゼリア教

団に属している。その意味において，先にカデリア教団は女性中心の教団であるとしたが，

厳密には，カデリア教団はキルワ島のバントゥ系女性中心の教団である。 

キルワ島に三箇所あるコーラン学校のうち二箇所がシャゼリア教団のものである。また，

イスラームの新年にキルワ島の男性が集まって行なわれる wazifa と呼ばれる儀礼もシャゼ

リア教団の様式にのっとって行なわれる。さらに，男子割礼 jando の包皮切除 kutahili の際

に，大人たちが包皮切除される子供を取り囲むように立つが，その時に読まれるコーラン

の読誦の様式もシャゼリア教団のものである。このようにシャゼリア教団は，キルワ島の

重要なイスラーム行事を司る教団である。また，超民族的な男性中心の教団でもある。 

住民で，塩田経営を行うキルワ島における も裕福な一族はイエメン系住民である。シ

ェヘ・ヌルディニと婚姻関係を通じた親族関係にもあり，シェヘ・ヌルディニがキルワ島

に来るときにはそのホスト役をつとめる。 

塩田経営の一族は，その他に宗教的に重要な役割を以下のように果たしている。まず，

キルワ島のモスクと，シャゼリア教団の修道場を管理している。また，断食月の 27 日はラ

イラ・アルカドルと呼ばれムハンマドにコーランの下った日とされるが，この日の断食明

けの食事 futari には毎年キルワ島中の住民を自宅の食事に招くなど，大規模な喜捨を行なっ

ている。断食明けの祭りの際に，モスクや貧者にたいして も多く喜捨を行なうのもこの

一族である。 

 

カデリア教団とシャゼリア教団の関係 
 以上のようにキルワ島には二つのイスラーム神秘主義の教団がある。二つの教団の関係

はいたって友好的である。一家庭内にシャゼリア教団の信者とカデリア教団の信者が共存

していることでもそれが分かる。 

しかし傾向として，シャゼリア教団はキルワ島の裕福階層であるアラブ系住民と結びつ

いた教団であり，カデリア教団はバントゥ系の女性住民と結びついた教団であるという違

                                                   
71 2007 年の８月に筆者のもとに Shehe Nurudini が亡くなったという悲報がキルワ島の友人より届いた。

Shehe Nurudini は近年足を悪くし入退院を繰り返していた。筆者は個人的に Shehe Nurudini とあって会話

をしたこともあり，この知らせには非常に驚いた。2007 年のキルワ島での小さなジアラで，Shehe Nurudini
と再開できるものと期待していたが，あいにく Shehe Nurudini は病気のため参加しなかった。筆者の帰国

後，キルワでのジアラから２ヶ月たっての悲しい知らせであった。Shehe Nurudini の訃報はタンザニアの

新聞で大きく取りあげられた。 



第九章 キルワ島の宗教生活 

 - 158 - 

いがある。この差異は，シャゼリア教団とカデリア教団のそれぞれのコーラン学校のつく

りにも現れているようである。すなわち，シャゼリア教団のコーラン学校は，サンゴ岩を

積み上げてつくった石造りの家であり，外壁は石灰と油性ペンキで装飾され，床はコンク

リート，屋根はトタン屋根の豪華なつくりである。これに対し，カデリア教団のコーラン

学校は泥づくりで，窓枠もない粗末なものである。シャゼリア教団は男性が中心，カデリ

ア教団は女性が中心であるという，教団の構成員の性別の違いが，教団の経済状態の違い

に影響をおよぼしているのかも知れない。 

 

2. 石造遺跡をめぐる祖先信仰と精霊信仰 
 

キルワ王国の石造遺跡は，住民にとって｢祈願場 koma｣，あるいは｢ジニ(精霊)の住む場所

pana jini｣として存在している。 

ミドルトンのスワヒリ文化研究によれば，スワヒリ(東アフリカ沿岸部)のイスラームは唯

一神のアッラーのほかに多くの種類の霊的な存在 (生物ではない媒介存在 non-living 

intermediaries)を認めている。そしてそれらの存在は主に，ムズィム mzimu とジニ jini の二

つに分けることができるという72。 

ミドルトンによると，ムズィムは別名｢コマ koma｣ともいい｢祖先の霊魂(the sprits of the 

ancestor)｣を意味するとともに｢祈願場(a place of worship｣｣も意味する(Middleton 1992)。ジニ

は｢精霊｣を意味し，コーランでは，人間と同様に｢神の創造物 kiumbe cha mungu｣として記述

されている。 

キルワ島の人びとは，ムズィムとジニについての信仰を持っている。そして今日，キル

ワ王国の石造遺跡はムズィムとジニの信仰に関わる場としてある。 

 

祈願所としての遺跡 
キルワ島では，ムズィムは｢先祖の霊魂｣を意味し，コマは大きな願い事をする｢祈願所｣

を意味する。 

キルワ島の人びとはイスラームの様式にのっとり祈願 dua を行う。祈願とは，大きな仕

事73をはじめる前にその成功を祖先に願う儀式のことである。通常イスラーム教師の主導の

もと，特に場所にはこだわらず，主催者の家の軒先などで行われる。しかし，わざわざコ

マで祈願をする人間は，｢大きな願い事 dua kubwa｣を抱えた者である。大きな願い事とは，

                                                   
72 ムズィムとの交信は典型的に供犠(sacrifice)と呪文(exorcism)によって行われる。一方，ジニとの交信は典

型的に憑依(possession)を通じてである(Middleton, J. 1992)。 
73 例えば造船(第五章)や家の建造，大掛かりな漁(第四章)，また病気，不妊の治療など。 
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例えば経済上の大成功や憎い人間を呪い殺す，などの人智を超えた願いである。強い欲望

を満たそうとする者なので，周りの人に悟られないように密かにコマに赴く。 

コマで祈願をおこなう者は通常，その場所で三日間断食しながら一人で寝泊りする。三

日間の断食は水曜日から始められて金曜日に終わる。この間はコーランが読誦され乳香

ubani が焚かれる。鶏を捧げものとして供犠儀礼 kafara が行なわれることもある。 

キルワ島の人びとがコマとして認識している場所は，シラジ墓地，40 人のシェヘ墓地，

サケ墓地，シェンデンボ墓地の四箇所の墓地である(図 9-1)。各コマを使用する際には定め

られた様式に従う必要がある。その様式とは，コマとして使用する曜日(例えばサケ墓地な

ら水曜日)であったり，コマには上半身裸で入らなければいけないであったり，各コマに特

有の呪文があったりする。 

 

シラジ住民が管理する祈願所：シラジ墓地 makaburi ya shirazi 
コマとしてのシラジ墓地を管理し，使用しているのはシーラーズ(ペルシャ，今のイラン)

を出自とするキルワ島のシラジ人である。 

スワヒリ海村各地には，キルワ島と同様に｢シラジ人意識｣74をもつ人々が住んでいる。富

永智津子氏によると，ザンジバル島のマクンドゥチ村にもシラジ人が関与するムズィム(コ

マ)があるという(富永 2001)。このように｢シラジ人意識｣は，インド洋交易時代の遺産とし

                                                   
74 ｢シラジ人意識｣は，家島彦一氏が言うように｢シーラーズ伝承｣に起因するものと思われる。家島氏は，

スワヒリ海岸部とペルシャ湾地域のシーラーズとの間には，紀元前から続く交易の関係があり，10 世紀後

半以後の急激なシーラーズの衰退に伴う人びとの東アフリカへの大規模な移民という史実とも重なって

｢シーラーズ伝承｣が生まれたのではないか，と言う(家島 1993)。 

 
図 9-1．キルワ島のコマの分布 
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て現在もスワヒリ海岸部に広く残っている。キルワ島ではシラジ墓地が，シーラーズの子

孫と自称する人びとによって管理され，自分たちのコマとして使用されている。 

 

シャリフが管理する祈願所：40 人のシェヘ墓地 shehe marubaini 
コマとしての 40 人のシェヘ墓地を管理しているのは，ムハンマドの子孫とされるシャリ

フの称号をもつキルワ島のアラブ系住民である。40 人のシェヘ墓地をコマとして使用した

いものは事前にシャリフに伺いを立てなければならない。シャリフの了承が得られれば，

シラジ墓地とは異なり，40 人のシェヘ墓地は出自に関係なく誰でもコマとして使用するこ

とができる。40 人ものシェヘが眠る場所であるからか，ここはコマとして強力であるとさ

れており，キルワ島の外部からも 40 人のシェヘ墓地を訪れる人がいる。 

シェヘの墓は，パンデ地域にあるシェヘ･フセインの聖者廟にみられるように，聖者に対

する信仰と結びつく場合もある。 

 

村長が管理するサケ墓地 sake 
サケ墓地は村落から少し外れた森の中にある。コマとしてのサケ墓地を管理しているの

は，キルワ島の村長 ubalozi である。村長とは，行政の権威とは関係なく，キルワ島に伝統

的にいる，島の民事訴訟などに助言を与え治める長老のことである。かつては，ニエレレ

時代に各村落に置かれた十戸長を統べる地位にあったが，今では夫婦喧嘩や住民間の争い

などの民事に関わるのみである。キルワ島の村長はバントゥ系部族の老人である。現在キ

ルワ島で行政の仕事をする者は村議長 mwenikiti wa kjiji である。これは住民の中から選挙に

よって選ばれる。 

サケ墓地をコマとして使用したいものは，40 人のシェヘ墓地の場合と同様に，村長に伺

いを立てなければならない。その際には，現金または鶏などが村長に贈られる。 

  
タンザニア初代大統領ニエレレが祈願したシェンデンボ墓地 shendenbo 
 シェンデンボ墓地は，サケ墓地からさらに徒歩で 10 分ほど離れたキルワ島内陸部の森の

中にある。この墓地を管理しているものが誰であるかは不明である。しかし，筆者が訪れ

たときに，シェンデンボ墓地の周りはきれいに掃除されており，誰かがコマとして使用し

た形跡が残されていた。これまでの考古学研究や歴史学研究において，この墓地について

の言及はなく，筆者も 2007 年の調査のときに，村の若者に教えられて始めて知った。 

 キルワ島の住民間では有名なコマである。その理由は，タンザニア初代大統領のニエレ

レが，大統領就任以前にこのコマを訪れて祈願を行なったとされているからである。ニエ

レレがその時期にキルワ島を訪問したことは事実であるが，果たしてキリスト教徒である
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ニエレレがイスラームの様式にのっとった祈願を行なったかどうかは定かではない。 

 

祈願所では誰に祈願しているのか？ 
 以上のように，キルワ島の石造遺跡のうち，墓地を選んで人々は｢大きな願い事｣をして

いることが分かった。それではこのコマにおいて，人々は誰に向って祈願しているのであ

ろうか？ 

祈願を行う場所が墓地であることから，一見，コマでの祈願は祖先に向ってなされてい

るようである。しかし，一般にイスラームの価値観では，祖先崇拝は異端視される。そし

てキルワ島のイスラームの価値観も同様である。筆者がキルワ島の老人やイスラーム教師

に以上のような問題意識をもって質問したところ，その全員が｢祈願はアッラーにするもの

だ。｣と答えた。さらに筆者は，｢それではなぜ祈願儀礼の 中に祖先の名前が登場したり，

祖先の眠る墓地で祈願を行なうのか？｣と質問した。人々の回答のうち，筆者にとって も

理解しやすかった回答は以下のようなものである。 

｢祈願 dua の場所に墓地を選んだり，祖先 mzimu の名前を唱えたりする理由は，死んだ人

間の方が生きている人間より，よりアッラー(神)に近い場所にいるからである。生きている

人間がアッラーに祈願するときは，まず，祖先にお願いをする。次に祖先が我々の願いを

アッラーに届けてくれるのだ。例えるならば，祖先は携帯電話の電波を中継するアンテナ

utandao のようなものだ。我々の願いは祖先というアンテナを経由してアッラーに届くの

だ。｣ 

この説明から読み取れるキルワ島の人々の祖先と祈願についての考え方は以下のような

ものであろう。まず，祖先は生きている人間よりアッラーに近い場所にいる。そして祖先

は祈願をアッラーに伝えることができる力をもっている。祈願は，一度祖先を経由するが，

終的にはアッラーに対して行なわれるものである，という考え方である。 

しかし，全ての祖先に祈願をアッラーに伝える力があるというわけではない。キルワ島

の葬送儀礼を観察すると，それは一般に簡素なものである75。死者は村落周辺の森の中にメ

ッカの方向顔を向けた状態で埋葬される。その後，平板状の二つの石が，埋葬者の頭と足

元に立てられる。死者の名前や日付が墓標に刻まれることはない。墓を定期的に参る慣習

はなく，墓標は一年もたつと草生してしまう。 

 人々の祈願を神に届けることができる力をもつ祖先とは，キルワ王国のスルタンやシェ

ヘなどのように生前に社会的，宗教的に地位の高かった人物だけであり，そのような祖先

の墓が信仰と結びついているのである。記憶に新しいところでは，キルワ地域におけるシ

                                                   
75 通夜 tanga の後，死者は白い布にくるまれ埋葬場所に運ばれる。死者を埋葬した後，コーランが読誦さ

れて，葬送儀礼 maziko は終了する。 
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ャゼリア教団の開祖であるシェヘ・フセインであり，パンデ･プロットにあるシェヘ・フセ

インの墓は，聖者廟として聖者信仰と結びついている。 

 
精霊の住む石造遺跡 

石造遺跡は精霊信仰と結びついている。キルワ島の人々は精霊の存在を認めている。そ

して，キルワ王国の石造遺跡は精霊の住む場所として認識されている。精霊についてキル

ワ島の老人は，｢精霊 jini は人間 binadamu と同じようにアッラーmungu が創った創造物

kiumbe である。｣と説明する。コーランの中にも精霊についての言及があり，精霊の存在は

イスラームの神学体系の中にきちんと位置づけられている。 

地上 duniani にはアッラーの創造した人間と精霊が存在する。人間は泥 udongo より創ら

れた。精霊は火 moto より創られた76。このようなコーランの教えがそのままキルワ島の人々

の精霊理解に影響している。 

精霊の姿は通常目に見えないが，｢精霊の住む場所 pana jini｣として認識されている大フス

ニやマクタニ宮殿，ゲレザでは目撃例が多い77。特に夜の大フスニに出現する精霊について

の語りが多く，大フスニの地下には精霊の町があるとまで言われる。多くの場合，精霊を

目撃すると災いを被るので，人びとは夜間大フスニに近寄ることを嫌う。 

精霊を目撃すると，精霊の世界へ迷い込み帰り道が分からなくなったり，病気にかかっ

たりする。 悪の場合は死にいたることもあるという。キルワ島の人びとは精霊について

の信仰を持っており，それ故，精霊の住処であると認識されている石造遺跡に対して畏怖

の念を抱いている。 

 

3. キルワ島の精霊の世界 
 

もう少しキルワ島の人々の精霊理解について説明を加えよう。キルワ島の老人が筆者に

話してくれた精霊の物語を簡単に紹介する。この物語は，なぜ人間は精霊を見ることがで

きなくなったか，という物語である。 

 

その昔，人間と精霊は互いに姿を見ることができたし，会話を交わすことができ

た。ハサニ Hasani という名の一人の人間の男が精霊と親しくなり，精霊の国 nchi ya 

                                                   
76 アッラーに使える天使 maraika は光 nuru / mwanga より創られた。 
77 石造遺跡のほかに精霊が住んでいるとされる場所は，｢ルテンデ rutende｣と呼ばれる森の中や｢チャーニ

chani｣と呼ばれるキルワ島南部である。キルワ島の住民は，発掘はされていないがルテンデやチャーニに

もモスクや墓地などの遺跡が地中に埋まっているという。ここでも精霊と石造遺跡が結びついている。 
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majini に遊びに来るように誘われた。ハサニは精霊とともに空を飛び(風のように

kama upepo)海の中にある精霊の国にいった。そこで精霊の王様 mfalme wa majini の娘，

マザイナ Mazaina に恋をし，ついにその娘と結婚をした。ハサニは娘とともに精霊

の国で暮らし始めた。二人の間には一つの約束事があった。それは，マザイナが水

浴びをしている 中，決してその姿を見てはならない，というものであった。しか

し，ある日ハサニはその禁を破ってしまった。するとマザイナはたちどころに死ん

でしまった。精霊の王様はこのことに怒り，ハサニを捕まえて処罰しようとした。

ハサニはからくも人間の国に逃げ帰った。精霊の王様の怒りはさめず，人間が精霊

と一切交流できないようにしてしまった。それ以来，人間には精霊の姿が見えなく

なってしまったし，精霊と会話を交わすこともできなくなってしまった。そして精

霊は時折，人間に困難をもたらすようにもなった。これは全て，ジニの王様の娘を

殺してしまったハサニの罪を，人間が償っているからである。｢我々はマザイナへの

借りを返している tunalipa malipo ya Mazaina｣と老人は物語を締めくくった。 

 

この物語は，精霊と人間は同じ神の創造物であるが，精霊の方が人間より力が強いとい

うことを表している。それは精霊の空を飛ぶことができる能力や，一方的に人間との関係

を断ち切ることができる精霊の王の能力からも分かる。そして，精霊の姿が見えないこと

と，時折精霊が原因で人が困難に陥ることを，人間がハサニの犯した罪を償っていると説

明している。 

 

精霊の分類 
キルワ島の人々がもつ精霊についての世界観は複雑である。先にみたように，精霊はイ

スラームの神学体系において理解されているが，精霊の世界は，イスラームの神学体系に

おさまりきれない広がりをもつ。以下の精霊についての解説は，筆者が現地調査で得たさ

まざまな情報を友人78とともにまとめたものである。 

まず，精霊には神が創ったものと人が作ったものがある。前者は｢ジニ jini (pl. majini)｣と

呼ばれ，後者は｢キペペルーシ kipeperushi (pl. vipeperushi)｣と呼ばれる。この起源の異なる二

者のうち，人間に憑依することができるのは神が創ったジニである。 

スワヒリ海村社会の精霊憑依についての先行研究は多い。例えば，ケニアのドゥルマ社

                                                   
78 この友人は 30 歳代半ばのバントゥ系の男性である。仮に S 氏とする。S 氏はパンデ地域に住んでおり，

職業は漁師である。博識のムスリムとして一目置かれており，モスクでの礼拝時には，皆の前での説教を

任されるほどである。イスラームへの深い理解とともに，S 氏は自分の精霊をもっており，精霊の世界へ

の深い造詣も示す。 
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会の精霊を調査した浜本(2001)，スワヒリ海岸北部を調査した Giles(1995)，コモロの精霊を

調査した花淵(2005)などの研究である。しかしこれまで研究が行われた地域は，スワヒリ海

岸北部と，コモロ島であり，この両地域の中間に当たるスワヒリ海岸南部での研究はなか

った。スワヒリ海岸南部の精霊憑依に関してはこれまで解明されてこなかったが，筆者の

キルワ島での共同研究者である Bacuez 氏が 2007 年に｢スワヒリ社会における精霊と妖術

Djinns et sorcellerie dans la société swahili｣という論文をあらわし，そのパオイニアワークとし

た(Bacuez 2007)。 

これまでの研究を比較すると，スワヒリ海村北部と，南部，そしてコモロ島の精霊は皆

同じ｢ジニ｣と呼ばれはするが，三地域でかなり地域差があるようである。コモロ島の事例

では，各精霊は部族と個人名をもつ。さらに精霊の家系を何世代にもわたってたどること

ができるほど精霊世界の体系化がきちんとなされているが，ケニアの事例ではそのような

精霊世界の体系化はみられない。キルワ島の精霊憑依は，スワヒリ海岸北部のものより，

どちらかというと花淵氏が研究したコモロのものと類似点を多くもつようである。コモロ

島と同じ精霊の部族がキルワ島にも多く散見される。コモロ島とキルワ島の間に歴史的に

ある，シャゼリア教団を通じた宗教的な関係が，両地域の精霊の世界にも影響をおよぼし

ているのかもしれない。 

 

三種類のジニ 
ジニとキペペルーシの創造者の異なる精霊のうち，神の創造物であるジニの説明からお

こなう。 

ジニは，さらに，内陸部に住む｢山の精霊 jini wa mlimani｣と，海に住む｢海の精霊 jini wa 

baharini｣に分かれる。そして，山の精霊と海の精霊との間に生まれた，｢混血の精霊 jini wa 

chotara｣も存在する。精霊にこのような三種類があることは，スワヒリ海岸部のアラブ・ペ

ルシャ系民族とバントゥ系部族との交流の歴史を反映しているようで，大変興味深い。 

混血の精霊は沿岸部に住む。それぞれのジニには性別，部族 kabila があり，各々が豊か

な個性を持っていることは，コモロ島の事例との類似を示す。例えば，好きな楽器，踊り，

匂い，色，食べ物，話す言葉などはそれぞれに違う。 

海の精霊は皆ムスリムであり，その姿も人間と変わりないとされる。ムスリムの正装を

しており，男性であれば白の貫頭衣 kanzu にイスラーム帽子 kofia またはターバン kilemba，

杖 finbo などの身なりである。女性であれば，黒色や赤色のチャドル buibui 姿である。一方，

山の精霊はムスリムではない。人間の姿をしたものと，動物の姿をしたものとがいる。 

ムスリムである海の精霊が人間に憑依した場合には，乳香 ubani や線香 udhi の香を好み，

コーランの読誦を要求する。精霊憑依中の踊りでは，楽器の演奏は好まず，手拍子のみで
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ある。憑依時にジニが要求する供え物 chano は精霊の部族によって異なるが，その傾向とし

て，調理された食物ではなく，生の食物が好まれる。例えば鳩の血 dopa や果物 matunda で

ある。 

山の精霊が憑依時に好むものは，部族によって違いはあるが，太鼓の演奏をともなう激

しい踊りや，調理された食べ物である。 

ここで憑依について説明をしておこう。花淵(2005)や Giles(1995)によれば，精霊が憑依す

るとは，精霊が人間を椅子 kiti に見立て，そのうえに座る kaa ことであったり，精霊が人間

の｢頭の中に登る panda kichwani｣であるという。この説明には明らかに人間と精霊の身体的

接触が見られる。しかし，キルワ島および周辺地域の事例では，ジニが人間に触れること

は，触れられた人間の死，または重病を意味する。つまり，ジニは憑依時に人間には触れ

ていないのである。ジニは人間から少しはなれて立ち，ただ人間を指差している(指を見せ

ている anaonesha kidole)だけなのである。憑依時にジニが人間に触れることはないので，人

間が死ぬことはない。 

人間とジニの間には薄いカーテン pazia で遮られているので，ジニの姿は人間には見えな

い。しかし，このカーテンが取り払われ，ジニの姿が見える場合もある。人間に見えない

はずのジニの目撃例は，このように説明される。 

さらにジニは，状況に応じ，呼ばれ方が変化する。ジニと良く似た意味で｢シェタニ

shetani｣という言葉がある。ジニとシェタニの区別は難しく，筆者は当初，良い精霊がジニ，

悪い精霊がシェタニ，というように精霊は善悪によってジニとシェタニの二つに分かれる

ものと考えていた。しかし，この精霊理解はまったく間違っていた。 

ジニもシェタニも分けることができない一つの存在である。ジニが人間に悪事を働くと

きに｢シェタニ｣と呼ばれるのである。つまりジニがもつ悪い性格 vitendo vibaya の側面がシ

ェタニなのである。 

 

表 9-1．キルワ島の精霊の分類 

創造者 精霊 特記 

海の精霊 jini wa baharini ムスリム，海に住む 

コーラン読誦，ズィクル，生の食料，香などを好む 

混血の精霊 jini wa chotara 海の精霊と山の精霊の混血 

沿岸部に住む 

 

 

神 

 

 

ジニ jini 

山の精霊 jini wa mlimani 動物など非人格的なものもいる，内陸に住む 

調理食や太鼓を好む，海の精霊に比べ不潔である 

人間 キペペルーシ kipeperushi コーランと妖術の力によって作られる 

売買の対象 
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精霊はなぜ憑依するのか？ 
ジニの中でも，人間と契約を結んだものは｢ムズカ mzuka (pl. mizuka)｣と呼ばれる。そして

人間に憑依する精霊はこのムズカだけなのである。ジニもシェタニも基本的に人間に憑依

することはない。憑依される人間は，｢ムズカの子供 mwana mzuka｣と呼ばれる。憑依するこ

とは｢ku-zuka｣と表現される。 

そもそもムズカはなぜ人間に憑依するのであろうか？ムズカは人間に憑依する一番の理

由は，その人間に対する好意 upendo からである。つまり，憑依される人間(ムズカの子供)

とはムズカに見初められた人間であり，その意味でムズカとムズカの子供は異性同士とい

うことになる。 

しかし，憑依された人間は困難に陥るようである。キルワ地域でも憑依状態に陥り，困

難を被っている人間の話を多く聞いた。なぜジニは好きな相手に困難を与えるのであろう

か？ジニ(この段階では契約を交わしていないのでジニと呼ばれる)は，好きになった相手に

まず困難を与える。しかし，人間がその困難を乗り切り，ジニとうまく契約を交わすこと

ができたら，その後ムズカ(契約後はムズカと呼ばれる)は一生涯，その人間を守り，利益を

もたらすのである。 初に困難を与えはするが，ジニは 終的に好きな相手に利益をもた

らすのである。 

ジニと契約を交わすためには，人間がジニの要求する供え物 chano を用意し，｢チュチゾ

chuchizo｣と呼ばれる儀礼を開催しなければならない。花淵の報告するコモロ島の事例では，

初の儀礼において精霊が名前を明かすことが儀礼成功の条件となっているが，キルワ地

域ではジニが名前を明かす必要はない。そもそも，キルワ地域のジニの大半は個人名をも

たない。ただ，部族名があるだけである。 

チュチゾ儀礼を通じムズカとムズカの子供との関係が始まるのである。チュチゾ儀礼を

すませた後も，ムズカの子供は定期的にムズカが要求する儀礼を行なわなければならない。

これを怠ると再び病気などの困難がもたらされる。 

 

精霊憑依を取り仕切る者 
ムズカがもたらす利益とは，妖術 uchawi からの保護や人生につての助言，そして精霊儀

礼を取り仕切る伝統医となるための社会的な承認をムズカの子供に与えることである。 

チュチゾ儀礼やその他の精霊儀礼を取り仕切るのは，｢ムガンガ mganga｣と呼ばれる伝統

医である。タンザニアでは広く，伝統的な薬を用いて治療活動を行なう人を｢ムガンガ｣と

呼ぶが，治療行為に何を使用するかによって，ムガンガは以下の四つに分かれる。 

 

①ムズカを使用するムガンガ(精霊医ムガンガ) mganga wa mzuka 
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②コーランを使用するムガンガ(コーラン医ムガンガ) mganga wa kitabu 

③瓢箪を使用するムガンガ(瓢箪医ムガンガ) mganga wa tunguri 

④生薬を使用するムガンガ(生薬医ムガンガ) muganga wa miti shamba 

 

 四つのムガンガの分類ではあるが，基本的に①精霊医ムガンガ，②コーラン医ムガンガ，

③瓢箪医ムガンガも，生薬 miti shamba / dawa を使用して治療を行なう。生薬での治療はム

ガンガの基本要素であり，それ以外に何を使用して治療を行なうかで，ムガンガは四つに

分類される。また，精霊医ムガンガでありながら，瓢箪医ムガンガやコーラン医ムガンガ

であることもある。 

ムガンガの中でも精霊儀礼を取り仕切ることができるのは，自身がムズカをもった，①

精霊医ムガンガだけである。この精霊医ムガンガになるためには，先に見たように一度困

難に陥った後，チュチゾ儀礼を正しく行い，ムズカと契約を交わす必要がある。契約後す

ぐに精霊医ムガンガとして活動する者もいれば，タンザニア南部地域で，もっとも権威を

もつ精霊医ムガンガ79のもとで修行し，その精霊医ムガンガから資格 karamu / karama をも

らってから，治療行為を開始する者もいる。 

このように一度困難に陥ったものが復活し，権威ある精霊医ムガンガのもとで修行する

ことによって，地域住民から本当の精霊医ムガンガであると承認されるのである。一年以

上，昏睡状態にあり，ムズカと契約を交わすことにより復活し，精霊医ムガンガとなった

人物の話もある(パンデ地域の事例)。普通の人間がある日突然，｢私は精霊による治療がで

きる｣と言っても，誰にも信用されないのである。 

もう一つ精霊医ムガンガになる方法がある。自分の両親からムズカを継承 rithiした者も，

精霊医ムガンガとして地域住民に承認される。二世ムガンガは｢血統のムガンガ mganga wa 

jadi｣と呼ばれる。 

 このように精霊医ムガンガとなったものは，その地域のムズカの子供たちを｢キリンゲ

kilinge｣と呼ばれる集団として取り仕切るようになる。集団の成員となったムズカの子供は，

｢ムテジャ mteja (pl. wateja)｣と呼ばれる。精霊儀礼が開催されるときには，キリンゲのムテ

                                                   
79 タンザニア中の精霊医ムガンガの中で一番権威があるとされる。キルワ・マソコから 70km 南部内陸の

マンダワ地域に住んでいる，ムガンガ・マーリファ mganga maharifa と呼ばれる人物である。精霊医ムガ

ンガになりたいものがやってき，マールファのもとで一年ほど，薬の知識，儀礼の施行の仕方などを教わ

る。 終的にマーリファから，刷毛のついた棒 usinga をもらうと，精霊医ムガンガとしての資格 karamu
を得たことになる。マーリファが資格を与えた精霊医ムガンガは，タンザニア中で治療活動を行なってい

る。一年に一回，マーリファの弟子とそのムテジャたちが，マーリファのもとに集合して，大規模な精霊

儀礼 mkutano をおこなう。ここには何千人という参加者があるといわれる。キルワ島からこの精霊儀礼に

参加するものも多い。 
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ジャ(成員)たちが一同に会する。折々の精霊儀礼では精霊医ムガンガに報酬が支払われるの

で，精霊医ムガンガはかなりの収入を得ることになる。しかし，誰でも精霊医ムガンガに

なれるというわけではないことは先に示した。 

 

キルワ島の精霊医ムガンガとムズカの子供 
 キルワ島には精霊医ムガンガが一人いる。これは集落から離れた森近くに屋敷をもつ，

ケニア沿岸のマリンディを出自とする男性である。彼は父親から精霊を継承した血統の精

霊医ムガンガ mganga wa jadi である。三人の妻をもつ一夫多妻の実践者であり，高価な竜骨

構造船であるダウ船も二艘所有していることから，精霊医ムガンガの経済状態が良いこと

が分かる。 

キルワ島の精霊医ムガンガは男性であるが，キルワ地域を広くみると，精霊医ムガンガ

には圧倒的に女性が多い。また，筆者がキルワ村落中を回った訪問調査では，キルワ島の

ムズカの子供の大半も女性であった。精霊憑依に関わる集団の構成員は，女性中心なので

ある。 

101戸(573人)の調査では48人8%がムズカの子供であった。そのうち43人が女性である。

女性のうち 31 人 72%がバントゥ系で 12 人 38%がアラブ系である。 

驚いたことに，ムズカは，一人に付き一つではなく，一人の人間が複数のムズカを持つ

ことがある。多い人では 12 種類のムズカを持っていた。 

さらに，複数のムズカの内わけには，海の精霊と山の精霊のどちらも見られる。傾向と

しては，海の精霊をもつ者にはアラブ系女性が多いが，アラブ系女性の中でも，海の精霊

とともに山の精霊をもつ者もいる。バントゥ系女性は山の精霊をもつものが多いが，海の

精霊だけもつ者も，山の精霊とあわせて海の精霊をもつ者もいる。キルワ島には混血の精

霊をもつものはいなかった。 

 

人間がつくる悪い精霊：キペペルーシ 
 以上の議論は神が創った精霊についてであったが，精霊にはもう一つ，人間がつくる精

霊，キペペルーシがある。キペペルーシはイスラームの神学体系の中におさまりきれない

存在である。キルワ地域のムスリムたちはキペペルーシを強く否定する。しかし実際にこ

のキペペルーシをつくり，使用するのもそのようなムスリムたちなのである。 

 ムスリムがキペペルーシを強く否定する理由は，キペペルーシが妖術 uchawi によって作

られるからである。キペペルーシをつくることができるのは，妖術師 mchawi である。スワ

ヒリ海村においてこの妖術師を定義することは難しい。なぜならば，普段はコーラン医ム

ガンガ(先のムガンガの４分類の②)やイスラーム教師であっても，裏の顔は妖術師であるこ
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とがあるからである。したがって，｢妖術師｣の看板を掲げ，大々的に商売をしている人は

いない。 

コーラン医ムガンガやイスラーム教師はコーランに精通した人物であり，コーランがも

つ強い力を操ることができるとされる。普段，この力は，治療行為や教育といった良い方

向に使われるが，それがひとたび，悪い方向に向けられると，その人間は妖術師となる。

キルワ島の老人から，｢コーランは妖術である korani ni uchawi｣という話を聞き，筆者は当

初その真意が理解できなかったが，コーランの力を悪いことに使う人間がいることを知る

にいたり，老人の言葉を理解することができた。 

 キペペルーシは，コーランの一節や妖術 uchawi(木の根や樹皮)によってつくられえる具体

的なモノである。そのモノを住処に，目に見えないキペペルーシが発信され，またモノに

戻ってくる。キペペルーシは具体的なモノであることにより，売買の対象となる。キペペ

ルーシを所有したい人間は，キペペルーシをつくることができるコーラン医ムガンガやイ

スラーム教師のもとを訪れ，現金にて購入する。 

 キペペルーシを所有する目的は，嫌いな人間を病気にしたり殺したりする犯罪色の強い

ものである。その意味でキペペルーシは社会的に決して容認されるものではない。しかし，

現実にキペペルーシを使用する者がいるので，キペペルーシに対する恐怖が存在するので

ある。キルワ島においては，家を建築する際，必ずコーランの護符，または白呪物 umangu

を家の構造のどこかにくくりつける。窓のつくりはできるだけ小さくし，夜間は必ずカー

テンをぴったりと閉じる。このような行為の原因は，邪術やキペペルーシなどに対する恐

怖である。キルワ島の人々は，見えない力への畏怖の念をもっている。 

  

以下にキルワ島で起きたキペペルーシ事件を紹介しよう。 

 

 呪物を取り除く kutoa uchawi 仕事をするランバランバという人物がいる。ランバランバは

まだ 30 歳前後の若者であるが，彼は精霊医ムガンガであるとともに，瓢箪の力を使用する

瓢箪医ムガンガ(先のムガンガの四分類の③)でもある。さらに鏡の力(これは妖術の力であ

るとされる)も使用することができる。このようにランバランバは複数の能力をもつので，

彼の仕事能力に対する各地での評判は高い。 

そのランバランバが 2004 年にキルワ島にやってきた。当初キルワ島の老人たちはランバ

ランバがキルワ島で仕事をすることを拒否した(自分たちに呪物使用の覚えがあるからであ

ろう)。しかし，島の若者が中心になって老人たちを説得し，ランバランバの仕事が可能と
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なった80。ランバランバは助手を二人連れキルワ島中をめぐり，家々を訪問し，その都度発

見した呪物を取り除いていった。その際，家の保護や見張りとして使われる白呪物は排除

の対象とはならない。 

二日目にランバランバはキペペルーシを発見した。発見場所はなんとキルワ島のモスク

の井戸の中からである。それは二本の角が丸い本体から突き出した木製の小さな物体であ

った。本体の右側には液体の薬が入った瓶が，左側にはコーランの一節が入った皮袋がく

くりつけてあった(図 9-2)。ランバランバの解説によると，これはかなり強力なキペペルー

シで，名前は｢ボリゾーゾ｣である。そして，タンザニアの北部沿岸のタンガ州で作られた

ものであると言う。 

ボリゾーゾはランバランバによって燃やされた。その場では誰の持ち物であるか明かさ

れなかったが，後日どうやら持ち主は，キルワ島の精霊医ムガンガであるらしいとの噂が

広まった。 

 

以上がキルワ島で起きたキペペルーシ事件のあらましである。この事例より分かること

をまとめると以下のようになるであろう。 

まず，キルワ島の老人たちがランバランバが仕事をすることを嫌う態度から，老人たち

の中には黒呪物に関わるものがいることが分かる。事実多くの黒呪物とキペペルーシが発

見され焼却されている。 

次に，キルワ島のキペペルーシはランバランバの能力によってのみ発見することができ

たと言うことである。つまり，力の強いキペペルーシを発見し焼却するためには，それ以

上の力が必要であるということである。ラ

ンバランバはムズカと瓢箪と鏡の力を使用

してボリゾーゾを退治した。ムズカ，妖術(瓢

箪と鏡)，キペペルーシの三つの力の間には，

力の優劣が認められる。この中ではコーラ

ンと妖術の力の複合したキペペルーシの力

が強いとされるが，ランバランバの場合は，

ムズカの中でも強力とされる｢リコンゲ

rikonge｣と呼ばれる海の精霊と，瓢箪，鏡の

三つの力によってキペペルーシを退治した。 

                                                   
80 このように呪物を取り除くランバランバの仕事が地域に受け入れられないこともある。特に地域の有力

者からの反対にあうが，これは地域有力者が呪物を使用している何よりもの証拠である。ちなみに，キル

ワ島の対岸のキルワ･マソコでは，役所の人間が中心になりランバランバの仕事は拒否された。 

 
図 9-2．キルワ島で発見されたボリゾーゾ 

    出所：キルワ島の若者のスケッチより 



第九章 キルワ島の宗教生活 

 - 171 - 

さらに，ランバランバの言葉を信用するとすれば，キルワ島の精霊医ムガンガは，400km

以上も北方のタンガ州まで行って，キペペルーシを購入したことになる。精霊医ムガンガ

のもとに，タンガ州に力の強いキペペルーシをつくることができる人物がいるという情報

が回ってきたということであり，これはキペペルーシに関する情報のネットワークが，タ

ンザニア国内に存在していることを意味するのではなかろうか。 

 

4. 魚柵漁をめぐる信仰と儀礼 
 
 境海沿岸で行われる特権的漁法の魚柵漁は，キルワ島の伝統漁法である。魚柵漁をめぐ

って複雑な儀礼がある。キルワ島では何か大きな仕事を開始する前にイスラームの祈願の

儀礼を行なう。祈願の儀礼を行なうのは，三角帆の作成，造船，家の建築などであり，漁

撈活動に関してはワンド漁と刺し網漁の場合だけである。 

 

祈願儀礼 dua 
 ワンド漁の柵を設置する前日に，イスラームの祈願儀礼が行なわれる。これはイスラー

ム教師を招き，島の老人たち５，６人で行なわれる 40 分足らずの簡素な儀礼である。夕方

に島の老人とイスラーム教師が魚柵の所有者の家の前庭に集まる。人々は地面にしかれた

ゴザ jambi の上に座る。乳香 ubani がたかれるなか，イスラーム教師がコーランを読誦する。

後に魚柵の所有者が，これまで自分の漁場で漁を行ってきた先祖の名前を挙げる。例え

ば第四章でみたナソロ老人は，先祖を６人まで覚えている。 

 ここで祈願されるのは，大漁である。そして祈願する相手はアッラーである。儀礼の途

中に先祖の名前が出てくるが，決して先祖に大漁を祈願しているのではなく，先祖を通じ

て，あくまでもアッラーに大漁を祈願しているのだ，とナソロ老人は筆者に語った。 

 家の中庭では，ナソロ老人の妻や娘が喜捨 sadaka として皆に振舞うソルガムでつくった

蒸しパン mkate ya mtama を用意している。祈願儀礼に集まった老人とイスラーム教師は蒸

しパンを受け取り，ここで解散となる。あまった蒸しパンは近所の住民に配られる。 

  

大漁のおまじない：白呪物 umangu 
 魚柵の魚類を取り込む｢魚の部屋｣の入り口は，一端中に入った魚が逃げに出さないよう

に魚返し fururizi がついている。この魚返しに，ナソロ老人は｢umangu｣と呼ばれる白呪物を

くくりつける。白呪物は妖術と関係しているので，イスラーム社会であるキルワ島では敬

遠される。しかし，漁師の中には自分の船や漁具に，大漁祈願や紛失防止の目的で白呪物

をおまじないとして仕掛けるものもいる。 
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白呪物を使用するのはバントゥ系の漁師であり，アラブ系の漁師は決して呪物を使用し

ないし，その効力についても認めようとしない。 

白呪物はキルワ島では手に入らないので，力の強い妖術師 mchawi が多く住んでいるとさ

れる，キルワ島の南部のパンデ地域にて現金で購入される。パンデ地域はキルワ県検眼部

の農耕地帯であるとともに，シェヘ･フセインの墓に由来して，シャゼリア教団の中心地で

もあり，また，妖術，精霊憑依などの盛んな地域でもある。 

白呪物の材料は主に樹皮や木の根などであるが，正確な材料については妖術師の秘密で

あり，知りえない。樹皮や木の根は白い布にくるまれている。漁具や船に白呪物を設置し

ていることは秘密であり，めったに公言されることはない。 

 
5. 船をめぐる信仰と儀礼 
 
護符と呪物 

｢板子一枚下は地獄｣ということわざがあるように，不確定要素の高い海での活動は危険

なものである。そのように危険な海での活動に従事するキルワ島の漁師は，アッラーの力

や妖術の力に頼って，豊漁を祈願したり，我が身の安全を守ったりする。 

キルワ島内外の高名なイスラーム教師に書いてもらったコーランの一節が航海の安全を

守る護符として使用される。護符は帆柱の上部もしくは下部に埋め込まれる。帆柱を常備

しない丸木舟や平底船の場合は，船首と船尾の先に護符が埋め込まれることもある。 

しかし船主の中にはコーランの護符の代わりに先にみた白呪物を使用する者もいる。そ

のような船主は，呪物は護符より強力だと考えている。この傾向は，小舟の所有者，つま

りバントゥ系の漁師に多い。 

漁師自身が身につけるものとして，マリファナの葉 bangi や銅貨 shaba のお守り hirizi が

ある81。マリファナの葉を腕に巻く理由は，先にみた海の精霊，特に｢キブウェンゴ kibwengo｣

と呼ばれる，不漁をもたらしたり，漁師を遭難させたりする精霊がマリファナの匂いを嫌

うからである。銅貨にも，マリファナの葉と同じような効果があると信じられている。呪

物の使用同様，このようなお守りを身につけることも，バントゥ系の漁師にみられる傾向

である。 

アラブ系漁師は妖術を極端に嫌っており，他人の目に映る形で呪物を使用することはな

い。これはアラブ系住民が，キルワ島におけるイスラームの中心的立場にいることに関係

しているものと推測される。このように敬虔なムスリムであるアラブ系住民ではあるが，

                                                   
81 お守りには呪物によらない，コーランの一節が書かれた紙を黒皮に包んだものもある。こちらも｢ヒリズ

ィ hirizi｣と呼ばれる。 
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妖術の存在を否定しているわけではない。逆に妖術の力はコーランの力に匹敵するほど強

いものだと認めている。妖術の存在を認めたうえで，自分たちの生活から排除しているの

である。 

 
祈願と供犠 

波風の荒い外海では，海難事故の可能性がともなう。また海の精霊による危険も大きい。

キルワ島の人々は，石造建築の廃墟に近い海や外海(インド洋)には海の精霊が住んでおり，

船を遭難させたり悪いときには人の命を奪ってしまうと考えている。そしてその危険性は，

内海よりも外海の方が高いと認識している。そこで，外海で使用されるダウ船やマシュア

船，船外機付ボートを造船には船の安全を願う儀式がともなう。 

竜骨構造船の造船の開始時にはイスラームの祈願の儀式 dua が行われる。この儀式には

船主の親族(男性のみ)と船大工，イスラーム教師が参加する。乳香 ubani が焚かれるなかコ

ーランが読誦され，船主の先祖の名前が読み上げられる。ものの 10 分程で終了する簡潔な

儀式である。儀式が終わった後はソルガムを材料とし，女性の手によって作られた蒸しパ

ンが施しとして人々に振舞われることは，先に見た魚柵の場合と同じである。船の場合は，

蒸しパンのほかに，鶏が振舞われることもある。 

船の完成時にはイスラームの供犠の儀式 kafara が行われる。祈願の儀式と同様に，船主，

船大工，イスラーム教師が参加し，乳香が焚かれ，コーランが読誦される。 後にイスラ

ーム教師の手によって，船の中で鶏が屠られる。鶏は報酬の一部としてイスラーム教師が

持ち帰るか，調理されて人々に振舞われる。 

供犠は三角帆を作る際にも行われる。三角帆の場合は，その開始時と完成時の２回行わ

れる。 

完成した船は，地面に敷いた丸木の上を転がして波打ち際に運ばれる。 後に船大工が

船尾を槌で叩き船は進水する。このとき船主より船の名前が公表される。キルワ島の老人

によると，かつて船の進水式には多くの参加者があり，楽団も登場するにぎやかなもので

あったという。人々は喜びの内に船主を海に投げ込むのがならいであった。近年では船主

の経済的理由により，船にまつわる儀式は簡略化される傾向にあるとはいえ，竜骨構造船

を造る際には 低でも供犠を３回，祈願を１回，進水式を１回行わなければならない。 

丸木舟や平底船を造る際には，特に儀礼は行われないということである。始めて船を使

用する前に祈願儀礼を行うことが好ましいとされるが，それは船主の経済状態しだいであ

る。 

 

 



第九章 キルワ島の宗教生活 

 - 174 - 

6. キルワ島の社会階層と宗教 
 
 キルワ島の人々に共有され，共通の価値観を形成している宗教であるが，以上の議論よ

り，人々の宗教生活にも，社会階層との関わりがあることが見えてきた。 

 まず，キルワ島の二つの教団と社会階層との関係である。アラブ系住民とバントゥ系住

民の男性はシャゼリア教団に属し，バントゥ系の女性はカデリア教団に属する傾向がある。

イスラーム行事はシャゼリア教団の様式にのっとり行なわれ，そこで中心的な役割を果た

しているのはアラブ系住民である。モスクを管理するのもアラブ系住民であった。つまり，

宗教生活においても，社会階層の上位に位置するアラブ系住民が優位に立っているという

ことである。これは，アラブ系住民の経済状況と，アラブ系住民のなかに，ムハンマドの

血を引くイスラームの高貴な子孫がいることに起因している。 

 キルワ島のイスラームの中心的役割をになうアラブ系住民は，妖術を極端に嫌い，関わ

りをもとうとはしない。妖術に関わりをもつ傾向は，バントゥ系住民に見られる。船や漁

具，または身を守るために使用される呪物は，｢守る kinga｣や｢見張る linda｣する白呪物であ

り，他人に｢迷惑をかける zulu｣や｢殺す ua｣目的の黒呪物 uchawi とは別のものとして区別さ

れている。 

 以上の議論より，キルワ島の住民は皆ムスリムであるが，その中でも妖術に関係をもつ

傾向が強いのは，バントゥ系ムスリムである，と言えそうである。 

 

 キルワ島のムズカの子供の中で，海の精霊をもつのはアラブ系女性であり，山の精霊を

もつのはバントゥ系女性という傾向があった。しかし，アラブ系の女性でも山の精霊をも

っていることがあり，同様に，バントゥ系の女性が海の精霊をもっていることもある。ジ

ニの所有状況は，民族に対応しているというより，男女の性差により対応していることが

分かる。 

キルワ島においてジニまたはムズカの世界に深く関わるのは，女性である。それはムズ

カの子供に女性が多いことと，キルワ地域の精霊医ムガンガに女性が多いことからも分か

る。ただし，キルワ島の精霊医ムガンガとマンダワ地域に住む大精霊医ムガンガ・マーリ

ファは男性である(先述の，精霊医ムガンガに資格を与える人物)。 

 他方，人がつくる悪い精霊であるキペペルーシに関わるのは男性である。女性がキペペ

ルーシに関わったという話は聞いたことがない。キルワ島外のコーラン医ムガンガまたは

イスラーム教師のもとにキペペルーシを購入するために女性が赴くことは，女性が一人で

出歩くことがはばかられるキルワ島のイスラーム社会では考えにくい。 
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先に見たキルワ島の社会階層は，居住空間，生業，船の所有状況，経済活動の型，家の

つくりなどを判断基準にしており，そこからは民族と階層にある程度の対応関係があるこ

とが分かった。その判断基準に，宗教と信仰の観点を加えると，イスラームと先祖信仰に

関しては，民族別の対応がみえた。しかし，精霊信仰に関しては，民族よりも男女の性差

による対応があることが分かる。性差を加えることにより，第八章に概念図化したキルワ

島の海村構造はさらに複雑化される(図 9-3)。 

図 10-3 に性差を加えたキルワ島海村の階層構造を示した。キルワ島の住民を男女で分け

るラインが C である。キルワ島の女性は，神の創造物である精霊のムズカ憑依に関わる。

男性は，人がつくった精霊であるキペペルーシに関わる。キルワ島の女性をアラブ・ペル

シャ系女性とバントゥ系女性とで分けるのが左側のライン A である。アラブ・ペルシャ系

女性はシャゼリア教団に属する。バントゥ系女性はカデリア教団の構成員の大半をしめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 9-3．性差を加えたキルワ島海村の階層構造の概念図 
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第十章 男子割礼にみる多民族混住社会の秩序形成 

 
 

東アフリカのスワヒリ海岸部の海村社会では，イスラームと現地の伝統的な信仰，慣習

が融合した，男子割礼の儀礼が広く見られる(Cory 1947)。男子割礼というと，その包皮切除

のみが注目され，危険な手術として批判の対象になることが多いが，男子割礼の儀礼は，

子供への教育という側面も兼ね備えている82。子供は，包皮切除の傷が癒えるまで，村落か

ら離れた場所に建てられた小屋で集団生活を行う。その間，子供に対する教育が地域共同

体の大人により，主に割礼の唄(kungwe)の伝承を通じて行われる83。 

割礼には全ての階層の民族の子供が参加する。キルワ島海村には階層社会があり，同じ

イスラームを信仰しながらも，その間に民族の差があることも分かったが，こうした階層

社会を統一する儀礼として，割礼があることを示してみたい。 

 

1. キルワ島の男子割礼 
  
男子割礼の定義 
 1940 年代にタンザニアの男子割礼について，広域調査を行い，数多くの割礼の唄を記述

した Cory によると，｢男子割礼 jando とは，通過儀礼と割礼手術が合わさった一連の儀式に

与えられた名前である｣(Cory 1947: 159)。1970 年代にキルワ島の北方に位置するマフィア島

で女子割礼 unyago と男子割礼 unyago84の比較研究をした Calpan は，男子割礼を，包皮切除

と子供への教育の二つの過程からなるものであるとしている(Calpan 1976)。 

割礼を通じての通過儀礼とは，子供が幼年期から社会の正式の一員としての成年になる

ための儀礼であるが，それには当然，そのために必要な教育がともなっている。本章では

                                                   
82 男子割礼は，男性の陰茎の包皮を一部切除する慣習であり，アフリカ全土に見られるとともに，ユダヤ

教，キリスト教，イスラーム，ヒンズー教などの世界宗教にも広範に見られる通過儀礼の一つである。近

年，女子割礼も含めたこれらの割礼に対する批判の声が高まっている。不衛生な環境のもと，未熟な道具

を使用しての外科手術が，子供に対する暴力であるや，子供を死に至らしめる危険があるという理由から，

非難されている。包皮切除が危険な外科手術であることは確かであるが，キルワ島において，包皮切除を

行う者は，手術執行の技術を身につけた専門的な割礼師であり，切除に使うナイフも，かなり鋭いもので

ある。また，近年では消毒に近代的な消毒液や抗生物質も使われており，一概に男子割礼の技術が未熟で

危険なものであるとは言えない。 
83 kungwe は割礼の唄を意味するときに特別に使われる言葉であり，スワヒリ語で唄は一般に｢wimbo｣や
｢shairi(詩)｣と呼ばれる。 

84 男子割礼のことを unyago と呼ぶ地域もある(Caplan 1976)。jando はヒンディー語源であり，unyago はバ

ントゥ語源のである。キルワ島では unyago といえば女子割礼だけを意味する。 
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男子割礼を，包皮切除と子供への教育の二段階の過程からなる通過儀礼として扱う。 

 

参加者の役割 
男子割礼は，細部まで様式化された儀礼であり，参加者の役割分担ははっきり決まって

いる。参加者の役割をよく言い表した割礼の唄があるので以下に紹介する。 

 

①： 

Ohoo Ohoo (割礼の唄を歌い出す時の掛け声) 

Wali kuimbeni kuimbeni sana. 

子供たち歌いなさい よく歌いなさい 

*wali (sing. mwali)＝watoto (sing. mtoto)＝割礼期間中の子供を示す言葉 

Mkwenda kwa mama zenu， 

お前たちの母親のところに戻ったとき 

Watakulizeni wanangu mliku wapi ? 

 私の息子よ 今まで何処にいたのか？ と聞かれるだろう 

Tulikwa ndoba.  Tulikwa kakumbi. 

 僕たちは隠れ家に居た 僕たちは小屋に居た  

*ndoba＝kakumbi＝隔離小屋 

Kakumbi chana mwaka cha tukumba marundi. 

 僕たちは去年から隔離小屋にいました 

Kaja ngariba katukata kata. 

 割礼師がやってきて僕たちを切った 

*kata＝切る(包皮切除) 

Kaja nakanga katuganga ganga. 

世話人代表がやってきて僕たちを治療した 

*ganga＝治療行為 

Kaja warombo watuchapa chapa. 

 世話人がやってきて僕たちを叩いた 

*chapa＝叩く(躾ける) 

(H)atukwanza sisi walianza wazaman， na sisi tukafuata. 

(割礼は)私たちが始めたのではなく昔の人が始めた 私たちは(それに)習っているだけ 

 

 この唄は，utagara と呼ばれる隔離小屋で子供たちに教えられる割礼の唄である。ここに
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は，割礼参加者の四通りの役割が表されている。 

 

a). 子供 mwali 
割礼に参加する子供は mwali (pl. wali)と呼ばれる85。mwali は通常，｢処女｣や｢少女｣を

意味するスワヒリ語であるが，割礼期間中の子供に対しても使用される。割礼を受ける

前の幼年期の子供は，｢幼児 mtoto mchanga，katoto｣または，｢ウスンゴ usungo｣と呼ばれ

る。ウスンゴについては後述するが，侮蔑的な意味を持った言葉である。割礼を終えた

子供は，｢子供 mtoto｣または｢若者 kijana｣と呼ばれ，イスラームの礼拝や断食の義務を果

たすことが期待されるようになる86。また，母親と一緒に寝ることは好ましくないとされ

る。 

 

b). 割礼師 ngariba 

包皮切除を行なう者。別名，｢ライオン shimba｣とも呼ばれる。黒いガウンを羽織り，頭

には赤いターバンを巻いている。目は真っ赤に充血しており，それは，特別な薬 dawa を

服用しているからだといわれる。危険な手術を行う割礼師には妖術 uchawi の力があるとさ

れる。妖術を嫌うイスラーム社会であるキルワ島には昔から割礼師がいないという。割礼

師はキルワ島南方のパンデ地域(パンデ・プロット)から呼ばれる。割礼師が使用するナイ

フは外科手術用のメスに良く似た，切れ味の大変鋭いものである87。 

 

c). 世話人代表 nakanga 
傷が癒えるまで子供が隔離・集団生活を行う隔離小屋で子供の世話をする者の代表者。

割礼師から預かった薬と自前の薬を使って子供の傷を治療する。キルワ島には｢世話人代

表｣と呼ばれる者が二人いる。 

 

d). 世話人 mrombo 

隔離小屋で実質的に子供の世話を行う者。隔離小屋では夜に眠ることなく子供たちの

安全を見守る。この期間，世話人が性交渉を行うことは許されない。子供の名付け親 somo88

                                                   
85 割礼に参加する子供の中でも， 初に包皮切除を受ける子供とその父親は kiranja と呼ばれる。kirannja
の父親は，男子割礼の準備に中心的な役割を果たすとされる。 

86 kijana の後，既婚男性や一人前と認められた男性は，旦那 bwana または，成人 mtu mzima と呼ばれる。

終的には尊敬の念をもって老人 mzee と呼ばれる。 
87 割礼師の使用するナイフは特別に suraha と呼ばれ，一般的なナイフ kisu とは区別されている。 
88 キルワ島において somo とは，子供の名付け親のことである。通常，冗談関係 utani にある母方の叔父で

あり，意味範囲が拡大して親しい間柄の同姓に対しても使用される。女子割礼の場合は，娘の後見人が somo
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がなることが好ましいとされるが，実際はその他の親族の若者が代理で行うことが多い。

また，大人の世話人の補佐役として，近年割礼を終えたばかりの子供たちが世話人補佐

役 mrombo mdogo として，水汲みや掃除を手伝うこともある。 

 

 専門の割礼師がわざわざ外部社会から招かれたり，世話人と世話人代表がいたりと，男

子割礼は組織化された役割分担の上に成り立つ儀礼である。それは，割礼期間中の子供が，

妖術師の悪意による妨害や，傷口の悪化による死など，生死の危険と隣り合わせにいるか

らである89 

 

2. 儀礼内容 
 
割礼師による包皮切除 kutahili 

キルワ島で 2004 年の９月６日から９月 26 日の 20 日間90行われた男子割礼について，割

礼の唄を中心に見てゆく。男子割礼に参加した子供は３歳から 11 歳の合計 13 人である91。 

この時期キルワ島はインド洋からの東風が吹き，小雨季を間近に控えた涼しくて過ごし

やすい時期である。農作物(トウモロコシ，ソルガム等)の収穫も済み，人々に時間的にも経

済的にもゆとりのある時である。キルワ島の男子割礼は伝統的にソルガムの収穫後に行わ

れてきた。その理由は，この時期は涼しいので子供の傷の治りがはやいこと，子供の隔離

小屋での食事のためにソルガムが必要なこと，後述するが割礼に付随する祭りでは収穫後

のソルガムの茎で作ったマラカス楽器 mchekeche が演奏されること，などが挙げられる。 

先述のようにキルワ島には割礼師がいないので，キルワ島南方のパンデ地域より，高名

な割礼師の Hassani Muchanrei92が呼ばれた。包皮切除は割礼師の②の唄によって始まる(表

10-1 の③)。この唄は，arimanguto という歌詞の繰り返しによる，割礼に自分の子供を送り

込む母親の悲しい気持ちを歌ったものである。 

 

②：Arimanguto lelo.  Arimanguto mwanangu mwanja.   

                                                                                                                                                     
と呼ばれる。 

89 隔離小屋にいる子供を誘拐し薬 dondocha として使うために妖術者がやってくる。また，子供を寝かせな

いために，ワンガ wanga という存在も夜な夜な小屋にやってくる。子供は非常に危険にさらされた状態だ

と認識されている。 
90 この帰還はイスラーム暦の 10 月 20 日から 11 月 11 日までの期間であり，断食月 Ramazani の直前に当た

る。 
91 ３歳×２人，４歳×３人，５歳×４人，６歳×３人，11 歳×１人。 
92 キルワ地域二人いる高名な割礼師の一人。彼の父親も割礼師であった。昔の割礼師は豹の皮を被りライ

オンの尻尾を頭に巻いていた。現在は赤いターバンに黒のコート，裸足，杖を所持，眼は充血している。 
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 私の息子は今日試練にあう 私の息子は割礼の場に赴く 

*arimanguto＝彼は困難に出会う， wanja＝割礼の場 

Ukayani utamtuma nani ?     

 隔離小屋でお前は誰に用足ししてもらうの？ 

Utowanga utatowanga nani ? 

お前は誰と臼をついて精白するの? *towanga＝杵，臼で穀物を精白する 

Chai utakunyiwa nani ? 

お前は誰とお茶を飲むの？ 

 

 キルワ島の伝統的な儀礼が行われる儀礼広場 kilinge93と呼ばれる広場に住民が集まり，割

礼師を囲んで輪になって時計回りに行進する(表 10-1 の③)。この広場は，キルワ島の伝統

医 mganga の家の敷地内にある。 

割礼師の歌声に合わせて，皆も歌う。行進の途中で割礼師に布施をする者もいる。なか

には割礼師の唄に感動し，涙を流す女性もいる。行進が終わると，男性のみが森の中の割

礼の場所 wanja へ移動し(表 10-1 の④)，包皮切除が行われる。この場には，女性は決して参

加することができない。もしもこの禁を破ると，死の制裁が待っているといわれる。 

 割礼において特筆すべきことは，包皮切除をする直前に割礼師によってとられる行動で

ある。割礼師は，包皮切除に使う鋭いナイフを右手に握り，この日 初に包皮切除を受け

る子供の父親 kiranja を呼び出し，彼にナイフを渡し再び受け取る。次に，キルワ島のペル

シャ系移民の子孫であるシラジ washirazi の代表と，ケニア沿岸部出身のマリンディ

wamalindi の代表を次々に呼び出し同じ行動をとる94 後に，シャリフ sharifu という，ムハ

ンマドの家系の一人とも同じ行動を繰り返す。これはキルワ島のアラブ系住民である。 

この行動の意味は， 初に割礼を受ける子供の父親，キルワ島の主な民族の祖先，イス

ラームの高貴な一族から，割礼師が包皮切除の承認を得ることと，祖先から特別な力をも

らうことである。 

また，包皮切除の際に子供はカーペット mkeka を敷いたベッド kitanda の上に寝かせられ

るが，これは｢沿岸部の割礼 jando ya pwani｣の様式であるという。筆者は内陸部に住む割礼

師にも聞き取り調査を行ったが，｢内陸の割礼 jando ya bara｣では，子供は何も敷かない地面

に直接寝かされた状態で包皮切除を受けるという。 

                                                   
93 儀礼広場では伝統医による儀礼，主に精霊憑依に関する儀礼が行われる。またムズカの子供の集団も｢キ

リンゲ kilinge｣と呼ばれる(第九章)。 
94 シラジは，キルワ王国のスルタンの子孫であり，マリンディはキルワ王国の行政と司法を司 った者の子

孫である。 
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さらに，割礼師の手際のよさも際立っている。13 人の子供の包皮切除をわずか 20 分ほど

で完了した。このような割礼師の超人的な能力は，割礼師自身が持つ妖術の力に結び付け

られて説明されることもある。切り取られた包皮は，妖術師の手に渡ると呪物として使用

されるので，割礼師によって森の奥に破棄される95。 

                                                   
95 内陸部の割礼師は，一番初めに切り取った包皮を口に含みながら，包皮切除を続けるという。 

表 10-1.｢包皮切除｣のタイム・スケジュール (2004 年 9 月 6 日) 
No. 時 事柄 *性別 
① 前日 夕方に女性たちの行進 randa 

夜に包皮切除の無事を願う儀式 kumbuka Maraika 
女 

当日：2004 年 9 月 6 日 
② 7:12 儀礼広場 kilinge(伝統医により治療行為がおこなわれる場所)に大人たち

(男女共)が集合 
その間子供たちは近くの家の中で子供を背負う人｢世話人｣とともに待
機(水浴び・剃髪は済ませてある) 

男女 

③ 7:50 儀礼広場に集まり輪になって行進(時計回り)・施術師が歌い人々がそれ
にならう 
施術師はこの間,輪の中心に立ち割礼をおこなう場所を探す(本当は決ま
っている) 
この時施術師に対する布施もある   涙を流す女性もいる 

男女 

④ 7:58 行進終わり→包皮切除をする場所へ特徴的な歩き方で移動する 男 
⑤ 8:05 ｢包皮切除｣開始 

1.ベッドの上に敷くカーペットを３回転させる→ 理由：“mambo ya 
jandoni” 「慣例である」 

2.鶏を屠る(実際には切らずベッドの下に足を縛ってから置く：施術師が
持って帰る) 

3.kiranja を呼ぶ→ナイフを受けとり施術師に返す 
4.先祖を呼ぶ：Washirazi, Wamalindi, Washarifu →各代表がナイフを受け

とり施術師に返す 
5.子供は世話人に背負われて一人ずつ登場 ( 初に包皮切除を受ける

子供 kiranja) 
その間,コーランの読誦 (シャゼリア教団の様式)   

6.大人三人がかりで子供を押さえつけ(両足・両腕),包皮切除する 
7.切られた包皮はベッドの下へ→ 後にまとめて森の中へ捨てられる 
8. 後の子供は施術師見習いに包皮切除させる 

男 

⑥ 8:30 ｢包皮切除｣終了 
1.近くの｢集合場所 kituo cha ku-shafisha｣へ 
2.子供は順々に近くに設けられた集合場所に運ばれる 
3.ヤシの実の一気飲み “Utapona「飲めば治る」” →飲み終わったヤシの

実の上に座る→股を開いた状態で水洗浄 
4.施術師が集合場所にやってきて,世話人代表とともに傷口を確認,治療 
5.子供たちは再び近くの家(朝と同じ)に運ばれ待機 

男 

⑦ 8:50 1.大人たちは広場に戻り,｢布施 kufupa｣の祭りが始まる 
2.施術師と施術師見習いへの布施 “kula kula kula,kula fedha 「お金を食

べなさい」”と女性が歌う 
3.世話人代表が踊りまわる(この時には世話人代表への布施はない) 
4.その後,世話人への布施：両足を前に投げ出して座り,足の間に布を敷きその

中にお金を投げ入れてもらう    

男女 

⑧ 9:09 解散 → 子供たちはそれぞれの隔離小屋に運ばれる 男 
⑨ 9:20 

夕方 
帰宅 
子供の安全を願うイスラームの儀式 shughuli がおこなわれる 

男 

注．性別は各儀礼の段階に参加することができる性別を表す 
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 朝の７時に始まった包皮切除は，その後の，子供たちの傷口の確認と治療(表 10-1 の⑥)，

祝儀 kufupa の祭り(表 10-1 の⑦)も合わせて２時間ほどで終了したが，かつては，タンバリ

ン dufu や笛 naai，マラカス mchekeche などの楽器の演奏と唄にあわせた踊りが真夜中まで

続く大掛かりなものであった。マラカス96はこの時期収穫を終えたソルガムの茎 berumbe を

すだれ状に縫い合わせて箱型にし，その中に小さな種子を入れた楽器である。割礼期間中

の祭りにはなくてはならない楽器であるといわれる。現在キルワ島にはマラカス演奏者は

いない。パンデ地域にキルワ周辺地域でも有名なマラカス楽団がある。この楽団は各地の

割礼儀礼に招かれて演奏を披露する97。 

 

3. 隔離小屋で子供たちに伝承される割礼の唄 
 

子供たちは傷が癒えるまで，３～４週間ほど隔離小屋にて集団生活をおこなう。抗生物

質などの近代的な薬が導入される前は，傷の完治に２から３ヶ月ほどかかったという。 

小屋の門の前には，kipito と呼ばれる細木のアーチが掛けられ，これが隔離小屋の目印と

なる。アーチの真下には割礼師から世話人代表に授けられた呪物 uchawi が埋められており，

その働きにより妖術師 mchawi や悪い心を持った者には隔離小屋が見えなくなるという。 

かつては森の中に建てられた隔離小屋であるが，近年では家の敷地内や村落内に小さな

小屋を建ててその代わりとするのが常である。女人禁制という隔離小屋の厳しい掟も，女

医による治療行為は例外とするなど，その様子は一変したと島の老人は語る。 

隔離小屋において子供の世話をおこなうのは，先述の世話人と世話人代表である。世話

人補佐役の子供が加わることもある。世話人代表はすべての子供の世話人代表として各隔

離小屋を定期的に訪問する。世話人たちの重要な仕事の一つとして，子供の教育がある98。

年長者に対する礼儀作法，性教育や秘密の伝承等が，主に割礼の唄を子供に覚えさせるこ

とによっておこなわれる。行儀の悪い子供には各種の罰 adabu が用意されている99。 

                                                   
96 ケニア沿岸部で｢カヤンバ kayamba｣と呼ばれる箱方マラカスと形状と使用が似ている。ケニアのカヤン

バも割礼儀礼の際に演奏される楽器である。 
97 筆者はこの楽団の演奏を聞くためにパンデ地域を訪問した。楽団のリーダーはまだ 20 歳前半の若者であ

った。彼はマラカス chekeche を使った伝統的な曲(割礼の唄の歌詞を使用)のほかに，流行歌(taarabu と呼

ばれるアラブ的な恋愛歌)などの歌詞も取り入れ，幅広い年齢層に好まれる演奏を行なっている。 
98 その他の仕事として，子供たちの傷の治療，食事の世話，周に一回の水浴びの手伝い，妖術師から子供

たちを守ることなどがある。 
99 片足で長時間立たされる kalijombe，うさぎ(蛙)跳び kichurachura，素手で土を掘らされる kilima shamba la 
Nakanga，空気椅子(あたかも椅子に座ったかのような姿勢を長時間とる)kiti cha mfalme，仰向けに寝そべ

り両手両足を地面からあげる kuanika majani ya tumbako，スクワット tutueke tutuwetuwe など，隔離小屋で

子供に与えられる罰は，かなり厳しいものである。 
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キルワ島の成人男性たちも頻繁に隔離小屋を訪れ，自分の知っている割礼の唄を子供に

教える。以下に子供たちに教えられる割礼の唄を挙げてゆくが，まず，訪問者が隔離小屋

に入室する際に歌わなければならない唄から紹介する。 

隔離小屋を訪問する者は入室時に“Ohoo Ohoo”の掛け声から始まる③の唄を歌わなけれ

ばならない。このことが｢自分はすでに割礼を受けている｣という証明になる。割礼を受け

ていない者の入室は原則として認められない。 

 

隔離小屋入室時の唄 

③：Ohoo Ohoo 

Kidaudau cha mwali npita mkereza.  

小さなダウ船(隔離小屋)に私は立ち寄って子供たちの様子を伺います  

*kidaudau＝小さなダウ船(隔離小屋の隠喩) 

Msukosuko wa wimbi na maji yakiingia.  

(小さなダウ船)は波が荒れて危険な状況 さらに浸水が始まれば(もっと悪い状態になる) 

Ukisikia mfa maji nija kwalola. 

もしあなた(母親)が｢水が死んだ(子供の傷が癒えた)｣と聞いたら 私が(隔離小屋の子供

の)様子を伺いにきます 

*maji＝水(この場合は血の隠喩。水が死ぬとは，血が止まり傷が治る事を意味する) 

 

1940 年代にタンザニアの割礼を広域に調査した Cory が記録した唄(ibid: 163)にもこれと

良く似た唄があるので比較検討してみる。 

   

③’：Cory の記録した唄とその解釈 

kidaudau changu cha mwali  kikipita kikielea 

My little boat (penis) of novice entering (the vagina) and coming out again ! 

試練者の小さなボート(ペニス)が(女性器の)中に入っては，再びでてきた 

msukosuko wa wimbi  na maji yakiingia 

O! The restless agitation of waves! (coitus) and the water pouring in (ejaculation) 

なんと絶え間なく打ち寄せる波であろうか(性交)そして水が注がれた(射精) 

wasikia mfa maji  mwizile kulola 

You have heard of death in the water (after ejaculation the penis shrinks) (Here is) the visitor to 

look (after you) 

あなたたちが水の中での死亡を聞いたら(射精後の縮小したペニス)、訪問者が様子を見に
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(世話をしに)来ます 

 

 Cory の記録した唄と，筆者が収録したキルワ島の唄の歌詞は良く似ているが，その解釈

が異なる。Cory は冒頭の歌詞，小さなダウ船 kidaudau を子供の男性器 penis の隠喩として

説明し，以降も性行為と関連付けて唄を解釈している。一方，筆者がキルワ島で受けた説

明では，小さなダウ船 kidaudau は隔離小屋の隠喩である。この唄は訪問者が隔離小屋に入

るときに歌わなければならない唄として，その内容も，訪問者が隔離小屋に子供の様子を

伺いに来る様が描写されている。 

このように，ほとんど同じ歌詞でも，割礼の唄には複数の解釈が成り立つ。その理由と

しては，基本的には割礼の唄とは個人に記憶されるものであり，そこに各個人の解釈が入

り込む余地があるからである。また，すでにあるものに加え，個人が新たに割礼の唄を創

出し，それを子供たちに伝えてゆくこともできる。このように割礼の唄は個人の，そして

その時代の価値観を映す鏡のように，可変的流動的な側面をもっている。 

キルワ島の古老によると割礼の唄は，(１)男子割礼の内容ついて，(２)性について，(３)

秘密について，という三つの内容について子供に教えるものである。先のように唄には，

複数の解釈が成り立つが，以下に筆者がキルワ島で記録した割礼の唄の内容を，キルワ島

の老人の三つの分類に従って紹介する。 

 

(１)男子割礼の内容について 

 先に紹介した①と③の唄も，この分類に含まれる唄である。 

④：Ohoo Ohoo 

Yanga mangana yanga mangana. 

(唄の調子をとる文句) 

Baba na mama sote wanafulahi sana. 

父と母は皆とても喜んだ 

Mwanenu njia bweli salama. 

私たちの子供は無事に帰ってきた 

Nenda na usungo nirudi na uisulamu. 

ウスンゴとして割礼に行って ムスリムとして帰ってきた 

*usungo＝割礼をしていない人 

Na mrombo wangu yote mema kaya fanya. 

僕の世話人は皆，隔離小屋で良く世話をしてくれた 

Amenisubiri kwa nguvu za maurana. 
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世話人は神様の力のおかげで僕たちのことを待ってくれていた(一晩中寝ずに安全を見守

ってくれた) 

Leo nimerudi kinamama fulahini mnifupe sana. 

今日僕は帰ってきた。お母さん方喜んでください。僕にたくさん褒美をください。 

*fupa＝施し，祝儀を与える 

  

 この唄は，子供たちの傷が癒え，隔離小屋から無事に帰ってきたときの喜びについて歌

ったものである。重要なのは｢ウスンゴで割礼に行って，ムスリムとして帰ってきた｣とい

う歌詞である。ウスンゴとは割礼を受けていない状態をいう。ここにはイスラーム社会で

あるキルワ島の人々の男子割礼観が端的に表現されている。割礼を受けていなければ，ム

スリムとしてその社会では認められないのである。男子割礼とは，子供をムスリムとして

｢人｣たらしめる成人儀礼なのである。キルワ島では，成人男性にむかって｢ウスンゴ usungo｣

と言うことが， も強い侮辱の言葉である。 

 

⑤：Ohoo Ohoo 

Mama binti Ali suka gongo laki meta meta. 

 アリ(人名)のお母さんはとても長い敷物を編んだ  

(とても長い敷物を編むことができるほど，長い期間子供は隔離小屋にいたという意味) 

 *gongo＝ヤシ繊維で編まれた敷物の一片，  laki meta＝10 万メートル(とても長いの意味) 

Nilipoondoka kitu gain uliweka. 

僕がいなかった時，何を置いた(隠した)の？(子供の母親に対する問い) 

Bona ulisema kama tutaweka pesa.  

 なぜお前は私たちがお金を隠したと疑うの？(母親の子供に対する返答) 

Leo nimerudi sijitaki mimi. 

 今日僕は(割礼から)戻ってきたけど，お金はいりません 

Mpeni mrombo wangu aliokikesha. 

 (監視のため)徹夜してくれた僕の世話人にあげてください 

 

⑥：Ohoo Ohoo 

Na safari yangu kuenda jinjo. 

 森に向かう旅の途中 *jinjo＝森(割礼をする場所の隠語，子供をだましてつれてゆく) 

Nikakuta na Kapirima. 

 私はカパリマ(人名)にあった 
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Wenye baba zao ufupe robo mzima. 

 父親は子供にきっちり四分の一(のお金を)あげなさい 

Mimi sina baba.   Nije kalia tatima. 

僕には父親がいない 私生児なので泣いている *tatima＝私生児 

Leo nimerudi.    Nalia na somo yangu cha kumpa sina. 

 今日僕は(割礼を終えて)帰ってきたが  あげるものの何もない世話人と泣いている  

*somo＝割礼時に子供を背負う男性で，友情，冗談関係にある母方の叔父や友人がなる場

合が多い 

 

 ⑤と⑥の二つの歌は祝いの場には似つかわしくない，悲しげな内容であるが，これは逆

説的な意味を持っている。つまり，子供が男子割礼を終えて隔離小屋から帰ってきたとき

には，出し惜しみすることなく，祝儀をたくさんあげなさい，ということなのである。子

供が帰還したときに出し惜しみすることは，キルワ島イスラーム社会の美徳に反すること

なのである。 

 また，隔離小屋で子供たちと一番長い時間過ごすのは，世話人 mrombo＝somo である。出

し惜しみすることなく，世話人にも祝儀をたくさんあげてください，という内容の唄を子

供に教え込むあたりに，多くの祝儀を得たいという世話人の思惑も伺える唄である。 

 

(２)性について 

⑦：Ohoo Ohoo 

Beti la Shaibu. Beti lnanipendeza. 

 シャイブ(人名)の家はとても素敵である 

Kabira ya baba kabila ya kiingereza. 

 父親の部族はイギリス人 *kabila＝部族 

Humu ndani mwake kuna kiti kuna meza. 

 家の中には椅子と机がある  

(スワヒリの一般の住まいには椅子と机はなく土間の生活である) 

Mashehe ya sasa kwa kueri anatudanganya. 

 近のシェヘたちは実に私たちをだましている  

*shehe＝イスラームの学僧・指導的立場に居る人 

Yanatuambia kwanza dhambi ngoma. 

 何かにつけてンゴマは悪いことだという *ngoma(ンゴマ)＝太鼓や踊り 

 (この場合ンゴマは男子割礼，性行為の隠喩であるとともに妖術の隠喩でもある) 
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Boni kwa shehe Husein anakoroma. 

 それではなぜシェヘ・フセイン(人名)は鼾をかいたのか？  

*koroma＝鼾をかく(太鼓をたたくの隠喩) 

shehe Husein＝キルワ地域のシャゼリア教団の創始者100 

Kama si wewe nani aliyeyaona. 

 もしそうでなければ，彼が見たものは何であろう 

Dada usilinge sana hata ukawa meupe. 

 お姉さん，もしあなたが白くとも，そんなに(割礼を)怖がることはない  

 (色の白いお姉さんとは都会の人間を意味する) 

Jadi yako ngoma. 

 あなたの先祖も太鼓をたたいたのだから *jadi＝先祖，  

(男子割礼，性行為は昔からあるもので，そんなに怖がるべきではない) 

 

⑧：Ohoo Ohoo 

Hakuna gogo zaifu kuliko gogo nazi. 

  ヤシの木ほど柔な丸木はない *gogo＝丸太， zaifu＝力がない，  

nazi＝ココヤシの木(Cocos nucifera)(ヤシの木はペニスの隠喩) 

Ukilipiga shoka ndani yake kuna wazi. 

 (ヤシの木を)斧で切ってみると，中には何もない 

Kuna wengi wa vitwana. Na wingi wa vijakazi. 

 使用人もいれば仕事をもった人もいる 

 (既婚者もいれば独身者もいるの意味) 

Tusike jembe tulime. 

 さあ鍬をとって(畑を)耕そう  *jembe＝鍬(ここではペニスの隠喩) 

(畑を耕すは，子供を作るの隠喩) 

Useja hauna kazi. 

 独身者には仕事はない *useja＝独身者 (独身者は子供をつくれない) 

 

 ⑦は二つの内容について歌った唄である。妖術についてと性についてである。｢シャイブ

の家はとても素敵である｣というのは，シャイブがお金持ちなのは，お金を引き寄せる呪物

uchawi を使用しているからだという。このような呪物を使うことを 近のシェヘは禁止す

                                                   
100 シェヘ･フセインはキルワ地域のシャゼリア教団の開祖として，今日もなお人びとの宗教的尊敬を集め

ている(第九章)。 
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る。しかし，その昔シェヘ・フセインも呪物を使っていたではないか，という解釈が一つ

ある。この場合の呪物とは，身の危険を守ったり，自分に利益をもたらすために使われる

白呪物のことであり，シャゼリア教団の開祖でもあるシェヘ･フセインも使っていたとする

ことで，白呪物が正当化されている。 

この唄のもう一つの解釈は，キルワ地域のシャゼリア教団の開祖であるシェヘ・フセイ

ンを挙げて，男子割礼の正当性とともに，性行為についてもその正当性が歌われていると

いうものである。 

⑧では，結婚し子供をつくることが畑仕事に喩えられており，推奨されている。 

割礼の唄では，隠喩的に性に関するキーワードが登場する。ここでは特に⑦と⑧の唄を

挙げたが，その他の歌も含めて性の隠喩を見てみると，太鼓や踊り ngoma，耕作 lima，波

wimbi が性行為として，ヤシの木 nazi，鍬 jembe，小さなダウ船 kidaudau，帆柱 mlingoti が

ペニスとして，水 maji が精液として挙げられている。このようにキルワ島社会において，

身近な現象や物質を用いて，子供たちには隠喩的に性についての教育が施される。 

  

(３)秘密について 

 割礼の唄に歌われている秘密 sili の内容は様々であるが，主に，神の力，妖術の怖さ，生

活の知恵などについである。 

 

⑨：Ohoo Ohoo 

Na mpira mpira miti wa kapa. 

 マヤプシキはマングローブの木である  

*mpira＝ハマザクロ科マヤプシキ(Sopnneratia alba.) 

Nijinamia panjia. 

 道中で考えた 

Nipeni shoka na mundu. 

 私に斧とナタをください 

Nipite kunyanyagia. 

 取り除くために行かせてください  

*kunyanyagia＝呪物を取り除くために探しにいく 

Mwana papa mwana papa.  Papa usimsike mkia. 

 サメの尾ひれを掴んではいけない (妖術者をからかってはいけない) 

Papa ana mwiba wake achomapo  Patoka damu，Patoka ufira. 

 サメには棘がある 刺されると血が出て膿も出る  
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(妖術者をからかうと殺されてしまう) 

Mkewe Sharifu mwali.  Mchuzi kaomegia. 

割礼期間中の子供をもつシャリフの妻はスープを作った  

*Sharifu＝ムハンマドの子孫 

(シャリフの妻は，子供の無事を祈り先祖(または神)に祈願した) 

 

 ⑨の唄に歌われる秘密とは，妖術者の恐ろしさである。イスラーム社会であるキルワ島

では，妖術者とその力を表面上は否定するが，実際はコーランの力にも匹敵するほどの強

い力として畏怖している。 

 

⑩：Ohoo Ohoo 

Nyangenyange meupe kama mkitunga.  Kama misiri ya unga. 

  ニャンゲニャンゲは籠のように 粉のように 白い鳥である   

*nyangenyange＝海鳥(sterna 科)，美しい女性，  mkitunga＝伝統医が薬を入れる籠 

Binti Asumani mungu alivyo mfunga. 

 神にみそめられたアスマニ(人名)の娘は *funga＝つかむ 

(神にみそめられた女性は神の妻として他の者とは結婚できない) 

Hapati mume wara hapati mchumba. 

 彼女は夫を持つことができないし，恋人さえも作ることができない  

Amri ya mungu wengine kula mtama， wengine mpunga. 

 神の命令でソルガムを食べる人もいれば米を食べる人もいる 

 *amri＝神の命令 

 

 ⑩では，イスラームの神の絶対的な力について歌われている。唄の冒頭に登場するニャ

ンゲニャンゲという白い鳥は，未婚の美しい女性のことを意味している。キルワ島には一

生独身で過ごす女性がわずかながらいるが，このことを神の命令であるとして説明してい

る。 

 

⑪：Ohoo Ohoo 

Macharaza macharaza kuna pweza macharaza. 

 岩場の穴にはタコが居る 

Ukaa chini ya jiwe kuliko kombe na tasa  

 タコは岩の下に，貝よりも深く潜んでいる 
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Na mchanga mwangaza na maji marangaranga. 

  (タコは)白い砂やきれいな水よりも下に潜んでいる  

Mchokozi si mzinga. 

 タコ漁師は馬鹿ではない *mchokozi＝ほじくる人(タコ漁師) 

 (この場合，タコ漁師は経験豊富な識者や年長者の隠語) 

Melevu tumelevue. 

 彼たちに教えを乞いましょう 

 

 ⑪では，タコ pweza の生態が語られるとともに，タコ漁師 mchokozi が一芸に秀でた者，

経験豊富な識者・年長者として喩えられている。年長者に秘密の教えを請いなさいと言う

意味の唄である。 

 

⑫：Ohoo Ohoo 

Wani akivuko wani akivuko mikondo ya kitutila. 

 流れの速い(危険な)海流を渡ろうとするのは誰？ 

 *mikondo ya kitutila＝キルワ島の北，マフィア島の近くにある早い海流の名前 

Pita pwani pwani paka mikondo ya mangi. 

 満ち潮の間は沿岸部を航海しなさい 

Haisafiriki upepo umenishanga. 

強風の期間は航海を避けなさい  

*shanga＝キルワ島で２月に北から吹いてくる強風の名前(第三章)，mwana shanga 

Kushiriki wimbi dau ina tanga tanga. 

 波に乗るためにダウ船は帆を持っている 

Nahodha mzinga dau kapandisha mwamba tutakufa maji. 

船頭が間抜けなのでダウ船が暗礁に乗り上げ私たちは溺れ死んでしまう 

*nahodha＝船頭(ここでは世話人代表の隠喩)  

Sarangi tia nanga. 

副船頭が(難破を防ぐために)錨を下ろす 

*sarangi＝副船頭(ここでは世話人の隠喩) 

Binti Kandungwi mchawi kati wa kamba. 

カンドィングウィの娘の妖術者が錨紐の真ん中にいる 

(妖術師がすぐ近くにまで迫っており危険な状況) 

Allabi Allabi tunaponea kwa Mungu na nyuma Nakanga. 
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アッラー アッラー 僕たちは神と神の力を受けた世話人代表のおかげで治る  

*Alla＝mungu＝神 

 

 ⑫の歌詞には，海にまつわる言葉が多出し，海村であるキルワ島らしい唄である。前半

では，海に生きる知恵が語られている。それは，波風の激しい海を航海するときは，満潮

の間だけ沿岸部を往きなさい，強風時は航海を避けなさい，という教えである。さもなけ

れば座礁し，死んでしまうと教えている。 

 この唄には，船頭に喩えられた世話人代表，副船頭に喩えられた世話人が登場する。こ

の両名が乗ったダウ船とは，すなわち隔離小屋のことであり，危険な海を航海しようとす

るのは男子割礼期間中の子供たちである。もしも隔離小屋において世話人代表が愚者であ

れば，世話人がそれを補助しようとしても，妖術師の危険がすぐ近くにまで迫ってくると

いうのである。しかし 終的には神とその力を受けた世話人代表のおかげで子供たちの傷

は癒えるのである。 

 

4. 子供たちの帰還日 
 

子供たちの傷が癒え，親族に子供たちを迎える準備が整ってから，子供たちの帰還の日

siku yak wa ruka が決まる101。世話人代表と 初に包皮切除を受けた子供 kiranja を先頭に，

子供たちは各人の世話人に背負われて，儀礼広場 kilinge に向って行進をする(表 10-2 の⑪)。

その際，子供たちの顔を隠す様に行進の頭上には布がかけられる。晴れ着で着飾った子供

たちの顔は，儀礼広場に着いたときに初めて母親に披露されるのである。 

儀礼広場までの行進は，世話人代表のひときわ長い⑬の唄により始まる。 

 

⑬：Ohoo Ohoo 

Ngala kaunde ngala kaunde mnazi ngala wa mbili. 

 腕木舟がココヤシの木で作られた 二つの腕木舟である  

*ngala→ngalawa＝腕木舟とは丸木舟の両舷に浮材をつけて浮力を増した船である。 

 (二つの腕木舟とは二箇所の隔離小屋の隠喩，ココヤシの木は割礼を受けた子供またはそ

のペニスの隠喩である) 
                                                   
101 親族側の準備とは，主に子供の晴れ着や，世話人たちへの謝金を用意すると言う金銭的なものである。

割礼師への謝礼(一人 2,000tsh≒160 円)，隔離小屋滞在時の食費(１日約 500×19 日＝9,500tsh≒760 円，子供

に着せる晴れ着(約 20,000tsh＝1,600 円)，祝儀２回(2,000～4,000tsh≒160～320 円)等の資金繰りが親族の協

力のもとおこなわれる(以上は筆者の友人の家庭の例)。各家庭による差はあるが単純計算で

34,500tsh≒2,760 円が必要となる。 
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Moja ifu maji.  Moja ikili ipakia pamba. 

一つは浸水により沈没する  一つは包帯を積んでいる 

(一方の隔離小屋には世話人代表がいない もう一方には世話人代表がいる) 

Kwa pilipili mlingoti fedha.  tanga sifuri pita mkunguni. 

二つ目(の腕木舟)では帆柱には価値がある  海流があるところでは帆は意味がない 

(世話人代表がいる隔離小屋では子供の傷は癒える) 

*mlingoti＝帆柱(ペニスの隠喩) 

Mwaga michele michele si tondwa. 

 米(世話人代表)にお別れしなさい 米は星(割礼師)ではない  

 (世話人代表は割礼師ではなく，その力は割礼師には及ばない) 

 *michere＝米(世話人代表の隠喩)，  tondwa＝星(割礼師の隠喩) 

Ingaigea ipanbua moja. 

 しかし願いは一つである (願いは子供が無事に割礼を終えること) 

Wali hesima hesima alile. 

 子供には(年長者を)尊敬することが必要 

Wali Fatuma Fatuma si mwana. 

ファトゥマ(人名)は私の子供ではない 

Kinbuyonbuyo tanaga kuzaliwa.  Hajala muno kwali kisesenbu. 

 生まれてからこのかた 人に対して悪いことはしていない 

Kichwa cha buku mwana buku mwana buku. 

 頭が悪ければ その子供は悪人である 

Mdangana usiku mchana warudi kwao. 

夜に悪いことをして 昼に家に戻る 

Liwasiwasi na mkweo.  wapiga goma wali kurya kwao. 

 妻が悪ければ 子供も悪さをする 

Wanshungiza kama kali Dula. 

 怖いドゥラ(人名)のように追い払う 

Mwana Hamusa wetendera kuweka na mkororosa. 

ハムサ(人名)の子供は置き去りにされ苦しんでいる 

*kororosa＝(妖術にやられて)苦しむ様 

Mwana Sharifu bangani kidevu dendende. 

 穴の中にいるシャリフ(人名)の子供は 顎ひげがデンデンデ(震えている) 

*kibevu＝顎ひげ，dendende＝意味は特になく，唄の調子をとる文句 
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⑬の唄は，子供たちが隔離小屋から出て，親元に帰る日に，世話人代表がその仕事を無

事に終えたことを皆に告げる唄である。歌詞には，隔離小屋をキルワ島周辺海域でなじみ

の深い腕木舟に例えてある。③と⑫の唄ではダウ船が隔離小屋に例えられていた。このよ

うに，キルワ島の人々の生活に身近な船を隔離小屋の隠喩とすることで，唄の内容は子供

に馴染みやすく，同時に，説得力のあるものとなっている。 

冒頭の歌詞に，｢腕木舟がココヤシの木で作られた｣とあるが，キルワ地域では通常ココ

ヤシ mnazi (Cocos nucifera)の幹が船材に使用されることはないので，この唄を聴いた人は，

ここに隠された意味があるということに気がつく。ここでは，腕木舟は隔離小屋の隠喩で

あり，ヤシの木は割礼を受けた子供，またはそのペニスの隠喩なのである。 

二箇所の隔離小屋のうち，世話人代表がいる方では子供の傷が癒えるが，世話人代表の

いないもう一方では腕木舟は沈没 ifu maji してしまう。つまり，子供の傷は治らず， 悪の

場合，子供は死んでしまうと言っているのである。 

このように，行進の前にこの唄を歌うことは，隔離小屋で子供の傷が癒えたのは，世話

人代表の力によるところが大きいということを，周知させる意味を持っている。それを受

けて周りの人々は世話人代表に祝儀を与える。世話人代表が祝儀を受けるのはこの日がは

じめてである。儀礼広場への行進の途中，世話人代表は何度も行進を止め，その場で充分

な祝儀を得るまで，行進を再開させようとはしない。 

表 10-2.子供たちの帰還日のタイム・スケジュール (2004 年 9 月 26 日) 
No. 時 行為 性別 
⑩ 前日 

2004/9/25 
Kukuwila：子供の体中に粉 mberemba を水で溶いたものを,木の枝を使っ
て全身に塗り,白くする儀式 

男 

⑪ 当日 
2004/9/26 

朝早く子供たちは髪をそり,水浴び,新しい晴れ着に着替える 
kiranja と世話人代表を先頭に行進,子供の頭上に長い布を被せ移動,楽
団タンバリン演奏が伴う 

男 

⑫ 7:46 儀礼広場に移動 
道中で行列の先頭に立った世話人代表が唄を歌い,人々に布施を要求す
る 

男女 

⑬ 7:55 儀礼広場着 男女 
⑭ 8:00 1.世話人の股の間に子供が座り,タンバリン演奏 dufu が鳴り響く 

2.母親が子供と額をこすり合わせる kupakaria mafuta (腐った卵を使う,
ソルガム mtama 投入) 

3.世話人と子供への布施の祭りが始まる 
*子供のポケットに入れられたお金は子供のもの,それ以外は世話人
のもの 

男女 

⑮ 8:36 日陰に移動 男女 
⑯ 8:40 子供による割礼の唄 kungwe の披露 男女 
⑰ 8:50 解散 男女 
⑱ 9:00 帰宅後,子供たちは晴れ着を着て村中をねり歩く→各地で割礼の唄を歌

い小遣いを貰う 
― 
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広場に子供たちが到着し，子供と世話人への祝儀の祭り(表 10-2 の⑭)が終わった後に，

子供たちによる割礼の唄のお披露目が始まる(表 10-2 の⑯)。大人が子供に，｢唄を歌いなさ

い｣というと，子供たちは，隔離小屋で教えられた唄の中でも，自分が覚えているもの歌う。

唄を聴いた大人たちは必ず子供に小銭を褒美としてあげなければならない。皆が解散した

あと，子供たちは新調したイスラームの貫頭衣や近年ではスーツなどの晴れ着を着て，村

中を練り歩き，各地で割礼の唄を歌い，小遣いを稼ぐのである(表 10-2 の⑱)。 

 

本章では 13 首の割礼の唄を挙げたが，これらはキルワ島の人々が知っている割礼の唄の

一部に過ぎない。しかし，唄に込められた人々の願いや世界観の一端は示せたものと考え

る。それは子供に無事に通過儀礼を遂げさせることによって，ムスリムとしてイスラーム

社会に統合しようとする働きかけや，子供が無事に帰還したときの人々の喜び，子供に男

子割礼の内容，性，秘密などにまつわる伝統的な知識を伝承しようとする教育態度，そし

てその方法としての，身近な事象に多くの意味づけを与える人々の豊かな世界観である。 

 

5. 多民族混交社会で男子割礼が果たす役割 
 
割礼仲間の役割 

男子割礼を同時に受けた者同士は割礼仲間として，生涯続く民族の壁を越えた仲間意識

によって統合される。割礼仲間はスワヒリ語で｢一つの割礼 jando moja｣や｢集団 kundi｣と表

現される。 初に包皮切除を受けた子供 kiranja は，割礼仲間において，一生涯リーダー的

な役割を果たすこともあるという。 

キルワ島の老人に，｢あなたの割礼仲間は誰ですか？｣と質問すると，すぐに回答が帰っ

てくる。その中にはキルワ島以外の地域に住む仲間も多い。特にパンデ地域に割礼仲間を

もつキルワ島の住民が多く，パンデ地域に行った際には，割礼仲間を頼ることもあるとい

う。このように割礼仲間は，同世代間の仲間関係だけではなく，地域間の人間関係を形成

することにも役立っている。 

 
割礼の唄の役割 

キルワ島の割礼の唄には海にまつわる言葉が多出する。 

 

船に関わるもの 

ダウ船 kidau，腕木舟 ngala，帆 tanga，帆柱 mlingoti，錨 nanga，錨綱 kamba 

人に関わるもの 
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船頭 nahodha，副船頭 sarangi，タコ漁師 mchokozi 

自然に関わるもの 

海流 mikondo，満ち潮 mikondo ya mangi，サンゴ礁 mwamba，岩場 macharaza，波 wimbi，

風 upepo，強風 shanga 

魚介類 

サメ papa，タコ pweza，二枚貝 kombe と tasa 

 

このように割礼の唄は，キルワ島海村社会に身近な海にまつわる言葉を比喩として使っ

ているので説得力を持っており，それゆえ子供は唄とその意味を理解しやすいのである。 

中でも，隔離小屋の隠喩として，ダウ船と腕木舟が使用されていることは注目に値する。

すでに第三章と第五章において，キルワ島の生態海域と船の関係を論じ，ダウ船 dau はス

ワヒリ海村で伝統的な沿岸漁撈生活を行っていた人々にとって，初めて持ちえた外海航海

の可能な船であったと論じた。竜骨と三角帆を持つ木造構造船のダウ船は外海航海が可能

であるが，外海が危険な海であることに変わりない。難破や遭難の危険と常に隣り合わせ

のダウ船が，子供たちが危険な期間を過ごす隔離小屋に例えられているところに，海村に

暮らす人々に特有の世界観があらわれている。 

またキルワ島にはないが，舷外浮材のついた腕木舟 ngalawa も安定性が高く，ダウ船同様，

波風の荒い海を航海することのできる船である102。ダウ船と腕木舟が割礼の唄の中で隠喩

として使用されることは，この二つの船が，キルワ沿岸地域において歴史の古いものであ

ることを意味していると推測可能である。刳り舟構造の丸木舟 mtumbwi と，平底構造の平

底船 mbare も同様にこの地域の伝統的な船であるが，波風の穏やかな内海専用の小舟なの

で，隔離小屋の隠喩にはなりえないのである。 

割礼の唄を伝承することは，伝統的な知恵や知識を子供たちに教えることであり，同様

に，多民族が混住する社会において，子供たちが民族や世代を超えた共通の価値観と世界

観を所有するということでもある。老人から子供まで，同じ唄を共有しているということ

は，世代を超えた人間関係を生むとともに，若年はより多くの知識を所有した年長者に対

する尊敬の念も抱くこととなる。このように割礼の唄を子供たちに伝承してゆくというこ

とは，教育という側面のほかに，多民族混在社会の秩序を形成する装置を継承してゆくと

いうことでもある。 

 

                                                   
102 キルワ島にある船は，丸木舟，平底船，ダウ船，マシュア船，船外機付ボートの５種類であり，腕木舟

はない。しかし，腕木舟はキルワ島のほんの南に位置するソンゴ・ムナラ島に多くある(第五章)。キルワ

島に存在しないとはいえ，人々に馴染みのある船である。 
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社会秩序を形成する男子割礼 
 多民族混住社会のキルワ島の男子割礼は，民族の壁を越えておこなわれる成人儀礼であ

った。男子割礼の目的は，子供をムスリムとすることで，キルワ島イスラーム社会に統合

することである。 

子供たちは隔離小屋にて地域の大人たちから割礼の唄を教わる。唄の内容は主に，割礼

儀礼，性，秘密に関するものであり，子供たちは唄を覚えることによって，キルワ島の伝

統的な知識を学ぶのである。唄の意味は，子供たちにすぐには理解されないかもしれない。

しかし，子供たちは歌詞を記憶の中に留めることによって，成長とともにその内容を理解

してゆくのである。 

 大人から子供まで同じ唄を共有するということは，世代を超えた縦の繋がりを形成する

ものである。知識の所有者である高齢者に対する尊敬と畏怖の念が若年層の間に所有され

ることにより，キルワ島の世代を超えた人間関係が，秩序をもって形成されるのである。

また，生涯続く割礼仲間の同朋意識によって，民族の壁を越えた同世代間の友人・仲間関

係が形成されることになる。 

 多民族混交のキルワ島海村社会において，男子割礼が果たす役割は，まず，住民をイス

ラーム社会の秩序の中に位置づけることである。次に，世代間の人間関係と同世代間の仲

間関係を，民族と階層の壁を越えて形成することである。このように男子割礼は，キルワ

島海村社会の秩序形成に大きく貢献する儀礼なのである。 

 さらに，女人禁制である男子割礼では，男性が中心的役割を果たしているが，裏方とし

て，隔離小屋での食事の用意や，子供が使用するゴザ mkeka を編んだりする女性の役割も

重要である。特に，包皮切除が終わった後に行なわれる祭りと，子供の帰還の日の祭りの

参加者の大半が女性であり，盛んに施しを行うのも女性である。男子割礼の表に立って儀

礼をとりおこなうのは男性であるが，裏の主役は，子供の母親を含めた女性なのである。 

 

6. キルワ島の男子割礼の問題点 
 
 後に，男子割礼について現在のキルワ島がもつ問題点を指摘しておきたい。それは，

男子割礼を受ける子供の年齢の低年齢化である。かつては，12 歳から 14 歳という，青年世

代が受ける通過儀礼であったが，現在では７歳から下は３歳という低年齢の子供たちが受

ける儀礼に変わってきている。この原因については，タンザニアにおける義務教育の普及

が挙げられる。義務教育期間中に男子割礼による長期の子供の休学は許されないので，親

たちは子供が小学校入学前に男子割礼を受けさせる傾向にあるのである。 

 子供たちの低年齢化に伴い，男子割礼を終えても，割礼の唄を覚えていない子供たちが
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大半である。2004 年当時，キルワ島で割礼の唄を複数，その意味も含めて覚えている も

下の世代は 20 代までであり，それより若い世代層はほとんど割礼の唄を記憶していなかっ

た。 

 男子割礼のもう一つの問題は，病院で包皮切除を個人的に受ける子供が近年出現してい

ることである。病院にて一人で包皮切除を受けた子供は，隔離小屋で過ごすことはない。

その子供には，割礼の唄による教育が施されないばかりか，その後の人生に，困難をとも

にのり越えた割礼仲間もいないのである。 

 義務教育の普及や医療の近代化という積極的な社会変化の裏に，男子割礼や割礼の唄の

存続は危機に瀕している。地域社会の伝統的な知識や知恵，多民族が混在する社会におけ

る共通の価値観や世界観の継承が困難となりつつあるのがキルワ島の現状である。 
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結論 スワヒリ海村社会の構造 

 

 

 キルワ島は，旧海洋イスラーム王国として中世のインド洋交易の金交易を独占すること

により興隆した国際交易都市国家であったが，現在は近代化から取り残されたような小海

村である。このようなキルワ島の海村構造を明らかにすることを通じて，インド洋交易の

中継地であったスワヒリ海村の構造を解明することが本論の目的であった。 

 

1. キルワ島の海村構造 
 
キルワ島の生態的基礎 
 キルワ島は，タンザニア南部の三河川の

河口域に，外海を隔てるように南北に長く

立地し，波風の穏やかなマングローブに囲

まれた内海と，インド洋に面して波風の荒

いサンゴ礁をもつ外海に囲まれている(図

11-1)。村落が立地するのは島北部の外海と

内海の境界に面した場所である。境界の海

域を含めると，キルワ島には三つの生態海

域が存在する。キルワ島の海村生活は，こ

の三つの生態海域に対応して繰り広げら

れてきた。 

キルワ島の村落は，島北部の内海と外海

の間の境海に面して形成されている。ここ

は三海域の漁場への連絡にも，対岸の町へ

渡るにも都合が良く，さらに暑気に北モン

スーンの影響で涼しいので，生活空間とし

て条件の良い場所である。 

 キルワ王国の石造遺跡の分布も，現在の

村落部に集中している。このことより，キルワ島の社会生活の中心地が歴史的に内海と外

海の境海に面した場所で展開されてきたことが分かる。インド洋交易で栄えたキルワ王国

にとってここは，細い水路を抜ければインド洋から外洋船の乗りいれ可能であると同時に，

 
図 11-1．キルワ島周辺地域 

出所：Ministry of lands, settlement and water development, 
Tanzania, 1976を基に筆者作成 
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外洋船の侵入が困難な，内海の遠浅の海がすぐ近く

に広がっているので，外敵からの防衛にも適した場

所であった。 

本論ではまず，この三つの海域の生態的特徴や，

海産物，資源，その利用法などを明らかにすること

から，その利用をめぐる民族の違いを明らかにした。 

波風が穏やかで遠浅のマングローブ内海と境海沿

岸が伝統な漁場として使用されてきた。キルワ島周

辺の全漁場は 66 箇所である。マングローブ内海と境

海にある漁場数は 48 箇所である。これは全漁場の七

割強をしめている(グラフ 11-1)。マングローブ内海

だけでも 30 箇所 40%の漁場が集中している。このこ

とは内海が，キルワ島の漁師によって，その隅々ま

で詳細に把握され，歴史的に住民生活と深い関わり

をもってきたことを示している。 

境海沿岸の漁場は，さらに，キルワ島の人々にと

って も重要な場所であった。ここはキルワ島で唯

一，占有権のある漁場があり，ここで行なわれる魚

柵漁によって獲れる海産物は，村落全体に分配され

ていたという。 

そのようなマングローブ内海や境海沿岸部では，

徒歩か小舟のみを使う採集漁が行われていた。採集

漁は原始的で簡素な漁法であるが，遠浅の内海やマ

ングローブ内部には，かなり豊かな水族がいる。魚

柵漁のように，外海での刺網漁に匹敵するほどの漁

獲量が期待できる漁法もあった。採集漁法の数が，

キルワ島で行われている全漁法数に占める割合は，

半分以上にのぼる(グラフ 11-2)。採集漁法には実に

様々な漁法があるのであった。 

 採集漁に使用されるのは，丸木舟や平底船などの

小舟であるが，その数もキルワ島の全船数のおよそ

七割を占めていた(グラフ 11-3)。 

キルワ島の住民は大きく，外来のアラブ系住民と，バントゥ系住民に分かれる。主に内

 
グラフ 11-1．漁場分布 

＊全漁場 66 箇所 

 

 
グラフ 11-2．漁法割合 

＊全漁法 41 種類 

 

 
グラフ 11-3．船の割合 

＊小舟：丸木舟，平底船 
竜骨船：ダウ船，マシュア船 

船外機付ボート 
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海や境海で，小舟や徒歩によって採集漁を中心の漁撈活動を，バントゥ系漁師は行ってい

た。 

バントゥ系漁師の漁撈活動と対照的な漁撈活動が，外海で行なわれる網漁である。外海

での漁法は，大型の竜骨構造船によってのみ可能である。網も高価である。このような外

海での網漁は，主にアラブ系の漁師によって行われてきた。 

こうした内海漁法と外海漁法の違いと，その民族別の利用船種などをふまえると，外海

での漁は，内海での漁よりおそく，インド洋交易にともなって到来したアラブ系住民によ

って導入されたものであることが推測できる。しかし決して，内海や境海での漁撈活動が

貧しいわけではなかった。キルワ島住民の大半の数を占めるバントゥ系住民は，永くこの

内海・境海での漁撈生活を営んできたのである。インド洋交易都市として名高いキルワ王

国は，このように，簡素な採集漁法でも豊かな漁獲が得られるマングローブ内海の存在す

る小島に立地したのである。バントゥ系住民の漁撈生活が営まれてきた，マングローブ内

海が存在していることが，インド洋交易の受け入れ拠点が立地する生態的条件であったの

ではないかということが推測できるのである。 

 
マングローブ内海地域社会 
 東アフリカ沿岸部を表す｢スワヒリ｣と，

サハラ砂漠南縁を表す｢サーヘル｣の由来

は，アラビア語で｢海岸｣，｢水辺｣，｢河畔｣，

｢縁｣などを意味するサーヒルの複数形サ

ワヒールであり，共通している。 

西アフリカ・サーヘル地域は，サハラ横

断の長距離交易によって，イスラーム文化

が形成された土地である。サーヘルとは，

その広大なサハラを海に例え，その海をゆ

く沙漠の船であるラクダ隊商がたどりつ

く｢海岸｣を意味している。しかし，東西に

のびるサーヘル地域のすべてが，サハラ交

易の拠点であったわけではない。交易都市

の立地が，ニジェール川，セネガル川，チ

ャド湖などの内陸河川や湖の氾濫源であ

ったことがすでに指摘されている(嶋田 

2006)。しかし，インド洋をこえてアラブ･

 
図 11-2．マングローブ内海地域社会 
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ペルシャ系の船が到着するスワヒリ海岸については，どのような条件がスワヒリ海岸の交

易拠点となったのかは，今まではっきりとした研究がなかった。しかし本研究を通じて，

スワヒリ交易都市の主な立地地域は，マングローブ内海をもつラグーン地域であることが

ほぼ明らかになったといえるだろう。事実，初期スワヒリ交易都市である，キルワ島，パ

テ島，ラム島，マンダ島，モンバサ島などが全てマングローブ内海をもつラグーンに立地

している。 

マングローブ内海の豊かさは，漁獲だけではない。マングローブは，建築材や燃料，船

材などを提供することによりキルワ島海村の暮らしを支えてきた。他方で，内海は，漁場

のみならず，近距離間の航路として役立ち，マングローブ内海地域の人々の生活を結んで

きた。マングローブ内海に張り巡らされたネットワーク(図 11-2)が，マングローブ内海地域

社会とでもいえるべき地域社会をつくりあげてきた。このようなマングローブ内海のラグ

ーンの存在が，インド洋交易の受け皿となり，スワヒリ交易都市の形成を可能にしてきた。 

スワヒリ交易都は，インド洋交易ネットワークとマングローブ内海ネットワークの二つ

が結合することにより，誕生したものとして理解できるのである。 

 
多民族混住社会 
 このような歴史経緯をもつキルワ島

は，人口 1000 足らずの小海村にも関わ

らず，27 の異なる帰属意識をもった

人々が暮らすという，驚くべき多民族

混住社会であった(グラフ 11-4)。 

スワヒリ世界の部族社会が，必ずし

も閉鎖的なものではないことは，これ

までも富川(2006)や日野(2007)，和崎

(1977)などによって指摘されてきた。

富川，和崎と日野は，研究対象とした

社会は異なるが，ともに内陸の多部族

混住社会がいかに超部族的な社会関係

を築きながら共存しているのかを解明

した点において共通している。 

タンザニア北部内陸で調査した富川

は，多くの部族が分布する内陸サバンナ世界を，部族本位制社会と呼んだ。部族本位制社

会とは，部族社会が実態においては流動的でありながらも，部族という枠組みの中で，地

 
グラフ 11-4．キルワ島の民族構成 
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域社会を形成する社会であることを意味している(富川 2007)。 

他方，内陸イスラーム都市ウジジで調査した日野は，タンザニア独立時代のウジジが，

バントゥ部族のワハ，スワヒリ人，アラブ人，インド人，ヨーロッパ人，ワゲニ(タンザニ

アのエリート)の六民族によって構成された多民族混住社会であることを明らかにした。さ

らにこうした多部族社会のウジジの階層構造についても明らかにした(日野 2007: §3)。 

それにしても内陸社会に比べ，キルワ島の人口 1000 人内に，27 民族という民族構成は驚

くべきことであった。インド洋交易の前面に位置したスワヒリ海村世界は，このような超

多民族の世界であった。 

キルワ島だけではない。例えば，キルワ･キヴィンジェ103においては，キルワ島と似たよ

うな民族構成にさらにインド人が加わる。ザンジバル島では混血していないアラブ人，白

人などが加わる。大都市ダルエスサラムにおいては，あらゆる国籍の人々が混住している。

そしてこうした多民族社会では，諸民族が，ばらばらに並存しているわけではなく，階層

構造を形成していることが，日野(前掲)や Leslie(1967)の研究によって指摘されてきた。 

本研究は，多民族混住社会であるキルワ島でも，諸民族が階層関係をつくりつつ共存し

ていることを明らかにした。 

  

三つの棲み分けと階層社会 
 キルワ島海村社会は，アラブ系住民を上位とし，それにスワヒリ海岸北部出身者，バン

トゥ系民族が続く，社会経済的に階層化された社会である。その階層構造は，居住空間，

生業空間，資源利用の，三つの民族別棲み分けによって捉えることができる(図 11-3)。 

アラブ・ペルシャ系住民はキルワ島のモスク周辺や船着場に近い沿岸部に住み，バント

ゥ系とスワヒリ海岸北部出身の住民はその後背地に住むという，居住空間の棲み分けが，

まずある。 

生業構造にも明らかな階層関係がある。キルワ島の漁撈活動は，大きく，内海や境海を

中心に徒歩や丸木舟を使用して行なわれる採集漁や釣漁と，外海にて竜骨構造船を用いて

行なわれる網漁の二つに分かれる。 

バントゥ系漁師は主に内海漁撈に携わる。これに対しアラブ系住民は，竜骨構造船を所

有して外海での刺網漁に関わる。 

キルワ島では内陸部で農耕も行われている。農耕に従事するのは主にバントゥ系住民で

ある。バントゥ系住民は，半漁半農の第一次産業を中心とした自給自足的な生活を送って

いる。他方，アラブ系住民は，塩田経営や運搬業などの第二次，第三次産業に従事してい

                                                   
103 キルワ島の北 26km に位置する大陸沿岸の町。キルワ王国のドレイ交易の拠点となった。 
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る104。キルワ島対岸のキルワ･マソコに住み，大規模な干物交易を行う干物商人もアラブ系

住民である。 

このようにキルワ島のバントゥ系住民とアラブ系住民の間には，生業空間の棲み分けと

経済活動の型に違いがある。アラブ系住民は商工業的な生業を行ない，その経済的優越は，

高価な竜骨構造船の所有や，豪華な家の造りに象徴されている。 

民族ごとの資源利用も異なっている。バントゥ系漁師は，マングローブ内海を漁場とし

て利用するが，竜骨構造船を所有するアラブ系住民は，定期船の運航路として利用する。

また，マングローブの後背地にできる広大な干潟は，アラブ系住民によって塩田として利

用されている。アラブ系住民は農耕を行わない。 

人々に共有されているイスラームも一枚岩ではない。社会経済的に階層構造の上位に位

置するアラブ系住民は，宗教生活においても，シャゼリア教団の開祖との親族関係や，イ

スラームの高貴なシャリフの家系，モスクと修道場の管理などにより，宗教的優位に立っ

ている。 

バントゥ系住民は，社会経済的にも，宗教的にもアラブ系住民の下位に位置しているが，

階層間に支配関係は存在しない。バントゥ系住民はムスリムでありながら，妖術の世界に

も関係して，イスラームの体系におさまりきれない場所で，宗教と信仰の生活に独自の展

開をみせている。 

宗教生活には，性差による違いもある。キルワ地域の精霊憑依ムズカの世界に深く関係

するのは，バントゥ系とアラブ系の女性である。悪い精霊キペペルーシの世界に関わるの

はバントゥ系男性である。性差により属する教団や精霊への関わり方が異なることにより，

各々が固有の宗教，信仰の実践を行なっている。 

このようなキルワ島の諸階層と諸民族を統合する儀礼が男子割礼であることも明らかに

なった。男子割礼では，子供をムスリムとして社会のなかに統合することと，子供に伝統

的知識を伝承することが共通の目的とされる。割礼儀礼は，キルワ島のすべての民族，す

べての階層の男性が参加して行われる。儀礼自体は，女人禁制であるが，女性は儀礼を支

える裏方であり，また，子供の帰還を祝う祭への積極的な参加者でもある。 

伝承されてきた割礼の唄の学習を通じて，キルワ島の男性は，世代の違いを超えた共通

の知識を所有することにより，世代を超えた縦の人間関係を形成する。他方で，同時に割

礼を受けた割礼仲間との一生涯の関係は，民族や階層を超えた同世代間の横のつながりを

形成する。 

                                                   
104 スワヒリ海岸北部出身者の生業構造は，アラブ系住民のものに似た要素(運搬業などの第三次産業)とバ

ントゥ系住民のものに似た要素(農耕などの第一次産業)のいずれも見られる。図 11-3 において海岸北部出

身者の階層を中間層として扱ったゆえんである。 
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差別なきイスラーム階層社会 
キルワ島海村は，階層構造をもつ不平等な社会関係の存在する社会であった。しかし全

体としては，各階層が分離することなく統合されており，階層間の差別関係は存在しない。

ここでいう差別とは，階層ごとに截然とした生活様式が存在したり，階層間に忌避関係が

あったり，階層間の交流に乏しさが見られるような社会をいう。例えばインドのカースト

社会などにその傾向が見られる。しかし，イスラーム社会の階層関係は，西アフリカのイ

スラーム伝統王国を研究した嶋田によれば，｢差別なき不平等｣だという(嶋田 1998: §2)。差

別なき不平等社会では，王様がドレイ階層の女性と結婚することもあるし，ドレイ階層出

身の王様が存在することもある。衣服などにも階層間に違いはない。 

キルワ島の階層社会には，イスラームのアッラーの前ではムスリムは平等であるという

価値観が作用している。細かくみれば階層間に，収入や家のつくり，所有物，宗教や信仰

などの社会経済的な不平等はみられる。しかし全体としてみればキルワ島の階層間の生活

様式や慣習は共通のものであり，宗教的にも基本的にはイスラームの教えを共有している。

さらに，ともに割礼を受けた男性は，終生，割礼仲間としての同朋意識を強くもち，その

 
図 11-3．キルワ島海村の階層構造 
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間には交流や助け合いなどの関係がみられる。 

キルワ島海村も，差別なきイスラーム階層関係のうちに，多民族の共存を実現させてい

るといえるだろう。 

 

3. スワヒリ海村社会の六類型 
 

本研究で明らかにしたのは，あくまでも，旧海洋イスラーム王国の立地したキルワ島に

みられる海村構造であった。スワヒリ海村社会の海村構造は，実際にはもっと多様である。

後にこうした多様なスワヒリ海村社会の全体についての見取り図を，本研究の成果をふ

まえて，示しておきたい。 

 

自然環境と歴史環境の観点から 
スワヒリ海村はまず，立地条件により大きく三つの海村に分けられる。 

 

①大陸沿岸に立地するがマングローブ内海をもたない海村 

②マングローブ内海のラグーンに立地する海村 

③大陸から離れた島嶼に立地する海村 

 

②の分類のマングローブ内海をもつ海村には，ケニアのパテ島，マンダ島，ラム島(ラム

諸島)とタンザニアのキルワ島，ソンゴ・ムナラ島，サンジェ・ヤ・カティ島(キルワ諸島)

と，モザンビークのイブ島などがある。これらはイブ島を除いては，全て初期に誕生した

スワヒリ交易都市である。スワヒリ交易都市の成立に，マングローブ内海の存在が深く関

わっていることが分かる。キルワ島もこの分類にはいる。 

マングローブ内海をもたない大陸沿岸の海村や，沖合の島に立地した海村では，キルワ

島とは異なる生活原理が存在しているものと考えられるが，これは今後の課題である。 

 スワヒリ海村はその歴史によっても，アラブ・ペルシャ系民族が現在までとどまってい

る海村か，もしくは，その大半が退去してしまっている海村かで，大きく二つの型の海村

に分けることができる。キルワ島は後者に属す。 

この違いは，現在の海村の経済発展に対応している。商業民であるアラブ・ペルシャ系

民族がとどまっている海村は，そうでない海村と比べ，商業や観光業において経済発展が

見られるのである。例えば，ケニアのラム島，モンバサ島，マリンディやタンザニアのダ

ルエスサラム，ザンジバル島などがそうである。こうした発展地域では，ヨーロッパ人や

インド人，中国人などが参入することにより，その民族構成がさらに多様化している。 
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 アラブ・ペルシャ系民族の残留地域を地図に照らし合わせてみてみると，タンザニアの

大都市ダルエスサラム以北に限られている。その南にはアラブ・ペルシャ系民族の残留地

域がない。その原因は，タンザニア南部地域が，19 世紀の奴隷交易の禁止や特産品であっ

た象牙の輸出禁止，カシューナッツの値段の暴落などにより主要な交易品を失い，急速に

商業地としての価値を失ったからだと推測できる。また，沿岸部の水深が浅く，近代的な

大型船が入港することのできる良港をもたなかったことも大きな問題である105。さらに，

陸上交通をみても，ダルエスサラム以南の交通インフラの整備は遅れている。2003 年にル

フィジ川106をかける橋が完成するまでは，タンザニア南部沿岸地域は大雨季の期間流通が

滞り，陸の孤島と化すこともあった。 

 

以上の二つの分類，スワヒリ海村の立地と歴史を組み合わせると，現在のスワヒリ海村

には，六つの型の海村があることが考えられる(表 11-1)。 

 

スワヒリ海村社会構造論にむけて 
本研究が明らかにしたのは，このスワヒリ海村六類型のなかの，②の類型である。それ

は，ダルエスサラム以南のアラブ・ペルシャ系民族の大半が退去した，マングローブ内海

のラグーンに立地する海村の構造である。残る五つの地域での比較研究がすすめられるこ

とにより，スワヒリ海村の全体像が類型学的に明らかにされるものと期待できる。 

 

 

 
                                                   
105 タンザニア南部沿岸地域でもムトゥワラ港の水深は比較的深く，大型船が入港することができる。 
106 タンザニアの中央部を東西に流れるタンザニア 大の下流域をもつ大河川。 

表 11-1．スワヒリ海村社会の歴史自然環境による分類 

歴史     自然 大陸沿岸 ラグーン 沖合の島 緯度 

アラブ・ペルシャ系

民族の大半が退去 

①キルワ･キヴィンジェ

キシジュ 

バガモヨ 

②キルワ島 

ソンゴ・ムナラ島 

イブ島 

③マフィア島 ダルエスサラ

ム以南 

アラブ・ペルシャ系

民族が比較的残留 

④ダルエスサラム 

タンガ 

マリンディ 

⑤モンバサ島 

ラム島 

パテ島 

⑥ザンジバル島 

ペンバ島 

ダルエスサラ

ム以北 
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