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―パキスタンのワヒからイスラームの民族誌的理解にむけて―
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For the Ethnographic Understanding of the Islam Which Perform from Wakhi in Pakistan
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The	relationship	between	pastoralists	and	their	domestic	animals	is	remarkably	
different	from	that	of	horticulturists	and	their	plants.	Domestic	animals	such	as	
ungulates	(for	example,	sheep,	goats,	and	cattle)	have	a	high	sensory	receptor		
system.	They	can	memorize	the	places	where	they	sleep	and	who	takes	care	of	
them.	Thus,	depending	on	the	animals’	behavior,	people	can	decide	how	to	
take	care	of	them.	Therefore,	the	intelligence	of	the	animals	makes	it	easy	for	
pastoralists	to	care	for	them.	The	culture	of	pastoralists	is	determined	by	two	
intelligences:	the	intelligence	of	people	and	the	intelligence	of	animals.

This	paper	shows	how	the	culture	of	pastoralism	focuses	on	human	language,		
especially	the	naming	of	animals.	Naming	has	been	considered	to	be	the	main	
method	to	bring	order	in	the	domain	of	human	perception.	Folk	taxonomy	and		
ethno-science	use	names	to	clarify	the	ethnic	recognition	of	material	culture.		
However,	 the	name	of	even	one	animal	 is	not	evident	 in	the	pastoralist	 for	
domestic	animals.	Overlaps	often	happen	with	the	names	of	several	domestic	
animals,	and	some	domestic	animals	are	called	by	their	plural	names.

This	paper	discusses	the	Wakhi	of	north	Pakistan,	pastoralists	of	Persian	
origin.	It	shows	their	method	of	naming	domestic	animals,	a	process	that	does		
not	belong	to	a	social	classification;	however,	it	belongs	to	another	classification		
system	in	which	everything	does	not	have	one	name.	These	types	of	classification		
systems	are	also	found	among	other	pastoralists,	who	also	live	in	dry	lands	and	
steppes.	These	systems	are	also	seen	in	Europe.	However,	this	classification		
system	is	not	seen	in	Japan	as	the	country	has	never	experienced	pastoralism.

This	paper	will	discuss	how	this	dimension	of	language	originated	from	
the	way	of	 life	 in	 the	environment,	and	 that	continue	being	 left	between	
modern	societies.	Religion	is	also	a	source	of	this	naming	method.	The	same	
method	of	naming	used	by	the	Wakhi	can	be	found	in	modern	Islam.	This	
naming	method	shows	how	people’s	culture	influences	their	environment.
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1　牧畜民とことば

本研究は，牧畜民とことばの結びつきに注
目することで，人のことばが家畜への関与を
通じて独自の社会的輪郭を形成していること
を描き出す。そうした社会的輪郭が，イスラー
ムをふくむひとつのカミを形成する基盤と
なっていることを示し，人の言語活動という
文化が環境の一部として読み取ることのでき
る側面とともになりたっていることを示す。
牧畜における家畜と人の関係は，植物と人
の関係とは著しくことなる（谷 1987:	148.）。
哺乳類に属する有蹄類の家畜は，高度の感覚
受容器系をそなえ，人間の思いこみにとどま
らぬ相互に応じた行動をとることができるか
らである（谷 1976:	12，Krader	1968.）。放
牧作業ひとつをみても，家畜は人や家畜囲い
の場所を覚え行動するため，人はそれに応じ
て対応をきめていくことができる。このため
牧畜民による家畜の放牧はきわめて少ない
関与でおこなわれている（鹿野 1999，太田
1982.）。牧畜文化とは，このように，動物が
潜在的にそなえる知性と人とのあいだでの相
互作用を，人に有用なかたちへと発達させて
きたものを指す（Krader	1968:	456.）。

1-1 識別は名称をもつか
こうした家畜と人がつくってきた関係を，
どのようによむことができるか。その手がか
りのひとつに，家畜の名づけがある。「名づ
けるという行為は，知覚の領域に秩序をもた
らす，もっとも主要な方法」（松井 1991:	7.）
とされ，これまでフォーク・タクソノミーや
エスノ・サイエンスは，こうした言語化され
た表象を材料に，民族の認知に対する枠組み
を明らかにしてきた。しかし家畜の名づけに
みられるのは，そこに「個別名」は存在せず，
色や模様や経歴といった多様な価値観からの
言及のバリエーションのみがみられたという
点である。谷は「特定の個体を識別するのに，
個体数の数だけ固有名詞をつくりだし，それ
で各個体にラヴェリングをし，その対応をま
る暗記しなくても，個体識別は可能である」
（谷 1977:	36.）「識別は名称付与なしに存在
しうるが，名称付与は識別なしには存在しな
い」（谷 1977:	36.）としながら，そこで「識
別された対象に名称を与えるという行為は，
どういう意味をもつのか。」（谷 1977:	36.）「じ
つは，家畜の類別名称体系を分析するという
とき，じつはこのような吟味がなされてな
くてはならないはずである。」（谷 1977:	36.）
としている。しかしその詳細はいまだほとん
ど明らかにされてきていない（谷 1977:	36，
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太田1987:	731.）。名づけの様相をみていこう。
チベット，シェルパ族の家畜の名づけをめ
ぐって小林は，シェルパのヤクが「家畜の身
体的特徴にかんする記述的名称に由来するに
せよ，いずれも固有名的に各個体にあたえ
られている。」（小林 1979:	81.）としている。	
しかしそうした「固有名」は「他の household	
に属す人や，おなじ householdでも家畜と
毎日接触しない人にたずねると，図に示した
のとはちがった答えがかえって」（小林 1979:	
77.）きて，そうした場合「この質問で得ら
れた答えはけっしてまちがったものとは考え
られず，充分にその個体の特徴と一致した
意味をもつ名称」（小林 1979:	77.）であるこ
と，「ためしに，その家畜群管理に毎日携わっ
ている人びとに，これらの名称について聞い
てみると，それでも悪くはないという答えが
返ってくる。」（小林 1979:	77.）ことを指摘
している。このことは，小林の聞き取った「固
有名」の他にも，複数の名称が一頭の個体に
あてはまり，そのどちらもが「正当な名称」
とはいえないことを示しているといえる。	
ここで小林が聞き取りした「固有名」とは，
はたして「固有名」といえるのであろうか。
松井は，アフガニスタンのパシュトゥーン
によるヒツジが「成長段階と性差による名称
体系と，各個体ごとの毛色，色調，色柄のパ
ターンによる名称体系との両方」で呼ばれて
いることを指摘し，そこには「小林の言って
いる，domestic	group内での nick-name化
した色と色柄のパターンを中心とする個体
名は，その存在を認めることができなかっ
た」（松原 1980:	32.）としている。それは
「Herdingのための雇用体系や，爆大な所有
頭数などを考えるとき，そうした個体名が存
在しない可能性も十分にある。それにもかか
わらず，彼らパシュトゥン遊牧民は，自分た
ちの羊をよく識別する。同一群内の母子関係，
姉妹関係，同年誕生等については，すぐ確認
できうるようである。彼らの家畜の識別は，
谷がいっているように，こうした色や年齢や

性による名称体系と異なった論理でおこなわ
れているという可能性が充分に考えられる」
（松井 1980:	32.）としている。ここには「成
長段階と性差」をくわえた「各個体ごとの毛
色，色調，色柄のパターン」というシェルパ
に類似した名づけがあるのにもかかわらず，
それを「固有名ではない」としている研究者
の見解をみることができる。
また松原は，トルコの「チョシル・ユルッ
クのヤギには，すべて個体名がついている。」
（松原 1998:	264.）としたうえで，「大部分の
個体名は各群れを越えて共通するところが
おおい。」（松原 1998:	264.）とし，そうした
「ヤギの個体名を全体的にみたばあい，命名
は「ふたつの原理」（松原 1998:	266.）によっ
てなりたっているといえ，そのひとつは「出
所の原理」（松原 1998:	266.），もうひとつは
「個体的特徴の原理」（松原 1998:	266.）であ
るとしている。ここには，チョシル・ユルッ
クのヤギがその経歴と外観によって名づけら
れ，そうした原理に基づいた名づけは，世帯
を越えて同じ「個体名」を生み出しているこ
とが示されている。
家畜は経歴や外観によって名づけられ，そ
れは結果として世帯間に同じ名をうみだして
いる。こうした名称は「固有名」といえるの
だろうか。そもそも「固有名」とは何であろ
うか。呼称の整理をこころみた谷は名づけを
ふたつに大別している。ひとつは「属性と
は無関係に付与された名称」（谷 1979:	143.）
の「固有名」である。それはたとえば「花子」
と「由夫」という名があった場合，「「花」も
「由」も当の対象となる人物の属性のいづれ
をも予想する契機をもっていない。なぜかの
女が「花子」であって，「由子」であっては
ならないか。その理由は，対象の女性の属性
の中には存在しない」（谷 1979:	153.）。もう
ひとつは「分類名」，すなわち「当の対象の
担う属性をもとにした名称」である。この区
別にしたがえば，ここまでみてきた家畜名は
「固有名」ではない。こうした区別は以下の
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民族誌においても有用にはたらく。
福井はエチオピアのボディにおけるウシ
を対象に，「それぞれのウシには名前がつけ
られている」（福井 1991:	132.）としながら，
「ウシの命名原理にもとづく名称は，その毛
色および性・年齢など，ウシの個別な特性を
基盤にした記述的な類別名称ということがで
きる。固有名詞ではない」（福井 1991:	135-
136.）としている。ここには福井が“名前”
と固有名の区別を明確に意識していることが
示されている。
波佐間は東アフリカのカリモジョンとドド
スのウシが「固有名」をもつとしているが，
その「固有名」もまた，属性にもとづいたも
の，すなわち分類名であり，またその分類名
を波佐間が「固有名」とみなしている根拠は，
家畜に 1対 1で呼びかけるときのコールサ
インとしての用途のみであることが指摘でき
る。人同士のあいだで使われているのは，そ
の「固有名」を含めた色や模様，耳や角の形
などの個体特徴，個体を得た経緯等の組み合
わせである（波佐間 2015:	162.）。ここには，
研究者が「固有名」とみなしているものが，
やはり「固有名」としてはもちいられていな
いという実態をみいだすことができる。
梅棹は，タンザニアのダトーガのウシ名称
をめぐって，「ぜんぶで 46個の個体名を採
集した。」（梅棹 1966:	434.）としているが「5
世帯，数百頭のウシの個体名としては，やや
種類が少ないようだが，それは，おなじ名が
あちこちで採用されているからである。」（梅
棹 1966:	434.），「4世帯のすべてにあらわれ
てくる名前がいくつかある。1．awesh（白），
2．arara（赤），14．lagen（白に黒の斑点），
17．garagor（黒に腹白），18．mara（黒く
て頭白い），23．nuwas（背の低い）などが
それである。いずれも，色，模様，形態的特
徴をあらわすものであることが注目される。」
（梅棹 1966:	436. ※番号は梅棹による分析上
の整理番号，括弧内は筆者挿入）とし，「ウ
シの個体名をしらべてみると，その多くのも

のは，なんらかの「意味」をもっていること
がわかる。たんに「ウシの名前」であって，
それ以上の意味はない，という例は多くはな
い。」（梅棹 1966:	431.）としている。
エヴァンズ＝プリチャードは，スーダンの
ヌアーのウシの名づけについて，それが「色
と模様」（エヴァンズ＝プリチャード 1997:	
86.），色彩から連想される動物の名前（エ
ヴァンズ＝プリチャード 1997:	88.），「角の
形」（エヴァンズ＝プリチャード 1997:	88.），
「性別や年齢を表わす接頭辞」（エヴァンズ＝
プリチャード 1997:	89.）の組み合わせによっ
てなりたっているとして「それぞれを指す呼
び方を可能なかぎり数えあげると，数千に
達する」（エヴァンズ＝プリチャード 1997:	
89.）としている。そこにはシェルパに似た，
属性に応じ一頭を幾通りもの名で呼ぶことが
できる実態が示されているといえる。
ゴールドシュミットはウガンダのセベイの
ウシが常に名をつけられ，その大部分が色，
角の形状，取得の状況の名をとっているとし
ている（Goldschmidt	1976:	142.）。
リグビーはタンザニアのゴゴのウシ・ヤ
ギ・ヒツジが，それぞれ色，年齢，性別，大
きさ，生殖の状況，完全さ，去勢とその時期，
個々の気質と特徴をもとに名づけられている
としている（Rigby	1969:	58.）。
太田はケニアのトゥルカナのウシが「本
来は個体の固有名ではなく，個体を記述的
に表現するための類別的な分類用語」（太田
1987:	731）で名づけられるが，「実際には同
じ表現があてはまる個体は何頭もいる。」（太
田 1987:	732.）とし，そのような名称群が牧
畜の営みにおいて何を意味するかの分析を保
留している（太田 1987:	765.）。
谷は，ルーマニアとイタリアの事例の分析
において「すべてに，固有名をあたえている
ような羊放牧民の事例を，筆者はこれまでき
いたことがない。」（谷 1987:	169.）としてい
る。「いずこの牧民も，羊の身体特徴，毛色，
色パターン，角の形状についての分類名称群
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をもち，その組で個体を指示し，識別してい
る。あの羊をどう呼ぶかと聞けば，普通牧夫
はこの用語群で答える。ルーマニアの牧夫は，
この用語をもちいて，群管理中，特定個体へ
呼びかけさえする。ただこれとてものちにの
べる固有名とは，別のものである。いわば個
体のもつ属性についての客観的分類と云うべ
きものだろう。」（谷 1987:	169-170.）として
いる。そして「身体特徴による分類も，成長
段階・姓・妊娠等による分類も，牧民によっ
てその差はあるにせよ，少なくとも西南ユー
ラシアの牧民のあいだでは，原則的に同じタ
イプの示差特徴を基礎にしていると云ってよ
い。」（谷 1987:	170.）としている。
このように牧畜民の家畜の名づけは，色と
模様，ふるまいなどの外観，経歴にもとづい
ておこなわれ，そうした名称は谷にしたがえ
ば「固有名」ではない。個体識別が「固有名」
によらず外観，または経歴をもとにした，順
序の入れ替えも可能で世帯内，世帯間での重
複もされうる「属性」にもとづいた語でおこ
なわれているということは何を意味するのだ
ろうか。「そもそも命名するという行為には，
そのラヴェリングを他の人びとも共有すると
いう強制力が生ずる」（谷 1977:	45-46.）。そ
れに対し，「単なる識別は，個人レベルで自
由に行いうる」（谷 1977:	46.）。そこには，
ことばとモノの対応をひとつに「強制」する
力を欠いたなかで，人とモノが向かい合う姿
をみいだすことができるのではないだろう
か。そして牧畜民のこのような「属性」に応
じた対象の識別は，家畜ではないものに対し
てであってもみることができた。

1-2  ひとの体にみるノイズ，獣の体にみるノ
イズ
牧畜民による「属性」に応じた対象の識別
は，人の病気のみとめかたにおいてもまたみ
いだすことができる。東アフリカ牧畜民チャ
ムスの病気をめぐって河合は，「チャムスの
病名は症状にかかわる語彙を語源とするもの

が多い。」（河合 1998:	95.）としている。河
合により 35項目あげられたチャムスの病名
（河合 1989:	95-151.）は，「脾臓の病気」「血
管の病気」といった臓器の名前を病名とした
ものが 12，皮膚の爛れや膿，咳という目視
可能な症状を病名としたものが 12あり，こ
れらの病名は，さまざまな症状のうち，たま
たま目視されやすかった症状の一部が病名に
なっているなど「指示対象である病気のもつ
特徴を表現してはいない」（河合 1989:	96.）。
そしてこうした「病気」をわずらった人び
とは，それを「枝がルマラエ（助骨）をつ
きとおす」（河合 1989:	79.）「ルクディディ

（長骨の骨格筋を構成する繊維）が結びめを
つくっている」（河合 1989:	80.），あるいは
吐き気があることを「胆汁がある」（河合
1989:	85.）といったように，それが物理的
な現象でしかないかのように説明する。それ
は「ずきずきする」「ひりひりと痛い」といっ
た，日本にみられる「質的に分類」（河合	
1989:	211.）された感覚表現とはことなった，
「ストイックなまでに即物的な身体現象の描
写なのである」（河合 1989:	211.）。あとの 11	
の病名には，熱い唾がわきおこるといった症
状に対する病名の他，「さわれない」病気と
される，病状を目で見て確認することのでき
ないマラリアや風邪の訳語ともされている 3
つの病名，そして患者の経歴を病因とする 7
つの病名がある。この最後の 7つの病名は，
患者が過去にぶつけたり，誤ったものを飲み
こんだりしたという負の経験を，それ以外の
症状をまとめて個人別に病名化してしまう病
名である点で，きわめて特異な病名である。
この病名は，共通の輪郭をもった症状にあて
られる病名ではなく，個々の個別的な負の経
験に言及するための語だからである。こうし
た過去の個々による負の経験の病因化はトゥ
ルカナにもみられる（作道 2012:	114,	223.）。
こうした河合（1998.）を評した池田は，

「（チャムスは）皆目わけのわからない説明を
する」（池田 2001:	70.），その病気は「不可
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思議なもの」（池田 2001:	71.）としたうえで，
花渕による評（2001.）に重ね，それを河合
が意図的に「身体が社会的，文化的に構築さ
れるコンテクストを視野から排除し」（花渕
2001:	60.）てきた結果であるとみなしてきた	
（池田2001:	72.）。そうして「質的に分類され」	
「他の人にもラヴェリングを強要する」病名を	
持たないことを不自然であるとする池田と花
淵の姿勢が，北村のいうように，「主流の「農
耕民モデル」への盲目的な追従」と，「「牧畜
民的独自性」についてのまったくの無理解」
（北村 2004:	467.）であるとするならば，牧畜	
民的であるというのはどのようなことなのか。
チャムスの病気はテソといった農業を主と
した民族による病気や妖術の名称化と比較し
た場合，災難の原因や，原因としての病名を
外部にもとめない点で，牧畜を主とするヌ
アーとより共通しているという（河合 1998:	
227-229.）。なぜかれらのあいだではこのよ
うな病気理解の仕方がなされるのか。その一
因として，河合は家畜の病気理解の仕方の敷
衍という点をあげている（河合 1989:	204.）。
たとえば，トゥルカナの家畜の病名は「顕著
な外見的異常を語源とする病名が多い」（太
田 1991:	304.）。それは「家畜の死後に解体
してみてはじめて発見される異常を指示する
語彙から派性している。」（太田 1991:	305.）
ことによる。このため河合は「家畜の身体へ
のまなざしが，自身の身体内部にたいして抱
くイメージに影響を与えないはずはない。」
（河合 1998:	205.）とし，作道もまたそうし
た要因の影響の可能性を追認している（作道
2012:	71.）。しかし家畜の病気を目の当たり
にしてきたことだけが，そうした症状に徹し
た「個別名」を欠いた病名をうみだす要因と
なりえたのか。河合はその点を考慮し，再度
「家畜にせよ，人間にせよ，その解剖学的身
体を知ること自体が自己目的的にめざされて
いるのではない」（河合 1998:	206.）として，

それは，単純な敷衍としてみとめられるべき
ではなく，疾病を「忌み嫌い，排除するので
はなく，直接的に被っている身体経験をおこ
りうる身体現象として受け入れる方途，身体
的な存在としての自己とつきあう方途」（河
合 1998:	34.）として理解されるべきである
としている。
このように，牧畜民のことばにみられる特
異性は，おもに東アフリカ牧畜民の民族誌
から指摘されてきた。しかし，熊谷（2011，
2014.）が指摘してきたのは，そうした個々
人の個別的事情に言及するためだけの語彙
が，中国新疆ウイグル族の暮らしとイスラー
ムをめぐってもまたみいだされるという点で
あった。

1-3 牧畜民のことばをめぐって
熊谷（2011.）はウイグル族の食と住を論
じるなかで，ウイグル族の住居の内部に公私
といった区別がなく，複数そなえられた部屋
には名前もなく，あえて名を聞かれれば「す
べて客間だ」などといわれるということを指
摘してきた（熊谷 2011:	188-191.）。そして
そうした部屋でみられるつきあいは，従来イ
スラーム研究においていわれてきた，男性が
公的なつきあいを独占し，女性は私的な空間
にとどまるといったものではなく，男性が屋
外でのつきあいをし，女性が屋内をとおした
女性同士のつきあいをするという，男女双方
に対しひらかれたものであるとしてきた（熊
谷 2011:	229-240.）。そして，そうしたつき
あいの中身はマッカとその周囲のイスラーム
世界ともひろく結びついていることを示して
きた（熊谷 2011:	276.）。
そうしたウイグル族のトルコのイスタンブ
ルでの調査1）において熊谷は，人びとが「良
いこと sawab」，「悪いこと gunah」というイ	
スラームの評価の語を，個人を起点とした日
常的な快・不快にむけてつかっているという

1）	 イスラームの調査は中国国内ではムスリムの生活に制限が課せられていたため，調査には支障が
あった（熊谷 2014:	192.）。
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ことをみいだした（熊谷 2014:	212.）。その宗	
教的な語は，自身の招待に応じようとしない
友人や，自身からの電話をとろうとしない親
族の態度といった，個人の個別的事情に対し
てつかわれるものとしてあったのである。そ
してそうした“イスラーム”を聞いた他者は，
それを自身にとっても意味のある“イスラー
ム”としては聞かない（熊谷 2014:	212.）。
こうした「単一の「規範」」（大塚 1987:	143.）	
という解釈とは程遠いイスラームの語のあ
りかたは，カイロの政治運動を分析した大
塚の記述にもみいだすことができる（大塚
1987.）。大塚は，イスラームの政治運動に身
を投じたエリートの着る「イスラーム的」（大
塚 1987:	392.）な服装が，伝統とは異なる「近
代的」なものといえ，そうした服装に対しか
たられる人びとのイスラーム性とは，個々の
イスラームを「“主観的”に表現する記号」
（大塚 1987:	394.）にすぎず，そこにイスラー
ムとしての「単一の“正統的”見解を導き
だすことは容易ではない」（大塚 1987:	394.）
としてきた。そこにみることができるのは，
個々にとっての個別的事情を示す語としてあ
るがゆえに，一般的解答は導きだしえないウ
イグル族やカイロの人びとのイスラームであ
り，そこに単一の正統的解答を必要としてい
た日本人研究者の姿であったといえる。
トルコのウイグル族の人びとは，中国から
トルコというムスリムの占める国にやってき
たのにもかかわらず，その「教義」をトルコ
社会と共有もせず，そうしたかれらの個別的
な主張である「サワッブ」「グナフ」をぶつ
ける相手としてトルコ人を選ぶこともせず，
「ウイグル族」同士の関係さえも避けながら，
近しい親族と友人のみとのあいだでの小さな
個別的なつながりのなかに生きていた（熊谷
2014:	215-239.）。ムスリムの国へ行ったム

スリムはそうではない国にいたときと同じよ
うに，社会とのつながりがほとんどないなか
に生きていたのである。
古代ウイグル族という現代ウイグル族の祖
先ともされる牧畜民の人びとを歴史上に確認
できるのは，9世紀の後半である。北方の異
民族に追われ，オアシスにたどりついた古代
ウイグル族の人びとは，やがて牧畜を放棄し
て，農耕と商売をおこなう定住生活をはじめ
たとされている。この古代ウイグル族と現代
のウイグル族には系譜といったつながりはな
い。現代のウイグル族の名称は，1921年に
旧ソ連アルマ・アタ（現カザフスタン）で開
催された東トルキスタン代表者会議におい
て，新疆の人びとが会議で自分たちを指しあ
らわす名称のなかったことから，ロシア人の
言語学者 Sergei	Marofの発案にもとづいて
人びとが採用したものである（濱田 1995.）。
だが，現代ウイグル族によるこのような語彙
のありかたは何を意味するのか。それは，系
譜といったつながりはないにせよ，ウイグル
族の暮らしのなかには牧畜民のことばが今な
お生き，それがかれらのイスラームの基礎も
また構成していると考えられるという点で	
ある。
第 1節においてとりあげてきたパシュ
トゥーン，ユルックはイスラームに属し，第
2節においてとりあげたヌアー，チャムス，
トゥルカナ，そしてカリモジョン－ドドス，
キプシギス，レンディーレといった東アフリ
カ牧畜民もまたそれぞれひとつのカミを信仰
している（エヴァンズ＝プリチャード 1995:		
20，伊谷 1982:	78，河合 1998:	224，佐藤 1992，	
波佐間 2015:	30，小馬 1990:	73.）。こうした
カミは多く天にあるとされ（エヴァンズ＝プ
リチャード 1995:	21，河合 1998:	224，伊谷
1982:	78，佐藤 1992:	177，波佐間 2015:	30.）2），

2）	 天にあるとされるカミの位置づけは，古代アラビアの信仰の特徴における「天体崇拝の傾向のきわ
めて強い点」（蔀 1982:	243.）とも相似している。これはレンディーレの場合は天だけでなく「天（セ
レイ）と地（ハラ）に神（ワハ）が宿り」（佐藤 1992:	177.）とされているが，こうした「天と地」
への言及は『コーラン』にも頻繁にみとめることができる（井筒 1957.）。
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ヌアーはこうした天にあるとされる自身のカ
ミは，イスラーム教徒やキリスト教徒が信じ
ているものと同じものが，ただ異なった名で
呼ばれているにすぎないとみなしているとい
う（エヴァンズ＝プリチャード 1995:	106.）。
それはヌアーの神が「固有の名をもっていな
い」（エヴァンズ＝プリチャード 1995:	106.）
からであるという。
こうした点は，ユダヤ教におけるカミが，

「イスラエルに受容せられたときには，すで
にイスラエル以外でも崇拝されていた…この
神を組織的に崇拝したのは，南方でイスラエ
ルと境を接しているベドウィン諸部族やオア
シスの諸部族であったことは明らかである。」
（ウェーバー 1996［初出は 1920］:	302.）と
されている点，イスラーム以前のアラビアで
「セム系諸語に共通」語としてのイル ’Ilが，
「通常「神」の意を表わす普通名詞として，
ごく一般的に使用され」（蔀 1982:	249.），各
国とも共通して月の神，すなわち天にあるカ
ミを最高位とし，そうした月の神を「おのお
の固有の呼称」（蔀 1982:	244.）で呼んでい
たという点，メッカの聖殿カアバにはそう
した「あらゆるアラビア部族の神々がここ
に共同で祀られ」（井筒 1989:	93.）という点
に，多くの民族がさまざまな名で呼ぶひとつ
のカミという枠組みを共通してもっていたこ
とをみいだすことができる。ウイグル族もま
た，現在もなおティンリー（tengri，テング
リ）という名の民族のカミをもち，筆者はこ
のティンリーについて，2012年のトルコ調
査時に，20代のウイグル族女性が「アッラー
は我々のティンリーと同じものだと思ってい
る。だから信じている。」と語ってくれたこ
とを記録している。ティンリーは『ウイグ
ル語詳解辞典』では「xuda（ホダー。ペル
シア語のアッラーの意），allah（アッラー），
perwerdigar（救世主）」（Ekbar	1991:	288.）
の 3語で並記され，この 4つが等価とされて
いることをよみとることができる。
一神教と牧畜の結びつきについては，こ

れまで谷がキリスト教とユダヤ教をめぐっ
て多くの論考を残してきた（谷 1976，1984，
1997.）。だがそこにはイスラームが含まれて
おらず，また牧畜との結びつきに対する主張
の根拠が，牧畜の手法と宗教儀礼とのあい
だにみられる「メタフォリカルな転用」（谷
1976:	4.），つまり似ているということのみで
あったことが指摘できる。つまり牧畜が人に
与える影響の直接的な道筋は示されてきてい
ないのである。
本論は，ペルシア系牧畜民ワヒのことばと
宗教に対する分析によって，牧畜と人の直接
的な結びつきをイスラームという宗教のなか
から民族誌的に描き出すことをこころみる。
そしてその結びつきが，トゥルカナ，チャム
スからワヒ，ウイグルというひろい範囲にか
けて文化的基層としてあるという可能性を示
していく。それによって本論は，生業，すな
わち環境との結びつきが人の言語という文化
の一側面を構築しているという分析の枠組み
を提供することを目指す。

2　調査地概要

2-1 ワヒ―アフガニスタンからきた人びと―
畜産は，全世界に存在する食をめぐるなり
わいのひとつである。だが生業としての牧畜
に言及する場合，その分布は一定範囲にとど
めることができる。牧畜は，農耕に適さない
荒地において，人が家畜の群を人づけし，そ
の移動に人がつきしたがうことで，希少な草
木資源を家畜をとおして食にかえていく暮ら
しを指すからである。「家畜を人づけし，草
地で放牧すれば人は家畜に飼料を補給してや
る必要はない。きわめて大きい群をそのサイ
ズに係わりなく，少数の牧夫で管理できる放
牧技術がこの事実の上に成立している。乾燥
地の牧民は，農地のそと，荒蕪地や山岳地
に，広く放牧に適した草地を見出しえて，農
耕から離れた牧畜に専業化しえている」（谷
1994:	700.）。
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本論のあつかうワヒは，アフガニスタンの
バダフシャーン州東部のワハン回廊とその周
辺であるパキスタン，タジキスタン，中国
を主要な居住域としてきたペルシア系の山
岳牧畜民族である。総人口は，約 150000～
200000人とされている（Fazilh他 2009:	5.）。
ワヒの民族的自称はヒック Xǐkであり，ヒッ
クウォル Xǐkworという独自の言語をもつ。
主要な家畜はヒツジ，ヤギ，ヤク，ラクダ，
ウシであり，荷駄用のロバ，ウマも飼養する。
搾乳と食肉の対象は反芻によって分けられ，
ヒツジ，ヤギ，ヤク，ラクダ，ウシは搾乳・
食肉の対象であるが，ウマ，ロバはその対象
ではない3）。
ワヒはパキスタンではギルギット＆バル
ティスタン州The	autonomous	territory	of	
Gilgit-Baltistan（図 1）の西部ギザル地区
Ghizar	districtに位置するヤスィン行政管轄
地区 Yasin	tehsil，イシュコマン行政管轄地

区 Ishkoman	tehsil，北東部フンザ-ナガル
地区Hunza-Nagal	districtのゴジャール行
政管轄地区Gojal	tehsilの 3つの地区に居住
する（図 2）。この 3つはいずれもアフガニ
スタンに隣接した地域で，かれらがアフガニ
スタンから陸続きで移動してきた民族である
ことを示している。
ギルギット＆バルティスタン州の総人口は

1998年調査で 870347人である（Ali	2004.）。
その約半数の人口である 42％はダルド語群
のサブ・グループのシナ Shina語話者であ
る（図 3）。次に多いのはチベット系言語の
バルーチュ Balti語話者で約 34％である。バ
ルーチュ語の分布はそのほとんどが東部に集
中している。このほか系統不明言語であるブ
ルショー Brusho語が約 17％，チトラーリー
とも呼ばれるインド＝アーリア語族ダルド語
群であるコワールKhowar語が約 3％を占め
る。ワヒは約 1％を占め，それ以外の言語が

図 1　パキスタンにおけるギルギット＆バルティスタン州の位置

3）	 ロバのみ稀に搾乳され，乳は咳薬としてもちいる。
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残りの約 3％を占めている（Ali	2004.）。本
論のもととなった調査は，こうしたギルギッ
ト＆バルティスタン州のギザル地区，イシュ
コマン行政管轄地区ビルハンズ Bilhanzで
おこなった。
ビルハンズ周辺（図 4）の言語分布は，そ

の国境への近さを反映してか，さらに複雑さ
を増しており，ビルハンズから南西約 10	km
に位置するイミットでは，ワヒの他，シナ，
ブルショー，コワール，グジュル，パシュトー，
クルグズ，カシュガリーの 8つの話者が混住

していた。だが，イミット以北のコロンバル
渓谷Kurumbar	ravine沿いはワヒが過半以
上を占める地域であり，なかでもビルハンズ
は，全人口をワヒが占める，あたりでは珍し
い純ワヒ集落であった。コロンバル渓谷沿い
に住むワヒ以外の民族は，ほとんどがグジュ
ルで，その大半が河をはさんだ対岸に住んで
いたため，ワヒとのあいだに日常的な交流は
ほとんどなかった。ボックの北のピアヒン以
北はトルコ系民族クルグズの居住地であり，
その先にワヒはいないとされていた。

図 2　ギルギット＆バルティスタン州におけるワヒの居住地

「Northern	area	pakistan」（Ali	2004）より作成
図 3　ギルギット＆バルティスタン州の言語の割合
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図 4　ビルハンズ周辺図
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コロンバル渓谷のワヒの人口統計は存在
していなかったが，現地政府（2013年 12
月 27日Home	and	Prisons	Department	of	
Gilgitより最寄政府機関への電話での聞き取
り）によれば，バルジュンガル Barjangalか
らマトゥランダンMaturamdanにかけて存
在する 9集落（図 4）の人口が約 10000人と
されていたため，このうちビルハンズからマ
トゥランダンの 4集落が，ワヒが過半以上を
占める村であることを考慮して，ギザル地区
イシュコマン行政管轄地区におけるワヒは約
3000人から 4000人の範囲と推定することが
できる。
そうしたビルハンズは高度4）2500	m，ヒン

ドゥークシュの山肌に位置する集落である。
人口は 818人で，90世帯があった5）。本論の
調査世帯は，そうしたビルハンズの拡大家族
共住世帯のひとつである。
調査世帯の来歴は，やはりアフガニスタン
を起点としたものであった。調査世帯の 80
歳代の男性によれば，かれの祖父はアフガニ
スタンのワハンのルコテイ Rukoteyという
集落の住人であった6）。その頃のカブールは，
政治状態がきわめて悪く，人びとはアリー・
マルダーン Ali	Mardanというワヒの長に率
いられこの地へ移動してきたという。この移
動は書物にも記録がある。
ションバーグ（Schomberg	2004［初出

は 1935］:	266-270.）によれば，1883年アフ
ガニスタンのアミール Amir7）であったアブ
ドゥル・ラフマン・カーン Abdur	Rahman	
Khanがバダフシャーンを支配下に置くべく
派兵した際，バダフシャーンの領地のひとつ
ワハンのミールMir8）であったアリー・マル
ダーンは，軍隊とのあいだでワハンの維持の
ためにたちまわりながら，自身の身は妻方の
親類であった当時のチトラール（現パキスタ
ン，調査世帯の人びとによれば，ギザル地区
のチトゥールカント Chatorkhand［図 4中
央部］である）のメフタルMehtar9）のもと
に寄せた。メフタルはアリー・マルダーンに
イシュコマン一帯を与え，アリー・マルダー
ンはイシュコマンのイミット10）に屋敷を構
え，結果的にその死までそこに留まった。ショ
ンバーグには，アリー・マルダーンに従って
イシュコマンへやってきたワハンの人びとが
いたことが記されており，それが本研究の調
査世帯の人びとであったと考えられる。ア
リー・マルダーンと人びとは，のちにワハン
への帰還をのぞんだが，カブールの情勢から
それは叶うことがなく，後にアリー・マル
ダーンの遺体のみはワハンに移送されたが，
人びとはイシュコマンにとどまりつづけたと
いう。
アリー・マルダーン以後のイシュコマン
のミールには，ションバーグにはミルバス・

4）	 本論の高度はすべて筆者が高度計により観測したものである。
5）	 この数値は調査世帯をおとずれた Aga	Khan	Planning	and	Building	Service	PakistanのWater	

and	Sanitation	Extension	Programmeの職員の持つ資料を写真撮影によってコピーさせてもらっ
たものにもとづいている（2013年 5月 24日）。しかし撮影場所において，それをみた調査世帯の
世帯員らがすぐに調査世帯の③と①Ⅱ（後述）の世帯が別に記載されていることや，近所の世帯の
ひとつが記載されていないことなどを指摘していたため，完全な資料ではないことを注記しておく
べきものである。

6）	 ルコテイの位置は地図では確認できないが，同地を訪れたことのあるワヒの人物によれば，ピアヒ
ンの近くの国境（boroghil	pass）から，徒歩で一日程度の距離のところにあるという。

7）	 「指揮官，指導者，首長。命令，物事を意味するアムルの派生語で，命令権者をさす。一般的に，
あらゆる集団の指導者をさして用いられるが，古典期には，軍事的な司令官，ウマイヤ朝やアッバー
ス朝における地方総督などの称号として使われた。」（中田 2002:	65.）

8）	 「アラビア語の単語アミールから語頭のアが落ちた形。14世紀以後のペルシア語文化圏でしばしば
用いられた尊称。貴人を意味する。」（羽田 2002:	949.）

9）	 当時のチトラール地域の支配者の称号。
10）	 この屋敷地の所在は，調査世帯の 80歳代の男性からの聞き取りにもとづく。
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ハーンの名のみがしるされているが（Schom-
berg	2004［初出は 1935］:	270.），調査世帯
の 80歳代の男性によれば，ミールにはババ
ジャン，ミルバス・ハーン，ミルザー・ムラッ
ト・ハーン，スルターン・ガーズィーの 4人
がおり，4人は全て一帯で約半数を占めるシ
ナ語話者（チトラーリー）で，前 2者はワ
ヒと同じイスマーイール派11）イスラーム教
徒であったが，後 2者はスンナ派イスラーム
教徒であったという。ここには現地の支配が
徐々に現地の民族的多数派に置き換わってい
く様相を読みとることができると思われる。
4人のミールの後，ビルハンズ一帯もまた他
のパキスタンと同様「ベナズィールの父」，
つまりブットー政権下（1971～1973）のパ
キスタンに組み込まれた。
調査世帯は，ビルハンズに約 10世帯ほど

あるとされていた拡大家族共住世帯のひとつ
であった。ひとつの屋敷地に 31人が共住し
ていた（図 5）。これは，女性は婚出するが
男性は生家にとどまりつづけるという慣習
によるもので，調査世帯の構成員は 80歳代
の 3人の兄弟（図 5①～③，①②は故人）と
その嫁，その息子たちとその嫁，その子で
あった。こうした世帯員構成は，少人数の世
帯の場合でも，兄弟は屋敷地を隣接して建て
ていることが多いため，調査世帯が特に特殊
な拡大家族共住であったわけではない。それ
は，人びとが 90世帯の住むこの集落を「11
“家族（コーム qom）”が住んでいる」とあ
らわしていることからもみてとれる。ワヒ
のいうコームとは，父系で出自をたどる親
族単位を指し，ビルハンズには 11のコー

ム，シフ six，シュハルウィ šыkarvi，ヌル
スィー nursi，プトフィー pыtuxǐ，ラチョウ
ニー račowni，ズルマティー zыlmoti，クル
グズ qыrɣez12），イミティック imitik（kabul		
qom）13），スニニー sыnini，ヒバレー keybare，	
ハリファ・グルー xalifa-gruがあった。女性
は婚入すると生家と婚家の 2つのコームを持
ち，その子は父方のコームを継ぐ。コームは
外婚単位ではなく，シフに属する調査世帯で
もシフ同士の婚姻例が 4つみられた（図 5）。
調査世帯で家長的役割をつとめていた②Ⅰ
は，ビルハンズの政府系学校の教師をしてい
た14）。世帯員でほかに外部での仕事について
いたのは①Ⅱと③Ⅱで，①Ⅱはビルハンズの
街道に面した小屋で仕立て屋をしていた。③
Ⅱはチトゥールカント（図 4中央部）に単身
赴任をし銀行のマネージャーをしていた。③
Ⅱは週末だけビルハンズに帰宅していた。②
Ⅱと③Ⅰは農牧業に専従し，2人はオスウシ
を使っての土起こしや脱穀等の重労働をおこ
なっていた。女性は全員が農牧業に従事して
いた。女性は乳搾りをはじめ，家畜の草地へ
の誘導といった，屠畜をのぞくほとんどすべ
ての作業をおこなっていた。もっとも高齢の
①嫁（65歳前後）もまた単身でヒツジ，ヤ
ギを追い，乳搾りをする。この点は男性も同
様で，③は足を引きずっていたため放牧には
いかなかったが，ロープを編み，薪を割り，
鋤をけずり，家畜の毛刈りをしていた。就学
年齢に達した子供は男女ともにすべて就学し
ていた。調査世帯は高等教育への関心も高く，
②Ⅰ，③Ⅱはカラチの学校での就学経験を持
ち，②Ⅲ，②Ⅴは調査時にカラチの学校に在

11）	「イマーム派イマーム，ジャアファル・サーディクの死に際し，その子イスマーイールのイマーム
位を支持したシーア派分派。」（菊池 2002:	63.）「現在ではシリア，イエメン，イラン，パキスタン，
インド，東アフリカに居住。」（菊池 2002:	63.）する。

12）	 ワヒ化したクルグズだといわれていた。
13）	 単に“イミットの”という呼称である。特定の名は知られていないが，カブールから来た一族であ

るとされていた。
14）	 ②Ⅰはカラチの大学を卒業し，卒業後はカラチでペルシア語の教師をしていたが，①Ⅰが急死し，

世帯員らが②Ⅰの帰還を望んだためビルハンズに戻ったという。
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学中だった15）。
ビルハンズには 3つの学校があった。ひ
とつは政府系の学校（Government	School）
で，もうひとつはイスマーイール派のイマー
ム，アーガー・ハーン Agha	khanによって
ひらかれた DJ	School（Diamond	Jubilee	
School）で，もうひとつは地域によって建
てられた CBS（Community	Base	School）
である。2013年度調査時，前 2者の学校の
学生数は，政府系の学校が男 236人，女 124
人，DJSchoolでは男 48人，女 32人の計
80人であった16）。
人びとの宗教はイスマーイール派イスラー
ムである。イスマーイール派はギルギット＆
バルティスタン州で約 2割を占める宗派で，
その分布はギザル地区に集中している（図
6）。ワヒは，ほぼ例外なく全員がイスマー
イール派である。
イスマーイール派の礼拝は，男女ともに集

落に一軒しかないジャマエットハナ jǝmoat	
xonaでおこなう17）。この外では一切おこな
われない。礼拝時間は，夜明けと日没の 1日
2回で，礼拝時，人びとの前には礼拝を指導
するムキーmuki，あるいは副指導師カメリ
ヤ kamǝryoが立つ18）。ムキーの任免はイス
マーイール派のイマームがおこなうという。
ムキーに権力といったものはないが，人びと
には慕われていた。本論の調査時におけるビ
ルハンズのムキーは②Ⅰであった。そのため
②Ⅰは朝夕の礼拝すべてに行っていたが，他
の世帯員はあまり行ってはおらず，夕のみ行
く人や時折行くことがある人など様々であっ
た。世帯員のほとんどが礼拝に行くのは，金
曜の夕刻とチャンドラー čandraatと呼ばれ
る新月の夕である。チャンドラーでは，ほと
んど全員が洗濯をすませた服に着替え礼拝に
行っていた19）。
こうした礼拝のほかに，人びとには，その

「Northern	area	pakistan」（Ali	2004）より作成
図 6　ギルギット＆バルティスタン州におけるイスラームの各宗派の分布

15）	 なぜイスラマバードなどのビルハンズにより近い都市を選ばなかったのかと聞くと，カラチだと安
く済むのだといわれた。カラチにはなんらかのワヒのネットワークがあると考えられるが未調査で
ある。

16）	 CBSの学生数は諸事情により未調査である。
17）	 ジャマエットハナには，イスマーイール派以外の人間は，ムスリム，異教徒ともに侵入禁止である。
18）	 女性の場合はムキヤニmukiyani，カメリヤニ kamǝryoniである。
19）	 筆者をひとりにしてはいけないと，1人 2人は家に必ず残っていてくれていた。
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日常的な願いにこたえるものとして呪術師ハ
リファ halifa20）がいた。ハリファは任免に
よってではなく，本人の意思と人びとの信
頼によってなるとされていた。ハリファは 1
コームに 1人程度が俳出されるとされてお
り，ビルハンズには 8～9人のハリファがい
た21）。ハリファは夏季放牧に行く家畜の守護，
子授かり，男児のいない夫婦に対する男児誕
生の祈祷，乳の少なくなったウシの乳量増加
の祈祷，人，ウシに対する護符の作成等をお
こなっていた22）。ハリファはイスラームと対
立するものとは考えられておらず，結婚式や
葬式で『クルアーン』を読む役目なのはハリ
ファであった。こうした冠婚葬祭のハリファ
には，観察したかぎりではいつもハリファ・
グルーのコームのハリファが呼ばれていた。
ハリファにはそれぞれ得意分野があるとさ
れ，呪殺を得意とするとされるハリファなど
は，稀に人びとから恐れられていた。
離婚や喧嘩などの騒動には，ジルガ jirga
と呼ばれる会合がひらかれていた。ジルガは，
騒動をおこした人に解決策や罰則等を示す場
であり，傷害事件の際にこの罰則を受け入れ
ることは，現地の警察による逮捕を免れるこ
とにもつながっていた。調査期間中にみられ
たジルガは，畑へ水を引く時間をめぐる傷害
沙汰においてひらかれ，加害者には賠償金と
ヤギの支払いが命じられていた。
ビルハンズは全体が斜面にあり，そうした

斜面を利用した散村形態にある。調査世帯と
周辺の世帯との位置関係を示したものが図 7
である。調査世帯はビルハンズの西端に位置
しており，調査世帯の西側は，1	kmほど離
れた隣の集落まで世帯はない。東側は，記載
した世帯以外はどの世帯とも歩測で 500歩
以上離れており，あいだには畑がひろがって
いた。屋敷地はどの世帯でも少しずつ動かし
うるものとしてあり，調査世帯は 20年程前
に現在の場所に居をうつし，ながくくらして
いたが，2013年冬に①③とその子ら，②の
子らとで世帯を分離した23）。調査世帯の北東
にある家屋が，調査世帯が以前住んでいた住
居（現在は廃屋）で，その東側に新しくつく
られていたのが②Ⅰらの新居である。
ビルハンズの気温，降水は現在パキスタン
ではまったく把握されていなかった。もっと
も近くでとられたデータはフンザ-ナガル地
区のフンザ（高度 2300	m）のものであった。
フンザはブルショー語話者の集落であるが，
フンザから東に高度を 200	mあがった場所
からは，やはりワヒが住んでいたため24），こ
の数値はビルハンズのものに対しても参考に
なると思われる。フンザの気温をまとめたも
のが図 8で，雨量をまとめたものが図 9であ
る25）。フンザの気候の特徴は，冬季でも気温
があまり氷点下を下回らないこと，降水量が
わずかであるため，山上からの雪解け水の利
用が必須であることである。

20）	 ハリファはアラビア語のハリーファKhalīfaから派生した語と思われるが，その場合には，イスラー
ム共同体の代表者の意味となる（小杉 2002a）。

21）	 ②Ⅰはハリファも兼任していたが，人びとからの需要はあまりなかった。調査期間中に観察できた
②Ⅰのハリファとしての仕事は，婚出した③4からの，義姪（乳幼児）の夜泣きの治癒依頼のみだった。

22）	 調査世帯でのこれらのハリファの需要には，いずれも異なる人物が呼ばれていた。
23）	 この分離は，初めのころは①の子ら，②の子ら，③の子らとで，廃屋になっていた旧住居も利用し

て 3軒に分かれる予定であったが，①のメンバーが少ないことから相談の末①と③の子らが一緒
に現住居に残ることになった。この分離の理由は「一回の食事のために焼かなければならないパン
（ヘッチ）の量が多すぎるからだ」などと説明されたが，おそらく②Ⅰが未婚の弟たち（②Ⅲ，②Ⅳ，
②Ⅴ）の結婚を考えたためのことであったと思われる。

24）	 フンザ-ナガル地区でワヒがみられはじめるのは，フンザより中国国境側（東）にむかったグルミッ
トGulmit（高度 2500	m）以東・以北からである。なおグルミット以東は中国側タシュクルガン塔
什库尔干にいたるまで，ワヒ（タジク族）の居住地である。

25）	 両図はイスラマバードの Pakistan	Meteorological	Departmentにいただいた一日毎のデータを筆
者が合算しグラフ化したものである。
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本論の調査期間は 2012年 12月～2013年
2月，2013年 4月～2014年 2月，2015年 3
月～4月の約 15カ月である。調査言語はワ
ヒ語である。なおビルハンズではワヒ語は無
文字言語であったため，本論では，ロシアで
考案されたというワヒ語のアルファベットを
もちいてその記載をおこなった。このアル

ファベットは，ゴジャール行政管轄地区のシ
ムシャール出身で，アリアバードで教師をし
ていたカリムハーン・サカ氏，ビルハンズの
ハイダルアリー氏の 2氏に教示をいただい
た。本論ではほとんどすべての語にカリム
ハーン氏のアルファベットをもちい26），コー
ム名，家畜名といったビルハンズ特有の語に

図 8　フンザ（高度 2300 m）の 2012年における年間平均気温

図 9　フンザ（高度 2300 m）の 2012年における年間降水量

26）	 カリムハーン氏はフランスでワヒの基本語を紹介する書籍を出版している（Saka	2010.）。
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関してはハイダルアリー氏のアルファベット
をもちいた。だが本論のワヒ語の表記の責任
はすべて筆者にある。

2-2 ビルハンズの牧畜
ビルハンズの牧畜は，秋冬の半定住集落
ディオール diyor（ビルハンズ）での暮らし
と春夏の山上へのアイルック ayloqという移
動によって特徴づけられる。こうした家畜を
ともなっての季節的な上下移動は，地中海地
域から中近東，ヒマラヤにかけてひろくみら
れる「移牧 transhumance」と類似している
ということができる。だがワヒの「移牧」と
ヨーロッパとのあいだにはいくつかの違いが
ある。それは舎飼いをするかどうかという点
である。
「イタリア中部山間部の移牧に従事する牧
民の村でも，各戸が自家消費のために十数頭
のヒツジを冬期舎飼いし，夏期山の牧地に出
す」（谷 1977:	135.）「冬期平地でさえ厳しい
寒さに襲われるアルプス以北の地域では，移
牧はより困難になり，夏期放牧と冬期舎飼
いという混合形のみが許される」（谷 1977:	
135.）。こうした舎飼いはルーマニアでもみ
られ，ルーマニアでは「一頭の羊は冬の六カ
月の間に三百キロの乾し草を食べる計算だ
から，ふつうの農家で十本，多いところで
は三十本以上のクライエをつくる。」（みや
2008:	78-79.）という。ここからは，冬季の
寒冷から，舎飼いとそのため夏季の草刈りを
必須としていることが示される。
これに対し，冬季も放牧可能な気温と，乾
燥地ゆえの草の少なさという条件をあわせ持
つワヒは，舎飼いを導入する必要条件も，可
能条件も欠いており，「一年を通じて，放牧
適地を提供しえないにもかかわらず，草刈ら

ぬ点で，遊牧民に近い」（谷 1977:	134.）牧
畜をおこないえている。このため調査世帯の
人びとは，ヒツジ，ヤギ，ヤクの飼養に関し
ては，その群れのサイズの上限なく育てるこ
とができるといっていた。調査世帯の所有家
畜にヤクはいなかったが，これを所有した経
験のある③によれば，ヤクは山中に完全に放
し飼いにされ，所有者はその必要時には双眼
鏡をもって山肌のヤクを追うということで
あった。こうしたヤクは山中で独自に草を食
み，冬季を含め，給餌等の世話は一切いらな
いという。
こうしたなかで，その範疇を外れる家畜と
して，ウシがいた。ビルハンズのウシは，妊
娠メスと泌乳メス，耕作オスに対しては，秋
から春にかけての給餌27）および保温が必須
とされており，ヒツジ，ヤギと違って，通年
の乳の供給が可能な貴重な家畜であったのに
もかかわらず，あまり増やすことのできない
家畜であるとされていた。
ビルハンズでは，多くの世帯が世帯員の
一部のみでアイルックをおこなっていた。
2013年に調査世帯からアイルックにいった
のは③Ⅰ夫婦（図 5③Ⅰ，③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁
弐の 3人※③Ⅰは複婚）と②嫁の 4人であっ
た。こうした一部の世帯員のみでアイルック
をおこなうことは，夏季の放牧をともにした
7世帯のうち 6世帯にも共通していた。こう
したアイルックは女性が主体でおこなわれる
ことも特徴で28），その点は東部ゴジャール地
方シムシャールのワヒとも共通している（水
嶋 2009:	25.）29）。
調査世帯のアイルックはディオール（ビル
ハンズ）から約 8時間の場所にあるフシュ
ルイ・ジュラーブ（高度 3300	m，xušroy	
ẓ̌arv，直訳 :美しい渓流。以下 XZ。）でお

27）	 主に脱穀後の小麦の藁が与えられる。
28）	 ②Ⅱ嫁の生家は，家畜が多いのにもかかわらずアイルックに行かなかった理由を「行ける女性がい

なかったから」とこたえている（2013年 11月 1日）。
29）	 水嶋によれば，人口 1725人のシムシャール村において，その最大とされる夏季の放牧地「シュー

ヴォールト」で，12人の男性と，70人の女性とが作業に従事していたという（水嶋 2009:	25.）。
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こなわれた。XZはビルハンズからイミッ
トにつづく道の途中で山肌へと直角に曲が
り，登っていった先にあった。XZへつづく
道の途中，約 6時間ほどのところには，電
気の届く最終集落であるシャムサバット（標
高 3100	m，別名「カクニカイ」）があった。
シャムサバットもまたワヒの集落で，調査世
帯ではここに娘 1人（図 5①1）が嫁いでい
た。シャムサバットから XZに至るあたりの
様子を示したものが図 10である。まずシャ
ムサバットから 1時間ほどの場所には“川
沿い（シッティル）”と呼ばれる草地があり，
そこに 1世帯が居をかまえ（S世帯），そこ
から 30分ほどのところに再び“材木場”（ク
ンダーイル）と呼ばれる草地があり，ここに
さらに 2世帯が居をかまえ（K世帯），その
向こうに比較的大きな扇状地で，渓流の最上
流部に位置する XZがあり（河の南側），こ
こには調査世帯を含めた 5世帯が居をかまえ
ていた（調査世帯とXZ他世帯①～④）。シャ
ムサバットより上流は，すべてビルハンズか
らのアイルック世帯であった。ビルハンズに
は XZの他に 2～3のアイルックの場所があ
るとされていたが，ウシを放牧することので
きる草原があることを含め（河の北側の西），
XZはビルハンズではもっとも大きいアイ
ルックであるとされていた。
河の南側に位置する XZには大麦の畑地が
ある。この畑地に隣接してたてられていた住
居は，積雪の残る 5月から使用されるもの
であるために，積みあげた石と泥の目張りに
よってつくられていた。調査世帯と XZ他世
帯①～④は，ここでの大麦の播種を終えると，
河の北側のダ・ガンズへと移動する。この北
側の住居は盛夏にしか住まわれないものであ
るため，防寒を考えない，丸太をつみあげた
だけのつくりをしていた。この住居は調査期
間中に一度くずれ落ちたことがあったが，一
日で修復された。ダ・ガンズ側の住居は②Ⅰ
の記憶のなかでは，これまで 4度移動されて
いるという（移動の範囲は現在のダ・ガンズ

からクンダーイル（K）のあいだ）。南側は
これまで移動されたことはない。③によれば，
調査世帯の夏季放牧は，これまで XZ（ダ・
ガンズを含む全体）以外でなされたことはな
いという。

XZ周辺はこのように現在ワヒが占有する
場であるが，過去にはいくつか別の民族が行
き交ってきた痕跡をみいだすことができる。
シャムサバットの別名であるカクニカイと
は，シナ語で“離婚した女性”を意味すると
いい，過去にそうした女性が住んでいたとさ
れていた。またこの他に，XZの一角にはグ
ジュル・クパ（グジュルの家屋）と呼ばれる
一帯や（図 10：河の北側，クンダーイルと
ダ・ガンズのあいだ），ババジャン・クシュ
ムと呼ばれる過去のミールの 1人の狩猟場
の跡地がみられ（河の北側，ダ・ガンズの西
側），ここが民族や人の頻繁な移動のもとに
あった土地であったということを確認するこ
とができる。このうちグジュルという民族に
関しては，②Ⅰが，過去に争いや取り決めを
通じてビルハンズをめぐる土地から追いだし
たという経緯があったということを話してく
れた。これはワヒの土地利用に，異民族を排
斥する傾向があったこととしてよみとること
ができる。
シャムサバットでもアイルックがおこなわ
れていたが，それは本集落から河をはさんだ
だけの徒歩 30分程のところでであった。こ
れは，アイルックが必ずしも高地への移動を
必要としてはいないということを示していた
といえる。アイルックの最低限の目的は，播
種をすませた畑地からの家畜の分離である。
シャムサバットを流れる河は，万年雪から流
れ出る水で夏季は常時激流であった。シャム
サバットの人びとは，この河をわたる橋にさ
らに扉を設け，分離を徹底していた。調査世
帯の移動もまた播種と連動したものである。
調査世帯の移動は小麦とジャガイモの播種が
終了した翌日におこなわれ，XZ到着後は大
麦の播種を終えると，ダ・ガンズへと移動す



27熊谷瑞恵：牧畜民の名づけと宗教

図
10
　
フ
シ
ュ
ル
イ
・
ジ
ュ
ラ
ー
ブ
（

X
Z
）
周
辺
模
式
図



28 アジア・アフリカ言語文化研究　94

る。そして 9月の大麦の刈り入れが終わると
ダ・ガンズから再度 XZへと移動し，10月
の初旬，山上の草の大半が枯れ始めると，ディ
オールへ降りる。調査世帯のアイルックは，
畑地からの家畜群の分離と，山上の草の最大
限の利用をこころみたものであるといえる。
畑地と家畜がなぜ対立するのか。それはかれ
らの放牧の仕方に理由があると思われる。そ
れはかれらの放牧が，牧夫が随伴しない家畜
への完全な自由を与えることによってなり
たっているからである。
次章ではかれらの放牧の仕方をみていく。
なお，以後の事例は，フシュルイ・ジュラー
ブを XZとすることとあわせ，フシュルイ・
ジュラーブのダ・ガンズでのものを XZG，
ディオールのものを Dとして示していく。
分析は，アイルックのものからおこなっていく。

3　家畜の「自由」，人の「自由」

ビルハンズでは日中のヒツジ，ヤギの放牧
に人が随伴しない。これまでアラビアのラク
ダ（コウル 1982:	50，74.），モンゴルのウシ
（梅棹 1990［初出は 1951］:	237-238.），チ
ベットのシェルパのヤク，ウシ（小林 1897:	
86.）に対しては人の随伴がない放牧がある
ことが指摘されてきたが，ヒツジ，ヤギに関
しては，定住した採集狩猟民ブッシュマンの
家畜飼養といった例をのぞけば（田中 1985:	

107-128.），随伴は必須であるとされてきた
（谷 1977，1985.）。なぜならそれは「糸の切
れた凧のよう」（谷 1977:	132.）に「勝手に
移動し去るか，場合によっては他者の所有す
る家畜と混ざり合うという事態がおこりかね
ない」（谷 1977:	132.）うえに，「盗まれたり，
他の野獣の被害をうけることもある。」（谷
1977:	132.）からである。しかしワヒのヒツ
ジ，ヤギは「混ざり合うこと」，「盗まれ」る
こと，「野獣の被害をうけること」，そのすべ
てに家畜と人の双方が対応することで，その
「自由」を維持していた。その点をまず「糸
の切れた凧」，すなわち家畜の側のありかた
から検証していく。
調査世帯には 49頭のヒツジとヤギ，13頭
のウシ，3頭のロバの計 65頭がいた30）。こ
こから，ディオールに残留する人びとの
ための泌乳ウシ 3頭と，その子（乳だし
pǝrdiyыven31）のため）の計 6頭を残した32）

全頭がアイルックにつれていかれていた。ア
イルックでは，さらにアイルックをしない親
族世帯（預畜世帯①～⑦）から預かった家畜，
計 112頭（ヒツジ・ヤギ 89頭，ウシ 19頭，
ロバ 3頭）がくわえられた。ウシはわずかに
泌乳していた世帯所有のメス 2頭とその子を
のぞいた全頭がロバとともに草地に放し飼い
にされていた33）。そのため日帰り放牧の対象
にはなっていたのはウシの親子 2組とヒツ
ジ，ヤギのみである。このヒツジ，ヤギ（計

30）	 調査世帯には，前年度のアイルックで約 20数頭多いヒツジ・ヤギがいたというが，②Ⅲ，②Ⅴの
カラチでの学費のために売ってしまったということであった。

31）	 乳だし（プルディオールン pǝrdiyыven）は一般に「催乳」という用語で語られる行為を指す。「近
代改良前の牛は，いわゆる実子による催乳なしには乳腺が開かず，直接乳を搾っても乳は出ない。
牧夫は実子を連れてきて乳房をふくませ，乳腺が開いたところで子を引き離して搾乳する。」（谷
1988:	67.）。なお「羊，ヤギについては現在，このような催乳の要はない。」（谷 1988:	67.）とされ
ているが，ワヒのあいだでは，同じプルディオールンの語によってヒツジ，ヤギに対する別の作業
もおこなっていた。それは，ヒツジ，ヤギを子無しで搾ったのち，子に乳を吸わせるともう一度乳
がでてくるため，子をさえぎってさらにもう 1度搾るというものであった。このため本論では谷の
述べる「催乳」とワヒのいうプルディオールン（ウシ，ヒツジ，ヤギに対しておこなわれる）との
混同を避けるため，ワヒのプルディオールンを「乳だし」で統一する。

32）	 これらの残留ウシには人がつきっきりの放牧をおこなう（作物のほうに口を向けるとそのたびに叩
く等）。

33）	 ウシたちには男性がときおり飲み水用の水路をひいたり，所在を確かめるといった世話をしていた。
筆者はこうした男性のみの作業には随伴していない。
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139頭）は，7世帯から持ち寄られた混成群
であったのにもかかわらず，XZに到着した
その日から随伴なしでの放牧がなされた。

3-1 「糸の切れた凧」か―家畜の自律能力―
表 1は XZGの 3日間の放牧をめぐる作業
の内容を示したものである。ここに示される
のは，調査世帯のヒツジ，ヤギが，朝 15分
程かけて山上に追いやられると（表 1番号 2，
22，35），人の手からは完全にはなされてし
まっていることである。XZGの上方は広大
な万年雪の裾で，柵のような仕切りは何もな
い。ヒツジ，ヤギはこうした山中で自由に喫
食する。ワヒのヒツジ・ヤギは 9月から 11
月にかけて種オスを紐などで縛り行動を制限
することで，交尾を冬にさせ，出産が春にな
るように，おおまかなバース・コントロール
がなされている。このコントロールは，外れ
ることも多いが，搾乳の時期はおおむね夏に
集中していた。
放牧の際，子畜群は成畜群とは反対の下方
に向けて追いたてられる（表 1番号 3，23，
36）。こうした上下方向の母畜と子畜のあい
だにあって，人が日中におこなうべきは，母
畜をめざして丘を登ろうとする子畜をみつけ
たら，それをそのつど下方へ追いやることで
あった（表 1番号 5～10，24，25，37，38）。
そして夕刻は，母畜に先んじて子畜を子畜舎
に収納し，乳搾りにそなえる。
こうした放牧にみられる作業上の特徴は，
放たれた成畜群が，夕刻になると自律的に山
から帰還していることである（表 1番号 15，
30，43，46）。

事例 3-1-1　2013年 5月 11日（XZ）：家畜	
が集りきらないうちに乳搾りを開始している
と，5頭のヤギが山上にあらわれる。乳搾り
しているあいだに自分でおりてくる。

事例 3-1-2　2013年 7月 20日（XZG）：夕
刻，ヒツジの大群が囲いの周辺に集まってき
ている。それをみた③Ⅰ嫁弐が「ヤギの子は
子畜舎に入れておいてくれ。」とだけ筆者に
指示する。みると群れのなかにヤギの子が一
頭まざっている。「一頭だけか？（成畜はい
いのか）」と聞くと「一頭だけだ。」という。
ヒツジの大群は，後に②嫁が棒で一叩きする
とすぐに全頭が囲いに入った。

表 1と事例から示されるのは，アイルッ
クにおける家畜が，夕刻になると自律的に調
査世帯周辺に集まっているということ（事例
3-1-1），こうした場で率先してかまってい
るのは母乳を吸いつくしてしまうおそれのあ
る子畜であって（表 1番号 11，12，15，40，
41，44，事例 3-1-2），成畜群はそれが集まっ
ていることにも，それを集めることにもあま
り手をかけられていないということである。
表 1で成畜群の収納に手をつけられはじめた
のは 17:42，18:35，18:15（表 1番号 15，32，	
46）であり，これはこの頃の乳搾りの開始さ
れていたのが 18:30前後であったことを考え
ると，乳搾りの作業の直前におこなわれたわ
ずかな作業にしかすぎないことがわかる。
この群れの自帰は，子畜を人間の側に確保
することで，成畜群を手元にひきとどめるこ
とに成功したという，牧畜のはじまりを再現
しつづけているものとして考えることができ
る（梅棹 1976:	117.）。梅棹はモンゴルにお
いて，定刻に乳のはる泌乳ウシがその排泄欲
求にもとづいて子のもとに帰り，それに他の
個体が追随して全頭の帰着がなりたっている
ということを発見しこの仮説を展開している
が（梅棹 1990［初出は 1951］.），同じこと
はヒツジ，ヤギにもみられたといえる34）。
またこうした家畜について谷は，家畜を夜
囲いに収納する民族と，囲わずにとどめるパ
シュトゥーンといった民族とで，その人づけ

34）	 谷はウシ，ラクダについては帰巣性があることを認めつつもヒツジ・ヤギについては「人質をとれ
ば，母性本能に触発されて，帰巣するという習性はない。」としている（谷 1977:	26.）
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表 1　アイルックでの放牧への関与

7月 16日
番号時間 関与種類 関与者 関与内容

1 4:30	
～5:50

乳搾り ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐	
②嫁，筆者

乳搾り（含乳だし）

2 6:50	
～7:40

放出 ③Ⅰ嫁壱，②ⅡⅠ 成獣群を他世帯①の群れと混ぜたかたちで丘の上に追いあげてのち	
薪を拾ってから③Ⅰ嫁壱帰宅（②ⅡⅠは遊びに行く）

3 8:08放出 ③Ⅰ嫁弐 子畜を丘の下方に追いやる。
4 10:10観察 ②嫁 通りがかった際丘の下をみて「子羊がいる」とつぶやいている。
5 10:12追いやり ③Ⅰ嫁弐 調理作業の合間に子羊を追う「クル，クル」という声を出して歩いている
6 12:05追いやり ③Ⅰ嫁弐 橋の修復作業へ茶を届けに行く途中，子羊をみつけ 3回程石を投げる。
7 13:20追いやり ③Ⅰ嫁弐 茶を沸かし終わって「クル，クル」と言いながらひとまわりしている。
8 14:05追いやり ②ⅠⅠ，②ⅡⅠ 遊びから帰ってきた子供，見えている子羊を追ってこいと指示される。
9 15:20追いやり ②ⅠⅠ，筆者 見えている子羊を追うよう指示される。
10 15:50追いやり ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐 ③Ⅰ嫁弐が上から石を投げている。③Ⅰ嫁壱は水汲みをしながら家畜を追っている。
11 16:15収納 ③Ⅰ嫁弐 子羊 3頭を追ってきて収納。
12 16:20収納 ③Ⅰ嫁弐 さらに子羊 3頭を追ってきて収納。
13 16:28観察 ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐 ③Ⅰ嫁弐は丘をみてからヘッチ焼き開始。③Ⅰ嫁壱は水汲みしながら家畜を見ている。
14 16:40	

	
16:48

観察＋ ③Ⅰ嫁壱，②嫁	
②ⅡⅠ

編み物をしながら丘を見上げ雑談。成獣が自帰しはじめている。	
②ⅡⅠに子畜を追わせるが他世帯②のものだった。	
パンを焼き終わった③Ⅰ嫁弐が加わり 3人で丘を見下ろし雑談。

追いやり＋
観察

15 17:42	
～18:10

収納 ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐 山を登り③Ⅰ嫁壱は子畜 6頭とともに降りてくる。③Ⅰ嫁弐は成獣集めも開始。
収納（自律）― 自帰する家畜多数。

16 18:15～乳搾り ③Ⅰ嫁壱，②嫁，筆者
17 18:20被探索 他世帯①男性 一頭連れていく。
18 19:45収納（自律）―
19 19:50収納（自律）― ※乳搾り終了。
20 夜中収納（自律）― 夜半に犬が啼いていた。ヤギで帰ってきたのがいたらしい。

※ 14頭（含子羊 3頭）未収納
7月 17日

番号時間 関与種類 関与者 関与内容
21 4:30	

～5:50
乳搾り ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐	

②嫁，筆者
乳搾り（含乳だし）

22 6:55	
～7:17

放出 ③Ⅰ嫁壱	
②ⅠⅠ，②ⅡⅠ

成獣群を他世帯①の群れと混ぜたかたちで丘の上に追いあげてのち	
③Ⅰ嫁壱は薪を抱えて帰ってくる（②ⅠⅠ，②ⅡⅠはそのまま外で遊んでいる）

23 7:17前放出 ②嫁，③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐子畜を丘の下方に追いやる。
24 13:30	

～14:50
追いやり	
観察

②嫁，筆者 丘下方の他世帯②に行き，往路に 2頭に，復路に 1頭に石を投げる。	
帰ると丘を見下ろし全員が編み物，縄綯い等をしている。

25 15:05	
～15:45

追いやり ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐 水汲み 2往復。2度とも「クル，クル」と言っているのが聞こえる。

26 16:10	
～17:20

（無関与） ― （パン焼き，湯沸かし，かまど・斧の修理等で全員家の中。）

27 17:20～
18:28

（無関与） ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐	
②嫁

③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐，②嫁，他世帯②に家畜の薬を見に行く。

28 17:50収納 ②ⅠⅠ，②ⅡⅠ 10数頭追ってくる。
29 18:00被探索 他世帯③娘 数頭囲いから連れていく。
30 18:35収納（自律）③Ⅰ嫁壱 （18:28に 3人が帰ってきて）戻ってきていた成獣ほとんどを収納。
31 18:30～乳搾り ③Ⅰ嫁弐，②嫁，筆者
32 18:45収納 ③Ⅰ嫁壱 子羊 3頭収納。
33 19:45収納（自律）―

※ 12頭未収納
7月 18日

番号時間 関与種類 関与者 関与内容
34 4:30	

～5:50
乳搾り ③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐	

②嫁，筆者
乳搾り（含乳だし）

35 6:55	
～7:32

放出 ③Ⅰ嫁壱 他世帯①の家畜と混ぜたかたちで山上に放出。17分ほどでUターンし，	
薪を拾って帰ってくる。

36 7:28放出 ③Ⅰ嫁弐 子畜を丘の下方に放出。
37 13:00追いやり ③Ⅰ嫁弐 客が帰り，用足しに向かった際嫁②が 5頭の子ヒツジに石を投げる。
38 16:00追いやり ③Ⅰ嫁壱 丘に子畜 3頭（2頭は別世帯所有）。みつけて暫く後，立ち上がって追う。
39 16:30（無関与） ③Ⅰ嫁弐 成獣が帰ってきはじめているが何もしない（薪を集めている）。
40 17:00収納 ③Ⅰ嫁弐 子ヤギ 3頭。
41 17:45収納 ③Ⅰ嫁弐 子畜 2頭。
42 18:23収納 ③Ⅰ嫁弐 子畜 2頭。
43 18:15収納（自律）③Ⅰ嫁弐 集まってきていた成獣約 30頭を収納。
44 18:45収納	

（無関与）

③Ⅰ嫁壱 子ヒツジを含む 10数頭を追ってくる。	
③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐，②嫁が子畜小屋でいない子畜を数えている（成獣は放置中）

45 18:50被探索 ― 他世帯①の男性がやってきて 4頭を連れていく。
46 18:48収納（自律）― 成獣 4頭帰着
47 17:00乳搾り	

収納（自律）

③Ⅰ嫁壱，③Ⅰ嫁弐	
②嫁，筆者
―

あたりの成獣を集め乳搾り開始。

48 19:25収納（援助） 他世帯③の男性による群れの帰還に成獣が大量についてやってくる。
※ 25頭未収納
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の程度にはあまり違いがないことを指摘して
いる。すなわち夜間家畜をおさめている家畜
囲いとは，家畜を逃がさないためにあるので
はなく，家畜の農地への進入阻止と害獣から
の防護を目的としているのであり，囲いを
持つ民族であってもそうした目的外の場で
は，パシュトゥーンなどと同じように家畜を
人づけしえていることをみいだすことができ
るというのである（谷 1997:	350-351.）。こ
の点はワヒにも一致する。2013年 8月 17日
XZGで雨が降り，囲いのなかがぬかるんで
乳搾りなどの作業がしにくくなった際，人び
とはヒツジ，ヤギを囲いの外にそのまま留め
おいていたからである35）。ヒツジ，ヤギはそ
のまま囲いの外に座りこんで夜をあかし，翌
朝乳搾りをしてもそこに居続け，放牧のため
に人がムチがわりの枝を持ってやってくるそ
のときまでそこに居続けていた。人びとは，
ヒツジ，ヤギとは，囲いにいれなくとも人の
そばにいるものであるということを知ってい
たといえる36）。
こうしたヒツジ，ヤギは，囲いをはなれた
場でも簡単な誘導で人に従う。

事例 3-1-3　2013年 5月 10日（XZ）夕刻，
ヒツジ 18頭がいなかったため，③Ⅰ嫁弐（と
筆者）が探しにでる。③Ⅰ嫁弐は渓流を見下
ろす場所につくとそこにしゃがみ，歌を歌い
ながら他世帯③の男性が群れとともに橋をわ
たってくるのをみている。大群があがってく
る横で③Ⅰ嫁弐が口笛をふくと，ヒツジの一
部が分離してこちらにやってくる。探してい
た 18頭だった。

事例 3-1-4　2013年 5月 5日（XZ）夕刻，
ヒツジのメス 10頭がいなかったため，③Ⅰ

嫁弐（と筆者）が探しに出る。あたりの人び
とに聞いてまわる。③Ⅰ嫁弐は「ヒツジのメ
ス達はどうしたのだろう」と独り言をいいな
がら，渓流を見下ろす場所につくとそこで
しゃがみこむ。対岸から他世帯③の男性が大
群を追いながら橋をわたってくるのがみえ
る。そうして近づいてきた群にむけて③Ⅰ嫁
弐が呼び声を発すると，こちらに別れてくる
一団がいる。探していたヒツジのメス 10頭
だった。

事例 3-1-3，3-1-4にみることができるの
は，ヒツジ，ヤギが，自分たちには帰るべき
場所が別にあることを知っているというこ
と，そのため「混ざりあい」が起こっても，
その分離は容易であり，人びともそれを知っ
ているということである。こうした点は表 1
での家畜放出の際に，調査世帯が，他世帯の
群れと混ぜてこれをおくりだしてさえいる
ということからもみてとれる（表 1番号 2，
22，35）。この積極的な混ぜ合わせは，他世
帯①で群れの誘導をしていたのが男性で，女
性が誘導をしていた調査世帯では，群れを他
世帯①のものと混ぜてしまうことで，より遠
くへと誘導してもらうことができたことによ
る。このように，家畜が混ざりあうというこ
とは，人びとにはほとんど問題とはされてい
ない。
こうした放牧からの収納の際の欠頭数を示
したものが表 2である。表 2は，夕刻の乳
搾りの終了時に③Ⅰ嫁弐への聞き取りから作
成したもので，ここには乳搾り後の夜間や早
朝に自帰してきた個体は含まれていない。そ
のため，表 2は収納の達成度を示すものとし
ては一時的なものであるといえる。そうした
表 2の収納達成度は 93％（28日間）で，こ

35）	 なぜ囲いがつくられるのかについては，囲いに堆積した糞を耕作に利用するということもまた理由
にあげられると思われる。人びとの耕作は，ディオール，アイルックどちらも，畑地へ家畜の糞の
混ざった土を運ぶことから始められる。筆者が，あるワヒに「日本にはヒツジ・ヤギはいないが，
畑はある」というと「家畜がいなくてどうして畑ができるのだ」といわれたことがあった（2013
年 8月 18日）。

36）	 囲いの外での夜明しは，その後ぬかるみが改善されるまで数日間つづけられた。
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の表 2の期間は残りの 7％はだいたい放置し
たままで夜を越されていた。そして，こうし

た放牧によって 2013年調査世帯がアイルッ
クで失った個体は一頭もいなかった。
こうした放牧の仕方は，子畜のいる時期と
いない時期とでは若干異なる。表 3はアイ
ルック後の，ディオールでの放牧作業を示し
たものである。秋以降のディオールでは，ヒ
ツジは早朝に家畜囲いから出されるのみで，
ヤギだけが川や川向こうの空地までつれてい
かれていた（図 7参照）。これは，青草の少
なくなってきたディオールにおいて，ヒツジ
が地面の草をさがして食うのに対し，ヤギは
木に足をかけ皮を剥いで食ってしまい，果樹
や材木用の木を傷めてしまうためである。表
3では分離される子畜群はおらず，アイルッ
クで子畜群を形成していたものはすべて成畜
群にくわえられている。表 3のヤギ群は，ディ
オールの川向こうの空き地に誘導されると
（表 3番号 4・18・36），日中はやはり「放置」
され，自由な喫食をおこなうものとされてい
た。この群れは自帰するものとはみなされて
おらず，収納は再度やってきた人間の再誘導
によっておこなわれる（表 3番号 6～13，21
～34，37～51）。ここにおける群れは，自帰
は期待されていないものの，放置されていて
もある程度群れをくずさず，やはり簡単な働
きかけで誘導にしたがうと考えられているこ
とがわかる。
ディオールに降りてから，アイルックであ
ずかっていた家畜はすぐに預かり元の世帯へ
帰されている。その翌日以降，各世帯からお
こなわれる放牧によって家畜群は再度近接
し，やはり各地で放置的な放牧をなされて
いたが（表 3「アイルックでの関係」参照），
こうした群れが混ざり合って困るということ
はなかった。家畜はやはり群れのメンバーを
覚えてはいないのだろうか。この点は，アイ	
ルック後に③Ⅰ嫁壱が実父宅から婚資の名目37）	

で 2才のヒツジのメスをもらったときに
（2013年 10月 30日），幾度も実父宅に帰っ

表 2　 アイルックの夕刻の乳搾り時に発見されたヒツジ・
ヤギの欠頭数

不在家畜頭数
7月 4日 9
7月 5日 11
7月 6日（筆者不在）

7月 7日 19
7月 8日 4
7月 9日 5

7月 10日 10
7月 11日 7
7月 12日（聞けず）

7月 13日 5
7月 14日 19
7月 15日 全頭確保。
7月 16日 14
7月 17日 12
7月 18日 25
7月 19日 7
7月 20日 12
7月 21日 21
7月 22日（聞けず）

7月 23日 12
7月 24日（筆者不在）

7月 25日（筆者不在）

7月 26日（筆者不在）

7月 27日（筆者不在）

7月 28日 1
7月 29日 15
7月 30日 9
7月 31日 4
8月 1日（聞けず）

8月 2日 2
8月 3日 8
8月 4日 6
8月 5日 15
8月 6日「乳ヤギがいない」とのみ言及される。
8月 7日（聞けず）

8月 8日 8
8月 9日（聞けず）

8月 10日 大量にいない。
8月 11日 5
8月 12日 3

37）	 後述するジーイズを指す。
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表 3　ディオールでの放牧への関与

11月 2日
番号時間 関与種類 関与者 アイルックでの関係関与内容

1 7:50放出 ③Ⅰ嫁壱― ヤギのみ橋の手前に誘導し，放置してくる。
2 8:12 XZ他世帯④ ③Ⅰ嫁壱の父親と弟と挨拶。
3 8:20 預畜世帯③ 預畜世帯③の女児と挨拶。
4 8:40 S世帯 S世帯の男性と男児と挨拶。かれらの群れと自畜群を合流させ誘導を依頼。
5 9:00 帰宅。
6 15:25収納 ③Ⅰ嫁壱― 家を出る。
7 15:40 ― 5頭をみつける（追わない）

8 15:41 ― 2頭をみつける（追わない）

9 15:53 XZ他世帯① 他世帯①の男性に会い「こっちにはいなかった」と言われUターンし同道。
10 15:56 ― 他世帯①の男性と別れる。自畜を分離。
11 16:05 無関係 家畜を追う近所世帯の女性と挨拶。
12 16:20 無関係 ③Ⅰ嫁壱の母の兄弟と会う。8頭をみつける。
13 4:30 XZ他世帯④ 家の周囲でヒツジもまとめて集め帰宅。③Ⅰ嫁壱の弟とすれちがう。

11月 3日
番号時間 関与種類 関与者 アイルックでの関係関与内容
14 8:00放出 ③Ⅰ嫁壱― 家畜を放出。ヒツジは無関与。ヤギのみ誘導。
15 8:45 預畜世帯② 川周辺に佇む預畜世帯②の男児と会う。
16 9:08 K世帯 K世帯の男性の従兄弟の男児と挨拶。
17 9:20 XZ他世帯① 他世帯①の男性と挨拶。
18 9:24 ― 家畜を放置。
19 9:40 預畜世帯④ ③Ⅰ嫁弐の従兄弟の妻と挨拶。
20 9:50 ― 帰宅。
21 15:45収納 ③Ⅰ嫁壱― 家を出る。
22 15:50 ― 2頭をみつける。追わない。
23 15:52 ― 2頭をみつける。追わない。
24 15:55 ― 4頭をみつける。2頭，2頭もあわせて追う。
25 16:10 ― 3頭を方向づけのみ。
26 16:15 S世帯 S世帯の男性の群れのなかに自畜（種ヤギ）をみつける。
27 16:18 ― 群れみつける。
28 16:22 S世帯 S世帯の男児と挨拶。
29 16:30 ― 1頭追う。
30 16:37 預畜世帯⑥ 預畜世帯⑥の女性と女児と挨拶。
31 16:43 預畜世帯⑦	

（親族内預畜）

預畜世帯⑦の女性と挨拶。　　③3婚家の男児と挨拶。

32 16:49 （親族内預畜） ヒツジを追っている嫁いだ③3と挨拶。
33 16:54 XZ他世帯④ ③Ⅰ嫁壱の弟とその息子と挨拶
34 16:54 ― 帰着。

4頭未収納

11月 4日
番号時間 関与種類 関与者 アイルックでの関係関与内容
35 8:00放出 ③Ⅰ嫁壱― 家を出る。
36 8:08 ②Ⅱ ― ②Ⅱに預け，③Ⅰ嫁壱（及び筆者）放出作業終了。
37 15:45収納 ③Ⅰ嫁壱― 家を出る。
38 15:48 預畜世帯⑥ 預畜世帯⑥の女性と挨拶。
39 15:50 無関係 親族のひとりと挨拶。
40 16:04 S世帯 ウシ誘導中の S世帯の女性と挨拶。
41 16:07 XZ他世帯④ ウシを誘導中の③Ⅰ嫁壱の父親と挨拶。
42 16:10 ― 群れをみつける。
43 16:16 ― 橋を渡らせた後群れを一時放置し，再度橋の向こうへ別の家畜を探しに行く。
44 16:20 ― みつからないので橋の群れまで戻る。
45 16:23 無関係 近所世帯の女性と話す。山肌を登っているのが昨夜いなかったと言っていたヤギで

はと言われ，再度橋の向こうへ渡る。―
46 16:28 ― 探していたヤギを連れて橋の手前に戻る。
47 16:42 ― 小川の手前で止まっている放置していた群れに追いつく。
48 16:45 預畜世帯⑦ 預畜世帯⑦の女性と挨拶。
49 16:49 預畜世帯⑥ 預畜世帯⑥の女性の父親と挨拶。
50 16:52 XZ他世帯④ ③Ⅰ嫁壱の弟の男児と挨拶。
51 16:58 ― 帰着。

8頭未収納
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てしまったヒツジをつれもどしにいったこと
があったことからも推測することができる。
すなわちヒツジ，ヤギは，やはり就寝した場
所こそを記憶しているため，その記憶によっ
て容易に分離することができるが，収納の困
難もまたうみだされるということである38）。
その記憶は，アイルックといった遠隔地では
1日で塗りかえられたとしても，ディオール
といった別の記憶が残る場では難しくなるも
のと考えられる。次節ではこうした家畜を所
有する，人びとの対応の仕方をみていく。

3-2 人びとの「自由」
ビルハンズの「放置」的な放牧において，
昼間人はほとんどすることがない。7月 11
日のイスマーイール派の祭日39），XZGでは
11:00から 3:00の 4時間のあいだ全世帯が他
世帯④に集まって会食・遊戯会をしていた。
これは，「追いやり」の必要が多々あるよう
な 16日（表 1）のような日よりも，その必
要のほとんどない 17日や 18日のような日
のほうが，アイルックの日々としては常態で
あったことを示しているといえる。
そして表 1にみられる「追いやり」には，
ひとつの特徴を確認することができる。そ
れは，その「追いやり」が，「調理作業の合
間」（表 1番号 5）や「水汲み」の途中（表
1番号 25），「用足しに向かった際」（表 1番
号 37）といった，他の用事をしていた際に，
「目視」されたからおこなわれたにすぎない
という点である。それは継続的な監視といっ

た姿勢を欠いたものとしておこなわれている
のである。そのため個々人の「目視」さえ欠
けば，屋内に全員が居続けていたり（表 1番
号 26），他世帯に全員が出かけてしまうとい
うこともまたみられた（表 1番号 27）。こう
した“監視”下では，以下のように失態もみ
られた。

事例 3-2-1　2013年 5月 6日（XZ）：12:50
前後の 1時間ほどのあいだ，ウシを見にいっ
ていた③Ⅰを除く全員が屋内にいた。③Ⅰ
嫁壱はかまどを修復し，③Ⅰ嫁弐はヘッチ
x̌ǝč40）を焼き，②嫁は③Ⅰ嫁弐のために火を
おこし，それらがすべて済んでチャイ čoy41）

を飲もうとしていたところ，他世帯③の男性
が耕作のためのウシを借りにやって来る。で
は男性もくわえてチャイを飲もうとなり，③
Ⅰ嫁壱が手を洗いに外の小川に出て行ったと
ころで「ヒツジ（の親子）が一緒にいる！」
と叫ぶ。女性達全員が走り出るが，ヒツジの
子はすでに乳房に吸いついている。全員で 2
頭を追いかけまわし，結局家畜囲いの戸をあ
け，2頭が走りこんだところで，③Ⅰ嫁弐が
手づかみでヒツジの子をとりあげた。

事例 3-2-1は，その翌日も母子を一緒に
してしまう事態が起こったため，その翌々日
には，子畜群は渓流をはさんだ飛び地につれ
ていかれ（図 10の「小 XZ」），橋には棘枝
が置いておかれてくることになった。このよ
うに不都合な事態がおきた場合の対処はなさ

38）	 場所の記憶という点について，谷はイタリアの事例から「日暮れ時に村に帰ってくると，牧夫の仕
分けがなくとも畜舎をともにする各共住集団は，自然に小群に分かれて，自分らの畜舎に帰ってゆ
く。相互に鳴きかわしながら，仲間を呼びあって帰ってゆくところをみると，こういう所有者へ
の帰属の同一，つまり住地の同一性が，一定の群内小集団の共同性を生ぜしめている」（谷 1987:	
179.）として，そこに住地の記憶をみいだすことができることを指摘している。

39）	 イスマーイール派の現イマームがイマームに就任した日。
40）	 ワヒのつくる醗酵パン。フンザ-ナガル地区では同じものがシャピックと呼ばれていた。従来ヘッ

チは固めの生地をかまど（ディルドン dildong）の側面に貼りつけて焼いていたが，ディルドンは
薪を多くつかうこともあり，近年では金属製の台の上で柔らかい生地の薄焼きをすることが一般化
している。ディオールではすでにディルドンを埋めてしまった家も多くみかけられた。だがアイルッ
クはどこでもディルドンであり，ヘッチもディルドンのヘッチのみが焼かれていた。

41）	 乳をまぜた紅茶。通常は塩を加え，ヘッチとともにとられる。
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れるが，それが誰かのせいにされたり，人の
監視作業への拘束や家畜の柵内への閉じ込め
につながるということはなかった。それは，
人びとの放牧が，何よりもまず，母畜も子畜
も自力で草をみつけ腹をみたすことができる
ということに依存してなりたっているからで
あると思われる。それは人と家畜の「自由」
の関係である。
そうした関係によって作業をする人びとは，	
欠頭を探しにいく際などにおいては，「目視」
された情報を耳にすることを重視していた。

事例3-2-2　2013年5月9日（XZ）　午後5:00　	
家でのチャイの席で，②嫁が「対岸に見えた
ヒツジの一団がうちのだった。」という。チャ
イの後に③Ⅰ嫁壱がそこに行ってヒツジを連
れてくる42）。

事例 3-2-3　2013年 9月 12日（XZ）：夕刻，
③Ⅰが大きいヤギ（種ヤギ）がみつからない
という。筆者が，それなら朝方他世帯②のほ
うに一頭で悠々と歩いて行くのを見た，とい
うと，即座に③Ⅰが他世帯②に行き，そこの
囲いからみつけてきた。

事例 3-2-3，3-2-3にみることができるの
は，「見た」という情報を耳にすることが，
人びとが行動にうつる際の有力な動機となっ
ている点である。それは，事例 3-2-3の筆
者のように意図せずに「見た」ことであって
も，有力な情報へと変換されるものとして
あった。こうした「見る」行為は日常のかた
わらで誰もがおこなっていた。

事例 3-2-4　2013年 11月 29日（D）：①嫁
が 12時のチャイの席で「丘の下に行ったと

きヒツジ，ヤギをまったく見なかった。」と
話している。同じ日の 3時のチャイ43）の席
で③嫁が「川のそばに行ったらヒツジ，ヤギ
を見た」と話している。

事例 3-2-4が示しているのは，人びとが，
はたらきかけの必要不必要にかかわらず家畜
を「見て」おり，その情報を言いあっている
ことである。こうした「見る」べき範囲は，
ときに意外なところまで広がっていることが
あった。

事例 3-2-5　2013年 10月 6日（XZ→D）：
アイルックからの撤収の当日も，何頭かの家
畜がいない。家畜を連れておりる予定の②Ⅱ
にこれらを探すよう頼み，女性達はチーズを
積載したウマに乗って儀礼的な下山を開始す
る44）。下山の途中，2時間ほどくだったとこ
ろで突然 300	mほど上方の岩の上に預畜で
あった泌乳メスのヤギ 2頭が顔を出したのを
みつける。馬をひいていた②Ⅳが即座にかけ
のぼってこれをとらえ，付近のシャムサバッ
トの世帯に，あとから家畜とともにやってく
る②Ⅱにこれをわたしてくれるよう頼み，下
山を再開した。

事例 3-2-5に示されるのは，ディオール
でもアイルックでもない場所でも家畜が行き
ついていることがあり，人びともまたそうし
た自畜を見抜き，関与するという姿勢を身に
つけていた点である。こうした事例から示さ
れるのは，予防的な対応をふくめた仕事の仕
方からは自由であったはずの人びとが，一貫
して「見た」ことへの対応はおこたっていな
いという点である。そうした対応は，経験的
事実さえともなっていれば，世帯員から要求

42）	 ここで③Ⅰ嫁壱が自帰してくるのにまかせていなかった理由は，ヒツジ，ヤギは集団で橋を渡って
しまうと，一頭一頭では流水を恐れ，戻ってこられなくなることが多かったためである。

43）	 食事（チャイとヘッチのみを含む）がとられるのは一日に 5回。
44）	 この下山はウマに乗っておこなわれ，近隣世帯を含む多くのディオールの人びとの祝いによって迎

えられる。
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さえされるものとしてあった。

事例 3-2-6　2013年 5月 6月（D）：ヒツジ
1頭がみつからず，数人で探し，みつけられ
ないまま夜を迎える。夜の礼拝の指導を終え
てジャマエットハナから帰ってきた②Ⅰ（ム
キー）が，世帯員に「ヒツジを連れてこなかっ
たのか」といわれ目を丸くしていた。

事例 3-2-6は，家畜はジャマエットハナ
であってもどこにでもいくものであるという
こと，そうした家畜を，前後の過程を知らな
い②Ⅰであってもみつければ必ず連れ帰って
くると調査世帯の人びとが考えていたことが
示されている。そこには「管理」という観点
では家畜や人同士の関係からは切り離されて
いた人びとが，事実に対応するという意味で
は実態と強く結び付けられていることをみい
だすことができる。こうした世帯員による家
畜への対応の仕方は，世帯の外の人びとには
どのようにうけとめられているのであろう
か。次節では，こうした放牧においてみられ
る世帯間関係についてみていく。

3-3 「自由」な他者をめぐる世帯間関係
家畜は世帯の家畜囲いから放たれた後，他
世帯のものと混ざりあう。これは積極的に混
ぜられることもあり（表 1），そうした家畜
はそのまま他世帯の家畜囲いにおさまってい
ることもあった（事例 3-2-3）。こうしたこ
とは，まぜられた側ではどのようにうけとめ
ていることなのであろうか。誘導群や家畜囲
いといったものが本来私的なものであるべき
だとすれば，そうした混ざりあいは他世帯の
人びとが盗んだとみなされる行為になるかも
しれない。あるいは「管理」の仕方が悪いせ
いだ，と逆に盗みとる口実になるかもしれな

い。迷いこんだ家畜はどのようなものとみな
され，それは人同士のあいだにどのような対
応の姿勢をうみだしているのか。それは，近
隣世帯とのあいだでおこった相互の逸失家畜
への対処からみいだすことができた。

事例 3-3-1　2013年 5月 7日（XZ）：夕刻，
9頭のヒツジがいなかった。このころの XZ	
では夜間に害獣のでる危険性があったため45），	
③Ⅰ嫁壱と③Ⅰ嫁弐が他世帯にも探しにいき，	
暗くなってきても雨のなかあたりを探しつづ
けていた。その夜は結局みつけることができ
ず，調査世帯では害獣防御と防犯のために夜
は鎖を解いていた犬を放さずに就寝する46）。
翌朝もすぐに家畜囲いをみにいくが，ヒツジ
は帰っていない。だがしばらくすると，他世
帯③の男性がヒツジ 9頭を追ってきてくれ
た。かれは朝早く河原の一角でヒツジがかた
まって夜あかししていたのをみつけたといっ
ていた。

筆者は，③Ⅰ嫁壱と③Ⅰ嫁弐が雨に濡れな
がら探していた家畜がみつかったことで，他
世帯③の男性に対し大いに謝意をおぼえた。
ところがその日の夕刻，今度は他世帯③の男
性所有の家畜が調査世帯の敷地内に入り込ん
でいるのをみつけた。筆者は，午前中に調査
世帯の家畜をつれてきてくれた人物の家畜で
あり，これを当然同じように引き渡しに行く
のだろうと考えたが，調査世帯の人びとは何
もしようとしない。

事例 3-3-2　2013年 5月 8日（XZ）：夕刻
の乳搾りを終えた頃，ウシ囲いのなかにみな
れないヤギをみつけた。誰のだと聞くと他世
帯③のものだという。暗くなりかけていたが，
これを事例 3-3-1のように，男性の家に届

45）	 この危険があったのは 5月の XZのみで，XZGに移動して以降は XZを含め全域でこの危険はな
かった。

46）	 これはヒツジがおびえて帰ってこなくなることへの対処である。こうした犬は害獣や不審者予防の
ためだけに育てられたもので，どの世帯にもいた。
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けに行くのかと思ったが誰も行かない。ヤギ
は敷地内を歩きまわり，そのうち調査世帯の
天井の上を歩きはじめる。人びとは屋内から
天井をみあげながら，天井をワヒ語で何とい
うかなどと筆者に教えてくれるほどのんびり
としている。30分ほどして他世帯③の男性
がやってきて，当のヤギを探しにきたことを
告げると，人びとははじめて立ち上がり，天
井から追いたててこれを引き渡した。

事例 3-3-1，3-3-2にみられるのは，人び
とが，他世帯の家畜は所有者本人の要求がな
ければ，それが誰のものかがわかっていたと
しても関与していないという点である。この
ことは，人と家畜の関係が「所有者」と「管
理」といったピースのはまる関係ではなく，
所有者が関与しなければ所有はみとめられな
い，すなわち家畜は所有関係外の個体として
あたりにいつづけるということを示していた
といえる。
家畜誘導の際，所有外の個体に対し「それ
はうちのではない」といって，誘導対象から
外すということはよくみられた。だがそのと
きに家畜自身が積極的に追随をつづけるよう
なときは，力づくでそれを排除するといった
積極的な働きかけはなされないことが常で
あった。つまり，誘導対象から外すという意
味でも外さないという意味でも，人びとは余
計なことはしないのである。そのため，屋敷
地内で他世帯の個体をみつけることは，まっ
たく不都合なこととはみなされていなかった。

事例 3-3-3　2013年 5月 8日（XZ）：夕刻，
ヒツジのメスが 1頭いない。②嫁と筆者で探
しにでると，畑に立っていた他世帯①の女性
が「いないのはどんなのだ。」という。色を
いうと，自分の家の囲いにいた群れの中から
（※そのとき囲いに追い込んでいた）から一
頭を引き渡される。探していたヒツジだった。

事例 3-3-3から示されるのは，人びとが

世帯の家畜囲いに別世帯の家畜をみつけるこ
とを，互いにまったく不都合とみなしていな
い点である。こうした家畜は，所有者が引き
取りに来ない場合，そのまま群れや囲いに放
置される。

事例 3-3-4　2013年 8月 30日（XZG）：預
畜のヤギの子が 1頭いなくなって 4日が経っ
た。付近の世帯ではみつけられなかったため，
②嫁（と筆者）が川下のクンダーイルとシッ
ティルまでこれを探しにいく。クンダーイル
の 2世帯でも茶をかこみ家畜について聞きな
がらやってきた結果，当のヤギの子は 2日間
をクンダーイル，2日間をシッティルですご
していたことがわかった。シッティルで世帯
の子畜群にまざっていたヤギの子をつかまえ
てつれ帰った。

事例 3-3-4が示しているのは，クンダー
イル，シッティルの 3つの世帯が，迷いこん
でいた調査世帯のヤギの子（の外観をした個
体）をそれぞれよく「見て」知っていたが，
自畜とともにこれをただ囲いに留めおき，朝
には自畜と一緒に放出していたと考えられる
点である。この囲いに留めおくという行為は，
結果的に迷いこんだ家畜を夜間害獣から防護
することにもつながっている行為である。し
かしその行為は，相互扶助として積極的にな
されたものではない。それはクンダーイルの
世帯が翌日その個体を出ていくにまかせてい
たことからもみてとれる点である。人びとは
家畜を所有者に返すといった関与はしない
が，それについて聞かれれたときにはこたえ
るのである。

事例 3-3-5　2013年 11月 3日（D）：8:45　	
川向こうで元預畜世帯①の男性がひとり佇ん
でいて「うちのヤギの子がいないんだ。」と
いう。③Ⅰ嫁壱が「それなら元 XZ他世帯①
の群れにいた」と伝える。確かに③Ⅰ嫁壱は
一昨日元 XZ他世帯①の群れを見ながら「元



38 アジア・アフリカ言語文化研究　94

預畜世帯①の家畜がまざっている」とつぶや
いていた。

事例 3-3-6　2013年 11月 15日（D）：朝①
Ⅱ嫁（と筆者）がウシを誘導してきた帰り，
屋敷地のそばで出会った元 XZS世帯の男性
が「私のヤギの若オスがいない。」という。
①Ⅱ嫁も「うちも大きい（種）ヤギのオスが
いない。」というと，元XZS世帯の男性が「あ
れなら川の向こうにいた。」という。

事例 3-3-5，3-3-6から示されるのは，人
びとがあたりを歩いている他世帯の家畜をよ
く「見て」，所有関係を把握しているが，や
はり何もしておらず，そうして何もしなかっ
たことを所有者に伝えている点である。こう
した「放置」に対する「要求」という点をみ
ることができるのが，以下である。

事例 3-3-7　2013年 8月 17日（XZG）19:03 
より乳搾りをしている家畜囲いを 3分間撮
影したもの
K（クンダーイルの）男性が家畜囲いに入って
きて自畜を探している。かれはおもに③Ⅰと会
話しており，女性たちも自身の作業をしながら
K男性の話に耳をかたむけている。矢印は誰か
ら誰への発話かを示している。

0:02	 K男性→③Ⅰ「どこだ」
	 K 男性，囲いのなかで一頭のヒツジの首

をつかもうとするが，ヒツジが逃げる。
0:04	 ②嫁→K男性「…それはうちのでは

ないか…。ああ父よ（男性に対する尊
敬の呼びかけ），それはうちの（ヒツ
ジ）だ。だからあなたについて行こう
としていない。それはうちのだ。腹の
横に痣のような盛り上がりがあるだろ
う。それがうちのの目印だ。うちのも
のだから，あなたが打ったら囲いの隅

に逃げてしまった。」（③Ⅰの笑い声）

0:23	 K男性→③Ⅰ「私のヤギの若オスは
いたか？」

0:25	 ②ⅡⅠ47）→K男性「それはいない。」
0:26	 ③Ⅰ嫁壱→K男性「父よ。それは岩

のほうだ（囲いの外）。」
	 全員がその指摘で囲いの外（岩のほう）

に目をやる。K男性が事前に追ってい
た 30頭ほどのヒツジが 2列にわかれて
ゆっくりとクンダーイルの方角へ丘を
登っている。

0:29	 K男性（囲いの外を見ながら）→③
Ⅰ「私のヤギの若オスは一昨日いなく
なったのか，昨日いなくなったのか，
とにかく今日になってやっとここまで
探しにこれたのだ。」

0:37	 ②嫁→③Ⅰ嫁壱「うちのも帰ってきて
いる（乳搾りをする女性同士での会
話）。ヤギの子だ。」

0:46	 ③Ⅰ嫁壱→K男性「父よ！あなたの
ヤギの若オスはここにいる！」

0:50	 ③Ⅰ嫁壱「父よ，またここにきている。
……②ⅡⅠ，（乳搾りをするヤギを）

持って来なさい」
	 K 男性ヒツジ 1頭を囲いの外に連れ出

していく。
0:58	 ③Ⅰ嫁弐，乳搾りをするヤギを後ろで支

えながら「②ⅡⅠ，しっかり押さえな
さい。」

1:00	 ②嫁→K男性「父よ，（あなたのヤギ
の若オスは）ここだ。」

	 K 男性，ヤギの首をつかんで囲いの外に
連れ出していく。

1:10	 ③Ⅰ嫁弐→K男性「母よ（男性も含
んだ尊敬の呼びかけ）。あなたのオジ
のヒツジのメスはこっちだ。」

	 K 男性，③Ⅰ嫁弐に答えながら囲いの外
に出て，周囲にいる家畜を追いたててい
く。K男性とともに 7頭のヒツジがク

47）	 7歳。学校が休みになってから②ⅠⅠ（8歳）とともにアイルックに来ていた。後述。
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ンダーイルの方向へと丘を登っていく。
そのヒツジの列を③Ⅰ嫁弐がじっと見て
いる。

1:37	 ③Ⅰ嫁弐→③Ⅰ嫁壱「（K男性が追っ
ていったヒツジのうちの）1頭は，（預
畜世帯③の女性の名前）のヒツジの若
メスではないか？」

1:39	 ③Ⅰ嫁壱→③Ⅰ嫁弐「私にはわからな
いが…」

1:43	 ②ⅡⅠ→③Ⅰ嫁壱・③Ⅰ嫁弐（遠方の
ヒツジの列を見ながら）「そうだ。」

1:47	 ②嫁→③Ⅰ「うちのが一頭行ってし
まっている…。父の名前よ（③Ⅰは祖
父の名前をつけられている），1頭は

（預畜世帯③の女性の名前）のヒツジ
の若メスだ」

	 囲いの入り口に立っていた③Ⅰが返事を
し，列を眺める。K男性がどんどん丘を
登っている。

1:54	 ③Ⅰ→②嫁「そうなのか。」
1:55	 ②嫁→③Ⅰ「そうだ。」
	 ③Ⅰ嫁壱も丘を歩いていくヒツジを

じっと見つめ続けている。③Ⅰ，K男性
に口笛で合図を送る。

2:01	 ③Ⅰ嫁弐→③Ⅰ　丘を見つめつづけな
がら「前を歩いているのがそうだ。」

2:06	 ③Ⅰ→③Ⅰ嫁弐「前を歩いているの
か。」

	 K 男性が合図に気付いてふりむく。
2:08	 ③Ⅰ→K男性「前を歩いているのは

うちのヒツジだ！」
2:11	 ③Ⅰ嫁弐→K男性「兄弟よ（男性に

対する尊敬の呼びかけ），それは茶色
で毛刈りの跡がある！」

	 K 男性，ヒツジを上方から追い，7頭の
うち後ろを歩いていた 4頭を下方へお
いやる。2:23，4頭のヒツジは，向き
を変え，調査世帯の家畜囲いのほうへも
どってくる。

2:43	 ②嫁→③Ⅰ嫁壱「全部うちのではない
のに…」

	 ③Ⅰ嫁壱→②嫁「全部来てしまった
（苛立ったように）。」

	 K 男性，再び前を向き，歩いて行く。

ここにはまず，調査世帯の家畜囲いにK
世帯の家畜が 2頭以上まざっていたこと，こ
れを調査世帯の人びとは把握していたが，聞
かれるまでは全員がこれを放置していたこ
と（0:26，0:46，0:50）が示される。人びと
の作業には，予期しない家畜の追随がつねに
付帯しており，それは人びとの行為と場を徹
底的に「私的」にはなりえないものにしてい
る。そうした「私的」にはなりえない場で，
人びとは「見て」「要求」をすることによっ
て，その確保をこころみている。それは，公
私の溶けあった場において，目の届く範囲の
対処に徹するという仕方で結果を求めようと
する行為であったといえる。それは互いに盗
んだ・盗まれたということの成立しえない場
での行為なのである。こうした家畜囲いでの
相互の探索は，毎日のようにみられた（表 4）。
そして，こうした場所で人びとがおこなうの
は，一貫して自畜の要求であった。

事例 3-3-8　2013年 9月 25日（XG）：他世	
帯②の女性が自畜を探しに家畜囲いに来てい
たが，みつけられずに去って行く。その後③
Ⅰ嫁壱と③Ⅰ嫁弐が，囲いのなかに見かけぬ
ヤギをみつける。他世帯②の女性の後姿に 2
人が「あなたの探しているヤギ！」と叫ぶと，
彼女は振り返って「（それは）シッティルの

（家畜）よ」といってまた去っていく。

人びとは，他世帯の家畜の情報をみとめて
も，それを口にしない（事例 3-8-8および
事例 3-3-7，0:46，0:50）。その理由は，家
畜の自由とのあいだで，自身の所有以外のも
のは，意味のないものだとみなされているか
らだと思われる。それは，他者の“所有”が，
個々人にとって 2次的なものにされているこ
とを示していたといえる。それは，結果的に
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家畜だけでなく人間の他者の自由もまた認め
ることにつながっている情報の枠組みである
といえる。そしてこうした人々が，自畜を放
牧に放す際に口にしていたのが，カミという
ことばであった。

事例 3-3-9　2013年 8月 10日（XZG）：夕
刻あまりにも家畜が集まらなかったため，③
Ⅰ嫁弐は「朝は誰が（放しに）行ったの？」
と聞く。②ⅠⅠ（8歳）だと聞くと③Ⅰ嫁弐
は②ⅠⅠに「ビスミンラー48）と言ってから放	
しなさい！」という。②ⅠⅠは「言ったよ！」
という。

事例 3-3-9に示されるのは，人びとのあい
だで「管理」によって把握されるとみなされ
る部分が“カミ”にとってかわられていると
いう点である。それは，人びとが家畜という
財を，家畜自身の意思をふくめた「他者」の
自由のあいだにあずけたことばであったと思
われる。こうした人びとが，家畜の「固有名
称」という，その「ラヴェリングを他の人び
とにも共有するという強制力」（谷 1977:	45-
46.）を帯びた語を，持つものなのだろうか。

4　家畜をみる
―「個体名」と「分類名」のあいだで―

人びとの家畜への言及方法は，事例 3-3-7
のうちに，ふたつを確認することができる。
ひとつは所有者名と「性と成長段階」（太田
1987:	733.）を組み合わせたもので，おもに
家畜と世帯員を知っているあいだがらで使わ
れている（事例 3-3-7：「1:10」「1:37」）。も
うひとつは色や模様といった外見的特徴に言
及したもので，事例 3-3-7ではK男性のみ
に対して使われている（事例 3-3-7「0:04」
「2:11」）。これは「固有名」でないとすれば
何であろうか。

表 4　 調査世帯の家畜囲いでみられた他世帯による家畜
の探索

囲いに来た人物
7月 4日 ①女児，②女児，③，K男性。
7月 5日 ①女性。②男性，③男性，K男性。
7月 6日（筆者不在）

7月 7日 ③男性。
7月 8日 ①男性と娘婿。K男性。
7月 9日 ①男性，②女児，③男性。

7月 10日 ①男性（逆誘導）

7月 11日 ②男性。
7月 12日（無し）

7月 13日 ①男性（逆誘導）。②男性。
7月 14日 ①男性。
7月 15日 ①男性，②女児，③女児。
7月 16日 ①男性。
7月 17日 ②女児，③男児と女児。
7月 18日 ①男性。
7月 19日 ②女児，③男性。
7月 20日 ①男性，③女児，K男性。
7月 21日 ①男性。
7月 22日 ①男性，K男性（逆誘導）。
7月 23日 ①男性，②女児，③女児，K男性。
7月 24日（筆者不在）

7月 25日 ①男性，②女児，③女児，K男性。
7月 26日（筆者不在）

7月 27日 ①男性，②女児，③女児，K男性。
7月 28日 ①男性，②女児，③女児，K男性。
7月 29日 ②女児，③女児。
7月 30日 ③女児，K男性。
7月 31日 ②女児，③女児，K男性。
8月 1日 ②女児，③女児，K男性。
8月 2日 ②女児，③女児。
8月 3日 ②女児，③女児，K男性。
8月 4日 S男性。
8月 5日 ②男性，②女児，③女児。
8月 6日 ①男性，②女児，③女児。
8月 7日 ②女児，③女児，K男性。
8月 8日 ①男児，②女児，K男性。
8月 9日（調査できず）

8月 10日 K男性。
8月 11日 ①女性（逆誘導），③女児。
8月 12日（調査できず）

※男性，女性＝既婚者
男児，女児＝未婚者

48）	 アラビア語ではビスミッラー bism	Allāhあるいはバスマラ basmala。「“慈愛あまねく慈悲深き
アッラーの御名によって”という句。」「生活行為の冒頭にはバスマラを唱えることが多い。」（小杉
2002b:	759.）。
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事例 4-1　2013年 7月 31日（XZG）：筆者
と③Ⅰ嫁壱で丘を見下ろし，筆者が「あ，う
ちのマイ（ヒツジのメス）だ。」というと③
Ⅰ嫁壱が「そうだよ。①Ⅱ嫁のマイだ。」と
いう。

人びとは，家畜や世帯員を知っているあい
だがらでは，世帯員（所有者）の名前を第 1
の指標としている。これは，かれらの家畜が
個人所有で，共有財産のようなかたちのもの
は一頭もいないことによっている。調査世帯
と，アイルックで預かった家畜の所有者を示
したのが表 5である。
世帯の家畜は，婚入女性に子が生まれたと
きなどに，婚入女性の実父や兄弟や親族から
女性に贈られたものがほとんどをしめてい
る。こうした婚入女性の親族から贈られる
家畜をジーイズ jihiz49）と呼ぶ。ジーイズは，
両世帯の関係次第では，女性が 60歳をこえ
ていても女性の兄弟から贈られつづけている
ことがある（たとえば①嫁。だが②嫁などは
家畜を持たない）。また，こうした女性に贈
られる家畜は，調査世帯では父親を早くに病
気で亡くした姉妹①Ⅰ1と①Ⅰ2が未婚のう
ちに親族から家畜を贈られていたといったと
いうケースもみられ，その所有にいたる経緯
は一様ではない。いずれにせよ女性はその人
生の節目に家畜を贈られ，家畜は女性の人生
と人間関係を反映したものとして世帯にあ
る。男性の所有する家畜は多くはなく，その
入手の経路は実母から相続をした場合と購入
した場合の 2つに限られた。調査世帯の男性
の家畜は，購入されたオスウシ 1頭（③Ⅰの
所有）とロバ 1頭（②Ⅱの所有）がいたのみ

であった。
こうした所有者名のあとにつづけられるの
が「性や成長段階」である。ワヒのヒツジと
ヤギ，ウシの「性と成長段階」は図 11と図
12のようにまとめることができた。これまで
こうした語はオス，メス，1歳，2歳，3歳
以上といった，性の区別，個体の成長段階と
ともにまとめられてくることがあったが（太
田 1987:	733-738，松井 1980:	31.），図 11，	
図 12の特徴は，これがそうした「性と成長
段階」にもとづいたものではないという点で
ある50）。

事例 4-2　2013年 11月 28日（D）：目の前
を白いヤギが歩いていく。③Ⅱ嫁が「あれ
は私が息子（4才）にあげたトゥグ tuɣ̌（ヤ
ギのメス）だ。」という。筆者が「ログド
roɣ̌dでは？（ヤギの若メス※所有を調査し
た際にログドだと聞いていたため）」と聞く
と，彼女は「ログドだ」という。※ 2013年
11月30日：同じヤギが目の前を歩いて行く。
筆者が③Ⅰ嫁壱に「③Ⅱ嫁の長男のトゥグ
か？」と聞くと，③Ⅰ嫁壱は「③Ⅱ嫁の長男
のトゥグだ。」という。

事例 4-3　2013年 9月 6日（XZ）：②嫁が	
「これは②Ⅱ嫁のグゥ ɣ̌ыw（ウシのメス）だ。」
という。「去勢しているのか？いないのか？
（体格が大きかったためオスと見誤って）」と
筆者がきくと「これはロゴム rəɣ̌um（ウシの
若メス）だ。」といわれる。

事例 4-4　2013年 11月 5日（D）：①Ⅱ嫁に	
調査世帯のウシの子は全部グシュ（オス）だ

49）	 ジーイズはウルドゥー語でダウリー（持参金）の意であるが，それはワヒのあいだでは結婚に先立っ
て新婦の生家が用意すべき結婚準備金を意味していない。文中に示した通り，ワヒのジーイズは，
女性に対する独自の生活保障のひとつであると思われる。このためジーイズというウルドゥー語は，
ワヒの慣習に対し後付けされたものだと考えられる。

50）	 太田は自身のもちいた「性と成長段階」は「分析のための操作として」（太田 1987:	733.）もちい
ているが，トゥルカナ自身がそれらの語彙を「性・成長段階に基づく分類というひとつの体系に属
している，とは考えられていない」（太田 1987:	733.）としている。
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といわれる。生まれたものに何かメスはいな
かったのか？と聞くと，①Ⅱ嫁は「トゥグが
いる。ストロイ（メス）だ。②Ⅰ嫁のチェグ
čəɣ̌だ。」という。

ここに示されるのは，ウシを含め 3歳以
上を意味すると思われる名称が 1歳，2歳の
ものに対してもつかわれているという点であ
る。ここにはひとつの個体にふたつ以上の語
があてはまるということ，3歳以上の名称が
メスを包括するものとしてつかわれているこ
ととの 2点を指摘することができる。こうし
た伸縮する語のありかたは「子」の側にもみ

られた。

事例 4-5　2013年 7月 24日（XZ）：調査世
帯の①Ⅰ1には，4歳になる「マイmay（ヒ
ツジのメス）」がおり，2頭の「ウルク wurk

（ヒツジの子）」がいるという。

事例 4-5は，前述した父親を病気で亡く
した未婚の娘①Ⅰ1の家畜についてのもので
ある。贈与から 2年がすぎ 4歳になったヒ
ツジのメスは 3歳から 2回にわたって 1頭
ずつの子を生んだ。ゆえにその「子」はウス
ルドゥン・ウルク wəsərdыng	wurk（今年の

調査世帯ヒツジ・ヤギ

所有者 頭数
①嫁 3
①Ⅱ嫁 6
①Ⅰ1 3
②Ⅰ嫁 3
②Ⅱ嫁 7
③嫁 3
③Ⅰ嫁壱 6
③Ⅰ嫁弐 4
③Ⅱ嫁 4
合計 39

調査世帯ウシ

所有者 頭数
①Ⅱ嫁 3
③Ⅰ嫁弐 3
③Ⅱ嫁 2
①Ⅰ2 2
②Ⅰ嫁 1
②Ⅱ嫁 1
③Ⅰ 1
合計 13

調査世帯ロバ

所有者 頭数
②Ⅱ 1
③Ⅱ嫁 2
合計 3

婚出娘による預けヒツジ・ヤギ

所有者 頭数
③3 5
③1 3
合計 8

※Znik預畜

所有者 頭数
③Ⅱ嫁のオジ（の嫁） 2
合計 2

婚出娘による預けウシ

所有者 頭数
③1 1
②1 1
合計 2

親族他による預けヒツジ・ヤギ

所有者 頭数
預畜世帯①嫁 17
預畜世帯②嫁 9
預畜世帯③嫁 18
預畜世帯④嫁（夫 2頭） 9
預畜世帯⑤嫁 18
預畜世帯⑥嫁 11
預畜世帯⑦嫁 7
合計 89

親族他による預けウシ

所有者 頭数
預畜世帯①嫁 3
預畜世帯②嫁 3
預畜世帯③嫁 5
預畜世帯④嫁 2
預畜世帯⑤嫁 2
預畜世帯⑥嫁 4
合計 19

親族他による預けロバ

所有者 頭数
預畜世帯①嫁 1
預畜世帯②嫁 1
預畜世帯⑥夫 1
合計 3

表 5　調査世帯の家畜とアイルックの預畜の内訳

※ Znikとは，未経産メスを 1年預かり，生んだ子を引き取って母畜は返すという，増産のための世帯間
での互助制度のひとつ。
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ウルク）と，パルドゥン・ウルク pardыng	
wurk（去年のウルク）あるいはニジュウム
nižum（ヒツジの若メス）と呼ぶことができ
る個体であったといえる。パルドゥン，ウス
ルドゥンとは，今年を意味するウセールト，
去年を意味するパールトからなりたっている
のであるが，この語の意味を教えてくれた②
Ⅳによれば，ウスルドゥンとは哺乳中で放牧
の際「チェウルク čəɣ̌wurk」として分離する
必要のある個体を指し，パルドゥンとは成畜
群「クラkəla」に含まれる個体を指すという。
つまりウスルドゥンとパルドゥンとは“今
年”と“去年”を意味する語でありながら，
その用法は哺乳をめぐる分離に関するものな
のである。そのため子の数が話題になってい
た事例 4-5のような場合にはパルドゥン，ウ
スルドゥンはつかわれず，ただヒツジの子を
意味する「ウルク」が用いられていたと考え
ることができる。
このように重点が「子」におかれた会話に
おいては，「ウルク（ヒツジの子）」と呼ばれ
ていた個体が異なる語をあてられていた事例
が以下である。

事例 4-6　2013年 9月 30日（XZ）：③Ⅰ嫁
弐が「①Ⅰ1のマイがない」という。すると
③Ⅰ嫁壱が「大きいほうか？」と聞く。しば
らくして③Ⅰ嫁壱が「①Ⅰ1のマイが帰って

来た」というと，③Ⅰ嫁弐が「大きいほうね」
と聞き，③Ⅰ嫁壱は「そうだ」とこたえる。

ここに示されているのは，「ウルク」と呼
ばれていたはずの①Ⅰ1の 2歳のヒツジのメ
スが，事例 4-6では，「マイ」に含めて話さ
れている点である。こうして「マイ」同士
とされた母畜と子畜とを差異化しているの
は「大きい」のみである。この事例 4-6で
は，母畜である 4歳の「マイ」がほぼ確実に
自帰する「マイ」であったため，「本当にあ
れが帰っていないのか。その子のことをいっ
ているのではないのか」という問いになって
いる点も指摘しておくべき点であると思われ
る。この 2頭にあてられた「マイ」は，①Ⅰ
1の所有する成畜（「クラ」）が 2頭ともメス
であったことから選ばれたものであると考え
られる。注目すべきは，事例 4-6でも，また
事例 4-5でも未経産の若メスをあらわす「ニ
ジュウム」はつかわれていない点である。「ニ
ジュウム」とはどのような時に使われる語な
のであろうか。
アイルックで日々家畜の頭数確認をしてい
た③Ⅰ嫁弐は，筆者にその預畜の内訳を教え
てくれる際，預畜世帯のメスごとに順を追っ
て「マイ」，「ウスルドゥン」の「ウルク」，
「パルドゥン」の「ウルク」，「トゥグ」，「ウ
スルドゥン」の「チェグ」，「パルドゥン」の

図 12　ウシにあてられる語
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「チェグ」，そして「ブッチ bыč」とその数を
教えてくれた（2013年 7月 4日）。③Ⅰ嫁弐
は 89頭の家畜を親子の関係，哺乳の必要か
ら把握していたと考えられる。ここでもやは
り「ニジュウム」および同じ段階に属する若
い個体の名称はつかわれていない。しかし実
用性という点からこれを考えてみると，哺乳
を終え「クラ」として放牧され，いまだ妊娠
も泌乳もしていない若い個体を，とくに「若
メス」などと指し示すことは，生まれた子の
数を説明するうえでも，放牧作業をするうえ
でも，ほとんど必要ないことなのである。③
Ⅰ嫁弐がここで「ウスルドゥン」「パルドゥ
ン」と呼んでいた個体は，事例 4-5であれ
ば「ウルク」や「チェグ」と呼ぶことがで
き，事例 4-6にもとづけば，その多くを「マ
イ」や「トゥグ」と呼んでさしつかえない個
体だったといえる。「ニジュウム」は，こう
した家畜間での相対的な関係のない，あるい
は知る必要のない場で，1頭を単独で評価す
る際にみられた。

事例 4-7　2013年 8月 7日（XZG）：②嫁と	
筆者がクンダーイルに行って1頭の「ウルク」	
を探しにきたことを伝えると，クンダーイル
の女性が迷いこんでいた異個体が 1頭いる，
と「1頭のウルク。パルドゥン。ニジュウム。」
という。探していたウルクのことだった。

事例はクンダーイルの世帯の人物が，迷い
こんでいた見知らぬ「ウルク」について説明
したときのものである。この語は，ディオー
ルに下りた際，別の人物からもまったく同じ
ように聞くことができた。当のウルクの所有
者であった②Ⅱ嫁に筆者が「あなたの“ウル
ク”は“ウスルドゥン”か？“パルドゥン”
か？」という聞きかたをしたところ，彼女は
「パルドゥン。ニジュウム。」と答えたのであ
る（2013年 8月 26日）。
事例 4-7とこれまでの 2つの事例（事例

4-5，4-6）からみることができるのは，ま

ず事例 4-7を含め，1頭に複数の名前があて
られる時点で，これらの語彙は家畜を「性や
成長段階」といった絶対の基準から導きださ
れたものではないという点である。事例 4-7
にみられる 3つの語は，ウルクが“幼い”あ
るいは“性的に成熟していない”，パルドゥ
ンが“哺乳の必要はない”，ニジュウムが“将
来泌乳する可能性のある未経産の”であった
といえる。それは家畜に対する必要な関与と，
乳という観点からみた評価を示していたとい
える。
このようにみていくと，図 11には，家畜
をしめす意味の起点が複数あることがわか
る。ひとつは出産＝乳という可能性のことで
「マイ」「トゥグ」「ニジュウム」「ログド」が
これにあたる（①）。このうち乳をだした経
験を持つものは「マイ」「トゥグ」になるが
（②），ここには事例 4-2，4-6でみたように
将来的に乳がでるものとして「ニジュウム」
「ログド」「ウルク」「チェグ」もここに含め
られることがある（事例 4-2，4-3，4-4）。
この意味で，「マイ」「トゥグ」は多くの家畜
にあてられる語になる。②を現在進行形で泌
乳中のものとして言及する際には，「イジャ
ルシーン žaržin」（③）になる。③に哺乳中
の子がいると，哺乳の介助によってさらに乳
量が期待できるため，さらに別の語があてら
れる。哺乳中の親子のペアは 1語で「ツゥッ
ク cuk」と呼ばれる（④）。「マイ」「トゥグ」
の生んだ子はそれぞれ「チェグ」「ウルク」
（⑤）であるが，⑤は子畜同士のあいだでも
④の関係を区別する語がある。それが哺乳中
と哺乳の終わったものを分ける「ウスルドゥ
ン」「パルドゥン」（の「チェグ」「ウルク」）
である（⑥）。同じ哺乳をめぐる区別を，成
畜群と子畜群とのあいだで示したものが「ク
ラ」と「チェウルク」である（⑦）。「チェウ
ルク」はヤギの子「チェグ」とヒツジの子「ウ
ルク」を合成した語である。「クラ」は，「チェ
ウルク」が成長して「クラ」に合流したあと
も，“放牧群”を意味するものとして単独で
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使用されつづける。①～⑥が乳搾りをめぐる
語彙であるのに対し，⑦は放牧をめぐる語彙
であるといえる。放牧をめぐる語にはほかに
ヒツジ群「ヤプチ yapč」とヤギ群「トぅグ
təɣ̌」（「ぅ」の発音は「トゥグ」とは異なる）

があるが，これは群れが放たれたあとでヒツ
ジ同士，ヤギ同士でかたまってみつかりやす
いということによっていると思われる（⑧）。
このほかの語には，オスの去勢（⑨）があり，
これは群れのなかでの家畜同士の争いの解消
とメスの妊娠に関連しているといえるが，普
段の放牧や乳搾りに際しては意味をもつもの
ではなく，去勢をするとき以外には言及され
ない。またここには言語化されておらず暗に
示されるものとして，屠畜対象（⑩）がある。
⑩は哺乳終えたあとのオス畜のほとんどが対
象になるが，③の分岐にある乳の出ないメス
もここに含まれる。これはオスでもメスでも
乳のないものが⑩の対象になるということを
示していたといえる。ここにおいてオス，メ
スがそれを示す語で区別されることはほとん
どなく，それは関与の結果でしか示されない
ものになっている。この意味でこれらの語は
「性と成長段階」ではなく，人からみた有用
な差異と関与であるとして「性と成長段階」
とはずれているということができる。これら
の語はその大部分が乳のでる可能性（屠畜の
対象から外す，屠畜する），乳が出ている（乳
を搾る），子畜が乳に吸いつかなくなった（哺
乳の介助と分離の終了），といった乳をめぐ
る“すること”の差異化からみいだされた近
似のクラスターである。こうした家畜の“す
ること”と人の“すること”を対応させた語
は，話者の能動性と結びついたときのみにお
いてみることができた。

事例 4-8　2013年 8月 31日（XZG）：ほと
んど乳を吸わなくなった 1年にはまだ満たな
いウシの子が，「ウシュク wušk」で指示さ
れたり「イクサール ik-sol」と呼ばれはじめ
たりしている。

事例 4-8は，「ウシュク」が乳に吸いつき，
また吸わせる必要のある個体のことを指して
おり，そうしたウシュクが事例 4-8ではウ
シュクであることをやめはじめていたという
ことを示していたといえる。この「ウシュク」
の意味は日本語でいう「子牛」といった語と
はまったく異なっている。ここでいう「ウ
シュク」とは，一頭一頭を，その吸う行為が
「見られた」ことと対応していわれたものだ
からである。それはまた“1年目の”といっ
た，自分自身を枠外において個体を一斉に区
分する概念とも異なっている。

事例 4-9　2013年 8月 13日朝（XZG）：朝，
もう 2日間程子畜が吸いつかず，母畜も乳に
吸いつくことを許さなくなっていた 2頭のヒ
ツジの子が「クラ」に入れられていた。

哺乳の意味での「ウシュク」や「チェウル
ク」を，そう呼ばせるものが，母乳に吸いつ
くというふるまいだとすれば，「ウシュク」
が「ウシュク」であるという語は，誰か 1人
がそう個体を呼んだとしても，それを他人に
共有させる力は弱い語だといえる。
人びとの語が，このような“すること”と

“すること”とで対応しているのは，人びと
が家畜を人の管理下にあるものとはみなして
いないこと，家畜が個人にとって，いつどこ
で遭遇するかわからない他者としてあるこ
と，そして固有名称などはなくともその一頭
一頭を知っているということが前提にあると
思われる。

事例4-10　2013年5月8日（XZ）：午後1:30。	
他世帯の 5頭の子畜がべーべーと叫びながら
調査世帯のメス畜を追いかけている。だが③
Ⅰ嫁弐は立ち上がらず，③Ⅰ嫁壱も気楽に家
畜の後ろを歩いている。

事例 4-10が示しているのは，第 3章 2節
で示した「追いやり」の作業が，所有の母子
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でなければ必要ないとみなされているという
点である。「追いやり」，すなわち「クラ」「チェ
ウルク」の分離は，それによって介入すべき
は自畜の場合のみという前提がある。なぜな
ら泌乳中の母畜は，基本的に実子以外に吸乳
をゆるさないため，他世帯の子畜とまざって
もすれ違っても問題はなく，自世帯の家畜同
士であってさえ，部分的には問題ないからで
ある。それは，人びとが「クラ」に属した個
体と，「チェウルク」に属した個体の分離を
めざしているわけではなく，唯一無二の母
子関係の分離をするものとして，「クラ」と
「チェウルク」の語をつかっていたというこ
とを示していたといえる。そうした個々の子
畜が成長し，母畜に反応しなくなってくれば，
分離の作業もそうした個体ごとに順次放棄さ
れていた。

事例 4-1（再）2013年 7月 31日（XZG）：筆	
者と③Ⅰ嫁壱で丘を見下ろし，筆者が「あ，
うちのマイ（ヒツジのメス）だ。」というと
③Ⅰ嫁壱が「そうだよ。①Ⅱ嫁のマイだ。」
という。そのまま何もせず追いやりの指示も
されない。

事例 4-1（再）は事例 4-10から約 3カ月
がたち，泌乳メスであった個体と子畜の哺乳
介助のほとんどが終了し，追いやりがされな
くなっていたときのことを示している。語が
こうした一頭一頭に対応しているという点
は，③Ⅰ嫁弐が預畜の内訳を教えてくれたと
きのかたりからもみることができる。③Ⅰ嫁
弐は筆者に預畜の内容を教える際，すべての
預畜を母子関係とオスとによって語ってくれ
たが，かたり終えてから筆者のフィールド
ノートを覗きこみ「全部で何頭になった？」
と聞いてきた。③Ⅰ嫁弐は預畜を所有と母子
関係の別によって完全に記憶していたが，全
体という視点からは把握していなかったので

ある。

事例 4-11　2013年 8月 30日（XZ）：③Ⅰ嫁	
弐が筆者に「あなた（筆者）はここ（家畜囲
いの前）にいて。ウシュク（ウシの子）が入
らないように見ていて。」という。囲いのな
かには①Ⅱ嫁のウシの子（ウシュク）と③Ⅰ
嫁弐の泌乳メスのウシ（グゥ）がいる。

事例 4-11にみることができるのは，「ウ
シュクが入らないように～」と言われていな
がら，「ウシュク」を“カテゴリー”とした
場合の「ウシュク」にあたる個体は，すでに
囲いのなかにいることである。だがそれを
“カテゴリー”ではなく，彼女がのちに搾乳
りをする際に必要になるであろう哺乳中のウ
シの子である，と判断することができれば，
それは囲いのなかにいる①Ⅱ嫁のウシュクで
はなく，③Ⅰ嫁弐のグゥを前にした③Ⅰ嫁弐
のウシュクであることは明らかである。人び
との語は人びとの作業をする姿勢と直接的か
つ瞬間的に結びつき，その“すること”に対
応したあとで消えていく。それは分類といっ
た位置づけを示すことはないのである。

事例 4-12　2013年 8月 2日（XZ）：家畜囲
いで乳搾りを終えた③Ⅰ嫁壱・③Ⅰ嫁弐の 2
人が屋内に戻ってくる。
③Ⅰ嫁壱・③Ⅰ嫁弐：「ヤプチ yapč（ヒツジ
群）が 2頭いない。」
③51）：「2頭ぐらいなんだ。」
③Ⅰ嫁壱：「イジャルシーン（泌乳メス）だ！」

人びとは家畜について語る際，自身にもっ
とも近い具体性のなかからそれを指し示す。
そしてそれは常に対象の一部への言及にすぎ
ない。しかし事例 4-12の場合，それが乳搾
りをすませてきた 2人が何らかの関与の必要
を感じている個体だということを察すること

51）	 ③は XZでのジャマエットハナ建立のために XZにしばらく滞在していた。後述。
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ができれば，それがイジャルシーンだという
見当をつけることは可能であると思われる。

事例4-13　2013年7月27日（XZG）：夕刻，
②嫁が②ⅠⅠ，②ⅡⅠにむかって「トゥグを
連れて来なさい。チェグが帰ってきた。」と
いう。

事例 4-13に使われている「トゥグ」は，
事例 4-3，4-4，4-5から考えれば，ログド
もイジャルシーンもストリーンもチェグさえ
も含みうるといえる。しかし，それを口にし
ているのが日々乳搾りをしている②嫁である
ということ，時刻は夕刻であるということ，
それを「チェグ（ヤギの子）」と関わりあい
のあるものとして示している，ということが
考慮できれば，それが②嫁が乳搾りをおこな
うための，現時点で泌乳中のヤギのメスとそ
の子であるということは容易に理解される。
同様の場合でも，聞き手に理解されなかった
のが以下である。

事例4-14　2013年7月19日（XZG）：夕刻，	
③Ⅰ嫁弐が②ⅡⅠに指示をしている。「②Ⅱ
Ⅰ，マイを打て！イジャルシーンをこっちに
打て！それはストリーンだ。ストリーンを
打ってどうする！」

こうした点からわかるのは，図 11とは「分
類」ではなく，乳，放牧，去勢といった特
定の作業から特定の家畜に言及するための，
個々人にとっての強調のバリエーションだと
いうことである。こうした強調には，世帯員
同士のあいだでは所有者名もくわえられる。
その場合は，はたらきかけとしてだけでなく，
所有者やその家族関係，その所有してからの
経緯といった歴史的な側面にも言及できるも
のになっていた。

事例 4-15　2013年 7月 29日（XZG）：ディ
オールで③Ⅱ嫁が男児を出産し，②Ⅳが屠畜
をするための「クラ」（ここではヒツジ，ヤ
ギのどれかの意）を連れにディオールから
やってくる。②Ⅳは一頭をつかまえるとすぐ
下山する。筆者が③Ⅰ嫁壱に「連れて帰った
のは何だ」と聞くと，「私のマイだ」という。
筆者が「マイを屠るのか。」と聞くと「スト
リーンだ。」という。

事例 4-15の「私（③Ⅰ嫁壱）の」マイとは，
世帯員同士であれば年齢の他，いつから妊娠
していないのか，肉付き，そして夫の甥の誕
生に私は自分の家畜を供出したという③Ⅰ嫁
壱の誇り，そして③Ⅰ嫁壱の「マイ」は 2頭
いたがそのどちらを選んだのか52）等を瞬時
に理解しえたと思われる。しかしそうした歴
史を理解していない筆者は，ただマイを“泌
乳する可能性のあるメス”とのみみなし，な
んでそれを屠るのかと聞いていた。それは，
当該の個体にまったく向きあわないままでも
語によって対象は理解できると考えた筆者の
語への姿勢であったといえる。しかし，本来
個体が「マイ」である，ということは，個体
にとっては事実のうちのひとつにすぎない。
「マイ」であっても老いもするし，妊娠しな
くもなる。ワヒの家畜をめぐる語彙とは，こ
うしたつねに実体に向きあっている人びとが
つかう，つねに不完全なものなのである。
またここには，語はあてられていないが，
役割があるという個体もみられた。それがオ
スに関する語である。図 11にみられるオス
へのはたらきかけの語は「去勢」しかない。

事例 4-16　2013年 7月 31日（XZG）：毛刈	
りをしている③が，ヒツジの子（当歳）の腹
をひろげてみて「ワルだ。」と嬉しそうにつ
ぶやく53）。

52）	 ③Ⅰ嫁壱のもう一頭のマイは，泌乳中だった。
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事例 4-17　2013年 7月 12日（XZG）：ヤギ	
の子が新しく生まれたので，オス（グシュ）

かメス（ストロイ）かと筆者が聞くと②嫁が
「ブッチだ。」といい，腹をかきわけて「ほら
見てごらん。乳首がないから。」という。

事例 4-16，4-17が示しているのは，オス
の名が，生まれたときから性的（種）オスの
名であるという点である。そうしたオスへお
こなう人びとの関与は，それをそのまま放置
するか去勢するか屠畜するかしかない。そこ
にみいだすことができるのは，オスのあいだ
に“成熟した生殖専門のオス”すなわち“種
オス”といった語はないことである（たとえ
ば事例 3-3-6の「大きいヤギ」）。オスが群れ
のなかでその性的な役割を果たしているかど
うかは，ビルハンズでは人が関与することで
はなかった。そのためそれを呼ぶ語はないの
である。人びとはそれが何のために群れで生
かされているのかを知っている。しかし「関
与」の必要がないためにそれに名前はない。
その個体を呼ぶ名があるとすれば，放牧にだ
す必要のある「クラ」でしかない。それは
「個体識別があればつねに分類名称，あるい
は固有名附与が生ずるとはかぎらない」（谷
1987:	170.）ことが何を指していたのかを示
していたといえる。人びとは，その関与の語
の外に人の関与外の家畜の十全な生があるこ
とを知っている。だが人びとは，それを言語
化すべきものとはしていないのである。それ
は，事例 4-9にもみられたように，人びとの
語が，そうした全体性のなかでひとつの方向
にのみ導かれているからであると思われる。
そうした語群である図 11には「ヒツジ」

「ヤギ」という名詞に相同する語はない54）。
「ヤプチ」，「トぅグ」はヤギ群，ヒツジ群に

対してのものであり，「ヒツジ」，「ヤギ」を
語る語にはならない。こうした語群を持つ
人びとが，日本にヒツジ，ヤギ，ウシはい
るかという意味に近い問いをなげかけてく
るとき，そこにもちいられるのは，つねに，
日本に「マイ」はいるか，「トゥグ」はいる
か，「グゥ」はいるか，というものであった。
「経産メスがその種を概念的に代表すること」
（波佐間 2015:	51.）は，東アフリカの牧畜民
カリモジョン-ドドスにもみられる。こうし
た語を波佐間は「ミルクを供給できるだけで
なく，家畜群の維持と再生産のための母体で
あるという生理的な差異への顧慮が働いてい
る」（波佐間 2015:	53.）としているが，本論
はそれが“経産メス”ではないということを
含め，ワヒがヒツジを「マイ」，ヤギを「トゥ
グ」と呼んでいる，といった置き換えで理解
すべきではないと考える。それは，それが個々
人にとっての関与と必要の集中する個体と，
それとともにある暮らしのありかたを聞いて
いるものにすぎないと考えるからである。
こうしたなかには，ひとつの語でよばれる
動物もいた。たとえばウマはヤシ yašであり，
イヌはシャチ šačであり，ネコはピシ pišで
あった。これは，これらの動物に要求される
内容が一種類しかなかったことを示していた
と思われる。
人びとの語は，個々人の要求と対象の状態
を瞬間的にむすびつけるためのものとしてあ
り，人同士をつなげるものとしては存在して
いなかった。人びとはことばのつくる関係に
おいて，1人 1人がバラバラなのである。家
畜はこうしてバラバラの語から言及されるも
のとしてあったが，そうしたバラバラの立場
にある人びとをつなぎあわせるものもまた家
畜であった。

53）	 調査世帯では男性がオスの家畜を好み，女性がメスの家畜を好むという傾向がみられた。放牧前に
ムギの煉り粉を与えるといった行為も，女性はメスにのみにし，男性はオスのみにしていた。こう
した行為はどれも個々の立場から恣意的におこなわれたもので，規範や慣習といった側面はみいだ
すことはできなかった。

54）	 ウシにはチャット chatという呼び名があり，「ウシ」に近い範囲に対しつかわれた。だがチャット
はクラと異なる世話に言及するための指標でもあった。
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5　関係をつくる財としての乳―乳の「欺取」―

家畜は，世帯間で頻繁にまざりあった。こ
うした異個体をむかえた世帯の側は，これに
かまうことなくただこれを囲いに放置してい
た。だが家畜の価値とは，その体，つまり肉
にかぎったものではない。そこには乳がある。
乳は肉とは異なり，家畜の体を傷つけずに得
られると同時に，日々搾らねば得られず，ま
た搾らねばその日得られたはずの益を「所有
者」ではなく「人間」の側が一回分を失って
しまうという性質をもっている。こうした
日々の乳の扱いに対する民族誌的記録はほと
んどない。それは，ワヒの場合をみても，そ
れが搾る女性ひとりの判断でなされるもので
あるため，観察者には気づきにくかったこと
があげられる。だがそれは，つきあいと社会
関係において意味を持つものであった。それ
に気づくきっかけは事例 5-1によって得ら	
れた。

事例 5-1　2013年 7月 14日（XZ）：13日の	
夕に，クンダーイルのハリファ（呪術師）の
世帯のヒツジの泌乳メス 4頭が囲いにきてい
たと②嫁がいう。夕はそれを搾らずにいたが，
今朝になって 4頭とも搾った。「ノシュクル
ギーグ（nošыkərgiɣ，カミへの感謝をしな
い者）になるからだ」と②嫁が朝のチャイの
席で説明する。「決して悪気があったわけで
はない。ノシュクルギーグだからだ」と幾度
もつぶやいている。この事態を後に平易なこ
とばで筆者に説明してくれた③は「乳は 3日
搾りつづけていないと止まってしまう55）。だ
から搾ったのは良いことだ，夕は搾っていな
いといっているのだから何も悪くはないだろ
う」という。

こうして搾られた乳は，クンダーイルの世
帯に返されるようなことはなく，ただ世帯の

乳に加えられていた。こうしたアイルックで
おこなわれた乳の「欺取」をヒツジについて
のみまとめたものが表 6である。筆者は②嫁
の指示でヒツジをつかまえ押える役をしてい
たため，見慣れぬヒツジには，おそらく全部
ではないが気付くことができた。表 6はそう
した筆者が気付くことができたもののみを書
き出したものである。
そうした表 6から示されるのは，人びとの

「欺取」には若干のパターンのようなものが
あることである。それは事例 5-1にもみら
れたように，所属の明白な家畜，特に XZの
世帯のどれかだとわかっている場合は，収納
時にあたる夕は搾られていないことである。
これは，夕刻になると他世帯員が探しにくる
ことが多かったためであると思われる（表 4
参照）。これに対して，誰もそれが誰のもの
だかわからない，と判断された家畜の場合は，
積極的に夕も朝も搾られていた。事例 5-1
のクンダーイルのヒツジ 4頭は，事例から 1
日あけて再び現れている（表 6，7月 15日）。
この日もやはり夕は搾られず，朝だけは搾っ
て送りだされていたが，再度現れたため，こ
の 3日目には初めて夕も搾られ，朝も搾ら
れた。この「欺取」は，引き取り手が来ない
と判断されれば，積極的におこなわれるので	
ある。

事例 5-2　2013年 8月 10日（XZG）：家畜
囲いに他世帯①のヒツジの親子がみとめら
れたが，他世帯①は探しに来なかった。これ
は，この頃他世帯①が XZへの世帯移動を準
備中であり，多忙であったためと考えられて
いた。翌朝乳搾りをしていると，他世帯①が
普段より早く山上への誘導に出発するのがみ
える（これもまた多忙であったためと推測さ
れる）。すると②嫁は，即座に他世帯①のヒ
ツジをつかまえて搾り，さらにヒツジの子も
出して乳を吸わせたあと再び搾った。ヒツジ

55）	 搾られずにいたために乳が止まった家畜をみたことがないため，真偽は筆者には不明である。
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表 6　アイルックでの調査世帯によるヒツジの乳の「欺取」

乳の欺取
7月 2日
7月 3日
7月 4日
7月 5日
7月 6日
7月 7日
7月 8日
7月 9日

7月 10日
7月 11日
7月 12日
7月 13日 夕：クンダーイルのヒツジ 4頭発見，夕

搾らず。
7月 14日 朝：クンダーイルのヒツジ 4頭を搾る。
7月 15日 夕：クンダーイルのヒツジ 4頭が再びあ

らわれるが搾らない。
7月 16日 朝：クンダーイルのヒツジ 4頭を搾る。

夕：クンダーイルのヒツジ 4頭を搾る。
7月 17日 朝：クンダーイルのヒツジ 4頭を搾る。
7月 18日
7月 19日
7月 20日
7月 21日
7月 22日
7月 23日
7月 24日
7月 25日
7月 26日
7月 27日
7月 28日
7月 29日
7月 30日
7月 31日 朝：他世帯①のヒツジと所属不明のヒツ

ジを搾る。
8月 1日
8月 2日
8月 3日
8月 4日 朝：所属不明のヒツジ2頭を絞る。乳多い。
8月 5日 朝：クンダーイルのヒツジ 2頭を搾る。
8月 6日
8月 7日 夕：所属不明のヒツジ 1頭を搾る。
8月 8日 朝：所属不明のヒツジとクンダーイルの

ヒツジ 2頭を搾る。
8月 9日

8月 10日 夕：他世帯①のヒツジの親子を分けて収
納。搾らず。

8月 11日 朝：他世帯①の放牧開始を目にした②嫁，
即座にヒツジ出してを搾り，子を出し催
乳をしてさらに搾る。
子ヒツジをみた嫁壱弐「催乳は済んだか」

8月 12日
8月 13日
8月 14日
8月 15日
8月 16日

8月 28日
8月 29日
8月 30日
8月 31日
9月 1日 夕：所属不明のヒツジに気付いた嫁②，閉

じ込め搾る。
9月 2日 朝：所属不明のヒツジを搾る。

知らないふりをして「誰のか」と聞くと
「…うちのだ！」と嫁弐が答える。
①嫁，「知っているだろう」と笑う。

9月 3日 夕：他世帯①のヒツジを搾る。
後で懐中電灯を持って他世帯①男性が探
しに来た。
どのように説明したのか，引き取らずに
帰っていく。

9月 4日 朝：他世帯①のヒツジを搾る。
9月 5日
9月 6日
9月 7日
9月 8日
9月 9日 夕：他世帯①のヒツジを絞ったら直後に

他世帯①娘が取りに来る
9月 10日
9月 11日
9月 12日
9月 13日
9月 14日
9月 15日
9月 16日
9月 17日
9月 18日
9月 19日
9月 20日
9月 21日
9月 22日
9月 23日
9月 24日
9月 25日
9月 26日
9月 27日
9月 28日
9月 29日
9月 30日
10月 1日
10月 2日
10月 3日
10月 4日
10月 5日
10月 6日
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の子が囲いに出ているのをみた③Ⅰ嫁壱と③
Ⅰ嫁弐は（子畜は夜間乳を吸わぬよう子畜舎
に収納されているため），何事もなかったよ
うに「乳出しも済ませたか」という。

このように，その「欺取」は，ばれないと分
かれば積極的におこなわれる。それは，ノシュ
クルギーグの意味にみられるように「他者」
への気遣いが，「カミ」から「人」に与えら
れる恵みを無駄にすることにつながる，とい
う思考が介入するためであると思われる。そ
れは，同時に「カミ」が「所有」という考え
の成立する場所とは乖離した場所にいるとい
うことを示していたといえる。

事例 5-3　2013年 8月 12日（XZ）：夕刻，
家畜囲いで乳搾りをしている②嫁が，ニヤニ
ヤしながら「他世帯③のヒツジも持っておい
で」と筆者にいうが，③Ⅰ嫁弐が「やめてよ
お母さん…」と止める。その 10数分後，他
世帯③から少年が来てそのヒツジを連れて
いった。

事例 5-1，5-2，5-3にみることができる
のは，人びとが乳を得られるのはその手で
搾った場合のみであり，そのはたらきかけが
欠けた場合におこなわれる「欺取」とは，「欺
取」ではないという可能性である。それは，
家畜が所有者によって要求され確保されなけ
れば，所有者のものにはならないということ
と連動したものであることを示していたとい
える。ワヒの社会は，「所有」をみとめる力
を欠き，「欺取」を肯定するもののほうがか
れらの秩序として選ばれているのである。

事例 5-4　2013年 9月 1日（XZ）：家畜囲
いで③Ⅰ嫁弐が「お母さん！戸を閉めて！誰
のだかわからないマイ（泌乳メス）がいる！」
という。そのヒツジも搾る。翌 9月 2日，③

Ⅰ嫁弐が「これも搾れ」と連れてきたそのヒ
ツジに，筆者が「これは誰のマイ？」と聞く
と「…。」と一拍置いてから「うちのだ！」
という。横で②嫁がニヤニヤしながら「違う
違う…昨日聞いていたんだろう」という。

この「欺取」は当の所有者に対して正当化
できるほどのものにはならない。それはハリ
ファの乳を搾ることに恐れをいだいた②嫁
が，ノシュクルギーグだから，と世帯員に対
し幾度も正当化していたことからもみてとれ
る。だがそのハリファの家畜であっても，引
き取りに来ないようであれば積極的に搾ら
れ，事例 5-1を除けば，「欺取」にノシュク
ルギーグが言及された事例はなかった。
人びとが乳を得られるのはその手で搾った
場合のみだという点は，預畜世帯と調査世帯
との関係からもみいだすことができる。アイ
ルックのヒツジ，ヤギはどの世帯のものでも
夏に泌乳が集中するように操作されているの
であるが56），その乳は実際にそれを搾った調
査世帯に属し，預畜世帯になんらかのかたち
で返却すべきものとは考えられていなかった
からである。では，乳をとられた人びとや，
預けた人びとはこれを取られっぱなしになる
のだろうか。それをわかちあう場は別の場に
みられた。
人びとは，他世帯を訪れると，家畜囲いに
自畜をさがしにやってきたようなときを除い
て，いつでも食事の提供をうけていた。それ
はディオール，アイルックどちらも同様で
あった。特にアイルックでは，そこでつくら
れるバターやクリーム，ヨーグルトが盛大に
ふるまわれていた。表 7は，そうしたアイルッ
クで迎えられた客の内訳を示している。2013
年は XZで初めてジャマエットハナが建立さ
れたこともあって世帯員③がその建立代表者
のひとりとしてアイルックに長く留まってい
た。また学校が休みになった②ⅠⅠ（8歳）

56）	 これは種オスが共有されているためにおこることでもある。例えば，調査世帯にはヒツジの種オス
はいなかったが，メスはどれも妊娠していた。
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表 7　調査世帯でアイルックにおいて迎えられた訪問者

調査世帯員 XZ（K,	S） ディオール	
預畜世帯員

その他	
ディオール

シャムサ
バット その他 備考

7月 2日△△△□□ ■■ 荷物を運んでくれた他世帯②の
子供らとともに筆者到着。

7月 3日△□□ ▲△△ ①嫁の兄弟の息子（娘婿）と友
人 2人。

7月 4日△□□
7月 5日△□□ ▲ ゴジャールから採掘にやってき

たワヒが挨拶に来る。
7月 6日△□□ ▲▲■■●● ▲ ※同上
7月 7日△□□ ■■■
7月 8日△□□ ●■■
7月 9日△□□ ●■ △

7月 10日△□□ △□□□□
7月 11日△□□ △□□□□ イスマイ―ル派の祝祭日。家畜

を屠り会食をした。
7月 12日△◇□ ■ △△
7月 13日△□□
7月 14日△□□ ◆ ◆◆◆ ①Ⅱ嫁の甥 3人。
7月 15日△□□ ▲●● ◇ △ ①嫁姉妹の息子。
7月 16日△□□
7月 17日△□□ ▲■■ ●■ ②Ⅱ嫁の親族で孫連れの老女

（物乞い）

7月 18日△□□ ▲▲■■
7月 19日△□□ ▲●■ △□
7月 20日△□□ △□
7月 21日△□□ ■■■
7月 22日△□□
7月 23日△□□
7月 24日△△□□□□ △ ②Ⅰと警察が来る。テロが発生

し筆者の安全を確認に来た。
7月 25日△△□□□□ △
7月 26日△△□□□□△ ○□ ①1（婚出娘）と息子。
7月 27日△□□□□
7月 28日△□□□□ ▲●■■
7月 29日△◆□□□ ▲▲■ ③Ⅱ嫁が出産し，◆家畜を一頭

取りに来る。
7月 30日△□□□ ▲●■■■ ◇
7月 31日△□□□ ● ◇
8月 1日△□□□ ▲▲▲
8月 2日△□□□ ■■■■■
8月 3日△□□□ △△ △ ①嫁の兄弟の息子（娘婿）。
8月 4日△□□□ △△ △ ①嫁の兄弟の息子（娘婿）。
8月 5日△□□□ ▲ △ ①嫁の兄弟の息子（娘婿）。
8月 6日△□□□ ▲●■
8月 7日△□□□ ▲●■■
8月 8日△□□□ ■ ■■ ①Ⅰの孫 2人（出産の連絡）

8月 9日△□□□
8月 10日△△□□□ ▲ 学校が始まるので父親の付き添

いで②ⅠⅠ，②ⅡⅠ下山。
8月 11日△□ ■■■
8月 12日△□ ●■■
8月 13日△□ ▲▲●●■■■
8月 14日△□
8月 15日△□ ▲■ ディオールの近所の世帯の親子

（シャムサバット泊）

8月 16日△▲□ （筆者，ビザの関係で▲ととも
に一時下山）
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表 7　続き

8月 28日△◇□ （◇［②Ⅳ］とともに筆者 XZG
再到着。）

8月 29日△◇□ ◇◇ 預畜世帯から青年 2人が到着し，
ともに大麦の刈取。

8月 30日△◇□ ◇◇ ※同上
8月 31日△◇□ ※同上
9月 1日△◇□ 脱穀場への移送と落ち穂拾い。
9月 2日△◇□ ※同上
9月 3日△◇□ ※同上
9月 4日△◇□ ●■■ ※同上
9月 5日△◇□ ■ XZへ移動。
9月 6日△◇□
9月 7日△◇□ ◇ ②嫁のイトコの孫
9月 8日△◇□ ◇ ②嫁のイトコの孫
9月 9日△□

9月 10日△□
9月 11日△◇□ ▲▲▲ ▲▲ 子畜の去勢をおこなった（他世

帯の人物が実行▲）
別地で税金徴収をしていたとい
う 2人のグジュルが通りがかる

9月 12日△◇□ ▲●●■■ □ 関係が遠くて説明しにくい。ク
ルグズの人物。

9月 13日△◇□ ▲●■ ▲ 他世帯④の，③Ⅰ嫁壱の父親が
やってくる。

9月 14日△◇□ ▲ ◇□□□
9月 15日△△◇□ ▲▲▲ △◇□□□ △▲ ▲ ゴジャールの採掘氏が再訪する。
9月 16日△△△◇□ △△◇□□□△ 礼拝所開所日（百数十人のディ

オールの人びとが集まる）

9月 17日△△△◇□ ▲▲▲▲●●■■■
9月 18日△□
9月 19日△□ ●■
9月 20日△□ ●■
9月 21日△□ ●■
9月 22日△□ ▲●●●■
9月 23日△□
9月 24日△□
9月 25日△□ ▲ ▲▲
9月 26日□
9月 27日□ ▲●
9月 28日△□ ▲
9月 29日□ ▲▲▲●
9月 30日□ ▲●●●■■■
10月 1日□
10月 2日□
10月 3日□ ●●■ ○□ ③Ⅰ嫁弐の母親の姉妹とその娘

（シャムサバット）。
10月 4日□
10月 5日△□ △◇◇ ▲
10月 6日 下山

凡例

訪問者 宿泊者
男性（既婚） ▲ △
女性（既婚） ● ○
男性（未婚・若者） ◆ ◇
子供（未婚） ■ □
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と②ⅡⅠ（7歳）もまた，乳をたくさん食べ
られるからとアイルックに来ていた。その 3
名を含め，表 7にみられる訪問者，宿泊者
は，すべてがなんらかのもてなしを受けてい
た人びとである。このうちシャムサバット，
ディオールからきた親族の人びとは，1訪問
中 1度は必ずバターやクリームの料理57）で
のもてなしを受けていた。このうちディオー
ルの預畜世帯からやってきていたのは，多く
が自畜の様子を見に，あるいは調査世帯の刈
り入れ等の農作業の手伝いにきていた若い男
性たちであったが，表 7の 7月 10日や 9月
14日にみられる預畜世帯の 3～4人の子供に
よる訪問などは，遊びを目的にしてきていた。
かれらの親たちは，かれらがアイルックでも
てなされることを知ってかれらをアイルック
に送りだしているのである。それは，預畜世
帯が乳を別のかたちで受けとる手段であった
と考えられる。
そうしてアイルックで迎えられた宿泊者数
は，長期滞在をしていた世帯員をのぞいて
平均 0.61人であった（含世帯員は 3.62人）。
そして食事をとっただけの人物の数は，世帯
員（のべ 2人）を含めて日に 1.63人になる。
これは，アイルックの調査世帯が，毎日世帯
員外の人びとに食事を提供し，2日に 1度は
そうした人びとを宿泊させていたことを示し
ている。アイルックは生産の場ではなく，生
産したものを分かち合う，消費と歓待の場な
のである58）。
こうした調査世帯に家畜を預けていた世帯
の，調査世帯との親族的な関係を示したもの
が図 13になる。調査世帯に家畜を預けてい
たのは，まず調査世帯の婚出した娘たちであ

る。婚出した娘たちは，自身の世帯もまたア
イルックに行くというのでなければ，ほぼ全
員が家畜を預けていた59）。これは，調査世帯
が彼女らの家畜の分離の便宜をはかっていた
ことと同時に，彼女らに贈った調査世帯の家
畜が，調査世帯に回帰していたことを示して
いたといえる。こうした回帰は，逆に調査世
帯に嫁した嫁の立場からみた場合，また違っ
た側面からみることができる。図 14は図 13
の預畜世帯および調査世帯の嫁たちの生家，
調査世帯の娘の婚家の位置関係を示したもの
である。ここから示されるのは調査世帯の嫁
達のほとんどが，調査世帯に隣接した世帯か
らむかえられていたという点である。これは，
調査世帯がディオールでの放牧をおこなった
際，もっとも家畜が迷い込みやすいのは彼女
らの生家であったということを示していると
いえる。人びとは，こうして家畜の乳の分散
を享受する体制をととのえている。
こうした娘達以外では，近い親族，そして
比較的親族関係は遠いが近所に住む人びとも
また，家畜を預けていた（図 14預畜世帯④
⑤⑥）。この“近い”ということは，その嫁
達の生家との関係を考えれば，姻族と同じよ
うに調査世帯と乳を共有しうる関係にある世
帯であるといえる。こうした，近くに住む非
親族世帯（あるいは遠い親族世帯）にみられ
るのは，かれらが家畜を預けていることと同
時に，調査世帯と疑似親族関係を結んでいる
ことである（図 13：預畜世帯⑤⑥の「父代
わり」）。そして同じ点は，アイルックをとも
にしていた世帯とのあいだにもみることがで
きた。図 15は XZをともにした 7世帯との
関係を示したものであるが，同じ「父代わり」

57）	 もてなしにはバット batという料理をつくる。バットは 5～6人分に対し 500	g前後のバター，あ
るいはクリームを使う料理で，小麦粉と混ぜて加熱しながら練り上げ，食卓ではヘッチですくって
食べる。

58）	 ここには，バターやクリームが提供されていなかった人物として，ゴジャールから来た貴石の採掘
師（ワヒ）という人物がいたことが挙げられる（表 7：2013年 7月 5日，9月 15日）。人びとによ
るもてなしは，親族関係が遠くなるにしたがって冷淡になる。

59）	 これらの婚出した娘たちの家畜は，個々の都合でアイルック後も継続して預かっているものなども
あったため，第 3章冒頭では世帯の家畜に含めて示している。
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は XZ他世帯③にもみることができる60）。そ
して，こうした疑似親族関係ももたないが，
近くにいるという世帯にみることができるの
は，こうした世帯が特殊技能によって調査世
帯とかかわりを持っているという点である。
図 14の調査世帯北側の空白の世帯の人物は，
大工仕事が得意で，2013年当時，②Ⅰの新
居を建てていた。そして図 15の XZのクン
ダーイルにいたK世帯（2世帯）はハリファ・
グルーのハリファであった。2013年夏，③
Ⅱ嫁が男児を出産した際，②嫁はすぐこのハ
リファに新生児のための護符の作成を依頼し
にいっていた。
ここにみいだすことができるのは，家畜の
自由とともにある人びとの食と生をささえて
いるのは，所有を認める社会関係ではなく，
自己の判断と働きかけ，すなわち「欺取」を
肯定するカミと，拡散する乳を受けとめ，与
えあう親族と疑似親族の関係だということで
ある。そうした疑似親族の関係は日常のひと
つひとつの行為においても，その 1回ごとに
うみだされるものとしてあった（事例 3-7，
0:26，0:46，1:00，1:10，2:11）。それは，親
族の関係というものが，誰もが，贈与を当然
としてなりたつ関係として経験してきたもの
だからだと思われる。

事例 5-5　2013年 8月 31日（XZD）：③が
③ⅡⅠ（孫）に，筆者に「中国の砂糖61）をく	
れ」と言えと言い，筆者が「もうない」と言
うと，③は③ⅡⅠに「母よ，母よ，母よ」と
言えと言い，その後「私はあなたの息子だ」
と言えと言う。その通り復唱する③ⅡⅠ。

事例 5-6　2013年 9月 12日（XZ）：③Ⅰ嫁	
弐がかまどでヘッチを焼きながら，筆者に

「私の母であってください。扉を閉めてほし
い。」という。

事例 5-7　2013年 9月 12日（XZ）：③Ⅰ嫁	
壱がいたずらをする③ⅡⅠに「私の兄弟で
あってください。私の父であってください。
それをやめてほしい。」とたしなめている。

事例 5-8　2013年 9月 6日（XZ）：チャイ
をもう一杯飲めと強くすすめようとする母親
（②嫁）に②Ⅳが「やめてくれ兄弟。」と断っ
ている。

事例 5-9　2013年 10月 27日（D）：③Ⅰ嫁
壱が屋敷地の前を通りがかった人にチャイ
を飲んでいくようすすめているが，「私の母
であってください。私はウシを誘導しなけれ
ば。」と断られていた。

こうした人びとの食に介在するのがカミで
ある。

事例 5-10　2013年 5月 3日（XZ）：乳搾り
は乳房をつかむ際に「ビスミンラー」といっ
て搾り始める。

事例 5-11　2013年 7月 18日（XZG）：初め	
て出産したヤギが，乳搾りに慣れておらず，
あばれて乳がこぼれてしまい，②嫁がヤギに
対し「ノシュクルギーグだ！」と怒鳴って	
いた。

事例 5-12　2013年 7月 10日（XZG）：③Ⅰ	
嫁壱が丘を見上げながら「5頭のトゥグ（泌
乳）が帰ってきていない。ノシュクルギーグ
だ。」と呟いている。

60）	「父代わり」padar	xonとは，結婚する女性が，婚家の近くの男性と結ぶ疑似親子関係のことで，
嫁達はこの関係に助けられ，婚姻上のトラブル等を解決していく。これは，預畜世帯⑤のように②
Ⅰ1（8歳）が「父代わり」をすることもあったが，この場合実際に女性が頼りとするのは②Ⅰに
なる。

61）	 筆者はビザの関係上何度か中国へ出国する手続きをしており，「中国の砂糖」は筆者がそうした中
国訪問の際に買ってきた砂糖のかたまりを指している。
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事例 5-11，5-12にみることができるのは，
ノシュクルギーグが乳の欺取に際してのみい
われるものではないこととともに，それが家
畜の行為を“非難”するものとしていわれた
ものではないという点である。事例 5-11は
家畜が②嫁の望むようにふるまわなかっただ
けのことであり，この場合②嫁にできるのは
家畜が慣れるのを待つことだけである。また
事例 5-12は，そのトゥグの乳を③Ⅰ嫁壱が
搾っていなかったとしても，他の世帯の誰か
が搾ったとすれば，それは“カミへの感謝を
しない者”にはならないかもしれない。そう
したことは③Ⅰ嫁壱にはまったく考慮されて
いない。つまり事例にみられる 2人のノシュ
クルギーグは，どちらも個人的なものであり，
社会的な意味にはなっていないのである。つ
まり，ノシュクルギーグのカミとは事例 5-1
を含め，個人が思い描く世界をめぐるもので
あり，“カミの意にかなわない”とは，“個人
の理想にかなわない”という意味にすぎない
のである。

事例 5-13　2013年 6月 29日（D）：②Ⅱ嫁
と筆者が家のテラス部分で涼んでいると，他
世帯の人物が屋敷地内に入ってきて庭を横
切って奥の部屋に入っていくのがみえる。部
屋に誰もいないのをわかっていた②Ⅱ嫁は
「ノシュクルギーグ…」とつぶやきながら立
ち上がり部屋にむかう62）。

そうしたビスミンラー，ノシュクルギーグ	
を介して与えられる食事は，ハイル・ベリカッ	
ト63），アッラーフ・アクバル xairi	barakat，
allahu	akbar（与えられる恵みを感謝する，
アッラーは偉大である）という挨拶によって
うけとられる。食事を提供した者への感謝は
ほとんど口にされない。それは世帯をおとず
れる他者へのもてなしが，人から人へ与えら

れたものではないことを，互いに納得してい
るからであると思われる。
ノシュクルギーグは，これまで示してきた
ように乳の「欺取」にかかわらず言及され，
それによってカミという語に対し人がどこに
位置しているのかを示すものとしてあった。
そのつかわれる範囲は次章に示すようにきわ
めてひろかった。

6　孤独の言語体系

事例 6-1　2013年 6月 5日（D）：①Ⅰ2（14
歳）がチャイのコップを倒し，それをみた①
Ⅱ嫁が「ノシュクルギーグだ！」という。

事例 6-2　2013年 5月 23日（D）：②ⅡⅡ（1
歳）がヘッチを振り回したり足をのせたりし
ているのに対し，①嫁が「ヘッチに対しての
ノシュクルギーグだ」という。

事例 6-1，6-2にみられるように，ノシュ
クルギーグは，日本でいう，食べ物を「粗末
にするな」というような意味合いでも使われ
ているのをみることができる。こうした「粗
末にするな」という意味合いのノシュクル
ギーグは，また別の場では「食べろ」という
意味でも使われていた。

事例 6-3　2013年 5月 25日（D）：朝食の
ヘッチを食べない子供たちに対して③嫁が
「こんなにきれいに焼けたヘッチを食べない
なんて。ノシュクルギーグはやめなさい！」
という。

事例 6-4　2013年 6月 19日（D）：③ⅡⅠ（4
歳）が②ⅡⅡ（1歳）にハルワ（料理）の皿
を押しつけようとしているが，②ⅡⅡは首を
振る。③Ⅱ嫁は③ⅡⅠに「ノシュクルギーグ

62）	 訪問者には食事を与えなければならないため。
63）	 ベリカットはアラビア語のバラカ barakaから派生した語と思われるが，その場合には「神と直接

的に関わる恵みや祝福」の意味となる（私市 2002.）。



61熊谷瑞恵：牧畜民の名づけと宗教

はやめなさい。食べなさい。」という。

事例 6-4は，③ⅡⅠが食べないままで，か
つ食べない人間へ食べ物を渡そうとしている
ことの不適切をいっている。このように，食
べるべき人間が，食べずにいることもまたノ
シュクルギーグだといえる。またこうした
「食べろ」という意味のノシュクルギーグは
「食べすぎる」の意味でも言及されていた。

事例 6-5　2013年 7月 10日（XZG）：②嫁
が預畜世帯員⑥の男性にバットの残りを炙っ
て強くすすめるが，預畜世帯員⑥の男性は
「ノシュクルギーグだ」と断っていた。

事例 6-6　2013年 7月 15日（XZG）：他世
帯④の男性（③Ⅰ嫁壱の実弟）が調査世帯に
やってきた際，③Ⅰ嫁壱が椀一杯のバターを
与える。ヘッチにつけさせるだけでなくチャ
イにもバターをいれる③Ⅰ嫁壱に，弟は「ノ
シュクルギーグをしている」といいながら全
部食べた。

事例 6-5，6-6に示されるのは，「食べす
ぎる」意味のノシュクルギーグが，余計だと
いう意味でも沢山であることへの感謝という
意味でも使われ，それが拒絶か感謝のどちら
を意味するかは，人や場によって違っていた
ということである。ここではノシュクルギー
グとは，命令や規範ではなく自制のはたらき
をしているということがみえてくる。そうし
てみると，子供の場合であっても，それがい
われたことにともなってなんらかの強要がさ
れたり，制限が課されたりするということは
なかったということを指摘しておくことがで
きる。それは，家畜にいわれていたものと同
じように，いったことで相手に強要したりす
ることはできず，ただいわれた相手が自身の
すべきことを“知る”ことを待つことしかで
きないものなのである。
ノシュクルギーグの意味を聞くと，ムキー

（②Ⅰ）は“アッラーに対する不適切な行為，
食べ物に対する不適切な行為，アッラーがも
う私達に与えてくれなくなるかもしれない行
為”と答えた。そうしたノシュクルギーグを，
③は「ヘッチを踏まないことだ」といい，床
に落ちていたヘッチのかけらを拾ってみせて
くれた（2013年 5月 21日）。また XZGで
③がヤギの毛のロープを編んでいた際，③Ⅰ
嫁弐が②ⅠⅠと②ⅡⅠに「ロープをまたぐ
な，ノシュクルギーグだ！」といっていたた
め，それがノシュクルギーグなのかと筆者が
聞くと，③Ⅰ嫁弐は「そうだ」と答え，つづ
けて「ヘッチを踏むな。」「乳をこぼすな。」
「トゥグ，マイ，チェグ，ウルクを蹴るな。」
それがノシュクルギーグだと教えてくれた
（2013年7月17日）。ここではノシュクルギー
グは「ヘッチ」や「ロープ」といったモノを
めぐるものとしてみいだすことができる。だ
が事例 6-5から 6-6にみることができるの
は，それがおもに個々人の自制に言及するも
のだという点である。

事例 6-7　2013年 5月 24日（D）：②Ⅰとそ	
の同僚と筆者との 3人でマトゥランダンに行
き，XZ他世帯③の親族世帯で大皿のヨーグ
ルトとヘッチでのもてなしを受ける。だが同
僚は「ヨーグルトよりチャイがいい」といっ
たため，XZ他世帯③の親族はチャイを沸か
し始める。②Ⅰはそうした XZ他世帯③の親
族にヨーグルトの皿をわたし，「ノシュクル
ギーグはやめなさい。」といって 3人分とし
てだされた皿の中身（ヨーグルト）を少し下
げさせた。

事例 6-7は，②Ⅰによる“もてなしは受け
るが，食べすぎるべきでない”という自身の
食欲の肯定とその自制，そしてヨーグルトと
いう食べカスの混入しやすい食べ物を必要以
上に食べかけにするべきではないとした，与
える側への口出しとしてみいだすことができ
る。それは“与える”側“与えられる”側と
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いう関係を第 3の立場，つまりカミの意にか
なわないという立場から意味を転換したもの
だということができる。その立場は②Ⅰひと
りの目からみた瞬間的な正しさにすぎない。
こうした授受関係の個々人・カミ関係の立場
からの意味の転換は，家庭の日常でも目にす
ることができた。

事例 6-8　2013年 6月 19日（D）：筆者が
空腹で，ヘッチとチャイを 1人分だけ用意し
てもらった際，食べるのをみていた①嫁と②
Ⅱ嫁の 2人が，筆者はもう充分に食べただろ
うか，食べたようだ，とことばをかわした後，
①嫁が②Ⅱ嫁に「ヘッチを籠に戻しなさい。
ノシュクルギーグだ。」という。

事例 6-8にみることができるのは，①嫁が
筆者の食べる状況をよく「見て」，その食べ物	
を片づけるタイミングを筆者に聞かずに決定
したことである。そこにみることができるの
は，カミに言及することによって，個々人は
自分自身で良いと考えることを他者の意見を
きかなくともいつでもおこなうことができる
という点である。こうしたノシュクルギーグ
を口にするのは，ほとんどが大人で，子供（調
査世帯では①Ⅰ1［17歳］以下）がつかう例
はまったくみることができなかった。その理
由は，子供がノシュクルギーグ，すなわち食
へのあるべき姿勢，つまり食を得るという経
験にともなう行為の是非を自身のものとして
構築していなかったからというように考える
ことができる。ノシュクルギーグにみられる
のは，それが社会的な意味ではなく，個々人	
にとっての経験と理想だという点だからである。
このようにみていくと，世帯という集まり
もまた，バラバラの個々人の集まりとして，
日々食を与えることを，つねにあらためて選
択しあっている集団であるとみなすことがで
きる。そのため世帯内では，メンバーが欠け
るようなことなどもまたノシュクルギーグで
語ることができた。

事例6-9　2013年5月28日（D）：①Ⅱ嫁に，
②Ⅰ嫁のようないつも皆の食事を用意してく
れたような人が（でかけて）いなくなってし
まうようなときにも「ノシュクルギーグだ」
というということを教わる。

事例 6-9が示しているのは，「ノシュクル
ギーグ」が，人のみの関係についてもまた言
及することができる語だという点である。事
例 6-9は，“その人物がいてこそ自分の食を
めぐる生活があった，いなくなることによっ
て大きな影響をこうむる”ことが述べられて
いるのであるが，それもまた個人にとっての
主観的な不都合にすぎない。なぜなら，②Ⅰ
嫁が何らかの必要があってでかけるのであれ
ば，それは②Ⅰ嫁にとってノシュクルギーグ
ではないからである。そうした主観は，とき
に自己肯定へも転換するものとしてあった。

事例 6-10　2013年 5月 28日（D）：「②Ⅰが	
家のことをしてくれない」と文句をいう②Ⅰ
嫁に，筆者に自分の代わりに②Ⅰ嫁にいって
くれと②Ⅰにいわれた言葉は「あなたの男で
はないか。ノシュクルギーグだ。」だった。

事例 6-10に示されているのは，②Ⅰは②
Ⅰ嫁のいうことをしていないかもしれない
が，自分がやるべきことはやっている，とい
うことばであったと思われる。しかも②Ⅰは
それを自分の口からいわず，筆者にいわせる
ことで，自分以外の他者も自分のことをそう
いっているというポーズをとらせた遊びをし
ている。これは自己肯定であり，同時に甘え
であったということができる。このようにノ
シュクルギーグの意味はつねに個人のもので
あり，一般的な意味を抽出できるものにはな
らない。そのためそれを使う人間が，それを
ノシュクルギーグではないとする人物とで直
接相対してしまうようなことも当然みられた。

事例 6-11　2013年 5月 31日（D）：①嫁が	
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「小さいヘッチのかけらも食べな！ノシュク
ルギーグだよ！」と子供たちにいっている
が，②Ⅰ嫁はまだ犬に餌（ヘッチ）をやって
いなかったのでそれは犬にやるからいいと，
とりあわない。

ノシュクルギーグが何かは個々人で異な
り，事例 6-11のように「ノシュクルギーグ
だ」という①嫁と「そうではない」と考える
②Ⅰ嫁が同時にいる，といったことはしばし
ばみられた。しかし①嫁にみられるのは，彼
女が犬のことは念頭にない状態でノシュクル
ギーグをいっているという点である。つまり
①嫁は①嫁自身の立場で間違ったことはいっ
ていないといえるのである。ノシュクルギー
グに共通してみることができるのは，この並
列する正しさの結果，誰もが正しいという点
である。そうした例は次の事例にも確認する
ことができる。

事例 6-12　2013年 6月 1日（D）：イミット	
に住んでいる③嫁の兄がやってきて，調査世
帯に筆者という外国人が長期滞在しているこ
とをみておどろき，世帯員たちに「身にすぎ
たことはするな。ノシュクルギーグはする
な。」という。

事例 6-12は，調査世帯にやってきた③嫁
の兄が，筆者にワヒ語は通じないと考えたの
か，筆者もいる前で上記のように言ったとき
のものである。そこにみいだされるのは，筆
者がその後も調査世帯を追い出されなかった
こと，つまり③嫁の兄のいうノシュクルギー
グは，それが“悪いこと”としてではなく，
ひとつの正しさとしてのみ受け取られた，す
なわち人びとにはそれを身に過ぎたことだと
はいえないと判断する余地は残されていた，
と考えられる点である。

事例 6-13　2013年 6月 3日（D）：猫に紐
をつけてひきまわす（いじめる）③ⅡⅠ（4
歳）に①嫁が「紐を外しなさい。猫に食べさ
せなさい。ノシュクルギーグだ。」という。
紐をはずされたあと，①嫁は猫に細かく裂い
たヘッチをなげてやる。しかし猫は食べずに
走り去ってしまう。①嫁は「ノシュクルギー
グだ。」といいながら床に散らばったヘッチ
を拾い，ウシに食べさせる残飯をためていた
バケツにヘッチをいれる。

「何が正しいか」は個々人のなかにおいて
さえ時系列に応じて変化する。かれらにはそ
の正しさをことばにして社会に恒久的にとど
める必要はなく，ただ個々人がそれぞれの立
場で判断すればよいこととしている。その相
対的な正しさは，ことばを，人を集団で縛る
ことができるものとはせずに，個々人にとっ
ての見出しとして以外の機能はないものとし
ている。こうした語であるがゆえに，ノシュ
クルギーグはひとりの完結した自己肯定を示
すものとして，人びとの前で社会化する。そ
のひとつが事例 6-7のようなノシュクルギー
グであったといえる。それはほかの誰かをし
ばることはないが，誰にとっても意味がある
ものとして言及されていたといえる。それが
結びついているのは社会ではなく個々人であ
る。ゆえに人びとが，自身にとってのノシュ
クルギーグをおかしてしまった場合，人はひ
とりで事態とむきあう。

事例 6-14　2013年 5月 30日（D）：①嫁が
天井にとりつけられた棚に乳をいれた皿を乗
せようとして，皿をゆらし少しこぼしてし
まった。すると①嫁はすかさず近くを歩いて
いた猫の首をつかんでそこに押し付けてなめ
させ（あまりなめなかった）64），残りは白い
色が消えてしまうまで指でのばし，乾くまで
誰も踏まぬよう上にイスを立てかけておいた。

64）	 猫はネズミ取り用に飼われており，与えられるものはヘッチで，乳は普段与えられていなかった。
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事例 6-15　2013年 6月 19日（D）：①Ⅱが
床に落ちてしまっていた昼食のヘッチの欠片
を，祈祷をしながら拾っていた。

そのカミは，ひとりひとりがみいだした正
しさである。その意味は個々人が暮らしのな
かで得てきたものであり，それは他者からの
言語による修正を受けず，共有も求められ	
ない。

事例 6-16　2013年 12月 20日（D）：砂糖
の入った茶（乳なし）を床にこぼしたのを見
て，筆者が「ノシュクルギーグだ…（もった
いない）」というと（ビルハンズで通常茶・
チャイにいれるのは塩。砂糖は贅沢品），①
Ⅱ嫁が「乳をいれた茶（チャイ）がノシュク
ルギーグになるのであって，砂糖をいれただ
けの茶はノシュクルギーグにならない。」と
いう。すると，アイルックを筆者とともにし
てきた②嫁と③Ⅰ嫁弐とが筆者に加勢して，
「金銭に対してのノシュクルギーグではない
か？」というが，①Ⅱ嫁は修正しようとしない。

ノシュクルギーグは，人びとがその暮らし
において，実際に手にしてきた益とそれに付
随する経験にもとづいている。それは瞬間的
な人間関係などを代弁しつつも，個々人の経
験という基点をくずすことはない。その意味
で，ビルハンズの“社会”とは，人びとの外
側にではなく，カミということば，つまり個々
人にとっての経験とのあいだでみいだされて
きた環境とのよりよい関係，つまり個々人の
数だけある環境との関数としてのみみいだす
ことができるものであったといえる。

7　結論

7-1 家畜の自由に生かされた社会
本論で論じてきたのは，ビルハンズの牧畜
が，家畜を自由にしてなお，それを逸失につ
なげない枠組みを家畜と人とで構築していた

という点である。家畜はその日寝た場所をお
ぼえ，人をおぼえるため，それを自由に放し
てなお，生業としていとなみうるものとして
あった。人はこの家畜の周囲で，やはり統制
なく行動するのであるが，見たものには対応
をするというかたちで，家畜を含む全体を構
築する部分としてはたらく。これは，人が家
畜をコントロールしているのではなく，家畜
のつくる反応に人が従属していたということ
を示していたといえる。
そうした人の従属の立場は，家畜に対しみ
せる人びとのふるまいからもよみとることが
できた。人は家畜を「見る」ことのみによっ
て判別し，そうした判別によって要求するの
は自畜のみであったという点である。人は，
家畜に対しても，他者に対しても，その全体
の情報を把握し「管理」する立場をもたない。
かれらはひとりひとりが部分としての役割を
果たしているからである。
そうした点は人びとの所有のありかたから
もまたみいだすことができた。それは人びと
の家畜が，要求がない場合には所有がみとめ
られないものとしてあったという点である。
他者は，迷いこんだ家畜が誰の所有かを知っ
ていたとしても，それを返しにいったりはし
ない。所有はつねに所有者とその要求を基点
とすべきであって，社会はそのために動くべ
きものとされてはいなかったからである。同
じことは乳の扱いにもいえたといえる。人び
とにとって乳は搾った者のものであり，所有
者が所与の権利をもつものではない。人と家
畜はそれぞれが自由にふるまい，所有者がそ
の関与の意志を示さなければ，他世帯がその
乳を搾る。そこにあるのは自身と他者との自
由の関係である。
こうした家畜と人の立ち位置はヨーロッ
パの移牧地域でもみられるものなのだろう
か。谷は「イタリア中部山間部の移牧に従事
する牧民の村でも，各戸が自家消費のために
十数頭のヒツジを冬期舎飼いし，夏期山の牧
地に出す」（谷 1977:	134.），「冬期平地でさ
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え厳しい寒さに襲われるアルプス以北の地域
では，移牧はより困難になり，夏期放牧と冬
期舎飼いという混合形のみが許される」（谷
1977:	135.）としている。ここには「夏期は
輪番で，下放地で放牧され，冬期は，各戸ご
とに夏期に刈り集め，貯えられた乾草によっ
て，舎飼いされる。」（谷 1977:	130.）という
ように，集落での家畜はほとんど人に従属し
たものとしてみることができたということを
指摘することができる。そしてこのような舎
飼いはルーマニアでもみることができた（み
や 2008:	178.）。そして，ヨーロッパでは，
輪番制といった集落での放牧行為の組織化
（谷 1977:	130，みや 2008:	29.），職業的な牧
夫や，牧夫のあいだでの職能分化といった社
会的枠組みの発達を確認することができる
（谷 1977:	117，みや 2008:	28-29.）。それは，
人中心でおこなわれた，作業の効率化の思考
の産物であるといえる。またルーマニアでの
夏季放牧の際の乳は，家畜を山上におくりだ
す前に，集落で所有者が自畜を一斉に搾り，
そこで計られた量に応じ，秋に牧夫からチー
ズを受けとるものになっている（みや 2008:	
33.）。ルーマニアでは乳は，所有者が直接搾っ
ていなかったとしても，所有者のものとして
社会にみとめられているからである。
ビルハンズは年間を通じて比較的温暖で，
乾燥により草刈りが可能なほどの草の生育は
みこめないが，通年の放牧が可能な土地であ
る。それは家畜の「移動的捕食習性の抑制」
（谷 1977:	136.）を極限まで欠いた，「一年を
通じて，放牧適地を提供しえないにもかか
わらず，草刈らぬ点で，遊牧民に近い」（谷
1977:	134.）牧畜であったといえる。それは，
ヨーロッパとビルハンズのあいだに，家畜と
いう他者性を社会にどこまで受容するのかと
いう違いをうみだしていたと思われる。そし
て大事な点は，家畜とはその他者性が増大し
たとしても，決して「糸の切れた凧のよう」
（谷 1977:	26.）に「勝手に移動し去る」（谷
1977:	26.）といった他者ではなかったとい

う点である。それはまた，ビルハンズの人び
とが支配ではなく，個々人による対応という
“管理”を選びえた理由であったと考えられる。
家畜が「生産に対する合目的性をもった
統制をほとんどうけていない」（梅棹 1990:	
263.），「人間の生活と野獣の生活とが，たが
いに独立のままで，平行的にむすびつけられ
た共生的体系」（梅棹 1990:	263.）にあり，「お
なじ「家畜」の名において，文明社会におけ
る家畜の意味からモンゴルのそれを類推する
ならば，それはおおきなあやまりである」（梅
棹 1990:	263.）と指摘してきたのは，モンゴ
ルのウシを調査してきた梅棹忠夫である。ま
た東アフリカのサンブルにおいて鹿野は，そ
の放牧が，182分間の観察においてわずか約
1.28％の単位時間の関与でおこなわれていた
ことを指摘し（鹿野 1991:	241.），同じく東
アフリカのトゥルカナの観察をおこなった太
田は，2日間の放牧中，給水，休息，出発，
帰着を含め，その関与がたったの 15.9％の
単位時間でおこなわれていたことを指摘して
いる（太田 1982:	36.）。それは「そのような
ことがいかにして可能なのか不思議でさえあ
る」（鹿野 1991:	243.）「人の意図からは独立
した，それ自身の論理」（太田 1982:	20.）に
よってなりたっているのである。そうしたな
かで，それまでかえりみられてこなかったの
は，そうした家畜に寄りそう人の考察であっ
たと思われる。本論は，こうした人を“全体
の情報を把握し「管理」する立場をもたない”
“ひとりひとりが部分としての役割を果たし
ている”ものとして位置付けてきた。そして
それは，その語にもみとめることができるも
のとしてあった。

7-2  “すること”の言語化―エゴ・セント
リックの語彙―
これまで牧畜民の家畜名称は，分類名，あ
るいは類別名称といったように位置づけられ
てきた。そうした名称の，分類名称をふくめ
た種類について，谷は図 16のように示して
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いる。
最下段が「固有名称」である。これは「属
性とは無関係に附与された名称」（谷 1979:	
143.）である。下から 2段目が，分岐「分
類名称」のうちのひとつの「ノン・セント
リックな分類名称」「アブソルートな分類名
称」である。これは民俗分類の分析対象とな
るようなものすべてを指している（谷 1979:	
158.）。この分類では「分類する側の人間は，
分類される側の自然の外にあるのが一般的
である」（谷 1979:	158.）。それはこの分類が
「アブソルート」，すなわち「絶対的」という
ように，学べば誰もが使うことができる位置
にあるものとされているからだと思われる。
谷は家畜名称を「内在的属性の分類であるた
め，名称と対象の対応は絶対的」（谷 1979:	
160.）としており，それを「ノン・セントリッ
ク」「アブソルート」としていることがわかる。

3段目の「セントリック」の分岐から派生
する「アブソルートな分類名称」は，話者個
人の位置によって，視点が推移するが，いず
れにせよ絶対的とされている基準にもとづい
た語の選択がなされるものを指す。それは自
身と相手の関係を 1期生，2期生といった基
準から相対的に示していくものを指し，数値
などの尺度と話者との相対的関係をさすもの

であるといえる。最上段のセントリック・レ
ラティブとは，英語による一人称，二人称以
外の事例を示されていない。セントリック・
レラティブとは，谷が Brown	and	Gilman
（1960.），Fisher（1964.）より引用したもの
で，英語の一人称と二人称“I”と“You”が，
視点の推移によって相互に入れ替わることを
指している。英語圏では，家族内での呼びか
けもほとんどが“I”と“You”でおこなわ
れ，親族名称はあまりつかわれない（Brown	
and	Gilman	1960:	253，Fisher	1964:	119.）。
これは，日本では男性が自身を“オトーサン”
と呼び，女性が“オカーサン”，子どもが“ボ
ク”“ボーヤ”で自身を語り，また呼ばれる
もの（Fischer	1964:	122-123.）とは異なっ
ている。また世帯間の会話で一人称を“ウチ”
といい，二人称を“オウチ”というといった
もの（谷 1979:	163.）ともまた異なっている。
これらの会話では視点が推移しても，人称は
変化しないからである。
この互いに推移することのない人称のペ
アを，「力が生得権によって分配される静
的社会の権力的関係」（Brown	and	Gilman	
1960:	254.）とする Brown	and	Gilmanに対
し，谷は「推移しない人称のペアが，どう
して solidarityに対置される power関係を

（谷 1979:	159）より
図 16　谷による名称付与にみられる 4つの類型
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示すのだろうか。」（谷 1979:	145.）としてい
る（谷 1979:	145.）。またこうした日本にお
ける人称を socio-centricとして，西欧の個
人中心的 ego-centricと対置させる Fischer
に対しても，谷は「いったいそこで中心的原
点となる社会のセンターとは，なにをさすの
か。」（谷 1979:	148.）としている。谷の疑問
は，推移しない人称のペアをもつことが，“I”
と“You”と社会的にどう異なるのかという
疑問であったといえる。谷は「自然的対象へ
の名称については，分類視点の推移性を認め
た分類は一般にないといってよい。象はだれ
にとっても象であり，別の人から虎と呼ば
れることはない」（谷 1979:	178.）としてい
る。ここには，谷が人称以外にの名づけに，
彼我の違いはまったくないとみなしているこ
とが示される。「なぜ対人関係名称の中に，
かかる推移的な分類名称群があるのか」（谷
1979:	178.）。“I”と“You”とは，ただそれ
だけが推移する語彙として英語圏にあるのだ
ろうか。

Brown	and	Gilmanは，“I”と“You”に
よる会話には，人称以外に「個人名，あるい
は適当な見出しを選ぶこと」といった呼びか	
たが付随することを指摘している（Brown	and		
Gilman	1960:	268.）。またFisherは“ボーヤ”
といった呼称のありかたに対象的なものとし
て「個人的資質，たとえば“赤”のようなあ
だ名で男の子に言及すること」（Fisher	1964:	
123.）をあげている。Fisherは，前者と後者
の違いを「個人的な資質として目を引く，取
るに足らない特徴に言及すること」（Fisher		
1964:	123.）としている。Brown	and	Gilman	
はまた「推移しない人称のペアは力を刻印す
るものとして機能するが，見出しや固有名の
使用は，符号化されることなく，消えていく」
（Brown	and	Gilman	1960:	268.）としてい
る。ここにみることができるのは，両者が“I”
と“You”に付随するものとして「目視」で

とらえられる「見出し」という，力の刻印を
せずにその場限りで消えていく呼称のあるこ
とを指摘している点である。
そもそも“ボク”“ボーヤ”は，特定の親
との関係が不可避である sonのような語と
は異なっている。そして“ボーヤ”とともに
つかわれる“オトーサン”“オカーサン”は，
男女に親以外の立場を自制させるという効果
をもち，“ボーヤ”はそれらとセットで，男
の子のみを，世帯で，また社会で特別扱いす
ることを許す呼称だという65）（Fisher	1964:	
123.）。これらの語は，どこの世帯であって
もつかうことができるため，どこの世帯にも
同じ相対的関係をその内にとりこませる機能
をもっている。それゆえに，それはセンター
が社会にある socio-centricな語彙だという
ことができる。それに対し ego-centricの人
称は，個人を基点とし，話者それぞれが対等
の場に立ちながら，「目視」によってとらえ
られた「個人的資質」から対象に言及すると
いう呼称を生みだしていく。それは社会に準
備された語群で彼我を位置づけていくものと
は異なった，より個人を基点とした語のあり
かただといえる。そしてそれは本論の示して
きたワヒの家畜に対する呼称のあてかたにも
みられたものだといえる。そしてワヒの家畜
名称にみられたのは，それが「目視」によっ
てとらえられた「個人的資質」よりさらに一
歩進んだものとしてあったという点である。
ワヒの家畜名称をめぐって本論が示してき
たのは，それが，対象の“していること”に
話者が“しようとしていること”を一致させ
たものとしてあったという点である。「乳が
出ているヒツジのメス（イジャルシーン，マ
イ）」→“ヒツジの乳搾りをする”，「乳に吸
いつくヒツジの子（ウルク，ウスルドゥン・
ウルク，チェウルク）」→“ヒツジの乳だし
か母子分離をする”，「草を食べにでるヒツ
ジ・ヤギ群（クラ）」→“ヒツジ・ヤギを放

65）	 女児にはボーヤに相当する語彙はないことが指摘されている（Fisher	1964:	123.）。
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牧に連れ出そうとしている”，「乳に吸いつく
ウシの子（ウシュク）」→“ウシの乳だしと
母子分離をする”，「もう乳を吸わなくなった
ウシの子（イクサール）」→“ウシの乳だし
と母子分離を終了する”。ここにみることが
できるのは，それが話者が“しようとしてい
ること”から，対象を瞬間的に指し示すため
の見出しとしてあるという点である。それは，
より個々人の立場と現象に引きつけられた語
のありかただといえる。
本論第 5章の事例 5-7は，「ウルク」を探

しに来たという調査世帯の人物に，他世帯の
人物が「1頭のウルク，パルドゥン，ニジュ
ウム（がいた）」と答えていたことを示して
きた。ここにみることができたのは，それが
“家畜名称”ではなく話者それぞれが見た，
個体への評価としてあったという点である。
同じことは事例 5-8にもみられた。事例 5-8
は，乳を飲まなくなりはじめていたウシの子
が「ウシュク」と呼ばれたり「イクサール」
と呼ばれたりしていた事例であるが，ここで
もまた，それぞれの人物が，自身の目で見た
ことから対象を呼んでいたということをみい
だすことができる。“すること”をあらわす
語が異なっていても，同じ個体についての会
話をすることができる，このことは，個体と
いう事実がなくても，目視された“すること”
があるといった会話は，なりたたないことを
示していたといえる。本論がこうした事例と
ともに示してきたのが，これらの語が「カテ
ゴリー」としてはほとんど機能していないと
いう点である。事例 4-10にみられたのは，
「チェウルク」と「クラ」の分離が，他世帯
の家畜がまざっていた場合にはまったくおこ
なわれていなかったことである。また，事例
4-12にみられたのは，「ウシュク」と「グゥ」
がいる家畜囲いの前で「ウシュクを囲いにい
れないで」という指示がなされていたことで
ある。この 2つの事例にみることができるの
は，その語が一頭一頭の“すること”と話者
の“しようとしていること”で一致している

ため，「カテゴリー」としては機能しない点
である。それは語に対する現象の優越という
特徴を示していたと考えられる。
ゆえに，図 11に ｢性や成長段階｣ のよう
な基点を求めるとすれば，それはその状態を
見て，乳を“搾り”，群れを“わけ”，去勢
を“ほどこす”ことを“しようとしている”，
個々にとっての牧畜をする人間像にのみいき
つく。それは，誰にとっても共通する人間像
ではない。なぜなら図 11は筆者が多くの人
への聞き取りによって作成したものだからで
ある。そのうえ図 11には所有（事例 4-15）
や，大きい小さい（事例 4-6），色，模様（事
例 3-8）といった要素はくわえていない。こ
の所有という点は，それをどの家族が所有し
ているものかが，個々人による家畜の扱いに
大きな影響をおよぼすことが考えられる。そ
の意味で，人間像はそのひとつひとつが唯一
無二のものになるといえる。
このようにみていくと，ワヒの語とは，個々
人による唯一無二の人間像とそれに応じた働
きかけにあてられた見出しにすぎないという
点がみえてくる。見出しと考えるにあたり，
重要なのは，それは，実体があってはじめて
意味をもち，見出しだけで実体を伝えるもの
にはならないという点である（事例 4-15）。
このことは，実体を共有していない場合，2
者間では会話がなりたたないだけでなく，会
話が不必要になることさえ含んでいたとい	
える。
こうした見出しはメスと子畜の状態に集中
していた。それはこれらの個体への関与が，
乳と肉という食に多方向からつながりあって
いたからである。マイへの言及は，個体数の
増加と乳，肉につながっている。ウルクへの
言及は哺乳の介助による肉の成長と，乳量の
増加につながっている。これらの家畜に応じ
た見出しは，人びとの日々の食と長期的な食
の確保に直結したものとしてみることができ
ると同時に，ときにその語はマイ，トゥグ，
ウルク，チェグの 4つにほとんどすべて集約
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されてつかわれるものとしてもみることがで
きた。それはこうした語のすべてが，マイ，
ウルク，トゥグ，チェグ，すなわち“生ん
だ・生まれた”関係から派生したものだから
だと思われる。このマイ，トゥグの多用とい
う実態はワヒの人びとが筆者に「日本にマイ
はいるか。トゥグはいるか」と聞くことにつ
ながり，「経産メスがその種を概念的に代表
すること」（波佐間 2015:	51.）とよみとられ
ることにつながったと考えられる。だが，マ
イ，トゥグは本来その種を「概念的に代表」
してはいない。それゆえ，「経産メス」，すな
わち「生むヒツジ（マイ）」「生むヤギ（トゥ
グ）」がその位置でとらえられたことは，ワ
ヒとカリモジョン -ドドスの家畜と人との関
係が，共通してあらわれたものとして読みと
るべきものだと考えられる。つまり「マイ」
「トゥグ」は，“個々人のもつ目的や感覚，興
味の表象が集団内で合致したもの”，つまり
solidarityの語として位置付けることができ
るのである。
こうしたマイ，トゥグ，チェグ，ウルクと
いう基盤的な見出しと付随的な見出し，付随
的なすべての見出しの基盤的な見出しへの包
摂という動きが，ワヒの語のありかたであっ
たといえる。そしてこうした見出しは，オス
にはほとんどみられなかった。それは，オス
の存在が，屠畜と直結していたからである。
そして屠畜とは乳搾りと同じようにその瞬間
に，カミへのことばが付随する行為として
あった。肉に限らず食の享受には，カミへの
ことばが付随していた。それはオスに限らず
家畜というものが人びと個々人の食，すなわ
ち個々人のなかの有益さを示すカミと結びつ
いて体系化されていたことを示していたとい
える。

7-3 語と人，その社会―ひとつのカミ―
ビスミンラー（物事のはじまり），ベリカッ
ト（得られた物への感謝），ノシュクルギー
グ（“神への感謝をしない者”），これらの語

にみることができたのは，それが家畜をめぐ
る行為と一体となって，ひとりの孤立した人
の姿をうつしだすものとしてあったという点
である。
まずノシュクルギーグは“食べる”“食べ
すぎない”という，相反する意味でつかうこ
とができた。そのためノシュクルギーグが示
すのは，誰にとっても“悪いこと”を示しう
るといった語ではないということであった。
それは誰にでも“食べる”べきときがあり，
“食べすぎない”べきときがある，という持
続的な 1人の人間の輪郭を指していたにす
ぎないといえる。このようにみていくと，ノ
シュクルギーグという“カミへの感謝をしな
い者”の意味の指し示す行為は，いかなる状
況においても誰がしていても“悪い”ことを
指すような意味ではないといえる。それゆえ，
他者は他者のノシュクルギーグを自分のもの
としては聞かない。これは人びとが，他者の
ノシュクルギーグは自身のノシュクルギーグ
とは違うということを知っていたからである
と思われる。
家畜名称，そしてノシュクルギーグの意味
に示されるのは，それが言語をめぐる他者と
の関係において，まったくの自由な人の立場
をうつしだすという点である。だがそれは人
の無法をゆるすものではない。かれらはひと
りきりの立場からかれらの食を得るはたらき
かけをする必要にせまられているからであ
る。人がそこでしていたのは，自分自身の経
験にカミという見出しをつけ，自身の“する
こと”を，食を得られるものへとつくりかえ
ていくことである。だがこの見出しは他者に
対して口にしても，ほとんど聞き入れられな
い。それは，その見出しの基盤となっている
経験が他者には共有できないものだからであ
る。この場合，そうしたノシュクルギーグの
他者への言及は，社会的には自己肯定という
かたちとなってあらわれる。
そうした個別のカミと，自己肯定のカミと
を同時にみることができたのが，もてなしの
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場であったといえる。もてなしの場のノシュ
クルギーグは，しばしば他者に影響をおよぼ
すものとしてみることができた。それは，人
びとが他者の命令に従っていたものとしてで
はなく，食欲の加減をみる主体がおおよそ話
者であったということと同時に，食をめぐる
経験が互いに類似し，経験さえあれば他者に
とってもうけいれやすいものとして言及する
ことができたということとして指摘すること
ができる。また，もてなしの場でのそうした
ノシュクルギーグは，人がカミを口にするこ
とで，自分ののぞむ行為をいかなる状況でも
実行することができ，またそれが話者にとっ
ての真実であることを主張できる記号となっ
ていたということができる。それは，ひとつ
の完結した自己肯定を示すものとして，ワヒ
のあいだで“社会化”の条件を満たしえた語
であったというように指摘できる。
そうしたワヒの語と socio-centricの語と
の比較を示したものが図 17である。図 17
の socio-centricが示しているのは，その語
がエゴの外の socioにあり，他のエゴも対等
につかうことのできる位置にあるため，語は
視点の推移性などを排除したものになってい
るということ，この語は語同士で相互に関係
をつくることによって意味領域を覆っていく
ため，社会では語の習得が経験に先行するも
のとなっていく。これに対しワヒの語は，セ
ンターがエゴにあるため，エゴに追随するも
のとして語が位置づけられる。それはすなわ
ち語が，焦点の曖昧なより視覚的，状態形容
的なものとしてあらわれ，使用の場において
さらに話者のおかれた状況に追随させられる
ものになっていることを示している。そのう
ちの一部は，別の基盤的な語に包摂されてい
くものになるため，語はいっそう対象を特定
できるものではなくなっていく。またそうし
た語群は，対象の意味領域全体をおおうこと
はなく，関心のある場所にのみ集中してあら
われるものになる。それは，これまで家畜
が色や模様，「分類名称」から言及され，そ 図
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れらが異なる個体に重複してつかわれたりし
ても問題にはならなかった理由であると思わ	
れる。
こうしたエゴの周囲で，エゴの思い描く理
想からの逸脱の際に言及されていたのが，ノ
シュクルギーグであった。それゆえノシュク
ルギーグは個人が不都合を感じる，きわめて
多くの箇所においてつかわれているのをみる
ことができた。そして，エゴが自身の行動の
成果をその行動範囲の外に託す語がビスミン
ラーであり，行動の範囲を越えた場所から成
果をうけとる語がベリカットであったといえ
る。この 3つは，ワヒの人びとが，自身の目
と手の届く範囲のみで外界とむかいあってい
たことを示していたといえる。そして，そう
した姿勢であっても人はそれで日々の食を得
られていた。それは，家畜と他者の自由を許
容することこそが，ビルハンズの人びとが食
べ続ける方法であり，そうして語もまた体系
化されていたことを示していたと思われる。
それは，他者の自由とのあいだで，はたらき
かけ，要求をし，託すことで自身を維持する
という，個の思想である。そして図 17は，
かれらのカミが，エゴの輪郭のすぐ外側をみ
たす外界であったということを示している。
つまり個々のエゴの輪郭の外がカミであり，
そこには，エゴ対カミのみの 1対 1の世界
が展開しているという点である。つまり自身
がひとつであるように，カミもまたひとつだ
ということである。この意味で，ワヒにみる
一神教とは，全員がひとつのカミを信じると
いったものではなく，ひとりひとりがその人
自身の立ち位置から外界と向かいあい，食を
得るために行動することそのものを指してい
たということとして指摘することができる。
その意味で，カミとはひとりひとりの経験を
評価する見出し，すなわち環境そのものとの
かかわりかたの是非を指していたということ
ができる。人にとって，与えるものの名がカ
ミであるのだとすれば，それは他者の自由を
みとめるということから必然的にうみだされ

てきたカミの輪郭であるといえる。

7-4 人びとの空間
ワヒの社会はまず，家畜の自由があるため
に，社会が人の統制を受けつけないものに
なっている。人びとの屋敷地，家畜囲いもま
た家畜ゆえにその公私を無化されている。そ
うした公私の無化が“家畜の自由”のひとつ
めの意味である。ふたつめは，そうした家畜
に相対する人には，家畜の自由を侵害しない
関与の仕方が必要とされていたという点であ
る。それは，人間の立場の個別化をうながし
ていた。そのため人は家畜の行動に，必要な
とき以外は介入をしないという自由の立場を
確立していた。そうした個別化した立場を，
縛ることなく生かしきれるものとしてのみっ
つめの点が，エゴ・セントリックという語彙
であったと考えられる。
家畜を誰かが「マイ」といっていたとして
も，それは socioに意味を確立したものとし
ての「マイ」ではなく，何かと比較した際に
たまたま「マイ」で指し示すことが適当で
あったという，相対的なものにすぎない。そ
して，同じ対象に対してであっても，しよう
としていることが変われば，マイによって異
なる意味が示される。それはものの名前では
なく，話者からの評価のひとつにすぎないか
らである。これは個人と語の結びつきかたの
違いを示している。それは，socio-centricの
経験における社会の優越と，ego-centricに
おける経験の優越，つまり環境の優越である。
人は草を刈り，それを与えてその生活を支
配することよりも，その自律性に頼ることの
ほうをえらんだ。つまりその自由は，自律と
表裏一体のものである。家畜は人を覚え，寝
た場所を覚え，乳を人に搾らせるということ
に慣れることのできる生き物である。そして
人の側はその自律性を十分に生かすため，自
身にもまた自由と自律という制約を課した。
このためここでいう“自由”とは，“社会的”
な意味に拘束されないという意味での“自
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由”を指しているにすぎないといえる。その
意味で本論でもちいてきた“自由”とは，文
化的な一側面としての“自由”を指している
にすぎない。ワヒにおける家畜と人は，それ
ぞれが食べるために努力をするという意味で
は，どちらもまったく自由ではないからであ
る。そして人は，いつでも環境の変化にひと
りで立ち向かっている。
人びとのカミとは，ひとりひとりに食を与
える経験によってみとめられ，他者に対して
は自己肯定として社会化する。それゆえに人
同士の関係はカミをはさんで個別化したもの
になってあらわれる。ひとつの社会における，
カミの他に対する絶対的な優越は，この構図
においてのみあらわれると思われる。ここで
は，自畜から得られた乳，迷い込んだ家畜か
ら「欺取」した乳，他者の家で与えられる食
事は，そのどれもが同じものになる。それは
自畜の乳でさえ，子畜を含む他者に外部で飲
まれる機会がなかったからこそ得られたもの
であるにすぎないからである。それは社会を
孤立した個々人として形成した人びとのいき
ついた場所であると思われる。

7-5 環境の支配下にある文化
こうした語は家畜，人だけでなく，病気に
対してもむけられ，牧畜民のあいだで共通し
た人の立場を構築している。東アフリカ牧畜
民チャムスの病気名称は，その 3分の 2を
臓器，症状を名称とし，それらは「指示対象
である病気のもつ特徴を表現してはいない」
（河合 1989:	96.）。マラリアや風邪の訳語を
除くと，あとにのこるのは患者が過去にぶつ
けたり，誤ったものを飲みこんだりしたとい
う負の経験を病因化する名称である。この名
称を河合は，過去の経験を今の病気の原因と
脈絡なくむすびつけたものだという点で，病
気の「必然性にかんする説明から具体性が失
われる」（河合 1998:	141.）としている。そ
れは，それ以外の病気が原因は具体的に考え
られることに対し，対照的だからである。こ

の負の経験の病因化の傾向は，大人になるほ
ど強いという（河合 1998:	153.）。だが，そ
の説明の具体性は，かれらのあいだで本当に
失われているのだろうか。それがかれらの
「個別的歴史をかかえた身体」（河合 1998:	
216.），すなわち個々の身体の経験のみに帰
されるものであるべきだとすれば，その一貫
性はまったく失われていない。そしてチャム
スの病気は「治療にかんする知識は専門家が
秘匿するような性格のものではない」（河合
1998:	156.）「知識の多寡や技術的な得手不
得手はあるものの，基本的にはだれもがもっ
ている知識や技術である」（河合 1998:	156.）
「権威は存在しない」（河合 1998:	206.）とし
ている。それはひとりひとりが自身の症状と
向かいあい，原因と対処を思考していくこと
を指しているからであると思われる。そのた
め河合は，その病気には「健康」な日常，そ
こからの逸脱としての「病気」＝「負」とい
う図式は，チャムスにおいては想定しづらい」
（河合 1998:	232.）としている。それはそれ
らが「病気」を身体から排除する論理ではな
く「身体の状態の変化を修正する正常化の論
理」（河合 1998:	219.）だからである。
こうしたチャムスのつかう語が socioでは
なく egoにあることを明確に示しているの
が，以下である。「私にさまざまな病気につ
いて説明をしてくれていた女性は，あるとき
「私は背中の痛みというものを知らないのよ」
といいだした。」（河合 1998:	208.）「それま
でに彼女は「背中の痛み」について，背中の
内部の状態に照らし合わせながらじつに具体
的に説明してくれていた。（略）「私はずっと
胆嚢の病気（ンケエヤ・オ・ロドゥワ）につ
いても知らなかったのよ。胆汁が苦いことは
知っていたわ。家畜の胆嚢のなかの緑の液体
が苦いことを知っていたから。ただ胆汁がき
たといっては（吐瀉）薬を飲んで吐いている
人をみても，私はそれがどういうことなのか
がずっとわからなかった。でも，はじめて胆
汁を感じたときに，それが胆汁であることが
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私にはわかったの。」」（河合 1998:	208.）。こ
の現地女性と河合の語りが示しているのは，
現地女性が，自身のことばを自身の経験の見
出しとしてのみあるべきものとし，経験をし
ていない状態で河合とおこなった会話を意味
のないものだとしていたという点である。こ
うしたチャムスの姿勢を，河合は「チャムス
は「同情」という回路をあえて閉ざしている
ようにみえる。」（河合 1998:	212.）としている。
そうしてチャムスは，病気の原因をまった
くみつけられなかったとき，その病気を「カ
ミの病」と呼ぶという。「カミの病」とは，
罰といったものではなく，「しかたのないも
の」（河合 1998:	226.）であり，「責任が追及
されることのないもの」（河合 1998:	226.）
である。それは因果関係を導きだせない場合
にあてられるものであり，ビスミンラーであ
りベリカットであり，個々人の経験の範囲を
超えた事実に言及する範疇を示すものであっ
たといえる。
こうしたチャムスのカミは，「偏在的な唯
一神」（河合 1998:	224.）である。そしてチャ
ムスに限らず，牧畜民を出自とする人びとほ
とんどすべてがひとつのカミをもつ。同じく
ひとつのカミをもつスーダンのヌアーは，異
民族にもみられるひとつのカミについて「異
民族が別の神をもっていると考えるのではな
く」（エヴァンズ＝プリチャード 1995:	105-
106.）「ディンカはクウォス・ア・ニアルのこ
とをニアリチと呼んでそれを崇め，同様にイ
スラム教徒やキリスト教徒も別の名前をもつ
クウォス・ア・ニアルを信仰していると考え
ている」（エヴァンズ＝プリチャード 1995:	
106.）という。その理由は，ヌアーの「神が
固有の名前をもっていない」（エヴァンズ＝
プリチャード 1995:	106.）からである。
ヌアーのカミは，きわめて個別的なあらわ
れをする。たとえばリニィジのメンバーが落
雷に打たれたりすると，そのリニィジだけが
空気の霊「チョルウィッチ」を表敬する（セ
ク）ようになる。なぜ特定のリニィジだけが

これを表敬できるのか，「チョルウィッチ」
と唯一神「クウォス」とはどんな関係かと
いった問いに対し，エヴァンズ＝プリチャー
ドは「これら精霊と神との関係は，あれかこ
れかという選言ではなく，あれもこれもとい
う連言なのである。チョルウィッチはチョル
ウィッチであると同時に神でもある。」（エ
ヴァンズ＝プリチャード 1995:	112-127.）と
している。「ヌアーが表敬する（セク）対象
はトーテムであって，トーテム霊ではないこ
とは注目すべきである。私は，セクという語
を霊について用いるのは，霊がトーテムその
他の外的形態と同一視されている場合をのぞ
き不適当ではないかと考えている。なぜな
ら表敬の対象は，忌避したり特別な扱いが
可能でなければならないから，五感でとら
えられるものという暗黙の了解があるため
である。」（エヴァンズ＝プリチャード 1995:	
158-159.）。そこには，その多様なあらわれ
と名称とが，その唯一性を一切侵害していな
いということが示されているといえる。チョ
ルウィッチとは，クウォスとも呼ばれるカミ
が，たまたま落雷のかたちであらわれたもの
にすぎず，いずれも同じものだということで
ある。「トーテム関係においてヌアーが関心
を示すのはトーテムにではなく霊に対してで
ある。トーテムそのものに関心があるとし
ても，それはその固有の性質のゆえではな
く，神が人間の知性でとらえ得るように姿を
顕したシンボルとしての性格に対してなの
である。」（エヴァンズ＝プリチャード 1995:	
163.）こうしたカミのあらわれを，エヴァン
ズ＝プリチャードは「屈折作用」（エヴァン
ズ＝プリチャード 1995:	178.）と呼んでいる
が，それがエゴの外界とのかかわりは個別的
でありひとつであるということを示している
とすれば，それはワヒと同じものを示してい
るといえる。「ヌアーの神が固有の名前をもっ
ていないことから，ヌアーがクウォスとみな
す近隣諸民族の神との区別が当然明確でなく
なり，その結果，それは簡単にヌアーの神と
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同化されてしまうことになる。それはまた拝
一神教あるいはより厳密な形而上学的定義へ
と導いたかもしれない矛盾を提供することに
もならなかったのである。」（エヴァンズ＝プ
リチャード 1995:	106-107.）。その語は，排
他性をうみださず，同時にそのうちに，個々
人は個々人であるということを同時に動かし
がたい基盤として内包している。この包摂と
拒絶のあいだに，やはりワヒと同じ語の性質
をみいだすことができるといえる。
そうした包摂と拒絶は，ワヒだけでなく，
都市のムスリムのあいだにもみとめることが
できる。イスタンブルのウイグル族は「ハ
ラール（イスラームで許された）」という食
品を，包みにハラールの表示が印刷されてい
るかないかではなく，それがひとりひとりの
目の届く範囲で調理されていたのかどうか
に対してのみつかっていた（熊谷 2014:	200-
204.）。また人びとの口にする「サワッブ（宗
教的に良いこと）」と「グナフ（宗教的に悪
いこと）」ということばは，規範的なことに
対してではなく，個々人の利益を守るものと
してのみつかわれ，他人はそうした他人の宗
教的な語を自分にとっても意味があるものと
しては聞かない（熊谷 2014:	200-215.）。そ
して，そうしたウイグル族の人びとは，中国
からトルコというイスラームの国に移動した
のにもかかわらず，トルコ人とはつきあいを
せず，親族と友人だけとの小さなつながり
のなかで生きていた（熊谷 2014:	215-239.）。
それは人びとがイスラームの“社会”を望ん
でいたのではなく，自己肯定として口にして
いたカミが，民族的違いをまったくのりこえ
られるものではなかったことを示していたと
いえる。そしてそれは，ヌアーが異民族のカ
ミを包摂しながら，やはり民族的まとまりを
維持していたことと同じことであり，ビルハ
ンズのワヒがグジュルを排除し，都市のイス
ラームがウイグル族のような民族をそのうち
に含み，その個々の孤立をまったく解消する
ことはできていなかったということに，同じ

ことをみることができるといえる。
本論はここに，家畜の自由に追随するとい
う牧畜の仕方が，個々人を中心とするという
人の立ち位置と ego-centricという言語の体
系を構築いていること，それは，東アフリカ
から中国新疆にかけての現代イスラームを含
む広い地域にみられることを示す。そのすじ
みちは，本論によるパキスタンのペルシア系
牧畜民ワヒの家畜とカミに対する分析によっ
て示された。本論は，今後イスラームのこれ
らの地域の分析において，こうした牧畜とい
う要因にもとづく彼我の言語の社会性の違い
という点をとりいれない分析は有用ではない
ことを提起する。
本研究は今後，その調査の範囲を 3点へむ
けてひろげていく。1点目に，その現代的意
味のさらなる検証をする。まず ego-centric
の語の社会化の経路をみいだすため，学ぶと
いうことへの注目をおこなう。これはイス
ラームを学ぶ場が有用であると考えている。
また，英語の ego-centricと，ワヒ，そして
ウイグルの ego-centricのあいだの違いを描
き出すことをこころみる。これは言語学的ア
プローチが有効であると考えている。

2点目にその牧畜とイスラームとの関連の
意味を追求する。牧畜民のあいだではイス
ラーム化した集団と，しなかった集団がある。
この違いは家畜の種類，乾燥の程度，放牧の
仕方の理解といった生態学的条件からももと
められると考える。

3点目は，ウイグル族のあいだに牧畜民の
もつ語彙の性質が維持されているのはなぜか
ということ，すなわち人にとっての環境と社
会の意味を考えることである。牧畜を放棄し
て以降，ウイグル族の人びとがおこなってき
たのはオアシス農耕であり，商売であったと
されている。本研究は牧畜に内包されている
農耕の役割に注目するとともに，現在都市居
住者となっている人びとの牧畜的言語の意味
に注目していきたい。それは，環境とのかか
わりが，人の文化的基盤を決定し，社会はそ
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の一部として機能するのみで，人の基盤を置
き換えるものではなかったということを示し
ていたと思われるからである。これは人が，
その文化を含め，今もなお環境の一部を生き
ていることを示しているといえる。このこと
を進化史上の意味として，今後より深く考え
ていきたい。
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