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第１部

親族関係のネットワーク

　この研究はフィリピン人親族および家族構造の本質的特徴を扱う。親族とは地

域における関係の総体的な枠組みを表すものである。即ち、｢フィリピン人社会
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の全体図｣である。ほとんどの場合、親族はフィリピン人が困難を伴わないで人々

の関係の計画を立て、協働することを可能にする判断の基礎を提供する。これは、

特に村落レベルでの交流においてそうである。

　この親族の範囲の中には、個人や集団が互いに密接に繋がりあう親族ネット

ワークが出現するもう一つの単位がある。これが家族である。家族関係は、血縁

もしくは血統、姻戚関係もしくは結婚、それに擬似親族 (compadrazgo) の概念に

基づいている。

　家族はフィリピン人の生活にとって基本である。家族は彼らの宇宙の中心であ

る。彼らが他者の中で行い、考え、理想化するものは先ず家族という狭い範囲の

中で学ぶ。その後それらは、より大きな地域社会に存在する他の集団によって豊

かにされ、変容され、無効にされるのである。

　いったん家族関係を通して繋がりができれば、その地域社会の人々は親戚ある

いは擬似親戚になる。彼らはお互いを一族 (kamag-anak) と認める集団を形成す

る。この集団は緩やかに構成されているが、必要時にはこの集団から援助が期待

できるという点で、個人の生活にとって重要である。

　フィリピン人の親族範囲でもうひとつの重要な単位は家庭である。この単位は

核家族と、この家族と共に住む一人あるいは数人の非親戚もしくは遠い親戚で成

り立っている。こうした人々は家族と共に住むために選ばれたお手伝いであった

り作男であったり友人であったりする。

　したがって、このフィリピン人社会構造の民俗学的記述における要点は、最初

に地域社会での生活のより大きな枠組み、つまり親族の構成を扱うことである。

それは社会構造の他の全ての構成要素と結びついている。その後、家族と家庭に

移る。

３　親族の概念

　フィリピン人親族は 20世紀の変わり目から多くの学者によって研究されてき

た。おそらく今後も長く学問的関心を引き続けるであろう。親族は全てのフィリ

ピン人の心に深く横たわっているし、社会構造の重要な部分である。核心といっ

てもよい。親族はフィリピン人の慣習や関係性、価値観、世界観などの形成、構
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造、それに機能を、仮に支配していないとしても影響は与えている。

　しかしながらこうした研究にもかかわらず、フィリピン人がそれをどう考え、

彼らにとってそれが何を意味するのかという親族の意味は、十分には注目されて

こなかった。私たちが親族の意味について持っている知識は、フィリピン人の社

会生活における機能に関する気まぐれで渾然とした、一般的に言及された短い解

説から得られている。

　私たちがこの研究を、フィリピン人が親族をどのように理解しそれが彼らに

とって何を意味するかについての一般的な言説から始めるとすれば、それは有益

なものとなるであろう。この理解と意味がフィリピン人の親族と家族関係に横た

わる構造や機能、感情の理解を可能にするのである。

親族の考え方

　親族に対応する包括的なフィリピン語の用語はない。それぞれの言語グループ

が独自の術語後をもっている。この研究では、タガログ語に基づいた国語の用語 

magkakamag-anak を用いる。

　機能的には、親族は集団の構成員に地位を指定し役を割り当てる。また、地

域社会における生活の有機的構造において人々をさまざまにグループ化す

る。特定の個々人は、集団化され、誕生や結婚、養子縁組、儀式を通した親族 

(magkumpare/kumara) を基にして magkakamag-anak と認められる。

　親族は、このように集団化された個人に道徳的および法的観念を与える。これ

がお互いに権利と義務を行使するための基礎となる。この考え方によって集団の

構成員は大きな摩擦なしに交流ができる。こうして社会関係の規則性･秩序･統一

性･継続性が維持されているのである。

　関係の枠組みとしては、親族はフィリピン社会の他の制度上の組織よりは範囲

が狭い。これは家族的であり自己中心的である。これが与える地位や指定する役

割は血統と婚姻、儀式による関係に限定される。しかしながら関係を構築し行動

を決める上での影響力には並外れたものがある。それは社会全体のシステムにま

で浸透している。

　親族の社会的な特徴は親戚になるという概念に具現化されている。親戚になる
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ということは社会的な状態であり、認知された構造的結合の象徴である。これは

家系のそして婚姻の概念に基礎を置いている。また、親族用語を用いることによ

り親族の範囲に組み入れられる。そしてその用語がその親戚に生物学的および社

会的地位を与える。つまり、親族の範囲に一定の位置を占める個人は親族の中で

生まれるか、予め親族に指定されるかしなければならない。この文脈の下にその

人物は、夫・妻・父親・母親・娘・息子・義父・義母・いとこ等の社会的な個人

になる。したがって、指定された人物は社会集団の中に有する親族の地位に適う

役割を演じるように期待される。その人物の行動は集団内の位置によって特定さ

れた一定の行動規範に左右されることになる。

　言い方を変えれば、親族はフィリピン人社会の認知地図、もしくは個人および

集団行動の青写真、｢ 社会の全体計画 ｣として機能する。それは範囲を設定し、

親子間やきょうだい間、互いをいとこと認める者の間の近親相姦のように、可能

な相互交渉の限界を明示する。このようにすることにより多くの場面や状況での

集団行動を規定する。

　もし個人が現行の親族の規範から逸脱することを選択すれ、その人は集団の他

の構成員によって制裁されるというリスクをとることになる。このような制裁は、

村八分やうわさ話、陰口といった伝統的な方法で表わされる。ところで、もし信

奉されてきた行為の変化が受け入れられるとするなら、こうした行為はその人た

ちが占める親族領域内の地位に特殊な新しい行動規範になるのである。

　当然ながら親族とは観念的なものであるが、フィリピン人はこれを日々の活動

や参加する行事における現実的で絶対的なものと理解する。この現実性は、集団

の構成員がお互いにもっともであるとして従っている態度・要求・意見・支持な

どから認識できる。

　このように親族は、人と人との関係を構築し、親戚を区分けし、法的権利・義

務を確立し、個人および個人間の行動を支配する規範を定める上での基本として

受け入れられている。実際、地方自治体の権限やフィリピン地域共同体における

行動慣行の多くが客観的に表現され、規定され、命令され、体系付けられるのは

親族を通してである。

　しかしながら大きな町や都市では、型どおりの親族構造は少しずつ他の制度的
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装置に取って代わりつつある。だが親族の規範は、多くの決定的な方法で新しい

社会関係の構築に影響を与え続けている。官僚組織でさえもこの影響から除外さ

れない。特に人材の採用においてはそうである。

親族の生物学的基準

　伝統的に、親族という考えは生命の生物学的事実と密接に結びついている。こ

れは誕生という現象によってもたらされる。個人を同じ dugo (血 )を共有する人々

の集団と繋ぐものである。この「血の繋がり」は父母両者から受け継ぎ、この両

者は子どもの誕生へと繋がる精子と卵子を平等にもたらす。したがって子どもは

母親と父親に繋がると考えられるだけではなく、両者の親戚にも繋がると考えら

れる。 Nasa dugo という表現は、この認識された生物学的親族基盤を立証してい

る。

親族の文化的基準

　しかしより詳しく見てみるならば、生命の生物学的事実は文化的慣習から現れ

てくる。誕生という現象は多くの点で文化的な概念である。これは一連の決定の

所産である。初めに二人の個人が結婚することに（社会文化的決定）、あるいは

同棲することに（もう一つの社会文化的決定）同意しなければならない。この二

人は更に子どもを持つか持たないか (他のもう一つの決定 )に同意しなければな

らない。

　こうした同意に至る前に、この二人は愛し合う状態になければならないし、同

居の動機が他のところにあるとすれば擬似愛の状態になければならない。そして

この同意の下に、愛と結婚の概念を成就し、感情や性行動、態度の形態を表わす

文化的象徴それに道徳的規範を完成させるために一定の行為 (性交 )を行なう。

ゆえに性交は talik (求愛 )と呼ばれる。この求愛から子どもが生まれ、家系が形

成される。

　家系は親族を他の観点から見たものである。この観点から見ると、誕生の生物

発生学的事実は象徴的社会構造に絡まる。子どもが両親と呼ぶ個人に生まれるこ

とが全てであるということが生物学にある全てである。親の血を引くという認識
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は親族を認めることである。これが文化である。実際親は、暗示的であれ明示的

であれ、血統が親族の地位を与えられる前にこの状態を受け入れなければならな

い。

　こうした理由により親は子どもの誕生証明書に署名し、子どもを作ったという

事実を認め立証しなければならない。それからその子どもは洗礼を受ける。この

洗礼式の間、教父母は親が子どもの血統を認めるのを見届けるために立ち会う。

一旦これら全てが完了すれば、子どもの名前を父の家族の名前に添付することに

より、子どもの血統が社会的にも法的にも確立されることになる。

　母性の生物学的事実が疑問視されることはない。法廷で問われることもない。

当然ながら、子どもを生んだのがその女性であるという単純な事実には説得力が

ある。一方多くの裁判事例には、父性への疑問が家系の文化的属性を芝居仕立て

にするものがある。子どもは社会の慣習に従って、結果として出生時からの子ど

もか養子か、嫡出子か非嫡出子かに区別される。

　嫡出子か非嫡出子かは生物学とは関係がない。これは、家系の地位・権利・義務・

特権を規定する社会法上の規範である。フィリピン語の表現である nasa dugo (血

の )は出生時からの子どもと養子を区別しようとする文化的隠喩である。

　Nasa dugo の概念は、親族を推定させるためのものとして、人体を使うことに

よって強められる。同じ限定詞は養子の子どもには用いられない。この文脈で見

られる親族の絆、例えば nasa dugo は、強く結びついており簡単に終結すること

はない。養子縁組によって作られた関係は裁判所の決定によって終了され得る。

さらに、家系の感覚は生物学というよりも文化的・社会的基準で表わされるとき

に、より深い感情を呼び起こすことがある。

親族の儀式的基準

　親族関係は、親族の生物学的基準とは別に宗教儀式を通じて非親族に拡大され

る。例えば姻戚関係は、教会でのあるいは民事上の結婚により確立される。家系

における血の結び付きという概念とは異なる、結婚の習慣と宗教儀式が親戚関係

を形作る。

　養子縁組は、伝統的にあるいは法的に非親族が親族集団に組み込まれるもう一
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つの方法である。この伝統的もしくは法によらない形式は ampon （この用語は法

律用語としても採用されているが）と呼ばれる。Ampon のほとんどは近い親戚

の子どもである。

　非親族が親族に拡大される第三の方法は compadrazgo と呼ばれる宗教儀式によ

るものである。結婚・洗礼・堅信礼といった教会儀式における教父／母の慣行を

通して非親族は擬似親族の一員として親族集団に組み込まれる。

親族関係の地位

　親族に基づいた関係には、永続および脆弱という二つの見方がある。結婚によ

り規定された関係は脆弱で簡単に終了する。いくつかの地域では離婚によりこの

関係が終了する。フィリピンでは、離婚は認められず法的にも許されない習慣で

ある。だが、離婚に代わる有効な手段として「婚姻の無効」と夫婦の「法的別離」

が少しずつ認められてきている。すでに「婚姻の無効」と「法的別離」の多くの

事例が新聞紙上で報告されている。しかしこうした多くは、俳優・有力な実業家・

エリートといった有名人の事例である。

　婚姻関係の脆弱性は配偶者を選ぶ自由に由来している。この意味で、相手と死

別したもう一方の配偶者は再婚できる。「無効」も再婚を認めている。「別離」は

再婚を認めていないが、「内縁」により事実上の結婚を維持することができる。

　Compadrazgo の関係も容易に終了され得る。 Compadres （教父母）や教子はお互

いに更なる関係を続けないことを選択できる。この習慣は 
 
sulian ng kandila （儀式

蝋燭を戻す）として知られている。

　法的な養子縁組により確立した関係はこれとは異なり終了するのが困難であ

る。生まれながらの子に似て、法が親族体系に養子を結び付けている。養子には

生まれながらの子が相続するときの分け前の権利がある。

　一方、家系により確立した親族は永続的である。たとえ両親や兄弟姉妹、親戚

が死んだとしてもこの関係は同じである。家系は両親の婚姻の無効や離婚、法的

別離によっても終了されない。同様に、家系の関係には選択の自由はない。子ど

もには誰を親・兄弟姉妹・親戚に持つかという選択肢はない。単に家族に、親族

集団に生まれるのみである。
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まとめ

　要約すれば、親族の概念は生物学的か文化的かの二つの基本的な土台に拠って

いる。誕生という生物学上の事実が家系を構築する一方、文化的習慣（宗教上ま

たは法的）が婚姻や養子縁組、 compadrazgo 関係を構築する。両者ともに、親族

を土台にした社会関係の秩序と継続性を保証しているものは共有された親族の認

識である。家系という概念が親族に生物発生学的性質を与え、婚姻・養子縁組・ 

compadrazgo が複雑な社会文化的特質を与えているのである。

４　親族の体系

　前章では、親族は magkakamag-anak と呼ばれる特別な関係としてフィリピン

人に認識されていると述べた。時には magpipinsan という用語が用いられること

もある。この互いに重なり合い枝分かれした認識されたネットワークは、人物を

同族なのかそうでないのかを特定し、先祖から家系をたどり、関係の範囲と限界

を規定し、非親族との擬似親族関係（例えば、婚姻や compadrazgo）を確立する

ときの評価の基準として役立つ。

親族の体系

　地域のグループ化を定義するときに、血縁・姻戚・ compadrazgo 関係にフィリ

ピン人が力点を置くことに基づいて、フィリピン人親族体系は父母両系制である

と説明され得る。父母両系制は、文字通り、二つの傍系の個人集団がその親族の

結婚によって結び付けられることを意味する（図 1a参照）。子ども（たち）が生

まれると、関係はその子供（たち）が外延の支点となり、姻戚から血族へと移動

する（図 1b参照）。このことは、父方・母方どちらにも何ら構造的な差異が認め

られず、血縁関係が父方および母方の親戚と同等にみなされることを意味してい

る（図 2参照）。単系制社会に見られる氏族や半族、部族的組織はない。個人は

自分自身の意志に基づいて、どちらか一方の親の側の親戚に強い好意を示したり

感覚的結び付きを示したりする。これは、個人的な選択であり、集団の決まりで

はない。

　「父母両系制」という用語の使用には、始めに注釈が必要である。この用語の
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選択は、集団原理の基礎である単系制 (unilineal) ・双系制 (ambilineal) という体系

がフィリピン人親族体系にはないという事実に導かれるものである。同様に、フィ

リピン人の親族にある親子関係・慣習・集団化の特徴が他の体系にはない。例え

ば、一族や半族のような機能的に重要な家系集団は存在しない。南西アメリカの

テスク・インディアンには、冬のあるいは夏の半族に似た季節ごとの指導者を生

み出しているのが見られる。さらに、家系は一人の共通の祖先に由来するのでは

なく、大勢の祖先や有力な親族集団に由来する。

図１a．二組の無関係な家族の結婚を通しての結び付き

図１b．子どもの誕生によって構築された親族
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 タガログ語 日本語 タガログ語 日本語

 APO SA TUHOD 膝の孫 AMA 父

 APO 孫 INA 母

 ANAK 子ども TATA 父（口語）

 ATE  姉 LOLO 祖父

 PINSANG-BUO 完全ないとこ LOLA 祖母

 PINSANG-PANGALAWA 第二のいとこ NINUNO  先祖

 PINSANG-PAVGATLO 第三のいとこ

図２．フィリピン人親族システムの全体構造

　このように「父母両系制」という用語はフィリピン人の親族体系を表すのによ

り適切である。つまり、この用語を用いることにより、姓や他の社会集団の要素

を受け継ぐなど家系の単系性を長々と説明しなくてもよいのである。

　実際、この研究にはフィリピン亜型と呼ぶことのできる、父母両系制の一定の

特徴が記されている。私たちは、好みからではなく、民族誌の報告の精密さにとっ

て必要であるという理由から、文化人類学資料にこの型を加えることを提案する。

フィリピン人親族は、関係・用語両構造において未だに適切に資料に記されてい

ない基本的特徴を有しているのである。

　例えば、自己優先であることは別として、この体系は次の特徴をもっている。（1）

自己を通して結びついている父母両系的に拡大し重なり合う一連の家族単位、（2）
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両親のきょうだい・祖父母・曾祖父母を通して上昇順に遡る。（3）子ども・孫を

通して下降順に垂直に認められる。（4）甥・姪・孫甥・孫姪を通して下降順に並

行的に認識される。（5）（自己の世代の範囲内で）きょうだいといとこは際立っ

て水平的である。きょうだいは誕生の順に従って年長、年少と認識される。いと

こは、いとこの傍系度を決定する上昇世代からの軸になる線によって、互いに数

字的に区別される（図 3参照）。

図３．自己からの次数的距離を示す父母両系的に体系化された親族集団の図

　さらに、フィリピン人親族は古典的なハワイとエスキモーの用語体系を難なく

独自に一体化させてきた。例えば言及においては、自己の（父方母方両方の）二
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組のいとこは、交差いとこであるか平行いとこ＊ 1.であるかに関する差別なしに、

自分のきょうだいに用いるのと同じ用語を用いることが知られている。この体系

は、最初にハワイ人の間に見られたので、文化人類学資料ではハワイ型として知

られている。呼びかけにおいても、この同じいとこは、交差であっても平行であっ

ても、きょうだいに用いられるのと同じ用語で呼ばれる。しかし同時に、親族用

語の後に個人の名を用いることにより彼らは区別される。この用法はエスキモー

型と呼ばれるものに似ている（図 4の西ビサヤの例 [マリトゥボグ ] を参照）。

　この組み合わせのために、フィリピン人親族はエスキモー型にもハワイ型にも

類別することができないし、フィリピン人親族にとって基礎となる一定の原理の

存在を含んでいない。したがって、これを独立した亜型つまりフィリピン亜型と

記すことが重要なのである。

　フィリピン人親族体系を構築しているものには、垂直（階層的）・軸（結節点）・

水平（並行的）の三つの繋がりがある。

垂直の繋がり

　垂直線が家系の基準を作る。理論的には、この線は親族の枠組みの真ん中に見

られる中心構造と認識される。そしてそこから全ての核家族や幹家族が広がる。

この中心から、父方・母方に及ぶ親・祖父母の世代に羽根のように上方に広がる。

同じ中心から、下方に子ども・孫世代の扇状の複雑なネットワークに広がる。こ

のそれぞれの世代が識別された親類の集合体を表わしている（図 2参照）。

　家系が辿られる親戚家族の集団はタガログ語では angkan 、イロカノ語では 

kaputotan と呼ばれる。これは、理論的には親族構造の中心集団と認識される。

　しかし具体的には集団は拡散しており、固定した単位と捉えるのは難しい。こ

れはおそらく、先に述べたように、家系が一人の共通の祖先ではなく多くの祖先

に由来するという事実によるものである。さらに親類の推定は垂直に上方に進み、

両親・祖父母・曾祖父母・曾々祖父母・等々といった直接の親戚に沿って進んで

いくのである。

　親戚を辿ることは階層的に行われるが、これは直線ではなく「ジグザグ」にな

される。家系は基準と過程で示され、その構成員は片方のもしくは両親との関係
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により決定される。親戚の原則としては、血縁と階層が angkan を形作る上で決

定的なものとして認識される。

　血族が時々一つの主要な親戚単位に組織されるという習慣に、家系が関係して

いるという点で、血縁や血（kadugo）による親類は重要である。象徴的に血（dugo）

という語を使用することは、親族関係に付随する強い情緒や感傷を示す。これは、

親族を再現し全体的な関係を認識するためのモデルとして人体を使用することに

よりさらに強められる（図 5参照）。このモデルは体系の有機的な統合を表わし

ている。当該人物の第一の忠誠心は kadugo 集団に置かれ、ここからその人の社

会的独自性や安全、幸福の多くが派生する。

　原則として angkan は理論的には、たとえほとんどの者が互いを知らないとし

ても、血によって関係付けられた者だけである。しかし実際には直接の姻戚者

は angkan に含まれる。だが、その親戚の絆は特殊なものである（西ビサヤでは 

tapic 、タガログでは manugang である）。

　厳密に言えば、個人は（母親と父親の）二つの angkan に属しており、この二

つを自分の世代で一つに統合させるのである。ある個人が結婚するとき、他の 

angkan （これは妻のであるが）が自分の angkan に組み込まれる。この二つはそ

の子どもの世代になって一つの単体に結び付けられる。同様の原理は女性の自己

にも当てはまる。この文脈において、フィリピン人親族構造を理解する上で父母

両系制という基準が重要になる。

　Angkan は更に、親のきょうだい・祖父母のきょうだい･曾祖父母のきょうだい

等といった傍系の親戚に繋がる。このような親や祖父母のきょうだいは、自己の

中間的な親戚である一族の集団を形成する。｢中間的 ｣という語は、自己の一次

的な親族（親・祖父母・配偶者・子どもで構成される）と二次的な親戚 ( 双方の

傍系に由来するいとこで構成される ) の間に位置する親戚集団を意識的に言及し

ている。
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Ａ．ハワイ型

Ｂ．エスキモー型

  タガログ語 日本語
   Manang お姉さん
   Manong お兄さん
   Nang Manang の短縮形
 Nong Manong の短縮形

図４．フィリピン人親族述語の型
Ａはハワイ型の配置を表し、Ｂはエスキモー型を図示する
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 タガログ語  日本語  タガログ語 日本語

 Apo sa Talampakan  足元の孫  Pinsan いとこ
 Apo sa Pamangkin  甥 / 姪の孫 Kapatid きょうだい
 Apo sa Tuhod   膝の孫  Magulan 親
 Apo   孫／老人  Tiyo 伯父
 Pamangkin  甥 / 姪  Tiya 叔母
 Anak  子ども  Lolo/lola 祖父 /祖母

図５．人体を使用した親族モデル
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軸の繋がり

　機能的には、中間的親戚は根幹を成す家族の垂直的 (階層的 )広がり及び水平

的広がりの間に繋がりをもたらす。中間的親戚はこのように、親族構造に軸ある

いは結節線を形作る。親族と同様に、親戚のネットワークにおける関係の基準は

それぞれの世代のきょうだいたちである。これらは自己の親とそのきょうだいや

祖父母とそのきょうだいなどである。軸をなす線は、親族構造の水平的広がりに

おける特定された一族の中で、傍系の親類の相対的配置の性質を理解する上で鍵

を握っている。垂直線におけるように、軸の線も父母両系的構造になっている。

これは図 6に表されている。

図６．軸線に基づいた傍系親族の配置を表す図
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水平の繋がり

　先に述べたように、個人が直系親族の関係を辿り軸となる親族を認識すること

ができるということは、一次いとこ･二次いとこ･三次いとこといったように、そ

の世代の一族の数量的範囲と集団の認識に影響を与える (図 2参照 )。もちろん、

関係を判断するこの能力に影響を及ぼす非構造的な要素は多数存在する。こうし

た要素のいくつかは、原初の親族単位 (もしくは元もとの家族 )からの住まいの

距離や結婚前の配偶者の社会経済的地位、関係の親密さの程度などである。例え

ば、もし夫婦が夫側の村や町に住んでいれば、子どもは母方よりも父方の親戚を

より思い出し知ることになる。この逆も当てはまる。

　構造的には、親族認識の範囲は、直系であれ傍系であれ、一族の中での話者の

位置による。ＡはＢの一次いとこであり、ＣはＢの一次いとこであるが、ＣとＡ

は全く関係がない、ということがあり得る。ＡとＢは一次いとこであるが、必ず

しも同じ軸の、あるいは中間的親戚を共有する必要はないのである。要するに、

きょうだい以外の二人の個人は、たとえ同じ傍系親族を共有していたとしても、

同じ親族集団を持つということはないのである。この分岐が世代の階層毎に起こ

る。これは親の世代に始まり、曾祖父母の世代へと垂直に上昇拡大する。祖父母

の世代では、自己は (それぞれの側二人ずつ )４人の祖父母に関係するが、この

祖父母は互いには全く関係がない。もし関係しているとすれば、そのような関係

は近親相姦規則の範囲を超えていることになる。曾曾祖父母の世代では、自己は

８人の曾曾祖父母と関係がある。前に述べたように、自己の世代における親族と

の関係は、祖父母のきょうだい及び曾祖父母のきょうだいを通して辿られるので

ある。

親族用語

　この段階で、直系 (垂直的 ) ･軸をなす (結節点 ) ･水平的 (傍系 )といった今ま

で述べてきた繋がりは、親族構造における認識された関係の形態的抽象概念であ

ることを強調しておかなければならない。これらは親族用語の一部であり、親族

の結びつきを辿る上で参考になるものである。このような結び付きを通して特定

された多くの人々は互いを知らないかもしれないし、一つの単位として集まるこ
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とがないかもしれない。しかしそれにもかかわらず、彼らは抽象的な会話におい

てさえも親族として認識される。話し言葉において、傍系の親類に言及するとき、

自己はしばしば “mga kamag-anak ko (私の一族 )” と言う。また、親に言及すると

きは “mga magukang ko (私の両親 ) ”、祖父母と祖父母の親類に言及するときは 

“mga lolo’t lola ko (私の祖父母 ) ”と言う。自己は、もし出自を強調したければ “nasa 

angkan ako ni X “ とも言う。

　機能的には、親族の相称的な認識は多数に上る親族間に権利・義務・特権・地

位の平等な配分を理想的にもたらす。個人および集団の期待は特別な種類と範囲

の関係に基づいて作られる。即ち、個人は必要なときに保護や支えといった権利

や特権を親族の中で享受するのである。反対に、相手が援助を必要とするときに

は相手の側に立つ義務がある。これを断ることは重大な社会的攻撃と考えられる。

このような期待感は、いくつかの例外が記録されてはいるが、遠くの親族よりも

近い血縁親族に強い。この原理が全く無視される場合もある。

　事情はどうあれ、二重の親族が行動に要求する影響の一つは集団関係のネット

ワークにおける感情の結びつきの不安定さである。忠誠心も不安定である。父方

と母方の二組の親戚が対立した場合、個人は微妙な立場に立つことになる。もし

母方の親族の側に立てば、父親の親戚の支持を失う。父親の親戚の側に立てば、

母親の親戚の側の忠誠をなくす。もし中立を保てば、両者を失う。最後の頼みの

綱として、その個人が争いの調停者の役割を果たすことも間々ある。この柔軟性

が多くのフィリピン社会での意思決定の背景にある。個人が意思を決定する前に、

対立している親戚のそれぞれの意見を明らかにしなければならない。判断の誤り

は多くのいらいらする喧嘩や仕返しを招き、時に親族集団からの疎外をもたらす

こともある。これが、同じ構造を共有する全ての社会における関係性の支配的な

特徴である。

世代の秩序

　父母両系制とは別に、フィリピン人の親族構造は世代に基づいても構成されて

いる。世代とは、集団の構成員が家系の順序に合わせてお互いをはっきりと区分

する、認識された親族の形態である。
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　直系においては、明確な系譜上の上昇順の親族認識は３代か４代まで溯る。ス

ロッド・イフガオ・ボントックといった文化地域では５代や６代にまで広がって

いる。しかしながら、低地フィリピンでは３代か４代を超えると、その村で重要

な出来事でも起こらない限り、ほとんどの先祖は忘れられるか正しく認められる

ことはない。家系の祖先を辿ることは、共通に用いられている宗教上の財産の使

用や地域で共通に相続している土地・ココナツの樹木・竹藪・農業用水の水源の

利用への優先権の決定といった意思決定において、評価の基準として必要である。

先祖が生きている時代にいかにこれらを割り当て、資源を利用してきたかが、困

難な相続を決定する上での道徳的な評価の基準として用いられるのである。

　個人間のおよび家族間の争い事を治めることがもう一つの点である。ほとん

ど忘れらてしまった先祖との関係を想起することが重要な役割を果たすことにな

る。こうした今は亡き親族は特別な力を持った超自然的な存在に変容してきたと

しばしば信じられている。このことから、先祖がまだ存命の頃に表明された誓約

にそむいた者に害を与えることができる。結果として、その申し立てられた誓約

は親族の規範の一部となっているのである。

　都市部における親族評価の体系は農村部の体系とは一定の差異があることを示

している。例えばマニラ首都圏では、親族は母親と父親、きょうだい、それにも

しきょうだいの家族が同じ敷地に住んでいるならその家族も含む、といった直接

の親類までと判断される。

　さまざまなフィリピンの言語には世代を表す包括的な用語がない。直系親族に

適用された基準用語が、その親族が属する世代に言及するものとして用いられる。

　この型に対する例外がタガログ語とキナライア語話者に見られる。リサール州

バラスでは世代は lipi として知られており、パナイ州マリトゥボグの住民の間で

はそれは limangan である (表 1を参照 )。

　この世代モデルを通して親族系譜が組み立てられ、権利・義務が確立され、相

続の基準が明確化され、親族規範が作られる価値の序列の解釈が規定される。実

際、世代は構造原理だけではなく、社会学上の原理でもある。それは社会的な作

法や個人間の行為、集団の特別な構成員の感情的な結びつきとして機能する。こ

れは尊敬と親密さを伴った行為においてもっともよく体現される。年長の世代の
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人々は年少の世代の者からの尊敬を期待し、時にそれを要求する。これを彼らは

親密さと見なすのである。集団生活におけるもう一つの役割として、社会統制の

管理にとって世代の影響力が大きな力を及ぼすということがある。何が正しく何

が正しくないか、あるいは公正か適正かといった個人を行動に導く考えは、前の

世代から得られた考えや習慣に影響を受けているのである。

年長・年齢推移

　世代の原理に密接に関連しているのが年長の概念である。集団の構成員はしば

しば彼らが年長であるか年少であるかという点でお互いを関係づけている。生物

学的年齢は年長性を規定する重要な尺度であるが、必ずしも社会的な前提条件で

はない。

 世代 イロカノ語 タガログ語 キナライア語 (パナイ島 )

　 ＋ 4 Apo iti dapan Ninuno Apoy
 ＋ 3 Apo iti tumeng Ninuno Laki/bayi
 ＋ 2 Apong(lilo/lola) Lolo/lola Ulang
 ＋ 1 Ama/ina Ama/ina Ginikan　
   (magulang)
 　0 自己 自己 自己
 　1 Anak Anak Anak
 　2 Apo Apo Apo sa lawas
 　3 Apo iti tumeng Apo sa tuhod Apo sa tuhod
 　4 Apo iti dapan Apo sa talampakan Apo sa umang-umang
 　5 Apo iti siko Kaapu-apuhan Apo sa ingay-ingay
 　6 Apo iti pingil Kaapu-apuhan Apo sa ingay-ingay
 

表 1.　イロカノ語、タガログ語、ビサヤ語 ( キナライア語 ) の世代階層

　例えば、若い女性が年長者と結婚したとすれば、彼女は自動的に夫の年齢が下

のきょうだいの、たとえ生物学的に年上であっても年長者になる。反対に、夫は

妻の年上のきょうだいによって、生物学上の年齢に関わらず、彼らよりも年少で

あると考えられる。親族用語の適切な使用が観察され、上位･下位の規則が厳し

く適用される。
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　社会を構成する一部として年齢は、世代や年長であることを理解するだけでな

く、地域における地位授与の構造を理解するうえでも非常に重要である。「地位」

という用語はここでは「名前のついた」社会的立場を指している。それは、ある

個人がその家族・親族集団内あるいはより大きな地域内で果たさなければならな

い役割を特定し、規定する。親族集団と家族の中では、地位授与は家系や姻戚関

係、宗教・法的儀式に基づく。

　親族集団外では地位の根拠は少ない。意思決定に影響を与える個人の能力がそ

の少ない根拠の中で最も高い。正規の教育が、経済的力に取って代わって次に位

置する。しかしながら同時に、物の所有を開陳することは暗黙に名声を暗示して

いると考えられる。この文脈において malaking tao (裕福 ) か mabigat と maliit na 

tao (裕福でない ) か mahina という二分法がなされる。

　文字通りには mabigat は ｢重い ｣を、mahina は ｢弱い ｣を意味する。この用語は、

文化的成句として用いられるとさまざまな意味を持つ。 Mabigat は関係する人物

の経済的･社会的・文化的地位のあらゆるプラスの属性を網羅し、 mahina はこう

した属性がないことを示す。社会成層の点から解釈すると、これらの文化的成句

はある構造上の必要に応じるために用いられる。即ち、地位が、認識された制度

上の基盤に基づいて確立できないところでは文化的な規範がその代わりとして用

いられるのである。

　このように経済的な豊かさが、理論的には社会関係を階層化する基礎として受

け入れられる一方で、実際の慣行ではしばしばこれが用いられないのである。こ

の判断は、個人および集団の目的を達成する方法の選択の順序を、その土地では

何に優先順位を置くかということと密接に結びついている。正規の教育は将来に

おいて給料の高い仕事が持て、その結果としてその地域で地位と影響力を獲得す

る最も確実な道であると見なされている。しかし大部分の場合、この見方は村人

の側の期待としてだけ存在する。なぜなら多くが小学校の６年以上の正規教育を

受けていないからである。

　地位は、金持ちで教育のある人に自動的に授与されるわけではない。その人は

必要な年齢上の条件を備えていなければならない。もし若ければ、その人はアド

バイスを受けたり忠告に従ったりするかもしれないが、このことは地域の人々に
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対して背伸びしてきたということを意味するものではない。その人は実際的な理

由から従うのであり、その忠告が近い将来に問題を解決できるだろうからである。

しかし尊敬と信頼という点から言えば、彼はまだ多くの人にとっては若輩であり

正しい判断をなすよりも多くの間違いを犯すであろう。人物を円熟させるのは年

齢であるから、知識だけではなく智慧も獲得するまで、若さの粗い刃を研ぐこと

になる。実際にこの必要条件が問題なく認められる一方で、その土地の言い伝え

や伝統的な習慣 (marunong) をよく理解している人物だけが高い地位に適うので

ある。そうした人物の中には、民間療法にはふさわしくない事柄でも人々がアド

バイスを求めに来る民間治療師がいる。彼らの言うことは、超自然の力を持って

いると考えられているので重く受け止められ、多くの人はその力を内心恐れてい

る。

親族の術語

　術語学的には、フィリピン人親族は 1つの特殊な類型の下に規定することは

難しい。一方では、それは記述的特徴を示す。言及には、父と母に用いられる用

語は母方のまたは父方のきょうだいには適用されない。他方では、それは類別的

な特徴を表す。呼びかけの言葉としては、親に用いられる親族用語は親のきょう

だいに呼びかけるのにも用いられる。ビサヤ語の用法に見られるように、親族用

語を縮め親のきょうだいの名前にそれを結合させることによる小さな変形が加え

られる。つまり、親の兄弟は tata/tatay 、tatang/tay に個人名が結びつき、姉妹は 

nana/nanay/nay に個人名が付く。

　この類別的原理は祖父母の世代でも見られ直系的であると観察される。祖父母

に適用された用語はそのきょうだいにも適用される。実際には対象者の相対的な

年齢や性別は無視される。全ての親のあるいは祖父母の親族は一つの特殊な用語

で一まとめにされる。この用語は、カナライア話者にとっては kamal-aman であり、

タガログ人にとっては kamagulangan (あるいは angkan) であり、イロカノ人には 

kaapoan あるいは単に apo である。
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交差いとこと平行いとこ

　自己の世代の中においては状況が似ている。交差および平行いとこは術語的に

はきょうだいと同化している。即ち、２組のいとこは、言及にはきょうだいに適

用された同じ用語で呼ばれる。きょうだい用語の短縮とその用語の後に付いたい

とこの個人名の使用に変形が起こる。他方で、交差いとこは、言及には平行いと

こと同等に扱われる。同時に、呼びかけではいとこは親族用語に個人名を付加す

ることにより、きょうだいとは区別される。こうした特徴がおそらくフィリピン

人親族を適用において極めて柔軟にしているのであろう。いとこは更に、１次・

２次・３次のように関係の距離と関連して、自己とそのきょうだいと区分される。

　きょうだいは呼びかけにおいても言及においてもお互いに区別される。それぞ

れの言語集団は独自の用語を持っている。ブラカンのタガログ人にとっては、きょ

うだいの誕生の順序と性別が、使用される用語に影響を与える。一番年上の兄は

言及でも、呼びかけでも kuya と呼ばれる。次の兄は diko 、３番目は sangko である。

もし兄弟が３人以上いたら、初めに言及されたり呼びかけられたりしたその個人

からの誕生の順序に従って用語が再整理される。同様に、１番上の姉は ate 、次

が ditse 、３番目が sance である。３人以上の姉妹がいる場合の再整理も兄弟に

適用されたのと同じである。1番上の子どもの総称は panganay であり、１番下

は bunso である。

数的距離

　自己の世代の中において、自己が自分より上の世代の人々と関係付けられる範

囲に基づいて親戚がグループ化される。この傍系親族のグループ化は通常数字を

用いた用語で表される。親のきょうだいの子ども、つまりいとこは pinsang-buo (タ

ガログ語 )、kasinsin (イロカノ語 )、pakas’a (キナライア語 )である。またいとこは、

祖父母のきょうだいであり、pakarwa (キナライア語 )、pinsang-panggalawa (タ

ガログ語 )、papidua (イロカノ語 )である。この数え方は３次、４次、他の全て

のいとこに適用される。

　親の世代においては、夫と妻の用語は言語集団ごとに異なっている。西ビサ

ヤスのキナライア語とヒリガイノン語話者にとって夫を表す用語は bana であり、
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妻は asawa である。セブアノ人にとっても同じ用語が見られる。タガログ人に

とってはこのような違いは見られない。 Asawa という用語は夫･妻の両方に適用

されるのである。呼びかけでは、tatay/tay/tatang が父親に用いられ、nanay/inay/

nanang が母親に用いられる。

　孫は一般に apo と呼ばれる。ここにおいても１組の apo は、親の世代を参考

の時点として、世代原理に従って他と区別される。タガログでは全ての直接

の孫は apo であり、その子どもは apo sa tuhod 、その子どもの子どもは apo sa 

talampakan 、等々である。これと同じ体系と身体を使った型は他言語集団におい

ても使われている。

　祖父母もまた apo である。上方と下方の世代の同化であり、これが親族体系

の一部として現れている。西ビサヤのキナライア語話者にとって祖父母は ulang 

である。呼びかけでは、親族用語に個人名が付加されて用いられる。時に、itay-

mal-am (父、年取った男 )、 inay-mal-am (母、年取った女 )のように、親族用語に

年齢を表す呼称が付けられる。言語集団の数だけその変形がある。それにもかか

わらず、フィリピン列島全体に通じて行動の底流をなす原理は似ている。親族術

語に付随する親族規範もまた同じである。

姻戚の構造

　血族の結びつきは姻戚結合により強化され拡大される。姻戚者とは、その親族

単位の他の構成員との関係が結婚の儀式によって確立される人物である。農村地

域のほとんどの結婚は住民の大多数がカトリックであることから、ローマン･カ

トリック教会で行われる。アグリパイやプロテスタント、イグレシア・ニ･クリ

スト信者では、結婚式は彼らのそれぞれの教会で行われる。イスラム教徒の結婚

はキリスト教徒のそれとは異なっている。

　法的には、町長の結婚を執り行うことが認められている。しかしほとんどのフィ

リピン人は教会外の結婚は倫理的に正しく拘束力があるとは考えていない。その

結合は罪深いと見られ、多くはそれが家族全体にとって生涯に亘る回復できない

不運を生み出すものと信じている。教会の承認を受けないで夫婦として生活して

いるカップルはしばしば、残りの人生に災難に遭わないように過ちを正すよう親



親族関係のネットワーク

－ 146 －

親族関係のネットワーク

－ 147 －

戚から圧力を受ける。しかしどんな社会にも常に起こるように、この信仰にもか

かわらず内縁の夫婦として同棲しているものもある。

　構造的には、姻戚関係は血縁関係に似ている。義理の親ときょうだいは自分自

身の親ときょうだいとそれぞれ同等である。西ビサヤでは *2.、結婚によって確立

した親族の用語は tipak (｢ 付属の ｣を意味する )と呼ばれ、リサール州サントラ

ンでは *3. higamit (｢ 恩義を受けている ｣の意味 )であり、イロコスではその用語

はその対象によっている。姻戚親族の用語は表 2で比較されている。

 日本語 イロカノ語 タガログ語 キナライア語

 義理の親 Katugangan Biyenan Ugangan

 義理の子 Manugang Manugang Manugang

 義理の兄弟 Kayong Bayaw Bayaw

 義理の姉妹 Ipag Hipag Hipag

 きょうだいの配偶者 Abirat Bilas Biras

 義理の養親 Abalayan Balae Balay-e

表 2.　各姻族術語を表わす民族語

　自己の世代内では、姻戚用語が対象者の性別によっていることに注意しなけれ

ばならない。義理の兄弟は bayaw であり、義理の姉妹は hipag である。自己は義

理の母を自身の母に対して用いる親族用語で呼ぶ。同じように、自身の父に適用

する親族用語で義理の父に呼びかける。これと対等に義理の親は自身の子に用い

る用語で自己を呼ぶ。きょうだいの術語も同じ型に従う。配偶者の誕生の順番は

用法に大きく影響を与える。もし配偶者がきょうだいの中で最も若ければ、自己

は配偶者のきょうだいに対して、年上のきょうだいにとって適当な親族用語で呼

びかけるのである。この反対も事実である。

　姻族は家族の人員と見なされる。理想的には、妻は夫の希望に従うものと期待

される。この規範にも変形はある。例えば、収入の大半が妻の稼ぎからもたらさ

れれば、夫は妻の希望に多く譲る傾向がある。妻は家庭では自分の流儀で行うこ

とができる。しかしこれは日常に限ってのことである。もし決定すべきことが家

族全体の福利に影響するならば、その決定が期待されるのは男性である。時にこ

の決定は妻との協議の上でなされる。人口統計の型の変化に応じて、都市部では



親族関係のネットワーク

－ 148 －

親族関係のネットワーク

－ 149 －

この型に変化が現れつつある。

　農民の間では畑の仕事は夫婦両方によって行われる。先に指摘したように、夫

婦はあらゆる行為においてパートナーとして働くのである。漁師の間では男が漁

をし、女が捕獲物を売る。商売では、夫が社長であり、妻は副社長か経理部長で

ある。言葉を代えて言えば、ある分野では労働の分化があり、多くの他分野では

集中がある。夫は食料と他の家族にとって必要なものを生み出す責任があり、妻

は食事の支度とその他の家事をする。男女平等が規則であり、たとえ民事法のい

くつかの条文が別のように規定していても、夫と妻は権威を共有する。

　姻族はあたかも血族のように扱われる。相違は定義の問題である。実際、何人

かの情報提供者は姻族のほうを実の血族よりもいい関係であると考えている。義

理の親は実の親と同等であり、同様の権威と尊敬を与えている。配偶者のきょう

だいも同様に実のきょうだいのように考えられており、同じ権利・義務・特権・

タブー（近親相姦のような）が観察される。

儀式による親族

　地域における社会的相互活動のためにより大きな枠組みを提供する補強的な親

類関係が儀式による親族である。これには２つの型がある。一つが養子縁組によ

るものであり、もう一つが compadrazgo によるものである。前者は法律に基づく

ものか慣習に基づくものであり、後者は結婚や洗礼、堅信礼での教父 /母になる

ことを通じることによるものである。

　しかしながら、buhos ng tubig と呼ばれる伝統的な洗礼の形式がある。この儀

式は教父 /母を必要としない。関係する当事者はお互いを compadre とか comadre 

と呼ぶことはない。これはラグナ州 (南タガログ地方 )で行われている。

　Buhos ng tubig の目的は、万が一何かが子どもに起こっても、その子どもが異

教徒のままで死なないことを確実にするためである。もし子どもが生まれなが

ら病気がちであったならばことは特に緊急を有する。この儀式は親と親族集団の

構成員を宗教上の責任から解放する。この文脈において、親の怠慢は神の法の許

されざる罪の一つである。したがってその罪人と親族は永遠に地獄に落ちる罪を

もって罰せられる。この罰が下される前に、生きている者はあらゆる種類の災難



親族関係のネットワーク

－ 148 －

親族関係のネットワーク

－ 149 －

を被ることになるのである。

　更に洗礼を受けない子どもの魂は、たとえ死んでも天国に行くことは許され

ない。その子どもは能天使 (heavenly powers) により tiyanak (残忍な悪霊 )に姿を

変えられ、その地域に送られ罪を犯した親戚を悩ますのである。たとえ教会が 

buhos ng tubig を認めなくとも、こうした理由で人々はこれを行うのである。

Compadre/comadre 関係

　教会の儀式において教父母は、教子により ninong (教父 )、 ninang (教母 )と呼

ばれる。そして教子は彼らによって inaanak と呼ばれる。伝統的に教父母は教子

に対して第二の親の役割を果たす責任がある。年取った情報提供者によれば、こ

れが実際にはこの習慣に横たわる元々の考えであった。今日では他の多くの要素

が含まれている。ともかく、教父母は教子のしつけと教育を助け、必要なときに

は援助することが期待されている。代わりに、子どもは教父母が援助を必要とし

たときには助けることが期待されている。子どもはあたかも教父母が実の親であ

るかのように尊敬し従わなければならない。これは、 compadre 関係の絆が教父母

と子どもの親との間で実際の親族のように規定されているという想定に基づいて

いる。この特別な関係は両 compadres のきょうだいにも拡大される (図 7参照 )。

 

図７．Compadre（教父）システムの内部構造

タガログ語 日本語
Ninang 教母
Ninong 教父
Inaanak 教子
Kinakapatid 教きょうだい
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　Compadres の選択が、より高い社会的・経済的・政治的地位に基づいている一

方で、農村部の compadres の大多数は友人、隣人、親族を基にして選ばれる。こ

の選択は主に経済的、個人的な理由からなされる。情報提供者は、「compadre が

いとこであったり、更に理想的にはきょうだいであったりすれば、手の込んだ金

のかかる祝宴をしなくてもよい。また、困ったときに援助を求めるのが親族であ

れば恥ずかしく (mahihiya) 感じなくてもよい。病気の時や手が離せないほど忙し

い時に、親族であれば子どもを一人ぼっちにはしないであろう。もし他の人であ

れば、これは確実ではない。これが、洗礼や堅信礼、結婚のとき親族を教父母と

して立てたいと思う理由である」と語る。

　社会的単位としては compadrazgo は構造的に決まった形ではない。理論上は契

約者間の相互の義務に基づいて確立される。即ち、この組み合わせを主導するも

のは儀式による親族になることを明確に正式に同意しているが、実際の状況にお

ける関係の結びつきはそれぞれの側がお互いの協力に関心があるかどうかに因っ

ている。この結合の確立によって明瞭な法的な権限が生まれることはないのであ

る。

義務と責任

　儀式で作られるものは、重大な局面で援助するという道徳的な責任である。こ

の責任はこの関係に関わった人々の期待である。責任に付随する権利は実際の親

族のように構造的な義務を強制するものではない。実際の親族においては、同意

した一方 (結婚のように )や感情的関係 (親子関係のように )では、世間的にで

あれ法律上であれ契約を全うするためにこれが要求される。

　具体的に言えば、たとえ compadres が儀式では親や配偶者が求められるように

行うことを誓約したとして、教子へ援助することを断ったとしても告訴されたり

法的に強制されたりすることはない。複雑ではあるが緩やかな関係は構造の絶え

ざる変化を通してのみ維持され得る。Compadrazgo によって作られた責任が選択

的に実行されるのはこの理由による。ある者はこの関係を経済的な理由や社会的

進出に利用する。他の者はこれを避ける。それは、いったんこの関係が始まって

しまうと、物やサービスの相互の交換が複雑になり、重荷になるからである。



親族関係のネットワーク

－ 150 －

親族関係のネットワーク

－ 151 －

　社会生活における compadre 関係の重要性に変化が現れつつある。 Compadres 

の対立は一般的なことである。実際、公式に 500人以上の compdres を持つある

政治家が選挙で落選した。敗北後この政治家はどの compadre をも家に迎え入れ

ることを拒否した。実の親と教父母の間の、それにある所では教父母と教子間の

性的関係の事例が報告されている。*4.これらは世論によって非難されるが規制す

る方法はない。様々な点で compadrazgo は習慣として維持されているのであり、

特に都市部では、かつては社会構造内部での統一力として果たしていた制度上の

機能の多くを失ってきた。

まとめ

　ここまでフィリピン人親族の構造を描出してきた。個人は、単系の親族システ

ムに見られるように一方が他方に優先することがない２組の親戚に関係している

ことを指摘した。この構造の型は文献では父母両系制システムとして知られてい

る。氏族や半族、あるいは他の特別な集団構成といったものはない。集団の結束

は血 (kadugo) と結婚 (pag-iisang-dibdib) の概念に基づいている。子どもが生まれ

ると、その子どもが結合の単位となり、親族の結束は更に強くなる。

　フィリピン人の親族システムには他の父母両系構造には見られない微妙な差異

があるので、父母両系制のフィリピン亜型と名付ける。

５　親戚の環

　ここまではフィリピン人親族の全体的な構造を議論しその地域固有の行動を形

作る役割を述べてきた。この章ではこのシステムのより限られた構造上の特徴、

つまり親戚の環を考察する。この親族構成員の集合体は、正式には集団として

組織されてはいないが、個人が生まれるや否やその個人を取り囲み、その個人は

集団の構成員を知ることになる。こうした人々は一般的にはその個人の直接の隣

人 kapitgahay を形成する。実際上 magkakapitbahay は社会的・宗教的祝祭と同様、

特に危機的な局面や経済上の必要時にはしばしば会合する。この親戚の集合体は

初めに家庭で学んだものを、地域に相応しい行動形態や習慣に導いていく上で、

家族に次いで大きな影響力を持っている。フィリピン人の地域生活における社会
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的な関係の他の特徴を説明する上で、この親族の環の構造と機能の描写は不可欠

である。

近い親戚と遠い親戚

　実際的な、あるいは潜在的に実際的な親戚の環は集合的に広く magkakamag-

anak として知られている。時々 kaparientihan （スペイン語の pariente に由来する）

という用語も用いられる。しかし、地域によってはさまざまな用語この語に当て

はまる。例えば kamag-anakan （タガログ語）、kadugo (カナライア語 )、kabagian 

（イロカノ語）などである。この親族集団は更に近い (malapit) 親戚と遠い (malayo) 

親戚に分けられる。フィリピンの言語学的範疇は厳密な用語を欠いているため、

ここではこの特別な（例えば、潜在的に有益な）親族の集合体を kamag-anak 、

つまり個人的な親類と、多くは自己にとって直接には知られていない、それより

も大きな親戚の環として述べる。

　この文脈において、必要な時に全ての知っている親戚が集団行動に参加するわ

けではないことは指摘しておく必要がある。ある者は実際に助けに来るし、他の

ある者は同情を示すが、多くは何ら関心を示さない。親類の構成は不定なのであ

る。これは永続的な集合的特性や持続する共通目標、絶対的なリーダーシップを

有しているわけではない。直接であり知っている親族のこの緩やかな組織はフィ

リピン人の親族自体の性質という点で理解され得る。先に指摘したように、フィ

リピン人親族はその性質において自己中心的である。個人は常に重なり合う親族

の環の中心に自分自身を置く。こうしたそれぞれの環は、今度は集団の中で権利

と責任を実行するための特別な規範で、自己中心的な組織を強調する。この重な

り合う親族関係のために、統一した集団としての認識はなかなか発展しないし、

全体としての組織的リーダーシップは、組織の維持にとって必要である制度的な

基盤を持ち得ないのである。

　個人的な親族、つまり kamag-anak に目を転じれば、この親族システムの特徴

はよりはっきりとする。この親戚の範疇は、よく知っており協力的な親族で構成

されている。この親族は、自己とそのきょうだいが結びついている父側と母側か

らの人々である。彼らは自己とそのきょうだいに関しては同格の地位に立ち、構
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造的に分離することはない。自己とそのきょうだい以外のこの親戚の構成員はお

互いに関係しあう必要はない。

　Kamag-ank あるいは個人的な親族は静的な集団ではない。構成員は継続する流

れである。新しい構成員が生まれるし、死によって除去される者もいる。ある

者は村・町・市から出て行く。誤解から姿を消す者もいるし、結婚によってより

近くなる者もいる。一言で言えば、フィリピン人親族はライフサイクルに固有の

拡張と収縮の循環を経る。この循環を通して個々の家族や家庭はその生活様式に

入っていくのである。彼らが集団として構成されている間にこうした親しい親戚

あるいは kamag-anak は自己を取り巻き、同一の権利と義務、類似した利害関係、

それに共通の目標を共有しながら、真の心理的強さの源を自己に与えるのである。

個人的親族の幅と深さ

　今まで述べてきたように、フィリピン人親族はもともと父母両系の原理に基づ

いて組織されている。それぞれの傍系親族集団は自己に基づいたものであり、ど

んな集団的な特徴も持たない。集団性の装いを持った唯一の単位は核家族である。

この単位以外では、親族関係の構造的な定義は幾分ぼんやりしたものとなる。そ

こには織り合い重なり合い枝分かれした結びつきの複雑なネットワークがある。

この結びつきが個人と集団を繋ぎ合わせている。個人はその両親が想起すること

ができ得る数の親戚を持つ。二組の親戚はお互いに関係しているかもしれないし、

していないかもしれない。多くの農村部では、その地域のサイズとして前者の状

態を好む傾向にある。つまり、大多数の人が一つの親族結合、あるいはもう一つ

の結合でお互いに関係付けられている。更に、きわめて多くのいとこ同士の結婚

が行なわれている。これらは押し出される危険域にいる親戚を kamag-anak の環

に連れ戻し、結果として親族集団の拡大に繋がる。

　重なり合う親族のため、きょうだいを除けばどんな個人も同じ数と組の親族を

持つことはない。それぞれの個人は一連の重なり合う親戚の環の中心にいる。ど

の個人が評価の基準になっているかによって、その親戚は他者との関係において

異なった親族の立場を得る。つまり、Ａに対する１次いとこはＢに対する３次い

とこでありうるし、ＢとＡは２次いとこ同士であり得る、等である (図 2参照）。
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　個人的親族の幅と深さを決定するいくつかの要素がある。これらは誕生・年齢・

住居・移動の程度・死などである。例えば、パナイ州のマリトゥボグで田舎の農

夫が ｢どうやってＸの親戚になったのか ｣と尋ねられたとすれば、彼は通常次の

ように答える。「ほら、俺はＸの　　　であるＹの子どもだよ」(彼は親族関係

を述べる )。一言で言えば、農夫は親戚関係の社会的と同様に生物学的基盤を知っ

ているのである。これは同時に個人的親族の想起と範囲に影響を与える誕生に付

随するものである。なぜなら、ほとんどの親族の地位が占められ決定されるのは

誕生を通してだからである。

　誕生を通して得られる親族に加えて結婚を通して得られる親戚がいる。ほとん

どの場合この集団は擬似親族と考えられ、しばしば近い親族と認められる人々の

集合体に含まれる。実際多くの地域社会で血縁の親族に用いられる用語が姻戚に

も用いられる。範囲があいまいで決定しにくい時には、リサール州サントランの

農夫のように *5. pinsang hawa (姻戚関係を通したいとこ )という語句が用いられ

る。実際、pinsang hawa は自己にではなく自己の姻戚親族のいとこに関係してい

る。実際の行為に関して言えば、何人かの pinsang hawa は「 pinsang tunay (実の

親族 )よりもいい」と、ある情報提供者は語った。

　個人的親族の構造的幅を測るには年齢も重要な要素である。先に述べたように、

親族の大きさは個人が異なった年齢の段階を得るにつれて拡大したり減少したり

する。これは回想によって試される。もちろん自己によって個人的な親族と考え

られた個人の数を測るための基準としての回想の有効性は、空間的移動性、住居、

個性などの他の要素に左右される。こうした全ての要素を考慮に入れると、直系

のそして傍系の、上昇するまた下降する両方の世代から回想されたり認識された

りする親戚の数の増減の割合は、年齢と個人の集団参加に幾何学的に比例する。

　カピス州マリトゥボグとリサール州パシグでの子どもたち (７歳から 10歳の

年齢の幅 )は＊ 6.、第二上昇世代の直接の祖父母、大叔父、大叔母と第一上昇世代

の両親のきょうだい、それに自分の世代の１次いとこだけを回想することができ

る。下降世代からは誰も親族とは見なされないが、これは明らかに生物学的な年

齢によるものである。

　10歳から 15歳までの段階の個人は、自分の世代の１次および２次いとこ、親



親族関係のネットワーク

－ 154 －

親族関係のネットワーク

－ 155 －

のきょうだいとその１次いとこ、それに祖父母とそのきょうだいと親族認識を増

加させる。これは一つには個人の社会領域の拡大に因っている。大多数の若者、

特に 14歳から 15歳の若者は死者のための徹夜やフローレス・デ・マヨ、社交ダ

ンス、スポーツ、お祭りといった地域における社会宗教活動に参加し始める。ほ

とんどの彼らは村の他の人々と交わる。時にこうした出会いが親族関係を確かめ

ることを求めるのである。

　15歳から 30歳のほとんどの成人したフィリピン人は経済的、宗教的、社会的

な全地域的活動に参加する。この年齢までに彼らの大多数は結婚しており、子ど

もがいる。２人以上の個人を必要とする活動に従事するときの援助の必要性が親

族認識の拡張をもたらす。ほとんどの情報提供者は実際的な親族の範疇に３次、

時には４次いとこを含めた。この範疇は同時に親と祖父母の親族の回想をも拡大

させた。上昇世代の構造へと拡大した認識の幅は自分自身の世代の実際的な親族

の認識の幅を決定することを心に留めておかなければならない。

　子どもの出現は個人の親族集団に一つの下降世代を付加する。この研究時 *7.

の農村部での、17歳から 22歳に行なわれた結婚では、その人物は 40歳か 50歳

になるまで自分の個人的な親族に下降世代を加えることはできない。この年齢に

なって初めて子どもが結婚するのである。また、この年齢までに上昇世代の親族

は消え始める。祖父母やそのきょうだいは徐々に亡くなっていく。死は、個人的

な親族の構造的な幅にとって重大な意味を持つもう一つの重要な要素であると考

えられる。

　住居は、個人的親族の構造的な深さと幅の理解に大きく貢献するもう一つの要

素である。村を出て行った情報提供者のほとんどは、残っている人ほど多くの重

要な親戚を回想することができなかった。多くの地域社会が sitio や puroks に分

かれていることは個人的な親族の有効性を形づくる上で、住居の重要性に更に重

みを増す。直接の親族を構成しているのは誰かと問われて、ほとんどの情報提供

者はたとえ構造上の関係が他の sitio や purok に住んでいる人より幾分離れてい

ても、同じ sitio に住んでいる人を最初に挙げた。

　多くのフィリピン農村部地域社会における住居の決まりは新居住である。実地

調査者たちによって指摘されたように、初期の妻方居住制は結婚後の一時期に観
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察される。初期の妻方居住制とは、一定期間、通常一年間妻の家族とともにある

いはその家族の近くに住むことを意味する。義理の親はこの習慣を単に、生活を

始める上で子どもが重要であることに責任を持つためと見ている。ある情報提供

者は「彼らは私たちの経験を必要としている。なぜなら、彼らが独立するのはこ

れが初めてだからだ」と言った。ある母親は「女性にとっては最初の一年が決定

的だ。彼女が赤ん坊を持つのはこれが初めてで、助言や、注意、これに関しての

母親の適当な指導が必要だ。だから、私たち女性は、夫婦が経験を積み自分たち

と子どもの世話が十分にできるようになるまで、娘は私たちと一緒に住むことを

強く勧めるのだ」と意見を述べた。妻の親と一年間住んだ後に新しい家族は彼ら

が望む所へ移る選択肢を持つのである。

　重要な親戚の環の構造にとって住居の意味するものは強調されすぎることはな

い。その人物は近くに住んで自己とその家族と頻繁にかかわり続けて初めて近い

親戚と考えられるのである。もちろん他の場所や村の外に住んでいる親族との関

係もある程度認められる。しかし距離のために、近くに住んでいる親戚は遠くに

住んでいる親戚よりも身近であると考えられている。一つには、互いに近くに住

んでいる親戚は実際にさまざまな仕事を協力し合う人々である。このようにその

人を個人的な親族の一員であると見なすことで、農村部の農民は通常自分にとっ

てその親族が重要な人々であると指摘するのである。

　個人的な親族の幅と深さを明示するときに住居を補強するものは空間的な移動

である。つまり、個人が村の中あるいは外に身を置くその置き方が親族との情緒

的な結びつきの性質に影響を与える。マニラ首都圏のプロジェクト２やパナイ州

ツブランの多くの家族は一度か二度村から出てその後戻ってきている。男はしば

しば農業の周期に従って、ネグロス州の sacadas の事例のように、他所に季節労

働のため出かける。この季節的な移動から２つの社会学的事象が発生する。一つ

は回想される個人的な親族の拡大であり、もう一つは縮小である。

　自分自身の村の外部にある大農場で働くには、安全確保のため親戚や同じ村の

仲間を必要とする。もし一人であるならば、ほとんどの農民は季節労働を求めて

遠く離れたところに出かけることはめったにない。*8.通常は、既に一人か二人の

親族がいるか以前に働いていたところへ行く。ここで個人は新しく見出した親戚
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との結びつきを辿ったり新たにしたり、既にある結びつきを強めたりする。この

ように、季節労働集団に参加する頻度が個人的な親族の構造に影響を与える。

　一方、離れた場所で働くと地元での個人的な親族との接触が減る。したがって

頻繁に村を出ると、元々の住居のある村に住んでいる親戚との親族上の義務の専

心を減らすことになる。したがってこの過程で、感情を起こす親族の認識は、種

まきや刈り入れ時に他地域に季節的に出かける移民労働に同伴する者へと減って

いく傾向がある。

個人的親族の機能

　ここまでは個人的親族の構造を見てきた。次にその機能を見ることにする。既

に述べてきたことであるが、親戚間の最も重要な繋がりはその関係に付随した権

利・義務である。全ての親戚は集団活動においてお互いが助け合うことが、また

必要なときには運に恵まれない者に援助することが期待されている。これは危機

的な局面でははっきりと表わされる。これをもたらす状況はしばしば、社会的・

経済的・政治的、それに個人の人生の通過儀礼に纏わる宗教的行事に結びついて

いる。

　例えば子どもの誕生のとき、実際的な親族は援助しにやって来る。時には夫か

妻のどちらかにによって援助が嘆願される。通常これに応えるのは妻の個人的親

族である。情報提供者が答えた理由は「命が危険に曝されているのは我々の親族

だ」というものである。この発言は、ある種の忠誠心の区別が傍系か直系かに基

づいていることを意味している。いくつかの例では、妻の個人的親族は結婚を通

ずる以外では夫の親族とは関係がない。言葉を変えていえば、双方の親族は離れ

た関係にある。集団の忠誠心の焦点がその集団の構成員にあることを表わしてい

る。同様の評価の概念構造は夫の個人的親族に関しても当てはまる。

　必要度が非常に大きい場合は、先ず夫が自分の親戚に助けを求める。情報提供

者によって与えられた理由は、「要求が断られてもあまり面子を失わない。結局

のところ彼らは親族なのだから」というものであった。しかし関係のない人々に

よって拒否されることは、農民にとって我慢できると思われる以上の hiya （面子

を失うこと）をもたらす。このようにほとんどの姻族は親族集団の夫や妻たちと
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の関係において特に注意深い。したがって、妻は常に出産時には自分の母親か姉

妹を呼んで助けてもらうのである。こうした観察は、姻戚関係は必要時には頼り

にならなうことを示しているように思える。しかしながら、他の実際の行動にお

いては姻戚も援助を求められることから、これは事実ではない。多くの場合、姻

族は拒否することが全体の個人的親族の名声や名誉、プライドに影響するようで

あれば、姻戚者からの求めを拒むことはめったにない。

　出産時に助けに来る人は通常母親のために食料品や野菜、燃料、医薬品を持っ

てくる。ある者は助産婦が必要とするものを準備し、ある者は料理をし、水を汲

み、燃料を集め、子どもの世話をする。出産後は母親と子どもを訪ねて多くの親

戚が来る。現代の教会での洗礼や病気のときの伝統的な先祖の霊への供犠には、

個人的親族の援助が大いに頼りにされ、それが呼び起こされ実践される。子ども

の誕生とともに父方母方両方の親族が統合され、両者は新生児の個人的親族とな

る。彼らは通常洗礼や儀式に続く祝宴に寄付をする。

　結婚が、実際的な親族集団が動員されるもう一つの場合である。ほとんどの農

民の平均的収入は最低限必要なレベルを超えない。しかしながら、フィリピン社

会の批評家の多くは結婚式のときに費用が (時にそれは数千ペソにも上る )実際

に簡単明瞭に支払われることに驚く。パナイ州中部のマリトゥボグで認めた事例

はこの例示となる。我々が調査していたときに結婚したカリオは９人家族の３番

目の息子である。彼は、いつも畑を耕していたカラバオ (水牛 )を所有していな

かった。両親も同様に貧しかった。カリオは３親等の伯父の土地を借りていた。

ある刈り入れの時期にカリオはいとこの娘、マリットに恋をした。カリオとマリッ

トは４親等のいとこ同士であり、少なくともマリトゥボグではこの関係は十分離

れていた。これは近親相姦とは考えられなかった。

　カリオがマリットとの婚約を両親に求めてもらった時から彼らが結婚するとき

(1968年 )までの全ての費用を計算すると 1058ペソに上った。年収 300ペソ以下

であるカリオの収入に換算して恐るべき額にもかかわらず、地域の水準から見て

仰々しく結婚することができた。彼の個人的親族が来て、全員がこの祝宴に現金

その他の寄付をしたのである。個人的親族が重要な行事に実質的に応えるべく動

員されるのはこの事例のような状況においてである。
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　葬儀も個人の人生におけるもう一つの重要な出来事であり、通常全ての親族が

集団行動に動員される。1968年にマリキナのサントランの住人ベレンが死んだ

とき、遺族に弔意を表わすために彼女の夫の親族はほとんど来た。近隣の集落に

住む彼女自身の親族も集まり、葬式や他の費用に対して寄付をした。1975年に

ラグナ州バイのエフレンの妻が死んだときにも同じことが起きた。直ちに親戚が

助けに来て、この出来事で背負い込んだ費用の負担を承知した。ヘルミニオ (イ

ロコス・ノルテ州ビンタールの在 )の妻が事故に遭い死んだとき、本人と家族の

衝撃と費用を緩和すべく全ての親族を動員したのも個人的親族である。

　もちろん必要なときに個人的親族が助けたり援助したりしに来ない場合もあ

る。これは通例というよりも例外である。

まとめ

　親族の認知は、その隔たりに関わらず基本的な社会活動や価値判断、道徳的判

断を形作る。見知らぬ者同士でさえ、お互いが関係していることや彼らが共通の

親戚であることを知るとすぐに親しくなる。親族関係はこうした規範が基礎を成

しているが、その人は現存する関係を明確にしたり潜在的な関係を活性化したり

する広範な選択肢を持ち続ける。その人は維持したいと望む人を重要視し、望ま

ない人を軽く扱うことができる。フィリピン人の社会構造を理解するための基本

となるのがこのフィリピン人親族の選択的性質である。

　親族の経済的機能は、フィエスタ (祝宴 )を催す、家を建てる、灌漑用水路を

掘る、結婚する、他のこれと似た地域の仕事など、集団行動を要求する活動にはっ

きり見られる。親族は、親戚の人が与えられた役割を成し遂げたり必要性を満た

したりするのを助けるために、現金やサービス、他の形の援助を提供する核にな

る集団を形成する。政治においては、非親族へのより強い恩義を除けば、親族の

メンバーは候補者が計算できる支持者の重要な一群を代表する。時に、集団の古

老の一言は多くの農村部では候補者の勝ち負けを決めるのに十分である。地域の

指導者の適否はしばしばその指導者が親族集団の支持を動員する能力に見られる

のである。
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６　家族と家庭

　ここまでは個人を取り巻く親戚の環といかにその人々が互いに交流しあうかを

述べてきた。この章では、家族と家庭という狭い領域内での関係のネットワーク

を議論する。これら２つの単位を表す固有の包括的用語はない。家族に最も近い

用語は mag-anak (タガログ語 )と pamilya (スペイン語の familia からの由来 )で

あり、家庭は magkakasambahay (一つの家の中 )である。この単位は親しい親戚

と友人、家政婦で成り立っている。この人々は個人を取り巻く狭い人の環を形作

り、その個人の行動に影響を与える。

家族

　フィリピン人は家族を親族システムの基本的な要素であると認識している。家

族は不変の核である。フィリピン人の社会・政治・経済制度の他の局面において

は多く変化が起こるが、家族は不変でありつづけている。植民地時代から現在ま

でのあらゆる種類の変化を生き延びてきた。

　機能的には、家族は実際上あらゆる集団活動が生まれる社会における唯一の ｢

集合体 ｣であり、その活動は先ず家族において統合される。つまり、あらゆる個

人的な考えは家族の利害関係の次に来る。特に利益が脅かされているような場合

はそうである。家族だけがその人員に影響力を持って、不動産 (土地や家など )

を所有する単位である。個人がフィリピン社会の基本的な規範や価値への態度を

身につけ、それを受け入れ続けるのは家族の中においてである。他の社会制度が

個人の標準的な行動をとるのを助けてくれるのは事実である。しかし、フィリピ

ン人が自身の社会性のほとんどを獲得するのは家族の中においてである。という

のは、社会の他の所では得られない個人的な保護を提供してくれるのが家族だか

らである。

　フィリピン人の家族は父親と母親、父母に生まれた未婚の子どもか養子で成り

立っているのが基本的な構成である。入手可能なフィリピンに関するデータから

は、家族の定義が「共通の住居、経済的協力、生殖によって特徴付けられる社会

集団」では十分ではないという証拠が見出される。一般的に mag-anak に当ては

まる家族のフィリピン人の概念は、未婚である限りどこか他の所に住む者も含む。
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　家族の基本的な構成つまり核家族においては、夫婦・親子・姻族関係以外の全

ての親族は除外される。しかし、拡大家族においてはこの人々は含まれる。こう

した親戚は当該家族とともに生活したり、その家族の敷地やアパートの「隣」を

借用したりする。親族の父母両系制の範囲の認識には、もし家族とともに住んで

いる者が失業していたり若すぎたりする場合はこうした親族を経済的に助けると

いう道徳的な責任も含まれている。

　現代の行動を理解するうえで家族の重要性は強調してもしすぎることはない。

実際、全体としてのフィリピン社会の構造は、地域におけるあらゆる社会活動が

家族に中心をおいているという点で、この上なく「家族的」と説明し得る。近隣

の範囲では、重要なことを決定するのは一人ひとりではなく家族全体である。家

族を構成する個々人は、先ずは家族の利害関係に焦点を当てる。家族の一員が道

徳性を含んだ罪を犯すと karangalan 即ち家族の名誉も危機に瀕する。

　個人の利害に家族の利害が優先するということは通常理解されるよりも遥かに

重要である。公的な職場でも私的な職場でも、情実が高い割合で認められること

が観察されてきた。家族の忠誠心と援助が広く重要視されていることを考えれば、

なぜ政府の高官や私企業の長が資格の有無にかかわらず、第一に親戚を雇うのか

理解されよう。通常この習慣の重要性を示すのが家族の結束のという発想である。

いい地位にいる親戚がもしその親戚に何もしてやれなければ、親族集団の前で自

分の家族に恥ずかしい思いをさせることになるのである。*9.

　更に、利害が一個人を越えた堅個な単位としての家族は、家族一人ひとりの衝

撃を吸収もしてくれる。辱めを受けた娘は、通常は直接の親族から援助を受け、

結婚外で生まれた子供は、家族を構成する一部として受け入れられる。このよう

にこうした人々が社会的適応を得ることは他の国々よりも難しくない。過去のあ

る時期を監獄で過ごした男が出獄後すぐに社会に再適応することは難しくない。

それは、その男を保護してくれる社会的環境を提供してくれる堅固な集団、つま

り家族が常にあるからである。家族が、麻薬の問題を抱えた家族の一員を麻薬リ

ハビリセンターに差し向けることは稀である。同様に、アメリカに見られる老人

施設や孤児院はフィリピンでは稀であるし、あるとしてもほとんどは大都市にあ

る。老人や孤児は家族の中で世話される。こうした人を扶養しないことは家族全
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体の不名誉となるのである。

　フィリピン人の生活様式における家族の影響の浸透は、今まで述べてきたよう

に社会学的重要性を超越している。家族はビジネスや商業活動において重要な役

割を果たす。大企業も結局のところ家事であったりする。先に述べたように、通

常は夫が会社の社長で妻がその企業の副社長か、重役か、経理部長である。株主

は、普通は親族集団に限られている。農業では、夫と妻は農場の経営と耕作に実

際的な役割を果たす。このことは町工場、製造業、自給漁業などの零細企業にお

いても同じことである。一言で言えば、家族は社会のあらゆる段階での基本的な

経済単位として機能しているということである。

　宗教でさえもフィリピンでは家族的になる傾向がある。村のフィエスタ (時に

町のフィエスタでも )は、普通は「家族の祭りごと」である。祭事は、一般的に

行事のために選ばれた有力な１家族によって執り行われる。いくつかの大きな町

では富裕な家族が、四旬節の行進 (Lenten processions)*10.の時にどの家族が最も大

きく美しく飾ったサント (聖人の木像 )を所有しているかの認定を競い合う。家

庭では家族用の祭壇が崇拝の中心である。こうした観点から見ると、「共に祈る

家族は共に暮らす」というる言い伝えがフィリピンにおける宗教活動の家族中心

性に裏付けを与えるものと理解される。

　したがって全体として言えば、フィリピン人にとって親族と家族は、富・年齢・

社会的地位など他の多くの要因の中で、社会的行為を組織化し合法化する最も重

要な２つの要素である。例えば親族は、呼びかけや言及の用語を付与することに

よって親戚の分類を輪郭のはっきりしたものにし、親戚との協調的な関係を続け

ていくことを可能にする。家族は、ふつう地域集団の協力関係と制度的組織の基

礎である。個人は常に、親族の結びつきと家族の協調との入り組んだ関係の中心

にいる。

　社会生活における親族の重要性は、明示的にあるいは暗示的に述べたように、

今まで知らなかったり初めて出会ったりした２人が関係していることを知ったと

きの態度の変化や互いの権利と義務の認識によって、更に詳しく説明することが

できる。マリトゥボグ (中央パナイ )のある住人は村で見知らぬ人に出会うと、

ふつう「どの家族の出か」あるいは「親は誰か」と尋ねる。そして親族関係が確
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認されるとこの２人の関係は変化し、親密で相互に信頼した段階へと入っていく。

多くの場合、特に都市部では、社会的承認を得、して欲しいことをさせるように

人々に圧力をかけ、社会における自分の立場を強めるべく有力な人物へと親族関

係が辿られる。

　親族と家族の結びつきがある目的のために操作されることは、フィリピンにお

いてはある程度親族構造それ自体の性質を反映するものである。先に述べたよう

に、親族の結びつきの判断は父母両系制である。これは親族集団の他の個々人に

関係する構造的な位置に重なり合う大集団の人々を網羅する。このことは親族の

利害に関する行為の複雑さを意味する。２つの無関係な集団を、自己が自分を中

心軸として、特殊な権利と義務を負った特別な関係に組み込む、その基準の土台

は規定しにくい。

　それにもかかわらず、こうした漠然とした構造的な役割は家族の中では解決さ

れている。フィリピン人は通常自分を先ず家族の一員であると、もし結婚してい

れば子孫を作り、次に集団や地域の一員であると考えている。家族の一人ひとり

に対してどう行動するかはその人の年齢・性別・構造的な立場・個人の感情によっ

て決定される。平均的なフィリピン人に情緒的な保護と支持を安定的に供給する

ものは家族である。その人が集団活動へ最初に関心を覚え、フィリピン文化の価

値を学び内面化し、人生を通しての模範を発見するのは家族に中においてである。

　フィリピン人家族の性質、即ちその基本的な機能はその内部構造と核家族の内

部での各人の相互作用を記述するで、より広範に明察される。この相互作用には、

（1）夫と妻、(2)親と子ども、(3)年長の息子と年少の息子、(4)年長の娘と年少の娘、

(5)年長の娘と年少の息子、(6)年少の息子と年少の娘、(7)年長の娘と年長の息子、

(8)年長の息子と年少の娘が含まれる。分析におけるデータの重複を避けるため

に議論を次の主要な分類に限定する。それは、(1)夫と妻、(2)親と子ども、(3)きょ

うだいときょうだい、(4)祖父母と孫である。姻戚親族との関係は家庭の箇所で

議論される。

夫と妻

　伝統的な慣習の一部として、夫が家族にとって良かれと思うことに妻は従うよ
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う期待される。妻は、夫婦の直接の親族を含むいかなる他者との交渉ごとに、夫

の同意なしには決定を下すことがない。逆に夫は、自分が強く主張するどんな取

引や家族の福利に関して行なうどんな関わり合いも、妻に知らせることを期待さ

れている。特に都市部ではこの慣習が徐々に変化しつつあるとはいえ、多くの農

村地域では未だ支配的である。

　夫と妻は社会的・経済的試みのあらゆる点でパートナーとして協働する。畑で

の仕事は二人で分担する。種まきの時季には夫が農地を耕し、妻が米や根菜作物

を植える。この労働関係は地方ごとに異なっている。一般的に家族の食料や基本

的な必要物を入手するのは夫の責任であり、食事の支度やその他の家事をするの

が妻の主な仕事である。

　夫と妻の関係は余りに平凡なものなのでしばしば疎かにされたりもする。何人

かの男性の情報提供者は「結婚して一年経てば妻は妹のようになる」と言う。同

じ考えが女性の情報提供者からも述べられる。公における行為にもはっきりとし

た行動形態はない。村や町、都市を散歩するとき、夫が妻の前を歩くかもしれな

いし、妻の後ろにくっ付いて歩くかもしれないし、手をとって一緒に歩くかもし

れない。

　多くの農村地域では、家族の死のような重大局面を除いて、公衆の前で感情を

表わすことには難色が示される。たとえ長い間家を留守にしていた夫が帰ってき

ても、妻は公衆の面前で夫にキスをすることはない。再会は常にさりげない。妻

はしばしば夫にどんな暮らしだったか、どうして帰ってくるのに長くかかったの

かなどを尋ねる。夫は単に、持ち帰ってきたものを妻に手渡すだけである。大き

な町や都市では変化が生まれつつある。西洋の影響を大きく受け、妻は夫が旅立っ

たり帰って来たりする時よく軽く頬にキスをするし、夫も同じことをする。公衆

の面前での愛情表現のこうした変化はフィリピン映画でキスが認められたことで

うまく説明される。第２次世界大戦以前はそうした場面は検閲を受けたのである。

　家庭での夫婦間の関係は、特に訪問者がいない場合は異なる。ここでもまた都

市の家族に見られる愛情表現は多くの農村地域ではめったに見られない。例えば、

ビサヤやイロコス地方で調査しているときに、新婚以外の夫婦はたとえ二人だけ

になった時でも公然と愛情表現をしないことにしばしば気がついた。一つの例と



親族関係のネットワーク

－ 164 －

親族関係のネットワーク

－ 165 －

して、パナイ島のマリトゥボグで、一人の情報提供者が稲の刈り取りをした隣の

町から帰ってきた。彼は約６ヶ月間いなかったが、帰ってきた時の妻との再会は

さりげないものであった。彼はすぐに子どもと遊んだ。夜も、家のバルコニーで

妻と短く話した後居間で寝た。妻は、義理の母と子どもたちと共に別室で寝た。

　夫婦は時にお互いを名前で呼ばないことがある。都市や町では「ハニー」、｢シュ

ガー ｣、｢ディア ｣、｢スウィーティー ｣ 等の愛情を表わす語を用いる。フィリピ

ンのいくつかの農村部では、妻は単に舌と唇を使って「プスーッ」という音を発

したり、大声で ｢ホイ ｣と呼んだりする。西ビサヤではこの習慣は pahoy として

知られている。これは主に世代的および生物学的年齢が異なる結婚前のカップル

に見られる。つまり、結婚前に夫が親の世代に属し妻が姪や甥の世代に属してい

れば、たとえ実際の婚姻関係が近親でないとしても、呼びかけや言及の用語はそ

れぞれ伯父と姪の範疇内になるということである。結婚すると女性は夫の世代の

段階へと持ち上げられる。それまでその男性を ｢ 小父さん ｣と呼んでいたので、

女性は無意識に男性を名前で呼びにくいのである。呼びかけの pahoy はこのよう

に用いられる。

　要するに、家族内の権威は夫に付与されているが、実際の権限と影響力は妻に

あると言うことができる。伝統的に妻は財布を握り、家事を切り盛りし、日々の

暮らしの中で子どものすべき役割を決めて割り当てる。

親と子ども

　一般的に子どもは家族の関心と愛情の中心であるが、早期の躾と訓練が免れる

わけではない。間違いを犯すと強くたたかれ、つねられ、怒られ、叱られる。ま

た正しい行いをすると、愛情を持って報いられる。子どもは親を尊敬し親の言う

ことに従うことが期待される。多くの農村地域では子どもは聞くことよりも実際

に見るものである。これは都市の中流家庭では変化してきて、親に対して自分の

間違いを答えたり説明したりすることが勧められる。

　性別に基づく仕事の分担が子どもの社会化の早い段階で起こる。子どもが男の

子であれば、５歳といった幼さで、畑で働くように躾けられる。この子どもは父

親や母親、その他の年長の家族のために使い走りをする。また、カラバオ (水牛 )
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や田んぼを見守る。ちょっとした家事もする。都市では態度が異なる。家の中で

することが多くないので、男の子は時に街角の遊び仲間に入り法に抵触したりす

る。しかし全体として、子どもは多くの地域の活動の中で鍛えられる。意思決定

を含む会合や集団行事に参加する。女の子の躾は、一般的に親が忙しいときに年

下のきょうだいを世話することから始まる。母親の家事を手伝ったりもする。言

葉を変えて言えば、性別は子どもが家庭で受ける躾の基礎となるものの一つだと

いうことである。

　教養のない家族を除けば、親を名前で呼ぶことは無作法なことと考えられる。

尊敬あるいは galang は、あらゆる場面で、特に親族集団の年長者との関わりで

は基本的なことである。例えばタガログ語では、年少者が年長者と交わるときに

は po のような尊敬語を用いることが期待される。

　子どもは、年長者と話すときには適切な親族用語を用いなければならない。ま

た、声を低めることも求められる。人の間や前を通るときの正しい行動は頭を下

げ、屈み、手を下にして広げることである。この行動は権威に対する追従や卑屈

を意味するものではない。これは社会的礼儀の遵守、つまり尊敬の印なのである。

これが礼儀正しさである。

　このような礼儀の決まりや適切な行いを遵守しないと、懲戒ときにそれは身体

的な懲戒を招く。

きょうだいときょうだい

　きょうだい間の関係は尊敬と協力で特徴付けられる。子どものころのきょうだ

いは日々の遊び友達である。成長して７歳か８歳になると性別の差がはっきりと

してくる。男の子は男の子と遊び、女の子は女の子と遊ぶ。女の子と遊ぶ男の子

は binabae (｢ 女々しい ｣を意味する )あるいは bakla (｢ゲイ ｣を意味する )とか

らかわれ、男の子と多くの時間を過ごす女の子は parang lalaki (男勝りの、おて

んば娘 )と言われる。年長の子どもは、年少のきょうだいが年頃になるや異性と

遊ぶのを止めさせようとする。兄弟は、年齢に関係なく常に姉妹を保護するもの

と見なされる。時に兄弟は公式な付添い人として姉妹と同行することもある。

　親が事故や病気で死んだり障害者になったりした場合、年長のきょうだいが年
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少者の世話をすることが期待される。反対に、年少のきょうだいは年長者を尊敬

し指示に従うことが期待される。親はきょうだいの団結を強調する。この団結は

ある種の仕事を引き受けるときや家族の問題を解決するとき、危機的な状況に直

面したときに集団で協力し努力することによって実証される。きょうだい集団の

結束を特徴付けるものは、内部において集団が抑圧や緊張で感情に走らないとい

うことを意味するものではない。きょうだい集団のこの弱さは相続や親の偏愛に

絡んだ言い争いに見られる。しかしひとたび外部の者がきょうだいの誰かを脅か

すと、その言い争いは忘れられ一時的に棚上げされる。いわば、集団は一体になっ

て防御するのである。ある情報提供者は「血はいつでも水よりも濃い」と言った。

祖父母と孫

　祖父母と孫との関係は親密で友達のような関係である。国中のあらゆる集団で

実際に知られていることは、祖父母が孫を甘やかす傾向があるということである。

祖父母が子どもの養育と躾に干渉すると、ふつう祖父母と親の間に誤解が生まれ

る。

　発育盛りの 10代の青年期に特有の恋愛沙汰といった秘密は、親には秘密にさ

れるが祖父母にはしばしば打ち明ける。情報提供者は「祖父母はたいてい親より

理解があり、決して叱らず、相談に乗ってくれる」と言う。同じように孫は祖父

母とは冗談を言いあうが、親とはしない (したとしても稀である )。

　祖父母と孫の関係を理想的に概観したとしても、個人間の他のあらゆる領域で

の行為と同じく内部には緊張と衝突もはらんでいる。これは、世話をしたり親切

にしたりする孫が多くいる場合は特にそうである。祖父母はえこひいきもする。

結局家族の利害が個人の利害から切り離されることはない。衝突が全くないと決

めてかかることも現実的ではない。

家庭の単位

　フィリピン人の社会構造のもう一つの重要な単位は家庭 (タガログ語では 

magkakasambahay 、西ビサヤでは panimlay )である。これは家族より幾分大きい。

｢ 家庭 ｣という用語はこの研究では、親しい親戚や関係のない個人が一つの家に
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住む単位を表わしている。それは 2つ以上の近親の家族で成り立っていることも

あり、その家族は共通の台所を使い、薪・塩・水などの (主食を除く )必需品の

入手に寄与し、別々に食事を取り、料理を交換し、もしその家が一室の住居であ

れば選択した場所で寝る。

　家庭を、核家族か拡大家族と区別するものはその大きさであり、場合によって

は親族の範囲を超えて拡大したその人員である。拡大家族には評価の基準として

親族の存在があるが、家庭はこの枠組みにはこだわらない。作男や家事手伝いが

年を取るまで、場合によっては家族の真の一員として扱われるまで非親族の家族

と生活することがある。多くの農村地域では未だにこの習慣が存続し続けている。

　家庭は、経済的には独立しているにもかかわらず、労働の単位として説明され

ることがある。農耕家畜は各々の核家族の長によって独立して所有されているが、

使用されていなければ必要に応じて借り受けられる。家庭に属する人々は田畑で、

種まき・刈り入れ・脱穀・穀物の唐箕かけの時季にはお互いに助け合う。家庭の

ほとんどの人々は隣り合った田畑を耕している。フィエスタ (祝祭 )や通過儀礼

を含む村の活動のときは、家族の全員が現物や労働奉仕、あるいは現金で責任の

分担を果たす。

　家庭内の権限の割り当てはその人々の年齢に基づいている。もちろん年長者

(親と住んでいる子どもにとっては父と母である )は全ての重要なことに最終的

な決定権をもっているし、決定が下される前に相談を受けたりもする。集団の最

長老は地域全体との関係において家庭を代表し、人々がもめごとに陥った場合は

仲裁に入る。最長老はしばしば信用貸しの保証人になってくれるので、その家庭

の人が政府や金融業者から借りられる。

　フィリピン人家庭の構成に厳密に決まった型はない。それは新しい世代の親族

が生まれたり、認識さえた親戚の環が広がったり縮んだりすると変化する。家庭

の構成を単位として考えるときに、特にこの研究では記述する上で以下の評価の

枠組みが考慮る。

(1)結婚後、夫婦がそれを望めば、一時的に第一子が生まれるまでの約一

年間女性側の家族と共に住む。その家族は拡大家族になる。

(2)子どもが生まれるとすぐに、新しい親は元の家族の近くあるいは離れ
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たところに自分たちの独立した家族を立ち上げる。

(3)両親は共に田畑で働くため、一人か二人の近い親族、普通はどちらか

の兄弟姉妹を招き入れ、彼らが田畑で働いている間赤ん坊を見てもらう。

家庭にいる期間は決まっていない。核の家族といい関係にある限り彼ら

はここにいられる。

(4)新しい家族の経済状態によっては、未婚の一次あるいは二次いとこも

しくは親戚の誰かが、田畑や家の手伝いをするために夫婦の元に来て一

緒に住むこともある。

(5)適齢期になった子どもは結婚する。子どもは親の元を離れることもあ

るし一緒に住むこともある。

　この研究で用いたように、この５つの構造的特徴は家庭を拡大家族と区別する。

この点で、どんな２つの核家族も拡大家族として長期間共に住むことはない。

　家庭単位の構成に確証を添えるフィリピン人社会組織のもう一つの様相は、お

手伝いや作男として家族と共に住む非親族や離れた親戚の存在である。どこに住

むかには厳格な決まりはない。既に示してきたように、初期の妻方居住制がある

のみでその後は新居住が起こる。このように元の家族のどの成人も、結婚後でも

親と共に住んだり都合のいいときに親元を去ったりすることが妨げられる決まり

はない。

まとめ

　ここまでの議論では家族と家庭の構造と機能を述べてきた。夫と妻、親と子、

きょうだい間、祖父母と孫の対関係の構造と各対関係の標準的な要求に言及して

きた。

　また、現代フィリピン人の行為に見られる多くが家族に由来していることも見

てきた。現在の都市居住者の多くはかつて農村に住んでいた。これが、都市に住

む家族の価値観や習慣の多くが農村に基盤を置く価値観や習慣を反映し続けてい

る理由である。
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注

*1. 「交差」は異性のいとこを表わし、「平行」は同性のいとこを表わす。P.134

*2. 1966年のデータ。P.147

*3. 1966年のデータ。P.147

*4. 教父母と教子は、法律上は結婚できる。P.151

*5. 1965年－ 1966年のデータ。P.154

*6. 1966年－ 1968年のデータ。P.154

*7 未だに全国的な優位性は見られないが、結婚適齢期には顕著な変化が起こっ

ている。P.155

*8. 1969年－ 1971年のデータ。P.156

*9. これは情実の習慣に暗黙の承認を与えるものではなく、あらゆる公務員規則

がこれに反しているにもかかわらず、官僚社会に浸透している理由の一つを

示すものである。P.161

*10. この習慣は、復活させようとする強い要求があるが、しだいに廃れてきてい

る。P.162

こ れ は  Jocano, F. Landa 1998. “Anthropology of the Filipino People Ⅲ : FILIPINO 

SOCIAL ORGANIZATION Traditional Kinship and Family Organization” , PUNLAD 

Research House Inc. Metro Manila, Philippines の ‘Part1 Network of Relationships’ の

日本語訳である。本文は英文で書かれたものであり、文中にタガログ語をはじめ

とするフィリピン諸語も使用されているが、英語以外のこれらの語句には文脈か

ら意味がわかる場合以外は日本語訳を付した。




