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フィールドスクールは私に加え GSS 履修者の二人（内一人は大山先生の研究室の学生でもある）と大山

先生の 4 人で行った．本稿ではニジェールの実情をリポートすることによって上述のような一般的な最

貧国のイメージが事実と重なるかどうかを明らかにすることを目的としたい．そしてなによりニジェー

ルは非常に面白い国である．人が面白い．「漫画のような話」が実際に起きる．このような面白珍事件

などについても記す． 

 

1. ニジェール共和国とは ～世界最貧国とは？～ 

1.1. 概説  

 ニジェール共和国はアフリカ大陸の北西部いわゆる西アフリカに位置する内陸国であり，国土の一部

に世界最大砂漠サハラ砂漠を含む．サハラ砂漠南縁部をサヘル地域と呼び砂漠化，旱魃の被害が問題に

なっている．ニジェールはこのサヘル地域である．また，アルジェリア，リビア，チャド，ナイジェリ

ア，ベナン，ブルキナファソ，マリの計 7 カ国がニジェールの隣国である．さて日本外務省によれば，

このうち 5 カ国が紛争，内紛，政治不安定，治安不安定などのなんだかの問題を抱えている．例えば，

リビアではカザフィー大佐に関連する内紛（カザフィー政権崩壊後，リビア国内の武器が隣国に流れ問

題となっている）．ナイジェリアではイスラム過激派組織「ボコ・ハラム」が，車に爆弾を仕掛け爆発  
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2012 年 9 月 1 日～9 月 11 日の日程でアフリカ，ニジェー

ル共和国を訪れる機会を得た．今回の派遣は，私が履修し

ているプログラム「グローバル生存学大学院連携プログラ

ム（略称：GSS）」において，アジア・アフリカ地域研究研

究所（以下，ASAFAS）の大山修一先生が GSS の学生を対

象に自身の研究サイトであるニジェールにおいてフィー

ルドスクールを開催され，これに私が応募したことによっ

て実現した．主な目的は，「発展途上国の実情を知ること，

感じること」である．ニジェールは世界最貧国のひとつで

ある．最貧国と言えば何を思い浮かべるだろうか？ガリガ

リに痩せ細ってうつろな目をした子ども達，乾ききった大

地，水分を求めるハエがかすかな水分を求め人々の顔の鼻

や目にたかっている様子など．大よそこういった悲惨な状

況を思い浮かべるはずである．これが事実なのか？本当は

どうなのか？これを知ることが今回の目的である．今回の 

 

 

図-1 ニジェール共和国の位置 

フィールドスクール・ニジェール共和国  

～ 世界最貧国の実情 ～ 
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させる事件が多発している．内，安全な 2 カ国とはベ

ナン，ブルキナファソ（ただし北部は危険）である．

それぞれの国の紛争詳細については外務省 HP を参照

のこと．当のニジェールの治安はどうかというと，日

本外務省の「ニジェールに対する渡航情報の発出」を

図-2 に示す．これによれば，全体的に黄色い．つまり

危険なのだ…．サハラ砂漠にあたるニジェール北側が

特に危険である．北側にはイスラム過激派組織「ボコ・

ハラム」，さらには，かの有名な「アルカイダ」が出没

するという．カザフィー政権崩壊後に余った大量の武

器がニジェールのサハラ砂漠に隠されているといった

噂まであり．非常に危険であるらしい．大幅に話がそ

れてしまった．ニジェール共和国の概説にもどす．ニ 

 

図-2 ニジェールに対する渡航情報の発出 

ジェールの人口は 1529 万人（69 位），国土面積は 127 万 km
2（21 位），ちなみに日本の国土面積は 38

万 km
2である．国土の 2/3 が砂漠である．経済は農業，畜産業，鉱業が主産業である．鉱業の主力であ

るウランは世界 3 位の埋蔵量を誇る．またニジェールは旧フランス植民地である．そのため公用語はフ

ランス語である．また国内には 4 の民族が混在している．農耕民のハウサ族，ザルマ族，遊牧民のフラ

ニ族，トゥアレグ族である．国の大半はハウサ族である．ニジェール政治の実権を握っているのはハウ

サ族である．このため農耕民に有利な政治が展開されてしまい，これが原因で農耕民と遊牧民との間に

は大きな溝が存在している．ニジェールの人々は公用語フランス語に加え，自らの部族語も操る．ほと

んどの人がバイリンガルである．宗教は大半がイスラム教，一部現地宗教が残っている． 

 

写真-1 フラニ-遊牧民-の少年 

 

写真-2 ザルマ-農耕民-（左手の白い服の男性） 

 

写真-3 トゥアレグ-遊牧民-（真ん中の女性） 

 

写真-4 ハウサ-農耕民- 



1.2. 気候・農業・文化 

 ニジェールの国土の北部は乾燥しており，南部はステップ気候に属したサヘル地帯である．6 月～10

月が雨季に当たり多湿である,平均降水量は約 450mm である．雨季の雨は嵐が大半である．まず初めに

大風が発生し，その後砂嵐が到来し，これが去った後に大雨（日本の夕立に近い）といったパターンが

多い．例えば，外に洗濯物などを干している場合，雨にやられれば，砂まみれでドロドロといった具合

である．農耕は南部に限られて自給農業が中心に行われている．主な農作物は写真-5に示しているトウ

ジンビエである．これは，年間降水量が 350mm～600mm の地域においても耕作することができる．一

般的に穀物と言えばコムギ，トウモロコシが主流である．これらが栽培不可能な地域においてはソルガ

ム（モロコシ）が次に栽培され，ソルガムでさえ栽培不可能な地域においてはトウジンビエが栽培され

る．写真-6は私が滞在していた村の近くにそびえる岩山からの風景である．奥に見える緑のほとんどが

トウジンビエ畑である．ただし，私がニジェールを訪れた 2012 年は降水に恵まれため，通年よりも豊

作であった．ニジェールでは灌漑設備なども発展していないために，農業は大半が天水農業である．前

年 2011 年は雨不足の為，不作であった．このように降水の程度によって収穫高は大幅に変動する．ま

た，ニジェールではトウジンビエ以外にソルガム，ササゲなども栽培されている．トウジンビエはクス

クスや練粥にして，これにトマトソースをかけて食べる（写真-8）．ただしこれは農村部に限られてお

り，都市部では穀物はトウジンビエ以外に米を食べ，トマトソースには魚，羊，牛などの肉がトッピン

グされる．また，農村部において食糧不足に陥った際は，キャッサバイモを粉にしたもの，樹木の葉な

どを緊急の食糧にすることもある． 

 

写真-5 トウジンビエ畑の様子 

 

写真-6 岩山からの景色 

 

写真-7 トウジンビエの実 

 

写真-8 トウジンビエの練粥と鶏肉 



1.3. 人口増加問題，食糧不足・飢餓問題 

 図-3 にニジェール人口推計を示す，ニジェー

ルの人口増加率は 2000 年-2010 年で 3.5%とアフ

リカ 1 位である．この数字は 20 年間で人口が 2

倍になることを示している．また，合計特殊出

生率は 7.1（2010 年）である．人口爆発が発生し

ている．これに加えて，上述にように農業は依

然天水農業であり，不安定である．カロリー不

足の人口が 28％（2006 年），乳幼児の栄養失調

が 42％（2010 年）といった状態であり．ただで

さえ少ない食糧に人爆発が重なって非常に厳し

い状態である．結果的に毎年，食糧緊急援助が 

 

図-3 ニジェール人口推計（2010年国連統計） 

行われている．2012 年 4 月には人口の約 6 割にあたる 550 万人が飢餓に直面，WFP（国連世界食糧計画）

によれば約 8 億円規模の食糧援助が必要である．このような状況から，国の人々の生活の質や発展の度

合いを示す UNDP（国連開発計画）の人間開発指数は全 187 ヶ国中，186 位である（2011 年），ちなみ

に最下位はコンゴ民主共和国である．この結果が言うところは，ニジェールの人々の生活の質は地球上

で 2 番目に悪く，徹底的に劣悪である．また，発展などしておらず，地球で 2 番目に未発達であるとい

うことである．冒頭の最貧国のイメージに非常にマッチするデータとなっている．さてこのデータや以

上の事から連想されるニジェールのイメージを再度列挙してみる． 

 

 

◆ 人々は幸せではない． 

◇ 人々は飢餓状態で，虚ろな目をしている． 

◆ 子供は骨皮状態という程にガリガリ． 

◇ 水を求めるハエが人の目や鼻に集まってくる． 

◆ 水は遠くの井戸までいかなければ手に入らない，女・子供は水汲みに忙殺される． 

◇ 大半の子供が学校にいけない．識字率も非常に低い． 

◆ ほとんどの道路が土の道で，アスファルト舗装などもってのほか． 

◇ 電気，水道，ガス，電波などのインフラなどもちろん整わず． 

◆ 車はほとんど走っていない，牛車などが中心である． 

 

 

ようやく，本稿の本題である．上記の貧困イメージが事実なのか？どうなのか？以下これについて言及

したい． 

 

2. イメージと現実 

2.1. ニジェールの道路事情と車 

 最貧国の道路は全て土の道！といったイメージがあるが，これはハッキリと間違いである．ニジェー

ルの主要道路は国道として国が管理しており，主要都市間を結ぶ道は全て国道である．写真-9に国道 1

号線を示す．写真の通り，道路は十分なアスファルト舗装であり，陥没，轍といったものは国道 1 号線 



には見られず，車での移動には何ら不自由はなかった．また側道も敷設され，加えて，排水設備も完備

している．ただし，ニジェールでの国道は日本でいう高速道路のようなものである．そのため，通行料

の支払いが必要である．さらに驚いたことに，発展途上国においてしばしば問題となっている，過積載

による道路の損傷を防ぐために，積載重量検問所（写真-10）まで存在しており，国道は最貧国である 

事実を到底連想できないものであった．一方，首

都の道路網はどうかというと，もちろん，国道は

都市，首都を貫通するため，国道沿いはアスファ

ルト舗装道路である．しかし，国道以外の道のほ

とんどは土の道である．国道から少しでも道を外

れればたちどころに土の道に変貌し，その多くは

劣悪な状況である．状況は写真-11に示す通りであ

り，ほとんどの土の道で轍が発生しており，轍に

は排水されずに残りつづけた雨水がたまってお

り，これが非常に汚く良く見ればボウフラまみれ  

である．                        写真-9 国道 1号線の風景 

 

写真-10 積載重量検問所の様子 
 

写真-11 国道から少し外れた道，轍のある土の道 

次に車であるが，道路がこれだけ十分であることから車も充実していることは間違いない．都市部で

特に車が多いが，渋滞して車が動かないといった状況ではない．車はタクシー，バス，ブッシュタクシ

ー（写真-12）自家用車，NGO 等の公用車，バイクが中心である．車は多いもののニジェールではガソ

リンが ℓあたり 500CFA（約 80 円，ただし現地人的価値は ℓあたり 500 円相当）と非常に高価なため自

家用車を持つことは難しい（しかし，これを打開する現地の知恵？がある（後述））．もちろん車以外に

自転車，牛車なども国道であろうと，土の道であろうと随所で見かけることができる． 

 

写真-12 ブッシュタクシー 

 

写真-13 牛車（子供が運転） 

 

写真-14 自転車（非常にまれ） 



るようである．しかし，この国に欠けているのがガスである．火は全て薪によって起されるのである．

基本的に料理は外で，土のかまどと薪を利用して行うのである．これは都市，農村共通であった． 

 

2.3. 村の様子 

 今回滞在した村，ダンダグン

村は 2010 年で 60 世帯，390 人

の農耕民ハウサ族が中心の村で

ある．半数以上が未成年である．

ダンダグン村は大山先生のニジ

ェールでの研究サイトであり，

10 数年研究サイトとして研究

を行われてきた村である．驚い

たことにこの村に我々が到着し

た時，村のそこらじゅうから子

供が集まってきて一斉に「オヤ

マー」と叫びだすのである．ま

るで超有名人が空港で大騒ぎさ

れているかのようであった．気

づけば，「オヤマー！！オヤマ 

 

写真-17 岩山からのダンダグン村 右真ん中部 

2.2. インフラの実情 

道路の写真を見れば，道路の近傍に電柱があること

に気づく．都市部には電気が供給されている．さらに

水道も供給されている．また，写真-15のように電波塔

まで存在している．ニジェールでは携帯電話が最近普

及し，都市では多くの人々が携帯電話を所有している．

これらの多くは中古の携帯，もしくは，ノキアの携帯

である．プリペイドカード式のもの，銀行に振り込む

タイプのものもある．携帯電波はフランス系の会社

airtel が配信している．都市の至る所に airtel の看板があ

る．国道沿いには確実に電気，電波が走っている．私

が滞在した村にも携帯電波が届いていた（村は，都市

ドゴンドッチから 7km 離れている，村周辺には電波塔

は存在していない）．都市部ではインフラが整備されて

いるものの，一方，村となると，電波以外のすべての

インフラは遮断される．しかし，近年になって村々に

政府によって井戸が建設されており，村では水道はな

いものの容易に水を手に入れることができる．女性は

水汲みを行うものの，イメージのような一日中水を運

んでいるといった状況ではない．インフラは農村，都

市部で格差があるといえども，ある程度確保されてい 

 

写真-15 大地に佇む電波塔 

 

写真-16 永遠と続く Airtelの看板 



ー！」と叫んでいるのは子供だけでなく，大人までもであり．車の周りはたちどころに人で埋め尽くさ

れた．村の状況が良くないと聞かされていたため，驚きは尚凄かった．子供達の活気が凄かったのであ

る． 

・村の状況は？ 

村にはインフラが届いていない，ただし前述の通

り，Airtel 社の電波は届いており，携帯はつかえる．

電気が無いために，夜になると非常に真っ暗である．

このため，村の人々は懐中電灯を使用する．これらの

電力はもっぱら電池で供給されている．電池は中国製

のものが定期市で広く出回っている．一部の人々はラ

ジオをもっていたりもする．また，水道は前述の通り，

井戸がある．井戸は政府によって整備されたものであ

り，十分に使用が可能であった．村の外れに位置して

おり，12 時から 14 時ぐらいの時間帯に村の女性たち

が 3 人ぐらいで手分けして水汲みをしている姿が見ら

れた．道はすべて土の道，サヘル地域の地盤は非常に

乾燥した荒地である．雨が降っても，その雨水のほと

んどは地中に吸収されず，流れていき，侵食の原因と

なる．村の中ではさほど酷くないにしても，村から少

し離れると，非常に大きなヒビ割れ侵食がたくさん存

在した．次に家であるが，家は基本的に土の家，日干

しレンガの家である．家の構造は，立方体に出入り口

があるだけといったものであった．昼でも非常に暗

く，また風通しが非常に悪いため，非常に熱い苦しい． 

 

写真-18 村の様子 

 

写真-19 村の様子 

村人でさえ，基本的に昼間は家の中にはいない．もちろん我々はこの立方体の家の中で寝るのは難しい

ために，テント泊をしていた．家々には日本と同様に塀が設けられており，プライバシーが守られてい

る．と言えども，家々は互いに密接しているために，人の声，家畜の声はまる聞こえの筒抜けである．

また堀の中のスペースには，家が一軒だけあるわけではない．おおよそ三軒ほどある．これは第一夫人，

第二夫人，第三夫人の家ということである．一家庭は同じ塀の中で暮らしていくのである． 

 

・子供達 

 我々が歩いて 1 分もすれば，うしろは子供の行列．1 人が 2 人，2 人が 3 人，あとは子供たちの声に

子供が寄せ付けられ，増える一方で，まるでブラックホール．我々が訪れた 9 月はちょうどトウジンビ

エの収穫期であり，日本同様の少し長い夏休みであった．もちろん夏休みというのだから，学校から言

い渡されるものである…．と言えども，どれほどの子供が学校に行くというのだろうか．これが驚いた

ことに，大山先生によれば，2000 年時点で村のほとんどの子供が小学校に通うとのことである．写真-20

に学校の様子を示す．これは算数の授業風景．九九ができない子供は黒板の前で正座させられている．

日本と変わらない．さらに驚くことに，ニジェールはフランス語が公用語であるが，子供達はフランス

語と自らの部族語（この村ではハウサ語）の双方を使う．数字を子供達に教えてもらった，フランス語

とハウサ語でである．さらに，子供達は非常に勤勉である．我々の後ろについてくる子供達は物珍しさ



で大騒ぎ，大はしゃぎしながらついてくる．騒ぎながらも多くの子供は土のう袋を片手にそこらに生え

ている雑草をかき集めているのである．これは家畜の飼料として集めているようである．これは彼らの

日課であるのだ．楽しそうに遊んでいながらも，こうして働く，彼らは非常に働き者である． 

 

写真-20 学校の様子 

 

写真-21 村の子供達 

 

・まとめ 

 村には何もなかった．しかし，人々には活気があり，にぎやかであった．村人口の半分を占める子供

は底なしに元気で，底なしの働き者である．「アフリカ＝怠け者」の構図はどうも見えてこない．どう

も，ニジェールのイメージとはどれも一致していない．飢餓で悲惨な状況が慢性的に続き，虚ろな目を

した人々はそこにはいなかった．それどころか驚くほどに元気だった． 

 

2.4.  貧困の兆し 

 都市であろうと，村であろうと，今回見て回った地点に限れば，最貧国が連想させるイメージは間違

いであることがわかる．大人も子供も元気である．痩せ細っている子供は乳児は覗いて一人も見ていな

い．しかし一つだけに懸念すべきことがある．それは家畜である．どの家畜も極度に痩せている．骨が

むき出し状態であり，これは特に牛に顕著であった．加えて，痩せ細った家畜は移動用，荷物運搬用に

使われ，非常に厳しい状態である．これが示すところは，食糧不足，貧困が人間に間違いなく近づいて

いるということである．人々は健全といえども，脆弱性が非常に高い．もし，飢饉，紛争などの事件が

勃発した場合，人間に貧困が襲い掛かるであろう． 

 

写真-22 痩せ細った牛 

 

写真-23 移動用の家畜 

 



3. 感想 

 アフリカのイメージ，それは基本的にメディアからの情報で構築されている．それの実情はどれもこ

れも悲惨なもので，食糧不足で国が混沌の淵に追いやれている，だとか，一生水をくみ運び続ける女達，

学びがまったくない子供，紛争，内紛，政治闘争，地雷…．しかし，アフリカに行ってきた人から直接

聞くアフリカの話は，今まで構築してきた情報とどうも大きく違う．「貧困？まぁ確かに貧困してるの

かもしれないけど，あっちは幸せそうだよ．」こんな内容がほとんどであった．どうも楽観的である．

さて，今回，幸運が舞い降りて私が直接これを見る機会を得た．そして，知った．アフリカはそこまで

酷くないと．アフリカのイメージはおおよそ間違っていると． 

そして，次に，アフリカについて多くの人が言うのは「あっちは幸せそうだよ．」である．これもまた

今回の機会ででしか判断をしていないものの，その通りであった．ニジェールは最貧国というだけあっ

て，お金は不足している．農作物は換金するためのものではなく，基本的に自分が食べるための自給の

為の農作物である．お金が無く，農作物があるならば，それは物々交換である．すると必然的に人は人

との繋がりを大切にし，温かい社会，団結した村社会が生まれる．このぬくもりは間違いなく今の物と

情報に埋め尽くされんとしている日本のような先進国から消えてなくなったものに見えてくる．知るこ

とのない，古き良き日本の雰囲気らしいものを感じることができる．そして，そのような社会に自然と

隣り合わせに生きる人々はどこか純粋でけがされるとこがなく，美しく，幸せそうに見える． 

 いえども，複雑な事情はさておき，ニジェールはくしくも，緊急食糧援助に頼らざるえない状況であ

る．食糧援助は直接食糧を援助するもの以外に，肥料の提供や，灌漑の提供などいろいろなものがあり，

あらゆる先進国が介入してやってくる．国道に車を走らせばなにがしかの看板が見受けられる． 

 ここに，大きな矛盾を感じた．アフリカにはどうも美しいものが多く残っている．今の先進国にはも

はや無いのではないかというほどのものが残っている．しかし，必要と言えども，ここに先進国の知恵

を流すこと，つまり近代化を促す，残っているものを消す行為，は本当に必要なのか． 

 ところで，アフリカの一夫多妻制や乳児死亡率の高さは一般的に狂気に満ちたものと捉えられがちで

ある．しかしこれには原因があり，その結果である．アフリカはもちろん乳児にとっては生き抜くこと

が難しい環境である．なぜならば，その母親が仕事に忙殺されているから，乳児は布に包まれ母親の腰

あたりに結び付けられている．まさに，結び付けられている．多くの乳児が死んで当然であろう，しか

しいったん生きながらえたならば，子供は強くたくましく，そして，なにより働き者になる．ならば，

多産とするしかなくなる，だから，一夫多妻制なのである．自然の摂理に従った形・システムである． 

 ニジェールにはこのような確固たるシステムが存在している．それでうまいこと回っている．もちろ

ん外部者の支援があれば，人々は助かる．ならば迎合することは間違いない．しかし，本当に外部者の

支援は必要なのだろうか．失うものより，得ることの方が多いのだろうか．今回，初めてアフリカを訪

れ，初めて実情を知った．今まで，アフリカの人々は環境に苦しみ，医療，道，井戸などが必要でそれ

を求めていると信じていた．しかし，それは事実なのか，ハッキリ言ってわからなくなってしまった． 

 これからはまず，この疑問を解決してみたいと思う．多くのことを体感することができた．そして大

きな課題を持って帰ってくる結果となった，今回のニジェールフィールドスクール．このような貴重な

機会に恵まれて初めて得ることができた，この幸運に感謝である．それ以前に，今回自身の研究サイト

においてフィールドスクールを開催していただいた ASAFAS 大山修一准教授には心の底から感謝を致

します．そして基をたどれば， GSS プログラム関係者がこのような機会を創ってくださったこと，さ

らに基をたどれば，GSS を受けるように促してくださった木村亮先生のおかげである．本当にありがと

うございます．  



4. 面白事件簿？ 

 

・サソリのおっさん 

 村に入ったとき，小さな小さなサソリを見つけた，

小さいから安全だろうと（もちろん触っていないが…）

ほっておいた．後でそのことを話すと，「危ない！」と

のこと．小さいといえども，毒の量に差はないとのこ

とである．みんなで探して何とか駆除したものの，全

て駆除できたのか？ 

 話の場所は変わって，とある金曜市のマルシェにて

ふらついていると，変なおっさんが鍋をもってこっち

にくる．右手に鍋，左手に指輪？そして何か話しなが

ら，彼が鍋のふたを開けると，その中には大量の大き 

 

写真 サソリのおっさん 

いサソリがうじゃうじゃしている．何事？サソリのおっさんが言うところによれば「この指輪をつけて

いれば，サソリに刺される心配はないんだ，サソリだけじゃねぇ，毒蛇もお前をかまないさ」．指輪を

左手にはめて，「見てろよ！」そして，サソリを数匹手のひらの上に乗せるという荒業に乗り出し，「ほ

ら見てみろ！」．終いには，サソリを指でコツンとつつきながら「何ともしないだろ！？さあ買った買

った 500CFA（日本円にして 80 円）だよ！」と．そこで，付添の村人ユスフが早速購入．すぐに「さぁ

つけてみろよ！」とサソリのおっさん．促されるままにユスフは指輪をつける，その直後．サソリのお

っさんはサソリを 2 匹程取り出し，ユスフの手のひらにぽとっと落す．当のユスフも驚く様子もなく「本

当に刺してこないぞ！」．すかさず，「ほらみてみろ！指輪はいらねーかー！？」．沸き立つ群衆．ニジ

ェールではこんなことがまかり通るのか．いえども，素晴らしい商売である． 

 その後，日本で聞いた話であるが，伊勢海老などの甲殻類を料理する時，動けなくするために尻尾に

串を差し込むという．すると甲殻類は動けなくなるらしい．そういえば，あの時のサソリの尻尾ビクと

も動かなかったような…． 

 

・良いバス 5秒 

 ニジェールに到着する直前の話．長い飛行機移動に疲れ果てていた時，はっと外を見るとアフリカの

サバンナの景色が広がっていた．それはもう，「ザ・アフリカ！」というもので見とれていたら，その

まま高度が下がり，終いに空港らしいものも窓に映らず着陸してしまった…．不時着？まさか，そこが

空港だった．外を見ているとちょっと離れたところにおばさんが草をむしっていた．ここは空港？そし

て良く見ていると，空港らしい建物が見えてきたのだ．そして良く見れば滑走路があった．その両脇が

すぐ草原であるのだが．わくわくしながら下りてみると，サングラス，ベレー帽，マシンガンの屈強な

兵士が「ドント・テイク・フォト！」と叫んでいる．写真は良いとして，すぐそこ（50m もない？）に

飛行場・空港があるので歩いて行こうとすると「徒歩は禁止だ！このバスに乗れ！」と非常に良いバス

（ニジェール的には良いバス，空港の普通の輸送バスのこと）に強制的に乗せようとする．そして乗る，

ドアが閉まる・動く・ドアが開く，この一連の動作に 5 秒ほど．このバスに乗る必要はありますか？ 

聞いた話では，南の隣国ブルキナファソの空港でも同様の茶番が繰り広げられる．しかしブルキナフ

ァソの場合，無駄にまわり道をして，バスに乗る時間を増やすのだという．どうもバスを自慢したいよ

うだ． 



・違法ガソリンと爆発 

 ニジェールではガソリンが非常に高い．その前

に，ニジェールでのお金の感覚を紹介する．現地

の通貨単位は CFA（セーファーフラン；通称セー

ファー）．価値としては日本の約 1/6 倍といったと

ころである．600CFA は 100 円である．次に感覚で

あるが，ペットボトル飲料を買うと 150CFA であ

る．朝ごはんは 500CFA，ライターは 100CFA，な

どなど．感覚が非常に日本に近い．しかし，ガソ

リンというと大きく異なる．というのもガソリン

がℓあたり 500CFA なのである．普通車を満タンに

すると 35000CFA あたりまで値段がかかるのであ 

 

写真 違法ガソリン屋 

る．そんなもの払ってられない．そこで登場するのが違法ガソリンである．ニジェールの南の隣国，ナ

イジェリアの南部では石油がとれる．ナイジェリアではガソリンは油田からもちろんパイプラインを経

由して供給されるのである．お金を求めて人々はナイジェリアの南部のパイプラインまで行き，パイプ

ラインに穴をあけ，ガソリンを窃盗し，ニジェールに持ちかえる（密輸）のである．国道沿いの露店に

は違法ガソリンがよく並んでいる．話は変わって，ニジェールではラジオが発達している．都市には必

ずその都市のラジオ局がある．BBC ニュースのハウサ語翻訳ラジオがあるぐらいである．聞こえてくる

のは，ニュースとインド的な音楽が主である．さて，そのニュースであるが，やはりイスラム過激派の

事件に関するものが多いらしい，その中でもたまに出てくる話題がある．それが違法ガソリンである．

内容というのも，ナイジェリア，石油パイプラインでまたもや爆発，原因はタバコを吸いながら窃盗を

図った男のそのタバコに引火したとのこと．よくある話らしい…． 

 

・フォト，子供，大人，鞭 

フランス語も英語も写真は「フォト」発音も同じ，

もしくは，フランス語の方が可愛い発音をする．さ

て，アフリカではカメラを向けると人々は喜んでと

ってくれといいながら，ポーズを決めてくる．ある

日，村をうろついている時，子供たちの写真を撮っ

ていた．子供たちは「フォト！フォト！」と大騒ぎ

である．フラッシュをたくと，子供たちから歓声の

声がどっとあがる．そして，一斉に撮った写真を「見

せてくれ！」と群がってくる．そんな時，村の若者

がそこを通りすぎた，そして，子供を見るなり怒り

出したのである．「お客さんに迷惑だ子供の分際でな 

 

写真 村の大人 

んてことをしているんだ！」．怒鳴ってみるものの，盛り上がっている子供には何の効き目も無い．そ

して，村の若者たちは「おまえたち！」と怒鳴りながら，腰に持っていた鞭を取り出し，かなり本気の

勢いで子供をしばきだしたのである．さすがにこれには子供も耐えることができずに，子供たちは散り

散りに散って行った．そこで，村の若者はこっちに向かって一言いうのである．「フォト！」． 

 



・薬局？ぬいぐるみ汁が効く 

 ある定期市にて，うろうろしていると，薬局というか，薬の調剤士が直したい病気を言えば適当に煎

じて薬を作ってくれるというものがあった．材料というと，謎の液体，薬草，蛇の皮，動物の皮，植物

の根っこ，樹木の樹皮，布きれ？などである．これらを適当に選んですり鉢を使って粉上の薬を作って

くれるのである．お腹の薬，風の薬，元気の出る薬，様々ある．ニジェールはイスラム圏であるが，イ

スラム圏ではこういった動物から何から何までを薬剤として活用するそうである．キリスト圏ではもっ

ぱら薬草のみであるらしい．さて，材料に謎の布きれというのはいまいち腑に落ちないがまだいいとし

て，明らかにそれは何か違うだろう！というものがあった．写真のゾウのかわいらしいボロボロのぬい

ぐるみである．違和感なくぬいぐるみが転がっていた．よく考えれば，意味不明，事件である．そこで，

何故？こんなものがあるのか聞いてみると，答えはこうであった． 

「この布は煮て汁を取り出して使います，体に良いです．」どうも，ぬいぐるみ汁が効くらしい…． 

 

写真 薬剤の材料 

 

写真 ぬいぐるみ！？ 

 

・サブロー 

 公用語はフランス語であるが，やはり部族語であいさつなどができると，中々はじめての人からすれ

ば「なんで？あなたハウサ語はなせるの？面白いね！」となる．さて，今回滞在していた村ではハウサ

語が話される．多くの人はフランス語を使えない．このハウサ語であるが，発音が日本に近いものがあ

るのである．母音の体系が少しにていて，二重母音という特徴が日本と同様である．そのために聞き取

りやすいのである．例えば，挨拶の例として「ガイスワ！（やぁ！）」，「サンヌサンヌ（どうもどうも）」，

「セイアンジマ（またあとでね）」などがある．このまま，カタカナ読みすれば通じる．次に，ハウサ

語が面白いのが感覚的な言語であるといった点である．ハウサ語で「毎日」の事を「クルンクルン」と

いう．なるほど．他には，日本語に非常に近いものを感じることもできる．「良い」の事を「ヤイ」と

言い，「かゆい」の事を「カイカイ」という．なるほど，なるほど．そこで問題である．「蚊」の事を現

地でなんというだろうか？「プーンプーン」，「チューチュー」だろうか？さて，その答えであるが，「さ

ぶろー」である．発音も「三郎」である．まったくそのままである．「クルンクルン，サブロー，カイ

カイ」で話が通じるのである．並々ならぬ日本語との近さがある言語なのである． 

 

 


