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セミナー報告

第三〇回 「発展途上国研究奨励賞」 受賞作

（世界思想社）

受賞記念講演

所有と分配の人類学
エチオピア農村社会の土地と富をめぐる力学
著者松村圭一郎 氏

当研究所では日本の発展途上国研究の水準向上をめざし「発展途上国研究奨励賞」を設け、前年に刊行された研究成果で

よる表記の作品が選定された。七月二日の表彰式のあとで開催された同氏の講演会の内容を紹介する。

優れたものを選定し表彰している。三〇回目にあたる今年は、松村圭一郎氏（京都大学大学院人間・環境学研究科助教）に

の延長である自分の労働が投下されてえられた産物

ジョン・ロックは、身体は自分のものであり、そ

いうのが問題関心の根底にありました。

も自分のものである、と考えました。これは私的所

れてしまいました。自分のもってきた弁当を自分一
人で食べてはいけないのか？「わたしのもの」とい

有権の根底に身体の自己所有という概念があるとい

まえ、うまそうな弁当食ってたな」とあとから笑わ

介させていただくとともに、あまり書けなかったこ

う感覚が揺らいだわけです。最初は島の人たちと私

う考え方です。一方、文化人類学は、非西洋社会や

このたびは歴史ある賞をいただき、まことにあり

とや本研究からどういうことが言えるのか、お話さ

とでは所有の感覚、概念が違うのだろうと考えてい

近代化以前の社会には、それとは異なる身体観念や

がとうございます。今日は、拙著の内容の一部を紹

せていただきます。

同放牧場の調査をしていました。

ました。そういう思いのなかで、組合牧場という共

本書の問題意識は、まず「所有のずれ」をどう理

ひとつの異文化体験（カルチャーショック）でした。

が私のものではないように扱われてしまう。それは

な経験がきっかけになりました。
「わたしのもの」

のように考えたらいいのか？ 回答を迫られるよう

ねえ」
とか言いながら、
そのままもっていってしまっ

と私の部屋に入ってきて「このラジオ小さくていい

間借りして住んでいたのですが、大家さんがふらっ

からもってきていました。最初、村の長屋の一室を

験しました。私は携帯用の小さな短波ラジオを日本

エチオピアでも「所有のずれ」を感じる場面を経

化が違う」というだけではない視点から議論する必

て、本書ではたんに「所有概念が違う」とか、
「文

ると考えてきました。こういう従来の枠組みに対し

あって、西洋の私的所有とは所有形態が異なってい

親族の関係、土地をめぐる概念などの固有な概念が

解するかというところにあります。所有に関してど

従来、
人類学では「所有」という問題を概念や制度（慣

たんです。そのあと、彼は職場のコーヒー農園にま

のですが、ほかの青年会のメンバーは食べないでい

てきていました。私も持参した弁当を食べはじめた

加したのですが、お昼は参加者が各自で弁当を持っ

を対象に調査をしました。ある日、村の敬老会に参

私は、大学の卒業研究では沖縄の黒島という離島

いのではないか。そういう思いで執筆いたしました。

定的な文化や法の枠組みからでは十分に説明できな

きました。この「所有のずれ」をどう理解するかと

た説明はわかりやすいですし、これまでもなされて

るに違いない、そのように考えたわけです。こうし

有概念がない、なんでもみんなのものだと思ってい

持っていかれた。これは、エチオピア人には私的所

で使うのならまだいいけど、私のいない場所にまで

とに、大きな違和感を覚えました。さらに隣の部屋

の一言があってしかるべきなのにそれがなかったこ

でラジオをもっていったようです。
「貸してくれ」

とＢがある。エチオピアにもＡもＢもある。でも、

なのではないか、ということです。日本においてＡ

今でも考えていることは、それとは違う理解が可能

てはまると思うんですが、私がこの本をとおして、

日本とでは本質的に違うのだと。これは何にでもあ

する。ある意味、
「文化」そのものがエチオピアと

にはそれとは違うＢという所有観念がある、と説明

るときに、日本には所有観念Ａがあり、エチオピア

たとえば、日本社会とエチオピア社会とをくらべ

要があると考えました。

じていた「所有のずれ」という問題は、こうした固

習法）の視点から論じてきました。しかし、私が感

る。その後、それぞれの弁当を真ん中に持ち寄って

さきほどのように「ずれ」を感じる瞬間があるわけ

つつき合うようにして食べはじめたんですね。
「お
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考えたわけです。

ではＸ Ｙ
- という状況なのにＢがきてしまう。この
複数の要素間のつながり方が違うのではないか、と

くるべきだ、と日本ではなる。しかし、エチオピア

要素があって、そのＸやＹとの関係においてはＡが

じつはそのＡを成り立たせているＸやＹという他の

ですね。なぜその「ずれ」がでてくるかというと、

ある要素が結びつけられている要素間の関係ではな

によって構成されているわけではない。異なるのは

葉を簡単に使いますが、それはまったく異質な要素

簡単にまとめますと、私たちは「異文化」という言

のフィールドワークという方法論だと思っています。

見えてこない。それを描き出していくのが、人類学

を知るには、深くそのコンテクストに参入しないと

ＹというそのＡやＢを成り立たせている要素の存在

われている部分のみに目を奪われがちです。Ｘとか

私たちは、ＡとかＢといったそのとき表面にあら

いるのか、それを規則的にあらわれている状況とし

す。この地域でなぜこのような制度があり持続して

ある種の規則的なパターンの存在を強調する視点で

方があります。こうしたふたつの立場は、いずれも、

となった概念自体が根本的に違う、という説明の仕

もうひとつは、所有概念、所有をかたちづくるもと

却」はできない。
「共同体保有」ともいいますね。

いし、そこで「収益」をあげてもいいけれども「売

とりあげられてきました。土地を「使用」してもい

リカの場合、
「共同保有」といった土地制度がよく

抽象的でわかりにくいかもしれません。たとえば、
日本人にはすごく協調性がある、個性がない、みん

日頃ほとんど着ないスーツにネクタイをしめて、み

と思います。例えば、私は、ここで緊張しながら、

とか、
「パーソナリティ」といったことにも言える

これは「文化」に限らず、たとえば人の「性格」だ

うことは、かなり自覚的でないと見逃してしまう。

場がどういう要素で成り立っている状況なのかとい

いきなりＡがあらわれたことに驚いてしまう。その

ね。私たちはそれを自明のものとみてしまうので、

えると見え方がだいぶ違ってきます。この文脈をつ
くっているＸとかＹという要素は見えにくいんです

Ａがあらわれる文脈が異なっている。このように考

るけど、別の要素との関係ではそうではない。その

くてそのなかにコーヒーが植わっています。コー

が広がっています。しかし、それは自然の森ではな

べるかもしれませんが、私の調査地は緑豊かな風景

エチオピアというと非常に乾燥した大地を思い浮か

いですが、エチオピア正教のキリスト教徒もいます。

住んできた地域でもあります。宗教もムスリムが多

ヒーの摘み取りだとか、コーヒーの富を求めて移り

くて緑豊かな地域です。またいくつもの民族がコー

から一六〇〇ｍ の高地に位置していて、降水量も多

ヒー栽培が盛んな地域にあたります。標高一五〇〇

アジスアベバから四〇〇㎞ぐらい離れた村で、コー

お話しようと思います。私の調査した地域は首都の

これまでの話を「所有のずれ」の問題に結びつけて

いる」といってもそれは雲をつかむような話で、な

状況が起こると論じています。ただし、
「交渉して

操作されたり、流動的で予測不可能な（不規則な）

によって解釈され、交渉され、ときには規則自体が

していた法のようなものが、むしろ多様なアクター

るのですが、歴史学者や人類学者は土地所有を規定

キーワードとして「交渉」という言葉がよく使われ

なったという背景があります。そこで注目される

ひとつの固定的な「制度」を把握することが困難に

ロジェクトが始まったり、さまざまな動きのなかで

としたり、土地の登記制度がつくられたり、開発プ

な流れもありますし、国が私的所有権を導入しよう

起きていまして、グローバリゼーションという大き

す。じっさに、規則に収まらないことがいろいろと

地所有を流動的なものとしてとらえようとしていま

活発になされてきたんですが、近年の研究動向は土

アフリカの土地に関する議論は、八〇年代以降も

な一緒だといわれます。ところが日本の町並みを見

＊

て描き出してきたわけです。
＊

いかということです。
＊

るとまったく統一感がなくてバラバラですよね。だ
から日本人には協調性だけがあるわけではなくて、

なさんの前でお話しさせていただいています。この

いう影をつくる木の下に植えられます。村のなかも、

ヒーは太陽の直射日光をさけるために「被陰樹」と

これでやっとエチオピアの村の話にはいりますが、

とき、みなさんにとって、私の「人格」はここで話

ある特定の要素との関係では協調性が強く発揮され

している私でしかないわけです。でも、もちろん違

能だと思いますので、第二部の土地利用と土地所有

今日は、すべての本の内容をご説明するのは不可

としたら、そのプロセスを動かしているのは何なの

える必要があると思います。そして交渉が行われる

とのあいだにどういう関係があるのか、もう少し考

た「規則性」と、いま強調されている「不規則性」

非常に重要なのですが、やはりこれまで描かれてき

の関係の話をさせていただこうと思います。土地所

か、所有の規則性や不規則性がどのような局面であ

んでもありのように思えてしまう。交渉というのは

を問わずに、ただ私が本質的にＡであるというふう

有に関する古典的な人類学の理解には二つあり、「制

らわれているのか、問いたいと思いました。

この「コーヒーの森」が広がっていて、あとは自給

に見えてしまう。でも私の中にはＡもあれば、たぶ

度としての土地所有」という見方と、
「概念として

う場面では違うパーソナリティにみえるかも知れま

んＢもある。それらは状況によってあらわれ方が

の土地所有」とに大きく分けられます。
「制度とし

用のトウモロコシ畑があるという感じです。

違っている。これは私が矛盾した性格を持っている

せん。この受賞記念講演という場にみなさん参加し

ためではなく、そもそも「人格」とか、
「文化」と

れた土地制度をあきらかにするという立場で、アフ

ての土地所有」は、独特の権利構成によって規定さ

ておられて、その状況がある特殊な文脈であること

いうものは、多様なコンテクストのなかで、多様な

その丘の上に集落があります。斜面にはコーヒーの

調査村の周囲はなだらかな丘陵地帯が続いていて、
あらわれ方をしうるものなのです。
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斜面の畑・低湿地・「コーヒーの森」

でが一区画なのか他の人にはわからない。コーヒー

有がわかれていますが、柵もなく、どこからどこま

わかってきます。コーヒーの土地は、個人個人に所

土地によってその「所有」のあり方が異なることが

度があるだけのように思えますが、細かく見ると、

所有される土地です。ただそれだけですと二つの制

て、だれそれのものというように個人や世帯単位で

なっています。丘陵地の土地は境界で区切られてい

同で利用され、だれもが牛を放牧していい場所に

リが植林されている。おおまかにいうと低湿地が共

分は放牧地として使われていて、周辺部にはユーカ

林とトウモロコシ畑がひろがっている。低湿地の部

界とか排他性が失われている。個人の畑でも、みん

思っていましたが、収穫後の利用形態をみると、境

土地でも放牧できるようになる。畑は個人の土地と

だけで放牧されていて、収穫が終わると牛はどこの

うとトウモロコシがあるときは牛は低湿地のところ

前後で大きく変わっていたのです。おおざっぱにい

いたり。そういう放牧集団の構成やルートが収穫の

り跡で放牧されていたり、隣村の畑地で放牧されて

る土地も全然違っていて、トウモロコシ畑だった刈

群れが３つぐらいに分散していて、しかも放牧され

ら群れが全然かわっているんですね。ひとつだった

のあと、首都に一度戻って収穫後に村に戻ってきた

それを毎日数を数えながら記録していきました。そ

から牛が出て低湿地のところだけで放牧されている。

で半年以上にわたって出作り小屋で監視しなければ

限られていますが、トウモロコシは播種から収穫ま

まず違う。コーヒーは実を摘み取る期間が数週間と

林とトウモロコシ畑を比べると、労働の投入期間が

性があることを確認する必要があります。コーヒー

要点をまとめますと、まず土地という資源に多義

いうことがわかってきました。

ロセスはかならずしも予測可能なものではない、と

でさまざまな「ルール」が参照されていて、そのプ

に則っているというよりも、いろいろな状況のなか

まっていたりする。それはひとつのルール、慣習法

わっていて、複雑なプロセスを経てある人の手に収

土地相続の事例をめぐってもいろいろな要素が関

争いのなかで、規則性をもっていたルールが崩れる。

もうひとつのポイントは、畑の土地は世帯が単位

境界が曖昧なのに対して、畑の場合はきちんと守っ

ならない。だから境界維持のあり方は、コーヒーの

＊

の幹に目印として傷がつけられているくらいです。

ながその収穫後の資源にアクセスしている。
となって耕していると申しましたが、ある世帯が土

＊

一方、集落の土地は頑丈な柵をつくって家と庭畑を
家屋敷とでは土地に対する所有の排他性の度合いが

＊

囲っていますから、柵も何もないコーヒーの土地と
違うようにみえる。また、屋敷の土地は頻繁に売買

ていたかによって、その土地を相続する人が変わっ

係がなくなるわけです。相続形態も土地で何を作っ

畑の土地は男性だけが相続する。でも、コーヒーの

てきます。この地域では畑作は男性の仕事なので、

ている。でも収穫が終わると、まったく境界など関

何人もの人が土地の資源にアクセスしている。そし

地を耕して収穫をすべて自分のものにしているかと

て、収穫された作物も、牛を出した人には七袋、残

されるが、畑はあまり売買されないという傾向もあ

作物を荒らされないように守るわけです。でも収穫

土地は女性も相続できる。牛の放牧についても先ほ

いうとそうではない。土地を持っている人、土地を

が終わってしまうと、とたんに畑に行かなくなって、

りを地主と小作とで折半、といった具合に分配され

態が変わってくる。敷地内の作物の所有をみると、

ど述べたように、収穫前と収穫後とでだいぶ放牧形

耕している人、耕すための牛を提供している人など

だれの土地か、境界もわからなくなって、みんなの

ます。畑の作物という資源は、関わっている複数の

たとえばマンゴーなどの果樹は、その土地の所有者

り小屋で監視して牛が入らないようにとか、鳥獣に

牛がどかどかと入り込んでくる。畑の土地への排他

人たちの手に渡っていく。個人の畑だけれどもその

ではなく、それを植えた人のものとされる。土地の

る。畑の土地は、種を撒いて収穫までの間は、出作

的なアクセスが雲散霧消したような状況になってし

人が全部を独占しているわけではない。地主が牛を

かわれている。これらを無理矢理ひとつの制度とし

「所有」とひとくちで言っても、いろんな論理がつ

提供する場合と、小作が牛を提供する場合では分配
もあります。あるいは小作が複数いて三人で耕した

率が変わりますし、牛は別の第三者が提供する場合

人と境界を確認してから耕しはじめている。このよ
うにひとつの制度、ひとつの論理で成り立っている

まう。そして次の年に播種をする前にまた隣の畑の

というにはあまりに多様性が大きいわけです。土地

この多義性をどのように理解したらよいかと悩み

てまとめてみようとすると、なかなか難しい。

人類学者はあえて経済合理主義には反発して、文化

ました。そこでは経済的な考え方も否定できない。

り二人で耕したりするケースも少なくありません。
いて、そのうち半数は三名以上の人がひとつの畑に

サンプル調査した畑の約八割で分益耕作が行われて
関与している。畑の作物はいろんな人の手にわたり、

の利用によって所有形態の排他性の強度、度合いが
沖縄の黒島で牧場の調査をしていた時期とも重な

変わる。しかも季節的に変化している。
り、エチオピアに最初に行ったときも牛の群れに関

複数の受益者間で利益の分配が行われている。
然だったのですが、エチオピアでは柵も何もなくて、

かでしっかりと囲まれたなかで牛が飼われるのが当

いう争いがとてもよく起こっている。その頻発する

小作が収穫前にこっそり家に持ち帰ったとか、そう

地主と小作との争いで、分配の比率がおかしいとか、

土地争いの調査をすると、一番多いのがこうした

わばり（ Human Territoriality
）論」という生態
学の考え方を参考にしました。領域を保護するコス

性」
というのは無視できないと思います。
そこで、「な

身も含めて、ある種の原初的な要因としての「経済

とか慣習という点から説明しがちですが、私たち自

心が向きました。黒島でしたら有刺鉄線とか石垣と

ず誘導していく。トウモロコシの収穫の前は、集落

牧童がひとりで牛の群れをだれの土地かにかかわら
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トウモロコシの分配と運搬作業

すからそこでコストをかけて監視しますし、牛が入

第一の資源ですね。その畑は領域的に限られていま

を確認すると述べましたが、畑にとって「作物」が

る部分もあると考えました。畑に播種する前に境界

すべてを説明はできませんが、まずそれで説明でき

誰かが独り占めしようとする。もちろんそれだけで

でとれるということがわかっていれば、その場所は

はつくられない。資源がすごくあって次の年もそこ

回ってしまう。だからそこに排他的な「なわばり」

守るコストのほうが高まって、得られる利益を上

ベネフィットは大きい。でも資源が分散していると

あればそこだけを守ればいいので、コストに比べて

たとえば、小さな領域の土地にたくさんの資源が

域の排他性が変わることを指しています。

それは資源の量や密度、予測可能性によって占有領

御可能性」というちょっと難しい言葉を使いますが、

つくるかつくらないかが変わってくる。
「経済的防

トとベネフィットによって、その集団がなわばりを

局面で規則的だったところから不規則性が生じてい

ように所有には、規則性と不規則性があって、ある

適用できないような不規則性が生じてしまう。この

段になってもめごとが起きたり、画一的なルールが

ただそれだけで終わらずに所有者が死んで相続する

とは同じ土地を同じように耕しているわけですね。

という不規則性を強調しがちですが、それでも人び

があらわれる。近年の研究では流動性や操作可能性

わからないような交渉がなされる。そこに不規則性

調整という面が重要になってきて、どっちに転ぶか

地争いが多く起きている状況をみると、利害関係の

規則性、排他性の変化が説明できます。しかし、土

くるわけです。土地の利用形態によってある程度は

性という「所有」の問題が「分配」ともつながって

そうすると争いはつねに起きるし、利益配分の排他

るかという社会関係の調整の問題になってしまう。

だれがどれだけの富、資源の分け前を手に入れられ

「排他性」は、
柵を作るとか追い出すという問題から、

していて、その資源をどう分配するかというときの

りする人、いろんな人が土地という資源にアクセス

うに「所有」という現象を理解しているのかも、簡

以上が第二部の内容の概要ですが、本書がどのよ

への包摂や排除が生じているということです。

わけです。つまり、排他性の強弱だとか、アクセス

う行為のあり方によって所有の形態に変化が生じる

れているわけではない。だからこそ、この利用とい

維持できるわけですね。行為を抜きに所有が確保さ

りして、はじめて私の「所有」という状況を何とか

が盗まれたといって警察に届けたり裁判をおこした

法律でも自動的に守ってくれるわけではない。これ

があるじゃないか、と言われるかもしれませんが、

主張するという行為によって成り立っている。法律

ばならない。所有は、モノに対してつねに働きかけ、

いるか、なくなったときにちゃんと探すかしなけれ

のものであるためには私がこれをつねに身につけて

ものではなくなってしまうかもしれない。これが私

計がありませんでしたか、と問いかけないと、私の

私がここに置き忘れて帰ってしまう。あとで私の時

ばならない。たとえば、この時計は私のものですが、

ういう面で説明できる。

も畑より広かったりしますので、排他性の有無はこ

もない。柵を作るにはコストもかかりますし、面積

実を盗むことも難しい。だからあえて柵を作るまで

みながコーヒー林でコーヒー摘みをしていますし、

も収穫時期が限られている。その限られた時期には、

動が大きく、確実に毎年とれるわけではない。しか

それ以外は排他性が弱まる。コーヒーは収量に年変

に防衛コストをかけてでも排他的に領域が保護され、

い。それは作物という資源の資源量が高まったとき

者を排除するという行為にもなる。
「所有」という

ということが、占有という行為でもありますし、他

うした働きかけが必要になる。この「働きかける」

は、利用していく、他者の侵害から守っていく、そ

いう行為が必要になる。資源が資源たりうるために

サルに食べられたら終わりですから、それを守ると

て、はじめて資源を手にすることができる。途中で

源」があるわけではなく、耕して草取りして収穫し

土地は利用しないと資源にならない。最初から「資

ているのはモノへの絶え間ない働きかけなのです。

しての所有」と言えるかもしれません。所有を支え

こうしたことを別の言葉で表現すれば、
「行為と

や「暴力」といったものだけではなく、むしろ私た

ていると考えました。

方が所有の規則性を生み出すひとつの「力」になっ

所有のかたちが決まる。そのふさわしい所有のあり

ような要素間の相互関係によって、あるふさわしい

か外か、商店か家庭かでもたぶん違ってくる。その

「場」についても、生態環境であったり、建物の内

なのか、モノ自体の性質も無視できない。そして、

けるものとでは全然違う。土地なのか牛なのか作物

よっても、たとえば運べないものと簡単に持ってい

ぐっていかに築かれているか。モノ自体の性質に

えるということです。人と人との関係がモノをめ

という複数の要素間の関係のなかで「所有」をとら

ただこれだけでは終わらない。防御されるという

自分がこの資源を手にするためにはつねに排他性を

ち自身が「ふさわしい」と思ってしまっていること、

＊

り込んで作物を食べたりしたら、罰金を払わせたり

単にご説明します。それは、「人」と「モノ」と「場」

のは物理的な空間だけではありません。問題となっ

確保しなければならない。このモノを資源化する働

＊

と、争いもよく起こります。でも収穫が終われば、

るのではないかと考えたわけです。

ている資源である「作物」については、複数の受益

きにおいて「所有」という状況が浮かびあがる。

＊

いろんな牛が入ってきて、だれもそれを気にとめな

者間の利益配分をどうするかが問題になってくる。

排除して、みずからの優位性を主張しつづけなけれ

この「所有」を維持するためには、他者の利用を

います。たとえば、神様に力があるのは神様が本当

それが力の源泉になっているのではないかと考えて

ここでいう「力」というのは、上からの「権力」
先ほどいいましたが、分配にはいろんな人が関わっ
同じです。持っている人、借りた人、摘む人、草刈

ている。これは畑だけではなくコーヒーについても
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援助穀物を分配する人びと（ザンビア）

の所有のされかたには、ある「ふさわしさ」が想起

いですよね。それは家族という関係におけるラジオ

学校へ持って行ってもそんなに不思議なことではな

とえば私が家のなかで父親のラジオを何も言わずに

最初にお話ししたラジオの件ですが、日本でもた

目したわけです。

う局面に不規則性があらわれるか、ということに注

規則性と不規則性がどういう関係にあって、どうい

た不規則な世界の記述になる。本書では、こうした

おき、流動的でみんなが争っている「交渉」といっ

をするわけですね。異議申し立てがなされ、紛争が

念」として説明してきた。今ではむしろ争いの研究

う規則的な状態をそのままひとつの「制度」や「概

も、ここの地域ではこういう文化や慣習があるとい

態では、固定しているように見える。

流動的になっていく。でも問いかけがなされない状

ず再定義される。その問いかけがなされると非常に

さまざまなふさわしさや規範みたいなものは、たえ

はおかしいという問い直しがつねに可能なわけです。

はない、と主張する人もでてきます。やっぱりそれ

なかにはそれは信じられない、それは当たりまえで

すればするほど、その特権性が維持される。だから、

日常的な行為のなかで「あたりまえ」と思って行為

的所有」という所有のひとつのかたちも、私たちが

て、固定化した力を帯びはじめる。ですから、
「私

それによってその対象はますますリアリティをもっ

い」とか、「あたりまえだ」と想像して信じてしまう、

るとは限らない。むしろ私たちがそれを「ふさわし

る。こう考えると、
「力」は上から下へと及ぼされ

が神様を信じれば信じるほど神は力を発揮しはじめ

に絶大な力をもっているからというよりも、人びと

ていると、変な目でみられたりする。そこには、
「女

などどこにもないのに、なぜか女性がたばこを吸っ

たとえば女性が「たばこ」を吸うことを禁じる法律

律だけが規制しているか、というとそうではなくて、

慮もあって、法律でそう決められている。ただし法

けないことになっています。それは健康道徳的な配

金であっても、未成年が購入したり、所持してはい

を与える。
「たばこ」についても、いくら自分のお

モノの性質や、それへの見方が所有のあり方に影響

をいかに防ぐか、制度的にも倫理的にも制限する。

うなにかを見いだすわけです。それが売買されるの

的所有体制のもとであっても、ふつうのモノとは違

えば、
「臓器」というものに対して、私たちは、私

いうとらえ方を他の事例で説明しておきます。たと

「人」
・
「モノ」
・
「場」の関係における「所有」と

クとして奇異に思えたわけです。

た。
だから彼らの行動が、
ひとつのカルチャーショッ

いったコンテクストをきちんと把握できていなかっ

方が結びつけられている場とか関係におけるモノと

に異なっているわけではない。私はある所有のあり

をもっていた。私と彼らで所有観念や制度が本質的

そういう一緒に食べるという行動が「ふさわしさ」

い。敬老会という場、青年会という関係において、

島の人がいつも弁当を一緒に食べているわけではな

ことにつながるわけです。弁当の件も同じです。黒

が異文化を要素間の関係のなかでとらえる、という

のでないような所有のあり方を実践している。それ

でも家族という関係においては、私のものが私のも

の人と人の関係のなかでのみあらわれてくる。日本

私だけが独占的に所有・利用する状況は、ある特定

彼の行動は、まったく不思議ではない。私のものを

ろう、と考えていたかもしれない。そうだとしたら、

ないとかいわないでラジオをもっていってもいいだ

私の話はここまでといたします。ありがとうござい

か、研究していくつもりでいます。

が生まれていくのか、それは何をもたらしているの

が決まり、そして消費されています。そのなかで何

ターの関わりのなかで食料という富が分配され所有

援助しているというだけではすまない、多様なアク

カル社会などいろいろな人が関わっていて、たんに

そこでは国連機関、政府、地方行政、ＮＧＯ、ロー

ザンビアで食料援助の現地調査を始めたところです。

分配を決めることでもあります。二年ほど前から、

や先進国のあいだで、この地球上にある富の所有と

の問題になるかと思うのですが、それは発展途上国

思っています。おおまかには「貧困」とか「格差」

ベルでの「所有と分配」の問題を考えていきたいと

い研究のテーマとしては、もう少しグローバルなレ

現在、すでに始めているのですが、これから進めた

た。この本ではそこまでたどりつけませんでした。

題にもアプローチしたいという思いを抱いてきまし

した。一方で、現代的な「所有と分配」をめぐる問

どう理解するか、その説明枠組みを探求する試みで

オピアの村の事例をとおして「所有」という現象を

します。この本は小さな村の話ですが、いわばエチ

をやっていこうと考えているのか、少しだけお話し

最後に、これから私が研究者としてどういうこと

を拙著のなかで論じました。

ができる可能性にも開かれています。そうしたこと

ら、私たちはその「ふさわしさ」自体を変えること

と思っていることがひとつの力になっているとした

して、ある所有のあり方をみんなが「ふさわしい」

の関係によって「所有のかたち」は変わりうる。そ

人と人、人と物、人と場との関係、そうした要素間

ではない。しかし拘束力をもってしまう。こういう

（まつむら けいいちろう／京都大学助教）

お聞き苦しいところも多かったかと思いますが、

＊

されているからです。エチオピアの村で、私は大家

性（人）
」と「たばこ（モノ）
」との関係における「ふ

ました。

＊

さんとの関係を家賃を払っている相手というくらい

さわしさ」という、ある種のジェンダー観が関係し

＊

に考えていたので、彼がラジオを勝手にもっていっ

的な対象ですが、その商品でさえもそうなる。法律

てくる。
「たばこ」は商品ですから私的所有の典型

過去の人類学はその問い直しがなされる状況より

たことに驚きと怒りを覚えたのです。もしかしたら、
ちは家族みたいな関係だと、いちいち貸すとか貸さ

も禁止していないし、警察も取り締まっているわけ

彼はひとつ屋根の下で暮らしているのだから自分た
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