
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──

(2)

佐 藤 斉 華

3.3 イタリア人の求婚者

⑨

N: そういえば、アニには外国人の友だちも沢山いたよねえ？ これは

聞いた話で本当かどうか私にはわからないんだけど、アニに、イタ

リアかどこかの男性が結婚したいといって来たことがあったって、

それは本当？

N: 本当よ。

S: そうなの！？

N: そう[声は低い]。

S: で、(結婚しなかったということは)あまりいい人じゃなかったの？

N: まあまあ、まあまあ、だった。(でも)人のよし悪しっていのはこう

いうこと、よし悪しは、人のいい悪いは、その人の顔で見るもんじゃ

ない、私は心で見るわ。一番大切なのは心、ちがう？ そもそも、

私はその人(の姿)を見てもいない＝

S: ＝え、見てない！？

N: いえ、会ったわ、後で会った。始めはね、T寺(の祭礼)で歌って踊っ

ているときに、その人がいったの、ほら、あのソナムに。ソナムの

知り合いで、彼の家に泊まっていた1わけ、それで、その人が言った
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1 ソナムはニマと同年輩の A村男性。トレッキングガイドをしており、家はロッ

ジを経営していた。



のよ。外国人がいっぱい来ているのは私も目にした。外国人達は目

にした、私は。お寺の堂内に続く階段のところに皆座っていた、ず

らっと座っていたのは見た。あそこには観光客はいくらでもやって

来るのよ！ 彼は私のことをずっと見ていたのね、私はもちろん知

りやしない。で、私らが踊っているときに、ソナムに尋ねたってわ

けよ。

S: ソナムに？

N: ソナムに尋ねた。｢あの人は誰？｣といって、ソナムに尋ねた、名前

を訊いたのね、それで｢彼女の名前はニマだよ｣というと、｢なんて素

敵に踊るんだろう、これだけいる人達のなかで、あの娘ほどのは他

にいない、声も、歌もなんて素敵なんだ、僕のために口説いてよ2｣

といったのよ、ソナムに。後で聞いた話だけど。口説いてくれと

いったんですって。そういうと、ソナムは｢自分の子どもにさえい

うことをきかせられないのに3、他人の娘をどうやって口説けるっ

ていうんだ！？｣と答えたって。それで(私について)いろいろ話も

したらしい。彼らは私をずっと見ていた、私は何も知らなかった。

私らは踊って踊って、楽しんでいた。

その後、その人は自分の国に帰って、それから──当時私らは部

屋を(ここより)ちょっと上4のほうに借りていた、店はもう畳んで、

そこに私はいた、上の村から来てそこにいた。ソナムの部屋は、サ

ンゲ 5──サンゲは知っているわね？──ソナムとサンゲの部屋は

M 6にあって、その外人、そのイタリア人は、彼に手紙を出していた

のよ、ソナムに。で、ソナムがどうしたかというと、後で聞いたこ
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2 ここで「口説く」と訳した動詞は phakaunu(N.)である。一般的に、｢(あの手こ

の手を使って)いうことをきかせる、説得する｣の意であるが、とりわけ性的な含

みを伴って｢(通常男性が女性を)口説く｣の意も持つ。
3 ここで｢いうことをきかせ｣と訳している動詞も phakaunu。上記注 2参照。
4 この場合の｢上｣はボーダ・エリア内における相対的な位置関係を指している。

一般に、盆地の縁により近くなる北または東方向を｢上｣と呼ぶ。
5 サンゲはこの当時ソナムと同じ部屋に住んでいた A村、同年代の男性。
6 ボーダ近くの地名。



とだけど、ソナムは、その手紙を持って村に行ったのですって。そ

の時私は村に行っていたわけよ。彼は手紙を持ってやってきたのだ

けど、でも私に手紙を渡さなかった。

S: え、なんで？

N: わからない、私には。手紙を渡さなかった。その手紙はまたここ[＝

カトマンズ]に戻ってきて、カトマンズで男の子達、ジミ 7、サンゲ

達みんなで、手紙を見た、開けて見たって。そして、ソナムが何を

いったかというと、その時彼の A村のお姉さん達はインドにいて、

そこにソナムが行って、インドまで行って言ったのですと、｢ニマ・

オバさん8には外人スポンサー、旦那 9ができた、まもなくニマ・オ

バさんはイタリアに行くよ｣、そういいふらしたのよ。私が村から

ここ[＝カトマンズ]に来たときには、みんなが私に訊く、｢アメリカ

に行くって本当かい？ 10｣と。｢いったい夢でも見ているの！？ 私

がアメリカに行けるはずがないからって、そんなこと訊くわ

け！？｣、そう私はいった。｢わかってるわかってる、何で隠すのさ｣、

そう、またいう。｢私は何も知らないのに、あんたらは知っているっ

て！？｣、私がそういうと、｢そうとも！ 手紙が来たっていうじゃ

ないか、きみに｣、ですと。私は知らないわよ。それで、私は何も知

らないのに、その手紙のことをみんな知っていた、でも私は何も知

らない、私の手に手紙は届いていない。
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7 同じく A村、同年代の男性。
8 ニマとソナムは同輩だが、ニマはソナムの母の類別的妹にあたるのでこう呼ぶ

のである。
9 ｢スポンサー｣は英語からの借用表現 isponsarを、次の｢旦那｣は zhinda(Y.)を訳

したものである。ヨルモがしばしば isponsarとも表現する zhinda(T. zhindak)

とは、そもそもは仏教儀礼の｢施主｣のことだが、より一般的に｢経済的援助をし

てくれる人｣、｢パトロン｣等をも示す。単なる金銭関係や支配／従属関係の枠に

収まらりきらない複雑さを孕む、zhindaとそれから援助を受ける人の関係性に

ついては、Ortner(1999:83-88)を参照。彼女がこの概念に関しソルクンブ地方の

シェルパについて論じたことは、基本的にヨルモにもあてはまる。
10 ヨルモの村人達にあって｢アメリカ｣は、いわゆる西欧世界一般と等値されるこ

とがある。



その後どうなったかというと、ジミが私らのところにやってきて、

｢姉さん、姉さんに外人が手紙を送ってきてるって。下のソナムの

ところにある、ソナムが取りに来いってさ｣といった。私は、｢私に

は外人の友だちから手紙なんていくらでも来る、カルプ・ロッジ 11

でおいしいお茶を出してくれて有り難う、ニマ！といって手紙を

送ってくる、もう私は手紙なんて見たくない、いいから｣といって、

私は取りに行かなかった。それが、なんと私の弟が取りに行ってね。

彼が下に行って、手紙を取ってきた。彼も英語はあまりわからない

──読むけど、でも意味はわからないのね 12──で、手紙を持って

きたといってちょっと見てはいた、読んだことは読んだけど意味は

わからなかった、で、そのまま投げ出してしまった。私らの向こう

の部屋 13に、チベット人の女性が住んでいて、それで彼女に｢姉さん、

姉さん｣といって──彼女は英語がわかるのよ──｢姉さんは英語が

わかるでしょ、ちょっとこの手紙を見てくれない、何が書いてある

か。友だちが私に送ってきていたの、私には読めない、英語がわか

らないから｣といって。彼女が見てみると、｢あらま！ ニマに love

letterが来た｣と。私はびっくり！ 今まで誰とも loveしたことは

ない、｢どうして私をからかうの｣というと、｢本当ですとも、love

letterよ｣という。それで、そう聞いて｢じゃあ(書いてあることを)

話して｣と頼むと、今読んで話してあげると。結局その手紙に何が

書いてあったかというと、｢私が何とかの祭りに来ると、この A村
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11 彼女のロッジ。このことのあった少し前から、彼女は村でロッジを経営してい

た。
12 ここで｢読む｣と表現されている行為は、文字通り｢文字を音声化する｣ことのみ

である。ヨルモのなお少なからぬ人にとって、｢読む｣行為のプロトタイプは村

でお経を｢読む｣行為である。
13 現在カトマンズの住宅の多くは｢フラット｣システムをとり、建物は階ごとにキッ

チンやトイレを備えた独立した居住空間＝フラットとなっている場合が多い。

しかし、多くの人々にはこのフラットをまるごと借りる経済的余裕はなく、これ

を他人とシェアして住むことになる。彼女とその家族も、そうやってこのチベッ

ト人女性その他とシェアして部屋を借りていたわけである。



のお寺のお祭りで歌をうたって踊っていて、そのとき私は踊ってい

るあなた(N.timi)を見て、一番素敵だと思った｣と。それから、｢私

はあなたのことが好きになった、あなたと結婚したい｣とも。私は

思った、この人、頭がおかしいんじゃないかって。見も知らない人

よ、この人は気が狂ってるのかしらと思った。さらに、｢よければ、

この手紙の返事をください｣とあった。｢手紙の返事をくれれば、私

は○○月には来ます｣とも。私は返事を書いた、返事を書いて送っ

た。

S: なんて書いたの？

N: なんて書いたかというと(・)私らの Helambu 14の人と結婚しても、

多少なりとも苦労する、でも外人とすれば、自分の村の人よりかは、

少し楽ができるんじゃないかと思ったし、ここから別の場所に移っ

ていくことも、私の身体に少しはいいんじゃないかとも思って。

S: これは、あなたが病気になった後？ それとも前？

N: 後、後のこと。それでそういうこともあって、私は本当に病気がち

になっていたけど、よくなるんじゃないかと思って、｢こちらに来て

ください、そして話をしましょう、まとまるものか、まとまらない

ものか｣、そう書いて送ったの。｢来てください、相談しましょう、

私も女です、なんのかんのいっても私も一度は結婚しなければなら

ないのです｣、そう書いて手紙を送った。

送ってから、私は村にいた、村に行っていた。そして、11 月に来

るといっていた男は影もかたちもなし！ 11 月よりも、えーと、3ヶ

月も後に来たの。私は思ったわ、やっぱりこの男の頭はおかしいに

違いない、だって外人は言ったらその通りにする、いつも予定通り

にするもの、そう思った。

S: 何か知らせはなかったの？ ｢遅れる、予定の 3ヶ月後にしか来られ

ない｣といった？
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14 ヘランブー(Helambu)は、Yolmoのネパール語名称。



N: 知らせはなかった。それで、この人はおかしいんだ、この人、誰か

が、きっと外人なんぞじゃない、私をからかおうと手紙を送ったん

じゃないか、そう思っていた。私は村にいた。それでカルマ[＝ソ

ナムの兄]が来た。カルマが来るときに、その男は来たのよ、ここ

に！ カトマンズにもう来ていた。その男はカトマンズに来てい

た。それで私が村にいるとき、その男はカルマと一緒に上、村にやっ

てきた。そうして｢カルマ、きみが(話に)行ってくれ、ニマのところ

に行ってくれ｣と。ソナムに名前をきいて、そのときソナムはニマ、

とだけ教えていたのね、｢なんで彼女はこれまで結婚していない？｣

と前に訊いていたのですって、｢彼女は父親の世話をしていた(から

結婚できなかった)、母親はいない、父親の世話をしていたんだ｣と

ソナムは答えたと。それで、｢カルマ、ニマのところに行ってくれ、

私が直接行くのはバツが悪い、きみが話をしてくれ｣と、何度も何度

もいうのですって。それでカルマは、｢あのニマは私の母の妹、つま

り auntie(E.)なんだ 15、auntieにどうしてこんな話ができる、恥ず

かしい、私は行かない、きみが自分で行ってくれ｣といって、私は(そ

のとき)下の家にいたのだけれど、上のお寺から尾根をめぐって、あ

そこが私の家だと教えて、こうこうこう行けばいい、自分で行けと

ね。私の姿も見えたって、家も、何もかも。でもやはり、その男は

バツ悪がってね。バツが悪くて、おまえが行ってくれ、行ってくれ

ときかず、怒りだしたのですと。

で、ついにカルマがやってきた！ 私の家に。(ちょうど)雹が

降って、すごく降ってきて、雹がふりだしたので扉をバンと閉めて

(家の)外に急いで出ていくと、カルマが一目散に駆けてくるところ

だった。一目散に駆けてくる、で私はどうしよう、どうしようと。
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15 彼女はカルマの母の類別的妹にあたり、その関係は｢母｣との関係になぞらえら

れる。それゆえに、彼女の性的関係にまつわる事柄(例えば結婚話)を甥である

カルマは持ち出すべきではないと感じられているのである。なお、実年齢では

ニマとカルマ、ソナムはほぼ同年代である。



彼が来て、また扉をあけて部屋に入った。部屋で、一杯お茶を淹れ

て出した。ジャガイモの炒めをつくっていたのを、そのままにして

外に出ようとしていたところに、カルマが来て、こうやって座った。

座ろうといって。カルマとはもともと仲はいい、座ろうといって、

彼はこちら側に、あなた[＝筆者]のような立場に私、私のような立

場に彼、というわけ16。彼はバツが悪そうにして。こうして彼が

やってきたからには、私は思った、このカルマはきっと何かいうは

ずだ、そう思った、いったい何をいうのか、どんな話を持ってきた

のだろうと、心のなかで思っていた、きっと何かはいうはずだと。

｢あの、オバさん…｣、｢はい｣と私は答えた、｢一つ、話をしましょう

かね｣、｢どうぞ、どうぞ｣、私は答える。さあどんな話がくるのかと

思いながら、身体は震えてくるじゃない！ 私は何もいわず、何を

いいだすものかと思いながら(待った)。それで｢一つ話をしましょ

うね｣という、｢どうぞ、どうぞ｣、｢気を悪くしないで｣と、｢しない

わ、気を悪くしなけりゃならない話なら悪くするし、悪くするいわ

れのない話なら悪くしない｣という。すると、｢このあいだ外人が一

人、あなたに手紙を送ってきたでしょう？｣ですって、｢ええ送って

きた、嘘をつくことでもない｣、｢で、その手紙が着いて、その返事

を出した？｣と、また。｢ええ、出した、返事を送っておいた｣と。｢何

で？ また手紙が来たの？｣というと、｢手紙じゃなくて、本人が来

てるんだ｣と。私は、身体がこんなに[＝体が膨らんだしぐさ、驚き・

緊張・興奮の表現]なった！ 何ともいえない気分、恥ずかしくて、

カルマの前で。彼も私のほうを見ようとせず、こんなふうに[＝う

つむく]話した。｢恥を包んで、あなたに、auntieにこんな話をする

んです。私はこんな話をあなたにするような人間じゃない。でも本

人が家に来ていて、私に(話しに行ってくれないといって)怒って、

怒るから仕方なくここに来たんです、(その人を、こちらに)来させ
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16 話を聴く立場にニマが、話をする立場にカルマが立っていたという意味か。



ようか？｣、そういった。｢来させようか｣といったけど、その日私の

家ではとても忙しかった、来客があって。それで私は｢今は来させ

ないで。明日の朝、来させてちょうだい｣、そういった。｢じゃあ明

朝、来させるようにするね｣といったけど、｢明日の朝、来させるの

じゃなくて、あなたも一緒に来るのよ！｣と私はいった。私はそん

なに英語が話せないし、その人も英語はあまり話せなかった。私が

少し英語で話すのを彼はわかりはするけど、答えは出てこないのよ。

⑩

S: 手紙は、英語だったんでしょう？

N: 手紙は英語。手紙は英語で書いていた、(でも)その人はイタリア語

を話す人だったの。私はイタリア語は知らないし。私が話した英語

を、彼はわかる、そこそこわかる。彼は英語が話せない、彼がイタ

リア語を話すなんて私は知らなかった。私らのする話を訳して頂

戴、恥ずかしがる必要はないから来てと、私はいったのだけど、｢来

ない！ 一人で来させる、私は恥ずかしいから！｣と。私らがした

話を彼が(翻訳して)話さなければならないと思って、来ないのね。

そんな、恥ずかしいとかいってる場合？ 困ったときには、訳して

くれたってバチは当たらないはずでしょうに。でも結局、カルマは

来なかった。それで次の朝マイク、マイクは知ってるでしょ、マイ

クとサリー17、そのマイクが(当時、村に滞在して)いたの、でマイ

クの家にいって、｢兄さん、先日私に手紙がきて、こうこういう人が

来ている、こうこう話をして[＝するのを手伝って]下さい｣と頼ん

だ。マイクが助けてくれた、そのときは。マイクが話をしてくれた。

マイクも私の兄さんでしょ、私がティカ 18をあげて兄さんにしたの、

それでマイクが来た。マイクはその人を一目見るなり、｢ねえ、この

人を気に入ったの？｣と。私は、気に入ったとも、いえなかった、だっ
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17 マイクはこの当時村の学校（ボーディングスクール、注 78も参照）でボランティ

アをして滞在していたイギリス人男性、サリーはその連れあい。ニマは彼を｢兄

さん｣と呼んで親しくしていた。次の注 18も参照。



てまだどんな人かわからないのだから。その人の心がわからない、

その人の心の中がわかってこそ、気に入ったともいうものでしょう

が。そうでしょ？ でも、そうはちゃんと言えなかったけど。

で、朝、その男はやってきた。朝やってきたのを見ると、こんな

に[肩口を示す]長く髪を伸ばしていて、それも白くなっていて…

S: 歳とってる人？

N: 歳とった人。私より 10才歳とってた、年寄りよね。カルマと電話

をかけに行って、Sロッジ 19に行って、そこからそこまで一緒に来

て、そこの集会所でカルマは上に行き、彼だけを下に来させたわけ。

それで私は、(・)もう恥ずかしがってもしょうがないでしょ、こう

なったら。それで、なんとか(・)私は｢ナマステ｣といった。彼の名

前も忘れちゃったわ、メ、メキ、んーマッシモだったかしら、マッ

シモ、そう、やっと思い出した、マッシモだわ、彼の名前は。で、

｢ナマステ、マッシモ｣と私がいって、で彼も私に、｢ナマステ、ニマ、

how are you?｣といった。｢元気です｣と答えて、内に招きいれて、お

茶をいれて。塩茶 20は飲まないだろうし、ミルクはなかったので、

何もいれない紅茶を淹れた。お茶を淹れてあげて、ジャガイモの炒

めたのを出した。そんなときは、あまり料理もうまくできないもの

ね。それで──そこにはマイクもいた、私と一緒に──それで私が
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18 ティカ(N. trika)は、ネパールで広く用いられる、祝福の印として額に塗りつけ

る赤い粉、米等。年中儀礼の際にかわされるほか、儀礼的キョウダイ関係(N.mit)

を結ぶときにも、これをかわして関係の固めとする。ヨルモの人が、このような

儀礼的関係を(外国人を含む)他民族集団との間にかわすことはしばしばある。

その際実際に交わされる｢ティカ｣は、そのいわばヨルモ式のもの(Y. yarka, バ

ターの小塊幾つかを頭部に塗りつけて祝福の印とする)である。
19 村で唯一の公共の電話がおいてあったロッジ。
20 塩茶は、ヨルモで(またその他多くのチベット系コミュニティにおいて)最も日

常的に、また大量に消費されるいわゆるチベット茶、バター茶のこと。発酵した

茶葉を煮出したものに塩、バター、少量のミルクを加えて攪拌してつくる。ヨル

モ同士であれば、これを客のカップに注ぎ足し注ぎ足しして供することがもて

なしの基本となるが、この味に慣れない外国人等にとっては、これはいささかき

つい洗礼ともなる。



話をして、マイクが間にたって、橋渡しして話をした。マイクにし

ても、そんなヨルモ語ができるわけでもなく、ネパール語ができる

わけでもないのだけど。彼がいろいろなことを尋ねて、私もいろい

ろ尋ねて、また彼も尋ねた。

私は単刀直入にいった、可哀想に21、彼のほうからは訊けなかっ

たのよ、それで私がいった、単刀直入にいった、｢あなたは私のこと

が好きなんですって？｣と。そう私は訊いた。｢うん、僕はきみのこ

とが好きだ｣、彼はいった、｢すごく好きだ、それだからきみのため

に僕はここまで来たんだ｣と。｢あなたの歳は？｣と尋ねると、｢40才

になった｣と答えた。｢あなたは？｣と訊くので、｢私は 30才になっ

た｣といった。さらに私が、｢40才になるまでも、あなたはなぜ結婚

しなかったのですか？｣と訊くと、｢え、僕は年寄りに見える？｣と。

｢ええ｣といった、｢少し年寄りに見える｣と。｢いやいや、この髪の毛

のせいでしょう、こんなにのびていて、それで年寄りに見えるんで

しょう｣と、その人。それで、｢いえ、まあそれはいい、年寄りに見

えるかどうかはおいておいて、私ら西洋人の仲間(N. khuire ko jati)

では、30、40、50才というのは、まだ年寄りとはいわない｣と。私は

｢いいわ、30、40 の話はいいことにしましょう、で、あなたはなぜ結

婚しなかったのですか？｣といった。｢僕は、これまで結婚しようと

努力したこともない、私らの間では、結婚する年頃というのが、ちょ

うどこれくらいの時期なのだから。Helambuに遊びに来たとき、

偶然きみを見た、それできみを好きになった、それでソナムにもい

ろいろ話をきいて、それで手紙を書いたんだ｣、そういった。私は、

｢わかったわ。私は女、女性よ、結婚はしなけりゃならない22。ヨル

モにも私と結婚したいという人はいたけど、父さんの苦労をほうっ
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21 ここで｢可哀想に｣と訳した bichara(N.)は、相手への同情、共感を示す言葉。
22 ニマはここまでで既に何度も、類似の表現を口にしている。この句をこのニマ

という、自身は｢未婚｣の女性が繰り返し口にするという事実について、佐藤

(2008)の議論を参照。



ておいて結婚することはできなかった。一方では連れあいと(結婚

して)行きたい気はあっても、父さんをおいていくことができなく

て、どうしようもなくて(実家に)居続けた。一旦私が結婚すること

になれば、そうして(別の家に)私を連れていけば──あなたと結婚

したら(私は)行くことになるわけでしょう──私がここを出て行っ

てしまえば、父さんを助ける人は誰もいない。私が面倒を見るしか

ない、(それが)私にはとてもつらい。でも私は、(あなたと結婚して)

行かない、とはいえない。あなたと私で、相談しましょう、相談が

まとまれば、私は結婚します｣、そういってやった。そういったのよ、

私は。起こったことは話さなきゃね、ちがう？ 23 そして、｢私が結

婚して行けば、私はここから行ってしまう、ここを出て私は行く、

この家を去って行きます。私にはとてもつらい、心が痛みます。出

て行こうとすれば父さんは泣き始める、父さんが泣きだしたら、父

さんの眼から涙が落ちたら、私は耐えられない、どうやっておいて

いけるでしょう？｣、そういうと、｢きみがしたいようにすればいい。

きみはここから私と一緒に行こう。今すぐ連れて行くのではない、

私は、もしきみがうんというなら、話がまとまれば、6ヶ月後にまた

来よう、あるいは 1年後に来よう｣と、彼はいった。｢きみのいいよ

うに、ニマ、きみのいいように。私は何ヶ月後に来たらいい？ 6ヶ

月で来ようか、12ヶ月で来ようか？｣と。｢それはあなたのいいよう

に。私がいついつ来てといっても、私にお金があるわけじゃなし、

私は苦労してきた[＝貧しい]人間です、父さんはこんなふうにずっ

と病気続きだし｣、そう私はいった。｢わかった。いつ来てほしいと

いうのであれ、私はきみを今すぐ連れては行かない。きみが 6ヶ月

後、12ヶ月後、いつ来いというとしても、私はきみをきっと連れて

は行く、きみを絶対放しはしない、絶対連れて行く。きみのことが

彼女との長い会話
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23 結婚申し込みの許諾権が正式には女性本人の親にあるヨルモでは、女性本人が

こうした断言をすることは、基本的にありえない変則状況である(佐藤 2007a)。

この彼女の｢変則｣行動の含意について、佐藤(2008: IV,3)を参照。



本当に好きだから。きみはきっと一生を(ともに)過ごせる人だ｣と

(彼が)いうと、｢いいわ、私も行きます、私はきっと行くといいます、

でもあなたは、二人分の航空券の費用をつくることができなければ。

私にはそんなお金はないのだから｣と(私は)いった。｢じゃあ、この

ことは後で相談しよう。きみは私と一緒に行く、私と結婚して行こ

う。しかし(行ってから)私と(いつでも)一緒にいなければならない

ということではない。3ヶ月、5ヶ月、何年でも、いたいだけいれば

いい、きみのいいように。初め私と向こうに行ってから、2、3ヶ月

住んでみるとよい、それでそちらにいたくない、父さんのところに

行く、父さんの食事をつくってあげなければならない、父さんの世

話をしに行く、そういうなら、きみは 2、3ヶ月でもいくらでも、い

たいだけ、帰ってきていればよい、父さんと一緒にいてあげればよ

い｣、そんなふうに、彼はとても素晴らしい話をした。とても素晴ら

しい話をしたわ、その人は。私もとても嬉しかった、この人は心が

きれいだ、ともあれ(と思った)。｢きみが 3ヶ月、2ヶ月、5ヶ月、何

年でも、私は父さんのところに行くというなら、帰ってくればよい、

私は(きみを)帰してやる、父さんといるがよい｣と。また｢父さんを

カトマンズに連れてきておきたい、自分もカトマンズに住むという

なら、部屋を借りてあげる、お金は送るから｣ともいった。とても素

晴らしい話をしたのよ、その人は。

こういう話をしてから、さて、私は思った。昔はこの、結婚とか

ということで、男と女が一緒にいると、いろいろ不名誉なことを人

がいいたてるものでね。そう思って、私はこの外人を自分の家には

おかなかった、おかなかったわ。私は｢それでは行きましょう、カト

マンズへ、私たち二人。カトマンズにいって、そこここ一緒に行っ

たりしながら相談もしましょう｣といって、カトマンズに連れてき

た。上からも一緒には来なかった。私が明日行くとすれば、あなた

は明後日、あるいはあなたが明日とすれば私が明後日というふうに

して、一日ずらして来た。それで明後日、明々後日の日、ボーダナー
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トのどこそこで会おうと、そういって。上からやってきて、ちゃん

とここで再会した。

(しかし、今となっては)どうしようもないことだけど、私は一つ、

間違いを犯した。本当は彼と別行動すべきじゃなかった。そのまま

上で、その人を、私らにはロッジもある、外人も、guestも来るとこ

ろなのだし(一緒においておくべきだった)。彼はカルマ、カルマの

オバさん達と一緒に来ていたわけだけど、その人が村に着くなり、

すごい噂になっていたのね、ニマを連れに来たんだ、ああだこうだ

といって、すごい噂。カトマンズに(まで)噂は広がっていた。その

人が上に来たときに、むしろここで噂されながらいるよりカトマン

ズに行こう、カトマンズで、誰も知らないところに行って話をしよ

う、まとまるかまとまらないか、どちらかだと。それで、ここに連

れてきた。可哀想に、その人は村までやっと来て、やっと来たら私

がまた行けといって。私を望んで、私を何としても得ようと苦労し

たのに、また戻ってきて、一日ゆっくり休んでもいない。むしろ上

において、2、3週間、あるいは 4週間か 1ヶ月くらい住まわせれば

(よかった)。一緒に住まわせて、私が食事の世話をしてやって、あ

そこにいれば私が食事でも何でも作ってやって、一つ家に住んで、

話もわかりあえるってものだったのに。私はとても大きな間違いを

してしまった。私はここに連れてきた。ここに連れてきてからは、

私はこちらの部屋に、彼はまた別の自分の部屋に、滞在することに

なったわけよ…

S: ホテルに？

N: そう。そうやって、私たちはレストランとかに行って話をした、レ

ストランとかでね。彼をこの部屋に連れてきて食事とか出したこと

もあったけど。そうして、話はもう少しでまとまるという感じに

なっていた。そんなとき、父さんがとても具合悪くなった。あのと

き、それで台無しになったのよ。父さんも(カトマンズに)連れてき

て、病院に連れて行った。病院から連れて帰ってきたら、父さんは

彼女との長い会話
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頬もこんなに[手で膨らんだ頬をつくってみせる]腫れあがって、

ayo ayo［＝痛さであげる声］とばかり言う。父さんは、もうここに

いたくない、家に帰る、家に帰ると。家に帰るというなら、私は父

さんと一緒に行かなきゃならない。

それより前にあったことは、私が、私の姉さんの息子、英語ので

きる、教育のある子なんだけど、その子をいつも一緒に連れていっ

て私ら話をしていたのね。彼は気にいらなかった、それが。マイク

の妻のサリーがきいたところでは、サリーにそのマッシモがいった

のですって、｢ニマは、自分の知り合いを連れてきてしか話をしよう

としない、それが気に入らない、二人だけで会って話すのでなけれ

ば｣と。そういうことなら、いいですとも、私は話が通じないからと

その子を連れていっただけのこと、でなければ二人で会って話をし

ようじゃないの、話をするのに何の問題があるものですかと、そう

私はいった。そういっていた、そんなときに、父さんが行くという、

上に。父さんが行くというなら、父さんの服とか(荷物)もあるし、

ayo ayoといっている年寄りだもの、独りで行くといったって、父さ

んをどうやって送りだす？ もしも父さんにどこかで怪我でもあれ

ば、自動車で何かあったりすれば、世話する人はいないのだから、

どうかしたら苦労するのは私、面倒をみなきゃならないのは私って

こと。みんなも、私を(父親をほったらかして)何だって目で見るで

しょうよ。それでマイクもいった、｢妹よ、父さんと一緒に行くんだ、

父さんを送り届けてから、また後でこの話はすればいいから｣と。

それは、私はつらかった、まだ話はついていない。それで彼と相談

して、｢父さんのために私は行かなければならない、私たち二人、さ

て、どうしましょう、あなたはいつまで(ネパールに)いるの？｣とき

くと、｢一週間いる｣と。一週間いるという。｢父さんが上に行くと

いう、マイク兄さんは私に行けといってきかない、父さんを連れて、

父さんを助けてあげなきゃならない、父さんをどうして一人で行か

せられる？ 私は父さんを(一人で)やれない、だから私は行きます。
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あなたがここを一週間後に発つというなら──こんな緊急事態に

なって、こんなふうに行くなんて、父さんが苦しんでいて──向こ

うに行ってから手紙を送って下さい。手紙でやりとりしましょう、

私も手紙を送ります｣と、私はそう話をした。そして道で別れると

きには、手を握ってちゃんと話をして、別れた。別れたわ。そして

別れて次の日、父さんと私は(村に)行った。

彼はいった、｢きみは村に行くんだね？｣と。村に行くと答えると、

｢僕も一緒に行く｣といった、また上に行くという。彼は行きたかっ

たのよ。私は思った、また村の人達が私のことを悪くいうんじゃな

いかと気に病んだ。そういうことを私が気に病むというのが、とて

もよくないことだったのよね。そんなふうに考えるべきじゃなかっ

た。他の人が何かいうならいえばいいといって、一緒においておく

べきだった。私は本当に、間違いをしてしまった。

そういうわけで、私らはここから(村に)行き、一週間後に彼は帰っ

たのでしょう、帰るといっていたから、一週間後に──いつまでい

たのか、私は知らないけれど。彼がここにいる間に私たちがした話

だけど、彼がいうには、一人のイタリア人男性がネパール人女性と

結婚していたのですって。N(地区) 24に住んでいて、それで彼は N

(地区)に行って、ネパール人女性と結婚したその男性に──一度だ

け会ったことがあったそう、イタリア村25の人だといって、でもそ

んなに行き来はないって──｢あるヨルモ女性を好きになった、と

ても好きだ、きっと彼女を連れて帰る、彼女と結婚する、とても好

きなんだ、(でも)僕はネパール語ができず彼女はイタリア語を知ら

ない、十分意思疎通ができていない、あなたがネパール語で翻訳し

てほしい｣といって。人を捜して連れてきたわけ、あのカトマンズ・

ゲストハウス26に。夜 7時にタクシーで、マイク兄さんの妻が私を

彼女との長い会話

− 185 −

24 カトマンズ市北部郊外にある住宅地。
25 ｢村(N. gau/ Y. lungba)｣は、ヨルモの(そして多くのネパールの)人々にとって、

人間の帰属すべき場所の単位を示す言葉となっている。



迎えにきた。タクシーでそこに行った。そしていろいろ話をして、

いろいろ話をまとめて、それで、次の日に別れたのよ。別れるとき

には、私も(まだ)したい話は随分あった、彼にもあった、私の父さ

んの問題で私は行(かなければならなか)った。それでも、私らの話

は結論には達して、それで別れた。

それで後に、私が家に行ってから一通の手紙が来たの。お互い手

紙をやりとりしましょう、きみも送ってくれ、私も送ると話してい

たその人は、向こうに行ってからどうなったか！ 向こうに行って

から、私には一通の手紙が届いた。村に手紙が届いた。手紙が来て、

｢きみと私の 2人は、通じあうことはできない、結婚は不可能だ。私

がカトマンズからきてイタリアに到着すると、ある女性に出会った。

私はその女性が好きになった、そしてそれを喜んでいる。私がそう

であるのと同じくらい、あなたも喜びに満ちて暮らしていてほしい、

あなたと私というのは、習慣も全然違うし…｣、そう書いた手紙が来

たのよ。彼は私を裏切った、そうだわね？ 私は彼と一緒に行かな

いといってない(のだから)。私は哀しかった。それから後で、怒り

が湧いてきた。また上から(カトマンズに)来た、A村からここに来

た。そして姉さんの息子に、自分のためにこうこういう手紙を書い

てくれといった。(彼が)こんな裏切りをしたのだ、彼のために私が

上から来てどんなに骨を折ったか、彼のためにどんなに話をしたか、

私をこんなふうに裏切るなんて、とそう話をすると、姉の息子も怒

って手紙を書いた、｢なるほど、オバさん、オバさんのために手紙を

一本書くよ、くそっ｣ってね。すごく長い手紙を書いて送った。(手

紙で)こういったのよ、｢あなたは、一つ所にずっといる私を自分で

探し求めてやってきた、求めてやってきて結婚するといって来たか

らには、あなたのほうから私を裏切るなど、あるべくもない、ある

べきことでもない｣、私はもう腹が立って手紙に書いた、｢あなたは
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26 カトマンズ市内にある、老舗のゲストハウス。



こんなところにまで、自分から結婚するといってやってきておいて、

自分でまた私を捨てた。そういうことならば、私は Ama Yangri-

maの神 27に念じて(祈る)、この男がどこに行っても幸せになりま

せんように！ この男が苦しみばかり得ますように！ 私らの仏陀

がおまえ(N.Ta 28)を呪うはずだ！｣と。私らは悪態並べて、手紙を

送ってやった。

S: そうなんだ…

N: そう、手紙を送ってやった。人の手に託したの。この手紙を投函し

てくれといって。手紙は──私がお金も渡して手紙も渡して、これ

は緊急だから投函してと──親しい人の手に託した、実際投函した

かどうか、はっきりとは知らないけど。後で、手紙を送って、その

手紙が向こうに着いたからこそ、こちらに来たのじゃないかと思う。

その男はまたここに、カトマンズに来たのだから。

⑪

N: その男はここに来てたの、ちょうどソナムの結婚式があったとき、

ソナムの結婚のときにこちらに到着したのですって。カルマは私に

｢オバさん、マッシモと会った？｣といった。こういうふうだったの

よ、私もカトマンズに、その男もこちらに来ていた、(しかし)私ら

2 人が会うことはなかった。その後私は村に行った、だって彼のた

めに来たわけでもない、自分の用があって来ていたのよ。その男は

イタリアからやって来ていた、私とは会わなかった。誰も(彼が)こ

こにいるとも、いってくれなかったし。

どういうことかといえば、私の村の人も、ある意味私が幸せにな

る(N. sukkha paunu 29)んじゃないかと気を揉んだのね、きっとそう。

私が幸せになるといって妬んだのよ。あとあと聞いた。だって、私

彼女との長い会話
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27 ヨルモ地域の中核に鎮座する、地母神。
28 ネパール語に 3 つある 2 人称のうち、もっともぞんざいなもの。ごく小さい子

や喧嘩のときでなければあまり使われない。
29 Sukkhaは｢安寧、安楽｣の意で、dukkhaと対になる語。Paunuは｢得る｣である。



が上にいって、上でカルマが私にいったのには──今日私が上の家

に着いたとすれば今日の夕方、ソナムの結婚式の招待状を持ってき

た、私が上に来てしまってからね──後になってカルマが、上に来

てしまってから私にいったのには、｢マッシモと会った？｣ですと。

｢さあ、会いに来てたの？｣というと、｢彼はカトマンズに来ているよ、

僕はオバさんと会ったんだろうと思っていた｣と、彼。｢まさか、私

は会ってない、知らない｣といった、そう私はいった。そういって私

が心で思ったのは、彼は A村に電話をするか──ネパールにこん

なに頻繁に来るお金を稼ぐのは無理でしょ、私があの手紙を出して、

投函してと人に託して、それでその人は手紙を投函してくれたはず

で、それでその手紙が着いて、それで(彼は)来たんだろうと思った

──カトマンズにまで来たからには、電話をするか、じゃなければ

村に来るだろうと、そう、私は望みを持っていた。

来なかった、その男とは会わなかった。何の連絡もなかった。こ

こ[＝カトマンズ]からそのまま帰ってしまった。その後私がカトマ

ンズに来たりすると、誰と会っても誰と会っても、｢当然会ったはず

の人を、なぜ逃したんだい！？ きみを誰かが呪ってる、きみが幸

せになるといって妬んでるんだ、なんて( ？ )な人だ、きみは｣とい

う、みんな。私に、そういう。

S: その男性に何か、(あなたの)悪口をいったりしたり？

N: 悪口をいっていたのよ。私に汚名をきせて、ぶちこわしにした、(私

と彼の)間で。ああだこうだといろんな話をして…。私にだって、

可愛がってくれる人達はいるわよ。その人達は、ここ[＝カトマン

ズ]にいるその人達は、このこと[＝ニマに外国人の求婚者が来てい

ること]を耳にすると私にこういった──さっきここにいた[母方]

オバさんがいったの、まだ私ら(ニマとマッシモ)2 人が一緒にいた

とき。カルプ兄さんは知ってるでしょ 30？
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30 カルプは、この母方オバの義弟(＝夫の弟)。



S: カルプ兄さん？

N: そう、カルプ兄さん。その兄さんの家で、オバさん達といたときに、

オバさんに私が話していたのね、カルプの前では話せなかったけど。

カルプ兄さんは知ってるでしょう、○○の夫よ。

S: ああ、あの、アメリカにいる31？

N: そう、それ。カルプ兄さんは私の父方オジの息子、兄さんよ32。で、

私はオバさんに話した、こうこういうことになっているのよと。｢ま

あ、そうなの？ それなら、その人をここに呼んできて！ そんな

人がいるなら、呼んできなさい！ カルプ兄さんに入ってもらって、

私らのカルプを呼んできて、カルプ兄さんに私が話すから、カルプ

兄さんは(英語で)話ができるし、話ができればカルプ兄さんに話を

させて、話をさせておまえ達 2 人にスカーフ(Y. katha)をかけてあ

げる、お祝い(Y.tremdel)をする33。こんなふうに(宙ぶらりんな状

態に)しておけば、他人の呪いが入ってしまう。おまえを(今)むこ

うに連れていかなくてもいい、ともかく一度、おまえたち 2 人をこ

こにおいて、私らの家で、私らが今日、今日にでも呼んで、明日に

は話をして、祝儀をしてスカーフをかけてやる、結婚したことにす

るよ、おまえ達 2 人。こういう話を聞いて、私はすごく嬉しい、ニ

マ｣、そうオバさんはいった。そして、｢兄さんにここで話をしても

らおう、ニマはこうこういうことになっていると話して。A村にた

だずっと住んでいて、外人がこんなふうにして連れに来るというの

彼女との長い会話
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31 インタビュー当時、カルプとその妻は、アメリカ、ニューヨークで出稼ぎしてい

た。
32 ヨルモ親族名称において、平行イトコは｢キョウダイ｣と同じ名称で呼ばれる。
33 仮の祝言をするということである。このように、正式な結婚式を行って広くコ

ミュニティの前で 2人の関係を公にする前に、2人の関係を固める式を行うこと

は、往々にしてある。こうした機会を構成する中心的行為は、言及されているよ

うに、祝福の印として、出席した人々が儀礼的スカーフ(katha)を 2 人の首にか

けてやることである。なお、祝福の表現としての kathaの利用はもともとチベッ

ト系コミュニティでのみ行われてきたものだが、ここ数年、その境界をこえ広く

ネパールで用いられるようになってきているようだ。



は幸運なことだよ、おまえ。嫌とはいうな、結婚はしなければなら

ないのだから。今結婚したことにしておいて、(すぐに)向こうに連

れて行かないというなら、それでよい。結婚しなさい、そして帰る

がよい。結婚したということで、結婚はして、おまえはここにおい

ておく、その男は一人で帰ればよい、結婚はしろと、話をそうやっ

てまとめよう。カルプ兄さんや私ら皆で話をしよう｣と。そうは

いったものの…そうは行くもんですか！ 全然だめだった、父さん

のせいで。私らはタメル34のほう、むこうのタメルのほうに(部屋

をとって)滞在していた35、一晩泊まると父さんは逃げだそうとし

て、父さんは逃げだそうとして、父さんのせいで私はゆっくり話を

することもできなかった。オバさんはそういっていたし、その通り

にしていたらうまくもいっただろうに。そうして私は村に行って、

こうやってまた来てみると、｢おまえのやり方はうまくなかった、全

くうまくなかった、呪いが入ったんだ｣と(みんなに)いわれるわけ

よ。

初め、私の名前で手紙が来て、その手紙をみんなが見てからしか

私は見ることができなかった。カルマの母親はいうって、｢私の名

前に来た手紙を開けたといって、ニマは私らに腹を立ててるんだっ

て！？｣と怒るんですって。それは、ソナムのアドレスは書いてあっ

たけど、ソナムの住所に送ればソナムにはわかるじゃない、私の名

前はニマ、お寺でこうこう話していた──その[＝住所の]そばに、

私の名前、｢ニマ｣と書いてあるのだから。そう書いてあったら、開

けるべきじゃないでしょ？ 私の名前が全然書いてなかったら、自

分の住所に届いた手紙を彼は当然開けていい。それを悪くいうこと

はできない、彼の住所がそこに書いてあったなら。私は全然読んで
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34 タメル(Thamel)は、カトマンズ随一のツーリスト・エリア。前出のカトマンズ・

ゲストハウスもこの地域にある。
35 マッシモがカトマンズにいた期間のうち何日かは、タメルに部屋をとったもの

かと思われる。



いない36人間、教育のない人間、確かに何も知らない人間よ。それ

でも、彼の住所がここいらに書いてあったとして、私の名前がここ

いらに｢ニマ｣と書いてあったら、私にあてた手紙だというのは私

だってわかる。ということは、彼は開けてはならないでしょうが。

明らかなこと、だったらなぜ開けた？ 彼の友だちからだといって

も、彼の住所がここに書いてあったとして私の名前はここに書いて

あったとしたら、なぜ開けたの！？ そう私がいう(のを聞く)と、

カルマの母親は怒って怒鳴るのですと。｢私らのソナムの名前に来

た手紙を開けたといって、ニマが腹を立ててるんだって！｣と。私

は、｢封筒だって見せろというなら見せられる、(他人宛の)手紙を開

けるのは、牝牛一頭を殺すのと同じほどの罪 37だと知らないか！｣

と、そういったものよ。直接に話をする機会は得ていないけれど。

後で聞いた話だけど、こういっていた人もいたそうよ、｢この外人

を呪うな！呪うな！ 誰も呪わないように。可哀想に、ニマの母親

は苦労したとしても、ニマの人生、幸せに過ごすがよい、ニマも苦

労してきたのだから｣と。こんな話を聞く、みんなが呪いだと、人間

の(悪意の)ために私達の関係はとぎれたのだと。みんな、誰と会っ

てもそういう。私らは結婚しないつもりではなかった、結婚すると

いうつもりだった。そうだったののに、私の( ？ )そういうふうに

なった。ここいらではどこに行っても、｢きみは運が悪い、会えたは

ずの人と会えなかった、きみの boyfriendは気が迷ったんだね｣、そ

ういう。どうしようもない( ？ )私にはそんなことになったのよ。

⑫

N: 私は(イタリア語を)覚える、覚えるわよ！ 思うんだけど、初めか

らわかる人なんていないでしょ！
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36 ｢読む(N. parnu)｣は｢教育を受ける｣の意でもある。
37 ネパールを統一したゴルカ王朝及びそれに続くラナ体制は、｢牝牛｣を国の重要

な象徴の一つとし、これを殺すことを原則的に禁じてきた(もっとも、とりわけ

辺境の地等において実際これが遵守されたかどうかは、また別問題である)。

Michaels(1997)参照。



S: そりゃないわ＝

N: ＝ないわよ！ 初めは誰もわからないのだから、そちらに行ってか

ら彼と暮らす、暮らして食べる、そうやって彼と一緒に話をするこ

とでこそ(覚える)。彼と人生をおくろうと、私はそう思っているの

だから。私には立ち向かう勇気がある。この言葉を絶対にできるよ

うになってやると、彼と一緒にいけば、私はこの言葉をきっとわか

るようになる、そう考えていた。勇気がない人もいる。言葉もわか

らないし、どうやってその人と一緒に行くんだ、私は行かない、そ

ういう人もあるでしょうよ。私はこの人と行く、言葉なんてものは

一緒に行けば覚えられる、そう私は考えていた。

私は(彼に)いった、｢私は、あなた(N. timi)と結婚して行くといい

ます、一緒に行きます。私が行くときに父さんは泣くことになる、

私は哀しくなる。A村からカトマンズに出て来れば、私の(近しい)

人達はいっぱいいる、その人たちが空港までは私を送ってくれます、

私はそれが嬉しくもある、(けれど)空港をこえて行った後は、私の

父さんというべきも母さんというべきも、誰というべき人も、あな

ただけになります。あなたと一緒に行かなければなりません。私に

は教育がない、学校に行けなかった、それくらい大変だった、当時

は。後々こうなるだろうということも、私は今、話しましょう。こ

れから向こうにいけば、私に教育がないといって、あなた(N. tapai)

38は私を見下すでしょう、ぶつでしょう、髪を掴んで『おまえって奴

は！ 何の学もなくて！ 何もできないで！』というでしょう。そ

うなったら私はどこへ行こう、あなた(N. timi)が私を見下せば、私

はあなたの後について来た、あなたが連れにきて私はやってきた。

あなたが見下したら、私はとても悲しくなる。｣ そういうと彼は、

｢いやいや！私はそんな人間では全くない、そんなことは決してし

ない、(あなたに関することは)すべてわかった。さてあなた(timi)
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38 この辺り、ニマのイタリア人男性についての二人称表現は、敬語(tapai)と親しみ

をこめた／敬語でない表現(timi)のあいだで揺れ動いている。



がどうするかといえば、あなたは 2、3ヶ月でもいくらでも、向こう

に住むがよい、それで父さんのところに行く、カトマンズ辺りに行

くというなら、そうさせてあげる｣、そういった。｢むしろあなたは

イタリアに行ったら退屈するだろう、仕事はできない、あなたは。

あなたを仕事にやったりはしない、私はあなたを家に、部屋におく。

でも私は仕事に行く。友だちもない知らない土地で、あなたはとて

もつまらない思いをするでしょう。(それでも)私は仕事に行かなけ

ればならない、一緒にいられない、このこともいっておきます｣、そ

う話した。｢つまらないこともある、楽しいときもある、不安なとき

もある、(でも仕事に)行ったら、つまらないとかいうわけにもいか

ない、行かなければならない｣、そう彼はいっていた。｢私は仕事に

行かなければならない、昼間は仕事に行って夜帰ってくる、あなた

には一日中退屈でしょう｣、そんな話もしていた。とてもいい話を

していた、その人は。それを聴くにつけても、その人はそんなによ

くはないけど、よくはないけど…

S: え、顔が？

N: いえ、まあまあよ、まあまあ…

ラクパ39: 髪が白くて伸ばしてたので、よく見えなかったのよ…

N: 彼は、私と結婚したい一心で、カトマンズに来て髪を切ったのよ。

髪を切った。私が思うに、彼は( ？ )なのね。彼の人(としての見

かけ)がどうであれ、彼はよい心を持っている、私はそう心に思った。

彼がこれだけのことをいったというのは、とても素晴らしいこと、

でしょ？ そう［＝よい心］じゃなかったら、その辺の外人がそん

な話をする？しないわよ！ 彼はとても素晴らしい話をした。でも

その人も、呪いでもってああなって… こう強く思うの、あの人を悪

くいうことはできないと。彼に他の人達が、彼女[＝ニマ]はああだ

こうだと、全くひどい話をしてやれば、誰でも嫌になる、そうでしょ。

彼女との長い会話
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39 途中出たり入ったりをしながら同席していた、ニマの長兄の娘。当時 20 代独身。



私らだって、嫌になる。あの人はそういう人だったんだ、そう思う

わよね？ 彼を悪くいうことはできない。悪くはいえないといって

も、一度、彼は信じなかった、私を裏切りはした。既にそこまでに

なっていた、そこまで、私のために A村までやってきて、ここカト

マンズのそこここに行って、そうしたからには信じなければならな

いはずよ、私を。彼は裏切った、彼(の将来)にはよくないことが起

こる気がする、そうはならないといいと思うけど…

S: そうなんだ…

⑬

S: どういうことかしらね…

N: 昔、私がソナムとしていた話だけどね、結婚の話になって。ソナム

と私はこうやって[＝腕を肩に回す振り]肩を組んで歩くような仲

よ。肩を組んで、一緒に遊びまわったものよ。で、結婚の話になっ

て。｢私は A村の人とは結婚しない、私らヨルモの人とは結婚しな

い！ 私は外人とする！外人とする！ ソナム、あんた達の家には

外人がいっぱいやってくるでしょ、あんたには外人の友だちがいっ

ぱいいるじゃない、私のために外人一人、口説いてよ！｣、そう私は

ソナムに冗談をとばしていたわ。結局のところ、彼の友だちが、そ

うやっていってきた。彼は知っているじゃないの、このニマ・オバ

さんはきっと外人となら結婚するだろうって。彼にはわかってい

た。

S: ふーん、なんで外人と結婚するといっていたの？

N: え？

S: 昔そうやって、ヨルモの人とは結婚しない、外人と結婚するといっ

ていたのは、なぜ？

N: さあ！ そう思ったんだもの、私は。私はヨルモの人とは絶対結婚

しない、ヨルモの人は誰も好きじゃない、私は外人のとこに(嫁に)

行く、そういっていた、私は。私の気持ちがそういうふうなのよ。

今でも外人を得られれば行こうと思ってるわよ。
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S: [笑]

N: そうですとも！

S: 得られないとも限らないでしょ、ロッジも持っていることだし──

それとも、もうやめた？

N: ロッジがあったってどうするの、今さら。ロッジはあっても、私は

こんなだし。ロッジがあったって、人がやってくるなり結婚すると

いうわけにも、いくまいし。

S: そりゃそうね。

N: そうだわよ。

S: 気の合う人が来ないとも限らないわよ…

N: そうなるわけも（ない）、──もう A村には誰も(外人は)いない40、

もう今は。外人が少々来ても、上のほうのロッジ 41に泊まる。私ら

のほうには来ないわよ。今は何といっても、そっちにはソーラーも

あるし、水の濾過器とかシャワーとか(設備が)いいもの、私らのは

もう、弟達もインドに行ってしまったし、あまり立派じゃないし。

少々来るとしても、上から、大人数で来たときだけ私らのところま

でまわってくるというわけ。そういうことだから、ほとんど来ない。

(来ても)結婚がどうのこうのという話をするのには、うまく流れを

つくって話をするのには、英語をちゃんと知らないと。一つには、

私が英語を知らないということもある。全部はわからない、少々話

すだけ。で、少々知っているというのは何の役にも立たない。だっ

て、こんな苦労をしていて、こうこうこうだと、全部話すことがで

きてこそ、うまくいくってもの。この間の外人、イタリア人は、彼

が自分から好きになって私をたずねてきた、そうでもなければ…(難

しい)。私らが話をしてどうしたのじゃないわ。私は(彼を)見ても

彼女との長い会話
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40 2000 年を過ぎた頃から、ヨルモの村々でもマオイスト紛争の影響がそこここに

出始め、ツーリストも激減した。
41 前出のソナム／カルマの家が経営するロッジ等、村の｢上｣のほうには、ニマのよ

り昔からある、より大きく設備も整ったロッジがある。



いなかった、彼のほうが私を見ていた。そういうのじゃなければ、

もう…[溜息]。

⑭

N: もう私の身体は弱ってしまった。私らヨルモの人と結婚すれば、ヨ

ルモでは私らには(農業、肉体労働の)他に職もない。自分も教育を

受けられなかったし、教育がなくてヨルモで結婚すれば、私らのな

かでも教育のある、手に職のある男だったらいいけど、いろんな仕

事ができて手に職があって頭の回転がよい、そういうのを得られれ

ばいいけど。何もできない男と結婚したら(・)苦労はきっとする。

畑を耕し、荷を担いで、水牛を飼って、そうやっている女達は今で

もいっぱい、いるけど。外人と、外人と結婚すれば、そうやって外

人とすればね、ここには暮らさない。外(国)に行くことになる。外

国では、少々つらい仕事をするといっても家のなかの仕事をするわ

けでしょ。外の仕事には行かない。どんな仕事だとしても、家事を

するのでしょ。それは、私らの村で外の仕事をするのに比べれば、

家のなかの仕事はいいと思う。

S: まあ楽だわねえ…

N: そう、楽だわよ。(それに)アメリカ、日本、イタリア、イギリス、

どこに行っても、外(国)にいって来た人は、とても名をあげるじゃ

ないの。向こうでどんな仕事をしたにせよ。私にも、名をあげよう

という考えはあった、もうどうしようもないけど、病気のせいで。

何もできない。私はつらい、すごく、つらいわ。

私にこういう人もいる、いつも一緒にいた仲間達のなかで、なぜ

きみだけ外(国)に行かないのって。A村にどこまでいるつもりな

の、そういってね。自分の身体の痛みは、自分にはわかる。行きた

い気はあるわよ、こうやって病気がちでも、外に行こうと努力して

みたこともある。

S: ああそういえば、ちょっと前に外に行くといっていたよね？

N: 行こうとはした。(でも)今こうやっていても、一日起きて少々仕事
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したら、3、4日は寝る、そういうふうだもの、とてもつらい状態で。

いつか私は ayo, ayoといいながら、｢母さん！｣といいながら、家に

は誰もいなくて、独りで、いつか犬コロのように呆気なく死ぬんだ

ろう、そう思える、私には。でも、私の身体がそんなに痛まなけれ

ば、もし身体の痛みだけでもなくて、身体が軽くて病気とかなけれ

ば、自分で食べて着るくらいのことは自分でできる、軽くなって、

嬉しくもなる。今はときどきものすごく痛む、耐えられないほど痛

い。それで心が安まりやしない。

S: なるほどねえ。ヨルモでは、助けてくれるのも近しい人達だけど、

また邪魔したりするのも、近しい人達だったりするのよねえ…

N: 本当に、そう。

ラクパ: 近しい人達は、他の近しい人間が何か(達成)するんじゃないか

と気を揉むのよ！ (苦しんでいる)近しい人に同情する人なんてな

いわ！ そういう人もいるけど、そうじゃない人もいる。

N: 私は、誰のことも羨んだりはしない。村に住んでいて、誰かの悪口

をいったり、誰かと喧嘩したり、誰かに文句つけたり、そんなこと

をしようって考えは、私にはない。(でも)向こうが自分から、こち

らに喧嘩をしかけて来るのだもの。しかけてきたら、腹は立つ。押

さえて、押さえて、もう押さえられなくなったら、私だって喧嘩せ

ずにいられないときもある。私の敵であっても、私の敵が私に向

かってきても、私は耐えて、その話をきいているわ。喧嘩するのは

よくないことよ。でもこの頃の人は、見かけは一緒でも、(心の)奥

で呪っていたりもする。私には、何より私には、ここの辺りを、こ

う咬みつくのよ…

S: え、何が？

N: 血を吸うの、ボクシー42が吸うのよ！

S: そうなの？？

N: そう。そうやって(吸った痕が)青く、青くなる。私はフラフラにな

る( ？ )。ついこの間も、こうやってここがこんなに青くなって…

彼女との長い会話
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S: ボクシーだって、何でわかるの？

N: みんなそうだっていうわよ。そういうわ。私は知らないけど、夜寝

るときに( ？ )[声低し]…後でそうなるんだって、そういう。それ

で、とても痛くなって、どうしようどうしようってことになったら、

霊媒師(N.jankri) 43に見せるでしょ。そうなったら、すごく痛くなっ

てくる、すごく痛くなってくるのよ、また。フラフラになる。カミ

44のお母さんがいるでしょ、私のオバさん、オバさんもビッコひき

ひき歩くでしょ、私もそうやって歩くと、｢見なよ、オバと姪だね、

ビッコひきひき歩いて、全く同じに見えるね！｣と。そうやって起

きあがれないほどになって…( ？ )そして私は病気になる。女行者

(N.mata)達がそこここで(会うと)いう、私が見せるわけじゃない、

(しかし)女行者達が｢おまえは、こうこういう仕打ちをされている、

(それだから)生まれた土地に住まないがよい｣と。

S: 霊媒師、霊媒師が？

N: 女行者達が。行者達よ、女のね。

S: 女行者って？

N: 女行者っていうのは、相とかを見る、見て歩くのよ。｢おまえの心は

綺麗だ、私は施しを乞う、お金を乞うて歩く人間ではない。私は人

の痛みを見て歩く人間だ。おまえの心は綺麗だ。おまえは人とも正
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42 Boksi(N.)。(女性の)妖術師、邪術師の意(この語は女性接尾辞(-i)で終わってい

ることに注意、男性形 boksaはほとんど使われない、すなわち男性の妖術師はほ

とんど想定されていない。この後の会話㉑も参照)。ネパールの多様なコミュニ

ティを横断してその存在が信じられており、ボクシーとの容疑をかけられた女

性が共同体内部でリンチにさらされる事件は新聞報道にもしばしばのぼる。な

おニマ自身、このボクシー容疑をかけられたことがあり、彼女はこの一件につい

て続く会話⑮ , ⑯(3.4)で語っている。
43 憑依によって病の原因を占いこれを治すとされる霊媒師(｢シャーマン｣的治療

者)は、個々の民族集団や宗教の垣根をこえてネパールに広く分布しており、ヨ

ルモもまたその例外ではない。ヨルモ語では彼らを bonpoとも呼ぶ。本稿第 1

部注 39 も参照。
44 ニマより数歳年下の A村の男性。彼女の｢弟｣にあたり、親しい関係にある。こ

の後の彼への言及を参照。



直に話す、まっすぐに話す人間だな。しかし、おまえが人に茶を出

してやっても、食事を出してやっても、よくはいわない、おまえに

こういう仕打ちをするのだ。おまえは、見たところ元気そうだけれ

ども、中味はそこここ、痛んでばかり。中味は虚ろになっている｣と

いう。そうですとも！ その話は本当のことよ。

3.4 妖術師の汚名

⑮

S: 一度、あなたにボクシーの疑いがかかったことがあったと聞いたけ

ど。そういう話があったわよね、昔？

N: それは、こういうこと。あなたが住んでいたでしょ、ペンバの家に

45。そこのツィリンの気が違ったでしょ。私はそういうふうに気が

違った人を見ても、例えばパサン46でもね、一例を挙げれば、そう

いう気が違った人を見たら、ちょっと可哀想になるわよねえ？ 私

は気が違った人をちょっと見ても、腹が立ってくる。

S: え、なんで？

N: 可哀想だとも思わない。そうはいっても、パサンによくはしてあげ

てるわよ、してるけど。ツィリンがなんで気が違ったかは誰にもわ

からなかった、今になって、わかったわよ！

S: 弟達も(精神病になった)＝

N: ＝弟も気が違った、妹も少々おかしくなったという話を私は聞いた。

前にみんなが言っていたことはどういうことかというとね、前は、

ニマがツィリンに、兵士が魔術(N. mohani 47)をかけた飴をあげて

(それをツィリンが食べて)気が違ったんだといったのよ。(そうだ

としたら)今になって、弟や妹がなんで気が違った？ (しかし)皆

彼女との長い会話
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45 A村に入って初めの数ヶ月、くらしていた家である。次に出てくるツィリンは、

ペンバの姉。
46 精神病を病んでいる、別の A村の人。
47 Mohaniは、自分に夢中にさせる、好きにならせるといった、主に｢恋愛｣にかか

わる魔術を指す。



そういっていた。だからこそ、あの外人が私をもらいに来たときに

も、このツィリンが精神病になった話をして村人達は私のことを悪

くいった。そうやって、私を悪くいったのよ。私を本当に多くの人

達が悪くいっていた、村では。

S: そのイタリア人が来たとき？

N: 当時悪くいっていた、ツィリンの気が違ったことで。あの人達のほ

うが大勢で、私は何も悪いことはしていなかったけど、多数派だっ

たから勝った。一人の人が、あいつが兵士から飴をもらって(その

飴を)やったら気が違ったんだといった途端、みんなが｢そうだ｣と

一斉に流れた。｢いや、あのニマはそんなことはしない、ニマはそん

な人間ではない、ツィリンにどんなによくしてあげているか！ 自

分の娘のようにしている48じゃないか｣、そういってくれる人はそ

こにはいなかった。反対に｢そうだ！ ニマが病気にしたんだ｣、一

人がそういいだしたら、そうだという流れになったら、みんなが私

をそう非難しだした。私に対してひどいことをした。それで、あい

つらは私にボクシーの容疑をかけたのよ。

S: ボクシーの？

N: あいつらがボクシーだといって。病気にした、気を違えさせたと

いって、私をボクシーに仕立てた。それから、そのときから(身体の

具合も)悪くなっていった。

⑯

N: その人[＝女行者]は、おまえが助けてやっている人こそが、おまえ

にひどい仕打ちをしてきたという。そしておまえがどうなっている

かといえば──その女行者が私にいったのだけど、私は店番をして

て49、彼女がこうやって通りかかって、通り過ぎたと思ったらまた

戻ってきて、私のところに。｢何をお探し？｣、私は言った。｢何も探
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48 ツィリンとニマはほぼ同年代であるが、ニマがツィリンに対して批護者的立場

にあったことを指しているのかと思われる。
49 ニマは兄弟とカトマンズで小物を商う店を短期間出していたことがある。



してはいない、何も！ 私はおまえの痛みを目にして来た。｣｢私の、

どんな痛みを見たというの？｣、そういうと、｢おまえは、とてもよ

い人間だ、心もとても綺麗だ。とても愉快な人間でもある。おまえ

の心は強欲なく、悪徳なく、人と会って真っ直ぐに話をする。おま

えの考えもとても真面目だ。おまえは、カトマンズの外に生まれた

人間だ。生まれた土地は別のところだ｣、そんなことをいう。｢おま

えの母はなく、おまえには(・)父親が一人いるだけだ。おまえは、

こうしていると健康のように見えるが、腹のなかはずっと痛んでい

る。村でもおまえは暮らしている、村ではろくでもない人間達がお

まえを悪くいっている。おまえが助けてやっても、そいつらはおま

えを悪くいっている。おまえは、他人を助けないがよい。｣

S: 助けるなですって？

N: そういったの、私に。炎を掴んででもできる、この話は。｢おまえは、

他人を助けないがよい、助けてもその人達はおまえを悪くいう、他

人を助けるな。おまえの家で茶を飲んでいけとおまえはいう、おい

でという、にっこり笑って。そして飲ませる。その人は食事を食べ

ておいて、おまえを非難する。おまえはそんなふうに与えぬがよい、

食べさせるな｣、そういった。それで私は、｢こんな話を私にしない

で。私は信じない、私のお腹も痛くない、どこも痛くない、頭だっ

て痛くない、いったいこんな、何をいっているの！？ お金をもら

うためにこんな話をしたんでしょう｣、そういった。｢違う、違う、

違う！ 私は一文たりとも金を乞うてなどいない！ 私は乞食では

ない！ 私はずっとこうやって歩いている。こうして苦しみを負っ

ている人に、話をしている。｣ 人が苦しんでいればわかるっていう

のよ、｢私は行者だ、物乞いではない、金など一文もとらない。おま

えはどれだけ人を助けたことか。村の人達を助けてきた、その人達

がおまえにひどいこと(をしている)、すごく汚い言葉でもっておま

えを裏切っている、私にはわかる。｣｢私にはちょっとした頭痛すら

ないのに、なんでこんなことをあなたはいうの？｣｢嘘をつくな、私

彼女との長い会話
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に嘘をつくな。おまえはこういうと、楽しげな話をする、よい言葉

で話す。(しかし)おまえの腹は空洞だ、虚ろだ。おまえの(身体の)

中味、すべてからっぽになってしまっている、虚ろだ。おまえには

災いがふりかかっている、災いが。そこがずっと痛んでいる。耐え

るに耐えられないほど、痛んでいる｣と。それは、本当のこと。私は

こうやって座っていた、(身体の)内側がなんとも痛い、痛んでいた。

耐えられないほど痛かった。｢私に一文もくれないでよい、おまえ

が助けてやっている、まさにその人間がおまえを悪くいっている。

その人の家にはおまえの写真がある。その人の家におまえの写真が

あるその人、なんとも邪悪な技を使うその人が、写真を炎にくべて、

おまえの名前を唱えて、写真を燃やして、こうなれといって写真を

燃やしている。それで、おまえの身体は病気になった、病がついた。

今のおまえの、おまえの身体は、動けるような状態ではない｣と。ま

さに、そう。私がどうなっているか、ぴったりいいあてていた。そ

の頃から、病気になってきた、病気に。私の身体は何もできないよ

うになってきた。そしてその後、それに加えて、そういうこと[＝ボ

クシーの容疑がかかる]にもなった。

S: それは、村で病気になるより少し前のこと？

N: そう。

S: なるほど。

N: どういうことかといえば、その女の子の気がふれた、ふれてから、

私にいろんなことをいってくることになった、私を悪くいうように

なってきた。みんなが悪くいうようになってきた。その頃から私の

身体も病気がちになってきた。そのときに、悪くなってきたのよ。

私はね、それは、あなた方は私の話を信じないでしょうけど、だっ

て、外人の人達は、こういう話は信じない、私は知っているわ。人

を悪くいった(ら病気になった)なんて話、そんなことは信じない、

わかってはいる。外人の習慣や実状も、少しは私もわかってきたも

の。
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S: そうね！

N: わかっている、私も外人のようにしてみることもある。でもそうす

ると、結局、ヨルモ(のやり方)とは全然あわない！ そうやったり

はする、だって少々は私も外人とつきあっているから、それでわかっ

ているもの、そうして(・)で、そんなふうにして病気になった。私

は神様を信じて、灯明を捧げた。私は間違ったことはしていないけ

れど。私が兵士の手から(もらった飴で)病気にさせたわけじゃな

い！ だって、兵士が呪文をかけて、｢さあニマ！ ツィリンにあげ

て！｣といったと皆がいっていたけれど、その兵士の手からもらっ

たという飴、そんなもの私はもらってないもの！ 可哀想に、その

兵士にもあの人達は濡れ衣を着せた。それでその後私をどうしたか

というと、私が何もいうことができなかったら、あの人達は、多勢

をたのんで私を捕まえて、郡(役所)につきだそうとまでしていた…。

S: え、そうなの！？

N: そうよ。私の側は無勢だったし。私の側の人もいることはいるけ

ど、誰も私のために話をしてくれなかった。同じ家の兄弟はといえ

ば、｢耐えて、耐えて！｣と。ラクパの父親[＝長兄]達はラマ[＝仏教

僧]だというけど、｢耐えろ、耐えろ｣とばかり、私らのオジさん、カ

ミの父さんや兄さんらがいう。｢耐えて、耐えて。おまえを見下し

ているんだ。おまえはそんなことをする人間ではない。兵士が呪文

をかけた飴を食べさせて気を狂わせよう、そんな人間、どこにいる？

耐えて、耐えれば結局はよくなる。罪はあいつらが自分で負ってい

くことになるのだから｣と、私にオジさんはいった。オジさんは、私

が(ことの白黒つけるため)集会を開くというと、｢やめなさい、娘

よ50。頼むから、手をあわせて頼むから。あの人達の罪はあの人達

が負うのだから｣といって。(しかし)こういうことをいってやりた

かった、｢おまえら、おまえの娘は私の娘のようなものだ、どうして

彼女との長い会話
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50 ここで、相手は実際には｢姪｣だが、娘のような年頃、関係にある相手に対してこ

のように呼びかけることがある。



こんな[＝私のせいにする]ことをいうのか？ 父親は病気で話すこ

ともできない、母親はなくした娘の眼から涙を流させて、この眼を

見てみるがよい！｣と、仏様に、仏様に(かけて)！ 私は、その苦労

している一人の娘［＝ツィリン］を可愛がっていた、その娘はあま

り利発ではない、おとなしい感じの子で。畑を耕すときに、労働力

交換(N. parma)、労働力交換(Y. lhari)をするでしょ、今日はあな

たの、今日は私のところで(といった具合に)順繰りにして。そのと

き他の子はその娘を入れてあげようとしなかった。その娘も、｢オ

バさん、私は労働力交換にも入れてもらえない、私は仕事ができな

いのかしら？｣といって。｢私が入れてあげる。あなたの分も私が二

人分働くわよ。私が入れてあげるから、うちにいらっしゃい！｣と。

S: (その娘は)あまり仕事は…

N: あまり強くないのよ。すごくおとなしくって、すこしのろまね。そ

うやっていた。あとは、ダミニ 51が自分のところに呼んだ、私が呼

んだ、私ら 2人がその娘を入れてあげたので、私ら 2人にはとても

なついて。そうやって可愛がっていたのに、あいつらは、飴を食べ

たのもいっぱい人がいたときだといって。他の人達には、父さん母

さんがいる、弱みがないから何もいえなかったのに、私にだけ難癖。

そうやって、私はやつらに( ？ )でも母親を亡くした私には、こん

なに苦労して暮らしてきたのに、父親は口もきけないのに。私が悪

いことをしたというなら、神様が私に何かすればよい、天罰が降り

ればよい、私が不幸になればよい！ 私のような人間は( ？ )私は

間違ったことはしていない。｢私を守ってください！ 私の二つの

眼で、二つの黒い眼で(真実を)見られますように、神よ！｣、そういっ

て祈った。最後に、私は見られた。嬉しい、嬉しかった。息子［＝

ツィリンの弟］の気がふれたのも見られた、娘[＝ツィリンの妹]が、

人と話もできないくらいの(内気な)娘が家々をばんばん訪ね歩いて
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51 ツィリンの隣の家の娘。



いるのも52見られた。すごく嬉しかった。なぜ嬉しかったといっ

て、私が何もいえなかったら、口を閉じたまま何もいえない人間だっ

たなら、私が他の人みたいだったら、崖から身を投げたか、水に身

を投げたかしてた。私はちゃんちゃんと、こうこうだったといえた

から、あいつらも何の証拠もないし、私に対して何もできなかった。

村の人達は、私をなんとかやっつけようと。(でも)私が何かやった

というのでなければ。本当につらかった、それで、私がその頃どう

していたかというと、私は何も間違いはしてないのに、運命のいた

ずらでこんなことに私がなってと、すごく泣いた。私は泣いて、泣

いて、泣いて、泣いていた。一晩中眠れない、眠れない、眠れない

のよ！ 店から夜の 2時にタバコをとってきて吸っていた、それく

らいひどかった。すごく悲しかった──私は人に悪さをする人間？

兵士から飴玉をもらって人にやって悪さをする(人間)？ 私は悪い

ことをしたの？ そのツィリンという娘の気がふれればよいと、兵

士からもらった飴をやったというなら、私の心がこんなに痛むは

ず？ 痛まないでしょうに！ 盗人は歯が大きい、ボクシーは眼が

大きいというけれど[人が(隠れて)やっていることはその人の形に

現れる、の意か]、私だってそうでしょうが。すごく心が痛んだ。私

は何か(知らずに)まずいことをやっていたのかもしれない。

(あの人達は)いうのも自分で(いいたいことを)いって(いたけれ

ど)、あの人達がいわないというなら、私もやつらと話そうとは思わ

ない。あの人達が[郡役所へ]行くなら、わたしも行く、ナタ(N.

khukuri 53)を持っていかなければならないとしても( ？ )、そうは

いっても、あの人達のなかには有力者もいる、私のほうは誰が話し

てくれるかといえば、私らのオジさん、カミの父さん一人よ。みな

彼女との長い会話
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52 その娘の｢気がふれた｣症状をいっている。年若い娘が、用もないのに他の家々

を訪ね歩くというのは、あまり｢ふつうの｣ことではない。
53 Khukuriは、ネパール・ヒマラヤで広く使われている特徴的な刃物。村の日常的

な農作業から戦闘にまで使われ、グルカ兵のシンボルともなっている。



多勢の、悪いやつらの側についているとしたら、私の側にオジさん

一人がいてどうなる？ 今の時代は、悪いやつらの側に多勢がつい

て勝つものよ。よい側は多勢にはならない。今の今まで、そんなふ

う。悪くいわれて、私は家でいつもどれだけ泣いたことか。何か間

違いをしたというなら、むしろよかった。女として家にいて、家の

ことをして、他の人達のことも助けてきたのに、なんでこんなふう

に私を悪くいう、なぜこんなにつらい思いをさせるのか。｢私のよ

うな者を苦しめた者を私の眼に見させてください｣、(そういって)

私は毎日神様に跪く。｢私の過ちがあるのなら、私に何か(罰が)あ

りますように、そうしてください、神ならば私たちに(そう)するは

ずです、神を信じなければ( ? )｣といって、私はどれだけ祈った

ことか。結局のところ、私の眼は見ることができた。

S: 誰がいったの？[話についていけていない]

N: 何ですって？

S: どういうこと…？

N: 私がよ。結局のところ、私は見ることができた。そして今は、息子

や娘の気がふれて、私とは話もしなくなっていたあの人達が、自分

のほうから私と話そうとするわよ。わかったわけ、あの人達も、こ

の子がやったんじゃないということが。あの人達にもわかった。私

に村でどんな仕打ちをしたか。私はいう、｢来い！ 私の過ちはな

いから。私は( ？ )の準備もできている。私を捕まえて郡(役所)に

送ればよい。行こう、さっさと行きますとも。神様が私を解放して

くれるから。おまえら、みんなで束になって私を打つがよい、さあ！

どうするつもり、こうやって私は耐える、(打擲を)受ける。おまえ

らが私をこっぴどく打ちすえれば、おまえらを上[＝｢天｣の意か？]

にいって神様が打ちすえるから｣、そこまで私はいった。私は教育

のない娘、母をなくした人間、どんなに苦労してきたことか。私は

人を、自分より目下の者を可愛がる、自分より目上の人達の世話も

して、自分より下の者はますます可愛がる。よくしてあげていた人
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が、反対にこちらを悪くいってくるなら、怒りたくなるでしょうが！

私は散々苦労してきた。

そのときツィリンだけ気がふれた、ツィリンの気がふれると、あ

のパルジョール54、知っているわね？ パルジョールがいったのに

は、カトマンズで宴会をしているときにね──順繰りに、始めこの

家、次にあの家といった具合にしていたのですと──そのとき私に

ついて何といったかというと、｢あのニマめ！ 私は A村に行く。

そして軍駐屯地のキャプテンから何から Dunchhe 55の一番偉い軍

のトップのところに行って皆呼んできて、A村に呼んできて、ヨル

モ地域の四方の人の前で、ニマについてのミーティングを招集でき

ないというなら、私の名前に唾すればよい！｣と。そう、A村で聞

いた。｢よくいった！｣、私はいった。私が何か過ちをしていれば、

怖いとも思ったでしょうよ。心は痛んでいた、悪くいわれればね、

涙だって出る。(でも私は)｢よくいった！｣と。

後で、パルジョールが村に来てから、私らのオジさんを私のとこ

ろに寄越した、パルジョールが、自分では私の家に来ずにオジさん

をよこしたの。オジさんはいった、｢集会をするかい、どうするか

い？ パルジョールが私に訊けといってよこしたんだ｣と。｢オジさ

ん、する、集会をします。四方の人達を呼んで、キャプテンでも誰

でも、その前に私をおいて、ヨルモ地域の四方の人を呼んで、その

なかに私をおいて集会をすると（パルジョールが）いったと聞いて

います。私はいわせてもらいます。私に多勢で圧して殴りにきて

も、どうしようとしても、オジさん、父さん、私の前に来ないでく

ださい。私の近くに来ないでください、心を痛めないでください。

集会をします。私のためにはあなた達がいます、悲しまないでくだ

彼女との長い会話
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における国軍のヘッドクオーターが所在するという。



さい。私にあいつらが殴りかかろうとしても、私はこうやって耐え

ます。一人で私があいつらを殴ることはできないから。あなた達は

離れていて。心を痛めないで。父さんは話せない、オジさん、悲し

まないで、兄さん達も私のところに来ないで。あいつらが殴るとい

うなら耐えるから。四方どころか五方の人達を呼べばいい！ 私は

本当のことをいっている、過ちは犯していない｣、そういうと、オジ

さんは｢頼むから娘よ、そうはいわないで。おまえが、自分は過ちを

していない、あの子を可愛がっていたのに、自分にこんな容疑が来

たといって怒る、声を荒げる、あの人達は自分の娘の気がふれたと

いって、怒りで猛り狂う、暴力の応酬になる｣と。｢切るなら切るが

いい、一度は死ななければならない、死ぬなら死ねばいい！ 万一

あの人達が私を殺しても、父さん、あなた方は悲しまないで。私を

殺したら、あなたがたはあの人達が私にどんなことをしたのかを、

自分の目で見ることができる。私を殺すのを、あなたがたは見るこ

とができる｣、そう私はいった。それでオジさんは、｢娘よ、そうは

いうな。十本すべての指をあわせるから。悪いことが起きないよう

に、(おまえの)父さんはこんなに病気だし、あの人達は多勢だし、

私らは無勢だ。おまえのために私の心は痛んでいる。そんな集会を

するとはいうな｣、｢いいえ、集会をします、私が思っていることを

いわせてもらわなければ。あの人達の前でも、私は堂々と話せます。

できますとも、オジさん！ 私のいい悪い、そこで明らかにしてこ

そ、あなたがたの名誉だって救われます。私が黙っているなら、や

はりそうだったと、今の人達はいいこと悪いことを分けられない、

いろいろ状況を見(て判断し)ない、あいつだ！と一人がいいだせば

そうだといって信じてしまう。私はいい悪いに関しては、自分の父

さん母さんだって見逃さないから｣、そう私はいった。

それで、オジさんは帰った。そしてオジさんが行って、向こうで

話をつけたのだと思う。集会をしたらこんなになるからといって、

私のための集会は開くなといって話をつけたのだと思う。あの人達
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には何の証拠もないのだから、どうやって集会なんてできる？ 証

拠をださなければならない。いちいち、証拠を見せなければならな

いはずよ。私は集会だってなんだってする、しますとも、郡(役所)

に行って、裁判所にいって話をすることだって私はできる、私はそ

ういっていた。パルジョールは(結局)怖じ気づいて、集会をできな

かった。

S: ああ、結局はしなかったの？

N: しなかった。でも私は納得がいかなかった。私はするといった、私

は納得していなかったから。その集会は私が招集すべきものよ、本

当のところ。私にこんな疑いがかけられたといって。あの人達がや

るべきものじゃない、私がやらなければならなかったはず。私は無

勢だった。私に過ったところはなくても、あれだけの人達が私にあ

んなにいったときには何もいえなかった、無勢だったし。私の兄弟

達といえば、「耐えろ、あいつらは罪を被せようとして(その罪を)自

分達の頭に被るんだ、耐えろ｣という。他の兄弟、近しい人達はほと

んど何もいってくれなかった。｢おまえにこんな嫌疑がかかって、

こんな嫌疑がおまえにきたからには、私らのも名誉を傷つけられた、

おまえは本当に過ちをしていないんだろうな！？｣、そういってく

れるはずよね？ ｢おまえがこんなふうに名誉を失うような悪いこ

とをしたのなら、私らの名誉もなくなる。おまえが悪いのなら、お

まえをこのままにしておくことはできない、さあ行け｣、そういうべ

きでしょ。兄弟にしても隣人にしても。｢おまえの間違いがあるの

かないのか｣といって、ないなら、あの人達がこちらを悪くいってき

たら、彼らが話をしてくれるのが筋じゃない。何もしない。少しは

してくれる、いってくれていいはずよ──(でも)彼らは私を助けて

くれなかったというほかない。私にはそんなこんなで、楽しい話と

いうのは、話すこともない。

彼女との長い会話
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3.5 来し方、行く末

⑰

N: 私は誰、誰に対しても悪いことはしていない、誰かを傷つけような

どとしたこともない、傷つけ方も知らない。なぜそんなことをする

の！？ 助けられないところで助けることはできないでしょ。でき

ないところでどうやって助力するっていうの[＝しかし、できると

ころでは自分は助力してきた]。村では、酒を飲んで足もおぼつか

なくなった女達がいれば、私はハアハアいうまでしても、背負って

(家に)連れて行ったりもした。年寄りの手をとって、家に送っても

いった。村で喧嘩が起きたら、髪をつかんでひっぱりあっていると

ころを引き離してもやった。それより他に、どんな助けをするって

いうの、私が。そうでしょ！？ 村ではそんなふうにしていた。で

も結局は、よくは思われなかった。人がよく思わなかろうが、私は

構わない。神様が私を見てる、私は神を念じる。私は神を信じる、

人は信じない。人のことは信じない…

S: そうなの？

N: 人は信じない、私は。

S: 誰も？

N: 誰も、といっても、この世界のみんな、誰も私は信じないとはいえ

ない。誰も信じない、そうは私はいえないわよ。信じられる人、こ

の人は信じられる、この人は信じられない、そう自分の心のなかで

分かれているわけ。そういうこと。誰も信じないなんて、私だって

いえるはずがない、そうはいいもしない。そうでしょ？

S: 確かに。

N: 私を可愛がってくれる人だっている、心から、可愛がってくれる人

だっているわ。｢きみは裏切られた、きみはそんなことをする人間

じゃない、きみという人間は他の人だって知っている｣と(いって)。

その人が私を信じるならば、私だってその人を信じなければならな
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い。私は本当に、悪いところばかりの人間のはずでしょ、みんなが

私のことを悪くいうからには。私はそんな悪い人間じゃない！ 私

はできるだけ仲良くしようとする、村でも。ピクニックとかに行く

とき、行事をするとき、私を呼びにくるわよ。呼びにきても行かな

いと怒る、私が行くと楽しくなるからって。(ピクニックの会費と

して)お金を集めるとき、いくらずつ(集める)というところで、私ら

が行って食事をこしらえたり、いろいろ仕事してくれた、いろいろ

気を遣ってくれたといって、お金も私らからはとろうとしなかった

りする。お金はいいよといわれて、私はいったわ、｢私らは楽しんで

いる、私らはこうやって人生楽しむ、(人生で)得るものといえばこ

ういう楽しみ以外にない。だとしたら楽しみもするけど、あなたが

たの汗の稼ぎを、どうして(私らが)食べるだけで済む？ 私らがあ

の食事をつくったなんて、何でもないことよ｣、そういって、お金は

集める、私らからも集める、仕事をしていてもお金は集めるといっ

て、私らは無理矢理に集め(させ)たのよ。そのことに( ？ )はない

わ。

キョウダイたちが(私について)何をいうかといえばね、ダワ兄さ

んやカミと、私らのお祖母さんは共通 56。カミの父と私らの父は直

接のイトコ同士。

S: つまり、父方からも母方からもキョウダイ関係ということ？

N: そう。カミはね、母方からも近しい、父方からも近しい。ダワ兄さ

んは父方から。ダワの父、カミの父、私らの父は、姉妹の息子達。

で、カミと私ら、村でああして暮らしていて、カミと私らは一度も

(互いに)怒ったこともない。カミは私に何ていうかというと、｢僕

はこの下方(Y. tso patti) 57辺りにくると、姉さん[＝ニマ]のところ

に一寸は寄らないと気が済まないんだ｣と。私がずっとヨルモの歌

彼女との長い会話
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57 A村は 4つの近隣(上方 to patti、中方 barke patti、下方、M区)から構成される。



の(カセット)テープをかけていると、(そのテープに合わせて)歌い

ながら来るのよ、外から。夜も一緒にいた、ときには夜があけて空

が白むまで、ダワ兄さんも、カミも、私ら。それで彼らは(あまりヨ

ルモの)歌を知らなくて、私は歌を知っているでしょ、歌を習うとい

うのよ。テープレコーダーを持ってきてね。そうやって歌を習っ

て、どれだけ一緒にいたか。私の父さんも人がいい、カミ達はよく

わかっている、どこの父さんもそうだというわけではないわよ。(自

分の)家に来て、茶を飲ませてばかりだと叱りつけて、娘が家で遊ん

でいるのを許さない、そういう父親もいるのはこの眼で見ているけ

ど、私らの父親はそういうふうじゃない。私が歌を教えていて、夜

12時、1時までも歌を教えていて、私が歌を忘れてしまったところ

があって、どこか忘れてしまったりすると、父さんがベッドから58

教えてくれたものよ。それだから、私の父さんが──父さんは亡く

なった──私の父さんが(村の若者達を)可愛がっていたから、若い

者は皆、泣いた。他のおじいさん達、年寄りが死んでも、泣くのを

見たことがない若者もいる。私らの(父の)ときは、ああ！ 泣いた、

若い者達、みんな泣いた。どれだけ可愛がっていたか、みんな…

S: (そのとき)カミもいたの？

N: え？

S: カミもいた？

N: いたわよ。カミは… こういうふうだった。カミはいた、カミのこ

とではいろいろあった。なぜなら(当時)上・下で村が割れていたか

ら59。

S: ああ、そうそう…

N: 村が割れてから、カミは下に、家に来た。泣いたわ、二人してすご

く泣いた。泣いて、後でカミがお金をおいていった、父さんのため
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にといって。私らの香典(Y. semsu)があるでしょ、カミはこれは香

典じゃなくて、自分(個人) 60が──父さんが亡くなったときにはカ

ミは（村に）いなかったけど──オジさんが亡くなってとても悲し

い、そういって、カミが△△に届けさせたのよ。手紙を書いて、私

に届けた、ニマ・オバさん 61に渡してといって手紙を書いて届けた、

お金をいれて。そのお金は、みんなの前で見せるな、そのお金で何

か買って、インスタントラーメン62とか何か買って父さんにお供え

して、食べる口はもうないけれど、そういってカミが私に届けた。

姪が手紙を私に渡しにきて、学校から。それで手紙を開けて見た、

△△はオジさんが渡せといったと。すごくつらかった。カミが分け

るといって分かれた（村の）グループじゃない、私が分かれさせた

グループじゃない。どこからこうなったかといえば、有力者のした

こと。私に、私の父さんに対して愛情がないなら、こんなふうに届

ける？ その手紙に書いてあった、｢私はとても悲しい、姉さん。私

がこんなに悲しいとすれば、姉さんはどんなにか悲しいでしょう。

どうしていますか？｣、こんなふうに手紙に書いて送ってきた。私

は開けて見た、沢山人がいるところで手紙を開けて見た。手紙を開

けて見たときに涙が流れた。カミはこんな気持ちでいるのに、村は

こんなになってしまった、そういう思いで。手紙には｢これは香典

といって村人達が持っていくものではない、これで、私(個人)に代

わって(ニマの)父さんのためにインスタントラーメンとかビスケッ

彼女との長い会話
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62 市販のインスタントラーメン、ビスケット等は、ヨルモ達のあいだで手土産や

ちょっとしたプレゼントとして、よくやりとりされる品物である。



トとか何か買って供えておいて｣と。あの( ？ )があるでしょ、人

が死んだときにおくでしょ、｢そのなかに供えて｣といって、カミは

そう書いていた。

それで、他の人達もカミがお金を届けてきた、何だ、どいうこと

だと私に質問してきた。私はいった、｢カミを悪くいうことはでき

ない、カミは私の命の63弟だもの！ でも彼は香典といって届けた

のではない。ああいうひどい人達のせいで、私たちの村は割れた。

カミが届けたお金について、誰かが、ここでそれはだめだ[＝受け

とってはならない]といっても、カミが香典といって届けた金では

ない、私は受け取ります！ 彼の私の父さんへの愛があるのだか

ら！ 彼は、インスタントラーメンを買って、自分は来られなかっ

たけど、買ってそうやってお供えしておいてと書いている。このお

金を返すことはできない。カミのことを悪くいうことはできない。

カミのことも好きだから｣、私はそう言った。そうやって話してい

て、私はカミに、弟に対して腹もたってきた。後で弟は上[＝村]に

来たのよ！ こういうことよ、カミは上、村に到着していた。村に

来たら、何で他の人達を怖がらなければならない？ 彼は、考えて

みれば、私のところに来るべき。私のところに来れば、｢姉さん｣と

いって来たなら──父さんは亡くなっていて、その頃私はどんなに

つらかったか、父さんが亡くなって──彼が来たなら、私はどんな

にか嬉しくなるのに。5分だけでも、他の人達を気にせず、5分だけ

でも来て私と話してくれていたら、どんなにか嬉しかったか。彼は、

A村まで来ていても、手紙を書いて届けさせた、そして(そのまま)

行ってしまった！ 彼の家から私のところまで来られないって！？

そのうち、もしそうなったらという話だけど、カミの父さんに対し

て私が怒っていたとしてもね、私はカミの父さんに何かあれば、私

はカミへの愛情からしても、カミの家に行くわ、そうでしょ？ 他
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の人達が何かいうんじゃ…と怖がるなんてことは私はしない。｢何

であそこに行ったんだ！？｣(といわれても)、私は行く！ 私はそ

ういう人間よ。行くったら！ ｢おまえらが関係を持つなといった

ら関係を持たない、別れていろといえば別れているっていうわ

け！？｣といって、私は行く。カミの父さんに、オジさんには怒って

いても、カミの顔を見るために行く。そう(考えて)、私の心は痛ん

だ。彼は私に手紙を書いて、すぐそこまで来ていたのに、そこから

ここまでくることができないっていう！ 何でカミはこんなことを

した？ 彼はそこまで、カトマンズから A村まで来ておいて、A村

のここまで来て、なぜ、私の心が深く傷ついているときに、そうやっ

て行ってしまった？ 彼はなぜ手紙なんか届けた？ 彼だって私に

対して愛情はあったわけよ。｢姉さん｣といって来てくれていたら、

どんなに嬉しかったことか。どんなに( ？ )もしていたでしょう

に。

カミとニマがどんなに仲良しだったかは、村人だって知っている。

オバさん[＝カミの母]はいっていたものよ、｢カミとニマ！ 夜が

更けたのもわからない、夜が明けたのもわからない！ あの 2人。

ちょっとニマのところに行くといっていて一日行けなかったら、カ

ミは機嫌が悪くなるんだから｣と。そう、私ら 2 人は昔は誰よりも

仲良しだった。私らカミと 2人、そんなふうだった、姉と弟ですも

の。彼はいつもおだやかに話をして、一緒にいても悪い話なぞした

こともない。すごくよい話。そうやっていた。それで、そうやって

手紙を送ってきた。私はその手紙とお金を、届けられたときのまま

にして、おいておいた、封筒に入れて。

ある日、電話をしに行ったの、私も電話に行った。電話しに行っ

たとき、なんと電話が来たのよ！ その頃は別の人が電話番をして

いた、で私が電話をしに行ってみたら突然電話が来てね、誰も電話

の部屋にはいなくて。電話をとると、それがカミの電話だった。驚

いたったら！ 私がそこに行ったらカミの電話が来るなんて、知る
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はずもないでしょ？ ｢よかった。今日弟にこんなふうに(電話で)

会うなんて考えてもなかった、私はとても嬉しい｣、そういってから、

｢私、一つあなたにいいたいことがある｣、｢いってよ、姉さん｣、そ

ういって、話した。どういう話かというと、｢先日あなたは A村に

来ていたのでしょう、カトマンズから A村まで来ていて、上から私

の家まで降りてくるのがなぜ、できなかったの？ これを知りたい

のよ｣と。

S: ふん、カミは何て？

N: ｢きみは私をどう思っているの？ 私に愛情があるのどうなの？｣、

｢あなたは私の姉さん、母親みたいなもの。何も言い訳はできない

…｣、私は嬉しかった。｢姉さん、僕は行ったんだ、あなたの家に。

今頃ニマ姉さんはどうしてるだろう、可哀想に、父さんが亡くなっ

てしまって、父さんのために家にいたのに。父さんがあんなになっ

てしまったら(姉さんも)どうにかなったのじゃないかと思って、僕

はとても心が痛んだ、涙も出た。そう思って僕は、あなたのところ

に行こうと思って行ったんだ、(家の)外にまで来ていた。あなたの

家の外まで着くと、家には人が一杯( ? )、村は割れて、皆(割れ

た他方の村人に対して)すごく怒っていたから。僕が家の中に入れ

ば皆が何というか、そう思って帰ってきた｣、そういうのよ！ そん

なんでいいわけ！？ ｢私の庭まで来ておいて、庭まで来ていて私

の家の中にまで入ったとして、私らの側の人間がきみに何かいった

ら、きみじゃない、私(にいったことになる)！ いってやったわよ、

私の弟に何かいう権利はないから、そういったところよ。きみが

やったことはね、きみは封筒にお金を入れて私に渡した、きみは私

にいったい、giftでも送ったつもり？ 違うでしょうが！ あなた

が届けたお金は、届けられたそのままの状態であなたにお返しする

わ！｣、そういった。｢姉さん、そんなことはしないで、しないでく

ださい。あなたに対して悪気は何もないのです｣、｢そのうち、カミ、

きみの家で何かあるでしょうよ、父さんに、母さんに何かあるでしょ
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う、私だって上に行かない！ 手紙を書いてお金をいれて届けるわ。

(それで)嬉しい？ 私は本当に悲しかった。父さんがあんなになっ

たときに、きみがあんな手紙を書いてよこす。きみが私の家に入っ

てきたなら、誰かが何かいったとしたら──誰もいいやしない。(き

みは)怖くなったのね、(でも)下方の人は誰もいいやしないわよ！

下方の人達はちゃんとわかってくれる。あんなことをしたのは上方

の人間ですもの！ そのまま行くなんて──きみが私の家に入って

きて誰かが何かいったとしたら、きみのための責任は私が負ったわ

よ。これは私の弟、敵じゃない！といったわよ──なぜ、そんなこ

とをした？ きみと会って話さないうちは、私らが会って話さない

うちは、あの手紙はそのまま、きみの手に帰ってくるから｣、そんな

こんな話をしていったら、私らはすごく長く、どれくらいだったか、

すごく長い話をしていた。

⑱

N: いつも一緒というわけにはいくものじゃない、でもこんなに離れて

暮らすことになろうとは思わなかった。思わなかった、私は。すご

く悲しい。弟［＝カミ］とは電話でも話をしていない。ダワ兄さん、

カミ、私らはといったら！ そうやっていた。ダワ兄さんのほうか

らは、今雨期で電話がこないけど64、ダワ兄さんはときどき電話し

てくれる。

S: アメリカから？

N: ええ、アメリカから電話をする。いろいろ聞かせてくれる。考えて

みれば、雨期には(向こうから)電話がかからないからといって、一

番始めは私がこちらから下に電話をしたんだわ。電話番号を持って

いた。( ？ )お金をじゃんじゃんくれるからキョウダイになるって

もんじゃない、そうでしょ。(何か)私にくれるから、近しくなるわ

けじゃない。愛情こめて話をすることができれば、(それで)嬉しい
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64 村の電話は太陽光発電を利用しているので、日照時間が短い雨期には充電が足

りず、つながらないことが多い。



もの。今じゃ、村にいて私は本当に情けない。他にしようがなくて、

病気になって仕方なくているだけ。一緒にいた同輩達は、どれだけ

(仕事を、稼ぎを)したことか。私だって、こうやって稼ぐ、稼いで

死んで持っていけるものなどないのだから、私らが着て食べて住ん

で食べて楽しく安らかに暮らすだけ稼げれば、幸せだったのに。自

分だって友だちのところに食べにいくとしたら、自分の家でも(友

だちが)来て、白湯とかお茶とか食べ物とか、十分に出すことができ

たら、それだけでもできたのなら私は嬉しかったのに。今となって

は、どうする？ 村にただただ、いなければならない…［溜息］。つ

らくたってどうしようもない、痛みのなかで暮らさなければならな

い。

⑲

N: ああ、この話は、これは、録音しているのよね？

S: そうよ。

N: 録音した？

S: ええ。

N: そこ［＝ ICレコーダーを指す］に全部録音したのを、書いていく

の？

S: それはまた、全部出版するのは難しいでしょうから、話をまとめて、

どうやってまとめたらいいものか、考えないとね。

N: そうよねえ…

S: ただ、一番初めは、だいたい私が一度書いてみて、いっていること

を書いて、そうしてから考えて、まとめていくわ。

N: なるほど。じゃないと、私の話は楽しい話って何もないでしょ。楽

しい話といって、友だちと出かけて楽しんでる、楽しんだっていう、

それ一つだけよね。全部、つらい話でしょう、私のは。これは他の

人達が見るわけでしょう、本に印刷したらば。他の人達が見るわよ

ね。よくは思わないでしょうね。

S: よくは思わないって、何が？
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N: 私らがすごく苦労したというと、それで見下したりする人もいる。

S: ああ… でも、名前を出さなくていいのよ、出さなければいい。

N: え、そうなの？

S: 出さなくてもいい。

⑳

N: さっきの、女の子の気がふれた、あの話は(出版するなかに)入れな

ければならないと思う。だって、私にしてみれば、この話はあの人

達がいいだした、いいだして後、私らは人を集めて皆の前で説明で

きていない、私のほうからは。(ちゃんと)説明したいと思うじゃな

いの。私がいえば、そういうことだったんだ、可哀想に濡れ衣だっ

たんだねと(わかる)。今でも(私に対する濡れ衣の)話をしている人

はいるでしょうに＝

S: ＝まだ、しているかしら？

N: しているでしょうとも。あいつだ、あいつが病気にしたという人(も

いれば)、あいつが兵士の手から(もらった飴で)病気にしたのじゃ

なかったんだ、息子も気がふれた、娘も気がふれた、可哀想にあの

娘を、ニマをどれだけ非難したかということもあるでしょう。いろ

いろいってるのでしょうよ。この話は私は入れなければならないと

思う。私の名前を入れてくれても構わない。そのほか、私の家のな

かの話のなかでも、importantな事柄、結婚して行かなかったこと、

こうこういう問題で結婚して行かなかったこと、その問題について

も入れてくれたらいいわ。だって、こういう人もいるのよ、｢きみに

は shalgar 65を持って(嫁に)乞う人が来ない、shalgarを持って(き

みを)もらっていこうという人が出てこなかった｣、そういうふうに

見ていたりする。
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65 口の部分 3ヶ所にバターを少量塗りつけた瓶(伝統的には自家製蒸留酒を満たし

たもの、近年は市販のビール、コーラやファンタ等のボトルでも代用されるよう

になってきた)で、改まって見舞い、お祝い、懇請等をする機会には必ず携えて

いくべきものである。嫁を乞う際にもこれが必要とされる。



S: ああ、なるほど…

N: 今の時代、今の時代ね、shalgar持ってきて、あなたの娘を私に下さ

いといってもらっていく、そんな人は誰もいない。みんな、恋愛(N.

prem)して行くのよ、そうでしょう？ みんな隠れて駆け落ちして

くのばっかりだわよ66。私には、(駆け落ちして)行こうという人間

はいた。行こうという人はいましたとも、でも私の身体の病気を考

えて、そうはしなかった。私にこういう、｢きみの病気はこんなだか

ら、きみが死んだら、それは致し方ない、死ななければ僕がこうやっ

て養うよ、気にしなくていい、きみと結婚する、きみのために世話

をするから｣、そういうのだったら、私だって行く気はある、そうで

しょ？ 後で、今見た目に元気そうだと思った人と一緒になって病

気になったとなれば、私につらくあたるでしょうよ、予めわかって

いなかったら。 そういうものだわよ。

㉑

N: 名前も一緒に、私の写真も一緒に(このインタビューを出版すると

きには)入れていい。私は何も怖くないから。

S: わかった。ところで、いろいろとあなたはとても苦労したのだわね。

それで、こういうふうに感じることはないかな──例えば｢ボク

シー｣というでしょ、｢ボクサー｣とはあまりいわない67…

N: ボクサーはいわないわね…

S: ｢ボクシー｣ということは、誰かしらいつも女性に汚名を着せてるっ

てことよね。それに、あなたが結婚せず実家にずっといることに

なったのも、女性だからだわね。男性だったら、お嫁さんをもらっ
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66 このいい方を文字通りとることはできない。確かに、特にカトマンズの都市的

環境のもとで(あるいは村でも実際には)結婚が｢恋愛｣的関係に先立たれている

ことはよりふつうのことになっていると見られるが、それだからといって｢駆け

落ち｣といった手段をとることになるわけでは(通常)ない。｢恋愛｣の結実として

結婚に至る場合であっても、shalgarを持って｢嫁乞い｣するという規範的手続き

を踏んで、正式な｢嫁乞い婚｣のかたちをとるのがなおふつうである。
67 上記注 42参照。



たでしょうに。

N: ええ、嫁をもらう、そう…

S: ということは、あなたが女性だったからこそ、より大変な苦労をす

ることになった、そうも感じられるわよね。

N: そう、それはそう…

S: そう考えてくると、こう、ときどき、｢私は男だったらよかった｣と、

そういうふうに思ったりもしない？

N: [間髪いれず]思う、私はそう思う！ どう思うかっていうと、私は

なんで女に生まれたんだろう、男に生まれてもよかったのに、と思

うの。実際そういいもする、私は。私はなぜ女に生まれた！？ 私

の身体はなぜ、女になってる！？ 娘であっても、父さんの苦労、

兄弟の苦労を助けて、家の窮状を切り回してやっているのは私よ、

そうでしょう？ 娘であってもそうやってきたなら、私はなぜ女に

生まれついている？ 私は息子のはずよ！ 男の子達とこんなこと

を話したりもする、｢私はなんで息子に生まれなかったのだろう！｣

とね。そういうと、男の子達は冗談で｢じゃあ、とっかえようか！？｣

というのよ。｢あなたを男にして、私を女にして、とっかえようか｣

と、冗談をいってね、rongba(Y.) 68達が。こうやってときどき冗談

をいったりはする。私にいうの、｢あなたはこうしてみると、あなた

が話すのをみると、あなたの性格をみると、またあなたが実家にずっ

といる様子を見ると、あなたは女性のように思われない。こうして

みると、あなたは男性のように思える｣と。で私も冗談をいう、｢私

は男ですとも！ 今は女になりたい気が起きて、こうやってルンギ

やバックゥを着ているのよ。私は男！ あなたがた、何だと思った

の？｣と。私も冗談をとばして、そんなふうにもいう。私に男の生
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68 Rongbaは、文字通りには｢rong(＝谷、低地)の人｣の意。ヨルモ地域における最

も身近な隣接民族集団であるタマンを始め、ネパールの中間山地に住む他のほ

とんどの諸集団、さらにはインド平原の住民まで、シェルパやマナンギなど彼ら

とも親縁性の高い高地起源の幾つかのコミュニティを除く、ヨルモにとっての

｢他者｣集団をほぼ包括する範疇である。佐藤(2004:chap.4)参照。



を授けてくれたらよかった。私は女で、こうやって真面目に(N. so-

jho 69)暮らして、聖人70のようにして一人で暮らしてきた。(でも)

私が女一人で暮らしていると、どんなに真面目にしていても、両親

のいない家に、兄弟のいない家に一人で暮らしていると、真面目に

して暮らしていても、性根の悪い人たちは、女が一人でいるとよく

はいわない、悪いことをいうのよ。

S: そうなの？

N: そうだわよ。

S: ヨルモ辺りで、そんなふうかしら？

N: うん、人はそう(悪く)思うと思う。他のいろんなところでは、汚い

言葉をかけたりするじゃないの。でも私は、実際にこういったとい

うのは聞いていないけど。私の家にはいっぱい人が来る、前々から

ね、ロッジ、ホテルをおいているし。それでも今まで、｢あのニマが

男を家に入れている｣と──私らは 12時、1時まで男性と一緒にい

たりもする、(でも)悪い道には私は入っていない──今まで、そう

いっていた、おまえのことをそういっていたと聞いたことはないわ

71。また、聞いて黙って耐えるつもりもない、私はその理由を糺す

わよ！ そんな感じね。こうやっているほかないのね、男に生まれ

ればよかったとは思う。

S: 私ら[＝ヨルモ]の宗教ではこういうわね、どう生まれるかは前生の

結果だって。そして、女として生まれるというのは前世に何か(男

として生まれる場合より)多く過ちをおかしていたからだって。こ

の話は信じる？

N: その話は信じられない。私は信じない。私らがいうのは、どの生で

の過ちでか私にこんなこんな…私はこんなこんなになった、どの生
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69 Sojhoは、｢まっすぐな、真面目な、裏のない、(ばか)正直な｣の意であるが、こ

こでの含みは｢(性的な意味で)まっすぐな＝貞操(節)を守っている｣ということ

である。
70 こう訳した元の言葉は bhagwan(N.)、つまり｢神様｣である。ここでは日本でい

う｢聖人君子｣のような意味かと推測される。



でか以前の生で過ちをしていたんだ(、そういう話、でも)生まれて

もないのに、どうやって過ちを犯すの？ 私がどう思うかといえば、

それは自分の運命(N.bhagya)のいたずらよ、運命だわね。自分(の

運命に)そう書いてあったのよ。どの生での過ちだとか、それは一

つの theoryでしょうよ、(でも)そういうことじゃない。

｢おまえの息子はこんなだ、おまえの娘はあんなだ、おまえの父親

母親が過ちを犯したんだろう｣、そんなことを(も)人はいう。私ら

の眼で見ていることよ、その父親や母親が特段過ちを犯したように

も思えない。手足が曲がってたり、口がきけなかったり、知恵遅れ

だったりする子どもを持つ人もいる、おまえの父親母親、お祖父さ

んお祖母さんが何か過ちを犯したんだ、そうもいう。そういうこと

もいうけれども、そういうふうにはいうべきじゃない。そうとは信

じられない。その子の生まれが、そうだったのよ。ばからしい、子

どもがそんなだといって、お祖父さんお祖母さんを責める、父親母

親を責める、信じない。私が今の私の人生でこういうふうになった

とすれば、どの生の過ちで私はこうなったんだろう、前の生の過ち

のせいだろう、そんなふうには私はいわない。なぜ私はこうなった、

私の運命のいたずらでしょう、私(の運命)に書かれてあったので

しょう、そういう。何だって、前の生の過ちの話をするのよ！？[こ
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71 先の会話⑰でも触れている通り、彼女は、仲の良い仲間(年頃の異性であったり

もする)とお喋りに興じて、自分(または相手)の家で夜更けまで一緒に過ごした

りすることもままあったわけだが、そうした場合、相手は例外なく、彼女にとっ

て｢結婚不可能な｣範疇の人であった。そうでなかったとすれば、彼女の行動を

｢人が悪く思う｣ことはまず避けられなかっただろう。なお、ヨルモで結婚可能

な相手の範疇とは、｢それで呼ぶべき親族関係名称が存在しない範疇｣である。

これには、全く親族・姻族関係を辿りえない相手とともに母方／父方の交叉イト

コが含まれる。比較的狭い範囲で婚姻を繰り返してきたヨルモ同士で全く親

族・姻族関係を辿り得ない相手はほとんどなく、結婚相手は実質的に(類別的)交

叉イトコ範疇から選ばれるといってよい。婚外性交を禁止するヨルモは、いわ

ば｢交叉イトコ-セクシャル｣規範を有する社会なのである。そこでは、｢若い男

女｣が肩を抱き合おうと夜更けに一緒にいようと、彼／女らが｢規範的に結婚／

性交不能｣な関係にある限り、そこに性的含意は読みとられるべきものではない。



こでラクパが飲み物、食べ物をすすめる]

S: いえいえ、もう、お腹はいっぱいで！

N: 赤いジャガイモを少し茹でたら72…

㉒

N: 私は何もわからない、私がいったのは、それだけよ。女の子の気が

ふれてその容疑が私にかけられたこと、それを(出版原稿に)入れる

でしょ。どういうふうにして、どういう理由で私が結婚をして行か

なかったか、それも入れるでしょ、それだけいえばあとは、自分で

わかるでしょう？ 何で結婚して行かなかったか、それも入れて、

それから(・)どうやって病気になったという話も入れて(・)

S: 他に何かある？ 私が質問しなかったことで、何か入れておくべき

こと… 他に何かあるかしら？

N: 私の… 入れるべき(こと)、訊かなかったこと…。訊かなかったこ

とにどうやって答える？

S: ［笑］

N: 私に訊かなかった話で、何か話したいこと？ うーん(・)浮かばな

いわ。

S: そういえば、あなたはカトマンズと村、どちらに住みたいと思う？

N: うーん(・)住みたいのは、私はヨルモにもやっぱり住みたいし、カ

トマンズにも住みたい。

S: へえ…

N: ［笑］住みたいことは住みたいけどね、カトマンズに住むっていう

のはこういうこと。カトマンズに住むのに、腰 73にお金が入ってい
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72 カトマンズで一般に流通しているジャガイモには大きく二種、｢赤い｣ものと｢白

い｣ものがある。｢白い｣ものは｢改良種(N.bikasi)｣ともいうが、中は｢白く｣て味

が薄い。｢赤い｣ものは、文字通り皮が赤みをおび、中味は黄色くて甘みが強いの

で、茹でて食べるにはこちらのほうが適する。なお、茹でたジャガイモに唐辛子、

塩、その他香辛料を混ぜた薬味を添えて供するのは、ヨルモでは軽食の定番であ

る。
73 伝統的な衣装では、腰に白い長細い布をぐるぐるまきにして、そこにお金等も挟

んでおくのがふつうであった。



なければ、どうやって住む？

S: そうよね…

N: でしょうが。それに今は屋内の仕事でも、できないわ。仕事するの

に身体がきかないのよ、仕事を探しにいっても見つからないし。こ

こで、仕事だってすごく探した。

S: え、カトマンズで？

N: カトマンズで。すごく仕事を探していたときも、すごくきつい仕事

はしない、(身体に)容易な仕事を探すとなると、教育が必要になる。

私は教育を受けていないし。それで、この辺で節約して食べるため

にも、腰には入っていないと。お金が必要。お金がなければムリ、

どうやって暮らす？ それでもやはり思うのは、ヨルモにいたいと

いうこと。ヨルモを捨てる気はない。私らの村の人達が A村から

出て来たら、自分達の A村のためは誰も考えないのよね。一人二

人、考える人もいるでしょうけれど、だいたいはそうはしない。私

らの村がよくならなきゃ、こういうふうにしていかなきゃという人

も少しはいるでしょうけど。私は A村をぱっと捨てて、どうとで

もなれとは思えない。A村を私がよくできるなら、一人でやれるの

なら、どんなにかやりたいことか！ どうとでもなれ、A村！ そ

ういって捨ててしまう気はない。そこに暮らしていても、こうやる

こともできる、知識のある人が、話のできる人が、教育のある人が、

自分でいったいどうやって A村にどんな開発(N. bikas)を持ってき

て(と考えて)、皆で力を集めれば、A村はどんなにかバザールにな

るでしょう。私らのところはよいところだもの、A村。A村はいい

村よ。そういうふうにやっていったら、人々が昔 A村、A村といっ

て褒めそやしていた(ように、またなる)。そうやって、今だって私

らの A村には寺院といえば寺院もちゃんとある、A村からもっと

上に歩いていけば nhe(Y.)もいっぱいある、神様の御座所、Ama

Yangrima 74、何ていうのかしら、nheを？

ラクパ: Nheは holy placeっていうわ…

彼女との長い会話
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S: Holy place ? ああ…

N: 私らの A村の、えっと holy place？ そこにはどれだけ見所もある

ことか。下[＝この場合、カトマンズ]に降りてきてたって、私らの

A村に活気があれば、どんなにか嬉しいでしょう。私たちにも、ト

レッキングに行く人達、外人達にも、どんなに素晴らしいか。ここ

から上[＝ A村]に来る人達、A村に着いたらどれだけ、子ども達

だって嬉しくなるか。彼らも、外国から人が帰ってきても、外国人

が来ても、カトマンズのなかは気に入らない、ヨルモが気に入るの

よ。(でも)こうして今は、教育のある人や勉強した人はみんな、(A

村から)逃げ出している。今は人はいろいろ知るようになった、そ

うなると自分の前ばかり、見ているのね。

S: そう、そういうふうだわね…

N: 村のことは考えないのよ。お金のある人の真心はない、真心のある

人にはお金がないというけれど。私がお金を持っていたら、どれだ

け A村をよくしたいと思うか、そう思う。私らにそのやり方がわ

かったらば──でも英語だってわからない、わかったって書けない、

書けても読めない(、どうしようもない)。私らは心にはそう思うけ

ど、そう思ってだけいて、人生過ごすのよ。みんなでやればこそ、

自分の村もよくなるもの。一人だけでやってできることじゃない。

私がお金を稼げたら、自分の家を一つ造るでしょう、いいロッジも

造るでしょう。私が村に暮らして、自分のだけでもいいものが作れ

たら、それもよいことよ、とりあえず。他の人達も住まなくとも、

(ときどきは)くるでしょうよ。自分の家で暮らす場所だけあれば、

それでもいい。どうすればいいの、みんな行くという、男の子一人

カトマンズへ、女の子一人カトマンズへ、今は(もっと遠く)クウェー

トだかドバイだか香港だか…

S: 世界中に散らばっているわよね…
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74 注 27参照。



N: もうみんな、もう借金して行くなら、お金は 3万、4万、3万でも 3

万 5 千でも、お金を稼いですぐに払えるわよ。今の人達が何を考え

るかといえば、行って、稼いで、CD(プレーヤー)を一つしょって聴

くことができれば、よし！と。村のことを考えない。確かに、また

こんな話をね、私らの村人の前ですれば、｢あいつは(CDプレーヤー

を)持てていないからそんなことをいう！｣、そういう。持てていな

いから、外国に行けていないから、A村にずっといた人間はそんな

ことをいう、そういうわよ。よし、ニマはいいことをいったとはい

わない。私らヨルモの人達とつきあいたくない理由もそれよ。全然

好きになれない。私が思っていたことはね、私が外人男性と結婚で

きれば──その外人も私の思うようなのじゃないとだめだけど、彼

も私に心をかけてくれなきゃ──このカトマンズを飛びこえて、A

村でこういうことをするといって、やることの方向を示してやって

ね、そう思っていた、心の中で思っていた。外人男性と結婚して行っ

ても、その外人は稼いでいる、稼げる人じゃないとだめ。私ら 2人

とも稼いで、お金をがんがん稼ぐことができたら、そのお金で A村

の場所をこうやってビジネス(センター？)にして見せる、そこの人

達に。そうも考えていた、でも考えたようにはならなかった。ここ

に暮らしていて、私にお金はないわよ。どうやって、私はこうやる

とかいうの。村にいて、村の人達に私らはこういうふうにしなきゃ

といって、ここはこうしなきゃ、あそこはそうしなきゃといったっ

て、誰もそんな話をきかないわよ。彼らが何を考えるかといえば、

私にはお金がないのに、ここにずっといた人間がいったい何を生意

気にいうんだと。聴かないわよ。いいことをいっても、聴かない。

S: うーん…

N: 今でも、私はそう思っている、村で暮らしたいし。人がよくないの

よ─おまえより俺が上、俺よりおまえが上、大声あげられる人は大

声を出すし、黙っていようと思っていれば喧嘩をふっかける、人に

突き刺さることばかりいう、で腹が立つわけよ。そんな感じ。今は

彼女との長い会話
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檀家の義務(Y. tal) 75のためにだけ、村に住まざるえない 2、3軒の

家がある。Tal を果たすために、1 人 2 人はいなきゃならないと

いって──それでも、村でちゃんとしているのだったらいいじゃな

いの。みんなと仲良くして暮らさなきゃ。そうすれば、それもいい

ことだと思う。

今でも思うのは、今でも期待をしていることはね、私の身体はこ

んなだけど、今でもこう思うのよ──こういう人もいる、｢きみはそ

ろそろ 40歳、もうきみが結婚してもしょうがないね｣と。こういう

人もいる、｢きみ、結婚しないの？｣、私はいうわ、｢年取った人間も

結婚するっていうの！？｣、｢何が歳さ！ きみより一才年下の娘が

結婚したじゃないか、きみより一才年上の人が昨日結婚したじゃな

いか｣と。｢わかった、私の身体がこんなじゃなかったら、私は 50才

でも結婚する気があるわ｣と[笑、私も]。こんなふうにもいう、｢50

才の老女になっても結婚するって！？｣、｢結婚する、私は人生一度

は結婚する｣、いってやったわ、｢どうしたって必ず結婚するから｣と。

今でも私が、もう年とってきてはいても私の心に何を思うかといえ

ばね、望むような、私の運ででも外人の男性を得られれば、私は結

婚する、そう考えるのよ。何さ、結婚する人が年とってるとか何と

か、いうべきこと？ そう思う。思うのよ、一人で女が暮らしてい

たら、他人の視線まで違ってくるような気がする…

S: そうなのかしら？ なぜ？

N: そうよ、そりゃそういうものよ。一緒にいてくれる人というのは必

要なのよ。

S: そうね、一緒にいる人は必要よね…

N: そう。昔々はね、1人 2 人、何人もの外人が私に声をかけてきた。

一人は私より年下の若い男だった。

S: そうなんだ…
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75 Talに関して、本稿第 1部の注 47参照。



N: 信じられなかった、すごく若くって、独りで！ すごくうるさく声

をかけてきた、で、だめ、私はだめといった。

S: ふん、不真面目なのもいるもんねえ。

N: その男は、私より年下の若い男よ、可哀想に。そういう男達につい

ては、私らが考えないとね。むしろ、自分より若いのと行くのより、

自分より年上のと行くほうがいいと思う。こうも思う、家にいて、

あとあと私に兄弟たちはよくしてくれないんじゃないかと…

S: 今の関係はいいの？ 兄弟やそのお連れあいとの関係はいい？

N: うん[逡巡、小声になる](・)まあまあ(の関係)ね、でも(・)私はよ

くしているわ、彼らに。お嫁さん達は、弟の嫁は今は近しいように

してくれてる、この間(インドに)行く前までは。他の兄さんの連れ

あいは、あまり近しいとはいえないと思う…

S: それ[＝兄弟の嫁とうまくいかないこと]って、よくあるわよね…

N: [さらに小声で]この子の母さんね、この子達[＝ラクパら長兄の子

ども達]の… あの人は、話もしないわ。

S: 話もしない！？

N: しない。

S: 全然しない？

N: 全然しない。このことに関しても、話そうとすればすごく時間がか

かる。このことはさっきいわなかった、さっき(話を出したとき)…

あの子達[＝ラクパ達]は私に怒ったりはしない、私がいったとして

も。あの子達のことは助けてきた、あの子達の面倒は見てきたから。

母親はああやる[＝ぶつ仕草]もの、だからね。あの子達が小さかっ

た頃は私が面倒見たのよ。だから、私が(彼らの母さんのことを)話

しても、私のことを悪くはいわない。私に学校で勉強させなかった

のも、あの子達の母さんよ。さっきは私、いいにくくていわなかっ

たけど。

S: 学校で勉強させなかった、義姉が？ なぜ、家で仕事があるからと

いって？

彼女との長い会話
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N: そう。｢私は家で仕事しなけりゃならない、おまえは学校に行くん

だって！？｣といって、( ？ )ぶって、ぶって。食事もろくろくくれ

ない。そうやって…

S: ああ、一緒に住んでいたのね、当時は？

N: 当時こういうふうだった。勉強したい、したいと思うときに灯りを

くれない。勉強したくても勉強させない。籠を背負って、草刈りに

行かされる。後で学校の時間になると、私には宿題が出されている

のだけど、宿題を家で書かせてくれない、それで朝明るくなると私

は籠を背負って行って、帰ってきて、家から学校に行く時間に、草

刈りも済ませてきても、食事もつくってない。学校にカバンをもっ

て駆けていく、駆けていくと、今度は先生がなんで宿題をしなかっ

たといって私をぶつ。私の家でどんなに大変なのか、わからないか

ら。後で私は先生にいった、｢私らの(家)ではこうこうだ、私の母さ

んはいなくて父さんがいる、( ？ )私の兄さんのお嫁さんはこんな

こんな仕打ちをする、実をいえば私は今まで食事もしていない、私

をぶたないで下さい、私は学校でとても勉強したいんです、(でも)

宿題を書かせてもらえなかったんです｣と。先生もわかってくれた。

さっき私がこういう話をしたら、あの子達には面白くないでしょ、

あの子らには。あの子達に私は、ほら、あのラクパに、ラクパが学

校卒業76に合格するまでのスポンサーを私が見つけてやったのよ。

母親はそんなことはしない、母親はまるで牛みたいなんだから77。

( ？ )あの子達に私はこんなにやってきた。私はそうやってあげ

た、あの子達も(後々)よくしてくれるだろうと思って、私はすごく
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76 学校卒業と訳しているのは SLC、School Leaving Certificateの略である。ネパー

ルの教育制度では、10 年修了時点でこれを得るための全国統一試験を受け合格

することが、さらに上級の学校に入るための要件となる。ネパールの村レベル

ではこれが｢教育ある｣と認められるための一つの基準として、現在も機能して

いるといえよう。なお、ニマの同年代で SLCを持つものは、ヨルモ全体でも数

えるほどである。ただし 10 年下の世代では、もうめずらしいとはいえない。な

お、SLC合格で初等レベルの教員になることが可能。
77 力仕事にはすぐれるものの、社会性や知性に欠けることの喩えか。



努力もした。今では、あの子の母さんは、こっちが話をしようと、

仲良くしようとすると、そっちを見ればこっちに怒鳴ってくる、そっ

ちをどんなに助けてもこちらに怒る、いつでも怒る、喧嘩をしかけ

てくる(といった具合)。今 1 年位になるわ、喧嘩をふっかけないよ

うになって。喧嘩をしかけないようになって 1年、(でも)話もして

いない。

S: ふん、話もしないけど喧嘩もしかけない…？

N: 私がしないのよ、話を。もう私はほとほと愛想がつきた。それでも、

あの人が何をしたって、私のことをどんなに見下したって、私があ

の人に会えば、こうして話もしないでいるわけにはいかないと、話

そうという気持ちはある。(でも)あの人は話をしようって気にはな

らないのね、あの人は私らを嫌っているの。私は 1 年生しか(学校

に)行かなかった人間よ。私は隠れても行った。私にお弁当を持た

せてくれない、持たせてくれなくても、私がカバンだけついと持っ

て行こうとすると、カバンを引っ張って放さない。そうやって隠れ

て行ったとき、隠れて行ったら、｢おまえは弁当をやらなくても、隠

れて(学校に)行くんだな｣といって、1年生の教科書は、ナタでズタ

ズタに切り刻んだのよ。

S: そうなの！？

N: 切り刻んだ。そういうわけで、私はとてもつらい。私が何をやった

の？ 心の中にあったのは、私は勉強しよう、そしてこういうふう

な人間になろう、そういう考え。でも思ったようにはならなかった。

S: お父さんやお兄さんは、何もいわなかったの？

N: 自分の妻がすごく私をぶてば、兄さんと(兄嫁は)fightになるわよ、

｢なんで私の妹をぶった？｣って。今はそんなに(喧嘩は)なくなっ

た、仲良くなったけど。父さんには突っかかってた、私らの家じゃ

ドンパチやって見せたわよ、兄嫁は。みんな知ってる、カミも、オ

ジさんも、村の人にはわかっている。前にどんなことがあったか、

こういう話すべて、知ってるわ。
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私にはともかく、ぶとうが蹴ろうがどういおうが、学校だけ行か

せてくれていたら、そんなに沢山じゃなくていい、6、7年生まで勉

強させてくれていたら、あの人が私をどんなに見下しても意地悪し

ても、私はあの人に感謝したわ。あの人の前で頭を下げるところよ。

いってみれば、私の目を見えなくしたのよ、あの人が。英語だけで

も話せたら、私にはどんなにか(外人の)友だちができたのに。

S: 英語はあまり話せなくとも、いっぱい友だちはいるじゃない…

N: 友だちはいる、友だちはいた、いっぱいいた。(でも)英語をうまく

話せさえすれば、どんなに友だちができたことか。それでも｢きみ

にいったい(これ以上)何が足りないの？｣という人もいた。私は

いった、｢何も足りなくない、私はあんたたちのように汗水垂らして

苦労して78食べてはないから｣、そんなふうにもいっていた。その

頃私は苦労していないわよ、父さんといた頃、父さんがどんなにか

苦労して( ？ )といったときに、私はやりたい放題。父さんがいっ

ていたわ、｢おまえは後々まで、自分が死んでもこうやって幸せでい

られるように！｣と。父さんは私に勉強してよいといっていた。｢私

はこうやって勉強する、勉強して、こんな仕事をして人の上に

( ？ )｣、そう私は思っていた。でも私は(・)こんなになった──と

てもつらい──それで、そういうことで、私は絨毯を織ることになっ

た…

S: ああ、絨毯を村で織っていたの？

N: 彼女の家で織ったのよ、さっきのオバさんの家で。絨毯織りをして

いて、家に食事に戻っても(食事を)くれない、食べさせてくれない、

私には。どんだけぶたれ、蹴られ、殴られたことか。ここを、こう

やって殴ったものよ。今私の身体が弱くなっているのも、そのせい

かとも思う。こういうふうに、身体がボキボキに、骨がそうやって
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78 ここで｢苦労する｣と訳している dukkha garnu(N.)は、文字通り｢苦しみ、悲しみ、

つらさ、苦労(=dukkha)｣を｢する(=garnu)｣ということだが、特に肉体的にきつ

い仕事、肉体労働をするという意味もある。



音をたてる…そんなふうだった。

話そうと思えば、まだまだいくらでも。こんな話をして、私にい

いことも何もない。あの人達が何を思っていようと、私はあの人達

がつらい思いをすることは望んでいない。私はつらいわ、私は。だ

から(・)ちょっとは(・)人間らしく食べていければ、そういうふう

にだけ思っていた、というか、思う。こうやっていて、身体がこん

なじゃなかったら、結婚していっても自分の連れあいになる人は喜

んだろうと思う。今あの人達がこうやって(私を)嫌うのだから(・)

母親のせいで子どもたちもそうならないわけないでしょ、あんまり

関係はなくなっていくわよ。私がどんなに可愛がっても、(親が)そ

んなに親しくさせないじゃない。そうなったら、と、私はすごく考

える、考えることはいっぱいある。つらい…(・)さあどうなるんだ

か、私は。

㉓

N: あのプラカーシュも言っていたわ＝

S: ＝どのプラカーシュ？

N: あのプラカーシュよ、ボーディングスクールの79。｢ニマ・オバさん、

外人達はすごく驚いてたよ、カルプ・ロッジ[＝ニマのロッジ]は素

晴らしいって。人がいい、お喋りがいい、楽しい、食事も気前がい

いって。トイレはちょっと、頭がぶつかる［笑い、私も］といって

いた。人がいいって。カルプ・ロッジはいい、食事もいいし、ニマ

がいい｣と。(ただ)｢トイレはドアが低くて、頭がぶつかる｣って。

S: ［笑］あなたは男には生まれなくとも、教育だけあったら、女であっ

ても、相当いろいろできたでしょうにね…

N: プラカーシュがね、｢ニマ・オバさん、あなたは、沢山でなくていい、

8年か 6年でも学校に行っていたら、私を押さえつけるところだね、
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79 A村には公立学校のほか、基本的に英語メディアで教える寄宿舎付の私立学校

(ボーディング・スクール)があった。プラカーシュは A村の人で、その創立者

である。



私にはもうわかった｣と、プラカーシュが。｢そう、私は負けていな

かったはずよ、こんなに教育がないから、あなたが苦労した人間を

押さえつけているけれど、沢山じゃない、5年だけでも学校に行け

ていたら、それより上は自分で仕事しながらでも勉強して、勉強し

ながら仕事もして、学校卒業を仕遂げるんだった、学校卒業まで。

あなたのボーディングスクールで教えて、あなたを押さえつけたの

だった｣と。私は怒っていたの、あのラクパのスポンサーを見つけ

てね、あの子の父親は顔も見ていないんだけど、スポンサー 80を見

つけたのよ。そのスポンサーの(送ってきた)お金を彼[＝プラカー

シュ]が食べて 81、食べておいて、2、3ヶ月前からそこ[＝学校]の請

求書を送ってきていたのよ。で、請求書を持って喧嘩しにいった！

｢あんたらのスポンサーはどれだけいるんだ！？｣(というと)、｢自

分が学校を通じて探した外人(スポンサー)は 8人｣と。その 8人の

名前は何々かというと、これこれと挙げていって、そこにラクパの

スポンサーの名前もあった。その外人の(名前)は、私らにラクパ、

ラクパ、ラクパと(同じ名前がいっぱい)あるように、ジョン、ジョ

ン、ジョンと続いていた。｢ジョン(某)というのは誰のスポン

サー？｣(と訊くと)、｢ラクパの｣と。｢ラクパのスポンサー(の名前)

がどうしてあなたのところにあるの？ 彼女のスポンサーは私が個

人的に見つけた、必死になって見つけたのよ、あなたのところにど

うしてあるわけ？｣と。｢私が掌握していない(A村に来る)外人な

んて、いるはずないでしょう、ニマ・オバさん｣、｢でも( ？ )する

なんて許されない。私らが見つけて学校に(お金を)入れさせた、(そ

れなのに)3ヶ月前から授業料の請求書が送られている。どうしてそ

うなっているわけ？ おかしいでしょう、何であなたがこれ[＝ス
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80 ここでいう｢スポンサー｣は、生徒の学費(場合にもよるが、この場合は学校に収

める授業料等)を出してくれる人のこと。外国人トレッカーも訪れる A村では、

村の子どもがこうした外国人スポンサーを持っているのもめずらしくない。
81 ｢食べる(N. khanu)｣は｢消費する、懐にいれる、横領する、賄賂をうけとる｣等の

意がある。



ポンサーの情報]を握っているわけ！？ ラクパのスポンサーの住

所を私に渡して。お金が来たら、その住所を持って(送金の受け取

り場所に)行くから。私の読める眼はない、私の書ける手はない、そ

れでも行く。いくら何が来るのか、知るために行くから。それくら

いのことができないのだったら、私はニマという名前にも値しない、

犬と呼んだっていい！ A 村の水も飲まないから、プラカー

シュ！｣といった。｢ニマ・オバさんは、沢山じゃない、6年か 8年、

勉強していたら、私を押さえつけたところだね！｣と。｢そうですと

も。私は教育がない人間よ。兄弟も苦労している。やっとのことで

子どもらを学校にやっている。(そんな人に)こんな仕打ちをするわ

け？｣、｢いやいや、授業料は払わなくていいから、お金は来ている

から｣、｢お金は来ているから授業料は払わないでいいですと！

だったら請求書はどうして来たの！？ N先生に言いにいったら、

N先生は自分じゃなくてプラカーシュにいってくれといった。だ

からあなたを待っていた、そこへあなたが丁度やってきた。あなた

と話をしていると、苦労している人間にスポンサーが現れたら、そ

のお金をあなたが食べて、苦労している人間は殺すということ？

人生、あなたは死んで何を持っていくというの？ お金まで燃やす

82つもり！？｣と。私はプラカーシュがどんなに巧妙に話したって

どんな話をしたって、負けずにちゃんちゃんと言うわよ！(・)今で

は私にはとてもつらい状況になっている。あのマイクのお父さんが

いるでしょ、マイクのお父さんがいるのね、マイクは私の兄さん、

彼らも、人が(私との仲を)遠ざけようとしているように思う。彼ら

は私のことを気にかけてくれた人。彼らのために、私は村で、一つ

家の人間のようにしていた。今では手紙一本、送ってこない、何の

連絡もない。

S: マイクは時々来ていたの？
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82 ヨルモは火葬を行う。その際遺体と一緒に燃やしてしまうということか。



N: ううん。

S: 今はボーディングもないものね… 83。

N: でもボーディングはなくなったって、私に手紙は送ってくれるべき

じゃない。彼らと私がどれだけ近しくしていたか。手紙一本もな

い、連絡もない。私がこちらから Eメールしても、返事もない。マ

イクのお父さんは──私はマイクだけじゃなくて、マイクのお父さ

んにもお母さんにも、私の父さんがそのうち亡くなっても、あなた

がたが私を娘として気にかけてくださいといって、花輪をかけてあ

げていたのよ。上の村に来れば、マイクのお父さん！といって私が

親しくしていると、プラカーシュは眼を剥いていたわよ。私に英語

はできなくともね、私の英語はちゃんとしてないだろうけど、私は

｢父さん、母さん！｣といって抱きついて、話をするわ。プラカーシュ

なんか気にしない。彼は気に入らないようだけど。私のことを忘れ

てしまったようなのも、人の呪いのせいだと思う。よくはならな

かった。でも、彼らが村に来ていたときの様子からすれば、私に悪

くするはずはないと思える。前は私に、20 ルピー 84、30 ルピー

( ？ )といったお金を送ってくれていた。受けとるわ、手紙だって

送っていた…。

ちょっとしたきっかけから新たなエピソードへと展開し、前にした話の

相貌までときに一変させていく彼女の語りは、決して完結することはない。

既に、日はとっぷり暮れてきていた。私は話の一寸途切れたところでおも

むろにレコーダーのスイッチを切り、そのまま入れることなく、話を切り

上げにかかったのである。
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83 この当時、マオイスト紛争の影響を受けて、このボーディングは閉鎖に追い込ま

れていた。
84 ｢ポンド｣のことであろうか(マイクらはイギリス人)。外国から送る小遣いとし

ても余りに寡少である。なお、1ルピー＝約 1.5円(インタビュー当時)である。



4 結び

2009 年 8月、ここに訳出したインタビューから実に 5年後、私はニマと

カトマンズで再会した。この間、一度電話で話をしてはいるものの、村と

行ったり来たりのニマと私のカトマンズ滞在日程はすれちがい、直接会う

機会はなかったのである。

久しぶりに顔をあわせた彼女は、5年前とほとんど変わりないように見

えたが、話を聞いていくと、体調は前にもまして思わしくなくなっている

ようであった。脚、腹、頭と、そこここ痛んでばかりといったふうで、し

かもどこの医者に行ってもどんな検査をしても、これという原因がわから

ない、薬を飲んでもさっぱり効かないのだという。3年ほど前に連れあい

がイスラエルに出稼ぎに行き、自分は学校に通う子ども達の世話をしなが

らネパールに残っている弟と彼女が住んでいたのは、つい 2ヶ月前に借り

た部屋である。それまでカトマンズでは、すぐ上の兄が建てた家(インタ

ビューはそこで行っていた)に身を寄せていたのが、ここに来て居を移し

た事情にはいちいち立ち入らなかったが、あるいはこの兄との関係にも、

影がさしているのであろうか…。

なぜ彼女という一個人との会話をこうしたかたちで提示するのかという

ことに関し、私たち読む側にとってこれが持ちうる意義については既にこ

の文章の冒頭(本稿第１部の 1)で言及しておいた。会話を読み終えた今、

この語りの出版が語った彼女のほうにとって持ちうる意義について、私た

ちは彼女自身の言葉を手にしている。彼女は、彼女が同村の女性の気をふ

れさせたという濡れ衣をはっきりとはらすために、また彼女が今もって未

婚である経緯についての心ない村人たちの物言いに抗するために、これを

ぜひ出版してほしいと語っていたのであった(会話⑳ ,㉒)。

インタビューから 5年を経過するもなおその出版を果たしきれていない

ことを、というより、より根本的には、その出版を果たしたところで、そ

れが彼女のこの期待に応えることは基本的にないだろうことを思って、私

は録音したインタビューのその後について彼女にどう話そうかとまごつ
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き、終に話に出さずじまいのまま、今回の再会を過ごしてしまった。彼女

は確かに、出版によって彼女の語りがより広く伝えられることを期待して

はいたけれども、当然ながら、それは彼女の属する社会の人々に対して広

く伝えたいということであるはずであり、その圏域をとびこえてより広く

伝えられることに意義を見ていたと特段想定する理由はない。ましてや、

彼女の属する人々には何も伝わらないというのでは、出版は彼女にとって

そもそも無意味であろう。そうであるなら、日本で、日本語で出版しまし

たと、いったいどの面さげて私は彼女に報告すればよいというのか。

他方で、出版に切実な望みをかけていたならきっと、彼女のほうからあ

のインタビューはどうなったかと持ちだすに違いない、そう思って、私が

彼女の出方をうかがっていたところがあったのも事実である。逆にいえ

ば、もし彼女が持ち出さないとすれば、そもそも彼女自身、出版に大した

期待をしていたわけではおそらくないのであり、そうならばあえて私のほ

うから持ち出さなくともいいではないか──そんな小ずるい理屈をつけて

いる自分も、確かにそこにいた。

結局のところ、インタビューの出版如何の話を、私は出さず、出せず、

またそれが彼女のほうから出ることもなかった。しかしもちろん、彼女の

ほうが話を出さなかったことが私の態度の正当化になるわけではない。彼

女の期待如何にかかわらず、彼女の貢献の結果について報告するのは当然

の義務であるし、また、この話をあえて持ち出さなかったことが、彼女が

その出版を気にかけていなかった証拠になるわけでもない。彼女はこれを

切実に望みつつも、あえて持ち出さなかったのかもしれない──聡明な彼

女は、私がインタビューを｢外国｣で、｢外国語｣で出版することはもともと

わかっていたはずではないか。またそれゆえ、｢私｣という迂回路を通じて、

彼女の言葉が彼女の社会の人々に届くことはないことも織り込み済みだっ

たのではないか。

それでもその上で、たとえ遠い国の、彼女を見も知らず彼女が見知るこ

ともない人々であっても、彼女の語りを聴いてくれる人々がこの世界のど

こかにともかくも現れるだろうと信じることに、彼女は小さな慰めを見出
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していたのかもしれない。そういう人たちがいると信じることで自らの生

きる状況が実際何ほども変わるわけではないことも重々承知しつつ、それ

でもなお、そんな漠然たる存在に一縷の希望を見ていたのかもしれない。

そしてさらに、実際的に何が変わると期待していたのでなく、そんな一縷

の希望を保つこと自体を大切にしていたからこそ、あえて出版如何につい

て訊かず、出版されていないと聞いて落胆するより出版を信じて望みを温

存しておこう、そう思っていたのかもしれない。

いずれにせよ、ここに彼女の会話の全訳の出版も成ったからには、私は

彼女にこのインタビューのその後について報告しないわけにはいかない。

次にネパールに行ったときには、ぜひとも報告しなければならない。この

段階に至って私の果たすべきつとめは、既に彼女の沈黙を読み込むことで

はなく、彼女に彼女の言葉の旅について伝えることなのである──それが、

彼女にとってとるに足りない瑣末事であるにせよ、それなりに待ち望まれ

ていた便りであるにもせよ。
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