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SUM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　現在，世界人口のおよそ80％の人々が伝統医療に依存しているとされている(ＷＨ０ 1993)。特

に発展途上国では,近代医療の普及が不十分ということもあり，今なお伝統医療が住民のヘルス・

ケアに貢献している。また，単なる近代医療の代替ではなく，伝統医療と近代医療は相互に補完

し合うものという積極的な評価もされるようになった。世界保健機構(ＷＨＯ)では,1976年以降伝

統医療がプログラムに組み込まれるようになり，プライマリー・ヘルス・ケアの活動における人

的資源には伝統医療従事者も含められている(バンナーマン他1995)。

　伝統医療の実態は多様であるが，一般に植物を薬剤として利用する。とくに発展途上国では，

自然植生に依存しており，医療植物の選抜や育種，栽培には至っていない場合が多い。しかし近

年，農地の拡大をはじめとする様々な開発により，熱帯雨林や湿地などの種多様性に富んだ生態

系の劣化が進行し,種多諭旨の喪失とともに多くの医療植物も消滅の危機に瀕している(ＦＡ０ 1999)。

それにも関わらず，伝統的医療植物の保護については，新薬を発見する可能性が強調され，人々

が日常的に利用している植物には関心が向けられなかった。

　アフリカでも古くから地域固有の伝統医療は存在していたが，中国やインドなど，すでに伝統

医療が体系化されている地域に比べて，その実態に関して共有できる情報は少ない(lｗｕ 1993)。

森林の劣化や消失は，伝統的知識の体系や伝統医療の存続を脅かしかねない。とりわけ，湿潤地

帯に比べて種多様性の低いサバンナ帯などの乾燥・半乾燥地帯では，多諭旨の喪失が直ちに伝統

医療の存続にも影響を与えると考えられる。

　そこで本研究では，ガーナ共和国北部のサバンナ帯を事例に選び，伝統医療に対するニーズの

高い農村領域において，伝統医療従事者による植物利用の実態と採取場所，および植生に開する

調査を実施した。その結果をもとに，サバンナ帯における医療植物の保護を考慮した土地利用の

あり方について検討した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　１　研究の方法

１－１　地域の選定

　ガーナ共和国は，森林帯とサバンナ帯の２つの生態ゾーンに大別でき，サバンナ帯は国土面積

の57％を占める(図１)。北部サバンナ帯は北部州(Ｎｏｒtheｒｎ Region),アッパーイースト州(Upper

East Region),およびアッパーウェスト州(Upper West Region)という３つの行政区分に分かれ

る。中でもとりわけ北部州は，保健医療レベルが極めて低く，かつ人口密度が希薄であるため，

近代医療へのアクセスが限定され,他の州より伝統医療の重要性が高いと考えられている(国際協

力事業団1995)。
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森林帯

サバンナ帯

調査エリア

　　　　　　　　　　0　　　200km

　　　　　　　図１　ガーナ共和国の植生図と調査地

出所:Atta-Quaysonet ｄ�.（!999), Atlas for Ghana をもとに作成．

　一方，北部州の農村領域では，｢聖なる森(sacred grove)｣とよばれる区画が伝統的に保護され，

医療植物の採取地として重要な役割を果たしてきたことが報告されている(Ｔｈｅ Ghana Association

for Conservation of Nature ｎ.d.)。そこで，｢聖なる森｣が残されている州都タマレ(Ｔａｍａｌｅ)

より約30km離れた一帯を調査地に選び,2001年８月より約１ヵ月半,農村在住の伝統医療従事者

に対して聞き取り調査を行うとともに，それらの集落のひとつにおいて植生調査を実施した。ま

た保健省(Ministry of Health)および医療植物科学研究センター(Centre for ScientificResearch

into Plant Medicine)において，ガーナ全体の概況，および伝統医療の振興や医療植物保護に関

わるそれぞれの機関の活動等について，資料・情報を収集した。

１－２　調査方法

１)伝統医療の実態にかかわる調査

　伝統医療に関わる知識の体系は，社会全体で共有する一般的な知識，加齢・経験とともに習得

する知識，および専門的な知識から成り立っていると考えられる。これらのうち専門的な知識を

有する人々が伝統医療従事者である。その実態は，他のアフリカ地域と同様，ガーナにおいても

多様であるが，大きく３つのグループに分類することができる(ママドウ1995)。

　　　　　①　薬物を使用する療法

　　　　　②　｢無力の力｣および儀式と関連する療法

　　　　　③　この２つのグループが様々な割合で結びついた療法

　①は植物療法師(herbalist)に近いが，実態をみると植物を主体としつつも，動物や鉱物など多

様な素材を添加して調剤しているため，厳密には植物療法師とは異なる。一方，②は宗教的傾向
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を帯び，心理的，社会的な側面に結びついており，基本的には薬剤を治療に用いることはしない。

従って本調査では，治療に薬剤として植物を用いる①および③に該当する人々を対象とする。こ

の人々に対しては, practitioner, healer, herbalist, psychic, native doctor などの様々な呼称

が用いられているが，以下伝統医療従事者と総称する。また，伝統医療従事者が治療に用いる植

物を医療植物と総称する。

　具体的には，北部州の州都タマレにおいて，伝統医療を施す診療所や伝統医療協会，伝統医療

のための薬種を販売する市場や薬局において聞き取りを行った。また比較的規模の大きい「聖な

る森」の管理を担っているＪ集落において１人，Ｋ集落において３人，また「聖なる森」周辺に

位置しているが管理に携わっていないＢおよびＴ集落と，これらとは離れたところに位置するNd

およびＮ集落において各１人ずつ，計６集落，８人の伝統医療従事者に対して聞き取り調査を行

った（図２）。主な聞き取り項目は，知識の習得，治療する疾患，開業場所，治療頻度，利用して

いる植物種，材料の入手方法，医療植物を栽培しているか否か，伝統医療協会の会員であるか否

かについてである。

２）植生調査

　サバンナ帯の農村領域における伝統医療従事者にとって，身近な医療植物の採取場所としての

役割をもつと考えられる休閑地とコンパウンド1周辺において植生調査を実施することとした。す

なわち，１）で取り上げた６つの集落のうち，もっとも協力的であったＪ集落の領域から３～５

年目および15～20年目と異なる休閑段階にある休閑地を選び,それぞれ16×16m,および20×20m

のコドラートを16分割し，各小区画に生育する植物種を採集，同定した。一方，コンパウンド周

辺は住居やオープンスペース，穀物蔵，家畜小屋などが入り組んで混在しており，プロットが設

置できるような環境ではないため，コンパウンド周辺に生育している植物種を手当たり次第記録

ｑ　　　　ｌ　1 I　ｌ　ｌ　ｌ十　

〇　　　　5 km

●聖なる森田集落

図２　調査地域

１ガーナの農村社会は一般に拡大家族制をとり，ひとつの拡大家族居住区画をコンパウンド(ｃｏｍｐｏｕnd)と称する。
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した。ただし，特に草本の固定には困難を来したため，現地名をもとに種数を数え，固定できる

ものに関してのみ学名を記録した。

　　　　　　　　　　２　ガーナにおける伝統医療および医療植物

２－１　伝統医療行政の変化

　他のサブサハラ・アフリカ諸国の例に漏れず，ガーナの近代医療は，人的資源や設備面の不足

により人口のわずか10～15％の人々にしか届いていない。残りの人々は伝統医療に依存しており，

また不均等な予算配分やアクセスの問題から，とくに農村領域における伝統医療の必要性はきわ

めて高いといえる(Naur 1999)。また,近代医療と伝統医療はそもそも目的や体系が異なっており，

伝統医療には宗教的な要素も加わっているため，単に近代医療の恩恵を被ることのできない人々

がその代替として伝統医療に頼るというだけではなく，ガーナ人の多くは両者を併用することに

矛盾を感じていない(Fink 1989)。

　1957年に独立した後，ンクルマ初代大統領は国民国家意識の高揚に向け，伝統文化や芸能とと

もに伝統医療の振興をはかった。 1960年には大統領の支揚のもと，現在のガーナ霊媒伝統治療師

協会(ＧｈａｎａPsychic and Traditional Healers Association, ＧＰＴＨＡ)の前身であるガーナ霊媒

治療協会が設立され，1975年にはすべての治療師をその傘下におさめるべく改組された。

　しかし独立以降一貫して，栄養不足や感染症など貧困に起因する疾患の対策が医療行政の急務

であったにも関わらず，1975年度の保健予算をみると，90％の人口に15％の予算しか配分されて

いなかった。また88％は治療医学に用いられ,予防医学に割かれたのは12％にすぎなかった。 1979

年の保健省による調査は，保健予算総額が上がったにも関わらず，状況は改善されていないと報

告している。そこで1982年に導入された保健政策ガイドラインでは，伝統医療に対する強い依存

という現状のもとでの近代医療システム構築の限界をみとめ，既存のシステムの分権化を推進す

るとともに，近代医療と伝統医療の融合を図ることとなった(Fink 1989)。

　このようなガーナの保健医療行政における変化を背景に，伝統医療の組織化，近代化に向けた

政府の活動が展開した。ローリングス大統領による軍政下の1991年，実際には１万人に達すると

いわれる伝統治療師のごく一部しか登録されず，免許ももっていないという現状に対し，保健省

は伝統医療師およびその治療行為の規制を目的とする法案(the Traditional Medicine Practice

Bill)を提出した(Naur 1999)。また現在のガーナ国立伝統治療師協会(Ghana National Associa-

tion of Traditional Healers, ＧＮＡＴＨ)の前身である薬草国民会議が，全ガーナの治療師組織を

統合すべく暫定国防会議により設立されたが,既存組織との反目により活動は進展しなかった(Ghana

Federation of Traditional Medicine Practitioners Association 1999)。

　そこで1992年に民政移管した翌年,様々な伝統職業協会を統括する政府部会(Ｃｏｕncil for Indige-

nous Business Association, ＣＩＢＡ)の後援のもと，ガーナ伝統治療師連盟が組織され，すべての

既存の組織をひとつの傘下に統合するとともに，個々の組織に対しは固有の活動をみとめること

となった。すなわち,ＧＰＴＨＡおよびＧＮＡＴＨという二大勢力を連盟の下に統合した。これは1999
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年にガーナ伝統医療師協会連盟(Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners

Association, GHAFTRAM)となり，規約の中では組織の構成や活動とともに，伝統治療の定義

や目的を定めている(ibid.)。

　軍政から民政への移行期を経て,2000年にようやく採択された伝統医療法(Traditional Medicine

Practice Act, 2000)は，第一部において伝統医療行為評議会(Traditional Medicine Practice Act

Council)の設立を定めている。この評議会は,伝統医療の促進と同時に規制を目的とし，後者の手

段として登録とライセンス発行を用いている。第二部はそのうち登録の手続きについて述べ，保

健大臣は治療行為の内容に応じた免許とそのための資格を規定するものとしている。治療免許に

関する第三部では，まず免許なき医療行為が禁じられ，免許は評議会に申請するものとしている。

評議会はまた，抜き打ちの立ち入り検査などにより，違法行為の発見や防止につとめることとな

っている。

　このように，ガーナ政府はＷＨＯの方針に添い，伝統医療自体は否定しないものの，その実態

については標準化につとめるとともに科学的根拠をもとめ，むしろ近代医科学との接点の中で知

識の体系を活用するという方向性をとっている。しかしＧＰＴＨＡにある霊媒の語が示すように，

心霊現象から薬理効果まで幅広い内容をともなう伝統医療の体系をどのように統括していくのか

は，今後の課題として残されているように思われる。

２－２　政府による医療植物の保護活動

　1975年に政府は，ガーナにおけるカカオ栽培発祥地として知られる東部州(Eastern Region)の

マンポンーアクアペン(Ｍａｍｐｏｎｇ-Akｕａｐｅｍ)に,医療植物科学研究センター(Centre for Scientific

Research into Plant Medicine)を設立した。その背景には，ンクルマ大統領時代に設立されたテ

テクワシ2記念病院に勤務し，伝統医療に深い関心を寄せていたオク・アンポフォ医師の尽力があ

るとされる。センターは1981年に,世界保健機構(ＷＨＯ)の伝統医療に関わるアフリカ初の協力機

関となり,以後順調に発展を遂げていった。1991年には保健省の下に薬草局(Dorectorate of Herbal

Medicine)が設けられ,近代医療と伝統医療をつなぐものとして，医療植物の存在が広く認知され

るようになった。現在センターは，植物療法に関する研究開発および普及，ＧＰＴＨＡその他の国

内外関連組織との連携，そして医療植物園の拡大を目的に掲げ，組織運営に関わる部門に加え，

動物実験設備を伴った薬理および毒物部，植物標本室，植物園，および医療植物農園を備えた植

物開発部，微生物部，植物化学部，乾燥施設を備えた生産部，臨床実験室を伴う外来診療部，図

書館を伴う科学情報部により構成される総合的な研究機関に成長している(Centre for Scientific

Research into Plant Medicine 2000)。

　すでに述べたように，近年ガーナ政府は伝統医療に対する関心を高めるとともに，医療植物保

２今日ガーナの名を知らしめているカカオを最初にもちこみ，栽培を始めた人物がTetteh Quashieであり，カ

　カオ栽培は東部州からたちまち南部森林帯全体に拡大していった。テテクワシの名は現在，ハイブリッド品種

　に対するカカオ在来種の呼称に用いられている。
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護の重要性も強調するようになった。医療植物科学研究センターにおいては，主に植物開発部が

医療植物の保護活動を担っており，植物園の設置，農園用の育苗・販売，植物標本の収集，植物

学研究を行っている。医療植物園はすでに４つ設立されており，東部州にセンター内の５エーカ

ーと,その他10エーカーおよび50エーカーの３ヵ所があるほか,グレーターアクラ州(Greater Accra

Region)には640エーカーの用地がある。東部州の植物園は森林帯にみられる医療植物の栽培を行

っており，グレーターアクラの植物園では,既存の50エーカーに加え,地球環境ファシリティ(ＧＥＦ)

の援助により100エーカーにサバンナ帯の医療植物種を収集するなど,医療植物に関するジーンバ

ンクの役割を果たしている。将来はタウンヤ法に医療植物を用いて，サバンナ化した地域を森林

に近い状態に戻すことなども計画されている(涵㈲。

　2000年に制定された伝統医療法においては，種多諭旨の保全や医療植物の栽培促進に向けた適

切な機関との協力についても定められている。また評議会メンバーの中には，種多様性の保全に

関心のある大学，研究所の代表者などが含まれている。しかし，全てがこれからという段階であ

り，州や郡レペルヘの財政的な支援の不足などの問題を抱えている状態である。

　　　　　　　　　　　　　　３　北部州における伝統医療

３－１　北部州の伝統医療協会

１)伝統医療協会の活動

　実際のところ,伝統医療従事者への働きかけや伝統医療の促進を行っているのは政府ではなく，

古くから存在している地域の協会であり，北部州においてはＧＰＴＨＡの北部州支部である。聞き

取り調査を行った伝統医療従事者８人のうち，５入がＧＰＴＨＡに登録している。北部州支部は，

更にいくつかの副支部を有しており，北部州を構成する13の地区(District)のうち９地区,北部州

の北に隣接するアッパーイースト州における６地区のうち2地区,およびアッパーウエスト州にお

ける５地区すべてを管轄している。主な活動内容はＧＮＡＴＨの所轄する資格の発行や集会の開催

である。集会は，地域によって異なるが，北部州では登録者だけではなく非登録者も対象とし，

月に２，３回行われ,情報交換や協会による伝統医療従事者への教育を行っている(Naur 1999)。

　また教育活動の一環として，医療植物の栽培方法や適切な採取方法にも重点をおき，2003年ま

でには３分の]Lの伝統医療従事者に，適切な採集方法を実行させることを目標としている。また

国連開発計画(ＵＮＤＰ)などの支提のもと，２エーカーの植物園を北部州支部事務所のとなりに併

設し，そこでは医療植物の他に果樹や観葉植物を栽培し，販売も行っている。伝統医療従事者に

対しては，彼らが地で入手できない医療植物を無料で提供している。 ＧＰＴＨＡは，医療植物の調

査研究および開発が可能な施設を伴う研究所が北部州にも設立されることを希望している。

２）伝統医療協会の医療植物栽培

　各伝統医療従事者に対し医療植物栽培を奨励するには，野火やヤギなどの家畜による被害を防

ぐ手立ても考慮しなければならない。周囲を金網の柵で囲むと効果的であるが，金属棚は高価な
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ため実現性は低い。カシア属（Ｃａｓｓiasp｡）の木本を栽培地の周囲に密植することで，柵の役割を

もたせることもＧＰＴＨＡ北部州支部により考案されている。カシア属の本本の根は医療植物の生

育を妨げず，乾季には医療植物を強い日差しから保護することができる。雨季には，遮光しない

よう剪定し，その枝を燃料材として利用することができるという利点もある。

　　　　　　　　　　　表１　伝統医療従事者の聞き取り調査項目と回答

集落 疾患
開業

場所
診察頻度

協会登録

　(資格)

医療植物の

　栽培
採取場所

購入品

(市場)

聖な

る森

Ｊ ヘルニア

マラリア

頭痛　淋病

歯痛　不妊

貧血症

自宅 不定期*
登録

(無)
なし

・集落周辺の休

　閑地，農地や

　森林

・聖なる森

・植物の実 管理

Ｋ① 腹痛　歯痛

皮膚炎

肺炎　頭痛

不妊　淋病

自宅 不定期
非登録

　(無)
なし

・集落周辺の休

　閑地

・ダマンゴ

・動物の骨や皮膚
所有

管理

Ｋ② 黄熱病

整理痛

栄養失調

皮膚炎

ギニア寄生虫

肺炎

自宅 不定期
登録

(無)
なし

・集落周辺の休

　閑地

・ダマンゴ

゜Gangoligu***

゜Krawa-pown***

・Zembli***

所有

管理

Ｋ③ 栄養失調

度幸

マラリア

食中毒

自宅 不定期
登録

(有)
なし

・集落周辺の休

　閑地
・動物の骨

所有

管理

Ｔ 腹痛　腰痛

ヘビによる毒

循環系

精神病

自宅 １～２人/日
登録

(無)
栽培

・集落周辺の休

　閑地

・聖なる森

・テチマン

・Zembli***

・Kariw***

・香水

なし

Ｂ 痙撃　不妊

てんかん

食中毒

精神病

皮膚炎

ヘビによる毒

眼病　骨折

自宅 7～10人/日
登録

(有)
栽培

・集落周辺の休

　閑地

・聖なる森

・ダマンゴ

・テチマン

・タマネギの葉 なし

Ｎ 精神疾患

自宅 不定期
登録

(有)
栽培

・集落周辺の休

　閑地

゜Kpendua**

所有

管理

Nd 黄熱病

食中毒

肺炎

栄養失調

自宅 不定期
非登録

　(無)
なし

・集落周辺の休

　閑地
・ニワトリ なし

＊「患者が訪問したとき」という回答, **N集落より西方面に約23km離れたところに位置する森林，¨＊植物（現地名）
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　聞き取り調査を行った伝統医療従事者の協会メンバーである５人のうち，３人は彼らのコンパ

ウンドの傍に入手が困難な医療植物を栽培している(表１)。それらは協会から譲渡されたものの

他，マリ人などにより北部から持ち込まれたものもある。しかし彼らにとって金属の柵はもちろ

ん，カシア属の本本の苗を購入することも困難であり，栽培地に柵らしきものは全く設置されて

いなかった。栽培を行っていない協会メンバーも，柵が入手できれば栽培をしたいと語っている。

３－２　サバンナ帯における伝統医療の実態

　北部州の州都タマレには，近代医療を施す病院や薬局が多数存在している。しかし，その恩恵

を受けているのは都市住民の中の限られた人々である。一方，南部森林帯起源の医療植物を利用

する伝統医療従事者も診療所を開業しており，また医療植物科学研究センターで公認され，南部

で調剤された生薬も薬局で販売されている。これらは近代医療に比べはるかに安価で，一般の住

民にとっては入手しやすい。しかし集落の散在という特徴をもつサバンナ帯の農民にとって，都

市へのアクセスはたいへん困難であり，都市部において提供される伝統医療の恩恵を被ることは

少ない。

　農村領域における一般の人々は，社会で共有する医療植物に聞する知識に加え，身近に存在す

る伝統医療従事者を彼らのヘルス・ケアに活用している。調査地では，ダバニ(Dagbani)語でテ

ィマラナ(timalana)とよばれる地位をもつ人々が集落におり，自宅で開業している。それを利

用するのは当該集落の住民だけではなく，近隣集落からも患者が訪れる。Ｎ集落の伝統医療従事

者は精神疾患を扱っており，調査に訪れたときは，患者が２人入院していた。

　聞き取り調査の結果によると,伝統医療従事者のほとんどは父親からその地位を継承している。

治療する疾患は，全体としてみると多種多様であるが，個々の伝統医療従事者はそれぞれ専門と

する分野をもっている。診察頻度を明確に回答できるものは少なく，「患者が来たときに」という

回答がほとんどである一方，日によって10人近い患者を治療する人もおり，開きが大きいことが

わかった（表１）。

３－３　農村領域における伝統医療従事者の植物利用

１)医療植物として利用する植物種と加工方法

　治療する疾患により，また同じ病気の治療であっても伝統医療従事者により，利用する植物や

その加工方法は異なる。診療頻度のもっとも高いＢ集落における伝統医療従事者を例にとると，

利用する植物は草本から木本まで幅広く利用していることがうかがえる(表２)。また，植生調査

を行ったＪ集落の伝統医療従事者は，周囲に生育している植物・木本種の大半を利用している(図

４)。本稿ではとりあげなかったが，ガーナと平行して行ったナイジェリアのサバンナ帯における

調査では，あらゆる植物には何らかの効力があると信じており，受け継いだ医療植物の知識を継

承するだけではなく，自ら試行錯誤を繰り返し，様々な植物種の薬としての用途を最大限見つけ

出す努力を続けていた。

　植物における利用部位も様々であり，草本の場合は植物体の全てを利用することが多い。木本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－93－



筑大演報第18号2002

表２　頻繁に利用される植物10種（Ｂ集落の伝統医療従事者の例）

種（現地名） 分類* 利用部位 薬効

Atuzie Ｇ 全体 妊娠促進

Manuma behili Ｇ 全体 母乳分泌促進

Noguso Ｓ 葉 頭痛

Kpanpihigu Ｓ 根 男性の精力増強

Baglibugu Ｇ 全体 喉の異物除去

Zuguben-tia Ｓ 全体 頭痛

Gopieli Ｔ 根 乳児の疾患治療

Dakoli-binkpali Ｓ 全体 発作

Wobga Ｃ 葉 寄生虫除去

Shawn Ｓ 全体 ハンセン病

＊Ｇ:Grass, S: Shrub, Ｔ: Tree, Ｃ: Climer

については，根，茎，葉，樹皮，実，種子，花，樹脂，さやなど治療によって利用する部位が異

なる。加工および処方についても，すり潰し，乾燥，粉砕などにより，粉末状や固形状，また煎

じて液状にしたものを飲用，塗布，湿布，点眼，うがい，休浴させるなど多様である。さらに加

工の際には，薬草のほかに，穀物，果汁，油脂や，動物の骨，皮膚や鉱物など植物以外の材料を

添加する場合も多い。それらの伝統医療従事者により調薬されたものを，患者は指示にしたがっ

て服用する。

２)医療植物の採取方法

　タマレの市場で販売されている薬種は植物以外のものが多く，また聞き取り調査の結果，市場

で植物由来の薬種を買うと答えた３人においても，購入する植物は特定の２，３種のみである(表

３)。このことからも，伝統医療において用いられる植物由来の薬種は，伝統医療従事者自らが採

集しているということがわかる。

　彼らはその都度必要とされる分量を採集し，集落に持ち帰って調薬する。台地(ｕpland)に位置

する集落では，乾季には草本が枯死し，本本の多くも落葉する。しかしサバンナ帯には局所的に

ギャラリー林(gallery forest)やガリー林(gully forest)といった常緑林が残されていることがあ

り(Liittge 1997)，彼らはそのような森林が残されている窪地や河川，湧水口付近，あるいは湿

地や氾濫原まで最終に赴く。ただし，それらの土地はすでに農地に転用されていることが多く，

採東城は次第に狭められてきている。

　集落周辺から消滅した種や，丘陵地や河川氾濫原など特定の生態系に生育している種を求めて

遠方まで採取しに行く場合もみられる。聞き取り調査を行った８人中３人は特定の木本を採取し

に，自然保護区のあるダマンゴ(Ｄａｍｏｎｇｏ)へ出向いている(表１)。また，８人中２入は北部州
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表３ タマレの市場で販売している薬種

カテゴリー 部位 採取場所*

植物由来(現地名)

Krawa-pown 樹皮 ブルキナファソ

Zembuli 種子 ガーナ（南部）

Bagaruga 種子 ガーナ（タマレ）

Yobena 根 ガーナ（タマレ）

動物由来

ライオン 骨 ガーナ

ソゥ 排泄物 ガーナ（南部）

ワニ 皮 ガーナ（タマレ）

ヘビ 皮 ガーナ

ヤギ 尾 ガーナ（タマレ）

ウシ 尾 ガーナ（タマレ）

カタツムリ 殼 ガーナ（南部）

不明(現地名)

Kadigi |

不明

|

ナイ　エリア，カメルーン
Magi

Iuban-zigkill

Migingiro

*入手方法は，本人が採取する他,狩猟者や肉屋からの買取や譲渡な

　どがある。

の南に隣接しているブロンアファフォ州(Brong-Afafo Region)に位置するテチマン(Ｔｅｃｈｉｍａｎ)

まで採取に赴いている。テチマンは，森林帯に属する最も北部州寄りの地域であり，アクセスも

比較的容易である(図１)。

　　　　　　　　　　　　　４　北部州の農村領域における植生

４－１　地域の概況

　北部州は，国土面積の３分の１近くを占める最大の州である。降水量は1000～1250ｍｍ/年で，

ギェア・サバンナ濯木林が広がっている。５月～10月が雨季，11月～３月が乾季である。土壌は，

養分に乏しく排水性の低いラテライト土壌である(Atta-Quaysonet ｄ 武1999)。

　州人口の約70％が農業に従事しており，栽培されている作物はメイズ(Ｚｅａ　ｍａｙｓ)，イネ(Ｏｒyｚａ

ｓaliｖａ)，ソルガム{Sorghum bicolor)などの穀類，ヤム(Ｄｉｏ＆ｃｏｒｅａspp.)やキャッサバ(Ｍａｎｉｈｏt
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ｕtilhｓｉｍａ)などの根菜類,落花生{Arach幽晦ｐｏｇａｅａ)などのマメ類であり，シアナッツ(Vitellaｒｉａ

ｂａｒａｄｏｘａ)，綿(Ｇｏｓｓｙpiｕｍ　ｓpp｡)などの樹本作物もみられる。焼畑・休閑農耕による自給用雑穀類

と一部果菜類の混作栽培が主体であり，畜産も行われている。

　北部州の農村領域では，同一血縁集団が居住するコンパウンドが集合し，一つの集落を構成し

ている(写真１)。土地利用については，個々のコンパウンド周辺に同心円状に土地利用が変化し，

集落から遠くなるほど長い休閑期間を伴う農地となっている(写真２)。低地は水田として利用さ

れている(図３)。土地所有権は基本的に集落の長が管理しており，人々は長から耕作権を取得し，

耕作期間中は排外的権利を有する。だれも耕作していない土地であれば，開墾ずることができる

写真１　コンパウンドの外観

写真２　休閑地（15-20年）

(Naur 1999)。

４－２　休閑地およびコンパウンド周辺の植生

　３つのプロットに共通する植物種を比較すると，休閑15～20年目の休閑地IIに生育している種

の７害り弱が３～５年目の休閑地Ｉでもみられたが，コンパウンド周辺に生育している植物種は両

休閑地ではみられなかった。コンパウンド周辺は排泄物や生活廃棄物により，他の土地利用の土
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●
⑩
◎
○

コンパウンド

　短期休閑(畑地)↓

長期休閑(畑地)

○低地(水田)

図３　北部州の農村部における集落周辺の上地利用

壌に比べて肥沃であり，また常に人間活動の撹乱が及ぼされる環境でもある。一方，休閑地では

火入れ，放牧や燃料材採取など集落周辺とは異なる撹乱の影響がある。従って，休閑地とコンパ

ウンド周辺では植生が非常に異なってくると考えられる。

　Ｊ集落の伝統医療従事者に聞き取り調査を行ったところ,両休閑地とコンパウンド周辺で見られ

る植物種の多くを医療植物として利用している。したがって，伝統医療従事者にとって，休閑地

とコンパウンド周辺は重要な医療植物採取地であることがいえる(図４)。すなわち，身近な環境

における種多様性が，彼らの伝統医療を支えているのである。

　各休閑地の種数一面積曲線において，それぞれある面積までは種数が急増していくが，徐々に

増加がゆるやかになっており，種数を数える上で充分な大きさの方形区であったと考えられる。

休閑地][では種数が40，休閑地][][ではほぽ80あたりで増加がゆるやかになっており，休閑地IIは

休閑地Ｉのほぽ２倍の種数が生育している(図５)。すなわち，休閑期間の長さは生育する植物の

種数に影響を与え，休閑期間が長いほど種多様性は高まるということがいえる。

４－３　「聖なる森j Sacred Grove

　ガーナに限らず，多くの伝統社会において，特定の区域の生態系を保護する慣習が認められて

いる。ガーナにおけるこうした「聖なる森」の起源は地域によって多様であるが，高い地位を持

つ祖先の墓地，源泉，聖なる植物，伝統的な神や崇拝物の存在の保護を目的とし，信仰や崇拝，

タブーにより規則がかけられ，立ち入りの制限によって生態系が保全されてきた。ガーナには，

0.5～1300ヘクタールの規模にわたる1904つの「聖なる森」が存在していると，ガーナ森林委員会

により報告されている（ＴｈｅGhana Association for Conservation of Ｎature ｎ｡d.）。

　北部州においても，様々な規模の「聖なる森」が存在している。聞き取り調査を行った集落の

うち，Ｎ集落が管理している「聖なる森」は高い地位を持つ人の墓地を起源とする小規模なもの
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80

60

　
　
〈
Ｕ

　
　
４
．

仮
想

20

０

筑大演報第18号2002

ロ医療植物として

　利用されない種

圖医療植物として
　利用される種

　　　　　　　　　　休閑地Ｉ　　　　休閑地瓦　　コンパウンド周辺＊調査地

図４　休閑地とコンパウンド周辺に生育する大本・草木槌における医療植物として利用される槌

　　　の割合

　　　＊休閑地の植生調査方法とは異なる。

ｎ
５

Ｏ

Ｑ
Ｄ

Ｃ
Ｄ

　
4
0

姫
岸

20

０

－　・　・　

ぺ

　　　　　＠

　　＠

＠　　　　　　　　~�Ｓ｡麗麗�
　　　.--■

　　♂・♂

-←休閑地I

　　(15～20年)

４-休閑地I

　　(3～5年)

０ 　　100　　200　　300　　400　　500面積（�）

図５　各休閑地における種数（大本・草本）‐面積曲線

で，男性用と女性用とに分かれている。しかし植生については，ニーム（Ａｚａｄｉｒａｃｈtａ ｉｎｄｉｃａ）やバ

オバブ（Ａｄａｎｓｏｎｉａ　digitａtａ）などこの地域ではありふれた栽培種が優先している。

　一方，ＪおよびＫ集落が管理しているものは，それぞれＴＯｌｏｎ/TallｙおよびMalsheguとよば

れ，環境保護庁(Environmental Protection Agency, ＥＰＡ）による“Co-operative Integrated

Project on Savanna Ecosystems in Ghana （Ｃ�ＳＥＧ）”というプロジェクトの対象地となって

いた。このプロジェクトは，伝統的知識と生態学を融合させ，環境管理のプロセスヘの住民の参

加を促進することを目的とし,国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）などの支援により1992年から1996

年まで実施された。対象地は，人々の過度な利用により生態系が破壊される危険性の高い「聖な

る森」とし，この２ヵ所の他にYiworguとよばれる「聖なる森」の計３ヵ所に適用された。中で

もMalsheguは,燃料材採取など過度な利用によって生態系が著しく劣化していたため,保全が緊

急の課題となっていた。これらの「聖なる森」では，燃料材，建築用材の採取や農地への転用は
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禁止されており，住民の利用は制限されているが，その規制の程度は中心ゾーンとそれを取り囲

む緩衝ソーンとで異なる。

　Ｔｏｌｏｎ/Ｔａｎｙには，ギャラリー林とみられる森林が存在しており，板根をもつ樹木が生育して

いる(写真3)。 ＣＩＰＳＥＧによる植物種の多楡匪に聞する調査結果によれば，調査手法は明確では

ないが,緩衝ゾーンを含め1 km2の規模を特つＴｏｌｏｎ/Tallyに生育している植物は220種と記録さ

れている。他の２つに関しては不明である。中心ゾーンについてみると5 MalsheguとYiworgu

ではそれぞれＡｎｏｇｅｉｓｓＭＳｌｅｉｏｃａｒｂｕｓおよびＡｚａｒdiｒａｃｈtａｉｎｄｉｃａの木本種が優先する一方, Tolon/

Tallyには特定の優先種がなく，他の2つの聖なる森と比較して種の多様性が高いと考えられてい

る(ＵＮＥＳＣ０ 1996)。

　一般に，｢聖なる森｣における医療植物の採集は認められ，採取場所として重要な役割を担って

いる。ただし中心ゾーンに立ち入ることができるのは，特定の構成員に限定されることが多い。

聞き取り調査の結果からは，医療植物の採取場所として｢聖なる森｣を利用するか否かに違いが

見られた(表１)。種多様性の低い｢聖なる森｣を保有するＮ集落の伝統医療従事者は，採取場所

としてそれを利用していない。同様に，生態系の劣化したMalsheguを保有するＫ集落における

伝統医療従事者たちにおいても，採取場所としてこの聖なる森を利用する頻度は低く，ダマンゴ

の森林まで木本種を採取しに出向いていた。それに対し,もっとも多様性が高いとみられるTolon/

Tallyを管理しているＪ集落やそれに近接したＴおよびＢ集落の伝統医療従事者は，この聖なる

森をよく利用しているということがわかった。 Tolon/Tally の森には低湿地が含まれているため，

彼らはそこで乾季に集落周辺では採取できない植物種を採取すると語っていた(写真４)。

写真３　ＴＯｌｏｎ/Tallyに生育する樹木

-

99－



…

……

圖゛|゛韻語鉦j§ﾖ訳ｮ|

。…

…

‘･

…

…

゛゛|‘　　j

…

…謡

　　　　I゛、　　I§SIUjｺﾞﾂ尚尚疹ご｀゛｀，　　，　　　　　　　　　　　　　　，、■i

　　　　，……･漂鼠籍　………

　　Ｉ｀　　　　　　・訟龍函　　　４　‘　　　　駈　　　　　　　　　　倍加

　　　　　　　渥‥‥‥‥　　　　‥　　　　敲　嘔゛　　　ｒ賜

　　　　　　　　,4　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　　　　，-蛮諧I　　叉

　　S

乙…………j?　謳9回ご鴻訓　ｓ　　

一　　　　　謡s……万万

　戮ｦ1

111

11肖ls願,|宍|ljs奏

陽|四阿回゛宍聊証言……悩誤……゛゛　　　憎　　白I　。｀……ﾌﾞ宍………jj ，,Jj,…………乙丿万ｸﾞﾌﾞ…………1ｻﾞ》

……

…,………

………ヮ………………呂……｀回願蕊|……JI之窓どﾐﾋﾞ……

．

]]L

……………Ｆ｀｀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漂言謳間間瓢悪霊謳　　　　　‾‘　　べ，　公認

証

言

才]…………………　……

…

…

゛

|万ly

。

…

……

…

…J…

……市回IJ

写真４　ＴＯｌｏｎ/Tallｙ内の湿地で実施されていた環境教育

筑大演報第18号2002

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　考察

５－１　伝統医療の振興が医療植物資源に及ぼす影響

　本研究は，伝統医療の効果や役割そのものを議論するものではなく，人々が今なお伝統医療に

強く依存しているという前提から出発し，医療植物の利用の実態を通した農村生態系における種

多様性の保全について考察することを目的としている。その際に，種多様性の保全について，生

息域内保全ならびに域外保全という生物多楡院条約にある２つの枠組みにしたがい，ここではま

ず，伝統医療の振興が医療植物資源にどのような影響を及ぼすかを考えた上で，医療植物の生息

域内および域外保全について検討してみたい。

　Ｂrｏｗｎ（1995）は,南アフリカやネパールのように，ガーナにおいても医療植物の商品化による

過度な採取に伴う医療植物の消失の可能性があることを指摘している。しかし，北部州における

市場を調査した限りでは，医療植物の販売量自体が少ない上，商品化されている医療植物種も限

られていた。従って，少なくとも北部サバンナ帯に関しては，都市部における薬種市場の形成が

資源の劣化，消失を引き起こしているとは考えられない。それでは，伝統医療従事者自らによる

医療植物採取は，資源に対してどのような影響を与えているだろうか。

　今回の調査結果によると，農村に在住する伝統医療従事者が一度に大量の植物を採集すること

はなく，その都度必要な分量を採集している。また，それぞれ独自の採取圈をもっているが，比

較的広範囲に及んでおり，特定の狭い範囲に集中する傾向は認められなかった。これらのことか

ら，北部サバンナ帯において，伝統医療従事者の採集活動による医療植物消失の可能性は低いと

考えられる。すなわち，医療植物の消失をもたらすのは，医療植物の商品化や伝統医療従事者の

採集活動ではなくむしろ，生態系全体の劣化,消失をもたらす様々な開発にあるものと思われる。

５－２　医療植物の生息域内保全

　主な医療植物の生息域としては，集落領域に形成された農業生態系および「聖なる森」の２つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－100－
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が考えられる。前者については，植生調査の結果より，コンパウンドと休閑地の二次植生に分け

ることができる。いずれも，在村の伝統医療従事者にとっては，重要な医療植物採取地である。

コンパウンド周辺においては，人間活動による他の土地利用にはない特殊な撹乱のために，休閑

地にはみられない種が多数存在し，それを医療植物として利用している。

　しかし現状においては，積極的に医療植物の生息する区画を保護したり，栽培したりという働

きかけはみられない。一方，人口増加に伴う土地利用の集約化，すなわち常畑化が進行している

ため，調査結果の示すようなコンパウンド局辺の種多様性が今後も存続するという保証はない。

また休閑地については，ボズラップ(1976)が示したように，一般に人口増加に伴い，次第に休閑

期間が短縮していく傾向が認められる。 ４－２で述べたように，休閑期間の短縮は生育する植物種

を大幅に減少させ，同時に医療植物の減少も引き起こす。他の州に比べ人口密度が低い北部州に

あっては,急務というほどではないにしても,人口増加率は3.4% (1970-1984)と大変高い(表４)。

したがって，コンパウンド周辺において，庭畑のような形で医療植物保護のための区画を設ける

といった対策を，今から徐々に講じていく必要があるだろう。

　地形の平坦な西アフリカ準平原にあって，特にサバンナ帯では人口が分散し，長年にわたる人

為的干渉のもとでサバンナの植生はゆるやかに変化してきた。その中で，ギャラリ一杯やガリー

林などの存在は，原植生を示すものとして，また生態系の多様性を維持する上で欠かせないもの

と考えられる。しかし現在人々の身近にあるものとしては，｢聖なる森｣として保存されているも

のに限られており，しかも｢聖なる森｣の社会・文化的意義が衰退するに伴い，伐採や開墾によ

り存続を脅かされている(Ｔｈｅ Ghana Association for Conservation of Nature n.d.)。本来，｢聖

なる森｣は個々の集落を構成する共同体の規制により保全されていたが，その機能が失われつつ

表４　州別年間人口増加率

州名
年間人口増加率（％）

1948-1960 1960-1970 1970-1984

Western

Central

Greater Accra

Eastern

Volta

Ashanti

Brong Ahafo

Northern

Upper*

4.3

3.9

6.0

4.2

3.8

5.5

7.5

2.8

1.2

2.1

1.7

5.7

1.4

2.0

2.9

2.7

3.1

1.4

2.7

1.8

3.3

1.7

2.4

2.5

3.1

3.4

2.4

合計 ４．２ ２．４ 2.6

出所:Addae Ｍ.（1986), Population Changes & Agricultural
　　　Practicesin Ghana

＊現在は,Upper West とUpper East に分けられている。
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ある以上，政府やＮＧＯが関与し，新たな意味や役割を創出せざるをえない。

　ガーナの環境保護庁は,ＴＯｌｏｎ/Tallｙの「聖なる森」における保全に向けて,ＵＮＤＰやUNESCO

の支援のもと，集落住民に森林での養蜂を奨励した。その結果，集落住民が蜂蜜を販売すること

で収益を上げ，森林を農地に開墾することを防ぐことができた。このように，これまでは集落の

長や聖職者の権威により，一般の住民を排除することによって保全されてきた「聖なる森」であ

るが，今後は逆に住民に開放することによって保全を実現する方策を考える必要があるだろう。

すなわち，「聖なる森」の存在によって利益を受けるステイクホルダーを増やし，そのステイクホ

ルダー自らが持続的利用のルールを定め，共同で保全に取り組むという体制づくりが求められて

おり，その過程においては，政府やＮＧＯなど外部者が重要な役割を果たすものと思われる。

５－３　医療桂物の生息域外保全

　医療植物の生息域外保全には，ジーンバンクとしての薬草園/植物園を通じた収集，および栽培

や種子貯蔵による種の保全と，全国に散らばる伝統医療従事者による自家薬草園の運営とが考え

られる。ガーナ政府は，伝統医療の近代化を図るにあたり，医療植物科学研究センターを創設し，

伝統医療協会の統一を図るとともに，法制化による伝統医療の標準化を行ってきた。しかし現時

点では南部における活動に偏り，北部まで連していない。また，これらのシステムが，北部サバ

ンナ帯のような人口の分散した地域に対し，今後どの程度機能するかについても疑問である。む

しろ伝統医療システムの分権化を図る必要があり，地方の伝統医療協会の役割を強化すべきであ

ろう。今後，それぞれの風土に根ざした特徴を活かした伝統医療システムを築いていく上で，現

状における南部に偏った財政配分は，是正されるべきである(国際協力事業団1995)。

　例えば，ＧＰＴＨＡ北部州支部は資金不足のため，13地区のうち特にアクセスの困難な４地区を

管轄下にいれることができない。また２－２で述べたように，医療植物の保護を目的とする植物園

は,現在森林地帯および首都圏3に偏在している。さらにＧＰＴＨＡが医療植物栽培法を農村部の伝

統医療従事者に普及させようと企画しても,資金不足のため実現しないといった現状の解決には，

より均等な地域予算配分が望まれる。

　こうした資金問題の解決だけではなく，知識や情報の偏在も解消していく必要がある。例えば，

医療植物科学研究センターの評議会構成員には，ガーナ全土の伝統医療協会を統一すべく政府に

より設立されたＧＨＡＦＴＲＡＭのメンバーは含まれているが，サバンナ地域における伝統医療と

医療植物,植生の現状に関してもっとも豊富な情報を有するＧＰＴＨＡ北部州支部など,地方の伝

統医療協会が直接参加する仕組みはない。GPTHA 北部州支部が望んでいるサバンナ帯の医療植

物を取り扱う科学センターの創設に対しても，南部にある医療植物科学研究センターは協力する

体制にはまだ至っていない。

　生息域内および生息域外保全いずれにおいても，中央政府と地方政府，また南部森林地帯と北

部サバンナ帯相互の機能を調整し，情報交換を促進することによってガーナ全体のバランスの取

れた発展が実現する。また，医療植物の保護を考慮に入れた土地利用を実現するには，保健省や

伝統医療協会と環境保護庁をはじめとする他の省庁との連携も望まれる。
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Summary

　Like in the most of other developing nations,people of Ghana are stillin need of traditional

medicine for their primary health care. In accordance with degradation and destruction of

natural ecosystems caused by population growth and developments, however, it seems

medicinal plants together with traditional knowledge of the usage has been threatened to

disappear, especially in dryland with relatively poor vegetation and biodiversity･

　This report aims at finding out the dependence of traditional medicine practitioners on

natural vegetation and the characteristics of ecosystems surrounding tｈｅｍ。Primarydata

collection was carried out from August to September 2001 in Tolon- Kumbungu District,

Ｎ orthern Region, which is located in the east of Tamale. The vegetation is categorized to

Guinea savanna woodland with average annual rainfall of 1000 －1250 mm.

　The results obtained from interviews to apothecaries and markets in Tamale and eight

village practitionersａｒｅ:

1) Commercialized pharmacopoeia for traditionalmedicine are various from organic to non

　　-organic materials, but natural plant-oriented materials are limited and most of those

　　sold at markets in the north are derived from the forest zone of the ｓｏｕth｡
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2）Ｔｈｅvillage practitioners collect medicinal plants by themselves at need。The ranges of

　　collectionare rather limited to the surroundings but occasionally reach to distant areas

　　in neighboring regions.

3) So-called sacred groves had also played an important role as herb gardens, but such role

　　isnow being lost under development pressures on the groves. Though eight of respondents

　　were selected from the settlements closed to sacred groves, only three answered they

　　frequently used the groves to collect medicinal plants.

　The results from the measurement through quadrats established in a fallow after 3 ～5

years［Fallow］[) and another after 15 ～20 years (Fallow II), and random sampling around

the compound where one of the traditional practitioners stayed ａｒｅ:

4）Ｔｈｅnumber of plant species in Fallow II is almost twice as many as Fallow l . While

　　the species found in fallow lands are overlapped, those around the compound are differ-

　　ent.

5）The practitioner of the settlement makes use of almost all of the plants found in the

　　surroundings。

　From the viewpoint of 油一丿tuconservation of medicinal plants, the function of sacred

groves should be reestablished with broader participation of local people, rather than

exclusion as found in the traditionalregime to protect sacred groves｡On the other hand, rapid

population growth in the Northern Region has caused shortening of fallow period, which

results in poorer biodiversity. For ex一丿tuconservation, it is expected to strengthen and

expand the location of herb gardens, which is presently concentrated in the south. It is also

necessary to promote small scale herb gardens through extension activitiesto the village

practitioners.
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