
6章 資源利用における正当性を示すnoro概 念の揺らぎと再構築の試み: 2004年 ～2005年

1. ローカル・コモンズにおけるnoro概 念

1.1. 資源利用における正当性を示すnoro概 念

2章 から5章 まで記述 してきたローカル ・コモンズの動態を見ていくと、ビチェ村の人々が資

源を共同利用するなかで形成してきた、「筋が通っている」とする共通認識、すなわちnoro概

念は、おおまかに4つ の要素 から形成されていることがわかった。

それ は、次の4つ である (図6-1)。

1) 資源の共同利用を認め、また収穫物を贈与 、分配する「気前の良さ (hinoho)」

2) 相手を面と向かって強く非難することを禁忌 とし、誤りや失敗 に厳しい罰則を適用 しない

「寛容さ (vinamagua)」

3) 自己の利益のみを追求せず、「相互扶助 (vinari tokae)」を重視する意識

4) 村の資源 の「豊 かさ」を享 受するため、またみなが利用できるように資源を守り (chakei)、

優 先利用権の主張にも結びつきうる「働きか け (tavete)」を重視すること

これら4つ の共通認 識に外れるような行 為は禁忌であり、「恥 じる (kekeaも しくはta chori)」

べきもの とされていた。

図6-1 ビチェ村 の資源 利用 における

noro概 念の構 成 要素

これら4つ の要素は、それぞれ完全に独立しているわ けではない。他者 の誤った行動を厳

しく諌めない「寛容さ」は、他者の行いを認め続 けるという「気前 の良さ」を示すことにもつなが

る。「働 きかけ」の重視 は、焼畑 の明確な境界作 りなどに結びつかず、また働 きかけ続 けられ

ていない資源 の利用権があいまいになり、他者の利用を厳しく非難したり、排除しにくいという

「寛容さ」にもつながっていく。
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また「働きかけ」の重視 は、「気前 の良さ」や「寛容さ」、「相互扶助 」を示すため に必要な資

源を「働きかけ」によって獲得し、また「働きかけ」によって資源を増やし、守ることが必要であ

るからこそ価値を認められてきた、いわば他の3要 素を支え、また進めるための要素であった

ともいえる (図6-2)。

noro概 念の4要 素は、ローカル ・コモンズにおける資源の共同利用制度の根本を成す共通

認識であり、また相互利用ネットワークの結びつきを維持 し、強めていくためにも重要な要素

であった。

図6-2 ビチ ェ村 の ロー カル ・コモン ズ とnoro概 念
注) ローカル ・コモンズは、自然資源を共同利用するビチェ村住民、VP集 団、

M集 団の間に相互利用ネットワークが形成されているが、本図では略した。

noro概 念および、それに基づく行動は、ビチェ村のみに見られるような特異なものではない。

「気前 の 良さ」を高 く評価する共通認 識は、メラネシア地域 に広く見られるものであ り (畑 中,

2000: 285)、またその最もよく知られ る形態のひとつは、ビッグマン (big man) であろう。

ビッグマンは、他者に食事などを気前良く提供 し、また婚資や借財の肩代わ りをすることで、

相 手 に 「負債 感 」を与 え、自らの 支 持者 に していくという側 面 を持っていた (吉 岡, 1994:

627-628)。

また、「相互扶助」や 「気前の 良さ」、「寛容さ」に関しては、トロブリアンド諸 島での贈与 ・交

換 において、返礼を期待せずに行われ る贈与を想定したMalinowski (1922=寺 田ら, 1967) や、

気前 の良さ、寛容さ、寛大さを人 々の前 で示すことで自らの名誉を高めるアメリカ・インディア

ンの事例 を報告したMauss (1925=有 地, 1962)、 相互扶助 や気前の 良さを強調するメラネシ

アのビッグマン、ポリネシアやアジアの遊牧民などの首長が柱となった制度に着 目したSahlins

(1972=山 内, 1984) など、数 多くの研究がなされてきた。近 年においては、チンパンジーにつ
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いても、気前の良い食物 の分配や共食を行っていることが知られるようになってきた (黒 田,

1999)。

「働 きかけ」についても、人 々が生活 していくうえで広 く見 られる概念であろう。とくに鳥越

(1997b) や嘉 田 (1998) らに代表される生活環境主義においては、土地に対する耕作や居住な

どの「働きかけ」が所有概念 の形成において重視されている110。

ビチェ村の人々は、これらのnoro概 念 の4要 素を共通認識として、様 々な資源を共同利用

し、自家消費し、贈与 ・分配し、また販売していた。1960年 代以降 、ビチェ村の人々は、すべて

VP集 団の成員もしくはrorotoと なっていた。親族関係にあるという「血」のつながりのみ でなく

noro概 念を共通認識とすることで、村のまとまり (vari mekai) を維持してきたといえよう。しかし

ながら、noro概 念が共通認識とされ る範囲 、および適用され る状況 は、部 分的に揺らぎつつ

あった。

本章および終章では、noro概 念の4要 素が地域発展の試行錯誤過程において、どのように

作用してきたのかを明らかにすることを試み る。そのために、まずnoro概 念がどのようにして

形成されてきたのかを把握する。さらに、noro概 念の揺 らいできたその動態か ら、noro概 念に

よって形成されているローカル ・コモンズを基盤にした地域発展 について、考察 していくことと

する。

1.2. noro概 念の形成

1.2.1. 「気前の良さ」概念の形成

「気前の 良さ」をnoroと することには、vusivusiとみなされ ることを恥じる村人の意識が強く関

わっていると考えられる。

「ケチ」を意味するvusivusiは 、同時に「わがまま」な「利己的」な行いも意味している。一方、

「気前 の良さ」を意味するhinohoは 、直接的には「豊 かさ」また「何らかの物を持っている状態」

を意味している。「何物 かを持てる者 」や 「豊かな者」は、「気前 が良い者」と同意 に捉えられ 、

「気前 の良い」振 舞いを求め られるのである。そして、そのような振舞 いができない者 は、

vusivusiという評価を受けることになる。

また、他者 から「気前 の良い」振舞いをされたときに、それを受け取ることを拒むのも禁忌と

110 生活環境主義 については、 狩猟採集 民や 重度の身体障害者の よ うに、 上地に働きかけ られな

い (働 きかけない)、 もしくは働 きか けにおいて、何 らかの壁 を持 っている人 々を排 除す る 可

能性が あること、 日本の入会において、被差別民 などを対等な利用か ら排 除 して きた側面があ

るこ とか ら、慣習の 「お ぞま しさ」に 目を背けた演繹的な理論である (三浦, 2005: 48)、 と

す る批判 もある。働きかけを重視す る とい う、わか りやす さが持つ 負の側面に も注意 を払 うべ

きであることを示唆 している といえ よ う。

ただ し、狩猟採集民であって も、 ビチ ェ村 の事例の ように樹木への印付けや移植な どの半栽

培活動 とい う働 きか けを行 うことで、何 らかの尊重 され るべき利用権や 占有権が生 じることも

ある と考えられ る。

また、焼畑や ナ ッツ採集 な ど大きな労力 を必要 とす る作業に参加す る体 力が衰えた老人が 、

ナ ッツ割 りや サ ゴヤ シの葉編み などの相 互扶助に参加 した り、かつての資源への働 きかけの歴

史を語 ることで、相互利 用ネ ッ トワー クにおける成員 としての役割 を果た し続 けてい る側面 も

軽視すべ きではあるまい。
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されている。互いに「気前の 良さ」を認め合うこと、認め合うための機会を作 り続 けること、そし

てそれを妨 げないことが重視されているといえよう。

さらに、pelaと呼ばれる悪霊を恐れ る気持ちが、「気前の 良い」振舞いを促すことにもつなが

っていると考えられ る。pelaと は、ビチェ村の人 々がキリスト教徒化以前から恐れ続けている

悪霊である。

pelaは 、尖った大きな耳を持ち、空中を浮遊 している悪霊であり、他者に強く嫉妬 (konokono

もしくはkuhe) する村人に憑依 して、嫉妬対象者を殺す手助 けをすると言われている。pelaに

憑依された村人 は、毒を盛った食事 を村人に振舞ったり、pelaの 力を借りて、ノブタや鳥 、ヘビ、

トカゲなどの動物を操 り、毒薬 (binorue) を持たせて、他者の殺害を試みると強く恐れられてい

る。

キリスト教 徒化以前 は、pelaに 憑依された村人を見つけ、殺すことのできる霊能 力者がいた

と信 じられ ている。しかしながら、キリスト教徒化後 のガトカエ島には、かつてのモナカのような

強大な力を持つ霊能 力者がいなくなったため、pelaに よる被害が増え続けていると村 人は認

識 していた。

とくに、商 業伐採が進んだ1990年 代半 ば以降、ガトカエ島周辺では、大金を得た一部の村

人が強い嫉妬を受 けるようになり、その結 果、pelaに 憑依される村人が増えるとともに、不審

な死に方をする村人が生じていると語られていた111。

2001年 には 、ヴァングヌ島の焼畑で急死したマロアナ集団の男性の身体から鳥が抜け出

てきたとされている事例があった。さらに2002年 には、ビチェ村においてノブタに襲われそうに

なった村人がおり、pelaの仕業に違いないと語り合われていた112。

2004年 には、原因不明の皮膚病にかかって急死 したビチェ村の男性 の家屋の周 辺をノブタ

が歩き回っていたと噂されている事例があった。2005年 に死去したカヴォラワタ村の男性は、

pelaに 憑依され 、夜な夜な口を大きく開いて徘徊するような奇行を繰 り返す義理の娘によって、

毒を盛 られて殺されたのではないかとも噂されていた。

pelaの 攻撃を受 けた村 人の治療には、ショウガ (minila、Zingiber officinalis) やウコンの複数

種 (nabo、Curcuma spp.) の葉などが用いられる (Hviding, 1995: 135-136, 150-152)。pelaが

嫌うとされている硫 黄がお守りにされたり、屋根 に魔除けの木製 の針 が飾られることもある。

キリスト教徒 化後90年 余りが過ぎたものの、pelaの 存在は信 じられ続 けており、民間医療が

111 ガ トカエ島各地で商業伐採 が進み、 もた らされた利益の分配 を巡 り生 じた住民間の強い嫉妬

感情 を抑え、地域 社会 の混乱を避 けるた めに、pelaと い う悪霊 の存在が強調 され るよ うになっ

たとも考え られ る。
112 かつて ガ トカエ島 には ノブ タが生息 していたものの、焼 畑の 作物な どに被害を及 ぼすのみで

なく、pelaの 使 い とな る動物のひ とつ と考え られてお り、またSDAの 食禁忌の対象で もあるた

め、害獣 として駆逐 され、1950年 代頃 までには絶滅 していた。

筆者は、村人を驚かす ために焼畑の脇 に隠れて ノブタの鳴 き声を真似た ところ、いたず らと

気付かなかった 子どもを泣か して しまったのみ でな く、顔を引きつ らせて怯 える男性 には鉈 を

投げつけ られそ うにな り、村 人のpelaを 恐れ る感情の強 さを体感 した経験 がある。pelaは 、

自らが話題に 上る とす ぐに近づいて くる と認識 されてお り、村人はpelaを 話題 にす ること自

体 も避けていた。
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対処できる唯一の方法 とされていた (田 中, 2006)。

松井 (2005: 98) は、アフリカの民族誌を幅広くサーベイするなかで、他者から嫉妬を受けた

り、呪われたり、また、何 らかの邪術を用いて成功を果たしているのではないか 、と疑われたり

することを強く畏れることが、突出した生産活動の抑止につながっている事例が数多くあること

を指摘 している。

キリスト教徒化以前から恐れられ続 けているpelaの 存在 については、嫉妬されることのみ

でなく、他者を嫉妬することも避けることにつながっていた。そして、他者から嫉妬され かねな

いvusivusiな 行いをせず、気前良く振舞うことをnoroと 認識することに関わっていたと考えられ

るのである113。

気前の良さを示す行動は、村人の生活において 日常的に見 られるが、ここでは民間医療を

事例 に採り上げ、説明していこう。

ソロモン諸島 は、島民が約350の 有人島に分散しており (大塚 ・須藤 ・中澤, 2000: 53)、医

療施設へのアクセスの困難な人々が多い離 島国でもある。医療施設としては、ホニアラに国

立病院があるほか、各州に病棟や レントゲン室 、手術室のある病院が1な いし2箇 所設置さ

れているに過ぎなかった (関根, 1996: 378)。

その他の島 々には、看護師のみが常勤する無医師診療 所 (以下、診療所)、もしくは政府が

支給した近 代医療薬 (以下、政府支給薬) が常備され 、村人に無料配布する薬小屋 があるの

みであり、医療施設の整っていない地域に暮 らす人々がほとんどである114。このような離島無

医村地域では 、村人らが薬用植物か ら作 り出した民間医療薬を利用した医療活動が盛 んに

行われている115 (写真6-1)。

113 キ リス ト教徒化は、 村人に什 一税 を押 し付けることとなった。SDAの 教義が村 人の価値観に

影響 を与 えているであ ろうこ とは軽 視すべ きではあるまい。 しか しなが ら、キ リス ト教徒化以

前か ら恐れ られ続 けているpelaの 存在 は、pela憑 依者 に殺 され る ことを恐れ 、気前良 く振舞

お うとす ることに結びついていた と考え られ る。 什一税を村人が受 け入れたの も、もともと気

前の良い振舞 いをnoroと す る価値観があったか らなのではなかろ うか。
114 診 療 所 は Area health clinic, Rural health center, Nurse aid post に分かれている。薬

小 屋 は 診 療 所 の 下 に あ り 、Village health postと 呼 ば れ る 。
115 これ までのオセ アニア島嶼部の医療活動 に関す る人類学的な研究は、 近代医療 に 言及す るこ

となく民間医療のみに着 目す る傾向があった。1980年 代以降、近代医療 と民間医療 を含む医療

活動全体を対象 とする研 究が増え始めた ものの、近代医療浸透化における超 自然的病 因に対す

る儀礼的な民間医療に焦点 を当てた研究が 多かった (白川, 2001: 14-19)。 特定の村 人が行

う秘術ではな く、 一般の村人が 日常的に行 ってきた民間医療の長期的な動態に焦点を当てた研

究はほ とん ど行われて こなかったのである。

また、 ソロモ ン諸 島における民間医療に関す る研究は、薬用植物の利用 方法お よび諸地域の

利用事例を報 告す るに とどま るものがほとん どであった。

各地の主要樹種の分 布、性状 、特質をま とめるなかで、民間医療薬 としての植物の用途 につ

いて も紹介 したWhitmore (1966) や、HendersonとHancock (1988)、 ガ ダルカナル島にお け

る民間医療薬の利用に関す る報告を行 ったFoye (1976)、 マ ライタ島北部の民間医療 薬の利用

事例 を紹 介 したJoseph (1979)、 マ ロヴォ ・ラグー ン周辺 の自然資源に関す る詳細な辞典 を作

成 したHviding (1995, 2005) などである。

医療活動 全体にお ける民間医療 薬の位置付けにまで言及 した研究は、ニ ュー ジ ョー ジア島で
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写 真6-1 湿 疹 に効 くバ ジル の1種 の 葉 の 搾 り汁 を

幼 児 に 飲 ませ る村 人

出所) ソロモン諸島ガトカエ島ビチェ村、2005年筆者撮影。

ビチェ村には、1990年 に薬 小屋 が設置され、政府から支給された近代医療薬 (以下、政府

支給 薬) が備蓄 され るようになった116。村人2人 が政府 の 研修を受け、村落健 康管理 員

(Village health worker) として、政 府支給薬の管理と止血や消毒などの簡単な治療を行うこと

となった。薬 小屋の設置 を村人は歓迎 し、村全体の共同労働で薬小屋が建設された。

看護師 や巡回医師が村に出向いて政府支給薬を管理 することはなく、村人各人が任意で

村 落健 康管理員 に薬品を請求 していた。村 落健 康管理員は、村人 の要求 に応じて薬品を無

料配布した。また、村落健康管理員は2ヵ 月に1度 、不足薬 品を調べて政府に注文することが

できた。政府支給 薬は、解熱鎮 痛消炎剤や抗生物質 、マラリア治療 薬、駆虫薬 、消毒薬、包

帯など近代医療薬のみであった。

薬 小屋設置 時のビチェ村 の人々は、近代医療薬や診療所、病院の利用経験を持ち始めて

おり、政 府支給薬の効 力に対する期待 は大きかった (田 中, 2006)。 民間医療薬を用いた治療

も日常的に行われ続 けていたものの 、政 府支給薬 の利 用は急速 に進み 、解熱鎮痛消炎剤な

どの備蓄が一時的に底をつくこともあった117。

71人 を対象に30日 間の薬品利用頻度を調査した結果、民間医療薬の1人 当たり平均利用

回数は3.93回 、政府支給薬は3.56回 、購入薬は1.25回 であった (表6-1) 118。

医療活動 に関す る詳細な調査 を行い、民間医療薬 と近代医療薬の利用実態 を把握 した古澤

(2002: 36-63) が挙げ られ るのみであ る。 しか しなが ら、古澤の研究 では民間医療薬 と近代

医療薬の利 用の現状 と短期的 な動態 を把握 してい るものの、長期的な視 点で民間医療 薬の役割

の動態を把握す るには至っていない。
116 1980年 代初 めにも薬小屋が一時的に設置 されていたこ とがあ った。1990年 に設置 された薬小

屋 は、2002年12月 に老朽化のため壊 された。以降 、2006年1月 時において も薬小屋 の再建は

行 われてお らず 、政府支給薬の配布 も行われ な くなった。
117  薬品利用頻度調査期間中において、調査対象者が病院や診療所を利用した事例はなく、政府

支給薬の枯渇 も生 じていなかった。
118

 薬品の利用頻度調査 期間は2001年9月14日 か ら10月13日 までで ある。調査時に居住 して

いた24世 帯124人 の うち、15世 帯のす べての男女71人 (男性38人 、女性33人) を対象に

30日 間の観察 と聞 き取 りを行 い、朝 ・昼 ・晩の1日3回 の利用機会 の うち、薬品を利用 した回

数を集計 した。総観 察回数は6390 (71人 ×30日 ×3回) であ る。絆創 膏や ガーゼは新たに張

り替えた時のみ回数 に加 えた。
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表6-1 症状別薬品利用回数

出所) 聞 き取 り調査 より作 成した。

注) 回数 は、ビチェ村 の71人 に行った 、30日間の朝 ・昼 ・夜、計90回 の総 観察機 会数 のうち、利 用を観察 もしくは聞 き取った回 数の 合計である。

民間 医療薬 において、利用 回数が5未 満の ものは 「その他 」とした。「その他 」にはココヤシ油 、ココヤ シの根 ・樹 皮 ・芽 、カナリア ノキ 、バ ジル油 、

ヤエヤマアオキ 、ウコン、マンゴー 、ongala、konu、checheu malaysia、pinjuku、 オジギソウが含 まれ る。

植物1種 から作 られた薬 は、植物 の和名 を片仮 名で、和名 、学 名が 不明 のものは マロヴォ語名 をロー マ字で記した。

民間 医療薬 の総 利用回 数 は289、 政府支 給薬264、 全薬 品では642で あった が、朝 ・昼 ・夜 の いず れか の固一 時間帯 に2種 類の 民間 医療薬を用 いていた10事 例 に

ついては、利用 回数を20とせず 、10として計算 した 。同一時間 帯に2種 類 の政府支 給薬 を利用 した11事 例も同様に11回 とした。そのため 、民間 医療 薬の30日 間の

利 用合計 回数 は279、 政府 支給薬 は253、 全 薬品では621と して、1人当たり平均 利用 回数を計算 した。

イランイランノキ 油はイランイランノキ の花の 汁とココヤシ油を、バジル油 はpuchu raulの 葉の 汁にココヤシ 油を混ぜ た物である。Vixは 喉痛 に塗る薬品 である。

断乳 とは、幼児 への授 乳を止 めるため に、乳 首に苦い薬草 を塗ることを指す 。皮膚 病とは、白癬 および病 名のわ からない皮膚 の疾 患を指 す。

抗 生物 質は 、AmoxicillinおよびSeptrinを 指 し、マラリア治 療薬 とはChloroquineを 、解熱 鎮痛 消炎剤 はAspirinやAcetaminophenを 、駆 虫薬 はPalbendazoleを 指す 。

村 人は 、風邪にともなう発 熱や 頭痛 とマラリアや肺 炎 の諸症 状を経験 的に判 別す るの みであることが多く、風邪をマラリアと誤 認 している場合 もあると考 えられる。
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政府 支給 薬 は 、咳 や創 傷 、鼻 炎 、発 熱、頭痛 、眼 病に対 して頻 繁 に用 いられ ていた (表

6-1)。とくに、頭痛と眼病については、政府 支給薬が民間医療薬の利用頻度を大きく上 回って

いた。政府支給薬の配布開始以前は、頭痛 には3種 、眼病 には4種 の民間医療薬が用 いら

れていたものの (表2-9)、 薬小屋の設置以降 、政府支給薬の効果を評価し、頻用する村人が

生 じることとなったのである。

購入薬 の利用回数が最も多かったのは、2歳 以下の乳幼児 であった (表6-2)。 その利用回

数の約半数 は、汗疹、発熱の際のベビーパウダー利用であり (表6-1)、 乳幼児3人 に用いら

れているのみであった。その他の購入薬 は、喉痛 に塗るVixな どを除き、政府支給薬と同一も

しくは同様の薬効を持つ薬品であり、政府支給薬を補完する役割を担っていた。

民間医療薬 の利用回数が最も多かったのも乳幼児であった (表6-2)。 民間医療薬は 、医薬

品のなかで最も頻繁に用いられていたのみでなく、幅広い年齢層の村人に用いられている薬

品でもあった。

民間 医療 薬のみが重用されていた症状として、夜泣きや水 虫、便秘などが挙げられ る (表

6-1)。 村人 がこれ らの症状に効果があると認識 していた政府支給薬や購入薬 はなく、puchu

puchuと いうバジルの1種 (Ocimum sp.) やnai (学名不明)、レモン (lemana、Citrus limon) な

どの薬用植物 が用いられていた。

表6-2 薬品別利用人数および回数

出所) 聞き取り調査より作成した。

注) 観察 日数は30日 、朝 ・昼 ・晩 の1日3回 の利用機 会のうち、薬を利用した回数をカウントした。

購入薬には他者が購入した薬を分けて貰ったものも含む。

白川 (2001: 199-205) は、民間 医療 が霊 的な存在 や邪術を病因とする症状 に対処し、近代

医療が超 自然的な要素に因らない病 気に対処するという「棲み分 け」状態ではなく、民間医療

が近代医療の対象 とする症状をも対象として「包摂」するような事例 が、オセアニアの民間医

療に関する人類学的研究ではほとんど報告されてこなかったとしている。

ビチェ村においても、pelaの 攻撃に対する民間医療薬のみの利用のような「棲み分け」が見

られ た。しかしながら、マラリアのように近代医療の対象となる症状について、民間医療薬が

用いられる「包摂」状態も生じていた。

マラリアには、民間医療薬が9回 、政府支給薬であるクロロキンが16回 用 いられており (表

6-1)、民間医療 薬のみの利用者が3人 、クロロキンのみが6人 、民間医療薬とクロロキンの
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併用者 が1人 いた。クロロキンの服 用にともなう頭痛やめまいなどを経験 した村人の一部は、

副作用のないレモンやパパイヤを利用し続けていたのである。ビチェ村における医療活動は、

「棲み分け」と「包摂」の併存状態にあるといえよう。

また政府支給薬 や購 入薬が併用されていたものの 、民間医療薬が より重用され ていた症

状として、筋 肉痛と打撲が挙げられる。筋肉痛 や打撲の際には、ココヤシ油をイランイランノキ

(mudu、Cananga odorata) の花で香 り付 けしたイランイランノキ油が最も頻繁に利用されてい

た (表6-1)。

解熱鎮痛消炎剤 は、一時的に痛みを抑えるための対症療法薬に過ぎない。それに対してイ

ランイランノキ油を用 いたマッサージは、作物運搬や素潜り漁などにともなう筋肉痛 や打撲痛

を和らげるとともに、血流を整え快適 にさせると認識され 、重用され ていたのである119。

政府支給薬 や購入薬が利用されるようになったビチェ村 において、民間医療薬が利用され

続 けている要因としては、民間医療薬が効果があると認識されている症状があったことがまず

挙 げられよう120。

119  松林 (2004: 4-5) は、病気 を表わす 英語の3つ の概念 として、1) 症状の原因 とその メカニ

ズムを科学的に明 らかに し、対処する近代科学に基づいた概念 であるdisease、2) 患者の 苦痛

や 自覚症状、不安 を重視す る概念であるillness、3) 患者の苦痛 をともなわず社会 も病気 とと

らえていなかった状態 を異常 な もの として社会化 した概念であ るsicknessを 挙げている。

ビチェ村の人 々は、筋 肉痛や 打撲 で悪い血が溜 まった ことに より痛みが長引 くと認識 してお

り、イ ランイラン ノキ油を用いたマ ッサー ジは、血流 を整 えることで痛み を取 り去 り、快適な

状態 にす ることができるとしている。

これは、村 人各 自の経験 もしくは他者の経験か らもた らされた情 報に よる ものであ り、 「近

代科学に基づかない経験的disease」 として、筋肉痛や打撲 を認識 してい るといえよ う。 そ し

て、マ ッサー ジによ り、患者 の痛み についての 自覚症状 とい うillnessを も取 り去ってい るの

である。

また、村人は筋肉痛や打撲に対す る解熱 鎮痛消 炎剤の作用を近代科学に基づ いて理解 してい

るわけではない。 しか しなが ら、解熱鎮痛消炎剤 は何 らかの科学的 な根拠 を持 った薬品である

と村人は認識 してい る。

解熱鎮痛消炎剤の利用は、筋肉痛や 打撲 に科学的な 「力」で対処 しよ うとす る医療活動であ

る。 この場合、筋 肉痛や打撲 は 「科学的メカニ ズムのわか らないdisease」 と認識 され 、そ し

てメカニ ズムのわか らない解熱鎮痛消炎剤 で対処 しているので ある。

この ような状態での解熱鎮痛 消炎剤や抗生物 質な どの多用は、薬品の誤用や副作用を も多発

させ る危険性 があ り、diseaseお よび近代医療 薬への村人の理 解を深めてい く必 要が あると考

え られ る。
120

 調査時の ビチェ村では、村人各自が長年の経験を経て効果があると認識 している民間医療薬

も しくは、他 者か らその効果 を伝え聞いてい る もののみが利用 され てお り、村 人自身が全 く効

かない、もしくは迷信 に過 ぎない と認識 しつつ利用 しているものはなか った。呪術や儀礼的な

要素を重視 して、民間医療薬が利用 され てい るわけではな く、確かな効果を持つ薬品 として民

間医療薬は認識 され、利用 され続 けていたの であ る。

筆者 に対 して も、 しば しば民間医療 が行われた。悪霊が 巣食 うとい う他村に行 き、原因 不明

の背 中痛に罹って帰村 した筆者 に、村人は悪霊 に食 いつかれたのだ とし、それ 見た ことか とう

れ しそ うにイ ランイ ラン ノキ油 を用いたマ ッサー ジを施 して くれた。咽頭痛 を訴えれ ばpuchu

puchuの 葉 を噛む よう勧 められた.

また、釣 りに行 く途 中で岩 を蹴飛ば し、足の爪 を傷めて しまった筆者に対 して も、す ぐにシ

ョウガ科の1種 (buiti、Zingiberaceae) の葉の搾 り汁に よる消毒が行 われた。さらに夜には、
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また 、村 人 が頻 繁 に通 う焼 畑 用 地な どの 身 近 な森林 や 庭 か ら、す ぐに薬 を作 り出せ るという

身 近 さも、要 因 として挙 げられ る (田 中, 2006)。

さらに 、chakeiし て いる薬 用 植 物 の 利 用 を寛 容 に認 め 、民 間 医療 薬 を気前 良く他 の村 人 に

振 舞 い、利 用 知識 を伝 えることも重 要な要 因 となっていた。

2001年 時 の 薬 品 利 用 頻 度 調 査 期 間 にお いて、利 用 され て いた薬 用 植 物 の うち 、薬 用 を主

要 な 目 的 として 、栽 培 もしくは 半 栽 培 され てい た の は 、イラン イラン ノキ 、nabo、checheu

malaysia (学 名 不 明)、puchu puchu、puchu roka (Ocimum sp.)、puchu raul (Ocimum sp.)の6

種 であった 。

2001年 の 調 査 時 には 、イランイランノキの 優 先 利 用権 保 有 者 が8人 、puchu puchuは5人 、

nabo、checheu malaysia、puchu roka、puchu raulに は 各1人 ず ついた121。

イランイランノキ は 、栽 培 世帯 が 自ら利 用 している事 例 が ほ とん どであった (表6-3)。 しか し

なが ら、puchu puchuに つ いては 非 栽 培世 帯 による利 用 もされ ていた。

表6-3 主要薬用植物の栽培 ・非栽培世帯での1人 当たり平均薬品利用回数

出所) 聞き取り調査より作成した。

注) 主要薬用植物とは、イランイランノキおよびpuchu puchuを指す。

栽培世帯とは、主要薬用植物を栽培もしくは半栽培して優先利用権を保有している者およびその同居者を指す。

痛 が る筆 者の叫び声を無視 し、庭 に栽培 されてい るhina (学名 不明) の株 を煮 出 したお湯 で指

をふや け させ爪 を剥ぎ取 る治療を村 人が 自信 を持 って施 して くれ た。

マラ リア に罹 り、クロロキンや メフロキンを飲 んで 目眩や頭痛、貧血、吐 き気 な どの副作用

に 苦しむ筆者に対 し、 レモ ン汁やパパ イヤの芽の煮汁を飲 めばそんなに 苦しまずに治る、 と笑

う村 人もいた,筆 者が体験 した民間 医療のいずれ について も、効果 が無 いと感 じた ものはなか

った。ただ し、筆 者が足 を捻挫 した際に、村人が引っ張って治療 しよ うとした ことには疑問を

持 った。そ して、 この施術 を受 ける ことを拒 んだため、その効果の有無 について、実 体験を も

とに判断す ることができなかった とい う事例 もあった。
121

 こ の ほ か に もtotuana (学 名 不 明) やhina (学 名 不 明)、 ハ マ ユ ウ (Crinum asiaticum)、

バ ジルの1種 であるpuchu malaita (Ocimum sp .) な どの優先利用権 を保有 している村人がい

た ものの、薬 品利用頻度調査期 間中には利用 されていなかったため、利用権保有者数 を把握 し

なか った。
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非栽培世帯によるpuchu puchu利 用の全事例は、隣家の庭に栽培されたpuchu puchuを

許しを請うて利用 していたものであった。ビチェ村の薬用植物 は、栽 培が容易であり栽培規制

もなかった。しかしながら、隣家の庭に栽培され た薬用植物を共 同利用できるがゆえに、あえ

て栽培する必要がないとする村人もいたのである。

焼畑および庭で栽培されている薬用植物 について、村人が優先利用権保有者に許 しを請う

て利用していた事例 が、36あ った (表6-4)。 許しを請わずに利用していた事例は4の みであり、

この4事 例について、いさかいなどは生じていなかった。

薬用植物の優先利用権保有者に敬意を示 し、許しを請うことが望ましいものの、許 しを得ず

に利用しても問題 は生じず、むしろ優先利用権保有者は、薬用植物をchakeiす る者として、他

者の利用を寛容に認めることが求められていた。

許しを求めることは 、優 先利用権保有者 に、それを寛容に認めさせる機会を作るということ

でもあった。村人は、自らが利用したい薬用植物を栽培する一方で、ときに他者から薬用植物

をもらい、また他者の薬用植物利用を許して、民間医療を行ってきたのである。みなで共同利

用する資源を増やし、共同利用できる環境を整えていく、chakeiす ることが優先利用権保有者

に求められてきたとも言い換えられよう。

村 人は、民間医療薬の知識についても出し惜しむことはなかった。

2004年 に女性 がムカデに咬まれた事例 があった。痛 み に泣き叫ぶ 女性 に対 し、村人 が

次々と施療していった。まず、レモンとショウガの搾り汁が傷 口に塗られ た。次に、筆 者が持っ

ていた鎮痛剤が投与された。さらに、checheu malaysiaの 葉の搾り汁が塗り重ねられた。痛み

が消えないとみるや 、シマウオクサギ (Premna corymbosa) の葉の搾り汁が塗られた。女性 が

筋肉痛を訴え始めると、イランイランノキ油を手にした女性らが、腕や肩などのマッサージを始

めた。最 後には、缶詰 で煮立たせた熱湯を布に浸し、傷 口に当てるという荒療治までが行 わ

れた。

子どもたちは、湯を沸か したり、団扇で女性に風を送 ったりしていた。ただ、他 の村人らと雑

談をしている男性 もいたが、みなが女性を心配しつつ、また 自らの薬草 や民間医療薬の知識

を活かせる機会を探っていたのである。

女性がムカデに咬まれてから6時 間が経過し、痛みが収まると、村 人たちはみなの民間医

療薬とその知識を活かしたことで、通常24時 間続くと認識されているムカデの毒 が、短 時間で

消えたことを誇らしく語 り合っていた。ムカデに咬まれた女性 は、村 人らに感謝するとともに、

利用した民間医療薬の効果をみなに伝えていた。

ムカデの毒に対するレモンとショウガの有効性 については、多くの村人が認識 していた。し

かしながら、checheu malaysiaや シマウオクサギの効果については、この事例 を通して初めて

知った村人もいた。缶詰 で煮た熱湯の利用法については、施療者 のみ が持っていた知識であ

った。
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民間医療薬およびその知識 は、村人の間で共同利用され 、利用者は施療してくれたことに

対 して、また他の村人の民間医療薬や薬用植物を利用したお礼として、いかに効果があった

かをみなに伝 達していく。その結果、民間医療薬や薬用植物に対する村内での評価が高まっ

て行くのである。

さらに、気前 良く民間医療薬を持ち寄り、また治療を施した村人 は、その知識や民間医療薬

が役に立ち、感謝されることで、自らの 民間医療薬に対する誇りを高めることにもなる。そして、

自らの知識や 民間 医療薬 の価 値、寛容 さや気前 の良さが認 められ る場 を常 に求めてもいる

のである。

村人は、自らが利用する目的のみで薬用植物の優先利用権保有者となるのではなかった。

他者 に利用させることで、嫉妬を受けたり、ケチと称されることが避けられる、また気前 の良さ

を感謝され 、自らの知識と民間医療薬の評価を高めることができるため、薬用植物を栽培して

いたのである。

1.2.2. 「寛容さ」概念の形成

外 部社会に対する「寛容さ」については 、キ リスト教徒化による影響が強 かったと考えられ

る。それ は、キリスト教徒化によって、恐らく究極の外部者 の排除であろう、外部者に対する首

狩り、食 人が行 われ なくなったことからも明らかであろう122。ここでは、地域社会 内部 での「寛

容さ」を中心に、さらに考察を深めていこう。

地域社会内部での「寛容さ」概念の形成に結びついたものとして、まず敬意を示す、すなわ

ちvabokaeす べき存在である、bangaraや チーフ、スポークスマンなどのtinoni poraporanaが 、

ビチェ村社会を統率する役割を担ってきたことが挙げられよう。tinoni poraporanaがvabokaeさ

れるのは、多様な資源利用や地域社会 内部での調停能 力、外部社 会との交渉 力などに長 け

ており、またときに霊能力を発揮し、pelaに 憑依 された村人を殺し、精霊と交信 し、首狩りにお

いても力を発揮する存在であったためである。

またtinoni poraporana同 士は、それぞれvabokaeし あう存在 として、その行動を非難しあう

ようなことは避けられていた123。noroだと見なされないような行動をせず、また様 々な状況にお

いて、よりnoroだ と見 なされ ることを決める立場 にあったか らこそ、tinoni poraporanaは

vabokaeさ れてきたとも言い換えられよう。

rorotoは 、M集 団もしくはVP集 団の人々を敬うべきとみなされていた。またM集 団、VP集

122
 村人か らは、 も し筆者が100年 前 に ビチ ェ村 の浜辺に着いた としたら、その途端 に 首を切 り

飛ば され ただ ろ う、 とよく笑われ た。 また、 当時の主な食人の対象は5歳 くらいまでの 男児で

ある と伝 えられ てお り、 よほ どのゲテモ ノ食いの村人でない限 り、筆者が食べ られ るこ とはな

かった と推測 され る。
123

 2005年 時 の ビチ ェ 村 に は 、tinoni poraporanaと み な され る 村 人 が 少 な く と も8人 い た 。 ぺ

ア ヴ ァ 村 で は2005年10月 に 亡 く な っ た テ ィモ テ ・ジ ャ ケ (Timote Jake) 老 人 が 最 後 のtinoni

poraporanaと み な され て い た 。 ガ トカ エ 島 内 の そ の 他 の 各 村 で も、tinoni poraporanaは 、 全

く な し、 も し くは1-2人 と な っ て い た 。 ビチ ェ 村 は 、bangaraを 始 め とす るtinoni poraporana

が 数 多 く い て 、村 の ま と ま り を 維 持 し て い る 良 い 村 で あ る と、周 辺 他 村 か らは 認 識 され て い た 。
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団のなかでも、既婚男性は 、妻 方の親族 集団、とくに妻の兄弟に対 し敬意を払うべきとされて

いた124。

女性 は、既婚 男性が浜辺にいるときは、その前を横切 るべきではないとされ 、男性 は、女性

の水 浴び場を通る前には大声を出 して、通ることを知らせるべきとされ ていた。年少者につい

ては、年長者を敬うべきとされ 、また子 どもが父母 、祖 父母を名前で呼ぶことは、敬意を欠く行

為 とみなされていた。

子どもについては、ときに叩かれ厳しく怒られて、noroな 行動を採るようにしつけられた。19

世紀末から20世 紀初めにか けて、bangaraを していたヴァンゴロやパカは、子どもが浜辺など

で大声を出して騒ぐのを嫌っていた。ビルスやククーらは、子どもらを撲殺するべく杖を振りか

ざして浜に駆 け下 りてくるヴァンゴロらか ら、必死で逃 げた幼少時 の経験を語っていた。1998

年までbangaraを していたビレイについても、子どもを厳 しく叱ることが 多く、子どもらの畏怖の

対象となっていた。

パカは、キリスト教徒になることを拒み 、礼拝の邪魔を続けたほか 、ビレイについても、牧師

などの聖書解説 が長くなると大声を出して早 く終わるように促 していた。ヴァンゴロやパカ、ビ

レイなどのbangaraは 、最もvabokaeさ れ る存在であった。そして、ときにその怒りを率直 に表

わすことがあったが、それでも他 のtinoni poraporanaを 直接的に、厳しく非難することは避け

ていた。

そのほか、例外 として夫婦喧嘩や 兄弟喧嘩 が生じることがあるものの 、成人の男性同士、

もしくは男女 が面と向かって罵 りあうようなことは大きな禁忌であった。例外はあるものの125、

村人は互いにvabokaeし あい、相手を怒らせるような行動はすべきではないと認識され、それ

が他者を直接的に非難することを避ける「寛容 さ」に結びついたと考えられる。

また、「寛容さ」が共通認識 となっていったことにも、悪霊や霊能力の存在 が関与 していると

考えられる。

pelaの 憑依を恐れることは、他者 の行動を強く嫉妬 して、非難することがないようにするとい

う、他者 の行動に対する「寛容さ」にも結びついていた。また、精霊信仰 時から用いられている

霊能 力として、相手の怒りを鎮める力 (poda vamanoto) や 、罵ろうとする相手に声を出させなく

124
 既婚 男性 は、妻の兄弟が大便場所であ るチャンベ レとい う浜にいる間 は、チ ャンベ レに行 く

べ きではない とも認識 されていた。 また既婚女性 は、夫 と身体 を触れ あわせている ところを自

身の兄弟に見せ るべきではない とされ ていた。

男性 (も しくは女性) 同 士で性的 な話 をす るこ とは認め られ ていたが、その場 にいる村 人の

姉妹 (兄弟)、 従姉妹 (従兄弟) な ど近い親族 関係にある女性 (男性) を性的な話題 にす るこ

とは禁忌 とされていた。筆者 は この禁忌 を犯 したため、涙を流 しなが ら錠 を振 りかざす少年に

襲われそ うになった ことがあ る。
125  モナ カは、19世 紀末に夫婦喧嘩の末に逃 げ出 した妻を捕 まえ、両手足を切 り落 として洞窟に

放 り込ん で殺害す る とい う事件を起 こ していた。2001年 か ら2006年 にか けて も、妻 に薪で足

を殴 られて、 しば らく歩けな くなって しまった男性や、夫に怒って家の柱 を斧で切 り倒 した女

性 の姿を見かけた。横 暴な夫や父親 な どに怒って、家出を した婦人や子 どももいた。
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させる力 (poda vadoma) があると広く信 じられ続 けていた126。

他者 に強い怒りを抱いても、その 怒りを直 接的に他者 にぶつけることができなかった村人

は、poda vamanotoやpoda vadomaを 掛けられたからだと言い分けしていた。キリスト教徒化

以前から信 じられてきた霊能 力の存在が 、他者に面と向かって強い非難をしない (できない) と

きの言い分 けとされ 、それが 「寛容さ」に結びついていたのである。

さらに自然資源 に対して、「もともとコウモリが増やした木」であるから、サゴヤシやサガリバ

ナ、カナリウムナッツなどの 自生木を半栽培しchakeiす る村人がいても、これ らの樹木を他の

村人が利用することは「寛容」に認められるべきだ、怒るべきではないとする認識があった。村

人 は、コウモリがこれ らの樹木の実を食 べ、種を運んだことで生えてきた木を、村人が勝手 に

chakeiし たに過ぎないと認識していたのである。

サゴヤシのように実生のみでなく、株 元から増えていくものもあり、またコウモリのみが実生

を媒介するわ けでもなく、このような村人の認識 は、必ずしも近代科学 における生態学的な正

しさを持っているわけではない。しか しながら、重要なのはコウモリの役割に対する認識が、村

人に共通する環境認識となり、通用してきたことである。

苗や種から植 え付けを行 い、育成環境を整え続 けた栽培者が明確な栽培植物については、

栽培者 が独 占的 に収穫 していた。しかしながら、半栽 培植物については、人の働きかけという

よりも、コウモリの媒介によって増えた木であるに過ぎないという「言い分け」が、共通認識とし

て広く通用 しており、たとえ優先利用権を主張する村 人がいたとしても、他者の利 用を排除す

べきでも、非難すべきでもないという「寛容さ」につながっていたのである。

寛容に受け止められる以上の土地紛争などの問題が生 じた場合、村人はbangaraを 始めと

するtinoni poraporanaに よる調停を求めていた。しかしながら、外部社会との関わ りによる商

業伐採などの開発については、bangaraら の調停 力を超えるため、村人は外部社会のシステ

ムである裁判所への訴訟を行うようになってもいた。

ガトカ工島の人々は、1996年 に行われたブロ島の所有権を巡る裁判を始めとして、2006年

までに、少なくとも9件 の土地紛争および商 業伐採を巡る訴訟を起 こしていたことがわかった

127。しかしながら、ビチェ村 では他村などの訴訟に巻き込まれることはあるものの、ビチェ村 内

の資源の所有権や利用権を巡る訴訟は生じてはいなかった。1940年 代初めに、イシューから

マランジまでの土地のbangaraに なることを主張 したバレに対しても、bangaraを 始めとする

tinoni poraporanaら が、バレの主張を退けることに成功していた。

商業伐採 の導入、製材販売の試行時において、ローカル ・コモンズに混乱が生じたものの、

126  パ カ は 、poda vadomaの 使 い 手 と して 知 られ て い た ほ か 、 姿 を 消 し た り 、 空 を 飛 ぶ こ と もで

きた と信 じられている。2005年 時 において も、強い霊能力 をもた らす精霊が宿った物 を探 しに

森に入ってい く村 人の姿 を見かけた。またビチ ェ村か ら他村へ の徒歩での移動を繰 り返 してい

た筆者 は、空を飛ぶ霊能力を持 ってい ると村 人か ら噂 され ていた。
127

 把握 できた もののみで、1990年 代 半ば以降 、ペ ンジュク村での商業伐採、オイルパ ーム農園

開発を巡 る訴訟が3件 、サゲオナ村での商業伐採 お よび伐採権料の着服 を巡 る訴訟が2件 、 ソ

ンビロ村の空港滑 走路 を含む 土地紛争が2件 、 ビ リ村周辺無人島での商業伐採 を巡 る訴訟が1

件あった。
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訴訟 にまでつながることはなかった。ビチェ村 内においては、bangaraを 中心とするtinoni

poraporanaに より、「寛容さ」を含むnoro概 念を基としながら、村のまとまりが維持されてきた

といえよう128。

1.2.3. 「相互扶助」概念の形成

ビチェ村では、棟上 げなどの家屋建 築作 業やワルサ漁、トウツルモドキ漁などの漁労 、さら

には首狩り遠征のように、他の村人の手伝いや共 同労働が必要な作業があった。ビチェ村に

おいて、相互扶助は資源利用における重要な基盤 となってきたのである129。

また、ビチェ村の人 々は、1950年 代まで調理小屋を1箇 所しか持たず、共同調理 、食事を

行っていた。焼畑の作物の収穫については、栽培者が独 占的に行っていたものの、調理時に

はみなで収穫物を持ち寄っていたのである。

1960年 代 以 降 、調 理 小屋 が複 数 作 られ るようになったもの の 、料 理 を他 者 に 贈 与

(popoara) し、またそのお返しとしての料理の贈与 (popoara soa mae) も行われ続けていた。

2001年 か ら2005年 にかけても、ご飯時 に家 々を行き交 い、「酸っぱいスープを持ってきた

よ。」とか「骨が喉 に刺さる小 魚でごめんね。」と謙遜しつつも嬉しそうに料理を渡しあう村 人を

128 宮崎 (2003: 103-108) は、 島嶼国であ るフィジーにおいて、 「小 さな ところだか ら、もめご

とにいつ まで もこだわっていた ら、人 とつ きあってい けな くなる」 とい うフィジー系の注民の

言葉か ら、他者 の過 ちを許 し忘れ去るこ とが美徳 とされている ことを説明 してい る。 また何 ら

かの問題 が生 じて もそれ を 「神 」に委ね、人は人 を裁 くことが できない とい う認識に移 行させ

てい る事例 を報告 している。

ビチェ村社会における 「寛容 さ」をnoroと す る認識 の形成において、離島の村 とい う地域

社会の地理的 な狭 さ、人々の生活基盤 とな る資源 の狭 さと資源利用における相互の関わ りの緊

密 さが、関 与している ことは 十分に考え られ ることである。 しか しなが ら、 ビチ ェ村は閉鎖的

な社会であるわけではない。む しろ周辺地域 社会への村人の移 出入 も活発に行われてきた社会

であ る。

ペア ヴァ村やペ ンジュク村 、カヴォ ラワタ村の住民のなかには、商業伐採契約における仲介

者 となった後に、伐採権 料な どの着服を繰 り返 し、ホニア ラに移住 してい く事例があった。人

の流れ の活発 さを重視する こと、また特定地域の地理的な狭 さを越 えた範 囲に広が る相互利用

ネ ッ トワークの存在に 目を向ける と、地理的な狭 さが 「寛容 さ」に必ず しも結びつ くわけでは

ないのではないか とも考え られ る。

また、村 人や仲介者 らに よる伐採権料な どの着服は、着服者に よる多額の寄付、什 一税の記

録が教会の会計係 な どか ら漏 らされていた ことが 、他者の知 るところにな るきっかけ となる こ

とが あった。

村 人は騙せ て も、 「神」は騙せない、騙 した くない とい う気持 ち、 もしくはたとえ他 者の知

る ところになった として も、信心深 くまた気前良 く教会に寄付行為を行 うことで、 「神」や他

の村 人らの許 しを得たい とする気持 ちが村人にあるとも考え られ る。
129 日常 生活において、 他者の助けを必 要 とす る作業が数多 くある とい う、いわば不便 さが相互

扶助活動 を維持 させ続 けて きた ともい えよ う。 とくに、焼畑や漁労採集な どのサブ システ ンス

維持 システムが生活の 主柱 となってお り、現金収入の獲得のための活動が主ではない村におい

て、生活資源 の多 くを自給 してい くためには、共同労働が重要な役割 を果た してい くと考え ら

れ る。

サ ブシステ ンス維持 システム と現金収入獲得活動 、自給 、資源の共同利用 とい う要素が、 ど

の ようなバランスを保 ちつつ、 また関わ りあいつつ、相互扶助活動の維持、 もしくは衰退に結

びつ くのか を明 らかに してい くことは、今後の課題 のひ とつである。
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よく見かけた。

調理小屋を持っていた19世 帯に対して、2002年8月21日 から27日 までの1週 間、他者

への調理品などの贈与状況を調査したところ、贈与回数は計131回 であった (表6-5)。1世 帯

平均では週6.9回 、調理品や農作物 、漁獲物の他者への贈与を行っていた130。一方的に食

べ物をもらい続ける世 帯も、また与え続 ける世帯もなく、相互 に調理品などを提供 し合ってい

たのである。

SDAの 教義では、什一税として収穫物の1割 を教会 に納めることが定められている。村 人

は、調理小屋の壁にその週の収穫物の数を記し、その1割 を安息 日までに教会 に隣接する寄

進小屋に納めるか、収穫 物の数に応 じた金額 (例えばココヤシが10個 で0.2SID、 魚100匹 に

ついて1SIDな ど) を教会に寄進 していた。

寄進小屋に納められた作物について、希 望する村人は少額を教会 に寄進すれば、利用す

ることができた。このようなSDAの 教義も収穫物の他者への贈与 という相互扶助を維持するこ

とにつながったと者えられる。

表6-5 ビチェ村 における調理 品などの やりとり

出 所) 19世 帯を対象 とする1週間 の聞 き取り調査 より作 成した。

注) 農作 物には、焼 畑の作 物、採集 したカナリウム ナッツや トゲバンレイシなどが含まれている。

また、ビチェ村に暮 らす他 島出身者を養子 (pipausu) にし、また自らの子どもを養子 として与

え、資源 の優 先利用権を相続可能にさせ るという「寛容さ」や 「気前の良さ」、「相互扶助」も行

われていた。

130  この贈 与回数 に教会への寄進は含んで いない 。
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19世 紀後半に、ヴァングヌ島出身のクトゥマナが、子どものいなかったモナカの養子となっ

ていたほか、1930年 代には、子どものいなかったクトゥマナにVP集 団の成員であるジョイスミ

ナとセーサラが養子として与えられていた。クトゥマナは、モナカが優先利用権 を持つココヤシ

林などを相続し、さらにそれをジョイスミナとセーサラに相続 させていた。

ヴァングヌ島出身のブナの娘 ピキ (Piki) は、ヴァンゴロの養子 となることで、ヴァンゴロが優

先利用権を持つカナリウムナッツを相続していた131。1940年 代以降も、把握できたのみで16

人がビチェ村の人 々の間で養子としてやり取りされていた (表6-6)。

表6-6 ビチェ村における養子のやり取り

出所) 聞き取り調査より作成した。

注) パラクリは、ビチェ村居住域ではなく、居住域から徒歩20分 ほどに位置にあるKenagaと いう浜辺に独居していた。

131
 養子にな った 子どもは、養 父母 らの死 去もしくは子 ども自身 の意思に より、実の父母の元に

戻 るこ ともあった。 また2000年 代 には、娘 のいないペ ンピオが ロ ソニ (Lowson) の娘 プロー

ラ (Prola) とレリーニ (Relin) の娘 ミホコ (Mihoko) を養子に迎 えたがっていたが、子 ども

自身が養子に行 くこ とを嫌が り、養子縁組 は失敗に終わった。 ミホ コは、筆者 の妻に由来 して

付けられた名 前である。

赤松 (1986) は、村社会 にお ける夜這い慣習が、村 のまとま りを維持 し、また相 互扶助意識

を高 めることに寄 与して きた 可能性 を指摘 している。 ビチ ェ村でも夜這いは盛んに行 われ てい

るが 、夜這 いのみでなく、村 人同士での養 子のや り取 りが、村の まとま り、相 互利用ネ ッ トワ
ー クの維持 に関 与 して いると考え られ る。
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養子縁組は、他島出身者が優先利用権を相続できるようにすることのみでなく、VP集 団内

で労働力の少ない世帯に自らの子どもを養子として与えたり、男手の少ない世帯に娘を、女

手の少ない世帯に息子を与えて、各世帯の労働力を平準化させるような機能も持っていたと

考えられる。

養子のやりとりによって、気前良く子どもという労働力を提供する相互扶助がなされ、また

他島出身者による優先利用権の相続を可能にしていくという寛容さが形成されていたのであ

る。

気前 良く振舞い、また寛容に他者 の利用を認め 、相互に扶 助し合うことは、相手 が相 互利

用ネットワークの成員であり、相手 にも「気前の良さ」や「寛容さ」、そして「相互扶助」を期待で

きるという信頼関係があったからでもあった。

前述のように、1970年 代にビチェ村の人 々は 、共同でベロでのタロイモ栽培を行っていた。

それ にサゲオナ村 の人々が嫉妬すると、ビチェ村の人々は寛容にサゲオナ村の人 々のタロイ

モ栽培地の利用を認めた。しかしなが ら、サゲオナ村の人 々が、タロイモの植え付けと収穫の

みを行おうとし、栽培用地の伐開や除草作業などを手伝おうとしないことに気付いたビチェ村

の人々は、タロイモ栽培 に嫌気が指し、栽培地を放棄していた。

ビチェ村の人々は、サゲオナ村の人々を相互 利用ネットワークの成員と認識 し、ベロの共同

利用を認めたものの、共同労働 に参加 しないサゲオナ村の人 々との信頼関係 が失われたこと

で、ベロの共 同利用を放棄することになったのである。

1.2.4. 「働きかけ」を重視するという概 念の形成

ビチェ村の人々は、村の「豊かさ」すなわちhinohoと して、「働きかけ」を行えば食料や薬品、

また収入源 となるものを生み 出してくれる様 々な資源に恵まれていることである、と表現 してい

た。ビチェ村において、「貧しさ (malaga)」とは働きかけを行わない怠け者のみが陥る状態であ

る。そして、利 用できる資源があるにも関わらず、それ に働 きか けない者 は「貧 しい」と表現さ

れるのである132。

M集 団 (もしくはVP集 団) の成員であれ ば、多くの資源に対して成員利用権が認められてい

た。その他の村人 についても、居住時成員利用権 や居住時優 先利用権のような、ビチェ村に

居住 していれば、また帰村すれ ば認められる一時的な利用権 が形成されていた。みなで共 同

利用できる資源 があるという「豊かさ」が 、働きかけを行ってその「豊かさ」を収穫物などの形で

享受することの重視につながっているとも言い換えられよう。

有用な野生植物に働きかけを行って、それを利用できる環境を整えたり、収穫物などを得た

りすることは、他者による半栽培植物の利用を寛容に認め、また気前良く収穫物を贈与できる

132 村人み なが焼畑 や漁労 などを行ってい る場合、 「貧 しい」者 はお らず、 またみなが 「豊か さ」

を享受 してお り、飛びぬけて豊かな者 もいない と認識 され るこ とにな る。

筆者 は、 ビチェ村 において村内での各村人の 「豊か さ」の格差を、村人の認識か ら把握 しよ

うと試みたことがある。しか しなが ら村人は 、みなが 「豊か さ」を享受 してお り、各村 人の 「豊

か さ」に順位 をつけるよ うな ことはで きない とい うことを強調 したため、調査は失敗 に終わ る

こととなった。
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ことをも意味 している。

他者 から何かを贈与された場合 、自ら働きかけを行わね ば、返礼するための作物などを収

穫することはできない。他者に気前 良く、また寛容に振舞えないこと、一方的 に贈 与を受 けて

ばかりいて相互 扶助 に参加 できないことは、自らの「貧しさ」を示すことになり、恥じるべき状況

であると認識されるのである。

村 人が、資源へ の働きかけを重視することは、購入品であるコメよりも、焼畑で作られるサ

ツマイモのほうが高い価格で取引されていることにも表れている。

ソロモン諸島では、1980年 代にはコメが食卓にあがることは珍しくなくなっていた。1990年

代以降 、ソロモン諸 島内で流通していたコメの ほとんどは、オーストラリアか らの輸入米であっ

た。2002年9月 時において、ガトカエ島周辺で販売されていたオーストラリア産米 は、20kgで

90SID (約1,800円) であった。ビチェ村の平均的な成人3人 と子ども4人 の家族が 、1ヵ月間に

わたりコメだけを主食として摂取した場合、その量は45kgで あり、購入費用は202.5 SID (約

4,050円) になる (表6-7)。

一方、ガ トカエ 島での サ ツマイモの 販 売価 格 は、1山 (8 .4kg) が20SD (約400円) であった 。

この家 族 が1ヵ 月 にわ た り購 入 したサ ツマイモだ けを食 したとす ると、その量 は20山 であり、

購 入 費用 は400SID (約8,000円) になる133。1980年 代半 ばまで、流通 していたソロモン諸 島産

のコメは 、25kgで20SID前 後 (約1,400円 。1987年 時 、1 SIDは 約70円) であ り、当時 の ビチェ

村 での サ ツマイモの 販 売 価 格 は1山5SIDで あった 。少 なくとも、1980年 代 以降 、サ ツマイモに

は 、コメよりも高 い販 売価 格 が 付 け られ 続 けてきたといえよう。

表6-7 ビチェ村の平 均的世 帯におけるサツマイモ・コメの 月間推定 消費量と金額

出所) 聞き取 り調査および計測調査より作成した。

注) 1980年 代半ばのサツマイモとコメの消費量は、2002年 時と同じ消費量で代用した。

ビチェ村の平均的世帯とは、成人3人 、子ども4人 で形成された世帯である。

もちろん、サツマイモを毎 日購入するような村人 はおらず 、焼 畑を行えない老人や帰村した

ばかりで焼畑からの収穫物を得られていない村人には、収穫物や食事 が無償で提供されるこ

とが 多かった。しかしながら、サツマイモについては、焼 畑の伐開、火入れ 、植 付けか ら収穫

まで、多くの手間 と労力がかかっているのだから、コメ以上の価格 をつけるのは当然だとする

133 成人3人 と 子ども4人 で形成 され た1世 帯を対象に、1日 当た りに必要 なサツマ イモ も しく

はコ メのおお まかな量の計測 と聞 き取 りを行った。9世 帯 を対象に、2001年3月13日 か ら19

日までの1週 間、食事の秤 量調査 を行 ったが、この重量にはサツマイモの皮の重さを含んでい

ないため、 ここでは参 考デー タとして用いなかった。
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村人の販売行動と発言があることも事実なのである。

資源の共同利用を基 とする優先利用権の形成 は、資源 利用の「ただ乗り」を許す甘さや利

用権に関するあいまいさを含有しているともいえる。しかしながら、村人 は日常生活 における

他の村 人との密な関わり合いのなかで、一方 的に「借り」を作 り続 ける状況を良しとはしていな

かった。

薬用植物を利用させてもらえば、焼畑の作物を贈与したり、優先利用権保有者の家屋建築

などで人手が必要な際には、それを手伝 い、「借 り」を返していた。日常 的なpopoara、popoara

soa maeも 行われていた (表6-5)。 資源利用における「借 り」を作 り続ける村人がいないからこ

そ、「あいまいさ」と「甘さ」を含む「寛容さ」、「働 きかけ」を重視し、資源を共同利用していくこと

がnoroと みなされ続けてきたともいえよう。

また、森林 の伐 開などの働きかけをすることなく、森林 に明確な境界を作 り、その利用権を

主張するようなことは、特別な事例を除き認められていなかった。明確な境界を意味するboku

は、ニュージョージア島ロヴィアナ (Roviana) ラグーン周 辺の言語であるロヴィアナ語に語源が

あると言われている134。そしてbondaは 、英語のborderの なまったものであり、外来の概 念と

考えられる。

また 、「分 け終 えた場 所 」を意 味 するvaribetoaniと いう言 葉 もあった 。ビチェ村 では 、19世 紀

後 半 にモ ナカか ら霊 能 力 を認 め られ 、養 子 とな った クトゥマナ に 優 先 利 用 権 が 与 え られ た

Tilokopiと い う湿 地 周 辺 の土 地 がvaribetoaniと され ていた (図3-4)。

また、前述のように18世 紀後半には、ジェイとンゴアがガトカエ島の東部と西部、それぞれ

のbangaraと なったことがあり、ガトカエ島を東西に分ける尾根の南端周辺がvaribetoaniと 呼

ばれていた。

しかしながら、varibetoaniは 特別な事例 であり、村人が個 人的に、もしくは世帯単位で境界

を設定して、その利用権を主張するようなことは、認められてこなかった。特別な事例を除き、

あいまいな場所ではなく、明確 な境界を設定するということが 、ガトカエ島で行われるようにな

り始めたのは、1922年 であったと考えられる。

その後、1970年 代末には、農業局の指導によりカカオ栽培 区画が形成され、商業伐採時に

は保護 区も設定された。

ペンジュク村やサゲオナ村においては、1990年 代後半 以降の商業伐採の導入にともなって、

bangaraを 含むM集 団 、もしくは各村の居住者全体の 了解を得ることなく、勝手に森林を区画

し、その所有権を主張する村人が生じていた135。

134 古澤拓郎氏によれば、正確 な語源 は不明であ るものの、 ロヴィアナ ・ラグー ンにお いて、boku

は 日常的に用い られている用語である との ことである。
135 他村での境界、 区画設定についての詳細な調査は行っていないが、 伐採権料を独 占す るため

に区画の所有権 を主張す る村 人と、伐採 させ ないために区画を設定す る村人がいた これ らの

境 界や 、区画の設定による所有 権の主張をbangaraは 認めてお らず、村 人の多 くはnoroで は

ない偽 りの主張だ とい う認識を持 っていた。
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カヴォラワタ村やビリ村においては、原生林を含む森林が区画分けされ、各村人もしくは小

集団に利用権 が分配されるようにもなっていた。いずれ にしても、ガトカエ島の人々は 、外部

社 会との関わ りのなかで、明確 な境界を設定 して行くことになっていったのではないかと考 え

られる136。

焼 畑用地 であるタンバカは 、森林 の伐開もしくは焼 畑としての利用 という働きかけを続 ける

ことによってのみ 、各 自が優 先利用権を主張できる焼畑用地の境界 (のようなもの) が示され

ていた。ココヤシやカナリウムナッツについては、半栽培という働きかけを行 った樹 木 自体に

ついてのみ 、優 先利用権が認 められ 、ナッツ林 内の他 の野生植物や 、その土地全体の優 先

利用権 が認め られていたわ けではなかった。ココヤシ林 内の建築用樹木 に対する間接的優

先利用権 についても、つねにその主張が村人全体 にnoroと みなされ ているわ けではなかっ

た。

また、コウモリが増やしたと認識される樹木があったり、自然に生育した野生植物やただ波

に洗われ転がっているだけの石のようなものについては、村人の働きか けがなくても形成され

た資源であるとして、成 員利用権の対象になり共同利用され続けてもいた。働きかけを重視す

るからこそ、働きかけ以外の 力で形成された資源については、誰もが利用できる資源 と見なさ

れたとも考えられよう。

「豊 かさ」を享受するために、また「気前の良さ」や「寛容さ」を示すためにも「働きか け」は重

視されていた。しかしなが ら、その働きかけは絶対的かつ独 占的な権利の主張には結びつか

ず、働きかけなしで優 先利用権が認められることは、あくまでも例 外に過ぎなかった。働きか

けを行い続 けることで優 先利用権の対象が明 らかにされ 、またその主張が認め られることに

つながっていたのである。

2. noro概 念の揺らぎと方向性

2.1. 内部要因によるnoro概 念の揺らぎ

noro概 念 は、資源に働きかけることで「豊かさ」を享受し、さらにそれを他者 に贈 与すること

で、相互に扶助 しあい、また気前の 良さを相互 に認 め合うという「豊 かさ」をもたらすための共

通認 識であった。さらには、みなで働きか けを行って利用できる資源を増 やし、他者の利用を

厳 しく諌めず、また寛容に認めていきなが ら、共同利用していくという「豊 かさ」にも結びついて

村人 らがnoroと 認識 していないにも関わ らず 、贈賄や 偽証 な どに より、裁判で これ らの区

画が認め られ てい く可能性 があ り、区画の強調はガ トカエ島社会において も大 きな問題 となっ

てい くと考え られ る。
136 ガ トカエ島では、2003年 か らチー ク植 林が始 まっていた。 ビチェ村 の人 々も、バ トゥナ村で

林業局員か らチー クの種 (約100粒 で5SID) や 苗木 (1本3SID) を購入 し、ポ レレの 各自の区

画 に植えていた。

ポ レレでは、カ カオな どの果樹に よって境界が示 されて いたが、チー クの植林は さらに境界

の明確化を進 める ことにな ると考えられ る。2004年 には、ビチェ村住民6人 が合計100本 余 り

のチー クを植 えていた。ペ ア ヴァ村やカ ヴォラワタ村、ソンビロ村で もチー クの植林が行われ

てい た、チー クが村人に どの ような利益をもた ら し、また資源利用 に変化を 与えるのか、興味

が持たれ るところであ る。
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いた。

しかしながら、noro概 念は揺 らぎ続けてもいた。ビチェ村のnoro概 念の揺らぎは、ビチェ村

社会 内部に要因があるものと、外部の影響 によるものとに分 けられる137。

内部要因としては、出産 や婚姻にともなう人口や家屋数の増加 、他出や帰村などの村人の

移出入の活発化が挙げられる。

これ らの内部要 因により、村内部で資源獲得競争が生じ、M集 団に成員利用権が認められ

ていたグメリナおよび焼畑用地やココヤシ林内の建築用樹木について、働きか けを行ったVP

集団 (roroto含 む) のみに優先利用権が認められる資源である、とする主張がnoroと みなされ

る事例 も生じるようになっていた。一部 の資源について、気前の 良い資源の共 同利用ではなく、

共同利用集団をVP集 団に限定化していくという「vusivusi (ケチ・利 己的 ・わがまま)」な方向に

揺らぐこととなったのである (図6-3)。

しかしながら、自家消費 目的での利用において、厳格な規制が形成されたわけではなかっ

た。多くの資源の 自家消費 目的での利用について、四分化境界 はあいまいであり、M集 団全

体 に成員利用権が認められていた。他者 の利用についても寛容であり、ときに気前 良く共 同

利用を促していたのである。

資源への働きか けは、自らの利用 目的のみでなく、みなで利用できるように資源をchakeiし 、

また気前良く、寛容に振舞い、相互扶 助に参加するためでもあった。働きか けは、気前の良さ

や寛容さ、相互 扶助 に優 先するものではなく、自ら利用するためにばかり働きかけを行う者 は、

vusivusiとみなされることとなった。1960年 代のWに よるグメリナヘの印付 けも、vusivusiな行

いとして、当初は嘲笑の対象となったものの、働きかけの重視というnoro概 念のひとつに則っ

たものであり、認められていくこととなった。

相互扶助に参加せずに、利己的な行為を繰り返すWやPが 、家屋の建 築時に無償で相互

利用ネットワークを利用することが村人らから拒まれた事例もあった。ビチェ村内において、働

きかけの重視は、部分的に利己的な優先利用権の主張や行動に結びつくような方向に揺らぐ

一方で、気前の良さや寛容 さ、相互扶助 がより重要なnoro概 念として強調 され、利 己的な活

動に対しては、部分的に無償での相互利用ネットワークから排除するという厳格な対応をとる

ようにもなったのである。

137 ここでい う内部要因 とは、 ビチェ村住民 自体に起因す るもの、 もしくは住 民による村内部で

の諸活動 (他村 者 との婚姻 を含む) が要因 となった ものを指す、外部要因 とは、 ビチ ェ村住民

と関わ りの無かった、も しくはほとん ど関わ りの無かった外部者 (政府やNGOな どを含む) が

要因 となった ものを指す こととす る。

各要因が内部か、も しくは外 部に由来す るものであるかについて、必ず しも明確 に区分 でき

るわけではない。外部者 と強い関わ りを持 った ビチェ村出身者 が、 ビチェ村に影響 を 与え るこ

ともあ り、内部要因 ・外部要因それ ぞれ が複合的に関わ ることもある。

本稿でい う内部 ・外 部の 区分は、その影響 の違い を明 らかにす るために暫定的かつおお まか

に設定 した ものである。
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