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は じ め に

タイ国北部地方に住むカレン族 1) の文化変容については,すでに拙稿2) で大づかみな記述と

分析をおこなってきた｡そこで,本稿ではカレン族の文化を構成 している諸要素の一つを取出

して,文化変容についてやや ミクロな扱い方をすることにしよう｡その手初めとして,家族儀

礼がカレン族の農民化という文化変容の流れのなかで,どのような位置にあり,またどんな役

割を果たしているかということについて述べることにする｡

Ⅰ 農 民 の 概 念

農民社会の研究は現在いろいろな立場からおこなわれているけれども,それを Geertz3) が整

理 したところにより分類すると,だいたい次のようになる｡

1) RobertRedfieldの民俗社会 (folksociety)と都市社会との対立する文化様式の一環と

して見る立場｡

2) JulianH.Stewardや EricR.Wolfなどを中心に展開されている農業生産者対地主,役

人,商人,労働者 としてとらえる見方｡

3) KarlA.Wittfogelが提出している支配者対被支配者として考える見解｡

以上のように,これまでおこなわれてきた農民社会の研究は 3系列に分類することができる

が,ここでは第 1にあげた Red丘eld理論を念頭に入れて,論を進めることにしよう｡

Red丘eld教授はメキシコ東南部のユカタン半島の調査研究を通 して,二,三のモノグラフと

多数の論文を発表 し,それらを総括 した形で,有名な ｢ユカタンの民俗文化｣(TheFolkCu7-

tureofYucatan)4)を出版 した｡これらの研究の過程で,同教授は民俗社会一都市社会の理論

1) 本稿で扱うのはおもにSgaw Karenである｡以前の拙稿では,これをSkaw Karenと書いてい
る｡

2) 飯島 (1965),Iijima(1965),飯島 (1966)
3) Geertz(1962)pp.ト41

4) 参考文献参照｡
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を精微化 して,農民社会に対する認識を深め

ていった｡

この本によると,同教授は他の学者 といっ

しょに,ユカタン半鳥のメ リーダ地方にある

部族民の村,農民の村,小 さな町,都苗を比

較社会学的視野から調査をおこなって, ｢部

族社会一一農民社会-町-→都市｣という文化変

容の図式を作 りあげた｡そ して,この文化変

容を次のように特徴づけた｡5)

1) 孤立性の弱体化

2) 異質化

3) 複雑な分業

4) 高度に発達 した貨幣経済化

5) 職業における専業者の出現

6) 親族組織の弱体化

ハイウエイ

0 50km

図 1 タイ同北西部と調査村の使臣と

7) 非人格的制度による統制-の依存

8) 宗教的行事の減少 とl田谷化

9) 病気の原 岡を ≠たたり〝に求めることの減少

10) 自由な行為 と選択の拡大

ごく大づかみに言 うと,農民化とは以上の文化変容の前半の部分を指 していると言える｡す

なわち, 農民化とい う文字が示すように, ここではカレン族とい う≠部族〃が農民になってゆ

く過程である｡そこで,農民 とはどのようなものであり,またどのような社会を形成 している

か,ということについて, Red丘eld教授の定義6)を要約 して,この節の締め くくりとすること

にしよう｡

≠人間の社会 とか性格を社会学口和こ分析 したり, 歴史的観点から理解すると, 農民は部族と

都市の住民の中間に位置 していると言える｡農民はある意 味で部族 とも都市の住民 とも似てい

る点があるけれども,それは対照的な意味においてである｡農民は都市の住民 と相違点がある

という限 りでは部族に似ているけれども,部族と差異があるという点では都市の住民に類似 し

ている｡ すなわち農民は,一方それに起源を有する部族 的生活からと,他方都 市とか文明から

つの類型であるけれども,同時に都 市の存在や違饗によって,ゆるやかになにか部族とは異な

5) Redfield(1934),pp.57-59,Redfield(1941)pp.338-339

6) Redfield(1962)p.286
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ったものに形成 されている｡〟

そこで,カレン族の家族儀礼 0Ⅹeの実態に接近することによって,≠なにか部族とは異なっ

たもの'Yになってゆ くカレン族の文化に,農民化の研究の足掛かりを求めることにしよう｡

Ⅱ 家 族 儀 礼 の 実 態

カレン族の社会を考えると,その組織は双系的傾向が強 く7', 単系社会の多 くに見 られるよ

うに,氏族などを発達させていない｡また,一般的にはかれらの形成 している地縁集団もあま

り強固ではない｡そのために,いきおい家族がカレン族の社会組織のなかでは相対的に重要 さ

を増 している｡

このようなカレン族社会のあり方は,宗教のあり方にも反映 しているのは当然である｡すな

わち, いろいろなカレン族の宗教儀礼のなかでも,家族を中心におこなわれる 0Ⅹe儀礼がい

ちばん大切であると考えられている｡これは家の精霊 Bghaに捧げられる儀礼で,山地に住む

カレン族はもとより,平地にいるカレン族のあいだにも普遍的に存在 している｡

また,0Xeの儀礼は本稿で扱っているスゴー ･カレン族だけではな く,ポー ･カレン族の問

でもおこなわれているところを見ると,この儀礼がいかにカレン族文化の深層に根差 している

かを知るのである｡8)

スゴー ･カレン式の家族儀礼は 0ⅩeChukoと言い, ポー ･カレン式のものは 0ⅩeP'goと

呼ばれるが,両儀礼ともたい-んに類似 している｡とりわけ,この傾向はビルマよりもタイ国

で顕著であると言われているOしか しなが ら,0ⅩeChukoと 0ⅩeP'goの間には微妙な儀礼上

の差異が認め られ,それがカレン族の農民化の過程を考えるうえで重要な意味を持 っているよ

うに思われる｡ そこで, この二つの儀礼の相違点を明確にするために,本節では 0ⅩeChuko

と 0ⅩeP'goの儀礼のや り方についてやや立入 って述べることにしよう｡なお,0Ⅹe儀礼は地

域によって若干の差異があると同時に, ビルマのカレン族の問には 3種類の Bghaに対する儀

礼が記録されている｡9)しかしなが ら,本稿の目的はカレン族民族誌の作成ではないので,タイ

国西北部のメサ リア ン地方に住んでいるカレン族の家族儀礼に限定 して記述することにする｡

1. 0ⅩeChukoの儀礼について

0ⅩeChukoは 0ⅩeP'goの儀礼の場合 と同様に,ある家の成員のだれかが病気になった時に

おこなう儀礼である｡また,病気のような災害がその家の者に降 りかからな くても,年に 1度

ぐらいは 0Ⅹe儀礼をその ≠予防クのためにおこなう｡これは家の精霊 Bghaを慰め,災害や事

7) 筆者の調査のほかにT.Sternや F.K.Lehmanなどの諸学者もこのことを確認している｡
Lehman(1967)p.115参照｡

8) スゴー･カレン族とポー ･カレン族は異なった言語集団と分類されているが,文化的には連続性が
存在していると思われる｡これについては別の機会に論じることにしよう｡

9) Marshall(1922)pp.248-257,Tongkham (1964)p･15
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故などを未然に防ごうとするのが 目的 である｡

0ⅩeChukoがおこなわれる場合には,まず や一家〟の全員が呼び集め られる｡10) 儀礼をする

ことが占い 11'で決定 されると,0Xeに出席する成員の 1人が使いに行 き,出席予定者に ≠何月

の何 LHこ0Ⅹeをする〃と喜げる｡このような通知を受 けると,たとえどのようなことがあって

も,各人は万難を排して,儀礼に出席しなければな らないC とりわけ,OxeChukoの儀礼某団

の場合は成員が死 亡するか,キ リス ト教に帰依するか,それともあとで述べる Chakasiになる

以外には,いかなる事情があって も 0Ⅹeに出席 しなければな らない. もし,この儀礼某杜loj成

Ft.1で 1人で も欠員ができると,0ⅩeChukoの儀礼は成立 しない｡たとえ儀礼をおこなったとし

て も,その効果がまった くないのみか,/去:があるとさえ言われている｡12)従 って,0ⅩeChuko

をおこなっている家では,欠席者がいると,儀礼をおこなわない｡

この 0Xeの儀礼集団は matrilineageを基礎に形成 された社会集団で, Dopuwehとか Ta-

duxoと呼ばれている｡この社会集団は時には単婚家族,またある時には拡張家族 と一致するこ

ともあるが,基本的には家族を形成する原理 と多少累なった原理を持つ尉系的社会集団である｡

では図 2に従 って, Dopuweh について簡単な

説明を しよう｡ Dopuweh の中心になる人物はそ

の集団の最年長の女性で,通常は祖母であり, こ

の図でいうと Mlに当たる｡ Mlの両親が死亡 し

た後には,Mlの夫であるXもこの 儀礼集団に入

る｡ このⅩと Mlの間にできた子供である M2 と

m2は両親 もしくは 母親の属 している儀礼集団の

成員であるけれ ども,息子 m2の結婚後に妻の両

親が死んで しまうと, 自動的に妻が属 している他

図2 0Ⅹeの儀礼集団
注 :カ レン語 DopuwehもしくはTaduxo

の Dopuwehに移って しまうO また,m2の子供は m2自 身の住属がいず こにあって も, m2の

10) 実際は家族とは多少編成の原理を異にする社会集団であるoLかし,ここでは便宜的に ≠一家〟と
述べておこう｡詳細はあとで説明することにする｡

ll) この場合は鶏の両羽根を使ったもの｡詳細はMarsha11(1922)pp.279-285参照｡

12) Certaincustomsandtabusincidentaltothe`̀Bgha"feastsshouldbenoted.Unlessall

themembersofthefamilyarepresentatsuch aceremony,exceptthoseexcludedfrom

thefeast,theofferingsarethoughttobeobjectionabletothe"Bgha･"Ifapersonabsents
himselffrom afeastthatisbeingheldtopromotetherecoveryofasickrelative,heis

suspectedofdesiringthecontinuedillnessorthedeathofthesickone.Orhisabsence

may beinterpreted asan efforttobringcalamityuponsomememberofthefamily.

SuchchargesaremadeagalnStthememberofa familywho becomesaChristianand
remainsawayfrom theceremony.Theothersallegethathenolongerretainshisaffection

forhiskindredandiswillingtobringillnessand disasteruponthem byhisabsence,
whichangersthe"Bgha."Marshall(1922)p.257
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この Dopuwehに属 しているが,m 3は m 2の場合と同様に,条件が整えばかれの妻の Dopuweh

の成員になって しまう｡ M3やさらに M｡の配偶者はそれぞれ M3 や M4 の両親が死亡 した時

には,この Dopuwehに吸収 されてゆ く｡

0ⅩeChuko儀礼の司祭役に当たる者は後述の 0ⅩeP'go儀礼の場合 とは異な り,母系の原理

が完全に貫ぬかれて,Ml-M2-→M3--と継承 されてゆ く｡

0ⅩeChukoの儀礼が始まるのに当たり, 儀礼の司祭役である女性は出席者が室内に入 るこ

とを命ずる｡一同が室内に集合すると,司祭者は儀礼に使用するなべを洗い始める｡そうする

と,参加者は静粛であることが望まれる｡ もし儀礼をやっている間に話をしなければならない

場合には,カレン語を使用することが要求 され,この地方の リンガ ･フランカである北タイ語

の使用は禁止 される｡その後,司祭役の女は室内で米をといで,囲炉裏の上にかけてたき始め

る｡これが終わると,一同はいちおう室内か ら外に出ることは許されるけれども,それはテ ラ

スまでで,高床のはしごをおりて,家か ら出ることはできない｡

なべの中の米が煮えあが り,重湯状の汁をたきこぼす以前に全員はふたたび入室 しなければ

な らない｡ ここで家の精霊 Bghaに捧げる鶏や豚が犠牲に供 される0 HtiKaniのような平地

の村では,0ⅩeChukoをおこな う家でも,最近は鶏だけを使っておこなう簡易な儀礼が多 くな

ったと言われる｡しか しながら,伝統的には二鶏と同時に豚を犠牲にするのが理想とされている｡

最 もオーソ ドックスな 0ⅩeChukoの儀礼においては,豚の犠牲は部屋の中でおこなわれる｡

まず,出席者のrilの男が豚の足や口をひもで結わえて室内に持込む｡豚を部屋の床の上に置 く

と,出席者全員が匁物で豚の体に浅い傷をつける｡すると,通常豚は大あばれをするので,い

そいで豚の鼻を押えるか,ぬれた布で鼻をふ さぐかして窒息させ る｡か くして犠牲が終わると,

豚の体を火にかざして,体毛を焼 く｡その後,豚の体は解体されて,肉や内臓でカレー料理13)

が作 られる｡料理が作 られている間は,参加者一同室外の高床の所までは出ることが許されて

いる｡

豚や鶏などのカレーと 御飯ができあがると, 参加者一同はふたたび 部屋の中に 呼入れられ

る｡そうすると,男性の年長者は御飯とカレーをバナナの葉の皿に盛 って床の上に置き,精霊
かて

の Bghaに対 して一家の加護を祈 る｡かれは ≠Bghaよ !われはすでに十分な糧をみもとに捧げ

しために, 手 もとに食物なし｡ それゆえ, ふたたびわが家にもどり賜わぬことを願 うク とと

なえなが ら,竹張 りの床のすき間からバナナ皿の上に盛 った食物を地面に落とす｡

以上のことが終 わると,儀礼の一環として Dopuweh の成員 と精霊 Bghaの共餐がおこな

われ,男の年長者,女の年長者--･長男,長女,次男,次女--といった男から女,年長者か

13) H.Ⅰ.Marshallによると,元来は犠牲に供された鶏や豚を塩とトウガラシだけで味付けをするやり
方もあったと言われる.しかし,今日のメサリアン地方では,それに香料を入れて,普通のカレーを
作る｡これも宗教儀礼の俗化の現われではなかろうか｡
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ら若年者の順序で御飯とカレーを食べる｡ しかし,この食事は儀礼的なものなので,あまり食

べ過ぎるのは儀礼上よ くないと言 う｡この際に食器の食物が残 っている問は,出席者はだれも

室外に出ることはできない｡か くして,共餐が終わると,長子からじゅんじuんに屋外に出る

ことが許される｡

以上 0ⅩeChukoについて述べてきたが, 豚を室内で犠牲にする 0ⅩeChukoは家族儀礼の

中 でいちばんオーソ ドックスなもので,ChukoOxaと言われる｡ それに対 して, 鶏だけを使

った簡易化 された 0ⅩeChukoがあり,ChukoGomaと呼ばれる｡一方,0XeP'goの場合にも

オーソ ドックスな P'goOxaと略式の P'goGomaの 2種類の儀礼がある｡ このような ○Ⅹe儀

礼における様式の差異に関する研究は,民族学的にはたい-んに興味があり,]重要な問題であ

ると思われる｡ しかし,ここではむ しろ農民化の研究という社会科学的関心の方がつよいので,

主題をオ-ソ ドックスな 0ⅩeChukoと 0ⅩeP'goを比較 し, 分析することに限定 しようと思

う｡

2. 0ⅩeP'goの儀礼について

家族儀礼は 0ⅩeChukoも 0ⅩeP'goもその目的や実施方法に大差はない｡ しかし,カレン

族の農民化を考えるうえで,次のような重要な点について両者の問に微妙な差異を見出すこと

ができる｡

1) すでに前節で触れたように,0ⅩeChukoの儀礼集団においては,母系の系譜の中 で牲存 し

ている最年長の女性が儀礼の司祭役になり,男性はその役をすることができない｡すなわち,

これに該当する女性がその家にいない場合には,0ⅩeChukoの儀礼は成立しないので,他の

方法による儀礼を考えなければならない｡

ところが, それに対 して 0ⅩeP'goの儀礼をする場合には,女性が司祭役に当たることが

望ましいと言われているけれども, ■封青によっては 男性で もこの役 目を 果たすことができ

る｡たとえば,ある家でおばあさんがすでに死亡している時には,おじいさんが司祭の役に

当たることができる｡

2) 次に儀礼の参加者についてで

あるが,ここで言 うまで もな く,

○ⅩeChukoの場合には Dopu-

weh全員の出席が不可欠である｡

しかしなが ら,0ⅩeP'goの儀礼

では, Dopuwehの成員 がチュ

ンマイのような遠方の町に行 っ

て,,i廿且がわからない時にで も,

儀礼を欠員のままおこなう｡そ 写真 1 両地カレン族と象の親子
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して,0Ⅹeのために作った儀礼

用の御飯とカレーを乾燥 ･保存

しておいて,欠席 した成員が家

にもどった際に,それを与えて,

儀礼を完了する｡

3) 0ⅩeChuko と 0ⅩeP'goの

儀礼のやり方で, たい-んに異

なっているのは,豚の犠牲につ

いてである｡正式な 0ⅩeChuko

では豚の殺 し方が面倒で,犠牲
写真2 平地カレン族の家

を薄暗い室内でおこなわなければならないことは,すでに述べたとおりである｡ しかるに,

0ⅩeP'goではいちばんオーソ ドックスな場合にでも,豚は戸外で殺せばよいのである｡犠牲

に当たっては,豚を絞殺するか,Llから水を流 し込んで溺死 させるだけで,室内に持込んだ

り,匁物で豚の生体に傷つけるといったような手数がかからない｡

4) 0ⅩeP'goの儀礼においては, 豚や親が犠牲に供 されるほかに, 川の魚を用いることがあ

る｡山村の HtiTopaにはこの例はなかったけれども,平地村の HtiKaniでは 1例が認めら

れた｡ それはPと言う老人の場合で, かれはチェンマイ県ホッド郡の MaePapai村出身の

ポー ･カレン族である. P老人によると,ポ- ･カレン族による≠本物クの 0ⅩeP'goの儀礼

はスゴ- ･カレン族の村でおこなわれている 0ⅩeP'goとあまり変わらないと言う.しかし,

ポー ･カレン族の場合には,時 々儀礼に魚を使用するのが特徴的であると述べたo魚は 2匹

必要であり14),1匹の大きさは少な くとも指幅にして 2本 ぐらいなければならないとされて

いる｡この魚はうろこのある種類で,カレン語ではnyaplaと言い,北タイ語では papong

と呼ぶ｡0ⅩeP'goの儀礼にはこれ以外の種類の魚は使用 しない｡

儀礼に魚を使い,そのカレ-と御飯を精霊の Bghaに捧げても効果のない場合には,さら

に豚を犠牲に供 して,別 な儀礼をおこなう｡

最後に,0Ⅹe儀礼の様式を子供が親から受け継 ぐ時の方法に触れてみよう｡

一般的に子供は母親の 0Ⅹe様式をとる場合がおおい｡けれども,両親の 0Ⅹe様式のうちで

容易な方を踏襲するのを好む傾向があるのはいなめない｡なお,男子は結婚後,妻の儀礼様式

に従 うのだが, これも決定的なことではない｡妻がオーソ ドックスな 0ⅩeCh11ko儀礼の煩わ

しさに閉口している際には,夫の 0Ⅹe様式に従 うこともありうる｡

14) 魚を川に取りに行った時に, 2匹以上つかまえた場合には,余分の魚は逃がさなければならない｡
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m 農 民 文 化 へ の 傾 斜

1. Chakasi儀礼による精霊 Bghaからの解放

これまで 0Ⅹe儀礼に言及 してきたので, カレン族の農民化を考えるうえで, Chakasiの儀

礼について触れなければならないであろう｡Chakasiの儀礼はカレン族を精霊 Bghaから解放

し,0Ⅹe儀礼を放棄するための重要な手段である｡キ リス ト教化することによって も,カレン

族は 0Ⅹe儀礼から解放 され,ある種の農民化が進む訳である｡ しかし,これでは仏教化する道

がほぼ完全に閉ざされ,クリスチャン ･カレンという特殊な集団を形成する結果になる0)で,

本稿ではこの問題をいちおう割愛することにしよう｡

Chakasiはビルマで発生 したと言われる仏教系宗教儀礼で,泰緬国境のサルイン川 西方C/jビ

ルマ領ではビルマ人が Nacheと呼び,カレン族はこれを CheCheと言 う｡

平地 カレン族の HtiKani村には同 じメサ リア ン郡

の北部にあるMaeLa村か ら,シャン旗の行者(Pusala,

またはカレン風のなまりでは Pusasa)がやって来て,

Chakasiの儀礼をおこなう｡ なお, この付近の Mae

Te村や Solti村にもカレン族出身の行者がいて, こ

れと同様の儀礼をおこなうと言 う｡

まえにも触れたように,Chakasiの儀礼の目的はあ

る特定の Dopuweh の成Liもしくはその 個人と精霊

Bghaとの関係を断ち,人 々を 0Ⅹe儀礼の煩わ しさか

ら解放するためのものである｡その儀礼はだいたい次

のようにおこなわれる｡

まず村で栽培 しているとうがらし,棉,いんげん豆,

大豆,とうもろこし,きLわうり,ごまなどの種子を黒蟻

げになるほど火であぶ り,種子の発芽力を止めてしま

う｡それに儀礼用に絞殺 した郡でカレ-汁を作り,刺
写真3 平地村のカレン娘

飯や陀魚とともに村はずれの特定の枯木の所に持 って行 く｡そこにはいろいろな精霊が住んで

いると信 じられている｡枯木の前では,行者が食物を供えて ≠もし, ここにある和子とこの枯

木から芽がいで, 花咲かぬ限 り, Bghaよ, どうかこの家にふたたび もどり賜 うな〃 と祈 り

をあげる｡祈 りに用 い る言葉はシャン語であり,読みあげるお経はビルマ語であるが,Chakasi

儀礼のためにだけ書かれた経典はないようである｡Chakasiの儀礼は,Lt川行者の両手首に糸を巻

くKichu(もしくは Kisu)をもって終わるけれども,口封二は両手の薫別旨と人差し指の付根に 1

カ所ずつ小 さな入れ墨をすることもある｡
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Chakasiの儀礼を受けても, 2代 目までの者は年に2回ほど行者 に来てもらって,Kichuに

よる簡単な儀礼をしてもらわなければならない｡ しか し, この際には 0Ⅹe儀礼とは異なり,

D op uwehの全員が家に集合する義務はない し, 豚を犠牲にす るような出費 もともなわない ｡

さらに, 3代 目の人間からは完全にBghaから解放 され,この精霊に関 してはいかなる儀礼 も

する必要がな くなる｡

なお, 両地 カレン族の村 Hti

Topaでも,10年ほど前から,Hti

Kan i村へ訪問して来て,Chakasi

の儀礼をおこなうシャン族の行者

と同一人物とおぼしき者がやって

来て,Chakasiの儀礼をおこなっ

ていると言 う｡ この儀礼により,

何人かの村人はBghaからほ解放

されて,0Ⅹe儀礼を中止 した ｡調

べてみると,その第1号は驚 くな

かれ,この村の伝統 的宗教指導者

である Sapga の称号を持 ってい

写真4 シャン族の仏壇 カレン族のものには
仏像がない

るR老人であった.かれはある日筆者にこっそりと,≠0Ⅹeをやめて,ほんとうにほっとした''

と告白したのが印象的であった｡15)

2. 農民化の象徴としての ≠仏壇クの導入

カレン族の間では,仏教文化の影響の強い平地の村ではもちろんのこと,その影響を直接的

に受けていない山村においても,程度の差こそあるが,すでに仏壇の原型と思われる物が存在

している｡これがカレン族の家 々に導入 されたのと,Chakasiの影響があったのとほぼ機を一

にしているのは興味深い｡ ≠仏壇〃の導入はカレン族の文化と ≠大 きい伝統''16) との接触を象徴

する事実として注 目に価いすることである｡

15) 飯島 (1965)p.13

16) Thegreattraditioniscultivatedinschoolsortemples;thelittletraditionworksitself
outand keepsitselfgolnginthelivesoftheunletteredintheirvillagecommunities.
Thetraditionofthephilosopher,theologlan,andliterarymanisatraditionconsciously
cultivatedandhandeddown;thatofthelittletraditionisforthemostparttaken for

grantedandnotsubmittedtomuchscrutinyorconsideredre丘nementandimprovement･
(RobertRedfield,"PeasantSocietyandCulture,"TheLittleCommunity,PeasantSociety
andCulture,Chicago,1956,pp.41-42)Someofthelittletraditionswouldappeartobe
aswidespread asthegreattraditions,andaredoubtlessknownandpracticed by far
morepeoplethanmany aspectsoftheliteratetradition･"Little"and"local"traditions
mustnotbeconfused,for"little"traditionsareoftennationwideindistribution.(Cf.

Berreman1961,p.339)
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山から降りて来たカレン族によって,平地の村 HtiKaniが設立 されたのはすでに 3- 4世

代常のことである｡そのため,まえにも触れたように,この村のカレン族はす くな くとも数十

年から百年余 りの問,周囲のシャン系仏教文化の

影響を受けてきた｡ しか しなが ら,HtiKani村

のカレン族に仏教の影響がかなりはっきりと現わ

れ始めたのは,一説には数十年昔とも言い, 一説

には30年ほど前 (戦争のすこし前)とも言 う｡そ

の､r'i畔,この村にシャン系と思われる隠者が現わ

れたと伝え られている｡ 村人はかれをカレン族の

精霊信仰のなかで,もっとも中 心的な精霊である

HtiKsaKawKsaの化身17)ではないかと思 って,

たいへん丁重に迎えた｡

当 の隠者は村の家 々に や仏壇''の原型と思われ

る Dapo(花の家の意味,別名を Metekoと言い,

これは葉のある所 と言 う意味)を作らせ,毎 ｢1御

班,花,水などを供えることをすすめた｡初期に

写真5 寺院には熱心に通うが,仏教徒
になりきれないカレン族たち

おいては,現在の山地カレン族の家にある Dapoのように礼拝対象物はまった く存在 しなかっ

たと言われる｡ だが,今 日の HtiKani村では, 高僧の写真や仏陀の絵画が Dapoに張 られて

いる｡とは言 っても,これにはシャン族の仏壇 (KePla)や北タイ人の仏壇 (KenPaChao)に

見 られるような仏像が安吊 されていない｡ この事実は 0Ⅹe儀礼と関係があるが, 詳細につい

ては ｢結語｣のところで説明することに しよう｡

一方, 両村の HtiTopaに Dapoが導入 された歴史は HtiKani村に比べると, かなり新 し

い事である｡ まえにも述べたように HtiTopaの村人によると, 10年前にシャン族の行者が

Chakasiを広めるためにこの村にやって来た時に,家 々に Dapoを作ることをすすめたと言う｡

そ して, 隠者は HtiKani村の場合と同様に, Dapoに対 して花や水や御飯を毎 日捧 げるよう

に教えた｡だが,現在 までのところ,HtiTopaの Dapoには仏像はおろか,HtiKani村で見

られるような仏陀の絵や高僧の写貢す ら飾 られていない｡HtiTopa村の山地カレン族は Dapo

に供え物をすることにより, 現世的御利益を期待するか, せいぜいカレン族に ≠固有〃な精霊

信仰に結びつけて考えるくらいである｡18) いずれにせよ, この ≠仏壇クに象徴 されているよう

に, l恒也カレン族は平地カレン族と仏教 という大 きい伝統の影響を受けた程度,すなわち農艮

文化-の傾斜の度合が違 うように思われる｡

17) 平地カレン旗のこの発想自体がたい-んに仏教的と言えよう｡
18) 飯島 (1965)p.14
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3. 農民化の外部的促進条件

カレン族もほかの東南アジア諸国における山地民系の住民と同様に,近年外部からいろいろ

な形の衝撃を受けてきた｡そのため,カレン族の農民化が促進されてきたことは言 うまでもな

い｡ 問題を本稿で扱っている家族儀礼の 0Ⅹeに限定 しても, カレン族に対する外界からの影

響がつよくなるに従って,0Ⅹe儀礼に多少の変化が現われだした｡この傾向はとりわけ平地に

住んでいるカレン族の間で顕著に見出すことができる｡すなわち,もともとは夜分におこなわ

れることの多かった 0Ⅹeが,最近では早朝におこなわれるようになった｡それは外部の者,と

りわけ 官憲の目を避けるためだと言われる｡ 昔は豚のような 家畜を自分の家で 屠殺する時に

は,税を役所に支払う必要はまった くなかったのだそうだ｡ しかるに,近年になって屠殺税が

設けられて,豚を屠殺する際には 1頭につき25バーツ (約450円)も郡役場19)に支払わなければ

ならない｡そのうえ,サ リット時代 (1958-63年)以降は中央政府の国民形成に対する努力が

しだいに実を結び始め,以前に増 して,司法や行政機構がメサ リア ン地方のような末端にも,

すこしずつ及ぶようになってきている｡か くして,メサ リア ンの町の周辺にある村 々では,警

察の目が以前よりも多少は住民の日常生活にも届 くようになったと言われている｡従 って,カ

レン族の側から見 ると,前よりは官憲の目が煙た く感 じられるようになった｡そのために,豚

の屠殺を伴 う 0Ⅹe儀礼が人目につかない早朝におこなわれることになったのは当然である｡

筆者の調査をした平地カレン族の村では,これまでに 0Ⅹe儀礼のために豚を密殺することに

よって,警察に検挙されたり,郡役場に罰金を支払わされたりした例はない｡ しかし,メサ リ

ア ンの町から1/2- 1日行程の所にある MaeHanや MaeTopというカレン族の村 々では,す

でにこの件で二,三人の逮捕者が出ていると聞いている｡そこで,カレン族の 1人に,0Ⅹeの

儀礼をおこなう際に,なぜ警察の許可をとらないのかと尋ねてみた｡かれの答を要約するとだ

いたい次の 2点になる｡その第 1はかれ らにとって25バーツの罰金は大金であり,この金額は

一人前の男子の二,三 日分の日当に当たるので,支払 うのがつらい｡第 2の理由は,0Ⅹeの儀

礼をやると言 うことをあまり他人が知って しまうと,精霊 Bghaの怒 りをかって,儀礼の効果

が減少 してしまうと信 じられているからである｡

0Ⅹe儀礼はカレン族が圧倒的多数である地域 とか,外界から孤立 した環境のもとにおいては

成 り立つし,かつカレン族の文化や社会における有力な凝集力の中心 として機能する. しかし

なが ら,谷間にある HtiKani村のように,タイ系の住民のまっただ中にあり,政府の出先機関

のかなり強い影響下にある社会環境にある場合には,このような伝統的儀礼 自体がすでに不適

応をおこしている｡そのため,なんらかの文化的調整が必要になってきているのであろう｡ こ

のようにして,カレン族を取巻 く客観情勢がかれ らをすこしずつ農民社会の方向へと押 しやっ

ていることだけはたしかである｡

19) 郡とはタイ語の県 (Changwat)の次の行政単位で,Amphoeと言う｡
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結 語

最後に,これまで述べてきた 事をふ り返 りなが ら,カレン族の農艮化と家膜儀礼 0Xeの闇係

について考えてみることにしよう｡

0ⅩeChukoの儀礼集団,0ⅩeP'goの儀礼某団,さらに Chakasiになった者を比較 して気付

くことは, これ らの諸集団の問に--･連の文化的堅標の移動が認められることである｡ これを棋

式化す ると,図 3のようになるG この種式図の矢印の方向に向か って,

≠｢油 な行./:3と選択の拡大'',寸組族組織のf]引本化ク, や宗教的行車の減

少 と世俗化〃が進行 している｡本稿ではカレン族の農艮化過程の中で,

問題を家族儀礼の変容に限定 した｡ そのために,｢はじめに｣ C/)とこ

ろで述べた Redfield教授 による,10項 目にわたる文化変容の特徴づけ

の一部にしか触れることがで きなか った ｡ しか しなが ら, このJ家族儀

礼の変容の流れの中 に, ≠部族'yか らや豊艮'̂へとい うカレン族oj農民

化の姿を見るのである｡

この文化変容の中で,豚の犠牲の簡易化ない し申lUまもっとも注目

すべきことであろう｡カレン族の説明によると,屋内における豚の犠

OxeChuko

0×eP90

図 3 家族儀礼変容の
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件とそれに伴う血 20)がカレン朕の家 々に仏像を持込むことや, す ぐれて ≠本物'Yの仏教徒にな

ることを妨げていると言 う｡ ≠本物''の仏教徒になるためには, やは りChakasiになることが

前提のようである｡

HtiKani村の村上引こよると,村の北方約20キロメ- トルの所にある MaeLanoi村一帯で･且

カレン族がシャン族 と 汗か Lちなが く混住していたので, 前者は後者の景三轡をつよ く受けて,

Chakasiになった者がす くな くない｡ このため,そこのカレン文化における仏教的色彩はきれ

めてつよ く,珪活様式のうえではカレン族とシャン族.また近年この地力Jに移入 してきた北 タ

イ人とはあまり明確な相違が見出せないと言 うo筆者 もその地 方,をおとずれたI呪 二は, これ と

同様な印象を得たのである｡

いずれにせよ, カレン族の問では家の精霊 Bghaは社会的凝集力の核 としての機能を持ナノ.

0Ⅹe儀礼はその強力な文化的支柱 としての役割を果た している｡ この意 味か ら言って, 精ノ】.

Bgha,従 ってまた 0Ⅹe儀礼はカレン侯の農艮化に対 して, 決定｢机 lL書要困 となっていること

だけは間違いない｡
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