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カメルーン西部高原における統合とコンフリクト 

講師：ミカエラ・ペリカン（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 招聘研究員） 
 
要旨： 
 本発表では、カメルーン北西部での政治
的言説と紛争解決に関して近年みられる変
化を検討する。農耕集団と牧畜集団の共存
に焦点を当て、彼らが自然的・国家的資源
へのアクセスを確保するために用いている
さまざまな戦略について議論する。とりわ
け、先住民の権利のような国際的な開発政
治学に影響を受けた新しい言説に注意を払
う。 
 カメルーンの西部高原（Grassfields）は民
族的・文化的に異種混交の環境である。本
研究で考察される主要な集団は、西部高原
の人びと（バントゥー系）とボロロ族（牧
畜フルベ）である。後者は、20世紀前半に
この地域へ定住し始めたばかりで、新参者
とみなされている。何十年もの間、ボロロ
族は周辺の農耕民に対する政治的な従属を
受け入れてきた。しかしながら、1990 年代になって、この状況は変化した。人権やマイノリティの権利に関
する国際的な言説に触発されて、彼らは政治的に組織化し、自然的・国家的資源に対してカメルーン市民と土
着のマイノリティの双方が有する平等な権利を主張し始めたのだ。本発表で焦点を当てるのは、ローカルな勢
力均衡にもたらされた変化がコンフリクトに対して新しい可能性を作り出しているということである。 

 
講師紹介： 
 ミカエラ・ペリカン氏は、スイス・チューリッヒ大学の社会文化人類学研究科の講師で、現在は京都大学大学
院アジア・アフリカ地域研究研究科（ASAFAS）の招聘研究員。彼女は、現在の研究において「南」と「南」の
間にみられる人の移動性および移民のトランスナショナリズムを扱っている。カメルーン北西部における民族間
関係とアイデンティティの政治を調査した彼女は、フルベの半農半牧の経済や農耕民と牧畜民の関係、民族間の
友好関係、市民権とマイノリティの権利、そしてカメルーンの移民にみられるトランスナショナルな関係につい
ての研究を発表している。論文に'Complexities of Indigeneity and Autochthony: an African Example'（American 
Ethnologist 36(1)、2009年）がある。 
 

日時：2011年 5月 12日（木） 16：20 ～ 18：20 

会場：大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）  

東館 1階 105講義室 （英語講演、参加無料）※通訳なし 
 

東館は万博外周道路側の別館です。大阪大学大学院人間科学研究科（吹田

キャンパス）への交通アクセスは http://www.hus.osaka-u.ac.jp をご参照く

ださい。 

 

お問い合わせ先： 

大阪大学大学院人間科学研究科人類学研究室 

e-mail: globalra@hus.osaka-u.ac.jp 

電話 06-6879-8085/06-6877-5111 
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Abstract:  

This presentation investigates recent changes in political discourse and conflict resolution in northwest 

Cameroon. It focuses on the coexistence of agricultural and pastoralist population groups, and discusses their various 

strategies to ensure access to natural and state resources. Special attention will be paid to novel discourses influenced 

by international development politics, such as entitlement on the basis of ethnic or indigenous identities. 

The Cameroon Grassfields is an ethnically and culturally heterogeneous environment. The main population 

groups considered in this study are Grassfields peoples (Bantu) and Mbororo (pastoral Fulbe). The latter only settled 

in this region in the first half of the 20th century and count as latecomers. For many decades the Mbororo accepted 

their political subordination to their farming neighbours. In the 1990s, however, this situation changed. Inspired by 

international discourse on human and minority rights, they began to organize themselves politically and to claim equal 

entitlement to natural and state resources, both as Cameroonian citizens and as an indigenous minority. The resulting 

change in the local power balance has created new potential for conflict which will be the focus of this presentation. 

  

Profile:  

Michaela Pelican is a lecturer in Social Anthropology at the University of Zurich, Switzerland, and presently a 

visiting fellow at the Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University. Her current research deals 

with South-South mobility and migrant transnationalism. In her doctoral study she investigated interethnic relations 

and identity politics in northwest Cameroon. She has published on Fulbe agro-pastoral economy, farmer-herder 

relations, interethnic friendship, citizenship and minority rights, and transnational relations of Cameroonian migrants. 

Her article “Complexities of indigeneity and autochthony: an African example” appeared in American Ethnologist 36(1). 
 

 


