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第 2部　人生環

　第 1部では社会ネットワークを扱った。親族と家族の検討に焦点を当てた。フィ

リピン人親族の構造の特徴を述べた。親族がフィリピン人の行動を理解するため

の中心にあることを述べた。これはフィリピン人社会の基礎的な見取り図、つま

り習慣や価値、制度の入り組んだ形態を織り込んでいる核の構造を表わしている。
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　第 2部では社会における成長過程を扱う。若者が実際の地域社会の一員になる

ための訓練、さらには成人が、彼らが生きる地域社会の変化する環境に適応する

ためのさまざまな過程を描出する。これには人生のさまざまな段階に付随する考

え方や習慣の一覧も含まれる。人生環は、成長のさまざまな局面が地域社会活動

の舞台で展開されるドラマに擬えることがある。このドラマの出演者には一定の

役が与えられるが、それぞれの役をうまく演じることができるためには、社会的・

文化的遭遇の脚本を学ばなければならない。

　この研究の中にあるほとんどの叙述資料が伝統的な考え方や習慣を扱っている

ことは強調しておかなければならない。社会のいくつかの地域、特に専門家集団

の中ではこうした習慣がもはや見られないことは明らかである。しかし、これは

大勢というよりは例外に属する。都市地域で行なった研究では、農村地域の伝統

的な考え方や習慣の多くが今でも日常生活にしっかりと定着していることは明ら

かである。フィリピン人社会構造に横たわる文化内面化過程において、この研究

で成された一般化の基礎を形づくる継続性に注目するには、キヤポ教会周辺で盛

んに行なわれている民間医療の習慣を見るだけで十分である。

7　社会における子ども

　この章ではフィリピン人が社会における子どもの役割や価値をどう認識してい

るかが記述される。子どもが入っていき、成長し、結果として参加することにな

る総体的な文化環境の一部を形づくるのは大人の理解である。子どもがどのよう

に育てられどんな価値観を内面化すべきかに影響を与えるのがこの環境である。

子どもの個性もこれに影響を受ける。したがって、フィリピン人の子どもに初期

の社会化が起こる文化状況をよく理解するためにはこの環境を知る必要がある。

更には、さまざまな社会化の要素に介在される社会的・文化的環境は、子どもの

躾、そしてその結果としての大人の行動に影響を与える前提条件を構成している。

子どもに対する大人の見方

　フィリピン社会のあらゆる場面において子どもは望まれ、必要とされ、楽しみ
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とされる。子どもを望むことがほとんど自然なことは、フィリピン人の文化的心

理に深く染み込んでいると判断される。多くは、結婚しても子どもを望まないこ

とは道徳的に悪であると考える。子どもを持つことは結婚した夫婦の夢である。

であるから子どもに対する溺愛も理解できる。このようであるから、都会であれ

田舎であれ、子どもが手から手へと手渡されるのは普通のことである。

　いたる所で子どもは興味関心の中心となる。抱き締められ、甘い言葉をかけら

れ、慰み物にされる。多くの農村地域では、父親や母親、姉が子どもを寝かせつ

けるために揺すったりあやしたりする歌声がよく聞こえる。くたくたに疲れた父

親はどうしても必要な昼寝を止めて遊んでくれとせがむ子どもを軽くあしらう。

忙しい労働者は火急の仕事をそのままにして子どもにおもちゃを作ってやった

り、からかったり、抱えてキスをしたりする。漁村では、父親は時々子どもを連

れて海や湖に漁に行く。ジープニーの運転手も、時に子どもを連れて日々の糧を

稼ぎにいつもの路線で仕事に励む。

　この子どもに対する深い気遣いと愛情の故に、子どもは独りぼっちに取り残さ

れることはないし泣いたままでいることも少ない。子どもを独りぼっちで残して

おくことはその子を夥しい危険にさらすことである。彼らは悪霊が子どもに害を

与え、親に苦難をもたらすと信じている。見知らぬ者が通りかかり、その子ども

に気を留めると、usog や balis（胃潰瘍や熱病を惹き起こす信霊力）と呼ばれる

病気をもたらすかも知れない。また、独りぼっちにしておくと子どもを怯えさせ、

成長すると手に負えない性格にしてしまうと一般に考えられている。こうした傾

向は泣くことによって示される。泣くことは多くのことを意味していると解釈さ

れる。それは、子どもがおしっこやウンチを漏らしたときに不快感を表わす。幼

児は熱さに苦しむ。泣くことは空腹も意味する。

　ある見解では、泣くことは超自然的なものの存在を暗示していると言われてい

る。こうした霊はしばしば子どもにだけその姿を現す。また、子どもだけがその

存在、特に aswang（魔女）の存在を感じることができる。こうした理由で、多

くの親は、特に子どもが小さいうちの数週間は夜間に電気を消さない。

　子どもは泣くたびに食べ物が与えられる。知的職業集団を除けば、決まった食

事計画はない。もし親やきょうだいが泣いている子どもを直ちに世話しなければ、
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子どもに配慮が足りないから泣いているとして、年配の家族から叱られる。重要

な宗教儀式や会合のときでさえも子どもは好きなことをする自由が与えられる。

　こうした考えや習慣はすべて社会化の要素を構成する標準的な慣例の一要部分

である。これらは子どもを育てる上での指針として機能する。同様に子どもは、

大人が自分の要求にどう反応するかに即して、自分の行動を適応させることを早

くから学ぶ。こうした相互作用は成長過程に組み込まれているので、注意が払わ

れ守ることになる慣習として制度化されている。

　子どもに対する愛情が公然と表現される一方で、規律正しさも課される。極端

に悪戯な子どもはむちで打たれることもある。子どもは子どもであり、幼いうち

にしつけられなければならないことは誰もが同意することである。老人は言う。

「小枝は太くなる前に曲げなくてはならない。そうしなければ軽く押しつけただ

けで折れてしまうからだ」と。この言い方はしばしば実際的であるというよりも

誇張である場合が多い。多くの親はきわめて子どもに甘く最後の頼みの綱として

しか罰しない。罰は、平手打ち・抓り・むち打ち・脅し・叱りといった形をと

る。ほとんどの場合、子どもが泣いたりむずかったりするのをやめさせるために

はキャンディーやバナナが与えられる。

　全体として見れば、ほとんどのフィリピン人の子どもは、親やきょうだい、親

戚に甘やかされるのが普通である。これは特に長子や末子にはそうである。長子

が甘やかされる傾向があるのはその子が経験上最初の愛の証だからであり、おそ

らくは最初の孫でもあるからだと親は言う。末子が甘やかされるのもその子が家

族の最後の赤ん坊であるからである。

　この一般的な態度は、子どもはしばしば家庭の喜びと考えられる事実を考慮に

入れれば更によく理解されるであろう。子どもは大人にとって途方もなく大きな

心理的活力の源泉である。親が“Nakakawala ng pagod ang batang ito” （この子

は疲れを取り去ってくれる）と言うのがよく聞かれる。子どもはある種の投資で

あると多くの人は考えている。この研究の情報提供者は、「年取った時に誰かが

世話をしてくれることが確かだし、いつも安全に住まうところがある」と言って

賛成した。

　概して子どもは結婚生活の不可欠な一部と見られている。夫婦が子どもを持た
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ないで共に住むのは意味のない結びつきだと考えられている。そのような関係は

非常に不安定である。男女が夫婦として共に生活するうえでの必要条件がたとえ

民事的・宗教的儀式での手順であると認められていても、伝統的には結婚を正当

化するのは子どもの誕生である。この理由だけでなく他にも理由があり、子ども

の出現は大いなる希望を持って待たれるのである。

　子どもは高く評価されるし、多くの目的にも適う。子どもは家族の経済的・社

会的・心理的生活に貢献するものとして尊重される。次の見解は多くのフィリピ

ン人が社会における子どもの役割に関して述べたものである。

　Kaligayahan ang anak.（子どもは幸福の源である。）

　ほとんどのフィリピン人の親は子どもを幸福の源泉であると考えている。こ

れが、国家的な「家族計画」があるにもかかわらず、フィリピン人家族が比較

的大きいままである理由の一つである。ほとんどの人々は幸福を“damdaming 

nakakapagbigay-buhay”即ち生活に情熱を与えてくれる名状しがたい感情と定義

してきた。これは言語学的に ligaya として知られている。これは、あらゆる種類

の情緒的・社会的抑圧・問題・心配から自由な落ち着いた状態である。子どもは

家族にこの感情をもたらす。彼らは幸福の運び手である。親は“Nakakawala ng 

pagod ang isang halik galing sa bata”（子どもからのキスは疲れを拭い去る）こと

に同意する。タガログ語の情報提供者は“Kaligayahan ang anak ng kanyang mga 

magulang”（子どもは親の喜びである）と述べた。

　子どもは両親の愛を互いに深める。その存在は愛と結び付きの雰囲気を生み出

す。たとえ子どもがはしゃぎ回って大騒ぎをしたとしても、家族には無くてはな

らない一部と考えられている。「子どもの kalokohan（ふざけ）は家族生活の一部

である」。子どもは、親が畑や会社で厳しい仕事をした後に心配事を忘れさせて

くれたり、不安や不満を取り除いてくれたりする。他の情報提供者はこういった

関係を“Sa isang tawa ng bata, nawawala ang lahat mong balisa at kahirapan”（子

どもの笑いがあればあらゆる心配や困難は消え去る）と述べた。

　多くの場合子どもは幸福の源泉としてだけでなく危機的な時の精神的な強さの

源泉でもあると見られている。このことは特にその家族が不測の出来事に見舞わ
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れたり、脅威を受けた時にそうである。親や地域の大人が生活の苦しい時に心の

平静さを取り戻すのは子どものためである。子どもは生活を価値のあるものにす

る。子どもは挫折や苦悩、その他の不運の心痛を和らげる。

　もちろん多くの親は多くの子どもを育てることからくる困難の不満をこぼす。

彼らは、子どもは、特に収入が少ない人々にとっては経済的な重荷だと言う。し

かし、その彼らは大家族を養うというやりがいのある仕事に出会えたことからも

たらされる幸福という点において、社会的・精神的な見返りは圧倒的であるとも

主張する。こうした不平は額面どうりに受け取らなければならない。これらはほ

とんど日常会話の話題である。人々は家族や子どものことを話すのが好きなので

ある。また困った問題を話すのも好きである。しかし、言葉にした関心事の表面

の下には、家庭にもたらす幸福ゆえに子どもに対する欲求を是とする社会のしき

たりや優先順位、態度といったものが隠れている。

　Biyaya ng Diyos ang anak.（子どもは神様の贈り物である。）

　既に述べたように、宗教上の信仰という理由からも子どもはフィリピン人の地

域社会で歓迎される。子どもは、神の贈り物であり神の恵みに由来する恩寵、汚

れのない誠実な生活の結果であると考えられている。また、伝統的な行動の習慣

に対して親が忠実であることの公然たる証である。結婚外で多くの子どもを持つ

ことは、この汚れのない誠実な生活と伝統的な習慣に忠実であるという民衆の評

価の範疇には入らない。妻以外の女に子どもを産ませた者はその自由奔放な行い

の犠牲者に不幸をもたらす。その者は、ふつうは不運でもって罰せられる。また

その娘は同じ災いを被ることに運命付けられている。ともかくも多くの農村での

情報提供者は、子どもが多くいる夫婦は神の恩恵の下に生活していると信じてい

る。「神の恩恵の下での生活」とは親の同意の下に結婚生活に入ることを意味する。

つまり、女は純潔でなければならず、男は結婚前あるいは結婚している間に不義

の情事を行ってはならない。この伝統的な規範に対する違背は夫婦のどちらかに

不運をもたらす。女にとっての不妊や男にとっての性交不能はこうした罪に対す

る超自然的な罰である。

　新生児は洗礼を受けた者と受けない者という二つの範疇に分かれる。洗礼を
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受けない者は半人間と考えられる。この人々は、西ビサヤスでは muritu（未だ人

にあらず）、タガログでは ‘di pa Kustiano（未だクリスチャンにあらず）として

広く知られている。こうした赤ん坊は虚弱で病気にかかりやすいと見られてい

る。この赤ん坊は自分の守護天使の保護をまだ享受していないのである。死ねば

その魂は天国には行けず、代わりに地付きの亡霊になる。これは、タガログでは 

tiyanak であり西ビサヤスでは tomawu である。この亡霊は神によって地上に送り

返され生きている者たちの間に出没する。

　何人かのカトリックである情報提供者はさらに次のように述べた。洗礼を受け

ない子どもの魂は、地付きの亡霊になる前にリンボに留まる。ここは purgatoryo

（煉獄）に隣り合った地上と天の間の域に位置した暗い場所である。この場所に

留まる長さは親から受け継いだ元の罪の重さによる。この世界観はキリスト教の

考え方がいかに土地の考え方や信仰のし方に合うように変形しているかを示して

いる。

　洗礼を受けた子どもは santo anghel（聖天使）と呼ばれる。彼らは体力的に強

く、周りにいる霊の策略から比較的安全であると考えられている。この子どもの

守護天使は常に子ども、それにその親も守っていると信じられている。調査され

た地域のほとんどの親は、洗礼を受けた子どもが死んだからといって余り悲しむ

ことはない、なぜなら神がその子を天国に連れていったのだからと語った。しか

しながら、洗礼を受けていない子どもに対する態度はこれとは違う。情報提供者

は、洗礼を受けていない子どもが死んだ親は確実に地獄へ行くと言う。この親は

致命的な罪を犯したのである。彼らは幼児の幸福を保証できたのにしなかったの

である。子どもに洗礼を受けさせないことは神の意志をものともしないことであ

る。誰もが原罪を背負って生まれて来る。子どもは洗礼を通してその罪を清めな

ければならないのである。

　子どもの誕生を歓迎しない者や子どもに不可欠である大人の注意や世話を与え

ない者にも同様の罰が下される。こうした態度と行為ははっきりと神の意志に対

する罪である。農村部では民間療法者によって、また都市部では熟練した開業医

によって行われた堕胎事例の報告はあるが、こうした見方は堕胎を望ましくない

慣行であるとしている。堕胎は、妊娠によって母親の生命が危うくなったり、相
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手の男がその女性との結婚を拒むような極端な状況下でしか求められない。しか

し通常の状況では、子どもは常に望まれる。この全体像から見れば、子どもの誕

生は地域において歓迎される出来事であり、全て人の結婚にとって子どもが中心

に位置していることが理解できる。

　Katibayan ng pagmamahal ang mga anak.（子どもは愛の証である。）

　子どもは夫婦間の関係を固く結び付ける力であると見られている。子どもは夫

婦互いにとって愛の証拠 katibayan である。調査地での何人かの回答者は“hindi 

matibay ang pamilyang walang anak”（子どものいない家族は強くない）と述べた。

実際何人かの男性は、子どもが生まれるまでは妻を愛していることを実感しない

と認めた。多くの場合夫婦喧嘩を収める行動のできる者は子どもであった。

　全ての調査地での情報提供者は、子どものいない家族は夫の側には不倫を、時

には妻の結婚外の情事をもたらすことがあることを認めた。子どもの誕生に伴う

愛の平等は男性の主要な規範としての男らしさの感情を強める。愛人を持つこと

は仲間内ではその男の pagkalalaki（男らしさ）の立場を高める。一方で女性が男

性との子どもを持つことを、男性が女性を愛していることを証明する好機と見る。

何人かの男性は、女性の愛を判断する手がかりは、男性が女性と結婚できないこ

とを知ったうえで男性の子どもを生もうとする女性の意志に見られるとも述べて

いる。他言すれば、子どもとは pag-ibig（愛）として知られている文化的に規定

された情緒の範疇である観念的思考の意味を明らかにする、社会的に認められた

力として機能している。

　Kailanhang magkasukat ang kasarian ng mga anak.

　（子どもの性別は等しく分けられなければならない。）

　必要な数を越えた子どもの誕生は、それは情報提供者が望む数であるが、おそ

らく自然あるいは人間生活のバランスの観点から説明できる。これは性別分布と

関係がある。もしある夫婦の子どもが同性（例えば全員が男の子、あるいは全員

が女の子）だったら、出産は完全ではない。つまりその家族はバランスがとれて

いない。このように異性の子どもが生まれるまで妊娠は続く。同性の子どもが生
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まれ続ける時は、多くの場合最後の手段として養子縁組に助けが求められる。子

どもの性別割合のバランスという考え方は buenas（幸運）の考え方と緩やかに

結び付いている。

　多くのフィリピン人が言うように、女の子を多く持つということは父親が女好

きであったことを示している。先に指摘したことであるが、このように超自然の

力が、その男に借りを返させるために女の子を持たなければならないように決定

したのである。即ち、その父親が以前多くの女を被害者にしてきたので、今度は

自分の娘が他の男の手によって同じ運命を被ることになるのである。反対に男の

子は父親の（良かれ悪しかれ）形質の相続人（tagapagmana）と理解される。

　子どもの性別は、夫婦の人生に望ましくない出来事が起きないようにするため

にバランスがとられなければならないとも信じられている。例えば、もし子ども

が全て男の子であったら、女の子が一人は必要である。このバランスは男の子が

非行に走るのを防いでくれる。もし全員が女の子だったら、男の子が一人は必要

である。この男の子は家族の名前を広めてくれるように期待される。この間に子

どもの数が増えていく。

　Puhunan ang mga anak.（子どもは投資である。）

　子どもの宗教的・道徳的価値とは別にフィリピン人の親は子どもを経済的な投

資であるとも考えている。彼らは、物質的な富を欠いているが故に多くの子宝に

恵まれているとして、これを正当化している。ともかくも誰もが「もし子どもが

多くいれば年取った時に世話をしてくれる心強い助けがある」ことを認める。こ

の信仰は賭けのゲームで影響を及ぼす buenas（幸運）の概念に繋がっていると

も言えよう。つまり、多くの夫婦が冗談で言うように、「ゲームで勝つ可能性を

増やすためには数枚のカードか（闘鶏では）雄鶏に賭けるか、あるいは何度かゲー

ムをするかのどちらかである。そうすれば勝つチャンスがやってくる」のである。

これから類推するに、多くの子どもを持つことによって将来子どものうちの誰か

が成功するチャンスが増え、そのことによってその個人はより良い経済的・社会

的生活が得られることが理解される。この見通しの元に、現在の困難はしばしば

大目に見られたり当然のこととされたりするのである。



人生環

－ 158 －

　この見解は更に田畑や家庭での子どもの経済的機能によっても裏付けられる。

年上のきょうだいは時々家で日常の仕事をし、母親を家事から解放する。田畑で

は、子どもは 7歳になれば父親の手伝いをする。都市でも同じようなことが起こ

る。子どもが家事をするので、共働きの両親は家事で煩わされることがないし、

本来の仕事が妨げられることがない。言い方を変えれば、こうした家庭や田畑で

の労働分担に対する子どもの実用的な貢献はフィリピン人社会生活の一つの文化

的特質であり、フィリピン人の家族構造を理解しようとするならばこれを理解し

なければならない。

　Kailangan ang mga anak upang mapanatili ang angkan.

　（子どもは家系を維持するために必要である。）

　全調査地におけるほとんどの情報提供者は、より多くの子どもを望む一つの理

由は“hindi mawawala ang angkan”（家系が失われない）ことを保証するためで

あると述べた。これは第一子が女性である時には特にそうである。この考えは、

子孫のバランスのとれた性別の配分という信念を強める。多くの子どもを持ち家

系を維持するという願望は、結婚を通して核となる家族が影響の範囲をその地域

内に拡大するという意向に、暗黙のうちに繋がっている。子どもはその家族の権

力への接近と他の家族より比較的優に立つことを保証する。

まとめ

　今まで論じてきた考えに基づいて、フィリピン人の親は子どもを妊娠し、生み、

育てる。このような見方は更に、適応性のある行為の様式を慣習やしきたりに変

えていく環境を提供する観念的な背景を形作る。こういった慣習やしきたりは、

いったん確立してしまえば他の行動を実行するうえでの参考の基準となる。これ

らは、地域生活における適切な考えや態度、信仰、知識の獲得を可能にさせる社

会化の伝達手段として機能する。

　社会化が幼児期に自動的に起こるわけではないことは心に留めておく必要があ

る。出産はその局面の一つに過ぎない。大人も、関与する子どもとの関係の範囲

において当然社会化される。このことは正式な教育を受けた新しい親には特に当
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てはまる。伝統的な習慣の厳しい規則に彼らが学校で学ぶ出産や育児の新しい技

術が加えられる。一般的にこの接触において三つのうちの一つが起こる。現存す

る習慣が因習的であり迷信的であるとの理由で消えるか、新しい知識が不適切で

実行不可能であるからといって消えていく。あるいはまた、伝統的習慣と新しい

知識の両方からの要素の新しい組み合わせが練り上げられ折衷案として受け入れ

られることが可能になるか。

　親の最終的な選択が何であれ、早い段階での社会化の色調を決めるのは受け入

れた習慣である。若い親は出産と育児の微妙な差異を学ばなければならないし、

年取った世代の親は現存する習慣を新しい現実に適応する要求に見合うように修

正しなければならない。それににもかかわらず、新生児にどうかかわるかに関し

て親を動かすのは、子どもが大人にどう見られるかである。子どもは成長してい

く過程で、制約と協力、尊敬と服従、それに社会化させてくれる人々によって課

せられた抵抗の限界といった、あらゆる根本的な規則を吸収する。こうした内面

化された行為の様式は子どもの人格の一部となり、将来その子どもが社会化する

側の人になった時に役立てられる文化的手法となるのである。

　他言すれば、社会システムの中に期待や愛情、関係の様式をもたらすものは、

子どもが社会でどう見られるかである。社会化をもたらすもの、特に親、それに

社会化を受けるもの、特に子どもの間の関係は、一つの世代からもう一つの世代

へと文化的遺産の最も価値があり本質的な部分を社会が遺伝させる伝達経路とし

て機能している。フィリピン人の大人が社会の中でいかに子どもを見るかを理解

することはフィリピン人の文化と性質の多くの微妙な差異の理解に繋がる。

8　妊娠と出産

　ここまで社会における子どもの価値を述べてきた。次にフィリピンにおける伝

統的な親の関心事にまつわる様々な信仰や習慣を吟味してみよう。出産は個人の

人生環における多くの重大局面の一つである。これは全ての結婚した女性にとっ

て変転期である。出産することにより女性は妻であるだけではなく母にもなる。

もし分娩が適切に行われなければ、子どもの出現が母親の死を引き起こすかもし
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れない。この作用が集団の新しい成員をもたらし、それにより社会の存続と継続

を保証することになる。母親が新しい成員を運んでくる者として常に社会によっ

て大事にされることは、このように自明のことである。子どもも新入りの成員と

して注意深く世話をされる。特定の個人に対する配慮には自然の、あるいは超自

然の力からくる災難に対する保護の儀式も含まれている。実際、妊娠にまつわる

儀式は、社会の利益に最も適う方法で母と子どもを受け入れてもらうよう周囲に

影響を与える技術と表現してもよいであろう。

妊娠の原因

　多くのフィリピン人は人生を受胎で始まり死で終わる、継続する過程と見る。

生存のこのニ極間のさまざまな局面は、扱うのに注意と技術を要するさまざまな

生物社会的な発達によって特徴付けられる。人間の生存にとって、生物社会的関

わり合いとして避けられない出来事に妊娠がある。妊娠は生物学的事実として認

識されるが、同時に社会的現象としても認識される。一人の女性は一人の男性と

の一連の性的結合（社会的相互作用）を通して妊婦（生物学的出来事）になる。

　多くの情報提供者は更に、妊娠は超自然現象でもあるとも述べる。神と他の霊

的存在がこの経過に関係している。何人かの情報提供者は次のように述べた。「神

が罰したいと思う者には、神は妊娠が起こることを許さないし、神が報いたいと

思うものには多くの子どもを惜しみなく与えるのだ」。妊娠が性交によってでは

なく、魔術師の呪文や魔法、それに超自然的存在によって引き起こされたとする

数多くの報告がある。ブラカン州オバンドのサンタ・クララのような特別な守護

聖人への祈りも妊娠をもたらすと言われている。

　信じられていることが真実か否かは問題ではない。考えるべき最も大切なこと

は、妊娠といった出来事に付随する知覚のレベルを示していることである。この

人々は妊娠に至る生物学的な基本は知っている。しかし、ある者が明らかな原因

が無く妊婦となった時（例えば未婚のまま）、こうした出来事はどのように扱わ

れ犠牲者はどのように護られ得るのか。超自然の原因を信じることは、道徳的な

誤りの痛みを和らげるのを助け、地域社会の怒りを個人から超自然へと方向を変

える助けとなる。誰がいったい悪戯な精霊をコントロールできたのか。なぜその
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女を責めるのか。祈りと儀式を行うことが妊娠をもたらし得るということは神へ

の信仰の確認でもある。言葉を変えて言えば、このような現象は尋常ならざるこ

とである。それは人間のコントロール外のことであり、ただ受け入れ、信じ、そ

れに従って行動するだけである。

　性交は結合の行為により介在された作用と考えられる。この行為を通して男性

の amores（精液）と女性の卵子が後者の子宮の中で結びつく。妊娠を引き起こ

すのはこの結びつきである。このことが理解される一方で、同時に、妊娠は男性

の semilya（精子）が女性のそれと同じ密度と温度（init）である時にのみ起こる

と信じられている。

　特徴的な点として、女性の semilya（精子）1 　は薄く水っぽい（malabnaw）が

男性のそれは濃く膠質（malapot）であると言われていることである。しかした

とえ男性・女性両者の精子が同じ密度であったとしても、受精は夫婦がオルガ

スムに達するその達し方に大きく影響されると情報提供者は語った。もし両者

が同時に（sabay）達すれば妊娠は確実であるが、そうでなければ可能性は無い。

タガログ族の情報提供者は次のように詩的に語った。“Hindi dami ng talik ang 

dahilan ng pagbubuntis. Iyan ay nasa pagtatagpo ng sabay sa sukdulan ng ligaya.”（妊

娠をもたらすのは結合の回数ではない。お互いが同時に喜びに達したかである）。

　性交にもかかわらず妊娠しない理由は semilya の不適合とは別に三つある。（a）

女性の子宮（bahay-tao）が正常な位置にないこと（子宮逆転）、（b）男性器が短

かいこと、（c）妊娠が神の意志ではないこと（hindi ipinagkallob ng Diyos）。子ど

もができない人は baog と呼ばれる。この人々はどんなことをしても、また誰と

関係を持ったとしても子どもが生まれることはない。Baog として知られている

人の社会的地位は低い。それを治すどんな医療も知られていない。何人かの情報

提供者は「神しか baog を治すことはできない」と諦め顔で言った。これが、宗

教的な関心や習慣が国中の多くの場所でよく観察される理由の一つである。

　妊娠を確実にし、妻の健康に悪影響を与えないと信じられている性交の最も望

ましい体位は正常位である。これには夫婦が望むさまざまな変形がある。妊娠を

避けるためには、立ったままで行われる性交が最もよく知られている方法である

と多くの情報提供者は述べた。女性が立っていると男性の semilya は女性の子宮
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に流れ込まないので、妊娠しない。この意見に同意しない夫婦も多い。

　性交のテクニックの種類は多くない。夫と妻の秘めた関係には暗黙の規則やエ

チケットがある。夫婦のどちらかを、特に妻を興奮させるために前戯を長くする

ことは避けるべきであることに多くの情報提供者は賛成した。男性の情報提供者

は、もし前戯が長引けば妻は、妻として扱われていないと不平を言うと語った。

男性は相手が妻でない時にのみこれを期待でき、また期待されるのである。ある

情報提供者は次のように説明した。「相手が他の女であれば自分の好きなように

できるが、妻には違う態度をとる。妻は自分の一部であり、子どもの母親なので

ある」。この説明は農村部・都市部の多くの男性によって共有される。

　もちろんこうした主張に同意しない情報提供者もいた。特に若者がそうであっ

た。新しく興ってきた若者文化は異なった見解を持つ。ともかく、若い男性の

情報提供者でさえも「性交の時にいったん妻にさまざまな体位を要求したなら面

倒なことになる。妻は夫が他の娘たち、おそらくは飲み屋の baylarina（踊り子）

か GRO（ホステス）と浮気をしてきたと疑い始める」ことを認めた。女性の情

報提供者によっても同じ見方がなされた。言葉を変えて言えば、夫と妻の秘めた

関係は明確な形態に従っており、同じ文化に規定された行為予想に従っている。

　ここまでは民衆の生活における重大な出来事についての知識の実際を例示する

ために、妊娠に対する考え方と原因を詳しく論じてきた。系統だった合理的な考

え方を有する者は正式に学校教育を受けた者やさまざまな方面で訓練を受けた者

だけではない。農村部の民衆もまた考え方や意思決定において系統だっている。

彼らは子づくりの生物学的要素を知っているだけではなく心理社会的な属性をも

理解しているのである。この理解が結婚生活の見方や態度、期待の多くを形作っ

ている。

　したがってこうした期待を評価するためには、性交を物理的な接触の観点だけ

ではなく文化的な文脈においても見なければならない。その行為は、その行為を

行う者に全ての過程を認識させる象徴的な要素を含んでいる。この意味の ｢ 内な

る世界 ｣は性的喜びの文化的に認められた概念とその喜びを成就する根本的な決

まりを行為者に提供する。これが、たとえ二人が同じ感情や感覚を共有していた

としても特殊な決まりに同意できない理由である。
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　この関係の象徴的な要素とは別に、実際的な健康上の問題も夫婦間の肉体関係

の場面にに入りこんでくる。お互いの健康を保証するために一定の決まりが守ら

れる。妻の月経期間には性交が禁止されると情報提供者が指摘した。これは、こ

うした行為が血液の流れ出るのを止めるからである。この信仰はこの調査で面接

した多くの多くの夫婦に信奉されていた。何人かの男性にとって妻の月経期間に

セックスをすることは胸の悪くなることであった。

　もう一つのよく知られた信仰は、夫婦は性交後には仕事に戻る前に、少なくと

も 2・3時間は休むべきであるということである。また、その行為の後は身体の

どの部分をも濡らさないように気を付けなければならない。なぜなら、これが 

pasma として知られる関節炎を引き起こすからである。もし女なり男なりが算定

された休息時間が終わる前に身体を洗いたいと思えば、水は温めなければならな

い。もし男が性交の後直ちに湖や海に漁をしに、あるいは畑に働きに行かざるを

得ないならば、家を出る前に両脚にココナッツ・オイルやケロシン、アルコール

などを塗り pasma を防ぐ。

　多くの情報提供者が、性交に一番いい時間は深夜と早朝の 2時の間であると

言った。通常この時間には子どもたちは眠り、夫婦両者にとっても朝それぞれの

仕事に行く前に十分休息することができる。もちろんこれが、特に若者にとって

は厳格に守られているわけではない。しかしながら、農村部や都市のスラム地域

では日中に性交をすることを認めたのはわずかの情報提供者のみであった。日中

の性的関係を避ける主な理由は遠慮であると思われる。子どもが家にいて見られ

る可能性が大であり、中断の可能性もある。何時でも、たとえ昼食後でも友達が

お喋りをしにあるいは何かを借りに立ち寄るかもしれないのである。

産児制限

　子どもは大いに望まれてはいるが、出産を制限する方法もよく知られている。

　出産が母親の生命を危うくする時には産児制限に助けが求められる。大きな町

や都市では両親が望んだ数の子どもが生まれるや意図的に産児制限がなされる。

望まれない妊娠は結局中絶ということになる。

　伝統的に民衆の間で最も広く用いられてきた産児制限方法は健康を害すると
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して広く知られているが、coitus interruptus（中絶性交）である。ある情報提供

者は中絶性交法の悪影響を次のように説明した。｢ 挿入の過程で女の下半身は熱

くなる。この時男が自分の性器を不意に抜き去ると子宮の内部に空気が入り込

む。これが身体内の障害を引き起こし、結果的に女の健康を弱める。身体面での

寒暖の不調和が起こり、この女性は病気勝ちになるのである ｣。またある情報提

供者は次のように論じた。“Namamayat ang babae dahil sa hangin na pumapasok sa 

puerta ng kanyang kasarian kapag pinapuputok sa labas”（引き抜いた後で女の性器

に冷たい空気が入り込むので女は弱々しくなるのだ）。

　農村部における多くの人々の経済力では他に可能な方法が入手できないので 

coitus interruptus が支配的である。女性の健康面においてこの方法の悪影響を回

避する一つの方法、は妻がオルガスムに達するまで男性が待つことである。男が

自慰を続け、まさに射精しようとする時に外すのである。様々な地域で面接調査

した人の内ほんの僅かしかこの方法を述べなかったし、射精しないで性交を長引

かせるテクニックを創り出してもいなかった。一般に行われていることは、性交

後のマスターベーションによって両者がオルガスムに達しているということであ

る。男性の情報提供者によれば、多くの妻は前戯の時に ｢ 情事の処し方 ｣のこの

やり方を嫌う。こうした理由で多くの男性は常に肉体的な緊張に苦労するよりも

むしろ妻を妊娠させるのである。これが口先だけの口実なのか秘め事で満足を達

成する時に対処する行為なのかは今後注意深く研究されるべきであろう。

　次によく知られた妊娠制限の方法は、マッサージで女性の matris（子宮）の位

置を変えることである。もし女性が赤ちゃんを産みたくないと思えば、子宮を誤っ

た位置でマッサージするように hilot（助産婦）の助けを求める。これは毎日 3

回の診療の後に達成される。多くの情報提供者がこの方法の効果を証言した。こ

うした方法が実際に機能するかどうかは要点ではない。ここで重要なのは、人々

が産児制限の知識を持ち、健康や通常の関係、更なる妊娠を防ぐために用いられ

る方法と密接な関係があるということである。

　アスピリンや他の錠剤といった現代的な薬の使用も知られている。石鹸水と

膣クリームも同様に知られている。特に poblacion（地方都市中心部）や近隣の 

barangay（地区）の女性には知られている。ピルと IUDも知られているが、精
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査されていないという理由で多くの人には使用されていない。性交の前にアスピ

リンの錠剤を膣に挿入し行為が起こる前にこの錠剤が溶けるに任せておくことを

多くの女性情報提供者が認めている。この溶解の時間に約 5分があてがわれてい

る。何人かは Cortal 錠剤も効果的であると言った。

　何人かの女性はこの産児制限の方法に不平を漏らした。というのは、錠剤が溶

けた後や性交の間に異常な熱さや焼けるような感覚を体験したからである。これ

により行為を楽しむことができなくなり、健康を害するという恐怖を募らせてき

たのである。石鹸水を好む人は多い。洗濯石鹸は女性器をひりひりさせるので化

粧石鹸が用いられる。女性は性交の前に膣の中に多量の濃い石鹸水を入れ、しば

らくの間石鹸水がそこに留まるに任せる。しかし、男性はこの方法に不満である。

曰く、｢ 余りにも滑らかなので、挿入のときほとんど何も感じない ｣。これと同

じ不平が膣クリームの使用にも向けられる。

　人々に知られている産児制限の最後の方法は妊娠を防ぐ bisa（力）を持つと信

じられている薬草や樹皮の使用である。多くの場合、この方法は結局中絶に繋がっ

ている。多くの女性情報提供者が言うところによると、予測された日に月経が来

なかったらすぐに女性はこうした植物から抽出した煎じ汁を飲むからである。

Paglilihi（受胎期）

　受胎という用語はタガログ語では lihi 、西ビサヤ語では panamkon 、イロカノ

語では panaginaw である。言語的には多様であっても意味は同じである。それは

男性と女性の bisa（力）から生まれてくる生命の最初の生物発生過程である。こ

の生物学的現象は女性の月経が止まった時に始まり、約 2ヶ月後に終わる。子宮

の内部で形作られる赤ちゃんの存在は母親の身体的状態に様々な影響が現れるこ

とによって人々に認識される。母親は吐き気や嘔吐、めまい、イライラ、食欲の

増進や減退、脱力感、眠気、睡眠不足傾向、とりわけ特定の食べ物に対するある

種の渇望感に苛まれる。これとは別に、ある対象物、例えば人形、動物、花、他

人などに強烈な嗜好を募らせることもある。何人かの母親は paglilihi の間（即ち 

lihi の期間に）自分の夫に強い嫌悪感を持つと言った。

　ある若い主婦が語った。｢ 私は、一番下の娘を身篭った時、単に主人に我慢が
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ならなかった。彼が近づいてくると何時も吐き気がした。体臭が強く臭かった。

私はそれがどうしてかは分からなかったが、lihi の後は、彼は全然臭わなくなっ

た ｣。女が lihi の期間に夫を嫌いになると赤ちゃんは女の子で母親似である、と

老人は言う。逆の言い方も成り立つ。もし夫の方が lihi の不機嫌に苦しめば、調

査では多くがそうであったが、赤ちゃんは男の子であり父親似である。もし性別

の結果が予測どおりでなかったら、天の采配を変える何かが起こったのだと人々

は説明する。私たちが信じないそぶりを見せると、情報提供者たちは私たちを説

得するために証拠として地域の多くの幼い子どもたちを指差した。

　次に挙げるのは lihi の願望の結果として説明される、子どもの普通とは異なる

身体的特徴である。ラグナ州バイの私たちが住んでいた下宿の近くに住んでいた

白子の男の子は白かった。これは母親が受胎した時しきりに人形を欲しがったた

めである。これが理由で彼の皮膚やまつげは白いのである。パナイ州マリトゥボ

グの子どもは左の頬に大きな出産班があった。これは lihi の間母親が duhat（土

地の果物）を切望したからである。アブラ州ブルブララの非常に太った女の子は

肥満体であった。これは母親が受胎時にしきりにカボチャを食べたがったからで

ある。フィリピンの他地方でも情報提供者から同様の証言があった。地方文化に

関する限り、lihi の願望が胎児の成長に影響を与え子どもの身体的特徴に影響を

及ぼすという事実は明らかである。

　Lihi 期の間母親は超自然の配慮に敏感である。人間でないものがふだん彼女に

悪戯をする。例えばこれらが母親の体調についてものを言えば、母親は確実に病

気になる。したがって彼女を守るべく家族の成員によって厚い世話がなされるの

である。彼女は眠る時でも働く時でも独りぼっちにされることはない。このよう

な用心の他に、夫や他の年配の家族により身体的に世話を受けたり注意深く配慮

されたりする。

　Paglilihi はきわめて難しいな時期であると認識されている。女性は流産するか

もしれない。これが起こると、夫や胎児を死に至らしめたものは永遠に地獄に落

ちる罪で罰せられる。妻はできる限り情緒的な問題から守られる。怒り、極度の

悲しみや喜び、それにいらいらさせるものを避けなくてはならない。子どもへ害

が及ぶのを避けるためある種の食べ物はタブーとなっている。また、妊婦はこの
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時点では子どもの服を誂えないように言われる。こうすることが早産をもたらす

からである。

　こうした paglilihi の初期に付随する信仰や習慣は、母性の難しい時期を過ごし

ていく時に必要とするあらゆる精神的な支えでその母親を取り囲むことを意図し

ている。その女性の精神的および情緒的状態は基準化され文化的に認められた方

法を通して社会に守られている。これら社会的慣習は明らかに人々が集団生活の

内的本質を深く理解していることを示している。こうしたものがなければ、決し

て集団の共通の関心が明示的にされたり社会による保護がなされたりはしないの

である。

Pagbubuntis（妊娠期）

　Paglilihi は 3か月目頃に終わり、その女性は pagbubuntis として知られる時期

に入る。この時期になると女性は洗濯や炊事、市場での魚売りといった通常の活

動に復帰できる。適度に身体を動かすことは manas（むくみ）が起きるのを防い

でくれるため良いとされる。また、これは出産を比較的軽くしてくれる。Hirot（産

婆）あるいは magpapaanak（助産婦）が buntis（妊婦）に出産前介護をするため

に呼ばれる。

　出産前介護にはマッサージや妊婦が苦しむつらさの処置がある。マッサージは

できるだけ早く赤ちゃんを正常な位置に着かせるためになされる。これは 7か

月目まで月に一度行われる。その時から hirot はより頻繁に妊婦の元を訪れる。

Hirot は子どもが正常な位置にいることを確かめなければならない。そうでなけ

れば妊婦が出産時に苦しむからである。もしその女性が病気になったり不快に苦

しんだりするのであれば hirot は飲み薬を与える。通常は薬効のある植物の樹皮

や葉から抽出した煎じ薬である。その調合は母親に子宮からくるゼリー状の物質

を吐き出させるようになされる。これはタガログでは sumilim である。もしこれ

を取り除かなければ出産が困難になる。患者に与えられる煎じ汁の量と割合が適

切になるよう十分配慮される。与えすぎは流産に繋がるからである。

　妊婦が守らなければならないルールは多い。（1）家を出入りする時に門口でわ

ざと止まったり留まったりしてはならない。もしそうすれば赤ちゃんを出産する
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時に難儀する。（2）もし午後に水浴びしなければならない時は家のひさしの下

（sa palabisbisan）でしなければならない。（3）窓を開け放したまま眠ったり、寝

たり休んだりする時仰向けになってはならなかったり（横向きでなければならな

い）、白い毛布や白の枕カバーを使ってはならない。もしそうすれば engkantos（超

自然的存在）が襲ってくる。（4）動物に繋いだ綱を踏んづけたり跨いだりしない

ように気を付けなければならない。そうするとへその緒が子どもに巻き付き絞め

殺してしまう。（5）料理を作るとき薪を重ねてはならない。逆子になるからであ

る。（6）竹の床板の配列に直角の位置で床に横になってはならない。そうすれば

子宮の中で子どもが逆の位置をとるからである。（7）午後に出掛ける時、妊婦は

頭のてっぺんから入ってくる冷たい風（sareno）を防ぐため頭に布切れを被せな

くてはならない。もしこれに注意しなければ子どもは青色児になる。

　妊娠している母親が避けなければならない食べ物がある。砂糖やお菓子、ソフ

トドリンク、キャンディーなどの甘いものは胎児を大きくし、これにより出産を

難しくする。茄子は子どもを病気がちにする。Tutong（おこげ）は胎盤の即座の

排出を保証しない。生の米や puso として知られるバナナの花房を食べると子宮

の中にいる赤ちゃんが皮膚病になってしまう。

　7か月から 9か月に母親は長く歩くように言われるが、疲れないように気を付

けなくてはならない。また、毎朝水浴びをしなければならない。ある地域では、

出産時に母親に力を付けさせるために地元の香を焚く。Hilot は定期的に来る。

予定された日が来ると夫は必要なものを準備する。日が経つにつれてやがてやっ

て来る赤ちゃんの性別の追加的な兆候が認められる。母親の腹部の重みと出っ張

りが右であれば赤ちゃんは男の子であり、左であれば女の子であると、情報提供

者は言った。

　私たちが面談した両親のほとんどは、赤ちゃんの出現が結婚の最も重要な出来

事であると語った。幼児は多くの心配事や悩み事を和らげてくれる。新来者が男

性と妻との関係、同様に妻と夫それぞれの親族の関係を固めてくれる。実際、前

もって必要な両親の同意がなかった結婚においては子どもの出現が問題を解決し

てくれるものと予測される。怒った親も孫が生まれるや従順でない子どもを許す

傾向がある。
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出産

　予定の日が近づいてくると、もし産婆が遠くに住んでいれば患者の家に留まる

し、近くに住んでいるのであれば呼ばれた時のために出産用品一式を準備する。

彼女がそこにいることにが母親に安心感を与えるのである。産婆はそこにいる間

に母親に特別な世話をする。時々濡らしたスポンジで体を拭ったり、出産の数日

前には lavativa（浣腸）を施したりする。彼女は bigkis（腹帯）と呼ばれる長い

布を確保し、患者の腰にこれを巻きつける。こうすることにより赤ちゃんの動き

が母親の呼吸に影響を与えないようにしたり眩暈や吐き気で苦しまないようにす

る。

　Hilot は出産を間近に控えた母親の腹部をマッサージして赤ちゃんの位置を固

定する。母親が不快感を感じる時は、産婆は臀部を上方向に（binabatak）マッサー

ジする。それから 2本の指（人差し指と中指）を母親の膣の中に入れて幼児が正

常な位置にいるかどうか、つまり頭が先になっているかを見る。子どもが正常な

位置にいれば hilot は上腹部を下のほうに動かすマッサージを続ける。もしそう

でなければ正常な位置に戻るようにする。出産の日と時刻を概算するため hilot 

は患者の脈をみる。この方法とは別に、妊娠している母親の喉の付け根で鼓動を

観察する。こうすることで産婆は胎児が生きていることを確かめるのである。

　出産時に母親は仰向けに寝かされる。彼女の下には buri（タコノキの繊維）の

マットが敷かれる。時に折り畳んだ tapis（スカートの飾り布）を用いる以外は、

枕は用いない。流れ出る血を吸い取るためにマットの下には古い布が敷かれる。

陣痛が始まると母親に生卵が与えられる。卵は母親が楽に赤ちゃんを出産するの

を助けると信じられている。この信仰は、卵白が滑りやすいのでこれが産道の潤

滑油となり、子どもは滑らかに滑り出てくるということに基づいている。Hilot は、

出産の時母親の腹部に圧力を加えるのに便利なように、母親の横に膝をついたり、

文字通り患者が下になって両足を広げた上に被さったりする姿勢をとる。助手が

胸元にしゃがんだり膝をついたりしていて危機的な時には母親にそれに耐えるよ

う腕を差し出す。

　もし出産が辛ければ hilot は赤ちゃんが出てくるのを助ける。母親を ire（腹筋

を子宮に向かって締めつける圧力を加えること）をすることで励ましながら、肩
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が出てくるまで頭を抱え右左にゆっくりと優しく動かす。時に赤ちゃんの頭を

しっかりと捕らえるために口の中に親指を突っ込む。一方で、助手は（多くの場

合夫である）みぞおちの上部に親指をあて、 hirot の動きに合わせて、臍のあたり

までゆっくりと押し下げる。また、一連の流れに患者が協力するように励ましも

する。時々 ｢もうすぐ終わるよ ｣と妻を励ます。母親は、赤ちゃんを押し出す圧

力を加えるため、絶え間なくお腹から子宮の方に筋肉を収縮するように勧められ

る。もし赤ちゃんが出てこず出産が並外れて困難になれば、hilot は家の中にあ

る蓋をしてあるものを探すように命じる。鍋や竹の筒、コップ等は蓋がはずされ

屋外に持ち出される。これは、蓋を外すことが赤ちゃんの出てくるのに影響を与

えるとの信仰に基づいている。

　赤ちゃんは出てくるや助手の世話を受ける。Hilot は母親を世話する。彼女は、

夫婦が出産制限のために子宮が本来とは異なる場所にあることを望まなければ、

元の位置に戻るようにマッサージする。それから体内出血を防ぐため、母親の腹

部に長い布を巻きつける。両手で下腹部を支え、同時に胎盤を押し出すよう徐々

に圧力を加える。産褥期の間に子宮の膨張を防ぐため、胎盤が出てくるとすぐに

母親の下腹にもう一本の細長い布が巻かれる。

　母親が危険でなくなれば hilot は子どもに向きを変える。彼女は臍の緒を取り

上げ根元から約 1インチの所を糸で結びもう 1本の糸をその上 2インチの所を結

ぶ。それから剃刀か竹のナイフでこの 2点の間の緒を切り落とす。その後切り離

された臍の緒は赤ちゃんの額と両頬に赤みを加えるように押しつける。残った部

分は予め準備した布の袋に入れられる。こうする前に臍の緒は ｢ 炉床の目 ｣（即

ちかまどの中央部）からとった灰で処理される。Budbud として知られるココナ

ツの殻から削り落とされたものが傷口に塗られる。更に、hilot は厚い布を取り

出しアイロンで熱くし、温度がちょうどよくなったら直ぐにそれを傷口に当てる。

　全てが手当てされた後、ぬるま湯を準備し赤ちゃんをスポンジで拭う。身体に

オイルを塗ってから服を着せる。ある hilot は poblacion（町）で買ってきたパウダー

をつける。 Ampalaya（苦瓜）の苦いジュースが準備され蜂蜜を混ぜて子どもに与

えられる。これは、子宮の中にいたときに母親の血液から吸い込んだものを吐き

出させるためである。子どもが他の食べ物を摂る前にこの血が排出されなければ、
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この子どもは病気がちになる。

産後の世話

　Hilot は長い間ほぼ毎日母親と幼児を看護する。日数は新生児の性別によって

違う。もし赤ちゃんが男の子なら産後の世話は長い。この理由は、男児の出産

は女の赤ちゃんよりも母親が苦労するからである。マッサージやスポンジバス、

｢ 香を焚く ｣あるいは ｢ 燻す ｣などが産後の世話の主要素である。この期間が 

rimon あるいは dimon として知られている。Rimon の長さは出産の日より 10日か

ら 1か月である。何人かの老婦は ｢ 私の時代には 40日であった ｣と言った。今

日の若い母親は、特に kamadrona と呼ばれる訓練を受けた産婆の助力を受けた者

はもはや rimon は行わない。しかしながら、伝統的な産後の世話においては、10

日間の休息の後 20日間マッサージを続ける。

　出産後 10日目に母親と子どもは薬効のある葉や樹皮、根を煮出した温かいお

湯で身体を拭ってもらう。

　母親は rimon あるいは dimon の間に 3度燻しの儀式（タガログ語では saklab 、

ビサヤ語では tuob）を受ける。彼女は胸の下に熱い毛布を巻きつける以外は何

も身に付けず火の付いた炭を入れた盥の上に立つ。甘い匂いのする incenso（香）

と薬効のある植物の葉が煙を出すために火に投げ入れられる。この習慣の主な目

的は子宮の回復を早めることである。煙が胸を温めるために毛布が用いられる。

そうしなければ、母親の胸の中にあるミルクが腐敗し赤ちゃんがお腹をこわす。

　Rimon 期のあいだ母親はある種の食物禁忌を守る。Hilot は、地域の老婦たち

もそうであるが、バナナ・ジャックフルーツ・若いココナツ・グアバ・パパイヤ

を食べないように指示する。これらの果物を食べると、冷たいので binat（病気

の再発）を引き起こす。これは熱と臀部・筋肉・関節のひどい痛みで特徴付けら

れる。時に体内出血を伴うこともある。 Gabi（タロイモ）の根も同様に禁止される。

これを食べると幼児の臍が痒くなる。Gabi の bisa（力）が母親の血液と共に流れ、

もし赤ちゃんが母乳を飲んでいれば bisa がミルクに転移し、赤ちゃんは病気に

なる。母親の飲み水には bukong aeta や mansanilla 、makahiya といった薬草の根

の煎じ汁が含まれている。薬効のある水を飲んだり浴びたりする時には次の温度
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を守らなければならない。

（1）出産の日から約 10日までは、飲んだり浴びたりする水は一度煮沸し温か

いうちに使う。

（2）11日から 20日目までは、煮沸するが、使用する前に冷ましてもよい。

（3）20日から 30日目までは、煮沸するが、使用する前に完全に冷ましてもよい。

（4）30日から 40日目までは、熱しまだ温いうちに使う。

まとめ

　妊娠初期と出産期に母親と子どもが受ける様々な方法の記述から、フィリピン

人は家族の成員に重大な関心があることが明らかである。一見するだけでは出産

前後の世話に纏わるこうした信仰や習慣は奇妙で無意味に見えるかもしれない。

しかし口頭の指示やそれを守ることの裏面を見れば、このような伝統的に受け入

れられてきた慣習は、成員の安全と福祉に対しての地域社会の集合的関心を体現

している。これらは、人々がどのように自分を取り巻く世界を見、いかにして危

機を切り抜け、自分の心理的要求に見合うようにどのように文化的習慣を利用す

るかを表している。要約すれば、人生環の特別な局面に特有なこの一連の信仰と

習慣は全体的な風習環境の一部を形作る。この風習環境は文化的観念を標準化さ

れた形式と慣例に転化し、必要なときに適切な行動をとるための指針となるので

ある。

9　幼児期

　前章では母親がいかに世話をされ、赤ちゃんの安全はどのように守られるかが

述べられてきた。この章ではフィリピン人の子どもがいかに保育され躾けられる

かを扱う。保育の習慣はより大きな儀式過程の一部を形作る。この過程を通し

て子どもは正式に社会システムに組み込まれる。子どもが最初に社会の適切な構

成員になるように形作られるのはこうした儀式を通じてである。子どもを育てる

様々な技術がその子どもの人格を形成し、その社会の一員であることを是認し、

その社会への所属感を与える。
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誕生後の保育

　個人の社会的条件付けは誕生後すぐに始まる。タガログ語では sanggol、ビサ

ヤ語では laspag、イロカノ語では tagibi と呼ばれる新生児は注目の真中にいる。

新生児は注意深く扱われ、騒音や透き間風、とりわけ邪悪な超自然的存在から守

られねばならない。こうしたことが起こるのを防ぐため、母親と子どもは sawali

（竹の小割りを編んだもの）の壁か毛布と古着で作った間に合わせの囲いで他の

家族とは分けられる。大きな家では母と子は別室に住まう。訪問者は、 hilot（産婆）

が必要な儀式を執り行った後でなければ新生児と母親に会うことが許されない。

　新生児の日々の世話は hilot によって、もしいなければ年配の家族によって行

われる。出産後 4日目に新生児は薬草のぬるま湯の煮出し汁でスポンジ・バスを

してもらう。タガログ族の間では sampa-sampalukan（タマリンドの実）がとても

人気がある。最初の入浴は 10日目に、次には 20日目に同じくぬるま湯の煮出し

汁で行われる。これは 10日ごとの間隔で 2か月間にわたって繰り返される。一

方で子どもの腹部の bigkis（腰帯として用いられる細長い布切れ）は毎日取り替

えられ、毎日ココナツ・オイルで臍の治療がなされる。現代の母親の中には臍の

治療を poblacion（町の中心部）か近隣の町にある薬屋で購入したアルコールか

メルチオレートで行う者もいる。

　伝統的な習慣では、残った臍の緒は 14日目にゆっくりと引き剥がされ、布に

包み垂木に吊るされ、子どもが成長するにつれて罹る腹痛・鼓腸ガスによる痛み・

吐き気・ひきつけといった軽い病気の薬として用いられる。例えば、子どもが鼓

腸ガスによる痛みを患ったら、乾燥した臍の緒の欠片を切り取り火に当てる。こ

れを粉末にし水に溶き病んでいる子どもに与える。情報提供者によると、これは

痛みを取り除くのにとても効果があるとのことである。子どもが熱とひきつけで

苦しんでいる時にも同じ薬が用いられる。臍の緒は、生命の源であり母親との繋

がりであるので、癒す bisa（力）があると信じられている。

　子どもの骨を強くし腹部が膨らむのを防ぐため、母親は 15日から 30日ごとに

毎日子どもをマッサージする。この時期、男の子であれ女の子であれ赤ちゃんの

性器も、引き締まるように股間から上のほうに向けてマッサージされる。これは

男の子には性器がだらしなく垂れるのを、女の子には締りがなくなるのを防ぐ。
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骨盤域も同じ理由で同様にマッサージされる。

　子どもの乳歯が現れ始めると塩水で歯肉をこすることで成長を早める。多くの

母親、特に若い母親の間にはもはやこの習慣は見られない。代わりに、近所の歯

科医に行き歯肉を処置してもらう。この伝統的な習慣を守る理由は子どもが排便

訓練期に自分のウンチを食べてしまわないようにするためである。幼児が超自

然的存在に攻撃されることを防ぐため、ulhiya、usog（鼓腸ガス）、balis（鼓腸ガ

スによる痛みの一種）を防ぐ力があると信じられているものを入れた布の袋を服

に縫い付けたりペンダントとして身に付けたりする。この袋には通常次のものが

入っている。Balis から身を守るための pandakakeng itim の実、usog から守るた

めに puasong kahoy が 2片、腹痛と下痢に対する mapulang kahoy である。もう一

つの予防手段は、“puera balis, ulhiya, at usog”（balis、ulhiya 、usog は去れ）と

子どもに呼びかけ、別れる前に子どもの腹部か額に親指で十字架を切る仕種をし

てくれるように人々に頼むことである。

　先に述べたようにこの時期の親の主な関心事は子どもを周りの霊から守ること

である。もともと子どもはとても弱く、母親だけではなく神と天使の保護も必要

とする。結果として、ラグナ州バイのタガログ族の間では、子どもの健康と安寧

を保証する最初の儀式はキリスト教以前の洗礼儀式である buhos na tubig（水の

洗礼）が行われる。人々は宗教的な意味においてよりも超自然的な害から子ども

を守る力という観点で洗礼を見ている。他の地方では、buhos na tubig は幼児が

病気がちであったり両親が子どもを連れて長い旅に出る時にのみ行われる。

　Buhos na tubig の行われる日は様々である。誕生後 1週間後に行われることも

あるし、40日後に行われることもある。Buhos na tubig が行われる理由は次のよ

うなものである。

（a）洗礼を受けそれによって力を得る前に、engkanto（魔術）や matanda sa 

punso（蟻塚の老人）のような、周辺にいる邪悪な霊によって引き起こされ

る病気や、場合によっては死から子どもを守るため。

（b）子どもが教会での洗礼を受けることなく死んだ場合、その霊魂の救済（即

ち、神による受容）を保証するため。と言うのは、洗礼を受けない子ども

は死ぬと tiyanak か tikbalang（邪悪な超自然的生物）になるからである。
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（c）教会での洗礼を受けるまでしばらく家族に時間を与える。こうすることに

より、親は儀式に続く洗礼の祝宴のためにお金を貯めることができる。

　保育の方法は地域ごとにまた地方ごとに異なっている。しかし全体としてみれ

ば、母親には明らかである子どもの発達や成長の段階に従っている。こうした段

階は幼児の身体的および情緒的成長の様々な特徴を表わしている。この成長に、

いろいろな医療的配慮が要る様々な要求が付随する。最初の 1か月は bagong 

silang（新生児）である。

　幼児は、厚く重ねた古くても清潔な衣服に注意深く包まれて母親の横に置かれ

る。Balot（古着の呼び名）は幼児がお尻を濡らすごとに取り替えられる。母親は、

子どもの頭蓋変形を防ぐため時々頭を一方の側から反対側へと動かす。子どもが

泣けば何時でも授乳を行う。夜中でも灯りが消されず、家族の少なくとも 1人は

起きている。夜明かしがなされるのは、この時期までの子どもはまだ超自然的存

在の罠にかかりやすく、また体力がないため arbularyo（薬草採取者）でさえも

うまく世話ができないからである。

　2か月から 4か月目までの幼児は sanggol である。この時までに子どもは笑い

始め、手が届くものを理解し始める。自分を引っ掻かないように手を布で包む。

4か月目までに指の長さに爪が切り揃えられる。切り取った爪は薬効があるもの

として保存される。子どもは空腹だったりお尻が濡れたりした時以外は眠り続け

る。それまでと同様に子どもが泣けば、授乳される。Poblacion の数人の母親を

除けば、誰も授乳計画はたてない。

　授乳はほとんどが母乳であるが、4か月までには何人かの母親は lugaw（お粥）

や果物といった補助食品を与える。Poblacion にはスーパーマーケットでベビー・

フードを買う母親もいる。臍の緒がとれるや子どもはほとんど毎日ぬるま湯の産

湯を使う。しかし、鼓腸ガスによる痛みを防ぐため腹帯はそのままにしておく。

これは産湯を使うたびに腰の周りに巻かれなおす。もし子どもが鼓腸ガスによる

痛みを患えば、nganga（キンマの葉、タバコ、消石灰、ビンロウジュの実を噛ん

で混ぜ合わせたもの）から出る唾液をお腹に塗る。

　5か月から 6か月の子どもは nagdadapa である。この用語は子どもがとる行動

に由来する。（訳注：語根 dapa の意は ｢ 腹ばい ｣である。）子どもは身体の向き
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を変えたり腹ばいになったりできる。また、頭を持ち上げそのままでいることも

できる。この時期までに、母親が家事をする時は、独りで床に置かれたままでい

ることもある。子どもは蚊やダニなどの媒介小動物に晒されているため、体を引っ

掻きがちである。この時期の子どもの多くは徐々に皮膚の感染症にかかり、中に

は身体全体に広がる者もいる。子どもの世話が、もしきょうだいがいればしだい

に彼（女）に任せられるようになるため、これが悪化していく。

　7-8か月の赤ちゃんは nagtutuhod である。即ち、この時までに赤ちゃんはひざ

（tuhod）を使って這おうとする。部屋のあちこちを動く。子どもが口に入れるか

もしれない固い物は床から取り除かれる。移動能力が高くなり家の外へ出てしま

うかもしれないので、衣服に護符が縫い付けられたり結ばれたりする。時に首に

お守りが結ばれたりもする。幼児は見知らぬ者の注意を引きやすい。もし護符を

付けていなければ、ulhiya や balis、usog といった病気に罹るであろう。

　9-10か月の赤ちゃんは nagtitindig か nangungunyapit である。これは、赤ちゃん

が独りで立ち上がり歩くために足を動かそうとすることを意味している。これに

よって何度も転んだりぶつかったりするので、特に頭皮に感染症をもたらす。こ

れに対する改善策は頭髪を剃り、kalbo（禿げ）にすることである。この皮膚疾

患は taol である。昔の母親は asupre（硫黄）を混ぜたココナツ・オイルを塗った

のであるが、現代の母親は poblacion の薬局で購入した軟膏を塗る。

　10-12か月の赤ちゃんは椅子やテーブル、長いすにつかまって歩き始める。父

親の中には akayan と呼ばれる竹の歩行器具を作る者もいる。

　この子どもは naglalakad か nangungulabot と言われる。この時には、母親は生

計を立てるうえでの夫のパートナーの役目に復帰できるほど丈夫になっているの

で、子どもの世話は完全に年上のきょうだいに任せられる。

　13か月から 17か月の赤ちゃんは bagsakin である。（訳注：語根 bagsak の意は

｢ 突然の転倒 ｣である。）独りで何にも掴まらないで歩けるが長くは歩けない。

歩く途中でしきりに転び時にけがをすることもある。こうしたことで切り傷や打

ち身を作ることもある。不適切な治療により、この打ち身が galis や sarnas といっ

た皮膚感染症になることもある。しばしば年上のきょうだいは自分が遊ぶ所へ赤

ちゃんを連れて行く。赤ちゃんは地面の上に置かれ、そこで砂や土で遊びながら
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動き回り、時に汚い物を口に入れる。これが肛門域や性器、眼、その他の感染の

元となり、いらいらやむずがり、夜泣きを引き起こす。この成長期の子どもに最

もよくある健康上の問題は、咳や鼻水を伴う風邪である。

　18か月までに子どもは完全に独りで歩けるようになる。子どもは naglalakad na

（もはや歩く）である。この時期に食べ物が変わる。流動食から固形物の食事への

変化のため、しばしな胃腸のトラブルに苦しむ。もちろん庭などで遊んでいる間

に不潔な環境に晒されるために、こうしたトラブルが引き起こされることもある。

その後の子どもの食事と水浴び

　ほとんどの赤ちゃんは母乳で育てられる。授乳は赤ちゃんが泣くと何時でも、

たとえ母親が働いていても行われる。母親が洗濯や炊事、衣服や魚網の修理、カー

ドゲーム、買い物、他のことをしている間に赤ちゃんに授乳するのを見るのは珍

しいことではない。一般的に規則的な授乳は見られない。子どもが泣けば、それ

が空腹のサインであると思えば、何時でも授乳される。授乳は子どもをおとなし

くさせる手段としても用いられる。おっぱいは一日に 4回から 7回与えられる。

　母乳による授乳は母親が通常の仕事に復帰するや不規則になる。子どもが約 5

か月になる頃までには、柔らかいご飯、サツマイモ、バナナ、パンなどの代用食

が与えられる。母乳による授乳は子どもの歯が生え始めると回数が少なくなる。

授乳の回数を減らす理由の一つは子どもが乳首を噛むからである。少数の教育の

ある親を除いて、バリオ（村）の母親はおしゃぶりを使わず、代わりに飲み込め

ないぐらいの大きさの固い物を子どもに与える。子どもがむずがり泣きをし母親

の乳房が痛いほど張ってきた時に授乳される。

　子どもに母乳による授乳を行う時には、母親はいくつかのルールを守らなけれ

ばならない。骨の折れる仕事をしたり長い間陽に晒された直後に授乳してはなら

ない。体温が母親の乳の性質に影響を与えると信じられているからである。もし

母親が疲れていたり、食事の支度などで熱気に晒されていれば、子どもへの授乳

はよくない。子どもが後で腹痛になってしまうからである。子どもに授乳する前

に休まなければならない。もし赤ちゃんがとても空腹で他に頼みの綱がなければ、

赤ちゃんがおっぱいを吸う前に短期間に冷やすため乳首に水をかけて冷やさなけ
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ればならない。

　いったん代用食が与えられると排泄の量が増えてくる。これは 6か月頃に起こ

る。子どもが床に排便したら、居合せた大人の家族は大声を出して子どもの世話

をしている者を叱る。母親は通常寛容なままである。排便の練習がこの頃に始ま

る。子どもは持ち上げられて、今後排便しなければならない場所と明示された台

所の隅、あるいは背の高い草が生えている（damuhan）庭の端にある場所に連れ

て行かれる。多くの場合母親は布切れや紙でお尻を拭く。お尻を洗う母親もいる。

　水浴びは多くの農村地域の子どもたちにとって習慣的な行為である。ほとんど

の人々、大人と同様に子どもも、ほとんど毎日、通常は朝水浴びする。子どもた

ちが水浴びをする時間はふつう朝の 9時と 10時の間である。これは火曜日と金

曜日、それに毎月 13日を除く日に毎日行われる。この日は健康によくない日で

あると信じられている。この日に水浴びすると子どもは病気にかかりやすくなる。

この日には周辺にいる霊が、地面の中か木陰の住処から出てきて日光浴をしたり

村のあちこちを歩き回ると言われている。だから子どもを露出するのは危険なの

である。しかし若い母親の中には、特に poblacion に住んでいる母親にはこの禁

忌を守らない者が多くいる。

　成長した子どもたちは普通いとこやきょうだい、近所の子どもたちといった

グループで水浴びする。7、8歳以下では男の子でも女の子でも一緒に水浴びし、

多くは裸である。しかし 9歳くらいになると性別によるグループ化を重要視し始

める。そして男の子たちが湖で水泳ぎをする以外は、何も身に付けないで水浴び

をすることはない。

　床に就く前に身体を洗う子どもも母親も多くはない。ほとんどの親はこのこと

に気を配らない。通りや庭、畑での遊びの時に着た衣服は寝る時がきても取り替

えない。これは現代の衛生概念とはきわめて異なる。ほとんどの家族は、清潔が

厳格に保たれるという点において異なっている。

離乳

　離乳の用語は言語集団毎に異なっている。タガログでは pagwawalay か pag-

aawat であり、西ビサヤでは lutas、イロカノでは panangipusing 等々である。全
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てこれらの用語は同じ意味を持つ。即ち、子どもの母親の乳房からの離脱である。

子どもが 9ヶ月の時にこれが起こると言う母親もいるし、1歳と 15か月の間に

起こると言う母親もいる。ともかくも、母親が次の子どもを妊娠した時や母親の

健康状態がよくない時、子供が病気がちの時には離乳が早まる。

　大まかに言えば、一般的に離乳は（当然変種があることを認識したうえではあ

るが）ampalaya（苦瓜）の歯の汁や胡椒、酢など苦い物を母親の乳首に塗って行

われる。ある母親は自分の乳房に赤いものを塗って子どもに言う。｢もうおっぱ

いはだめよ。ごらんなさい、傷があるでしょ。痛いのよ ｣。調理器具から出る煤

で乳房を汚し、子どもに dede（乳首）が汚いから吸わないように言う母親もいる。

　母親の乳房という食物と快適さを奪われて、多くの子どもは不安とストレスを

感じる。離乳したばかりの子どもがむずがったり夜泣きしたり日中にかんしゃく

を起こしたるすることは珍しいことではない。これをなくす一つの方法は子ども

を一週間ぐらい祖母や叔母に預けることである。この分離が子どもに乳首を忘れ

させるのである。もしこれもうまくいかなかったら、子どもを年上の子どもたち

と一緒に寝させ、母親からの突然の分離の影響を防ぎ、離乳を促進させる。｢ 泣

いたら罰する。そうすると直ぐにそうしないようになる ｣と言う母親もいる。

社会統制の形態

　親や地域の年配者が標準的な行為を促すために利用する罰則が基本的に 2つあ

る。体罰と褒美の剥奪である。前者は様々な形式で行われる。スリッパや棒、革

のベルト、素手で尻を叩く、顔を平手打ちする、大腿部や他の体の部分をつねる、

髪を引っ張る、耳を捻る、などである。

　剥奪は、食事を与えない、子どもを家の外に出す、話し掛けない（即ち、無視

する）、その他の無関心の形態である。ある情報提供者は、子どもの頃に父親が 

banca（釣り舟）の櫂や時々は棒切れで叩いたものであることを語った。この罰は

豚への餌やりを忘れたとか魚網を乾かさなかったとかの小さな罪にも科された。

　より重い罪に対して、この情報提供者は父親がロープで縛り、行儀良くすると

約束するまで数分間梁から逆さまに吊るしたものであると言った。他の男は、反

抗的な時に父親が mongo（小豆）の種の上に跪かせたと言った。この 2つの例は
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明らかに極端な事例である。しかし、ほとんどの面談した大人の情報提供者は、

体罰がしつけの一形態であり、多くが若者を正しい方向に向けるためには必要で

あると受け入れていることを認めた。

　他の社会統制の形態は威嚇、脅かし、叱りなどである。威嚇は、打つ、食事を

与えない、愛情を示さないなどで害を与える意志の口頭警告である。威嚇には、

保健所に連れて行って医者に注射してもらい、男の子には睾丸を抜き取ると、女

の子には膣を摘み取るというものもある。

　Tiyanak や tikbalang といった邪悪な想像物の民話も身体的な威嚇を補強す

るために語られる。このような統制の形態は夜にしか語られない。Tiyanak や 

tikbalang は夜だけ村の中を歩き回り、まだ外に出ている子どもの内臓を食べると

言われている。しかし幾つかの地域では（バイ湖周辺のタガログ族の町のように）

tiyanak や tikbalang は統制の形態の手段としては効果的でない。子どもたちは真

夜中まで歩き回る。主に農夫や漁師の活動が時に夜中まで続くこともあり、暗闇

の恐怖をはっきりと持つようにならないからである。

まとめ

　ここまで乳幼児期に付随する信仰と習慣を述べてきた。こうした信仰と習慣は

養育環境の一部を形成し、子どもの身体的および情緒的成長に影響を与える。伝

統的な体系でのこの社会化は初期の児童期まで続く。こうした慣わしや習慣は保

育に必要な一部あるいは社会的接触の重要な手段として内面化される。その後、

それらは子どもの考え方と人格の一部となるのである。

10　思春期と青年期

　青年期の始まりが人生環における次の段階であり、個人は更に大人として果た

さなければならない様々な役割に対して社会化していく。様々な信仰や習慣は道

理に適い当然そうあるべきであり倫理的であると認め守ることにより、子どもは

成長しつつある成員として大人の世界へ組み込まれていくことが具現化される。

いったん社会的地位を獲得するやそれに相応しい役割を果たさなければならな
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い。過去において行ってきたことはもはやできない。また、通過儀礼が受け入れ

られ適切であると認められなければその人物は社会でその役割を果たすことが認

められない。

思春期

　西ビサヤ語の思春期に対する包括的な用語は supang である。他の言語集団

では、この現象は思春期に達した者の性別によって表わされる。タガログ語で

は思春期に達した男性は pagbibinata か binatilyo であり、女性は pagdadalaga か 

dalagita である。イロカノ族は男性を表わすのに binarito を、女性には balasitang 

を用いる。

　ともかく、思春期が男性と女性両者にとって身体的変化が起こり始める時期で

あると人々は認識している。女性にとってこの変化は胸の膨らみ、月経の到来、

唇の回り・腋の下・陰毛の出現であり、両性にとって変声がこれである。この現

象は尋常ではない食欲と睡眠欲求を伴う。

　社会学的には、思春期は顕著な自意識によって特徴付けられる。少年は自分の

行為に特に注意を払うし、少女は自分の行動に敏感である。もちろんこの自意識

は既に幼年後期、特に学校時代に特徴付けられ植え込まれる。仲間内での性によ

る区別が、これも幼年後期に始まるのであるが、顕著になり、異性同士の交際は

公然と水をさされる。このように少年は少年と、少女は少女と付き合うのが普通

で、時には同性の二人が手を繋いだり腰に腕をまわしあって歩く姿を見ることも

ある。この行為はフィリピンでは原則的に認められた文化的行為であり、多くの

西洋社会で解釈されているように、同性愛傾向を反映するものではない。

　強い絆が親子関係を特徴付ける。少年はしばしば父親と共に畑で働き、poblacion 

で作物を売り、日曜日には闘鶏場で賭けをする。息子はあらゆることで父親を助

ける。カード・ゲームでは父親の代わりもする。父親は息子を自分の片腕と呼ぶ。

幼年期には制限されていた習慣が今では許される。喫煙や飲酒、まだ切実に求愛

を考えているわけではないが年長の少年に混じって少女の元を訪ねたりすること

も許される。成人と付き合い彼らが何をするかを観察することによって大人の世

界に入る手ほどきを受ける。この時期は実際には見習い期間である。
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　一方で少女はほとんどの時間を家で母親と過ごす。母と娘は一緒に洗濯をし、

アイロンをかけ、繕い物をする。家族のために食事の支度をする。種まきや刈り

取りの時季には畑で働いたりもする。畑で野菜を集める。このように、娘はいい

家庭の主婦になる技術を学ぶ。くすくす笑ったり積極的に性的なしぐさを見せた

りすることは若い娘には相応しくないものとして止めさせられる。畑や人気のな

い小道で少年と二人だけでいるのが見られるのは噂話の種になるので認められな

い。噂話は歪曲し、やがて娘は面目を失うことになる。

青年期

　青年期は西ビサヤでは｢十分に成長した｣を意味する hamtung が知られている。

他の言語グループには同様の包括的な用語を認めなかった。青年期の社会的地位

はその性的成長に基づいている。イロカノ語では青年期の男性は baro、女性は 

balasang と呼ばれる。タガログ語では binata（男性）と dalaga（女性）である。

この用語は時々それぞれ未婚の男性と女性を表す時に用いられる。ワライ語とヒ

リガイノン語では ulitawo（男性）と daraga（女性）という用語が使われる。

　この時期の最も重要な変化は、成人段階における地域活動の明確な性別による

役割の構造化である。既に指摘したように性による区別は早い段階で始まるが、

青年期の始まりには一連の基準となる原則が行動様式に導入される。これには性

別による役割と年齢に基づいた立場を意識することが含まれる。青年期には、男

は男らしい女は女らしい仕事をするのが当然であると思われている。冗談の様式

が変化し、年長の少年は幼いきょうだいに尊敬と憧れの眼差しで見られる。

　男性優位はきょうだい集団の中で強調され始める。これは、一つには青年期の

少年が畑や海で実質的に父親の仕事の半分を受け持つという事実に基づいてい

る。少年はこの時点では家族の食料庫の重要な供給者と考えられる。このように

して幼いきょうだいはこの少年に従うように言われる。時折、家族の繁栄に影響

を及ぼす重要な決定事項において親から相談を受けたりもする。年上の女のきょ

うだいは母親の代行者のように振舞うが、家族にとって重要な事柄に対する発言

は男のきょうだいの次になる。多くの農村地域で青年期は、各自の役割の遂行に

おいて、思春期の標準と成人の期待の組み合わせに相応する時期であると考えら
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れている。若い男女は、ボール・ゲームのような若者の関心のあることと同じく

成人活動にも参加するが、そのし方は既婚者や思春期の者とは大きく異なっている。

　Dalaga は子どもを産むことが可能なので、常に母親や年配の親族によって男

性との関係に気を付けるように諭される。Dalagaはあり得べき結婚をしきりに

望み、男は一か八か賭けてくる。実験的な性交も起こり得るし、もし純潔を失え

ば立派な男性と結婚する機会を自動的にを失う。貞節が妻を選ぶ第一の基準であ

る地域では、倫理観が疑わしい娘は不倫相手としては求められるが終の棲家を作

るためには求愛されない。不道徳な娘は、それが自動的に家族の評判も損なうた

め、自分だけが苦労するというわけではない。このように、青年期の娘は付き添

いなしで村の中を歩き回ることが許されない。特に夜はそうである。近年農村に

おいても都市においてもこうした規範は変化してきている。実際きわめて多くの

女性が海外で働くために国を離れている。

　実験的な性交は青年期に特有なことでありつづけているが、変化も起きてきた。

例えば、男子が配偶者を選ぶ時に純潔が大きく奨励されることはなくなってきた。

結婚後の献身的愛情やいい振る舞いが貞節に取って代わってきた。都市部 2地域

での調査で、男子の多くが新婦が処女でなくなっていても結婚後に結婚の誓約が

忠実であればかまわないという見解を示した。付き添いの習慣もまた都市部の青

年の間では人気をなくしている。

　女性に対しての家庭的しつけには特別な配慮がなされている。仕事がうまくで

きない娘に母親は次の言葉で諭す。｢もしおまえが早く結婚すれば、何人も孫を

持つことになる。でもおまえはうまく仕事ができない ｣。この言葉は娘を辱め、

年を取れば自分の責任を知らなければならないことを思い出させることを意図さ

れている。

　若い娘たちは周りに男性がいない時にしか異性のことをあからさまに話し合わ

ない。男性がいるところで性や結婚のことを話すのは下品であると考えられてい

る。このように兄弟や男性の親類が近くに来るや何かほかのものに話題を変える。

娘たちは男子よりも行動が制限される。16、17歳になるともう友達の家に泊ま

ることは許されない。

　Binata（ulitawo、baro）は dalaga よりも特権を享受する。前者の行動は後者ほ
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ど制限されない。実際 binata は村のあちこちで、独りであるいは集団で働いた

り poblacion で片手間仕事をしたり仲間と一緒に時間を過ごしたりすると思われ

ている。Ulitawo に与えられたこの特権は ｢いったん男になれば、何時でも男だ ｣

という同意に基づいている。この言葉は男の行動には倫理上のリスクがないこと

を意味している。これは、結婚したいという気持ちが男の不倫の対象になるとい

う、女子のリスクとは異なる。

　親は男子には厳しくない。それは、大人の家族として家族を支える責任を父と

共有しているからである。このように大きな行動範囲や許容度が許されている。

男の子が酔っぱらって帰ってきた時やつまらない犯罪に巻き込まれたり、非行に

走った時だけは制限が加えられる。時折酔っぱらうことは罰せられないが、飲酒

が習慣化したり過度になった時には、それは望ましくないものとなる。そして、

大酒のみであることが知れるとかわいいガールフレンドを得るチャンスを失うこ

とになる。これは社会統制の一形式であり、親は子どもの望ましくない行為に注

意を促す時にこれを強調する。

　青年期のしつけには、子どもの時とは違って体罰は伴わない。実際公衆の面前

で若者を厳しく叱ることは不必要であり、悪いことであると考えられている。親

や成人した家族はこのことを十分心に留めている。若者は怒ると危険であると見

なされ、その機嫌は容易に制御されない。

　青年期の少年の社会的役割における重要な変化は成人活動への大幅な参加であ

る。村の協議会に参加したり、治安維持に加わったり、互恵労働に携わったりす

る。責任あることを引き受けるのに十分成長していると見なされる。親は常に息

子にもめごとを避けるように申し渡す。子どもが言い争いをしたり喧嘩したりす

るのを見るのは楽しい。実際、勇敢さはフィリピン人の最上の規範であるためそ

うするように仕向けられることもあるが、これは青年期の少年には当てはまらな

い。少年は注意深く喧嘩に巻き込まれないようにするよう諭される。この気遣い

は成人間で行われる喧嘩が死亡事故に繋がるという事実に基づいている。こうし

た忠告にもかかわらず、喧嘩は特にお祭りや他の集まりではしばしば起こる。

　幼少期から青年期への移行は、他の社会で記録されているような風変わりな通

過儀礼によって特徴付けられることはない。信仰や習慣も複雑ではないし多くも
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ない。それでも、いくつかの地域では月経の始まりに付随するある種の儀礼が観

察される。こうした儀礼は他の地域では、特に poblacion に近い場所には存在し

ない。

　ほとんどの青年期の始まりに付随する儀礼は青年の健康を保証したり、bisa（精

神力）を強めるために行われる。これにより青年は超自然的存在の策略に抵抗で

きるのである。例えば、最初の月経が始まると娘は階段の三段目に立ちそこから

地面に飛び降りることが求められる。こうすることにより、月経の期間を僅か 3

日に短縮できると信じられている。地面に飛び降りた後娘は元の場所に戻る。そ

こで儀式を行う者が娘に手桶に入った水を数杯浴びせる。水かけに付随する信仰

は娘を強くするということである。これにより娘は、月経の期間に水に触れるこ

とでもたらされる病気から護られる。農業や漁業地域で女は田植えや魚網から魚

を取り出すなどをして夫、きょうだい、親を手伝わなくてはならないので、これ

は重要なことである。このような場合に女は水に入っていなければならない。こ

の観点から見れば、月経の儀礼は予防医療の一形態である。

　月経時の用心と衛生に付随する医療に基づいた禁忌には次のものがある。（1）

娘は骨の折れる肉体労働に従事してはならない。なぜなら、こうした仕事は血液

の流れを止め、腹痛をもたらす。（2）月経の初日に入浴すると月経時の血液の流

れを止めてしまう。入浴は初日にではなく周期の最終日に行うべきである。（3）（既

婚女性の）性交は避けなければならない。これは月経時の血液を男性器の中で凝

血塊にし痛みをもたらす。

　人里はなれた地域では行われているが poblacion では行われていないもう一つ

の習慣は月経の ｢ 血液 ｣を用いて娘の顔を洗うというものである。これを行うと

娘の顔に出てくるにきびを防いでくれると信じられている。ふつう血液はお湯と

混ぜ合わせて用いる。しかしながら、何人かの情報提供者は混ぜ合わせないで、

単に指を血液に浸し軽く顔に塗りつける。これが行われるや娘は家を離れること

が許されない。

　市販の脱脂綿や衛生ナプキン（薬局で購入される）は poblacion に住む女性に

しか知られていない。人里はなれた村のほとんどの女性は古いが清潔な布切れを

用いて血の流れを抑え、血を吸い取る。月経の間女性は家にいる。この期間にあ
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る者はかんしゃくの兆候を示し、ある者は吐き気や頭痛といった身体虚弱の兆候

を示す。これに対する最善の治療薬は薬効のある植物の樹皮や根から抽出した煎

じ薬である。

　一方男子は約 8歳以上になると割礼を経験する。しかし、何人かの情報提供者

は 15歳か 16歳頃に包皮を切り取られたと語った。手術はその地域で任意に行わ

れる。手術の一般的な用語は tuli である。

　大部分の手術は四旬節の時期のブラック・サタデイに行われるが、その年の何

時でも行うことができる。この優先は、四旬節の間は血が溢れ出ないという信仰

に基づいている。手術の場所は普通は樹木で覆われた裏庭か孤立した畑で、他人、

特に女性に妨害されにくいところである。

　フィリピン全土ではいくつかの割礼の方法が知られている。タガログ族の間で

人気があるのは tuli sa batakan、tuli sa gunting、tuli sa itak、tuli sa bao である。

　Tuli sa batakan

　手術者は一方の端を曲げて平らにした、磨いた木片（グアバの枝が望ましい）

を準備する。長さは約 1.5フィートである。一方の端を、しゃがんで手術を受け

る時のペニスと同じ高さになるように地面に突き刺す。それからペニスの包皮を 

batakan と呼ばれる垂直に立てられた器具の水平部の先端まで引っ張る。手術者

もしゃがんで、片方の手でナイフを摘み上げ引っ張った包皮の表面に縦方向に当

てる。もう一方の手に棒を持ち、ナイフを鋭く打つ。もし最初の一撃で成功しな

ければ、ペニスの頭が現れるまで次を打つ。手術を受ける者が気を失う例もある。

この場合、手術者は顔を平手で打って意識を戻らせる。それから手術者は傷口に

薬を塗り包帯する。これで少年は洗礼された（nabinyagan）と考えられる。

　Tuli sa itak

　この手術にはよく研いだ大鉈（itak）が準備される。柄を地面に落し、ペニス

の包皮と頭部の間に縦方向に大鉈の先端部を差し込む。手術者も患者もしゃがん

でいる。手術者は左手で大鉈の刃の上にある包皮を手前に引っ張り、ペニスの頭

部が現れるまで右手に持ったバナナの歯柄で包皮を打つ。傷口に薬を塗ってから
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包帯する。

　Tuli sa gunting

　この方法には鋭い鋏（gunting）が必要である。鋏の一方の先端部を包皮の開

口部に挿入する。片手で包皮を縦方向に刃の上で伸ばし、もう一方の手で切断す

る。それから傷口を処置し包帯する。

　Tuli sa bao

　この方法は中国式割礼の模倣であるといわれている。したがって tuling-Intsik 

として知られている。以上に述べた全ての切断方法の中でこれが最も痛く激しい

苦痛を与える。それは傷が事実上循環し回復に要する時間が極めて長いく、包皮

の切断部が縫合されないので非常にくっつき難いからである。必要な器具は磨き

上げた、穴を開けたココナツの殻（bao）である。この穴は前方に広げられてい

てペニスの頭部が殻の穴の後ろに嵌る。患者は両手でしっかりと殻を持ち、術者

は包皮をひっぱって手に持ちこれを横に切断する。傷は処置され包帯されると、

この者は洗礼されたと考えられる。

　多くの地域では、通常数人の少年が同時に割礼を経験する。少年は指定された

日の朝のとても早い時間に、何枚かのグアバの葉、綿のシャツの切れ端を数枚、

それに小さな布の袋を手に持ち専門家の家に集まる。これらは包帯として用いら

れる。彼らは専門家の家から手術が行われることになっている場所へと進む。

　ラグナ州バイ（サン・アントニオ）で私たちは次のような経過を観察した。

　専門家は V字形をした枝の張ったグアバの幹を確保した。枝の一部を

地中に埋め、残りの部分を台として用いた。専門家は、この方法は tuli sa 

batakan であると言った。少年たちは交代で行った。患者は足を開いてしゃ

がんだ。台がペニスの包皮に挿入され、皮がその周りに引っ張られた。予め

噛み砕いたり叩き潰したりして準備したグアバの葉を引っ張られた包皮に塗

り付けた。これは麻酔の役割を果たした。こうして全ての少年の割礼が終わ

るまで手術は続いた。

　少年たちによると、2種類の手術が知られているとのことである。一つは、
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包皮の先端を細長く切り裂き、ペニスの両側にぶら下がるように皮の襞を残

すやり方で、もう一つは、包皮を全て切り取るやり方である。その後傷に噛

み砕いたグアバの葉の樹液を塗る。叩き潰したり噛み砕いたグアバの葉の一

部は傷のパップ剤として用い、その後にペニスは包帯され準備してきた小さ

袋に入れる。その袋は、腰に巻きつけられた紐のベルトに括り付けられる。

少年たちは一週間入浴しないように言いつけられる。傷はグアバの葉を混ぜ

たぬるま湯で洗うことができる。同様に、ある種の食べ物はタブーである。

トマト、魚の干物、豚肉、小魚の塩辛（bagoon）、その他の臭いのする食品

である。これらの食べ物はペニスの腫れを引き起こすとして知られている。

　情報提供者たちは、割礼が医療的、社会的両方の理由でなされるという点で意

見が一致する。割礼をしていない者はからかわれる。割礼をすればしない時より

も性交時の喜びが大きいとの論が唱えられる。ある情報提供者は、割礼をすると

いうことは清潔になることであり、女性の病気（sakit ng babae）に直ぐには罹ら

なくなると言った。もちろん同じように、こうした意見に同意しない者も多くい

る。いずれにしても、割礼は少年が成長していく過程の一部ではある。

社会参加

　労働の分割が青年期には再び強調され明確に定義される。農場で少女は種まき

や刈入などの軽い仕事を、少年は鋤で耕したり土をならしたり農作物を運搬する

などの重労働をする。少女は時々カラバオ（水牛）・ヤギ・牛の番をしたりもするが、

主な役割としては家での料理・きょうだいの世話・鶏や豚の餌やり・衣類の洗濯

である。少年は水汲みや薪割りをするが、農場での仕事がびっしり詰っている時

には少女もこの仕事をする。

　Barangay（伝統村）のダンスや洗礼、結婚披露宴、それに宗教上の祭典といっ

た特別な場合には、少年と少女は混じり合わない。少女は一角の場所に集まり、

少年は別の場所に位置する。男女間の社会化は、ほとんどが親族かきょうだいで

ある男性の付き添い人に限定される。少年がある少女と踊りたいと思ったら、ま

ずその男性の付き添い人の許可が求められる。少女が顔を上げて付き添い人を見
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ると、彼はその誘いを受け入れるか断るかのサインを送る。

　受け入れれば、少女はその少年の顔を見ることもしないで立ちあがり、ダンス・

フロアへとその少年についていく。少女は、少年に支えられる時に少し身体をこ

わばらせる。寛いだり、ダンスを楽しんだりすることは女性に相応しくないとし

て観客に妨害されることもある。多くの場合、ダンスは単に歩き回ったり、身体

を左右に揺らす程度である。少女が付き添い人やいとこ、きょうだい、よく知っ

ている barkada（仲間）と踊る時は、この状況は全く異なる。この場合お互いは

寛いで、音楽のテンポに合わせてステップを踏む。

　いくつかの農村地域では、現代ダンスに年寄りたちは眉をひそめることがある。

もっとも見るのは楽しいという意見を持つ者も多くいるのであるが。こうしたダ

ンスを踊る時でさえ二人は手を握ることはない。少女は、もし相手が婚約者や親

戚、隣人でなければ、身体全体を揺らしたり腰を振ったりすることに節度を示す

ことが期待されているのである。

　都市部の地域では、青年の社会参加は様々である。学校の内外で若い男女は 

barkada 仲間、即ち仲間集団を求める。よい barkada の一員になるためには、他

の人がすることを学ばなくてはならない。例えば男子では、年の若い者は喫煙・

飲酒・街角での時間の過ごし方・バスケットボールのし方などを知らなければな

らない。これらは受け入れてもらうためには重要な要件である。女子では、最新

のファッション・映画スター・教会のための仕事・他の女性らしい活動に精通す

べきである。同様にお互いを訪ね合う時間を作ったりおそらくは演奏会を計画し

たりしなければならない。最近ではディスコや飲み歩くことも若者の社会活動の

一部になってきた。

まとめ

　ここまで、思春期と青年期の身体的・社会文化的成長の各局面を描写してきた。

これには思春期と青年期に付随する通過儀礼を形成する信仰や習慣も含まれてい

る。女子にとって、階段の 3段目から地面に飛び降りることやバケツの水でずぶ

濡れになることは伝統的な習慣である。男子にとっては、割礼は通過儀礼である。

　少年少女は、青年期に達するや地域の業務に積極的に参加する。彼らの社会的
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役割は性差によって規定され始める。また、少女は性交の実験には気を付けるよ

うしばしば警告される。それはこの時までに妊娠ができるようになっているから

である。若い男性に対しての制限は多くない。

11　求愛と結婚

　求愛と結婚は、多くのフィリピン人にとって地域生活の一部と見なされている。

この期間に人々は将来の計画を立て、配偶者を見つけ、夫婦として共に生活する

ことをそれぞれが選択し、子どもをもうけ、家族集団を永らえることに貢献する

正式な地位と役割がが与えられる。

　求愛は結婚するための第一歩である。これは若者が出会いお互いをよく知る期

間である。同じ村で育っており誰もが長い間にお互いを十分によく知り合ってい

るので、この期間は不必要であるが、この習慣は守られている。

　もし若い二人が求愛の後恒久的に共に生活しようと決めたら、二人はもう一つ

の慣行、即ち結婚の慣行に参加することになる。この章では、求愛と結婚の慣行

に内在する伝統的な信仰と習慣を描写する。

Panliligaw（求愛）

　求愛の用語は panliligaw である。これは少年が binata になり、少女が dalaga 

になった時に始まる。これは両者にとって思春期から約一年、青年期の始まり

の時期である。この時期に binata は地域の業務に積極的に関わる。農村部では、

binata は仲間と共に畑を耕し、カラバオ（水牛）を放牧し水浴びさせ、稲を植付

けし刈り取り・脱穀、その他の労働をする。この仲間の何人かは子どもの時以来

の遊び仲間である。都市部では、binata は学生だったり、街角の barkada（遊び仲間）

であったり、運転手・煙草売り・片手間仕事などの仕事をしたりする。

　青年期の始まりは性的活動の特徴を示す。子どもの性衝動に対して親が最も監

視するのはこのような早い時期である。少女は付き添い人がいなければ外出する

ことが許されないし、少年は抑制されない性交の実験によって引き起こされる結

婚に警告が与えられる。
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　少年たちの、休憩時間の冗談や真面目な話し合いの人気ある話題は少女のこと

である。この時期のほとんどの若い男の最も強い願望は、ガール・フレンドを作

り、結婚し、子どもを持つことである。もちろん、自分の望みは学業を修め町で

仕事を探すことであり、結婚はこうした望みの障害であると言う者もいる。両性

に同等にそうであるが、目標として伴侶を得ることは女性よりも男性に明確であ

る。オールドミスになることは恥じであるとは考えられない。実際、若い女性が

好ましくない求婚者に断る時によく言う表現に、｢ 私はオールドミスになること

を決めた ｣がある。一方独身男は、それはおかしなことであると見られる。その

男は、あたかもどこか悪い所があるかのような、おかしい者と見られる。このよ

うにその男は時に村のからかいの対象にされる。彼は手荒にからかわれ、bakla（ゲ

イ）や walang bayag（睾丸無し）などの侮蔑的なあだ名を付けられる。独身でい

ることに対するこうした制裁にもかかわらず、未婚のままでいる者や結婚が非常

に晩くなる者がいる。

　ほとんどの娘たちが夢見る理想の夫とは次のような者である。

1．よく家族を扶養する

2．気立てがよい

3．無慈悲でない

4．勤勉で熱心な働き手である

5．飲んだくれでない

　男性は次のような女性を好む。

1．よく家事を切り盛りする

2．争い事を好まない

3．つつましく家計のやりくりがうまい

4．怠け者でない

5．性行為に忠実である

　求愛を始めるには、少年は候補者の中から一人を選び、選んだ少女の許を友人

と共に訪ねる。訪ねる時間はふつう夜であるが、日曜日の午後に訪ねる者もいる。

都市中心部の、特に学生であったり働いていたりする者の中には、時間にかまわ

ず求愛する者もいる。一般に少年は相手を会社に連れて行き勤務時間が終わって
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から彼女を再び連れ出す。二人は映画を見に行ったり、おやつを食べたり、ウィ

ンドウ・ショッピングをしたり、公園で休んだりする。学校では、求愛はキャン

パス内で行われる。それは図書館であったり、教室であったり、女の子と一緒に

いるチャンスのある他の場所であったりする。

　最初の訪問のとき男性は友人といっしょに行く。なぜ最初の訪問で友人と一緒

に行くかと言うと、若い求愛者は求愛を行う能力に自信が持てないからである。

さらに友人は鑑定人の役割も果たす。少女の家を出て直ぐに、求愛者は ano na?（今

のはどうだった？）のように友人の意見を求める。

　もし意見が好ましいものであれば求愛を推し進め、そうでなければその少女か

ら手を引き他の女の子を探し回る。もし求愛者が少女との熱狂の続行を言い張れ

ば、仲間のほとんどはそれをよしとせず、その少年はからかいの対象、物笑いの

種となる。遊び友達はその少年を不愉快にする言葉を絶えずこぼす。これは仲間

が社会統制のメカニズムとしての機能を強いる一例である。つまり、集団規範の

執行者である。

　過去において（1950年代頃）セレナードを歌うことが、特に収穫時期には求

愛の人気のある習慣の一つであった。この時期米の収穫を手伝いに他村から女性

たちが来る。働いた日の夜若い男たちが寄り集まり、新しく来た中で最もきれい

な娘をセレナードで称える。新来者の男たちも同じように団結し、土地の少年た

ちと親しくなり、そこの娘たちの中で最もきれいな娘をセレナードで称える。収

穫期は、新来者と土地の若者の両集団に出会いの機会を与え、求愛と結婚を開始

する機会を提供している。

　最も望ましいセレナードの時間は真夜中である。時々少年たちは娘たちを訪ね

ていく予告をする。西ビサヤでは bangi-anay、タガログでは sagutan として知ら

れている歌の競い合いがセレナードでは呼び物である。この競演は、少年が求婚

し少女がしつこく追い縋るのを止めさせるというものである。最初に歌の尽きた

ものが負けを宣言される。セレナードのニュースは翌日には直ちに地域中に広が

り、一番うまい歌い手はその地域中の名声を勝ち取る。

　今日、セレナードはもはや流行していない。それは人気を失った。しかし、家

を訪ねることは主要な習慣として継続している。もし少年が最初の訪問に続く数
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回の訪問で少女の家族によく受け入れられれば、求愛を正式なものにする。彼は

少女の許を独りで訪ねる。遊び仲間に自分が目を付けているからその娘に求愛す

るなと伝える。たとえ友人が以前その同じ少女にある感情を抱いていたとしても、

ふつうは最初に彼女に対する自分の感情を仲間に伝えた人に賛成して身を引く。

　仲間の規範への服従がよく観察されるが、その規範から逸脱する場合もある。

実際競争が激しくなると、殺人といった深刻な事件になることもある。いずれに

しろ、ある少年が 2回以上少女の許を訪ねるようになったら、少女の親や年上の

きょうだいは事の成り行きを注意深く見守り始める。母親は、訪ねてきた時はい

つも身近にいるように注意する。もし重要な約束があれば、きょうだいの一人を

妹と一緒にいさせる。もしその少年が気に入られれば事の成り行きに言葉は差し

挟まれないが、そうでなければ、少女の親やきょうだいは少年の心づもりに荒々

しく立ちはだかる。彼らは妻を養う能力について、どこでどうやって生活費を稼

ぐのか、親戚は誰であるのかなどを聞く。こうした質問は実際には不必要なもの

である。同じ村に住んでいるのであり、少女の家族は少年のことは全て知ってい

るのであるが、それにもかかわらず少年を困らせるために聞くのである。多くの

場合このように扱われると戻ってくることはない。

　都市には村よりも多くの自主性がある。ほとんどの親は働いているし、きょう

だいは学校に行っている。家政婦だけが家にいて、台所や洗濯で忙しい。若者に

は自分だけの時間が多くある

　求愛が必ずしも結婚という結果になるわけではない。求愛者が結婚を求める前

には多くのことが考慮される。年齢がその一つである。男性にとっては 20歳以

上が、女性にとっては 18歳以上が理想の年齢である。少年は 20歳までには十分

成長しており、家族を養うことができると考えられている。どのくらいの金銭や

米を貯えたかは別の問題である。もし何も貯えていなければ、ふつう少女の親は

結婚を思いとどまらせる。少女にとって望ましい性質は、勤勉で、謙虚であり、

対社会関係、特に将来の姻戚との関係が良いことである。同じ基準は少年にとっ

ても当てはまる。美しいことや見た目が良いことはおまけであり、妻や夫を選ぶ

うえで重要ではない。どこに住むかは多くの親にとって重要であると考えられて

いる。
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　上に述べた形式には多くの変形がある。特に 20歳のほとんどがまだ学生であ

る poblacion や都市中心部ではそうである。近年、結婚が遅くなる傾向がある。

多くの若者は結婚して落ち着く前に経歴を完成させたいと願う。

　いったん manliligaw（求愛者）が若い女性に受け入れられれば、二人は次の段

階の関係に入る。即ち、二人は magkatipan（婚約した）あるいは magkasintahan（愛

し合うもの同士）である。関係する他の用語は magbata、mag-steady、magkatrato 

であり、意味は ｢ 恋人 ｣である。これは、どちらも他のいかなる恋愛にも関わり

合いを持ってはならないことを意味する。男性は他の女性に言い寄ってはならな

いし、女性は他の求愛者を思いとどめさせたり拒絶したりしなければならない。

　地方では（1950年代頃）、男性はふつう半年から一年間ぐらい娘の家で奉公す

る。2　彼は、水汲み・薪割り・家畜の番・耕作・草取り・刈り入れなど、期待さ

れるあらゆる種類の仕事をする。この段階は panunyo あるいは paninilbihan と呼

ばれる。彼はできるだけ良い印象を与えようとする。それは娘の家族にしっかり

と観察されているからである。家族がよしとすれば結婚の手はずが整えられる。

この習慣は若者の間では、特に大きな町や都市では急速に消えつつある。

　それから男性とその両親、時にはその親戚に対して、娘側に正式に結婚を求

める日にちが設定される。この行事が pamamankihan である。男性の一行が娘の

家に行く。彼らは贈り物と飲食物を持参する。贈り物は、男性に対しては酒と 

pulutan（つまみ）、女性に対してはソフト・ドリンクとお菓子である。他の贈り

物としては、年配の家族に対して煙草やビンロウジがある。一行がその家に迎え

入れられると、男性が自分の両親と親戚を娘の家族に紹介する。同様に娘も自分

の両親と親戚を男の一行に紹介する。そうしているうちに飲食物は台所に運ばれ

る。これは pulong（会合）が終わった後に出される。

　両家の人々は二人の結婚の計画、特に結婚式について話し合う。Dote（結納品）

が求められる。それには結婚後に二人が住む家・数袋の米・宅地や農地が含まれ

ることもある。Dote は伝統的に男の親が二人に与えるものであり、これにより

夫婦が結婚生活を始めるための何がしかのものを持つことになる。

　結婚式の計画と望ましい日取りに影響を与える信仰や習慣がいくつかある。例

えば、きょうだいはその同じ年内には結婚すべきではない。もしそうすればきょ
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うだいの内の一人が窮地に陥ったり不運に見舞われたりする。また、満月の後に

月が欠けていく期間には結婚すべきでないと信じられている。それは、結婚生活

において繁栄の衰退を経験することになるからである。二人の家族や直接の親族

集団で誰かが死亡した場合、故人への敬意を表するため lungkasan（一周忌）後

まで結婚は延期される。こうした慣習に従わないと、夫婦に不幸がもたらされる

とも言われている。

　二人は pamankihan（結納）の後は正式に婚約したと考えられる。結婚の日が

近づくにつれて彼らは行動に特別に注意を払うように言われる。遠くへ旅したり、

過重で不必要な肉体労働をすることは禁止される。花嫁はウェディング・ドレス

や靴の試着も禁止される。もし試着すれば、結婚式が成功しないかもしれないの

である。

　そうこうしているうちに花婿の家族は結婚式の準備を始める。結婚式に必要な

ものを全て準備することは花婿の家族の責任である。彼らは次のものの費用を支

払う。花嫁衣裳、時には花嫁の付き人となる親戚の衣装、披露宴、音響設備の使

用料、婚礼用の車両、それに（都市住民の場合は）来賓や親類が使用する車代

などである。比較的大きな町の近くに住んでおり財力のある者は一般にレストラ

ンでの披露宴を好む。しかし、披露宴が花嫁の家で行われる例では、花嫁の家

族が宴会の料理を提供することもある。この習慣は tambini、salubong、あるいは 

salibong sa handa である。

Kasal（結婚）

　結婚を表わす用語は kasal である。結婚式の前夜は誰もがこの催しに忙しい。

村では新郎の親戚や友人が調理器具・材料・食器・テーブル・椅子・飾り付けなど、

新婦の家で行われる結婚披露宴に必要なものを運ぶ。彼らは調理場を設定し、豚

や鶏を解体し下ごしらえする。また、材料を準備し料理を始める。他の者は前庭

の飲んだり踊ったりする場所を飾り付ける。庭の一角は baklad（割り竹で編んだ

マット）で囲い椰子の葉で屋根を葺く。これは紙の垂れ布や吹き流しで飾られる。

ここは食事の場所として使用される。テーブルは端と端を付けて一つの長いテー

ブルにする。このように、タガログ語では mahabang dulang（長テーブル）とい
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う用語は結婚式を表す。

　大きな町や都市での慣行は簡単である。新郎と新婦の家族がそれぞれ結婚式が

行われる教会に集う。招かれた来賓、特に友人や近い親戚は教会に来て式の間に

行われるミサに耳を傾ける。他の客は、自宅であれレストランであれ披露宴が行

われる場所に直接行く。

　結婚式は翌朝早く行われるのが普通である。花嫁とその付き人は朝早く起

きて着飾る。花嫁はウェディング・ドレスを着、白いベールを被る。花婿は 

amerikana（スーツとネクタイ）あるいは barong tagalog（男性用の正装）を着る。

しかし、多くの家族は amerikana を買うほど余裕がないので、花婿が結婚式のた

めに誰かから借りたり業者から借りたりすることは珍しくない。結婚式の参列者

に決まった服装はないが、最も相応しい服を着る。

　もし教会が歩いていける距離にあれば、花嫁は付き人や客と共に列を作ったよ

うな格好で教会まで連れ立って歩いていく。花嫁と家族が一行の先頭を歩き、付

き人・二人の家族と親類・客が続き、ブラス・バンドが後尾につき道中の初めか

ら終わりまで明るい音楽を演奏する。もし教会が花嫁の家から遠い所にあれば、

一行は carretelas（馬車）や車、ジープに乗って行く。一方花婿と家族は花嫁の

一行を教会で待つ。

　タガログ族は結婚ミサで行われる様々な儀式に象徴的な意味を持たせる。蝋燭

の点燈は夫婦がお互いに捧げる神聖な誓いを象徴する。ベールで覆う儀式は一つ

の屋根の下で共に仲良く暮らすことを表わす。綱で結ぶ儀式は花嫁と花婿の結び

付きを象徴する。もし結婚式の道具の何かが落ちたり、あるいは床に触れただけ

でも夫婦に不幸なことが起こると信じられている。例えば、もし式の間にベール

が落ちれば、これは夫婦が後に別れる、あるいはどちらか一方がもう一方の前で

早すぎる死を迎える印と考えられる。もし指輪か硬貨が床に落ちれば、夫婦は豊

かな生活を送れないと信じられている。

　結婚式の後、夫婦は跪いた姿勢から立ち上がる時にお互いに ｢ 勝とう ｣とする。

最初に立ち上がり、したがって立ち上がる時に相手の肩にもたれる者が家庭での

支配的な人物であると考えられている。他の習慣としては、相手の足（靴）を踏

んで先に教会を出ようとするものもある。
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　結婚式に参列した一行はそれから披露宴のため花嫁の家に帰る。小さな町や村

ではブラス・バンドが一行に付き従ってずっと演奏し続ける。家庭での優位性を

象徴するため、花婿が花嫁の先に家に入る。夫婦の幸福と繁栄を保証しようと、

親戚や客は二人が階段を上っていく時に米や花びら、硬貨を投げつける。

　夫婦が家に入る前に、花婿か花嫁どちらかの年配の親戚一人が夫婦それぞれに

甘いもの（蜂蜜のような）のテーブル・スプーンを渡す。こうすることにより、

二人の間柄はいつも matamis（甘い）であり続ける。夫婦は水の入ったコップも

手渡され、それを飲むことにより二人は常に結ばれることになる。

　家に入ったら夫婦は家庭祭壇の前で短い祈りを捧げる。この後で新婚の夫婦は、

結婚を幸福なものにするし方を助言してくれる花嫁の両親の手にキスする。その

後花婿の両親の手にキスする。

　そうしている間に、庭で長テーブルを準備していたものは最初にもてなす客を

選ぶ。この人々は、新婚夫婦・その両親・教父母・花嫁の近い親戚と友人・影響

力を持つ客たちである。花嫁の親類が先にもてなされる。それは、彼らが花婿の

家族とその一族の賓客であると考えられるからである。その後で花婿の親戚や友

人がもてなされる。客は到着するごとにもてなされる。大きな結婚式では、地域

の全ての人が招かれ客全員がもてなされるまで食卓が準備される。こうして、披

露宴は朝の 8時、9時から午後の 2時、3時まで続くこともある。

住居

　住居の形態は全国で同様である。最初は妻方居住制が見られる。すなわち、最

初の年の住居は女の家族と一緒である。もし （1）夫が一人っ子であるか、（2）

女の家族が大きいか、（3）夫が財政的に裕福であればこれから外れることもある。

経済的要件が住居基準の指針になるように思われる。最初の妻方居住の後夫婦は、

妻の親の家に近くか sitio（隣近所）に、あるいは男の親の近くか sitio に自分た

ち自身の家庭を築く。これには厳格な決まりはない。農村部の大多数のフィリピ

ン人家族は、最初の妻方居住性にも関わらず、結婚前の元々の住居から離れた新

居住で生活する。
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まとめ

　ここまでの求愛と結婚の論考で、行事にまつわる様々な信仰や習慣を指摘して

きた。国中の多くの村人にとって求愛は結婚に至る第一段階であると見なされる。

結婚は青年期の終わりとその土地の業務における成人としての役割を果たす始ま

りを示す。様々なフィリピン人民族集団の求愛と結婚にまつわる信仰と習慣を比

較は、違いよりも類似点が顕著であることを示している。

12　死と埋葬

　社会の成員が誕生と社会化を通して社会制度に組み込まれるのと同じように、

その絆は究極的には死と埋葬を通して解消される。葬儀は、実際にはその人が属

する社会においてその人物の地位を正式に終了させるための儀式である。複雑な

葬儀もあるし簡単なものもある。いずれにしても多くの村人は一般的には、妊娠

と出産が地域における個人の人生環の始まりを示し、死と埋葬がその終わりを表

わすものであると認識している。

　死は、前もって考えておかなければならない人生における重大局面の一つであ

る。子どもは、こうした状況で大人がすることに参加し観察することで、死を、

死の原因を、責任の体系が親類を経由していかに作動するかを学ぶ。言葉を代え

て言えば、人生環の一部としての死と埋葬は、子どもの伝統に基づいた教養を寄

せ集めることになる。これは分化化過程の一部である。このようにしてフィリピ

ン人の子どもは、反応して行動する成人成員になる前でさえ、誰かが死んだ時に

何をすべきかを知る。

死と臨終の概念

　死を表わす用語は kamatayan である。人々はこれを、死すものの行く末ではあ

るが、それ以後に始まるもう一つの生命の始まりであると見ている。一般的に、

多少異なってはいるが人間はその後も存在しつづけると考えられている。その後

の生活がどのようなものであるかは知られてはいない。霊魂は死後異なった種類

の生命、それは純粋に霊的なものである、で生き続けると信じられている。これ
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は“Siya ay sumakabilang buhay na（その人はもう反対側の命に行ってしまった）”

という言い方にあらわれている。死は永遠の休息とも見られている。死んだ人は 

namamahinga（休んでいる）と言われる。これらの死に関する異なった見方から

それに対する異なった感情が現れる。ある者は死を歓迎し、ある者は死の訪れを

恐れる。それにもかかわらず、死を迎えた家族としては、それは常に悲しみであ

り途方もなく大きな心配の種である。ある者は死者を悼むと主張する。一方であ

る者は、残された者が故人の助けなしで生活上の困難に向き合うことを悲しむと

言う。この受け止めかたは、死んだ者が家族の稼ぎ手である場合は特に当てはまる。

　霊魂の最終的な行き先に関して言えば、誰もこれを確実に知っている者はいな

い。しかし初期のスペイン・カトリック教義の結果、霊魂は天国か煉獄、地獄の

いずれかに行き、洗礼を受けない子どもはリンボ界に行くというのが支配的な信

仰である。

　霊魂は、俗界でどのような人生を送ったかによってこのいずれかの場所に行く。

もし故人が良い人生を送り神の恩寵のもとに亡くなれば、霊魂は天国に行く。そ

の人物が不道徳な生活を送り、悔い改めと懺悔の秘蹟の恩恵なしに死んだ時には、

その魂は罪の重さに応じて地獄に行く。もし犯した罪が軽微であり長い贖罪の期

間の後に清められれば、魂は故人が完全に罪を悔い改め許されるまで一時的に煉

獄に置かれることになる。これが理由となり、霊魂の救済のためにミサが捧げら

れ祈りが唱えられるのである。これらは天国へ行くのを早めると思われている。

洗礼の恩恵に浴しないで死んだ子どもは tikbalang（人間の体を持つが馬の脚を持

つ想像上の生き物）か tiyanak になる。この子どもは来世に入ることが許されない。

代わりに怠慢な大人を苦しめるために元の村へ送り返される。

　ところが多くの者はこうした信仰に同意しているのであるが、霊魂とその行き

先に全く思い煩わされない者もいる。無神論者か無信仰者である。彼らは死を単

に事実として受け入れ、魂が天国や地獄に行くといったことにはあまり大騒ぎし

ない。

　この二重性（即ち人生の終わりと始まり）を暗黙のうちに受け入れてはいるが、

死の受け止めかたは不安・不確実・恐怖によって特徴付けられる。何人かの情報

提供者は、恐ろしいのは死ではなく死に至る過程であると述べている。まさに死
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につつある人によって経験された苦悶や苦しみの風説が語られ、こうした話が死

に対する好ましくない態度を醸し出してきた。したがって死は、人間が社会の一

員として成長し発達していく何れかの時点で起こり得る、人生環における避ける

ことのできない局面の一つと考えられている。死は、誕生時に、子ども時代に、

青年期に、また老年期に起こり得る。こうして死はいくつかの理由により多くの

信仰や儀式に包まれている。こうした儀式の根本的理由は、末期の恐怖を和らげ、

死んでいく者に来世の準備をさせ、死者の霊魂と良い関係を維持するためである。

死者は生きている者との関係を続けると信じられている。

　死は、病気・事故・過失・殺人・高齢などで引き起こされる。こうした原因の

全ては、神を含む超自然的存在によって意図されていると言われている。この調

査の情報提供者は、人は人生における自分の印（guhit）に達したので死ぬと信

じていた。もしそれが suerte（運）であるなら、誰も死を避けることができない。

善人で良い行いをした人物が死ねば、神が天国に召すと人々は信じている。死ん

だ人が問題多く、罪深く、他者に危害を加える者であれば、死は神、あるいは他

の超自然的存在によるその悪行に対する罰であると見られる。｢その人は地獄に

送られる ｣。

臨終の儀式

　誰かが今際の際にあれば、通常家族の誰か一人が pahesus（死んでいく者の霊

魂にたいする祈りを唱える儀式）を施すために呼ばれる。Pahesusu の儀式は、

事故で死んだ者や眠っている間に死んだ者に行うことはできない。一般的に長く

病床にあった者が死んだ時は、家族が立ち会う。Pahesusu を執り行う者は、通

常は女性であるが男性親族が行うこともある。儀式の執行に選ばれた者は死の床

の横に位置する。彼女は、死につつある者の前で片手に十字架を持ち、もう一方

の手で蝋燭に灯を点す。そして時々十字架を死につつある者の唇に押しつけ次の

ように言う。

 　　　　　　　　　　（ngalan ng namamatay／死につつある者の名前）,

 huwag mong kalilimutan ang pangalang Hesus, Maria, Josep.

 （イエス、マリア、ヨセフの名前を忘れてはならない）
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　その間に家族の他の者は、その人物の罪の許しと magandang kamatayan（平安

なる死）のために祈る。Pahesusu はその人物が息を引き取るまで数回繰り返さ

れる。3

　死の訪れたことが知れるや蝋燭は吹き消され、その蝋燭を持って死者の上で十

字が切られる。この後に家の中にいる人々が泣き叫ぶ。嘆き悲しむことが期待さ

れ、儀式の一部であると認識されている。嘆き悲しみの期間には、別れの印とし

て死者へのキスや抱擁が行われる。ふつう近所の人がやって来て遺族を慰める。

嘆き悲しみとキスの儀式の間、近親者は遺体に涙が零れ落ちないように注意を受

ける。情報提供者たちは、これは死者があの世（kabilang buhay）への旅を続け

ることを困難にさせると信じていた。また多くの情報提供者は、遺体に涙を零し

た者はすぐに墓所へと死者を追いかけることになると信じていた。こうしたこと

が起こるのを防ぐために、泣いたり叫んだりして悲しみを表すことは許されるが、

死者の身体のどの部分にも涙が零れ落ちないように十分に気を配るのである。

　死ぬと直ぐに遺体は服を着せられる。遺体は即席の祭壇に面したベッドに安置

される。この祭壇は葬儀前の儀式のために造られる。両手を腹部の上で交差させ、

palaspas（パームサンデー =枝の主日に祝福されたパームの葉）で作られた十字

架が両手のひらの間に置かれる。蝋燭が遺体の右腕の上部に置かれる。家族の誰

かがそれに灯を点し、それから炎を吹き消す。情報提供者によると、この儀式は

家族が死者の魂が死の世界への旅を続けることを許したことを象徴している。目

を閉じたままでいられるように瞼の上に硬貨が置かれる。

　遺体に服を着させるのを手伝いに来た近所の人や親戚は必定の禁忌を守る。そ

れから遺体はその町の教会の方角に向けられる。家族の者がすぐに死者の後追い

をしないように鏡とガラスの入った額縁には覆いが掛けられる。遺体の腐敗を贈

らせるためにベッドの下には石鹸水の入ったバケツが置かれる。全てが整うと近

親の家族は順番に徹夜をする。きょうだいや子どもといった直近の親族は、弔慰

金（abuloy）を受け取るために遺体（namamangkay）の横に座ることが求められる。

家族の他の者は訪問者のくれる abuloy を記録するように割り当てられる。

　親族の他の者たちは町へ行って教会と葬儀屋で必要な手配をする。埋葬は通常

死の 2、3日後に行われる。しかし、誰か親戚がその地域の外にいて参列がどう
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しても不可欠な時には、例えば子どもが他所で働いている場合などには、防腐処

置がされる。棺が手に入ったらすぐにその中に遺体を安置し、皆が最後の対面

ができるように部屋の中央に置く。棺の四隅にはそれぞれ蝋燭を置き灯りが点さ

れ、棺の足元には花輪が置かれる。一方では家族の成員が、弔意を表わし同情

（nakikiramay）を表わしに来た人に食事を準備する。多くの親戚や隣人が徹夜の

ために食料品を提供する。

Lamay（通夜）

　死者は直ちに埋葬されるか、もし家族が遠方から来る親戚を待っていれば数日

遅らせる。この習慣は、弔意を表わしたり最後の別れをしに来る親戚をもてなす

という点から見ると、あまり費用がかからない。

　遺族は、遺体が告別のために安置されている間 lamay（通夜）を執り行う。哀

悼者を起こしているために室内遊戯が行われる。年配者はマージャンを、他はト

ランプ・ゲームをする。若い男女は帽子渡しという伝統的なゲームをする。室内

遊戯は様々な形で行われ、全てが楽しくわくわくさせるものである。ゲームは、

居間で、庭で、遺体が安置されている部屋以外のどこででも行われる。

　徹夜は遺体が最終的に埋葬されるまで毎日続く。その後、9日間の dasalan が

続く。

　徹夜の間ずっと、abuloy（弔慰金）を受けるため棺の後部に献金皿が置かれる。

ミルク・コーヒー・ビスケット・蝋燭といった現物の寄付も受け取られる。これ

らは軽食となる。親戚や親友たちが同情を表わすのに花を用いるのも慣例である。

通常は kalachuchi の花束である。この白く匂いの強い花が死者に添えられる。

告別式

　埋葬が予定されている日に遺体の埋葬準備がされる。親戚、友人、隣人全てが

告別式に参列する。町役場の役人、教会、墓地管理人との申し合わせにしたがっ

て、埋葬は午前あるいは午後に執り行われる。遺体を家から運び出すことに付随

する儀式は村ごとに、あるいは同じ村の中でも家族ごとに異なっている。しかし、

全体としてほとんどの情報提供者は、棺が家から運び出される前に家族の成員は
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死者のために祈りを唱えることを認める。いくつかの地域では、棺は玄関から直

接運び出されず窓から出される。

　棺が運び出される時の遺体の位置は重要な事柄で、家族の成員は注意深くしな

ければならない。運び出す時、遺体の頭部がドアや窓に面してはならない。亡骸

は足を先にして家から運ばれる。いくつかの地域では、未亡人、子ども、肉親は

棺を家から出すのに手を貸してはならない。もしこの禁忌を守らなければ彼らは

死者に続き病気になり死ぬことになる。

　棺が家から運び出されるとすぐに、家族か親族の誰かが遺体の通って行った階

段や窓にバケツ一杯の水をかける。これは、死の臭いを洗い流すことにより生き

ている者が後追いせず、死者の魂が家の周りに出没しないためであると言われて

いる。遺体は告別のミサのために教会に運ばれ、それから埋葬のために墓地へと

運ばれる。遺体が葬られる前に、故人の小さな子どもたちが、もしいればである

が、棺の上で左側から始めて右へそして後へと 7度持ち上げられる。

　告別式の後、イロンゴ語では bilasyon（タガログ語では lamayan ）として知ら

れる徹夜が行われる。隣人・親戚・友人・知人が遺族に哀悼の意を表わしに来る。

彼らは一晩中そこにいて歌や室内遊戯で家族を慰める。

　いくつかの地域では、lamayan の儀式は一般的に 9日間の催しであり、その後

遺族は水浴びをすることができ、通常の活動を再開する。

まとめ

　人生環の最後の局面は死と埋葬である。この出来事は生き残った者による深い

悲しみによって特徴付けられる。この出来事は死と埋葬を準備する宗教的儀式に

包まれている。人生環の最終局面に付随する慣習は、比較上国中のあらゆるキリ

スト教農村地域で同一である。イスラム教徒も埋葬前に死者に対して宗教的に規

定された儀式を執り行う。
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注：

1 情報提供者は男性の精子と女性の卵子を区別せず、包括的な用語 semilya（精子）

を用いた。P.161

2 1995年から 96年にかけてルソン、ビサヤ、ミンダナオの各農村部で行った追

跡調査では、この習慣が奥地のいくつかの農村においては未だに持続してい

ることを認めた。P.194

3 フィリピン人イスラム教徒の間では、イスラムの儀式が執り行われる。P.201

* 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‘PartⅡ Life Cycles’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。




