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彼女との長い会話
――あるネパール女性のライフ・ストーリー――

（1）

佐　藤　斉　華

1 　はじめに：なぜ「彼女との会話」なのか

　個人の生活史を語った／書いたもの――ライフ・ストーリー（またはラ

イフ・ヒストリー 1）―― への関心は、その具体的な方向性や内実におい

てどんな多様性を含むとしても、あるいはまた「個人」なるものについて

のいかにとりどりの把握に立脚しようとも、人間による人間への関心とと

もに古い。「社会」という、人間探究のための新たな対象を造形した近代社

会学・人類学においても、この関心は綿々たる底流をなしてきた。とはい

え、数量的・統計的方法がその経験的調査研究の主流を占めてきた社会学

にあって、またいわゆる質的調査法に基本的に依拠しながらも様々な意匠

のもとでの構造主義的研究に断固として軸足をおいてきた人類学にあって

も、ライフ・ストーリーへの関心が底流というよりむしろその傍流へと

押しやられがちであったのも一つの事実である。「社会のいかなる研究も、

生活史の諸問題と歴史の諸問題、さらに社会における両者の相互滲透の問

題にまで立ち到らないならば、その探究の道程を完了したとはいえない」

というライト・ミルズの断言（1995［1957］：8）は、改めて、この底を貫く

――――――――――――――
1  （語られた）個人の生活史は、これに対するアプローチの相異ともゆるく照応しつ

つ、「ライフ・ストーリー」とも「ライフ・ヒストリー」とも呼ばれてきた。本稿は
そのいずれかのアプローチに全面的に肩入れするものではないが、煩雑を避ける
ため、以下「ライフ・ストーリー」の語で統一する。
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流れに注意を喚起したものといえよう。「社会」との関係のなかにおきなお

すことは「個人」史を理解する上で不可欠の操作であるとともに、逆に諸「個

人」ののこす軌跡を辿ることこそは「社会」を洞察する上で欠くべからざる

礎となる。この相互反照を欠く社会研究は、必然的に、底の浅いものに留

まらざるをえないのである。

　本稿は、社会研究におけるこの底流に棹をさしつつ、筆者がここ10年

以上関わってきたネパールのチベット系コミュニティ、ヨルモの一女性か

ら聴きとり録音に残したライフ・ストーリーを、その書き下しにできるだ

け近いかたちで読者に供そうとするものである 2。すなわち、彼女が語る

彼女の人生、あるいは彼女自身による彼女の人生についての語りを、基本

的にカットや編集を施すことなく、筆者との会話として展開したそのまま

のかたちを保ったまま読者に提示すること、これが本稿の企てである。

　社会的洞察の不可欠の要素としての個人史研究という上の把握にもかか

わらず、ここで行おうとするのは、彼女の語り（の分析）を通じた彼女の

生きる「社会」についての何らかの論理的考察、通常の人類学・社会学的

分析ではない。そのような分析的研究の材料とも、また補遺ともなること

を意図しているものではあるが、この企て自体は、そうした通常の学究的

営みとは一定の距離をおくものなのである 3。なぜこうした企て、つまり、

会話体のままでの一個人のライフ・ストーリー全文の提示が、要請される

のか。以下、このような企てが必要とされると筆者が考える背景について

簡単に論じ、ストーリーへの導入にかえたい。

1.1　「一個人の語り」の提示

　ライフ・ストーリーへの関心には、これを資料として位置づけ分析を企

てるアプローチにおいて異なる幾つかの方向性がある。桜井（2002：9）は

――――――――――――――
2  もちろん、他の言語（＝日本語）への訳出という大幅な――しかし、他国（日本）で

の出版のために迂回すべからざる――加工作業を経てはいる。
3  本稿で提示するストーリーを材料とした通常の論文スタイルをとる拙稿として、

佐藤（2008）がある。
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ライフ・ストーリー研究を、（1） 個々の語りが基本的に「実際に起きたこと」

を反映していると想定し、その言及された内容に迫る資料として語りを把

捉する実証主義的アプローチ、（2） ターゲットとする社会学的範疇に属す

る諸個人のストーリーを集積することを通じて、この範疇に対応する主要

なライフ・ストーリーのパターン抽出をめざす客観的解釈主義的アプロー

チ、（3） 語りが、聴き手（研究者）と語り手（研究対象者）の出会う「いま・

ここ」における共同制作物であることを重視し、その構築の具体的様相を

明らかにすることをめざす対話構築主義的アプローチ、という主要な三つ

の区分に分類できるとする。これまで筆者自身が行ってきた研究では、語

りの言及する内容＝「過去」とともに、語りが遂行される「現在」における

そのふるまいにも着目するという、いわば折衷的両面作戦を基本的に採用

してきたものだが4、本稿の文脈で注意すべきは次の事実である。すなわち、

いずれのアプローチをとるにせよ、それがおよそ分析的アプローチの圏内

に留まる限り、ライフ・ストーリーという素材が本来含みもつ、その極め

て豊穣な一側面――すなわち、個々人において生きられた時間的持続の物

語としてのそれ――は、犠牲にされざるをえないということである。D.ベ

ルトー（2003［1997］）が、ライフ・ストーリーの「表出的機能」と呼んでい

た側面のことである。研究者の関心に沿って仕立てられた論理の展開のな

かで、ストーリーは断片化され、そこここに挿入される抜粋に切り詰めら

れ、社会的なるものをめぐる論証の材料とされるだろう。仮にその問題意

識自体が、研究資料とされた（諸）ストーリーの注意深い読み込みのなか

から蒸留・抽出されてきたものであったとしても、この事情に基本的な違

いはないのである。

　ライフ・ストーリーに分析的に相対する、つまり通常の「研究論文」の

体裁をとってこれを扱う限り物語の断片化が不可避であるならば、このこ

と自体、学問的営みとして批判を受けるべき筋合いのものではない。がそ

れにしても、それによって失われるものは大きい。とりわけ人類学的分野

――――――――――――――
4  拙稿（佐藤2007a； 2007b；2008等）参照。
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の研究の多くがそうであるように、対象となる社会における個々人のあり

ようについて読者が持つ経験的知識が極端に乏しい、いわば対象社会との

「顔の見える」関係が十分形成されていない場合、この喪失は決定的欠損

となる 5。幾多の研究論文が束になっても照らしようのない空白が、そこ

には依然として残されることになるのである。

　ここに、通常の研究活動の周縁に位置づけられざるをえず、あるいはほ

ぼその埒外にすら押しやられようとしながらも、ライフ・ストーリーを切

り刻むことを拒み、その各個人の人生の言語的表出としての側面を前景化

する研究、あるいは研究の「補遺」が 6 要請される必然性がある。本稿もま

ずはこうした必要性の認識にたった一つの企てとして、なされようとして

いるものである。

1.2　「会話」としての提示

　こうした要請を背景として、学問的には常に周縁化されてきたとはいえ、

一人あるいはごく限定的な数の個人について、その詳細な個人史（語り）

の「表出」をめざす企ては、実のところ既に相当の蓄積を重ねてきている 7。

ライフ・ストーリーの提示の仕方にも、元となるインタビューの回数や分

量、あるいはその語りの性格や特徴にも応じたかたちで、様々な意匠が著

者により著作により工夫されてきた。その一方で、基本的に表出的な著作

――――――――――――――
5  Arnold & Blackburn（2004）は、インドを対象とするライフ・ストーリー（伝記も

含む）研究を集めた論集への導入において、既に学問的ではないまでもなお通俗
的には根強い「『個人』のない社会」というオリエンタリズム的インド社会像へのア
ンチテーゼを提出するものとして、インド社会におけるライフ・ストーリー研究
の意義を強調している。

6  視点の置きようによっては、通常の分析的研究のほうをライフ・ストーリーの「補
遺」と呼ぶこともできようが。

7  なお、ライフ・ストーリーを扱った著作を、そもそも「分析的」か「表出的」か に
一刀両断できるわけではないことにも注意しておこう。この両極の組み合わせま
たは融合、様々な割合における「配合」を図る試みは少なからず存在してきた。こ
の種の試みとして、人類学上非常によく知られたものとしてクラパンザーノ（1991

［1980］）を、本稿の民族誌的関心と近いところでMarch（2002）, Desjarlais（2003）
を挙げておく。
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において、あるいは少なくともそのコアをなすライフ・ストーリーの提示

部分において、最も一般的に採用されている様式は、「滑らかな『私』語り」

とでも呼んで一般化可能なものである 8。

　この様式において、叙述は語り手／ライフ・ストーリーの主人公が、あ

たかも研究者／インタビュアーの何らの介在もなしに自らの人生を長大な

語りとして自ずと紡いでいったかのごとくに構成される。語りの雰囲気や

語り手の人となりを彷彿とさせるようなディテールは注意深く再現される

ものの、基本的に語りはテーマごとに、または語られた出来事の生起順に

沿って、わかりやすく整序され組み立て直される。重複や言い違い、言い

淀みは省かれ、明らかな齟齬は取り除かれ、ストーリーの一貫した流れが

確保される。そして、そうした流れをつくりだすにあたって決定的役割を

演じた（はずの）研究者／インタビュアー／編集者の姿は、叙述からは原

則的に退場させられている。こうした語りの再構成によって、語り手の人

生の時間的持続は語りの線状の持続のなかにうつしこまれ、ユニークな経

験をへて形作られてきた固有の記憶と意識を持つ語り手＝「私」の具体的

な個人像が、読み手のなかに鮮やかに喚起されるというわけである。

　その読みやすさ、わかりやすさ、あるいは一般に豊かなイメージ喚起力

を踏まえたとき、こうした「滑らかな『私』語り」戦略を否定することはで

きない。というより、それが極めて良質な成果を生みだしてもきたこと

を、筆者は全面的に肯定するものである 9。とはいいながら、しかし同時に、

幾つものすれ違いや軋轢や衝突すら含むであろう個人と個人の出会い、す

なわちインタビューの場面が、一気に読み下せるこうした自伝的テクスト

へと変換される過程、それが一幅の「物語」として、あたかも「私」＝語り

手個人のみに属するものとして仕立て直されていく過程において、どれだ

け多くのものが消去されたかについても、筆者は思いをいたさざるをえな

――――――――――――――
8  例えば、ルイス（1969［1961］）、山崎（1972）、中野（1977）、ブルゴス（1987［1983］）、

Tucker（2002［1988］）、ショスタック（1994［1981］）、Viramma（1997）、Butalia（2000
［2002］）を参照。

9  上の注8にあげた諸文献を参照。
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い。そもそもその語りが語られるための不可欠の契機でもあった聴き（訊

き）手／研究者による介入、そしてききとられた語りを読者の読みうるか

たちに再成形する過程において不可避の編集者／研究者による介入。イン

タビューや編集を律する一般的方針は、確かに説明されるでもあろう。し

かし、そうした方針がインタビューの各場面で、あるいは編集上次々に現

れてくるあれかこれかという個別の選択の場面で、態度決定するのに常に

十分なほど具体的かつ包括的でありうることはまずないのである。もちろ

ん問題は、単なる手続き上の不明確さということではない。そのようなき

き手／編集者の介入の不可視化により消去されてしまうことになるのは、

結局のところ語り手に対してきき手が、ストーリーに対して編集者が行使

したはずの権力作用そのものなのである。

　このような消去への問題意識が、既に触れた対話構築主義的アプローチ

の核にあったことは理解に難くない。ライフ・ストーリーは、そもそもの

始めから、きき手の介入のもとで、きき手との「対話」という共同作業に

おいてこそ構築されていたのであり、そうであるなら、その語りの産出の

場に立ち返った緻密な記述そして分析がどうしても必要なのだ、と。この

学派は、一言一句の発音のぶれからその間合いにまで聴覚を研ぎ澄ませ、

聴きとった細部を幾つもの記述的工夫によって文書に定着し、そしてこれ

に基づいた分析を展開してきた 10。分析というステップに関しては、ここ

ではおいておこう（それはいずれにせよ、ここで問題としている語りの断

片化を逃れるすべはないから）。語りの産出の場で起こるミクロな相互行

為の現象学的記述をこととするこのアプローチを採用しつつ、語られた個

人の持続、あるいは個人の生活史の語りの「全体性」を回復するというこ

とは、果たして可能なのだろうか。

――――――――――――――
10 例えば、語り／テクスト産出の場における「きき手／研究者」と「語り手／研究対

象」の関係を、（インタビューという場の外部＝「日常」に蔓延する）権力作用＝「差
別」の再生産という視点からえぐりだそうとする、倉石（2007）の試みを参照。そ
こで摘出される両者の関係性は、「語り手」と「きき手」の基本的には平等な立場性
を喚起する「対話」という語によって名指されるべき相貌すら、既に失っている。
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　少なくともこの流儀の忠実な実践において、それは極めて難しいといわ

ざるをえない。というのも、現象学的精確さを期するこの種の書き下しテ

クストでは、「耳に聞こえた通り」を写しとろうとしてはいても、というよ

りもまさにそうであるがゆえに、語り手の声がむしろさらなる断片化にさ

らされてしまうのである。極度に豊富な細部が、いわば読み手の想像力の

活動すべき余白を埋め尽くし、逆に表出力を大幅に低減させてしまう。情

報の欠落や過少がイメージを乏しいもの、歪んだものとすることが一方で

当然あるとすれば、他方で情報量の多さ自体がそのまま、豊かなイメージ

表出に繋がるということでは必ずしもない。いずれにせよ、この種の書き

下し文を、この種の資料の分析家以外の人に、例えばインタビュー1時間

分読ませるといったことは相当非現実的な要求である。端的にいってそれ

は、読者に過度の負荷を強いるテクスト、そもそも「素人」には判読不能

な代物というべきだろう。この流儀そのままを個人のライフ・ストーリー

の表出性回復の試みにおいて採用するという選択肢は、ないといわざるを

えない。

　研究者による介入という不可避の契機を消去する「滑らかな『私』語り」

とは別のかたちで、しかも個人の生（のストーリー）の持続を現実的に読

める、読み込めるかたちで再現すること。本稿の企てはこれである。その

ためにここでは、一方ではライフ・ストーリーをもともとの会話体で、可

能な限り「そのまま」のかたちで提示する方策を採用する。きき手の介入

の跡の残る会話体のまま、原則的には研究者による省略や入れ替えなしに

書き下し、語り手ときき手の間で紡がれていく会話の進行それ自体に叙述

の流れをゆだねるのである。他方では、会話の再現性を確保するため幾つ

かの表示記号は用いるが、通常の構築主義アプローチで用いられるのより

はかなり簡略化したものに留め、長文の読解にも負担とならない、基本的

に「滑らかな」文体を採用する。再現性の精度を或る程度落とすことと引

き替えに、読みやすさと読み込み可能な余地を担保し、再現精度と読解可

能性の適切な妥協において実現されるであろう豊かな表出力―― 語り手

との会話の場面の、そしてその会話を通じた語り手の生活史自体の――を
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引きだすことをめざす。

　このアプローチの具体化にあたって本稿で用いる様式については次節で

まとめて述べるとして、この節の最後に、本稿の「主人公」であるヨルモ

女性ニマ（Ngima, 以下登場人物はすべて仮名）について簡単な導入をして

おこう。

　以下に提示する彼女との会話は、2003～ 4年にかけて筆者が行ったヨ

ルモ女性23人を対象とした一連のライフ・ストーリー・インタビューの

一つとして録音されたものである 11。ニマは、1994年に私が始めてヨルモ

A村を訪ねて以来親交のある、同年輩の女性である。ここで他の誰でもな

い、ニマのストーリーを取りあげる理由は、彼女の語る人生がヨルモ女性

として「典型的」だからではない
4 4 4 4

。すべての個人が個性的で単独的な人生

を生きているとはいえ、ヨルモ社会において、またヨルモ女性として、彼

女を「例外的」といいうる点を指摘するのはむしろ容易い。実際の会話の

進行につれて明らかになってくるその「例外性」についてはその都度注意

を喚起することとして、ここでコメントしておきたいのは彼女の語り自体

の特徴についてである。彼女は、例外的といってよい能弁さを備えてお

り、興が乗ったその語りは圧倒的な推進力を持つ。聴き手である私の最低

限の質問によって最大限の応答を返してくれる相手、それが彼女であった。

彼女とのインタビューは23人中最も長い部類に属するわけではないが 12、

その語りの豊かさにおいて、明らかに抜きんでたものの一つである。適度

な長さのうちに凝縮された語りのこの豊かさこそ、会話としてのライフ・

ストーリー再現というこの試みにおいて彼女のそれを選ぶことになった理

由の一つである。

　彼女の語りをとりあげた理由は、これとは別に実はもう一つある。しか

しこれについては、会話の内容自体の先取りとなってしまうためここで触

――――――――――――――
11 ニマのインタビューは、2004年 8月。
12 インタビュー時間は人によりかなりばらつきがあり、短くて1時間弱、長ければ

5時間以上に及ぶ。ニマとのインタビューは、録音を始めてから終わるまで、3
時間余であった。
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れるのは避け、会話の提示後、本稿の結びにおいて改めて言及することと

したい。

2　様式等について

　本稿における「彼女との会話」の叙述は、上述のごとく読解可能性と語

りの精確な再現性の適切な妥協点を探る試みとして構成される。そのため

に採用したより具体的な叙述の指針と様式は、以下のごとくである。

　ここに提示するのは、彼女に対して録音の上行ったインタビューの書き

下し・日本語訳の原則として全文であり、また提示の順序は語りの時間的

継起に沿ったものである。テーマ的まとまりや語られた出来事の系列に配

慮した順序の入れ替えやモンタージュは、一切行っていない。ただしごく

一部、そのまま訳出することで明らかな不都合を生じると思われる場合、

省略した部分がある。その部分については、省略時間とともに省略の事由

を注記した。

　可能な限り、本文を一読して一応の意味がとれる叙述となるよう努力し

た。そのため、最低限の理解に必要な補足情報は、本文中に（ ）または［ ］

に入れて挿入している。より深い理解のために参照されるべき参考情報（社

会的背景についての、ヨルモの女性達の語るライフ・ストーリーの言説空

間についての、ニマの個人的背景についての、インタビューの「そのとき・

その場」の状況についての）は、該当個所に注を付して示した。

　あらゆる語りのテクスト化においてそうせざるをえないように、句読点、

さらには段落分けは、ストーリーの流れを考慮した上で筆者の判断におい

て行っている。またこれもテクスト化においてある程度避けられないこと

として、口述の「不完全な」文章を筆者の判断において「訂正」した部分が

ある。話し言葉において、言い違い、言い澱み、省略、脱落、重複、主語

の宙づり、不適切な接続語（あるいは適切な接続語の欠落）等々は決して

めずらしい現象ではない。ニマの語りには、挿入句にひきずられて元の文

が完結しないまま、次々に文（の断片）が数珠繋ぎになっていくパターン
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も頻繁に見受けられる。基本的に省略や入れ替えはしないという方針に則

り、文章として「不完全」であるとしても、意味をとるのに基本的に問題

ないと判断した場合は可能な限り原文に忠実に書き下しているが、一言一

句のレベルで精確に対応する訳文を全面的に採用することは不可能であっ

た。単語レベルでの重複の削除、語順の整理、補足の挿入等は適宜行って

いる。なお筆者による言葉の補足部分は常に（）に入れ、それと明示した。

　省略は行わない方針にもかかわらず、読みやすさのために原則的に省略

したものもある。一つは、筆者が傾聴していることを示し彼女の語りの

前進を促す、単純な相槌（「うんうん」、「なるほど」、「そうなんだ」etc.）であ

る。こうした相槌は会話の円滑な進行には不可欠なものであったが、これ

をいちいち書き入れれば彼女の語りの流れをむしろ損なってしまうことに

なる。もう一つは、ヨルモの会話において顕著である親族名称による相手

への呼びかけである（佐藤2004：chap.3）。語りの合間合間に相当の頻度で

差し挟まれる呼びかけ語は、これもヨルモでは不可欠の会話の潤滑油とい

うべきものであるが、日本語にすると馴染みが悪く、度重なれば相当煩雑

にも感じられるのである。

　使用する日本語は、階層的・地方的ニュアンスにおいて相対的に「無色

透明」な、現代都市部日本語の口語体（これが著者の習熟しているもので

もある）をベースとした文体を採用する。一地方のマイノリティの言語で

あるヨルモ語それ自体はいうに及ばず、彼女が語るかたちのネパール語

も、彼女の非-都市的／農民的出自、フォーマルなネパール語教育を受け

ていない非-ネパール語ネイティヴとしての出自を濃厚に示すものではあ

る（例えば不完全な主語と動詞語尾の対応、性に対応した語尾変化の欠如

など）。しかし、こうした社会的差異を日本語口語体上の違いに移しかえ

る試みは、ある種の効果はなしとしないとしても、他方で一面的な「色を

つけ」てしまうことに堕する危険があまりに大きい 13。

　逆に、現代都市部日本語口語体を採用するとき極めて悩ましい問題とし
――――――――――――――
13  例えば、アメリカ・ボストンのアイルランド系労働者階級の言語の渡辺（2004）に

おける日本語訳を参照せよ。
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て立ち上がってくるのは、ジェンダーと話し言葉の対応の問題である。こ

の口語体では、採用される一人称の種類や語尾のかたちなどにおいてかな

り明確にジェンダー的刻印がその書き下しに現れるのに対し、彼女の語り

で用いられている言語（ネパールのリンガフランカとしてのネパール語及

びヨルモ語）では、ジェンダーに対応した明確な差異は、書き下し言語に

した場合基本的に認められない。従って、通例「女性」に対応する日本語

口語体に彼女の語りを移しかえることは、まさに彼女の語り口には本来な

かった「色をつける」ことにならざるをえないのである。かといって、ジェ

ンダー的表現を排除しようとすれば、それは都市部日本語口語体としては

かなり不自然な、あるいは「女性」のしゃべり言葉としては過度に「男性的」

または「粗暴な」印象を与えかねない言葉をあつらえることになり、これ

また別様のバイアスをかけることになる。いずれの面からも最適ではあり

えない方策のなかで、ここでは、成人中年女性の話す現代都市部日本語口

語体として不自然ではないと思われる範囲で、可能な限りジェンダー中立

的な表現を用いることとする。

　最後に、トランスクリプションで用いる記号を一括してあげておく。こ

こで用いる表記記号は、桜井（2002）で紹介されている方式をベースとして、

これをある程度簡略化したものである。

（） 　 ：言葉の補足、または原語の表示（Y.＝ヨルモ語、N.＝ネパー

ル語）。

［ ］     ：状況の説明、短い補足情報など。

（ ？ ） ：聞きとれない部分。

（・）  ：発話の流れのなかの沈黙、休止。ドットの数でおよその時間

を示す。ドット1つは約1秒に対応。

＝　  ：発話と発話の間に間隔がないことを示す。

- - - -  ：省略部分。

下線部 ：ヨルモ語による発話。それ以外の部分の使用言語はネパール

語である（英語借用語を用いた部分は、そのままローマ字表

記したところもある）。
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　なお、「S：」は 筆者、「N：」はニマの発話であることを示し、①、②等は

録音ファイルの継起順通し番号である。

3　会話

　カトマンズ市東端Boudha-Jorpati 地区の、メインロードから曲がりく

ねった道をかなり奥に入った住宅地の一郭にある、（当時は）平屋建てのニ

マの次兄の家の一室。インタビューを開始したときは、ニマと私のほか、

ニマと同じＡ村出身の50代女性2人（それぞれニマの母方オバ、父方オバ）

及びニマの長兄の娘であるラクパ（20代）が同席していた。村と行き来し

ているニマを除くと、現在この家に住んでいる家族は、ラクパとその弟、

それにニマの弟パサンの幼い子ども達である。この幼い子らは時折部屋を

出たり入ったりしている。

　この日私は午前中から彼女を訪ね、他にも訪ねてきていた数人のヨルモ

女性達とともにひとしきり世話話をし、昼食をご馳走になった。レコーダー

のスイッチを入れたのは、まだ日の高い夏の午後のことである。

　

3.1　幼い頃

①

　- - - - 14

S :  お母さんは、いつ頃亡くなったの？

N :  母さんがいつ頃（亡くなったか）というのは、それは私はわからない。 

S :   覚えてない＝

N :   ＝覚えてない、私は。

――――――――――――――
14 約 2分 20秒省略。この冒頭部分では、彼女の名前をめぐる話が行われている。彼

女の通名、「本名」、法律上の登録名などがすべて異なっていること、そうなった
経緯などについてであるが、これをプライヴァシーを守りつつ訳出するのは困難
であるため割愛した。なお、このように同一個人に幾つもの異なる「名前」が存在
するケースは、ヨルモではめずらしくはない。
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S :  そう、それで（・）兄弟は3人? 　2人だったっけ？

N :   兄さんが2人、あと弟が1人、パサン。弟のパサンは、ええと…　

母さんが亡くなったとき、3ヶ月だったそうよ。私はこんな［手

で、座っている目の高さくらいを示す］だったって、母さんの葬式

（Y. gewa15）でも私は踊ってたって、そういうわ。

S :  お姉さんはいないの？

N :   いる、1人いる。きょうだいは私ら全部で8人だったってことよ。 

S :  え、そんなにいるの？ 16

N :   ええ、8人のうち（今は）5人いる、3人は亡くなって。兄弟が2人、

姉が1人、亡くなった。一番上の姉が亡くなったのね。その下の、ラ

クパの父の上の姉はいるわ。 

②

S :  生まれたのは村で？　生まれた場所はA村？

N :  そう、村で。

S :   それで、そのまま村に？　インドとかには行っていないの？

N :  行ったかどうかって？　私はインドには行ったわ。

S :   行ったの？

N :   行った。インドを旅して来たわ。

S :  え、旅しただけ17？　めぐったの？

――――――――――――――
15  Gewaは、人が亡くなってから行われる儀礼の締めくくりで、死後3、5または7

週間後に行われる。Gewaが行われるまでには亡くなった人は転生しているとい
い、多くの人が集まり歌って踊ったりもする、一連の死者儀礼のなかで最も盛大
なものである。近しい遺族は踊ったりしないのがふつうだが、まだ物心つかない
子どもは無邪気に踊ったりもするわけである。なお、この「gewaで踊った」とい
う表現は、幼い頃に親が亡くなったことを示す、多分に定型的表現ともなってい
る。

16  私がこの会話時点までに知っていた彼女のきょうだいは、彼女を含めて4人であっ
た。インタビュー当時、長兄（＝ラクパの父）は結婚して別世帯を構え村に在住、
次兄も結婚して長らく夫婦共々インドに出稼ぎ中、弟は村に彼女とつい先頃まで
一緒に結婚後も住んでいたが、この時には彼も妻とインドに出稼ぎに出ていた。
以下の会話にも言及されるが、姉の消息については定かでなく、実質的に連絡は
途絶えているものと推測される。



　

－ 80 －

N :  そう、めぐった。仕事をして住んだわけじゃない、5ヶ月で、ここか

ら行って、5ヶ月で家に帰り着いた。

S :  それはいつ頃のこと？

N :  もう、それがいつ頃だったかは、私にはいえない。憶えておいてな

いから。昔といえば昔の話。9、10年は経ったわね…　ううん、12、

3年は前のこと（・）というと、いつのことになるのかしら…

S :  その頃、兄さん、姉さん達はインドにいたのかしら？

N :  いえ、私は別の人と行ったのよ。

S :  へえ…

N :  私は別の人と行った。姉さんと兄さん達はインドにいた（けれど）、

姉さん兄さん達とは別々の所（N. desh）に行った。

S : 別の所って、どこ？

N : 別々の所に行った、別々の村（Y. lhungba）に行ったのよ。

③

S :  そうそう訊くのを忘れてた、あなたは何年18？

N :  え？

S :  年よ。

N :  年？

S :  年。ほら、動物の、あるじゃない？

N :  年ね。年は私ら［＝ニマと筆者］は一緒よ。

S :  あら、一緒？

N :  未年でしょ。

S :  え、私は馬。

N :  え？

――――――――――――――
17  ヨルモの村々からインドに出稼ぎに行く人は非常に多い。近年その他の諸外国へ

の出稼ぎが始まる前までは唯一の出稼ぎ先であり、いずれかの時点でインドへの
出稼ぎ者を出したことがない村の世帯はほとんどないといってよい。家族をあげ
て出ていくことも決してめずらしいケースではなかった。

18  ヨルモでも「十二支」によって年を数える慣行がある。
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S :  私は、ほら、何といったっけ、馬よ。

N :  えー、馬だったの？　私は未。

父方オバ:  未年だよ。一才違いだね。

N :  一才違いだったのね。前に同い年だといっていたような気がしたけ

れど。一才だけ、私が年下だったのね。

S :  なるほど、そういうことだわね。（・）それじゃあ、あなたは村で育っ

たわけね。小さい頃、もう（村に）学校はあったんでしょ？

N :  学校？　（・）学校はあった。

S :  それで、学校には行った？

N :  学校に（・） 学校には1年行った。

S :  1年？ ! ［周囲一同笑う］　なんで？　行きたくなかったの、それと

もお父さんが行かせてくれなかった？

N :  ［笑］（学校に通う）暇がなかったんでしょうよ、私には。勉強する気

はあった。

S :  なるほど…

N :  勉強する気はあった、勉強する気持ちはあった、でも時間のせいで

できなかった… 

S :  ああ（・・）家で仕事をしなければならない（ということ）？ 

N :  ええ、家で仕事しなけりゃならないわ。

父方オバ:  母さんがいないからね。だから（・）お客さんが来れば、もて

なしもしなけりゃならないし…

S :  姉さんは一緒に住んでいなかったの、その頃？

N :  姉さん、姉さんは私が（・）小さい頃インドに行ったんですって、私

は知らないわ、姉さんのことは＝

S :  ＝誰と（インドに）行ったの？

N :  誰といったのかしら、さあ？ 誰と行ったかは、私は知らない。

S :  そうなの？（・）　じゃあ、家でどんな仕事があっても、あなた自身

がやらなくてはならなかった、小さい頃から？

N :  ええ19。
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S :  そうなんだ…

④

S :  それじゃあ、小さい頃村でどんなつらかったこと、楽しかったこと

があったか、記憶には何が残っているかしら？

N :  楽しかったことといって、楽しいことは…（・）［同席の母方オバが「お

祭り（Y. choepa）20とか？」と］ 楽しみはしたわ ［笑］。

S :  何をして？

N :  え？

S :  何をして？どんなことをして？ ［同オバが「どういう楽しみだって」

と］

N :  どういう楽しみといって…さてどういう楽しみといったものか（・）

[同オバ及び同席の父方オバがまた、「お祭りとか」と助け船を出す]。

ああ、楽しみは、とっても楽しみはしたわよ。仲間と――例えば歌

をうたう、楽しいことをする21――で、仲間とあちこち行くとき、仲

間もいっぱいいたときには、みんなが私が行かないと怒って、私が

行くと楽しくなるからといって、それでそうやって行って、歌をう

たって、楽しいことして、ゲームとかして遊んで、それで（・）そん

なことをして楽しんだわ。

――――――――――――――
19  後の会話のなかで明らかになるように、実際には彼女が学校に行った前後の数年

間、長兄（＝ラクパの父）とその嫁が同居しており、彼女以外に家の仕事の担い手
がなかったわけではない（3.5参照）。

20 ここで「お祭り」と訳したchoepaとは、村々にある寺院の年中儀礼のこと。基本
的に仏教的性格を有するchoepaであるが、婚礼やgewa（注15参照）とともに、村（あ
るいは近隣数ヶ村）の住民が一堂に集い、飲み歌い踊る、村人達にとっての大い
なる「楽しみ」の機会ともなっている。

21  ヨルモにおいて、“kamsangbu beke（Y.）/ ramailo garnu（N.）” という表現は、文
字通りには「（一般に）楽しむ、楽しい／快いことをする」の意であるが、特に「人
が集まって歌い踊る」ことを指す表現として使われることがある。彼女が「何をし
て楽しんだか」という私の質問に戸惑った背景には、表現のこの二重の意味があ
る。
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3.2　老いた父、そして病

⑤ 

 - - - - 22

S :  あのね、私は時々答えにくいようなことを訊いてしまうこともある

かもしれないけど、答えにくかったり、答えたくなかったりしたと

きには答えなくていいから、ね23。

N :  そうでしょうとも。私自身のことは、訊かれたことの半分は心に収

めておいたまま答えるということもあるでしょうよ、選り分けない

と［笑］。

S :  それじゃあ、えーと（・）それじゃあ（・・）結婚について話しましょ

うか。あなたは（・）なんで、今まで結婚せずにいるのかな24？

N : （・）［笑］なんで結婚していない？［笑］（・・・）25 ［この間、母方オ

バのちゃちゃ入る、「ニマはloveするのを知らないんだってさ!」］結

婚しなかったっていうのは、こういうことよ。始めから、私に結婚

しようって気がなかったわけじゃない。結婚する気はあった。だっ

てなぜかって、将来、私だって女よ、女だったら、生まれた家に居続

けるというのはすごく、すごぉく大変なこと。それに、女が生まれ

た家に居続けているのは、私がこうして見ても、よい（適切な）こと

――――――――――――――
22  約 15秒省略。私に向かってでなく、同席の女性に小声で（ヨルモ語で）耳打ちし

ていた部分。聞きとれなくないが、彼女が私に聞かせることを意図していなかっ
た部分と思われるので、ここでは訳出しない。

23  インタビューの冒頭（あるいはむしろ、インタビューに入る前）に、ことわって
おくべき事柄であったが、彼女とのインタビューでは言い忘れていた。彼女の小
声の耳打ち（上の注22参照）を聞き、またここで結婚の話題を持ち出そうとして、
それにはたと気づいた筆者が、遅ればせにここで改めてことわったものである。

24 ニマは、現状で結婚が当然の規範として確立されているヨルモ社会では少数派に
属する未婚（非婚）女性である（インタビュー対象女性のなかでは、執筆時点で唯
一の未婚女性であった）。この婚姻規範と彼女（の語り）の緊張に満ちた関係性に
ついては、拙稿（佐藤2008）を参照。

25 私のこの「ぶしつけな」質問に対し、ここで彼女は「苦笑い」しつつ、どう答えよう
かと逡巡していると見える。
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とは思われない26。

　　　それでもなぜ（結婚していない）かというと――私にも昔か

ら結婚して（嫁に）行く気はあった、（誰かを）自分の連れあい

（N. jivansathi 27）にして、行かなければならないということは、私

も心の中においてはいた――もう（老齢のため）父さんは家で自分

で料理して食べたりしないのね。父さんはいう、母さん［＝彼の妻］ 

は（おまえ達が）子どものときに死んだ、母さんはもういないし、私

は食事をつくれない、母さんがいなくとも、おまえ達が小さかった

頃私はおまえ達の面倒を見た、今になっておまえ達はカトマンズや

らどこやらに行くというけれど、父さんが母さん亡きあと、おまえ

達子どもらを小犬や小鳥のようにして28面倒を見てやったのに、お

まえ達は今私を見捨てるというのか？と。（そういって）父さんが泣

くの。私らがとても苦労しておまえ達を養った、なのに今おまえ達

は私をこういうふうにおいていくのか、そういって父さんが泣くの

よ。

　 　それだから、私は父さんを見捨てることができなかった。でも私

に、結婚する、もういったわよね、結婚する気がなかったわけでも

ない。でも人の一生の、何ともならない事情で（・）（結婚できなかっ

た）。人の一生ならば、一度は結婚はしなければならない、（女は）人

の家に行かなければならない、そう私は思っていた。（それでも）な

ぜといって、母さんは小さい頃（私らを）おいていってしまったけ

れど、私の父さんがとても苦労して養ってくれた、そして今ちょっ

とは大きくなって、あんなに苦労して父さんが育ててくれたのに、

大きくなった私が父さんをすっぱりおいて行く（なんて）。父さんを

助けなければならない、私が父さんを助けなきゃいけないときに、

――――――――――――――
26  ヨルモにおける婚姻はいわゆる夫方居住で、女性が生家を去り夫の家に「（嫁に）

行く」方式をとる。
27  Jivansathiは、文字通りには「人生を一緒に過ごす者、人生の友だち」の意。
28  大切に慈しんで可愛がっている様の比喩的表現と推測される。
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私は父さんを喜ばすことができていない、私が人の家に（結婚して）

行くのは正しくないと思えた、私には。私が父さんの食事の世話を

してあげなきゃ、掃除をしてあげなきゃならない、母さんはいない

のだし。

 　その上、あちこち遠方から村に人が訪ねてくれば、父さんは村の

偉い人――goba（Y.）29よ、知ってるわね――だから、私らの家にやっ

てくる。父さんは地位のある立場だし、お客さんが来たら、お茶を

いれたり食事を出したりして、その人達の応対をすることになる。 

だったら、私が家にいれば、父さんのお客が来たときにお茶をいれ

てあげることはできる。家に女が誰もいない、母さんはいないしね、

女性がいないと家が本当に大変なことになるのは明らかだった30。

あの頃は、私の身体も健康だった。健康だったけれど、私が結婚し

て行こうといったら、家に（他に）誰も女性はないのだもの、家の窮

状を見て、私は結婚して行かなかったのよ。

 　そして204931年に、私が、私の身体が病気にかかった。2049年に

病気にかかって後、あんなに、あんなに頑丈だった私が、すっかり

弱ってしまった。病気になってから3、4年、いやどれくらいだった

かしら、それくらい経ったときには、父さんも亡くなった。

S :  え、いつ、お父さんはいつ亡くなったの？

N :  ええと（・）55年に父さんは亡くなった。49年に私が病気になった

とすると、55年に、私の父さんは亡くなった。そのとき思ったの、

私の身体が健康だった頃私は家の事情、父さんの窮状を考えて、う

んといってくれれば結婚するといってきた人がいても、その人に心

を開いて（嫁に）行くことはなかった。私の父さんをどうやってお
――――――――――――――
29  Gobaとは村の役職で、村の寺院に関わる事柄の管理を、寺院長（Y. gompa lama）

の任命のもと、また寺院長と協力しながら、とりしきる（佐藤2004：chap.2参照）。
30  ヨルモの村における性別役割分業は概して柔軟なものだが、いわゆる「家事」に関

しては、家の女性メンバーが担うことが強く期待される。
31  ネパールで公的にも一般にも広く用いられているvikram sambat暦による数字。

通例4月頃に新年が始まり、西暦に56年～57年先行する。
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いていける？　家には母さんがいなくて、小さい頃父さんがこんな

に苦労して育ててくれたのだから、今、私がこれだけ大きくなった

ら、父さんに白湯の一杯でも沸かして飲ませてあげられなくなるの

なら、結婚して行くより父さんと一緒にいることこそ、大事なこと

だと私は考えた。そう考えて、私は結婚して行かなかった。そして

その後――病気になる前までは（そう考えて）私は結婚して行かな

かったのだけど――49年に病気になって、私は、もう死ぬ寸前にま

でなった人間なのよ。

S :  え!？

N :  そう。オバさん達〔同席の女性達を指す〕が知ってるわ。「もうニマ

は死ぬ!」ってところまでいって、2ヶ月、病院に入った。2ヶ月病院

にいた、オバさん達が知ってるけど。私を助けてくれたのは、この

オバさん達なんだから。私を村から担いで連れてきて、村から担い

で連れてきたら、こちらで病院とかあれこれ世話してくれたのが、

このオバさん。母方のオバ32の関係にあたるの。

S :  というと、具体的には？ 

母方オバ:  私の姉よ、彼女の母親は。

N :  実の、ではないけど（・）そんなようなもの。つまり、私の母の父と、

このオバさんの父の関係はとても近いの。 それに、オバさんの夫は、

私の父方のオジさんの息子にあたる。上33から病気になってやって

きた私を助けてくれたのが、このオバさん達なのよ。それで、私は

病気になった34、病気になって、病院に2ヶ月いて、2ヶ月たって、

私は起きあがってくることができた。少しは人心地がついて、起き
――――――――――――――
32  ここで使っている言葉は“sani ama（N.）”である。この場合、母の「妹（＝同父系

氏族の年下の同世代女性）」であるということを示している。
33  ヨルモは、「上／下」の別を地理的な位置表現として多用する。この場合の「上」は、

カトマンズから見たときの「上」で、カトマンズより高標高のヨルモ（の村）を指す。
34  彼女の病気に対する西洋医学的判断は「肺結核」である。彼女はこの診断を受け入

れていないわけでもないが、しかし、語りのなかで明らかになっていくように、
自分の病の（究極的な）原因は、「結核菌」とは別のところにあると考えている。以
下の語りを参照。
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あがってこられたのよ。そこで、一番大きな問題は胸の問題だった。

胸のために2ヶ月注射をして、薬を飲んで、よくなって起きあがっ

てくることができた。その後どうなったかというと――私が病気を

したからでしょうね、きっとそうだと思う、弱っていたからだと思

うわ、ほら、（退院したとはいっても）身体の内側が弱っているのよ

ね、健康にはなっていない――それで思った、私が元気になってい

けば父さんの世話もできる、ちゃんとやろうと。父さんもこうやっ

て（世話）できるようになった後、それでどうなったかというと、私

は思った、父さんが亡くなってから、（・）父さんは亡くなった、父

さんが亡くなって、私はどんなにつらかったか。自分の母さん父さ

んがいるのとは、もう全然違ってしまうのよ、そうでしょ？　私に

はもう、喜びがない。だって、自分の父さん母さんがいなくなって

しまったら、兄弟がたとえどんなに私を愛してくれても、兄弟が私

を愛したとしても、それでも私は愛されているようには思えない、

嬉しくない。父さん母さんを思い出す、父さんはああ、こうやって

亡くなったなと。そのつらさがあるから、私は兄弟から愛情をうけ

たようにも感じない。兄さん達が私に愛情を注いでくれても、私の

ほうでは兄弟の愛を注いでもらったようにも感じない、そういうも

のでしょ？　そうなってから、私は考えた、これから私は薬を飲も

う、そこここ痛んだり何かあったりしたら、病院に行ってちゃんと

治療して、健康になることができたら私は結婚して（嫁に）行く、そ

うしよう、そう私は思いつめていた。

⑥

N : （しかし）結婚するということは、こういうことよ。どんな連れあい

が結婚するといっても、この女と結婚してこうもしたい、ああもし

たいと思ってこそ、もらうもの。この女は病気だけど、病気でも何

でもいい、もらって養おうなんて人間、男は、どこにも得られるも

んじゃない。得られる？　そう、まず無理！　得られやしない。だ

から、薬を飲んで元気になることができたら、私は結婚して行こう、
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そう考えていた。でも私の身体が元気にならないならば――そんな

大した仕事もしてない、家のなかの仕事をちょっとするだけで、私

は具合が悪くなってしまうのよ――そういう状態なのに、私が結婚

して行くなんてこと、ある？　私と結婚しようという男はまだいる

わよ、今でも出てきている、（結婚を受け入れないといって）私に腹

を立ててるわ！

S :  そうなの？

N :  ええ、腹を立ててますとも。こういう人もいる、きみが身体が弱く

ともいい、何でもいい、結婚するっていう。でも私は、私の人生で、

私の身体で、どんな苦労や病いに見舞われるとしても、他の人に苦

労させたりしたくないと思う。どうなっても、私の人生だと思う。

結局のところ、女一人を得ようとして、喜んで養うよ、こうもしよ

うああもしようと、男達は考えるのね。私の身体の痛みは私自身に

わかる、彼らにはわからない。だからこそ、そういうふうだから、私

の身体の痛みのために、私は結婚して行っていない。結婚したいと

いう気持ちは、とても、あったのだけれども。

S :  なるほど、それで今は身体の問題を考えると、自分で行こうとは思

えない…

N :  そう、思えない。私は、なんと哀しかったことか。私らの言葉で、諺

まであるでしょ、兄は兄嫁のものになる、弟は弟の嫁のものになる、

結局どんなに兄弟を愛しても、どんなに甥っ子姪っ子を愛しても、

姪達も結局は他人の家に行く、甥達も他人の娘をもらうのだ、と。

だとすれば、私のような者は、どんなに身体が痛んでも最後は独り

になるってこと。今は少々稼ぐこともできる、少々は（仕事も）でき

る、Aya aya ［＝痛さであげる声］といいながらでも稼いで食べら

れる。あとあと、私がとても苦労することになるのはもうわかって

いるわ。でも、あとあと苦労することになっても、自分の苦しみを

背負って、泣けばよいやら笑えばよいやら、自分の人生を過ごさな

けりゃならないと、私はもう納得している。思うのだけど、結婚す
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れば、結婚して行けば、夫は愛してくれるかもしれないし、愛して

くれないかもしれない。こうやって元気になって、結婚して行った

ら、愛するか愛さないか、どちらかよね。自分の子ども達ができる

でしょう、その子達は「お母さん!」といって（私を）愛してくれるよ

うな子かもしれないし（そうではないかもしれない）。いろんなこと

を、私は考え尽くしたわ。

S :  でも、医者だか誰だかもいってたと、今さっきいってなかった？　

あなたの病気を治すのには結婚が必要だって、違う？ 35

N :  そうじゃない。それは、冗談でオバさん達がいったことよ。

S :  そうなの！？＝

N :  ＝そういう場合もなくはない（しかし自分は違う）。いい、こういう

ことよ。私に何があったかというとね、あなたは知らないことだけ

ど＝

S :  ＝本当にそういう人もいるって聞くけれど＝

母方オバ:  ＝そうですとも！＝

N :  ＝こういうことなのよ。どういうことかというと、始め私に何が起

こったかというと、始め私にそもそも起こったことはね、すごい勢

いで釜のガスを浴びたのよ、釜のガスをすごい勢いで浴びた。釜の

ガスを浴びた途端、私の口から血が出てきたの。

S :  ガスって、その（＝調理用プロパン）ガス？

N :  いえ、釜の、圧力釜の（蒸気）36。圧力釜のガスを浴びて、私はすご

く動転して。どうしよう、どうしようと動転した。その（圧力釜の）

錘がta ta ta taと回りだしたときに――今でもこのオバさんの姑は

いうわ、「私らのニマは皆肺結核だという、でも私にはわかる、人の

――――――――――――――
35  これは、まだ録音インタビューを始める前のニマと母方オバらの間でのお喋りを

私が聞いていたのを踏まえて、投げかけた質問。体調不良を訴えるニマに、それ
を直すのに必要なのは結婚だという「助言」を、オバ達が与えていた。

36  現在に至るまで、村では煮炊き用プロパンガスは普及していない。村で煮炊きは
薪のストーブで行われる。
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口から血が出てくれば皆肺結核だという、ニマは肺結核なんかじゃ

ない、私らにはわかる」（と）――なぜかというと、私らの父さんが（そ

のとき）病気だったの、父さんが病気だったときに、私は（圧力）釜

でご飯を炊いていた、釜で炊こうとしたときに、米の量が少なくて、

水が多すぎてしまって、それで、その錘がpi ti ti ti tiと回りだした

ときに、水がba sa sa sa saと溢れだしたの。水がba sa sa sa saと溢

れだしたときに、2人の姉さん達37がいて、父さんを見舞いに来て

いて、で私は水が出てきちゃってるからと――思えば不運（N.dasa）

だったということなのだろうけど――1、2分、こうやって［指で］

錘を押さえていた。こうやって、押さえておいたの。なぜといって、

その釜の、こういう釜の蓋にはネジがあるでしょ、このネジがとれ

ていなかったとしたら、血どころか、私は死んでいたところよ。私

らみんな、死ぬところだった。爆発したところだったんだから。な

ぜ（そうならなかったか）といえば、そのネジは外れていたの。私は

（圧力）釜を持っていなくて、客がひっきりなしに家に来る、父さん

を見舞いに（来る）、それでラクパのところから借りてきていたのよ。

あとで、ラクパの父さんがいったわ、このネジが外れていなかった

ら、皆を殺すところだった、父さんも死ぬ、弟のパサンも、その2人

の姉さん達も、そうやって5人全員、殺すところだったのよ。そのと

き、父さんはずっと寝ていた。で、こうやってpi ti ti ti tiと（錘が）

回りだしたときには、私はこうやってそれを押さえて、のんびり話

し込んでいたっていうわけ。そしてそれをこうやって放すと、ただ

放しただけなのに、すごいスピード！　Pi ti ti ti tiと回って！　ご

飯（の液）がすごい勢いで（ ？ ）ba sa sa sa sa saと溢れだして。私は、

着けていた靴下からbakku38まで全部、身体じゅう、米（の液）まみ

れ！　私は、自分が動転していたのも気づかず、何が何だかみたい
――――――――――――――
37  実のではない、「類別的」姉妹。
38  ヨルモの伝統的衣装（chhubaともいう、いずれもY.）。その女性用のものは、くる

ぶしまであるジャンパースカート状のもので、ブラウス状の上衣をあわせて用いる。
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になっていて、じっと立ちつくした。父さんが怖い思いをした、父

さんをびっくりさせてしまったことがとても苦しかったわ。

 　そのとき私は、軍のドクターも呼んでおいていた39。父さんをみ

てもらおうと、呼んでいたのよ。その姉さん達2人は、何か手伝える

ものなら手伝おうとしてくれていた、○○の妻と△△姉さんがいた

のね。「あらま、妹よ!　妹よ!　妹よ!」（と彼女達は叫んだ。）その錘

はpi ti ti ti tiと回り、中のネジがゆるんでいたのよね、ご飯はもう

いっぱい、雹が降ったようにみんな溢れだして、こんなふうに、私

の身体じゅうに。（錘が）回り続けて、ご飯が溢れて、私はもうただ

見ていて、釜はgongtong gongtong gongtong gongtongといって（動

いていた）。私は父さんを心配していた、他のことより、病気の人間

をすごく驚かせてしまって、父さんが怖がってることばかり気に

なった。自分の怖いという気持ちには気づきもしないで。2人の姉

妹は（外に）逃げた。弟も立って外に出た。父さんも起きて外に出た。

それ（＝釜）は動き続けていて、静かにならなくて、ずっと動いてい

て、tyak tyak tyak tyakと。みんな逃げてから、まだどうにかなるの

かと、私自身も立って、その、扉の近くにいた。扉の近くにいても、（釜

は）ずっとそのままだった、私はストーブの上（の釜）を見つめてい

た。それで、もういいだろうと、私はまた近寄って、このgongtong 

gongtongといっているところを、掴んで持ち上げて、そして（ストー

ブ側面の）床面においた。床面において、蓋の掛け金を外しておいた、

そしてまた扉の近くに行った。それでもずっとgongtong gongtong 

gongtong gongtongといっていた。中にガスがあるのよ、それで。さ

てどうしたものかと心に思って、すごく大変なことになったと思っ

――――――――――――――
39  A村近くにあるネパール陸軍駐屯地勤務の看護要員のこと。正式の「ドクター」で

はないが、村人には一般にこう呼ばれ、村で病人が出ると、乞われて病人やその
家族に一般的なアドバイスや薬を与えたりすることもある。なお当時A村近くに
機能している医療施設はなく、病人が出れば、土着の「シャーマン」的治療者（N. 
jankri, Y. bonpo）を呼ぶか、カトマンズに運ぶより他に選択肢はなかった。
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て、つらい気持ちになった。それで、私は冷たい水をかけたらいい

ということを知っていた、誰かから聞いていた。それで、柄杓一杯

の水をtrrrrとかけた。かけてまた、扉の近くにいって見ていた。冷

たさでまもなく蓋の掛け金が外れて、katakといって、（蓋が）落ち

たわ。それで私はまた近寄った。見てみると水がまだいっぱいで、

ご飯は全然炊けてない、（ ？ ）。

 　あの水がba sa sa sa saと溢れたときに（錘を）押さえてはいけな

かった、水を溢れさせて、いくらでも溢れさせておかなければなら

なかったのよ。私の不運としかいいようがない。それでその後、見

てみるとドクターも到着していた。2人連れでやってきた。私に、「ニ

マ、何をやってるの!？」といった。私は恥ずかしくなった。こうい

う（乾いた）雑巾でご飯を拭こうとしても、貼りついてしまっていて、

それでまた水で濡らして、こうやって（拭いて）綺麗にした。「ああ

兄さん40、私は今日見せ物を演じてしまった、ダメな人間はこれを

やってもダメ、あれをやってもダメなのね。私は恥ずかしい、まる

でトイレのようになってしまった、私の家は」、そういった。それで

その二人が席に着いてから、父さんも戻って、また寝た。父さんも

寝て、みなも家のほうに来て、あの姉さん達も呼び入れた。

 　それで、私がドクター達に茶を入れてだそうとして、カップと受

け皿を（棚に）取りに行った。こうして上からカップと受け皿を取

り出したとき、khok khok khok khokとなった、咳込んだの。でkhok 

khokと咳き込んで、私にはこの［＝胸］あたりからwalra walraと込

み上げてきて。私は痰が出てきたように思って、飲み下した。何で今

頃こんなに痰が出るのかしらと思いながら、また飲み下した、私は。

またwalra walraと込み上げてきた。こんなにwalra walraとくると

きに、お茶を入れている場合じゃないわよね。そう思って、カップと

――――――――――――――
40  「ドクター」に対する呼びかけ。実際に親族関係にない相手に親族名称で呼びかけ

るのは一般的慣行である。
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受け皿はまた上に、中において、私は外に出た。外に出てベランダ（Y. 

yapsa）があるでしょ、そこに行くと、その姉さんの一人がこうやっ

て食器を洗っていた。「姉さん、そのままにしておいて」、私はいっ

た、「私が洗うわよ」（と、その人）。私はまた、何でこんなに痰が出て

くるのかと思いながら、そこ［＝ベランダの上］から（痰を）吐こう

としたところが、あらまあ、どんどん血が！　Trr, trrと出てきて。

幾つも幾つも、塊になって出てきた。それでその姉さんが、「まあな

んと！　この妹に何が起きたの！　ニマに何が起こったの!」と。「静

かにして、姉さん。今日私には何かが起きたのよ、何か起こるような

気がしてた」、「ドクターが中にいる、ドクターに見せなきゃ」という、

「（この）ドクターでは役に立たない。こういう、血を吐くような場合

はこのドクターではだめ。いわないで」、そう私はいった。そのとき

はこれくらいの塊が、幾つも口いっぱいに出てくる、で塊が出切っ

てしまった後、今度は液体がどんどん出てくるのよ。

 　そうやって、そんなふうにして、3日間はこんな、こんなに血が

出た。こんなに出てきて、一度止まる。また仕事とかして、家事と

かこうやってこなして、そうやって仕事をし終わると、またこんな

に胸（N. phokso）に（血が）溜まるようなの。それでまたpwak pwak 

pwak pwakと吐血する直前になると、とても（身体が）熱くなる。熱

くなってきて、それでkhok khok khok khokと（咳が）来ると、また

pwak pwak pwak pwakと血を吐くのよ。その頃は、身体に血もいっ

ぱいあった、それでこんなに出てくるのよ。またkhok khok khok 

khok咳込んで、また口いっぱいに血がwal ra ra ra ra raと溜まって、

そんなふうで。そんなふうにして3日間、私はこんなこんなに血を

吐きながら、合間に仕事もこなしていた。

 　3日から4日目になるときに、巡回眼科検診のドクターが来てい

て、上に41。巡回眼科検診のドクターが来たとき、3日後に、私は自

――――――――――――――
41  注 33参照。
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分で検査を受けに行った。3日後には自分で検査を受けて、帰って

きた。4日後に、私は父さんを連れていった。父さんを連れていっ

て、（父さんには）何もなかった、私にはメガネ（の処方箋）を出した。

メガネを出したので、私は処方箋を持って帰った。父さんには何も

なかった、父さんの眼は健康だと。そうこうして、××兄さん、そ

れと□□兄さん42と3人で、上の尾根のほうでお喋りをしていた。そ

うやってちょっと話をしているときに、□□兄さんが言ったわ、「妹 

［＝ニマ］には、何だって？」、「巡回眼科医は、私にメガネをかけろ

と処方箋をくれたわ」、「かけなきゃ、ドクターがいったことはきか

なきゃ。自分の身体より大切なものは何もないんだから」、そう□□

兄さんはいった。そういったときに…（・）私の話、速すぎる？　私

の話、速いかな？　あなたは理解できている？

S :  うん、わかってる、わかってる。

N :  うん、それで、こんなお喋りをしながら私が下に歩いていくと、そ

この銀行43のスタッフのミセスがいて。で、「ニマ、ちょっと寄って

いきなさいよ、お喋りしていきなさいよ！」と。それでこんな感じ

で［＝このインタビューの場のこと］、女性達が何人も集まって座っ

た。ちょっとお喋りしながら座っていると、私はとても（身体が）熱

くなってきて。熱くなって、すっと立ち上がって、そこら［＝外］に

走って行ったときには、水牛の肥やし、水牛の下敷きのあるところ

で、khok khok khok khokと咳きこむと、血がwal ra ra ra ra raと

出てくるのよ。口いっぱいになる、どんどん出てくる。そうやって

出てきて、私はそこで血を吐いては土を被せ、血を吐いては被せて、

それで他の女性達に見えないようにとばかり、思っていた。そのと

き一人の女性が私にいったのは、一人の老女がね、「そんなに咳きこ

――――――――――――――
42  この「兄さん」達も、「類別的」兄弟である。
43  当時A村には農業開発銀行のブランチがあり、数人のスタッフ（とその家族）が

駐在していた。
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んで、そんなに吐くの？」。（彼女に）血は見えていない。私は何と

か飲み込んで、何とか飲み込めるまでになったら走って帰ろうと。

でも抑えられない。そうなって、その銀行員のミセスに、ちょっと

の間は飲み込んでいられるようになると、「おーい、ビニタのお母

さん44！　また来るから！」といって、私は家に走った。すごいス

ピードで走ったのよ。走って走って、家に着いた。家に着くと、前庭

に着くと、前庭でもこんなに、吐いた。こんなに、血が出て、出て出

て出て、そうしてその後、床にばったり倒れてからは、もうそれな

り、起きあがれなかった。4日後のことだった。そうなってから、も

う床に着いてからは、食事もできない、食欲もない。

S :  3日、4日目までは食事はしていたの？

N :  少しは食事もしながら、血を吐きながら、また少しは仕事もしなが

ら、やってた。それで、食事もできない、食べようという気がおきな

い、無理にでも食べようとすると苦く感じる。ただただ、白湯を飲

んだ。白湯を飲んで、夜は眠ることもできなくて。一晩中灯りをつ

けて、まっすぐ（身体を横たえて）寝ることもできなくて、こんなふ

うに余分の枕をおいてそのまま寝るの。眼も開けたまま、夜が明け

る。

⑧ 45

N :  こんな話は、長々としなくてもいい。だって、私の話――さっき、始

めから録っていたのよね？――この話をしていけば、すごく長くな

る。この話をすべて話していくとすれば――こうやって私は話して

きたけれど、ここまでこれだけ話したって（こんなに長い）。そんな

長い話を、なんでここでする必要がある？ もう終わったことよ…

（・）

――――――――――――――
44  「ビニタ」はこの女性の娘の名前。このようなテクノニミー的用法はヨルモで広く

用いられる。
45  録音ファイル⑦のスイッチを入れたところで、同席していたオバらが席を立ち辞

した。ニマの語りはこのファイルに入っていないので、⑦はここに書き下さない。
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S :  それはそうだけど、もう終わったことをこそ、話してもらおうと思っ

たのよ＝

N :  ＝それはそうだったわね、うん、（でも）すごく時間、時間がかかるわ。

S :  そうでしょうとも＝ 

N :  ＝何から何まで話すとすれば＝

S :  ＝［かなり強引に、話を元に戻す］ 今も、あまり元気ではないのよ

ね？  その（大病をした）ときから、ずっと病気がちなの？ 

N :  病気、病気。いつでも。

S :   でもそのときより前は問題なかったわけでしょ、大病をしてその後、

病気がちになった、そういうことなの？

N :  そうそう、そうなって［＝大病をして］から、病気がちなんてもん

じゃなく、すごく具合が悪くなったと感じる。だって、ほんのちょっ

と、私は家の仕事といっても重い仕事はしないし、今は仕事をする

といっても電話（番）46、あとは私らの村の檀家のこと（Y. tal 47）、（寺

院の祭礼に）供出するとか、そういったこと。私はそれだけ（する）

といって、村にいる。弟も、弟と弟の嫁も、今はすごく苦労している

と誰もがいう、だって私ら村の人間にはわかっているもの、こうい

うふうに［＝苦労をしに］インドに行ったってことはわかっている。

 　ほら、電話には（駐屯地の）兵士達がいっぱいやってくる、それで兵

士達がいうことは――私が今日一時すっきり身体が軽くなればお

しゃべりだって喜んでする、私が嬉しそうなら電話に来るお客も喜

ぶわよ――「あれ、今日は嬉しそうだね」、そういうわ。今日どんな

に晴れ晴れと仕事をしていたとしても、次の日は突然具合悪くなる。

家で食事はつくらなけりゃならない、一人なんだから、食事はつく
――――――――――――――
46  村に一つある公共電話の、オペレーター（かけた相手・時間を記録し、電話代を

徴収する）。
47  Talとは、村の寺院を支える世帯単位のメンバーシップのことで、talを有する世

帯は、村の寺院で行われる様々な祭礼・儀礼への参加の権利と義務を負う。義務
には、儀礼で必要とされる物資（米、酒、薪など）の供出や労働力の提供が含まれ
る。詳しくは佐藤（2004: chap.2）参照。
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らなけりゃならない。私らの村では鍋釜とかをこうして飾って、食

器を磨いて48、きれいにはしなけりゃならない。ほんのちょっと、そ

ういう仕事をしていても、すごく疲れてくるのよ。すごく急に身体

が萎える、仕事をする気もなくなってしまう。病気になってからは

食事も大して食べられないけど、つくって食べなきゃならない。大

して食べることもできないけど、食事をつくってすらいないとすれ

ばどうやって食べる？（食べられない。）それで（また）そうなる［＝

身体が萎える］。だから私が思うのに、（一度）病弱になってしまっ

たせいで、もう元気一杯にはなれない、もう元気にはなれない。も

し元気になったとしたら、身体が軽くなったら、何でもやろうって

気になる。私の身体がとても喜ぶのよ。あれも、あれも、あれもやろ

う、ああやってやろうって考える。そうやってよくなればどんなに

よかったか、そう思う。

S :  ときどき、床につくようなこともあるの？

N :  ええ。こないだ上49から来た、上から来て後（バスで）Chautara50に

行った、Chautaraに行って――だって（Chautaraへ行く）舗装道が

ないわけよ、それでthang thangと（バスが）ものすごく揺れるの！

そうなると私は叫ぶわ、aya ayaってね――元気じゃない身体、弱っ

た身体には、とてもこたえた。そこからこちらに戻って後、私には

動く気も起きない。ここに戻って後、動く気も起きない、何をやろ

うという気も起きない、どこにも行く気にならない。

 　 　今ではね、弱った体にとてもこたえているからだろうけど、動く

気がなくなっていたのが少し休んでよくなって、それでまた少々自

分の仕事、少々は身体を動かす仕事とか、少し仕事をしても、私の
――――――――――――――
48  ヨルモの村の家では、壁面一面に棚が作ってあり、食器や鍋・釜類を整然と並べ

て飾ることが慣例となっている。普段の必要を上回る、しばしば夥しい量に上る
それらを美しく保っておくのには、定期的な洗浄・清掃労働が必要となる。

49  注 33参照。
50  A村を含むヨルモ地域の大部分が含まれるSindhupalchowk郡の郡庁所在地。何

らかの行政上の手続きが必要な場合、住民達はここを訪れることになる。
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身体にまたこたえてしまうのよ。医者も私にいうわけ、「ニマ、きみ

はもう、病弱に、胸が悪くなってしまったのだから、重いものを持っ

たりしてはいけない、重労働（N. dukkha kam）をして食べることは

できない、もう重労働をしてはいけない。したら、また再発する」、

そういう。確かにその通り、私もそう思う。だって、ほんのちょっと

仕事をしようとしていても、ちょっと重い物を持ち上げなければな

らないとなると、私は怖くなってしまう。持ち上げたりしない。そ

の辺に人がいれば「手伝ってください、持って下さい」という。見た

目、私は十分持ち上げられそうでしょ、病気のようにも見えない。

でも、身体のなかの痛みは私にはわかっている。そんなふうなのよ、

私は怖くなってしまう。

S :  （でも）村に住んでいれば、ジャガイモ植えたり掘ったり、しなけりゃ

ならないでしょ、水牛は飼わないにしても。それとも、飼ってたっ

け？

N :  （いいえ、）それでも、トウモロコシも植えた、豆も植えた、ジャガイ

モも植えた。どうやったかって、私は植えるには植えた、自分の家

にいるなら、ちょっとでもつくれば、自分でつくったものがあれば

違うわ、でしょ？　弟1人、弟1人を頼んで待っていても、弟達だっ

て（インドへ出稼ぎに）行ったばかり、ほんの最近行ったばかり。最

近インドに行って、1年になる。弟だって行きたくて、望んで行っ

たわけじゃない。私らの村の家々の苦労がどれだけ、どれだけある

か、そのことは知ってるでしょう？　それだから、弟も向こうに行っ

た、向こうに行った。行って弟達も（沢山）稼いでいればこそ、私に

（お金を）bhomg bhomg［＝じゃんじゃん、ばんばん］渡すでしょう

よ、そうでしょ。弟達も、少しずつ（お金を）渡す、私も村にせっか

くいるのだから、みんなが仕事をしているときに私だけどうして見

ているだけでいられる？　そういって、私らの畑にそのまま何も植

えずにおくよりは、少しでも植えれば自分の収穫になって、自分の

収穫になれば、自分で手をかけて、こうやって食べることはできる
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じゃないの。だとしたら、植えれば獲れるものなんだからといって

（植えている）、自分では畑に出ていないけど。

S :  え、畑には出てない？

N : （畑に）行くことは行くわ、でも仕事はできない。だから人を頼むの

よ。水牛の（糞の）肥料を買うでしょ、水牛の肥料は買った、ジャガ

イモの種イモは持っていた、それでまず牡牛で鍬を入れて、土の塊

を砕いて、P村51の人達がいるでしょ、仕事する人52達、彼らを頼ん

だ。ジャガイモの植え付けのときには他の人も呼んで、植えてもらっ

た。みんな労賃（N. jyala）を払って。だって、畑に出ようと思って

も電話の番もしなけりゃならない、（電話を）ほっとくわけにはいか

ない。私自身は電話番をして、（畑で）仕事をするのは他の人に頼ん

で、それで食事は出して…［中断、姪っ子が何かを食べていいかと

訊きにきて、ニマは食べてよいと答える］で、話はどこまで進んで

いたかしら？

S :  人に頼んで…

N :  で、人に頼んで、人に頼んだら食事は作ってだすでしょ 53、（でも）

仕事する人達に食事を作ってやらなきゃと思っても、電話には人が

ひきもきらない。心は上の空、仕事をする人たちのお腹がすいた、

お腹がすいたろうって思う、（でも）そこ［＝電話］はずっとbusyな

わけ。家に誰もいないと（そうなってしまう）。電話の仕事だって、

電話の仕事からすごくghom ghom［＝じゃんじゃん、ばんばん］収

入が入るといって、私はしてるんじゃない。でもだって、私らが昔

からやってきたし、やってきたところへ、今は弟が（インドに）行っ

てしまった。弟もそんなに大変ならやめればいいともいった。私は

（重い）仕事をすることはできない、もう仕事はできないし、そこか

――――――――――――――
51  徒歩数時間のところにある、Tamang（隣接民族集団）の村。
52  ここでは、賃金を得て仕事（農作業）をする人＝農業労働者の意味である。
53  ヨルモでは、労働力交換、賃労働いずれの場合でも、労働力の提供を受けた側が

食事を提供するのが通例となっている。
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ら1、2銭（N. paisa54）の給料でも入ればと、給料で仕事をしていた

のよ。

S:  ああ、給料（払い）なの？

N:  給料。1、2銭でも、荷を担ぐ、他の人達みたいに荷を担いだり、鍬

で掘り起こしたりはできないから、私は。私の身体だって、なんで

ただただ座っていることができる？　そう思って、そこから1、2

銭でもお金がくるのだからといって（やっている）。電話の仕事

だって全然楽じゃないけれど。世界中の噂話（N. duniya bhar ko 

mukhharu）にも耐えて、やらなきゃならない。仕事をする人間は決

して褒めてはもらえないもの55。この［＝電話の］仕事は、そんなふ

うにやってきた。

 　畑仕事はすべて労賃。それが、労賃払って肥料も買って、そうやっ

てジャガイモを植えたと思ったら、猿がみんな掘り返してしまっ

た、 で？　どうしたらいい！？　少しできたジャガイモは収穫し

た、収穫し終わったわよ。で（猿は）今度は、トウモロコシやら豆や

らもみんな掘り返している、なんとまあ！　そんなふうにするなら、

私らは何をつくって食べたらいいの？　猿と競争なんかできない、

competitionはできない、できないでしょうが？　こんなことになっ

ているのよ。こうやって話してきてみると、こうも思うわ。一つに

は、私にかかるtensionのせいでも、私の病気はますます悪くなった

のだと。だって思うの、今時私は、私の身体に病気さえなかったら、

私も（外国へ）行くことができたのに。仲間達みたいに… 

S:  どこへ？＝

N:  ＝どこへ？　どこへでも、どの国でも、行きたいところへ、行きた

い国へ、好きな国へ。私だって、稼ぐためにでも、ただ旅行ででも、

――――――――――――――
54  貨幣単位（100 paisa （N.）＝1ネパール・ルピー）であるが、一般に「お金」も意味

する。
55  人が何か仕事をすれば「完璧」ということは基本的にありえないから、人からは何

かかにか欠点を指摘されることになるという意味だと思われる。
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望んだ場所に行って来ることもできたはずよ。一緒だった私の仲間

達は今誰もいない、村にいるのは私一人だけ56。こうして（私だけ）

居続けている。身体さえ元気だったら、私もそうやって行っただろ

うに。健康じゃないせいで、家にただただ、いた。家に居続けている。

もう無理、あちこち行くのは、無理。思いはあるわよ、私は仕事もで

きなかった、私は今頃病気になっていなければならない人間じゃな

いはず、私は（いろんなことを）やろう、やろうと、今頃はこんなこ

ともしよう、しようと思っていたのに。私だって、思うのよ、身体が

こんなに病気にさえならなかったら、この子達57にもどんなに援助

できたことか。私の兄弟たちも、どんなに助けてあげられたことか。

私が稼ぐ、稼ぐことができれば、この人達58を私が喜ばせてあげた

いと、そう大きな望みも持っていたわ。（しかし）結局、私はこんな

ふうに、病弱になってしまった。

〈次号に続く〉

〈以下、次号〉

3.3  イタリア人の求婚者

3.4  妖術師の汚名

3.5  来し方、そして行く末

4  結び

――――――――――――――
56  ここ半世紀以上にわたってヨルモはインドへの出稼ぎ者を排出してきた（注17参

照）。ここ10年余りの間に、出稼ぎの範囲は隣国インドからアメリカ、韓国、中
東諸国等々へと劇的に広がり、2006年 3月現在、村の全人口の10％以上がインド
を除く諸外国に、インドを加えると3割にも迫る人々がネパール国外にいる（著者
の聞き取り調査による）。この他に外国帰りの人々も少なくなく、現在外国行きを
希望／計画している人はさらに多い。またネパールにいるとはいっても、カトマ
ンズへの移住者の数は、外国出稼ぎ組をさらにはるかに上回っている（村の全人
口の4割以上、現在の村の居住人口の1.7倍近く）。「村にいるのは私一人」という
のは、事実としては誇張ではあるとしても、彼女のリアルな実感といえよう。

57 このインタビューの間中も部屋に出入りしていた彼女の甥、姪たちのこと。
58 大雑把に自分の「家族」を指していると思われる。
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