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アフリカ商人のハビトゥス：カメルーン，バミレケの事例から
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【論　文】

はじめに

「商人」とよばれる人びとは世界中に存在

する。華僑商人が世界中に商業ネットワーク

を張り巡らせているとか，近江商人の経営を

現代ビジネスのヒントにするとか，ユダヤ商

人が世界経済を動かしているといった怪しい

ものまで，商人をめぐる言説は現代も活発に

繰り広げられている。本稿では，そのような

言説を生み出す商人のハビトゥスを，アフリ

カの商業民を事例に考えてみたい。

アフリカ（ここではサハラ以南アフリカを

指す）も他地域と同様，多くの商人集団が存

在する。有名なところでは，西アフリカのソ

ニンケ，ハウサ1），東アフリカのスワヒリ商

人，エチオピアのグラゲ，そして本稿で中心

に論じる中西部のカメルーンにはバミレケが

いる2）。アフリカの場合（ほかも多くはそう

であろうが），商人集団はたいていエスニッ

ク・グループ（民族）やエスニシティに結び

付けられる。つまり，商業民は，その商売へ

の志向を民族性，エスニシティに結びつけら

れ，先天的なものとして想定される。しかし

バルトの境界論をひくまでもなく，エスニシ

ティが固定的でも先天的なものでもなく，内

容の変化をはらむダイナミックなものとして

捉えられているように，商人としての性質で

ある「商人性」もまた，固定的でも先天的で

もなければ，不変のものでもないはずである。

本稿では，このような商業民の商人性ついて，

ハビトゥスという概念で考察してみたい。

ハビトゥスとは周知のとおり，フランスの

社会学者ピエール・ブルデューの理論におい

て最も重要な概念である。筆者は，ハビトゥ

スの定義を詳しく論じる力量も余裕もないが，

ハビトゥス概念を分析に用いる利点を述べる

ため，その特徴を紹介しておく。ハビトゥス

とは，「個人がもっている身体化された〈傾向

性〉（つまり性向，性癖，嗜好，くせ）の集合であ

り，ある社会的ゲームに参加している人びと，

つまり社会集団のなかで構築され共有されて

いる考え方，感じ方，行為のやり方，流儀や

スタイルの総体である」（田辺 2003: 19）。
人びとの実践（慣習的行為に近いもの）は，

長い学習により意識的，無意識的に身体化さ

れたものに基づいていることが多い。この身

体にしみついた発生図式がハビトゥスである。

よって，ハビトゥスは個人の身体におこるプ

ロセスであるが，「あくまで社会関係のなかで

構築される」（田辺 2003: 19）。そのため，
個々人がもつものであると同時に，ある集団

で共有されているものでもある。つまりハビ

トゥスは，「ある集団や階級に特有な過去の経

験が，それぞれの個人のなかに知覚，思考や

行為の図式として沈殿したもの」（田辺 2003:
87）なのである。本稿でハビトゥス概念を用
いたいのは，「商人性」もこのように，徐々に

身体化され，社会的に構築され，ある集団に

共有されるものとして，つまりハビトゥスと

して考えるのがもっとも適切だと思うからで

ある。

では，商業民とよばれる各エスニック・グ

ループは，果たしてひとつのハビトゥスを形
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1）西アフリカの交易の歴史人類学的研究に坂井（2003）がある。
2）ここでは東アフリカ中心のインド系商人，西アフリカにおけるレバノン・シリア系商人など，アフリカ
系以外の商人は除く。



成しているのであろうか。答えは否であろう。

同じエスニック・グループ内でも階層差があ

り，また都市居住か農村居住か，学歴や職業

（商業民として知られる場合でも，すべての成

員が商人ではありえない）の違い，母語を失

いつつある若年層から老人までの世代差，も

ちろん男女差もあるからである。異なる宗教

を信仰している場合もある。そう考えれば，

あるエスニック・グループが同じハビトゥス

をもつと想定することは大変難しい。

しかしながら「民族」カテゴリーが分析上

不要というわけではない。少なくともアフリ

カ社会においては，好むと好まざるとに関わ

らず，日常的に出身民族は相手を認知，評価

する際の重要な指標として機能している。さ

らに，アフリカの日常生活では，そのカテゴ

リーが違えば「ハビトゥス」も異なると互い

に想定されている。つまり，実際にはその内

容が多様であっても外から貼られるエスニッ

ク・ラベルは一枚であり，内容にも何らかの

共通性があると考えられているわけである。

しかし，それを安易な本質主義として片付

けてしまうことはできない。なぜなら，ラベ

リング論ではないが，そのように見られてき

た歴史，そしてその現状からも，なんらかの

ハビトゥスが生成され，維持されているから

である。「生活の諸条件を共有する人びとの間

には，特有な知覚と価値評価の傾向性がシス

テムとして形成され，それがハビトゥスと呼

ばれる」（田辺 2003: 69-70）ならば，一つの
商業民の生活の諸条件が全く同じというわけ

ではないが，商業民を成立させてきた歴史的

な環境とその歴史的影響によって今なお日常

生活が営まれている部分があり，そこに彼ら

特有な知覚と価値評価の傾向性がシステムと

して形成され，維持されていると考えられる。

ある商業民はまったく同一ではなくとも，商

人のハビトゥスとよびうるなんらかのものを

共有すると考えられるのである。

そもそも個人のハビトゥスとそのエスニッ

ク・グループのハビトゥスがまったく重なる

必要はない。「個人のハビトゥスとは，個人

的・社会的可動性を形成する構造化および再

構造化の発展的プロセスにおいて，家族や民

族，階級，ジェンダーなどが構成する集合的

ハビトゥスとの対話から生じるものなのであ

る」（ブルッカー 2003: 184）。そうならばこ
こでは，個人のハビトゥスのなかに商業民と

して共通する部分がどのように生じているか

が問題となる。

本稿ではカメルーンの商業民バミレケを事

例に，商人のハビトゥスの形成，実践，社会

との関わりを明らかにしたい。

１．商人性とは

1.1 商人のハビトゥスと資本主義のハビトゥス

ブルデューの著作に，『資本主義のハビトゥ

ス（原題：アルジェリア60）』がある。ここで
彼は資本主義のハビトゥスの生成の問題をア

ルジェリアの事例によって論じている。彼は，

1960年前後のアルジェリア社会における資本
主義のハビトゥスの生成や，格差を生み出す

ハビトゥスの違いについて分析する。

ブルデューはこのハビトゥスの違いを民族

性からではなく，階層や経済的余裕によって

説明している。経済的に余裕のない下層プロ

レタリアは未来を見通すことができず，それ

によって将来への見通しが奪われている。一

方，現在を統制しながら目標と革命的志向を

もつものがプロレタリアであり，資本主義の

ハビトゥスを生み出すのはプロレタリアのほ

うだとされる。

では，アルジェリアにおける商人はどのよ

うな特徴をもっているのだろうか。ブルデュー

は，商人，とくに小商人は資本主義のハビトゥ

スの持ち主どころか前資本主義的であり，小

商業は都市における前資本主義的精神の避難

所だと述べる。
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（略）商人たちは，概して，自分の企業を合理化

しようとはしないのである。大部分の人々が，文

盲で，複式簿記を知らず，家計と企業会計との区

別も知らず，しばしば，売上高と利益とを混同し

てしまうのだ。単なる手仕事としての小さな商売

と，収益をめあての商売とのあいだには，ほんの

わずかの違いしかない。要するに，家内工業と商

業とは，都市的社会における伝統主義の避難所で

ある，ということが首肯されよう。職業的活動に

おいて，労働の世界（それは，通常，家族生活と

混同されている）において，また，顧客との接触

において，商人たちは，自分の思考の様式や習慣

を変えるにはいたらない。伝統によって伝えられ

ている表象や価値のシステムは，合理化を排除す

る経済活動に，まったく，一致しているのである

（ブルデュー 1993: 98-99）。

このようなブルデューの商人への評価には

納得できる部分もある。筆者が調査したカメ

ルーンの小商業においても同様の傾向がみら

れた。しかしカメルーンの場合，このような

小商業から出発し，大企業家になっていく者

もよくみられる。往々にして彼らは，自分の

子弟を海外のビジネススクールなどで勉強さ

せ，近代的な企業家にしようとする（cf. 野
元 2005; Warnier 1995a, 1995b）。小商業から出
発し大企業家になるプロセスにおいて，彼ら

は個々人の努力や経験によって自己を再組織

化するなかで，前資本主義的ハビトゥスを資

本主義的ハビトゥスに変換していると考えら

れる。両者の間に越えられないほどの断絶が

あるわけではないのである。

しかし一方で，多くの小商人は小さな商売

に始まりそのままで仕事人生を終える。それ

はまた，ハビトゥスの変換が容易くない表れ

である。小商売のなかで，資本主義的性向を

獲得していくことは誰にでもできることでは

ない。しかし次世代において，ハビトゥスが

変化していく可能性はより高い。そういう意

味で，商人のハビトゥスとはいっても，状況

によって多様であるといえる。

本稿ではこのようなことも踏まえ，前資本

主義的であるとか資本主義的であると分けず

に商人のハビトゥスを考える。いわゆるフォー

マル・セクターに就職のないアフリカ都市に

おいては，商業に向かうしかない人びとが多

くいる。彼らが比較的インフォーマル・セク

ターにすんなり入っていけるのは，参入資本

が小さいなどの経済的な条件だけではなく，

そこに彼らが慣れ親しんだ世界があることが

大きいのかもしれない。「商売ならできる」と

彼らがみるのは，それまでの彼らのハビトゥ

スをそのまま運用できる可能性があるからな

のである。老若男女がアフリカの特に都市部

において小商売を行えるのは，彼らのなかに

そもそも商人のハビトゥスが息づいているか

らかもしれないのである。

1.2 アフリカの商人性とトレード・ディアスポラ

アフリカの交易史を研究する歴史学者のフィ

リップ・カーティンは，アフリカ商業民の歴

史の古さを指摘し，「一九世紀にヨーロッパの

『探検家』たちが沿岸部から内陸部にたどり着

くことができたのは，すでに長距離交易に携

わって確固たる地位を築いていたアフリカ人

商人の助けと案内とがあったからである」（カ

ーティン 2002: 48）と述べている。
カーティンは，商人たちが各地でつくる交

易居留地をつなぐ交易ネットワークをトレー

ド・ディアスポラ（ trade diaspora; trading
diaspora: 以下TD）として，歴史人類学的に
考察している3）。そしてカーティンは，TDを

3

3）TDという用語を初めて用いたのはエスニシティ研究で有名なアブナー・コーエンとされる。彼は1971
年の論文で，ナイジェリアの３大民族の一つハウサ商人共同体をTDとして論じた（Cohen 1971）。こ
のような国内移動民に対し，ユダヤ人を典型とする故郷を追放された流浪の民を指す「ディアスポラ」
をあてることに，当時多くの批判があったようである（Cohen 1971; 山影 2002）。しかし現在，ジェイ
ムズ・クリフォードやポール・ギルロイをはじめ，より広い文脈からこの語を捉える動きが顕著であり
（Brubaker 2005），本稿ではトレード・ディアスポラ（TD）のまま使用する。



消滅した過去のもの，あるいは早晩消滅する

ことを運命づけられたものとして考えている。

なぜなら，異郷の地に根をおろし，文化的

（その他さまざまな）差異をもとに利益をあげ

るTDは，長期にわたりホスト社会に依存した
り同化したりすることにより，いずれ存在意

義を失ってしまうからである。

確かにカーティンのいうように，数世紀に

わたるスパンでみると，TDは何らかの要素を
残しつつ消滅するという傾向はあるであろう。

しかし逆にいえば，数十年～百年単位でみれ

ば，TDはそう簡単に消えたりしないのも事実
ではないだろうか。

また，カーティンは，TDが消滅した主な原
因を西欧諸国の近代化，工業化としている。

しかしアフリカにおいては，ヨーロッパの近

代化・工業化に植民地化という形で巻き込ま

れていくなかで，新たにTDとしてたちあがっ
てくる新興商人集団も多かった。また植民地

から独立し近代国家をつくっていくなかで，

アフリカの多くの国では「国民」ができあが

るのではなく，さまざまなエスニック・グルー

プが台頭し，再活性化してきた4）。ルワンダ

などの民族紛争を例にあげるまでもなく，ア

フリカのエスニシティは「残っている」ので

はなく，国民国家形成の枠組みのなかで再生

産，再活性化しているのである5）。

商業がエスニシティと結びついて語られて

いる以上，商業民もその延長で枠組みが強化

されていることになる。つまり，アフリカの

TDは，内容は変化し，カーティンの考える
TDのあり方ではないかもしれないが，近代化
の進むなかでも消滅をまぬがれて存在してい

るものも多いと考えられる。そしてハビトゥ

スはまさに，このようなTDの差異を作り出し
ている。TDのハビトゥスは，さまざまな環境
と集団とのたえまない交渉のなかで，成員に

学習され，身体化され，次世代に受け継がれ

ているはずである。

次章からは，植民地期に現れた新興商人の

一つである，カメルーンのバミレケの商人性

について考察していく。

２．商業民バミレケ6）

2.1 商業民バミレケの成立

バミレケは，植民地期以前は商業民として

はおろか，その民族名すら確定していなかっ

た。そもそも，バミレケというまとまりや名

称そのものが，ヨーロッパ人によってつくら

れたものだったのである。

バミレケが暮らすバミレケ・ランド（Pay
Bamilékéは，カメルーン西部州の西側に位置
する。そこは 1 0 0を越える首長制社会
（chefferie/ chiefdom）にわかれ，それぞれ
の首長制社会はヒエラルキー化した一つの

「国」を形成しており，首長制社会ごとのアイ

デンティティは依然強い。

彼らが商人として知られていくのは，植民

地期以降である。カメルーンが1884年にドイ
ツの統治下におかれて以降，バミレケは全国

に強制をともなう移動，移住を始める。プラ

ンテーションや鉄道建設での労働力不足によ

り，人口の多いバミレケ・ランドからは多く

の労働者が送り込まれたのである（Kaptue
1986: 22-23）。第一次大戦後，カメルーンの
支配者がドイツからフランスに代わっても，

人口の多いバミレケ・ランドは労働力供給に

有用な地域であり，強制労働は1945年までフ
ランス植民地政策として維持された。

バミレケ・ランドから近いムンゴ地域のプ

ランテーションでは，1928年から1932年まで
の世界経済危機によるカカオ価格の暴落など

でバミレケ労働者に賃金を支払えなくなり，

その代償に土地を与える農園主が増えたこと

で，バミレケのなかから農園主になる者が増

アゴラ（天理大学地域文化研究センター紀要）4

4）エチオピアのように，それを「国策」としている国もある（cf. 西 2003）。
5）そのエスニックな枠組み自体，植民地宗主国など外部により維持され強固にされてきたものである。
6）本章と次章の記述は野元（2005）と重複している部分がある。
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え，バミレケの移住者は，人数の面でも働き

の面でも他のエスニック・グループをしのぐ

ようになった（ Joseph 1977: 8-11; Barbier,
Champaud and Gendreau 1983: 93）。また初
期の頃から，労働者としてのみならず，バミ

レケは商業にも積極的に携わっている。ムン

ゴ地域のプランテーション集積地として発展

してきた都市ンコンサンバでは，1911年以降
から1930年までの間に，商売を始めて定着す
るバミレケが出てきた（Barbier, Champaud
and Gendreau 1983: 125-126）。バミレケ移住
民の特徴は，複数の活動を行いながら，社会

的，経済的に昇進していくことであった。彼

らは，カカオやコーヒーのプランテーション

で一定の収入を確保し，残ったわずかな土地

で自家消費用の食糧作物を栽培し，その余剰

物を販売した。また，プランテーション労働

の合間に，それで得た資金で，自転車，荷車，

トラックなどの輸送手段を購入し，自ら周辺

の市に収穫物を運んで販売し商売網を広げた。

さらに農業に費やす以外の時間を，建設現場

の仕事や美容院，車修理工などの仕事に費や

した（Barbier, Champaud and Gendreau 1983:
128-133）。
カメルーン最大の都市ドゥアラや首都ヤウ

ンデといった都市への移住も早くから始まっ

ている。1937年の行政官レポートには，次の
ように書かれている。

「商人で，働き者で，節約家で，しかしまた

極めて不正直でもあるバミレケ，あるいは

グラスフィールド（人）は，ウリ地域（現

在の沿岸部州の一地域）土着の商業ほとん

どすべてを占領してしまい，それは，ハウ

サを排除してしまうほどである」（Gouellain
1975（1937）: 251）7）。

このように1930年代にはすでに，各地の都
市へのバミレケの移住は活発であり，商業を

営む者も多数出現していたのである。さらに，

アフリカでも有数の歴史ある商人ハウサをも

しのぐ勢いだったのである。現在も，カメルー

ン，特に南部においては，ハウサよりもバミ

レケが商人として有名である。

2.2 商人への道

バミレケは，植民地期までまったく商業と

縁がなかったわけではない。バミレケ・ラン

ドが世界市場に巻き込まれてきた歴史は植民

地化よりも古い。北のサバンナ地域と南の森

林部・沿岸部との中間に位置するバミレケ・

ランドは，南北間交易における仲介を果たし

てきた。東のバムン地域を介しての北部地域

との交易では，コーラの実，鉄砲，硫黄粉，

塩などを送り，反対に奴隷，綿布などを手に

入れていた。一方，南の森林・沿岸地域との

交易では，ヤギ，トウモロコシ，ラッカセイ，

象牙，奴隷などを送り，ヤシ油，塩，ヨーロッ

パから持ち込まれた商品（銃，硫黄粉，布な

ど）を受け取っていた（Champaud 1983: 31-
42; Wilhelm 1981）。
このように，バミレケ・ランドが長距離交

易の一角を占めていたことは事実であるが，

森林部，沿岸部，北部へとバミレケ商人自身

が足を運んだわけではない。つまり，上で述

べたような交易は隣の首長制社会からその隣

へと，リレーのように間接的に行われていた。

この地域の商人が長い距離を移動しなかった

のは，当時自分の社会から離れることが危険

だったからである。その危険を冒せば捕えら

れ，奴隷として売られる可能性があった。ド

イツ，続いてフランスがこの地域を平定した

後，彼らはようやく長距離交易に自ら参画で

きたという（Pradelles de Latour 1981: 399）。
しかし，彼らが近隣の社会と精緻な交易網

を築き，そこに参画していた事実は重要であ

る。このような近距離の定期市を巡回してい

た人びとは，どの市で何を購入し，どの市で

再販すればいいかをよく知っていた。ここで

養われるのは，効率よく市を回り，利益を出

5

7）Réligion du Wouri. Rapport annuel 1937からの引用。カッコ内は筆者による。



す手腕である。商人自らの移動距離は短いが，

彼らはその範囲を頻繁に移動しながら，需要

と供給のバランスを考えて商売をすることを

心得ていた。このようなバミレケ・ランドの

商売手法は，都市でのビジネスに欠かせない

ノウハウを培っていたといえる。そしてまた，

彼らが村から都市に出ると，そこには貴族や

首長に統制されない自由な商業空間が広がっ

ていた。この自由な商業空間を得て，よりいっ

そう彼らのノウハウは活かされることになっ

たのである。

３．バミレケのハビトゥス

本章では，バミレケの商人のハビトゥスを

具体的にみていく。バミレケの戦略について

カメルーン人の地理学者ドンモは次の6つあげ
ている（Dongmo 1981: 263-265）。
（1）全国的に展開したバミレケの移住
（2）貯蓄への志向
（3）助け合うという連帯志向
（4）貯蓄，貸し付け，相互扶助などを行う

組織

（5）たゆまぬ努力
（6）複数の経済活動を行うこと
これらはまさに，商人バミレケのハビトゥ

スの一端を示しているとみることができる。

これらを参考に，移動，連帯，倹約，商人教

育の４つにわけて，以下で論じる。

3.1 移動

バミレケは，大量にプランテーション地域

や都市部へと移動し，そこで労働者としての

みならず，商売でも身をたてていった8）。し

かしながら，彼らは移住先の都市において，

人口では土着のエスニック・グループをしの

ぎながらも，常に「よそ者」的な立場にある

と考えられている。その「よそ者」性は，フ

ランス植民地政府への独立運動などの歴史的

経緯と，現政権への反政府的立場などによる

ものである9）。

しかし商業をよそ者（異邦人）が担当する

ことは，世界的にも歴史的にもよくみられる

ことである（cf.カーティン 2002）。つまり彼
らの「よそ者」性は，商人として生きていく

うえで必ずしもマイナスではなかった。なぜ

なら商売の利益追求において，「よそ者」であ

ることはある種の利点だからである。

「商人のジレンマ（traders' dilemma）」と
は，農村社会の商人たちが，自己利益の最大

化と，当該社会のモラル・エコノミーという

両立しないもののあいだにとらわれるジレン

マである。商人は自分の村びとから多くの利

益をあげることは許されず，村との絆をとる

か，自分の儲けをとるかを迫られる。結果，

商人はさらなる成功をあきらめるか，村から

脱出するかで，そのジレンマを解消しなくて

はならない（Evers 1994）。商人たるもの，
国内であれ国外であれ，その多くは故郷の外

へ出て行かざるを得ないのであり，それゆえ，

商人コミュニティは，ディアスポラを含んで

しか成立しえないということになる。

つまりバミレケ商人は，故郷を離れ，都市

で「よそ者」として生きるが，しかしそのお

かげで，出身地や移住先のモラル・エコノミー

にそれほど縛られず，周りから嫌われること

も厭わず，かなり「自由に」商売を行ってき

たのである。

この移動というキーワードは，長距離交易

を担う商業民はもちろんのこと，他のアフリ

カ商人にもあてはまるであろう。故郷を離れ

ることが商人にとっては重要な条件であるだ

けでなく，異邦で（たとえそこで生まれてい

ても）よそ者としての立場で生きることその

ものが商人の条件だからである。さらにいえ

ば，そのような立場が彼らのハビトゥスの大

アゴラ（天理大学地域文化研究センター紀要）6

8）植民地期の肉体労働という過酷な「賃労働」を経て自営の商人になるというプロセスは，自分の労働力を他
人に売りわたさずに稼ぎたいという彼らの商売への志向を考察する上で重要だと考えられる（野元2005）。

9）詳しくは野元（2005）参照のこと。
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きな部分を形成しているといえる。

バミレケが行ってきたこの移動，厳密にい

えば「出郷する」という実践，そしてそれを

支えるハビトゥスは，今も健在である。彼ら

は出身村以外のあらゆる場所へと移動する。

彼らが移動先で商売をするとは限らないが，

しかし商人となるのに最低限の一歩であるこ

とは間違いない。

3.2 連帯

移住先で「よそ者」として生きるうえで，

同郷者，あるいは故郷との結びつきは彼らに

とって重要事項となる。異邦で安心感を得る

ために，あるいは具体的な相互扶助を得るた

めに，彼らは連帯を持とうとする。

バミレケの場合，連帯はかなりシステム化

されている。首都ヤウンデにおいて，同郷者

が集まってつくる同郷会はバミレケの村の数

だけあるとされる。彼らは集会でさまざまな

相互扶助を行う。保険の制度や葬礼参加など

の活動は，彼らの都市生活には欠かせない。

しかしここで注目したいのは，「モラル」的

なものである。たとえば，貨幣を無駄にせず

有効に使うといった価値観が，同郷会に参加

することで得られる。メンバー同士が互いの

事業を励ましたり協力したりし，消費につい

てもそれとなく監視し合う。彼らは同郷会で，

商業をやり貨幣を増やすこと，使うのならば

有効に使うことなどを学び取り，実践し，そ

こで評価されるというしくみを作っているわ

けである。会に関わる限り，たとえサラリー

マンであっても，バミレケ的，さらにいえば

商人的なハビトゥスをもつことになる。

このような「商人的」ハビトゥスは会を通

して同郷者と連帯するなかで培われるわけだ

が，さらにいえば，会に参加すること自体が

彼らのハビトゥスである。カメルーンにおい

て，バミレケというエスニック・グループの

特徴のなかに，「集会好き」，というものがあ

がってくる。彼らはいつでもどこでも（実際，

カメルーンの各都市だけでなく，フランスや

カナダ，南アフリカなど世界各地の移住先で

も），常に同郷会を組織し，連帯する。「連帯」

が彼らのハビトゥスなのである。彼らにその

理由を聞いても，「良いことだから」，「一人で

は生きてはいけないから」，「それが普通だか

ら」という理由にならない理由となる。それ

は彼らにとっては身体化されたことだからな

のである10）。

3.3 倹約

倹約は，「吝嗇」という批判を伴いながら，

カメルーンでよく語られるバミレケのステレ

オタイプのひとつである。彼らは富裕になっ

ても粗末な家に住み，粗末な身なりをし，質

素な食事をとる，というのが典型的なもので

ある。

それが真実である場合も多い。実際，富裕

層たちは，長らく倹約をし，それによって貧

困から成功できたという自負がある。彼らは

移住当時，賃金労働者としてわずかな賃金を

倹約し，それを元手に商売をし，また倹約し

投資するというのを繰り返し，事業を拡大し

てきたのである。富裕になってもその実践は

簡単には変えられない。そしてその倹約して

事業を拡大するという手法は，個人的な発明

でなく，バミレケという集団の手法であると

される。それを培ったのは家庭生活や親の教

育であったかもしれないが，先の同郷会の果

たす役割も大きい。

同郷会では，頼母子講に参加することが義

務である。それは，毎週強制的に貯蓄すると

いうことであり，またそのように貯蓄するこ

とが当然だという教育でもある。すべてのメ

ンバーが，その金額は経済状況によって異な

るが，できる範囲で倹約し，貯蓄をする。そ

7

10）バミレケはよく，「身内びいき」，「閥族主義」などと非難される。これも連帯と表裏一体である。彼ら
は「差別」されることで結びつき，結びつくことで「差別」されてもいるといえる。



れを毎週目の当たりにすること以上の倹約・

貯蓄教育はないであろう。

そして，頼母子講で自分の順番が来て大金

を手にしても，そのように手にした貨幣は大

切な資金となることも首肯できよう。それら

は商売や子供の教育に投資されたり，テレビ

などの耐久消費財や土地の購入，家の建築費

などに費やされる。ぜいたく品に使う，飲ん

でしまうというのはもってのほかである。

彼らは，商業民として初期に成立した時と

同様に，今も倹約と貯蓄によって商人として

自らを支えているのである。この「倹約」も

また，商人ではないバミレケにも共有されて

いるものである。

3.4 商人教育

次に，幼少期のしつけはどうであろうか。

ハビトゥス論では，幼少期からの意識的，無

意識的な「教育」が重視されるように，バミ

レケの場合も重要なのは子ども時代である。

バミレケの起業家としての始まりは，例外

を除いては小規模自営業となる。それは，子

ども時代から始まる場合も多い。「資本，利

益，投資，借用の概念は，彼らによってしっ

かり内面化されているが，しばしばそれは幼

少期からである」（Warnier 1993: 229）とさ
れるように，子ども時代の商売経験は無視の

できない部分である。

統計的データはないが，都市で行商などを

する子どもの多くが，バミレケであると言わ

れる。筆者が聞き取りをした子どものなかに

は，友だちに誘われて商売を始めたという事

例もあるが，多くの場合，親の命令による。

本人が望んだかどうかは別にして，重要なの

は，子ども時代の商売経験が，貨幣や商売に

対する彼らの姿勢や価値観を決定づけるとい

うことである。

学校に通いながら商売をする子どもたちは，

自分の学費を支払う，あるいは家計を助ける

ため，わけもわからず商売の世界に放り出さ

れるなかで，金銭の稼ぎ方を学習する。彼ら

は，日々の商売のなかで，利益を増やすには

多く販売することが必要であることを覚え，

また仕入れを多くし，商品一つあたりの仕入

れ値を下げる方法も知る。商品によって利益

率が異なれば，より利益の高い商品に変更す

る。

しかし，このような商売の技法もさること

ながら，注目されるべきは，彼らが「より多

くのカネを稼ぐことは善である」という価値

感を内面化していくことである。その価値観

は，自分で稼いだ金銭が，学用品という目に

見える形に変化することで得られるものかも

しれず，また日々の商売で，売れないよりも

売れるほうが嬉しいという達成感から生じる

ものなのかもしれない。いずれにせよ，「カネ

儲けは善」という考え方が基礎にあってはじ

めて，商売の技法が体得されるのである。

親たちは子どもに商売をさせる際，必ずし

もこのような「商人教育」を意図しているわ

けではないであろう。しかし，子どもに商売

をさせる親の多くが，俸給生活者ではないこ

とは注目に値する。親自身，働けば働くほど，

売れれば売れるほど利益が増加することを認

識しており，その認識は商売をさせることで，

子どもにも伝えられる。

ブルデューは次のように述べている。「資本

主義的システムにおいて経済行動が要求する

物的技術は，よく言われるように，『生きられ

た哲学』と切り離せない。その実際的な哲学

は，歴史のなかでゆっくりと形づくられて，

公式の教育によってのみならず，家族集団に

よる幼年期の教育によっても伝達される」（ブ

ルデュー 1993: 14）。親の「生きられた哲学」
は，商売の実践という間接的な商人教育を通

じて，子ども自身の「生きられた哲学」とし

て再生産されていくのである。

アゴラ（天理大学地域文化研究センター紀要）8
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４．バミレケ商人をとりまく環境

この章では，バミレケ商人をとりまく社会

環境について述べておきたい。

これまでみたように，「よそ者」であるバミ

レケ商人たちは，居心地よく暮らしている，

というわけではない。実際のところ，カメルー

ンでは一般的に，バミレケはホスト社会から

好かれておらず，どちらかというと嫌悪され

ている傾向がある。彼らの精一杯の倹約は

「吝嗇」とされ，勤勉は「抜け目のなさ」など

と言われてしまう。このような「差別」は，

バミレケのみならず多くの商人集団が経験す

ることでもあろう。これは商人集団のハビトゥ

スに大きく影響したであろうし，現在もして

いるであろう。

カーティンは次のように書いている。「他の

多くの社会と同じように，商人の職業的連帯

感は，植民地化以前のアフリカ社会でも普通

にみられた。商業に競争はつきものではあっ

たが，商人は他者が自分たちの職業に対して

悪感情をいだいていることにも気づいており，

それがお互いの結束を強くした」（カーティン

2002: 87）。
多くの商業民が，ホスト社会で，つまり都

市であれば都市で，一つの国家であれば国家

で，悪感情をもたれることは広くみられる。

これは商人のハビトゥスの維持，形成に大き

く影響していると考えられる。これは，商業

民の出身であれば，たとえ自らが商業に携わ

らなくても同じである。そのため，商人のハ

ビトゥスは商業をしている者だけに当てはま

るわけではない。

一方，そのような商人の側は，周りの敵意

に表立って反抗したり反発したりしないこと

が多い。バミレケの場合も，密かに反発しつ

つも，それをポジティブに捉え，商人として

のアイデンティティに変化させることなどで

対抗する。その「忍耐」も重要なハビトゥスの

一つであろう。

カメルーンの政治においても，バミレケは

微妙な立場にある。彼らの多くは現政権に対

して反対の立場をとっているといわれるが，

表だってそれを表明し，政治的な手段にうっ

てでることは少ない。商人が政府を相手に喧

嘩をしても良いことはないと，彼らは経験上

知っているからである。彼らは政府の機嫌を

損ね，税関で高い関税を支払わせられたり嫌

がらせを受けたり，店舗が理不尽な理由で閉

鎖されたりしないよう，政治とは距離をおこ

うとする。

一方で，カメルーンでは，政治家の側が金

銭目当てにバミレケの富裕層に取り入ろうと

することがある。そのような場合，彼らは本

意ではなくとも，「政治的友好関係」を政治家

と取り結ぶ。これも商売のためである。彼ら

は商人としての地位を金銭で保とうとするの

である。

政治と距離を置こうとするのは，商人の特

徴の一つでもある（cf. カーティン 2002）。こ
のような危機管理の手段も，商人のハビトゥ

スといえるかもしれない。

おわりに

ここまで，バミレケという歴史的に新しい

商業民のハビトゥスについて論じてきた。彼

らは，商業民としての輪郭を日々の実践によ

って形作っている。その実践には彼らのハビ

トゥスが大きく関わっている。この商人のハ

ビトゥスによって，バミレケという商業民は

消滅するどころか，未だ活発に存在している

のである。彼らは商業活動を通して，バミレ

ケというエスニック・グループを形づくり，

カメルーンのなかで商業民として認知されて

いるのである。

なぜ商人はバミレケで，バミレケは商人で

なければならないのか。それは，彼らの日々

の実践から，商人のハビトゥスが親から子へ，

仲間から仲間へと伝達されるからである。し

9



かしその一方で，彼らがその商人性を維持せ

ざるを得ない政治状況，社会環境，他のエス

ニック・グループからのプレッシャーもある。

商業はバミレケのエスニシティの根幹として

内外から見なされているのである。このよう

な環境から，商人のハビトゥスは，実際には

多くいる非商人のバミレケたちにも共有され

ていくのである。

本稿で述べたバミレケの事例を，すべてハ

ビトゥスとして考察しうるのかどうか，議論

の余地はあるだろう。彼らの行っていること

は，「意識的」なものにも見えるからである。

実際，その線引きは簡単ではない。

しかし，子ども時代にせよ，都市に出てき

てからにせよ，商売をはじめてからにせよ，

最初は無理をして意識的に行っている事柄が

いつしか身体化し，「当たり前」と思えるよう

になり，またまわりにも同じように感じ，実

践する集団がいるとき，やはりそれはハビトゥ

スとして考察可能ではないだろうか。ハビトゥ

スは，個人，そして集団のなかで発展してい

くものなのだから。

本稿では，商人の個人的な内面に踏み込ん

だり，ハビトゥスが形成される具体的なプロ

セスなどについて詳しく論じることはできな

かった。また，従来のハビトゥス論に理論的

貢献をしたものでもない。これらはすべて今

後の課題としたい。

アゴラ（天理大学地域文化研究センター紀要）10



平野（野元）美佐：アフリカ商人のハビトゥス：カメルーン、バミレケの事例から 11

《参考文献》

欧文

Barbier, J.-C., C. Champaud and F. Gendreau 1983. Migrations et développement: la région du
Moungo au Cameroun. Paris: ORSTOM.

Brubaker, R. 2005. "The 'diasporas' diaspora," Ethnic and Racial Studies, 28(1), pp.1-19. 

Champaud, J. 1983. Villes et campagnes du Cameroun de l'ouest. Paris: ORSTOM.

Cohen, A. 1971. "Cultural Strategies in the Organization of Trading Diasporas," The Development
of Indigenous Trade and Markets in West Africa (C. Meillassoux, ed.), pp. 266-281. London:
Oxford U.P.

Dongmo, J.-L. 1981. Le dynamisme bamiléké (Cameroun) vol.2: La maîtrise de l'espace urbain.
Yaoundé: CEPER.

Evers, H.-D. 1994. "The Traders' Dilemma: a Theory of the Social Transformation of Markets and
Society,"  The Moral Economy of Trade (H.-D. Evers and H. Schrader, eds.), pp.7-14. London
and New York: Routledge.

Gouellain, R. 1975. Douala, ville et histoire. Paris: Institut d'ethnologie musée de l'homme.

Joseph, R. 1977. Radical Nationalism in Cameroon: Social Origins of the UPC Rebellion. Oxford:
Clarendon Press.

Kaptue, L. 1986. Travail et main-d'oeuvre au Cameroun sous régime Français 1916-1952. Paris:
L'Harmattan.

Pradelles de Latour, C.-H. 1981. "Quelques données historiques sur la chefferie bangua
(Bamiléké orientaux)," Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du
Cameroun / The Contribution of Ethnological Research to the History of Cameroon Cultures
volume 2 (C. Tardits, ed.), pp. 393-400. Paris: Centre national de la recherche scientifique.

Warnier, J.-P. 1993. L'esprit d'entreprise au Cameroun. Paris: Karthala.
________. 1995a. "Trois générations d'entrepreneurs Bamiléké (Cameroun)," Entreprises et

entrepreneurs africains (S. Ellis and Y.-A. Fauré, eds.), pp.63-70. Paris: Karthala and ORSTOM.
________. 1995b. "Around a Plantation: the Ethnography of Business in Cameroon," Worlds

Apart: Modernity through the Prism of the Local (D. Miller, ed.), pp.91-109. London & New
York: Routledge.

Wilhelm, H. 1981. "Rapport de synthèse: le commerce précolonial de l'ouest (Plateau bemiléké-
grassfield, région bamoun et bafia)," Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des
civilisations du Cameroun / The Contribution of Ethnological Research to the History of
Cameroon Cultures volume 2 (C. Tardits, ed.), pp.485-501. Paris: Centre national de la
recherche scientifique. 



アゴラ（天理大学地域文化研究センター紀要）12

和文

フィリップ・D・カーティン（田村愛理・中堂幸政・山影進訳）2002 『異文化間交易の世界
史』，NTT出版。

坂井信三　2003 『イスラームと商業の歴史人類学：西アフリカの交易と知識のネットワー
ク』，世界思想社。

田辺繁治　2003 『生き方の人類学: 実践とは何か』（講談社現代新書），講談社。

西　真如　2003 「国民国家の解体とエスニシティ：近代エチオピア社会とスルテのひとびと
の歴史」『アフリカ研究』63, pp.1-15.

野元美佐　2005 『アフリカ都市の民族誌：カメルーンの「商売の民」バミレケのカネと故郷』，
明石書店。

ピーター・ブルッカー（有元健・本橋哲也訳）2003 『文化理論用語集：カルチュラル・スタ
ディーズ＋』，新曜社。

ピエール・ブルデュー（原山哲訳）1993 『資本主義のハビトゥス：アルジェリアの矛盾』，
藤原書店。

山影　進　2002「解題」フィリップ・D・カーティン著『異文化間交易の世界史』pp.9-23,
NTT出版。


