
171東京外国語大学論集第 95 号（2017）
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 95（2017）

アフリカ農村における現金の貸し借りの歴史（2） 
～植民地以前のローカル金融とその変化～ 

History of debts in Rural Africa (2) 
-Local Financial Systems in Precolonial Africa-

坂井　真紀子 
SAKAI Makiko

東京外国語大学大学院総合国際学研究院 
Institute of Global Studies, Tokyo University of Foreign Studies

はじめに

1. アフリカにおけるローカル金融

2. 植民地支配以前の南西ナイジェリアの事例

3. 植民地支配がもたらした社会変化

おわりに

キーワード： ローカル金融、トンチン（頼母子講、ロスカ）、植民地以前の西アフリカ、ナイジェ

リア、ヨルバランド

Keywords： Local financial system, tontine (ROSCAs), Precolonial West Africa, Nigeria, Yoruba 
Land

【要旨】

西アフリカでは、植民地支配以前から、サハラ交易を通した子安貝による貨幣の使用が盛ん

で、トンチン（頼母子講）などのローカル金融制度が独自に発達した事例が多く見受けられる。

本稿では、南西ナイジェリアのヨルバランドにおけるトンチン（エスス）と巡回型銀行（アジョ）

などのインフォーマルな金融制度を取り上げ、植民地支配に起因する社会変動に対応する制度

の変遷を考察する。植民地以前のヨルバランドは伝統的に高度に社会階層化されていたが、伝

統的価値規範に基づいた人びとの貨幣に対する態度は、個人の利益増大を忌み嫌うものであっ

た。そのため当時のローカル金融は「非商業的」であり、相互扶助的性格が前面に出ている。

イギリスの植民地支配は、賃金エリート層の出現を促し、個人の所有概念や外来の日用品の流

入に伴う物欲の増進とそれに伴う貨幣への渇望をかきたてた。伝統的価値規範の崩壊とともに、

伝統的ローカル金融の制度は社会のニーズに合わせて変化を遂げている。
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In precolonial West Africa, cowrie currency gained widespread usage through Saharan trade 

and contributed to the development of various traditional local finance systems. This article 

analyzes the evolution of “Esusu” and “Ajo” (the local financial systems of South West Nigeria’s 

Yoruba lands) through the brutal social change introduced by colonial rule. Although precolonial 

Yoruba society was highly stratified, it held negative views of increasing personal wealth which 

were based on traditional moral precepts. As such, local finance systems were characterized 

by “non-business” and emphasized mutual aid networks. British colonial rule encouraged 

the emergence of new salaried elite, as well as materialistic desires through introducing daily 

European commodities.  The subsequent collapse of traditional moral precepts forced traditional 

local financial systems to alter concepts and frameworks in order to parallel new social needs.

はじめに

アイリフ（1989）は、ヨーロッパによる植民地統治以前から、西アフリカを中心として資本

主義的な活動が行われていたことを明らかにしている。当時はまだヨーロッパの鋳貨は入って

おらず、西アフリカ一帯ではモルジブ産の子安貝（cowrie）が通貨として使用されていた。ア

イリフが描いたように大規模な商取引を行うアフリカ人資本家や商人が活躍する一方、市井の

人びとはどのように日常の経済活動をおこないお金を管理していたのだろうか。この主題は決

して新しいものではない。植民地期の記録や、口承によるインタビューの記録をもとに様々な

金融システムに関する研究が行われてきた。特に頼母子講（トンチン）は現在も世界中で観察

される庶民的なインフォーマルの金融制度である。アフリカにおいてもナイジェリアやカメ

ルーンをはじめとして、各地で様々な形態の活動が活発に行われていることから研究が蓄積さ

れている 1)。

本稿では、植民地支配を受ける前の西アフリカのローカル金融の実践に注目する。ヨーロッ

パとの接触以前から、子安貝などの貨幣を基礎として形成された金融制度は、当時のお金をめ

ぐる価値規範に支えられている。植民地支配による強引なヨーロッパの資本主義的価値体系の

導入によって、それまで培われてきた生活上の価値基準が土台から覆った時、ローカル金融は

どのように変化したのであろうか？世界各地に現存し、変化を続けている様々なローカル金融

の源流の一つを探ることで、現在の資本主義的ルールを相対化する視点を獲得したい。本稿の

目的は、その入り口としてローカル金融の歴史的変遷を整理することである。

主に扱うのは、南西ナイジェリアのヨルバランドの事例である。当時のローカルの伝統的金

融システムであるトンチン、およびその他の実践に着目し、Adebayo（1994）1 や Falola（1995）

の研究をベースにその歴史的変遷を整理し、植民地支配による様々な影響を考察する。第 1 章
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第１節で先行研究を整理したのち、第 2 節では、アフリカで観察される地元由来の金融制度を

整理する。第 2 章では、ナイジェリアのヨルバ社会で実践が確認されているエスス（Esusu）

とアジョ（Ajo）という二つの金融制度を中心に考察を行う。第 3 章で、これらの制度の下支

えとなっていた植民地以前の地域の価値体系に着目し、植民地支配が社会構造そのものに与え

た様々な影響が、地元の金融システムにどのような変化をもたらしたのかを考察する。

1.	アフリカにおけるローカル金融

1.1.	先行研究について

Adebayo（1994）は、植民地期以前のアフリカにおけるローカル金融制度について、Fadip

（1970:256）や Hopkins（1973:70）など研究者の多くが共同体の互助的機能のみに注目し、経済

面での制度的価値を認めてこなかったことを指摘している。それまでは“伝統的”なローカル

金融制度の民俗学的興味が強調される一方で、近代化の進行に伴い衰退する制度として、「開発」

を主軸とする経済学の中ではそれほど重要視されてこなかった。だがArdererとBurman（1994）

が世界のトンチン制度についてまとめたように、世界中にはさまざまな形態のローカル金融が

存在し、しかも現在に至るまで衰えるどころか、人々の移動に伴い各地で活性化するさまはと

ても興味深い。

1980 年代初頭のサブサハラアフリカを中心とする商業銀行と開発系銀行の金融危機を境に、

様々なローカル金融制度に関する研究に対する評価が大きく変化した（Servet 2006:157）。各地

のローカル金融と開発との関係を主題とした研究は、国際援助の文脈で、“伝統的貯金・貸し

付けシステム”の貧困削減への利用可能性の点から注目を集めることになった。だが Adebayo

は、Stiglits（1991）など多くの研究が経済学者の狭い経済的知見のみに基づいていると指摘す

る（Adebayo1994:390）。

フランス語圏においては、1984 年に開催されたシンポジウム『貯蓄と開発（Epargne et 

développement）』の報告書（Kessler et Ullmo : 1984）の出版がきっかけになった。アメリカでは

オハイオ州立大学のグループ主催の研究会で、世界中の事例が競って報告されインフォーマル

金融の経済分析がなされた（Servet 2006 :158）。オハイオ州立大学のインフォーマル金融の研

究会は、米国開発庁（USAID）や世界銀行と共催で 2)、発展途上国のインフォーマル金融市場

の「近代化」の文脈に統合されていく。そのアプローチは、人類学から経済学、複数の学問領

域にわたるものなど多様である。在来のインフォーマル金融制度のモデル構築も試みられたが、

その一方で現実の複雑かつ多様な実践に対する過度の簡素化が問題視されている。この指摘は、

現代のマイクロファイナンス研究の潮流にも通じる傾向であると言えよう。本稿では、社会的・

歴史的文脈にローカル金融制度のダイナミズムを位置づける作業を試みる。人びとの生活実践
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の場に埋め込まれた実践の社会的意味を問うのみならず、日常のニーズを満たす経済制度の吟

味も合わせた統合的理解に貢献できるのではないかと考える。

1.2.	トンチンあるいは頼母子講

アフリカにおけるインフォーマルな金融制度の形態は多様である。地域ごとに類似の実践を

観察できる一方、それぞれの固有の文脈を抜きにしてモデル化・普遍化することは難しい。こ

こでは、トンチン（頼母子講）の概要を明らかにし、本稿の主題となるナイジェリア南西部の

ヨルバ社会のトンチン組織エススの理解の準備とする。

トンチン（la tontine）は世界各地に観察される庶民金融組合のフランス語の総称である 3)。

英語ではロスカ（RSCAs: Rotating Savings and Credit Associations）という用語が用いられる。

日本では、頼母子講あるいは無尽などと呼ばれ、鎌倉時代にはじまり江戸時代に大流行した。

多くは近代的な金融機関に押されて消滅したが、一部の地方では現在も頼母子講が活発に行わ

れている。世界的にみると、アジア、アフリカ、インド、ラテンアメリカなど、世界各地でこ

の実践は現在も活発に行われている。本稿では、便宜上こうした庶民金融をまとめて「トンチン」

と呼ぶことにする。

トンチンの運営方法にはさまざまなバリエーションがあるが、基本的には複数のメンバーが

集まってグループを構成し、決められた周期（毎週あるいは毎月 1 回など）に出資を行い、集まっ

た総額をメンバーが一人ずつ順番に受け取っていくシステムである。このシステムでは、最後

の一人が総額を受け取るまで途中で退会することはできない。その機能上、参加者全員が毎回

滞りなく出資しつづけることが必要になる。野元（2005:175）が的確に表現するように、最初の

受領者にとっては純粋な貸付であり、最後の受領者には純粋な貯金という意味合いを持つ。

セルヴェ（Servet 2006:189）によれば、アフリカでは大陸の中央部（ベナン、ナイジェリア

のイボ社会、カメルーンのバミレケ社会など）では植民地支配前からトンチンが発達していた

という。一方、セネガルの南部などのように、トンチンの広がりが比較的新しく、第二次世界

大戦後に初めて開始された地域もある。

トンチンに関する研究の蓄積は厚い。近年のトンチン研究の集大成として、アーデナーと

バーマンの共同編集による“Money-Go-Round”（Ardener, S. and Burman, S.（eds.）（1995））があ

る。この論文集は、アフリカ、アジア、アメリカ、ヨーロッパ各地の移民社会で実践されるト

ンチンの中でも特に女性との関係に焦点をあてている。Ardener（1964）は、ギアーツ（Geertz 

1962）がトンチンのメカニズムを農村中心の伝統的な社会から商業社会への移行期にみられる

一時的なものととらえているのに反論し、すでにこの時期にトンチン独自の現代性についての

考察を行っていた。アーデナーとバーマン（1995）が、30 年後に指摘するように、移民の流入
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によってトンチンの実践が先進国に根付き、活発化している現象は大変興味深い。次項では、

植民支配以前の南西ナイジェリアに視点を移し、ヨーロッパの貨幣システムの流入以前の状況

を考察する。

2.	植民地支配以前の南西ナイジェリアの事例

2.1.	植民地以前の西アフリカの貨幣と社会階層

人びとの生活の中で、ローカル金融の仕組みが生み出され、社会の発展とともに進化してい

るとすれば、少なくともその始まりの時点から貨幣経済の形態が存在していることが前提とな

る。ヨーロッパの鋳貨が流入する以前にアフリカでは独自の貨幣が流通していた。特に北部の

サハラ砂漠からその南のサバンナ地域にかけては、キャラバンによるサハラ交易が活発に行わ

れ、その交流の中で貨幣が用いられてきた。古くは岩塩、金、熱帯雨林で産出されるコーラナッ

ツなどであったが、15 世紀頃から西アフリカにおいてはカウリ Cowrie（日本語で子安貝ある

いはタカラ貝）と呼ばれる白い小粒の巻貝が通貨として広く流通した。ここではこの通貨を子

安貝と呼ぶことにする。子安貝の貨幣についての詳細な研究に Jonhnson（1970）がある。今は

概要を簡単に説明するにとどめよう。西アフリカで広域の貿易に利用されていた子安貝は、3

つのルートで西アフリカに流入したと考えられている。

（1）　北方のキャラバンルート

（2）　大西洋岸からの南方ルート

（3）　東方ルート

子安貝はもともと 15 世紀にベナンの交易人が、サンゴや欧州産の布や鉄と一緒に北方ルー

トで持ち込んだもので、それが貨幣として流通するようになったという（Akintoye（1971:25）。

のちには銃、火薬、ビーズ、カリウムなども交易品として取り扱われるようになった。中継地

は南西ナイジェリアオンド州の現在の州都アクレ（Akure）であった。子安貝は、ポルトガル

人との接触以前にすでに当時の西スーダン（現在のマリ）に入っていたとの説もある。ヨルバ

ランドや、湾岸部のベナンやビアフラでは、子安貝を数えやすくするために、糸を通して束ね

ていたという。

17 世紀にヨルバ商人が大西洋交易に参入したことにより、北方のキャラバン交易ルートか

らの子安貝の流入が減少し、大西洋ルートが主な流通源となった。さらに奴隷貿易によって、

子安貝の流入規模が拡大する。実際に奴隷貿易に携わっていたのは、イジェ、エグボ、エグバ

ド、古代オヨ帝国などである。ヨーロッパ貨幣の流入以前は、南西ナイジェリアのヨルバにとっ

ては子安貝のみがお金（Owo）であった（Adebayo 1994 :380-381）。
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当時、人々はお金に対して、畏敬に似た神秘的で特別なシンボルとしてのイメージを抱いて

いた。Falola は、ヨルバのお金にまつわる言い伝えを紹介し、そこに観察できる人々の金銭に

対する態度や考え方を考察している。

「お金の源はどこにあるのか？どうしたら見つけられるのか？見つけた人は、知恵や努

力で得たわけでなく、それが運命だったからである。道ばたや、地中に埋められた壺の

中にあると、多くの神話や伝承が伝えた。実際の生活では、ほとんどの人は”お金の源”

を見つけることはできない。あきらめた人は、見つけた人の手伝いをしたり、そこから

借りたりする。時にはトラブルも一緒に（Falola 1995: 165：筆者による翻訳）。」

お金には神秘的な力があり、金持ちは特殊なパワーを使って、お金を他の有用なもの（良い

食糧、薬、人間関係など）に変換することができると人々は信じていた。人々にとってのお金

のイメージは、不思議な方法で旅をして、特定の人のところに突然やってきて、突然何も告げ

ずにいなくなる訪問者である。別名を精霊、月、よそ者、魔法使いなどともいう。もしお金が

自分のところに来たら、怒らせないように丁寧にもてなす必要がある。そして浪費するような

生活習慣を避けてつましく生活しなければ、お金は不意にいなくなるのである。

ヨルバ諸国は昔から王とその家族を頂点に頂く高度に社会階層化された社会であったが、貨

幣の導入によってその性格はさらに強化された。社会を統治する貴族階級の構成員は、王、王

子、都市や地区の首長、兵隊の幹部などは、自らの地位を利用して、土地、労働力、財産にア

クセスしていたが、子安貝がのちに新しい富の源泉となった。

2.2.	巡回型銀行・アジョ（Ajo）

アジョ（Ajo）はアコジョ（Akojo）とも呼ばれるヨルバの貯蓄制度の一つで、巡回型銀行と

も言われる。本稿では名称をアジョに統一する。集金人アロジョ（Alojo）がクライアント一人

ひとりの元を回り、定期的に貯金の集金を行う。アロジョは本業の傍ら行うパートタイムの場

合と、フルタイムの専業の場合がある。植民地以前は、知り合いのグループで行っていたが、

植民地時代に、互いに知らないバラバラなメンバーを、集金人が回って貯金を回収する組織へ

と発展した。この場合集金人には、個人的な人間関係の如何にかかわらずクライアントの信頼

を得る資質と管理能力が必要となる。集金人のプロフェッショナル化に伴い、集めたお金の一

部から謝礼が支払われるようになった。

アジョは、個人の都合で、たとえ短期間でも決めた期間の終わりに貯金を引き出すことがで

きる。それに対して、エスス（Esusu）はよりトンチンに近く、メンバーに対する分配がすべ

て終わるまで、定期的に出資しつづけなければならない。この二種類のシステムは、どちらも
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貯蓄機能を持つが、ともに利子を取らないところに特徴があった。

当時は無文字社会であったため、クライアントも集金人も自分の記憶に頼った管理方法を採

用していた（Adebayo 1994:393）。公平性を担保するため、部屋の壁に線を引いて記録するなど

の工夫がなされたという。植民地前夜の伝統社会の崩壊と人びとの苦悩を生き生きと描いた

アチェベの『崩れゆく絆』（アチェベ , 2003）に、主人公の父が子安貝による借金額を家の壁に

チョークでつけていたという描写は、当時の実践を彷彿させる。

アジョではクライアントから預かった現金の紛失を恐れて、エススよりも比較的低い金額で

のやり取りが行われた。また実際にはアロジョの持ち逃げもあったという。あくまでクライア

ントの貯金を支援する仕組みであるため、クライアントは預金を短期間ですぐ引き出すので長

期的な投資に回すことは困難であった。そのため制度としては、投資による原資の増大は、集

金したお金の使い道としては想定されていなかった（Adebayo 1994:189）。

2.3.	トンチン制度・エスス（Esusu）

ヨルバ社会のトンチン制度として有名なのがエスス（Esusu）である。エススの語源は、

ヨルバ語の Su = 一緒に貯める、貢献する（pooling together, or contributing）から来ている。

Bascom（1952）の定義によれば、エススは組合長の下で同意のもとに決められた一定額を順番

に各メンバーに支払う仕組みで、金の受け渡しが執り行われる場所、および支払の期間は厳密

に決められていた。全員が資本を受け取った時点で 1 サイクルが完了する。エススは、西アフ

リカの他地域からヨルバに広まったという指摘があるが、Bascom はむしろヨルバ自身がこの

システムを作ったと考える方が適切だと主張している。

では、エススはいつはじまったのか？ Ardener（1964:209），Biobaku（1957:26）は、エススの

誕生を 19 世紀とみなしているが、Adebayo（1994）はさらに早く 18 世紀ではないかと考えてい

る。Adebayo は Law（1977）を援用し 1770 年代、アラフィン・アビオドゥムの統治時代に、オ

ヨの貿易商によってエススがはじめられたとしている。その原型は、共同体における農耕の共

同作業の習慣（アロ）に由来するとの説がある。アロ（aro）は、3 名から 7 名ぐらいの友人や親

せきの小さいグループで形成されたクラブである。メンバー全員は、一人のメンバーの農作業

に手伝いに行き、そのお返しとして手伝ってくれたメンバーの畑にグループ全員で仕事をしに

行く。全員の農作業が終わるまで、労働の提供と返礼のサイクルが続く。こうした農耕の共同

作業形態のメンバー間で、最初は穀物などの収穫物のストックが行われ、のちに現金化したも

のがエススとして発達したのではないかと考えられる。

次にエススの様々な制度的機能を確認する。エススには、貯蓄機能と貸付機能が備わってい

る。トンチンは小規模の資本形成にしか役立たないと思われがちだが、ビジネス用に特化した
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大規模（メンバー 200 人以上）のものも存在する。Adebayo は、トンチンは個人のビジネス用

の高額の資金を貯蓄できないという説に異を唱えている。同様に、植民地期以前に資本市場が

なかったという説にも反対の立場をとる。庶民にとっては、エススは小規模の資本を獲得する

ためのサポートの仕組みであり、同時にある意味強制的な貯蓄を促す装置でもあった。

さらに社会全体の貨幣の流通を考えると、Adrerer（1964）が言うように、個人が自宅に貯め

た現金は流通しないが（タンス貯金）、エススに出資したお金は常にだれかの手に渡り、社会

に流通している（働いている）。またエススは、常にメンバーのだれかにまとまった金額を渡

す義務があるので、高額の現金が責任者の手元に滞留しない。そのため着服などの不正が行わ

れる機会がないため、集金人に預けたままのアジョよりも安全性は高い。

さらにこの機能は、ヨルバの宗教的制裁による社会的道徳規範の遵守によって強化されてい

た。たとえばオヨという町 4) では、詐欺などの不正はサンゴ（Sango ／雷神：詐欺、窃盗に対

して雷を落とす）に訴えることで防止されていた。同様にオグン（Ogun ／鉄の神：不正を働

く者に損害を与える）の存在も大きかった。エススで各メンバーの受取金額を決定する重要な

会議では、ババラウォ（Babalawo）と呼ばれるイファの司祭を招き、最終決定をゆだねていた。

エススの貸付機能（Falola 1995: 396）は、基本的に互いがよく知るメンバー同士の運営に任

されていた。メンバーの返済能力をよく知るリーダーの審査により、信用のおける人しかグルー

プに入れない。一回りして全員が資金を受け取るまで、定期的に続けることが重要である。当

時、サイクルの過程では、近代的な銀行と違って担保を取らず、利子も発生しなかったと記録

されている 5)。現在参照している文献のみに頼って利子の有無について早急な判断をすること

は避けるべきではあるが、当時、ヨルバのエススが、非商業的（Unbusinesslike）と言われてい

た点は強調してよいと思う。共同体的精神さきにありきで、ビジネスによる個々の利益獲得は

その次にくるとの価値判断であったようである。

2.4.	植民地期以前のヨルバ社会におけるエスス（トンチン）と資本形成

これまで見たように、エススは、植民地期以前にすでに安定した基盤を確立していたといえ

る。その背景には、過度の利益追求に対する道徳的嫌悪感をもつ当時の価値体系に、エススの

機能が十分に応えていたことが指摘できる。金持ちにとっては、エススの仕組みはさらに資金

を得るツールであったが、貧乏人にとっては、その機能は、社会経済的必要性に対する対応で

あった。彼らにとってのエススは、基本的に貧困の苦しさを回避するための相互扶助の装置で

あるが、わずかながらも資金を蓄積する機会でもある。エススの運用は、お金の社会的価値を

認め、共同体のメンバー同士が互いに借金によってつながるための社会基盤づくりであった。

Servet （2006 : 159）が指摘するように、植民地以前のアフリカの特徴として、アジアなど他地
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域に比べて歴史的に質屋や高利貸は比較的少なかったようだ。エススの「非商業的」性格は、

貧富の別なく共同体構成員の道徳観念にアピールするポイントであった。当時から高利貸も存

在していたが、当時のヨルバ社会では、利子を取る行為そのものが、品位に欠け非難される

べきいやしい行いとみなされ、さげすまれた。たとえば s’ogund’ogoji = return twenty to forty

（20が 40になって戻る）などの在来の高利貸しに対する評価は必ずしも良いものではなかった。

だからこそ植民地期以前の社会では、利子をとらないエススが資本形成の装置として広く受け

入れられ機能したと考えられる（Falola 1995：162-163）。

先にみたように、ヨルバのエススの原型は、農作業の共同化システム（アロ）など互助組織

に求めることができる。かつては穀物などの農産物を媒介とし、その後貨幣へと扱うものは変

化した。だがメンバーの経済的困難（時には精神的困難）を支援しあうという基本的な目的は

維持されてきた。たとえば結婚式、葬式、宗教儀式などは、誰もが人生の節目でいずれ直面す

るライフイベントである。社会規範上必要とみなされる高額出費の内訳の多くは、料理や酒な

どのもてなしの消費に充てられる。ビジネスの論理で考えれば、この“投資”に金銭的な短期

のリターンがあるわけではないが、社会の中での関係構築に必要不可欠な消費である。多くの

トンチン研究が指摘する社会の相互扶助的側面が前面に押し出されていたのが、植民地以前の

シンプルなローカル金融の仕組みであった。

他方、小商いの初期投資や耕作地拡大など、個人の富の増大につながる“投資”の支援も、

エススから得ることができた。このことから、経済活動の担い手としてのエススの機能の独自

性にも同時に注目すべきだと考える。Adebayo や Falola が指摘するように、トンチン研究が、

社会的互助機能と経済組織としての効率性の二元論に陥ることは避ける必要がある。次に植民

地の影響による組織の変化を見ることで、エススの経済組織としての側面にも同様に光を当て

ることができるであろう。

3.	植民地支配がもたらした変化

3.1.	植民地前夜のローカル金融

Adebayo（1994:396）は、植民地支配の開始と前後する 19 世紀末期、ヨルバランドとその近

隣間の戦争の常態化が社会経済活動へ与えた影響を指摘している。この一連の戦争は社会を脅

かし日常生活を不安定にした。戦争に加え、奴隷貿易とその廃止、頻発する飢饉、難民の発生

と受入など、様々な不安定要因が発生する時代であった。こうした状況下で、コミュニティ

や、家族、個人などさまざまなレベルで社会制度は大きな変化を経験する。エススにとっての

最大の困難は、メンバーの移動などで決められたサイクルを完了できないことであった。オヨ

（Oyo）、オウ（Owu）、イコイ（Ikoyi）などの多くの町が戦争によって崩壊した。村が破壊さ
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れたところでは、受け取った資金を持ったままメンバーが他の地域に逃げることもあった。エ

ススの欠点は人びとの移動に対応できないことである。そのため社会の不安定化に伴い多くの

グループが消滅した。人々は地面を掘って所持金や貴重品を埋め、事態が収拾するまでのつも

りでいったん故郷を離れたが、その後、帰還を実現した人はわずかであった。伝統的宗教を基

盤とする社会規範も同時に崩壊し、貯蓄に対する考え方も大きく変化した。戦争の被害が少な

かったところでは、かろうじて伝統的な制度や価値規範が維持されたが、それでもエススの実

施サイクルは短くなり、より小規模のメンバー構成で行うようになった。運営規模を最小限に

抑え、できるだけ確実にメンバー全員の資金入手を可能にするためである。

戦争に伴って長距離交易は危険が増加したが、19 世紀半ばからかえって交易品の価値が上

がり利益が見込めるため、商売には更なる資本が必要となった。交易人のグループが、商売の

ための資金確保を目的として、少人数かつ高額の資本を扱うエススをはじめる。より専門に特

化した構成により、資本形成が効率化されていった。この流れを受けて、工芸品の職人など、

職能集団による専門性の高いエススが発達するようになった（Adebayo 1995:397）。

3.2．	植民地支配

ヨーロッパによる植民地支配が始まる 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、南西ナイジェリ

アは、アフリカのほかの地域同様、新しい政治権力や、官僚制度、換金作物経済の導入などに

よる大きな社会の地殻変動を経験している。農産物の輸出と、日用品の輸入による貿易のほと

んどは、巨大な資本を持ちヨーロッパ市場とつながる外国企業が独占した。

この時期にすでに広域で流通していた子安貝の貨幣制度を温存することは、植民地政治の実

行に対して多大な不利益をもたらすことであった。そこでイギリスは、1920 年までに子安貝

の通貨を非合法化し、英国貨幣を導入した。子安貝はあらゆる流通から排除され、外国人は受

け取りを拒否するようになった。しかし人々の間では子安貝は闇で取引がなされていた（Falola 

1995: 164）。19 世紀から 20 世紀初頭にかけて流入した英国の鋳貨は銅製だったため“Kobo

（Copper coin）”あるいは“Sile（shilling）”と呼ばれた。第一次世界大戦時には、鋳貨だけでなく

紙幣が流通し地域に拡散した。

イギリスは、新貨幣の使用を促す政策として社会の貨幣化を徹底した。新貨幣は、給料の支

払い、納税、国内および海外市場での取引に使われた。輸入日用品の人気が日々高まり需要が

増えたが、新貨幣による支払いが義務化されたため、人々は新貨幣を求めるようになった。古

い価値体系に属する情報の伝達や伝統的行事などは子安貝に連関しているので、新しい貨幣を

使うことはできなかった。だが、機能面において、新貨幣のほうが子安貝よりも会計が楽で持

ち運びやすいことから、次第に人々は新貨幣に慣れ、子安貝と同様に扱うようになった。
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植民地以前は、お金へのアクセス、それはすなわち権力や名声とつながることであり、その

結果として富があった。現金を所持する人より、資産を持つ人のほうが社会階層の上位に位置

していた。だが 1850 年以降、キリスト教ミッションと植民地支配の介入によって、ヨルバの

社会階層は複雑化した。植民地以前は土地や農場、家などは共同体の共同所有だったが、植民

地の介入によって個人所有の概念が根付いた。西洋式の教育を受けたエリートは、好条件の賃

金労働の機会や植民地政府との関係にアクセスすることができた。官僚制度が発達し、公的セ

クターがつくられると、西洋教育を受けたナイジェリア人が雇用された。公的セクターで賃金

をもらうエリートたちは、安定した現金収入のほか、植民地権力とつながることで得る様々な

副産物を手に入れた。担保を取るタイプの新しい金融制度に対して、給与所得者は保証人とし

て十分な信用を得た。彼らは収入が不定期な人より有利な立場を享受することになった。個人

所有の概念と新しい商品の購買願望に後押しされた新興エリートは、これまでの金銭に対する

価値観とは全く違う消費行動を行う存在となる。また、庶民階級も購買意欲を増進させ、新貨

幣を得ることそのものが新しい価値観となっていた。だが、地元のローカル金融のシステムは

すたれることなく常に存在した。人びとの貨幣と消費行動、所有概念などの根源的な変化に対

応すべく、ローカル金融は植民地以前の形態から大きく姿を変えることになる。

3.3.	植民地支配下で発達した様々なローカル金融の形態

Adebayo（1994）は、1930 年代から 50 年代のエススの状況を聞き取り調査した Bascom（1952）

に依拠して、エススの複雑かつ大規模な組織の特徴をあげ、エススが他地域からの流入ではな

く、ヨルバ自身の発明であると論じている。植民地支配の社会や経済に対する振動の大きさを

鑑みると、大きく多様化する社会のニーズに合わせて、この時期にエススの機能や規模も多様

化したと推察できる。しかしながら Bascom の調査結果は、英国の植民地統治下の情報に基づ

いており、それ以前のエススの原型が、どのように具体的に変化したかを比較することは現時

点では難しい。この点については、さらなる情報の探索が必要である。

植民地支配は、エススの記録方法に大きな影響を与えている。かつて個々人の記憶や部屋の

壁に付けたしるしに頼っていた運営は、19 世紀にキリスト教宣教師団が行った西洋教育の導

入に伴い、記帳による記録方法を取り入れることになった。この変化は運営の効率化を促し、

エススの大規模化を後押しすることになったと考えられる。

Bascom によれば、あるエススは、200 人にも及ぶ大人数のグループで、4 年から 5 年にわ

たるサイクルを行う場合もある。その利点としては、高額の資金を貯蓄することができるので、

1 回の受取額も高額になり、ビジネスを始める元手などの資本蓄積を目的とする人にとっては

効率がよい。デメリットは、資金が不十分な人は常に貯金して資本を貯蓄することを強制され
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るため、自分の毎月の収入の使い道に大きく制限がかかることである。

さらに大規模のエススは、官僚制に準じた組織形成になった。「大きなエススグループは 4 つ

以上のサブグループにわかれ、資本を受け取る順番に従ってナンバーで呼ばれる。もしサブグ

ループの一人が資金を得た後に出資できない場合、サブグループの責任者およびメンバー全員

が全力で事態を収拾する（Bascom 1952:64）。」エススのトップは必ずしもメンバー全員と個人

的に知り合いである必要はなく、その下部グループ長との関係さえ明確であればよい。この場

合の利点は、全体の責任者にアシスタントに相当する人がついており、円滑な運営ができるこ

と、サブグループの責任者同士は個人的に知り合いで、そのリーダーとしての資質や人間性に

信頼を置ける関係を構築していることである。

責任者を引き受けると特別な利益もある。大規模なグループにおいては、しばしばメンバー

には参加者数や期間について知らされていない場合がある。その際、責任者は自分の権限で秘

密裏にローテーションが自分に多く回ってくるよう手配することも可能である。ちなみにエス

スの責任者にはコミュニティの重要人物（村長、王子、王女など…）がつくことが多い。

メンバーシップに対する柔軟な考え方も、Adebayo がエススの特徴としてあげる点である。

メンバーシップは一人一口とは限らない。個人がメンバーシップを二口以上保有する場合があ

る。その場合、出資金も倍以上に増額され、同時に総額を受け取る回数も増加する。その反対

に、一人で規定の出資金額を支払えない場合、メンバーシップ一口を複数人で分け合うことも

可能である。この仕組みの利点は、裕福層も貧困層も自分の参加可能な範囲で同じエススに参

加できることである。また様々な社会階層から資本蓄積を行うことができる。

メンバーの資本蓄積への願望が大きくなるにつれて、エススの構造は複雑化し、機能も規模

も変化してきたと考えられる。だが、大規模の組織運営には必ずリスクが伴う。エススが 4 ～

5 年の満了期間以前に、メンバーの一人が出資できない状況に陥るなどのつまずきから、途中

で立ち行かなくなることを「道の途中で死ぬ場合“In case that the esusu ‘dies on the road”」と

いったが、このようなケースも多く存在した。

ローカル金融の仕組みで変化を見たのはエススだけではない。Falola（1995）はローカル金融

の社会的変化への対応として、エススの組織的進化にくわえ、既存の伝統的仕組みが修正され

て残ったケースと、これまでにない新しい形態とを分類している。

●既存の制度の修正（Falola 1995 : 171-172）

①　カカオ、コーラナッツ、パームやしなど換金作物の収穫を担保とした借金

農地の全面積あるいは一部で採れる農産物の何年か分の権利を担保として現金を借りる。必ず

市場はあるのでリスクはないが、債務者は債務不履行の場合は農地を差し出さなければならず、
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農産物の価格上昇や豊作の恩恵を得ることができない。質入れと同様、農地は同時に担保でも

あり利子でもある。

比較的寛容な契約では、一度の年間の収穫における穀物の販売にかける利子は抑えられてい

た。借金は現金でなく収穫物での返済が約束され、不作などの理由でその年に払えなければ翌

年に持ち越すことが可能であった。それに対し、搾取的な契約は返済条件が厳しく、質屋のよ

うに他の仲介人にコンタクトしないよう貸主が行動を制限するなどしていた。

②　商品の分割払い

購入する品物を先に受け取り分割で支払う。分割払いを勧める商人（Osomalo）が収穫前の換

金作物畑や、村の祭りなどのイベント前にやってきて、強引に衣服や宝石、化粧品などを掛け

売りする。サービスチャージ（手数料）が加算されることもある。3 か月据え置きなどの対応

も行っていた。

③　労働力の質入れ（Iwofa）

19 世紀にできた制度で、奴隷制度が禁止になった後（1880s ～ 1920s）に、賃金労働者を確保

して労働の不足を補うために行われた。家族（時には子供）の労働力を質入れして、借金をし、

返済義務を終えるまで、利子分をその労働力で支払い続ける制度である。ローカルエリート

はこの制度を利用して労働力を入手していた。主にイバダン、オヨ、アベオクタのような地

方都市で発達した。たとえばイバダンでは 10,000 軒にも及ぶ質屋があったという（Falola 1995: 

175）。のちにこの制度は、国際的人権意識の高まりから植民地政府の取り締まりを受けること

になる。

●新しい形態のローカル金融（Falola 1995: 173）

①　パロ - オロウォ（Paro-olowo）

金のアクセサリーやラジオ、高級布、腕時計、革靴などの高級品と引き換えにする借金のこと

である。手元に様々な消費財を持った人が対象になるため、農村よりも都市部で発達してい

る。貸し手の利益は高利のため大変高い。中には相続した物品をもとにローンを組むケース

（arungun）もある。かつては相続した品物に対する敬意は守られていたが、都市化に伴うモラ

ルの崩壊を指摘する声もあった。

②　パロ - エレル（Paro-eleru）

使用済みの古着や靴など持ち運べるものを売ってお金と交換する。組織していたのは古着など
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から利益を得ていた行商人である。土地や家などの不動産は含まれない。

③　高利貸し（sogundogoji : convert twenty to forty ‘20 から 40 になる ’）

高い利息（100 ～ 300％）を取り、担保による保証も必要なローンである（Falola 1993）。顧客の

対象は、おもに多額の資本を探す都市在住の外国人、あるいは緊急にまとまった金額を必要と

する人などである。公的セクターで働くエリートが保証人（onigbowo）として選ばれた。

●公的金融機関（銀行）

Adebayo（1994:397）は、植民地政府が近代的な銀行・金融・保険制度を導入し、経済面での

支配と搾取を徹底しようとした試みを考察し、民間の金融制度との相克から棲み分けに至る過

程を明らかにしている。1872 年に、ナイジェリアに初めて African Banking Corporation （ABC）

が設立された。英国本国の資本による銀行の参入を植民地政府は法律によって保護した。それ

に対し、ナイジェリア資本の銀行は差別的扱いを受け次々に破産する。政府は、共済組合の組

織や、商業銀行業務や保険会社に介入しようとするが逆に失敗する。

銀行に対する不信感が増大する中、銀行の契約形態が担保や保証人などの条件も厳しいこと

から、銀行は「非人間的」で「商業的」であるとみなされ、リスクを恐れた人びとが距離を置く

ようになった。人々は自らの資本形成にますますエススやアジョを利用するようになり、ロー

カル金融の活動は活発化した。このようにしてエススやアジョは、あらためて社会における資

本蓄積のための経済制度としての地位を確立した。結果として近代的銀行はフォーマルセク

ターの管轄にとどまり、ローカル金融システムであるエススやアジョが、インフォーマルセク

ターで働く人びとの利用を管轄することで棲み分けが進んだ。

おわりに

本稿では、南西ナイジェリアのヨルバランドにおける植民地以前のローカル金融の実践に着

目し、植民地支配のインパクトにより、伝統的価値観に基づく社会制度と貨幣に対する価値観

が大きく変化する様子を観察した。エススに代表される当時のローカル金融制度の特徴として、

注目すべきは貧困層と富裕層の格差にかける架け橋としての機能である。同じグループに違う

社会階層が参加し、貧富の差に関係なく資本形成のチャンスを与える場となっていた。地元の

宗教倫理に裏付けされた価値規範に支えられた利子を取らない「非商業的」性質が、制度の伝

搬に貢献したと考えられる。

Geertz（1962）は、エススの効用として農業分野と商業分野の経済格差を是正する点を挙げ

ているが、実はその格差はそれほど大きくないと思われる。各世帯内の構成員は必ずしも同一
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の生業を行っているわけではなく、職の多様性を実現し様々なリスクに備えている。一つのコ

ンパウンドに、農民、手工芸職人、交易人などが一緒に住み、同じエススに参加する場合もある。

Adebayo は、Geertz の議論がこうした拡大家族内分業による世帯の生存戦略を考慮していな

いと指摘する。さらに西洋的な観念から想像される都市と農村の格差および断絶もアフリカ社

会ではそれほど見られない。都市と農村は、人びとが往復するダイナミズムの中でつながって

いる。むしろエススは、流動化を促す往復運動の強化に貢献していたというのが Adebayo の

説である。

これまで見てきたように、エススは貧困者の救済のみを目的とする特別な制度ではない。ま

た社会の近代化（西洋化）とともに消え去る一時的な制度でもなかった。それ自体がすでに社

会的・経済的に合理的なシステムであり、常に変化する不安定な社会において構成員のニーズ

を常に満たしている。伝統的な価値規範の中で、貨幣が名声や威信の源であった時代から、近

代資本主義の流入による貨幣をめぐる社会的意味は大きく変化した。エススをはじめとする

ローカル金融制度が、こうした変化に柔軟に対応し、様々に分化する様子は大変興味深い。こ

の柔軟性が、現代においても地域的拡大と機能の多様化をベースに発展を続けている理由だと

いえよう。本稿では、カメルーンやガーナなど、他地域における植民地期以前の状況との比較

にまで至らなかった。今後の課題としたい。

注

1) 野元は、カメルーンの頼母子講の理論的整理（1996）ののち、フィールドワークによる人類学的実証研

究（2005）で都市と農村を往復する人びとの生活実践を描き出している。

2) たとえばオハイオ州立大学のメンバーである Adam（1991）の研究背景を参照。ただし Adam 自身は在

来の金融システムの社会における役割を認め、金融制度の「近代化」路線とは距離を置いている。

3） 「トンチン」の名称は、イタリア人銀行家トンティ（L. Tonti:1630 ～ 95）にちなんでいる。ブリタニカ

国際大百科事典によれば、彼が考案した年金制度をトンチン年金（Tontine）と呼んだらしい。この制

度は「国庫に融資する者に対し、元利の支払いに代えて終身年金を与えるもの」であり、フランスでは、

17 世紀のルイ 14 世時代に採用されたが、国庫を圧迫したため、1763 年ルイ 15 世によって廃止された。

本来のトンチン制度は国家主導の年金制度であり、庶民金融とは性質がまったく異なる。どのように

庶民金融の総称へと変化したのだろうか？

4) ナイジェリア南西部のオヨ州にある町。州都イバダンから北へ約 50 ㎞にある。

5) インドのトンチンには早くから利子つきのものがあった（Ardener and Burman 1994）。
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