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ニューギニア高地エンガ州サカ谷における血縁者の死の重み

　ニューギニア高地エンガ州サカ谷では、血縁者間の争いや軋轢において当事者が自らの内に鬱積
した怒りや悲しみを抱くと、その感情が特異な影響力をもって自他の身体に病や死をもたらす。こ
の感情はエンガ語で「重み（kenda）」と呼ばれる。この論理に基づけば、血縁者間の関係の悪化は、
当事者の身体能力の減退へと結果する。本論ではこの「重み」の事例を、ストラザーンの研究に代
表される人格論の観点から考察する。
　先行研究では、ニューギニア高地の人格と身体はある特殊な社会的プロセス、すなわち交換関係
の連鎖が展開する場として捉えられる点が指摘されてきた。身体は、交換関係の連鎖的な展開の外
部に位置するのではなく、その内部にあり、過去の贈与交換によって構成されながら、未来の贈与
の動因となる。妊娠、出産、成長、死と変転する身体は、島々を循環するクラ財や名声と等しく、
人格の行為の産物であり、かつ動因である。こうした議論は、非社会的な身体を措定し、それを社
会的なものを表現する手段とする従来の枠組みを乗り越える上では有効なものであった。
　しかし、先行研究の記述枠組みでは、あらゆる行為が等しく交換関係と身体の生産へと向けられ、
広義の生産性をもつ限り、すべての行為と関係、そして身体が等質に描かれる。誕生も、成長も、
病も、死もすべて交換関係と身体の産出の一契機とみなす立場からは、本論で取り上げるような、
文字通り我が身を滅ぼすほどに激しい感情は視界から消え失せてしまう。本論では、先行研究とは
対照的に、むしろ関係の非生産、身体能力の徹底的な減退へと向かう、ある種の強烈な感情に焦点
を当てる。そこから明らかになるのは、先行研究では光を当てることのできなかった受動性の極致
における人格の変容である。
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Ⅰ	 序論

１ 人類学の人格論
　パプアニューギニア（Papua	New	Guinea）の高
地に位置するエンガ州（Enga	Province）では、血
縁者間の争いや軋轢において当事者が怒りや不満
を鬱積させると、その感情が特異な影響力をもっ
て相手に病や死をもたらす１）。この感情はエンガ
語で「重み（kenda）」と呼ばれる。この論理に基
づけば、血縁者間の関係の悪化は「重み」を介し
て自他の身体不調に具現化する。この事象を本論
では人格論（theory	of	personhood）の観点から考
察する。本章ではまず先行研究を検討し、本論の
位置づけと方向性を示したい。
　本論では人類学において1980年代～90年代に
かけて盛んに論じられるようになった人格性

（personhood）の議論に着目する２）。人格性とい
う語は、学問領域に応じて多様な意味で用いられ
るが、ここでは特定地域・領域において人間がい
かなる性質をもつと考えられ、どのように形成さ
れ、いかに扱われるか、その人間の概念として広
く捉えておく。人格性は社会的に共有された人間
の概念であり、本論ではこの枠組みにおいて捉え
られた人間を、生物学的な人間とは区別して、人
格（person）と呼ぶ３）。
　人類学において、こうした視角を切り拓いたの
はモースであった。モースは、我々が無意識のう
ちに自明視する人格のカテゴリーが、長い歴史の
なかで形成されてきたことを社会史の視野から論
じた［モース 1995］。彼の強みは、心理学的な意
味での人格（パーソナリティ）や言語学上の自己

（「わたし、われ」）を研究の対象から除外するこ
とで、法や道徳、宗教、思想上の問題として人格
の歴史的変容を明らかにした点にある［モース 
1995：17-19］。
　モース以降の人格論は非常に裾野の広い研究領
域として捉えることができるが、そのなかで本論
が取り扱う人格論は、我々の社会ならびに社会性
をいかに把握すべきかという問いと対になった研
究群を指している。人類学において、諸社会に普
遍的な原則や近代西洋社会を前提とする社会学的
な概念を適用する方向と、より内省的な立場から
西洋とは異なる社会性とその成立条件を明らかに
する方向があるとすれば［Viveiros	de	Castro	

1996：519］、人格論は前者から後者へと大きく
移行していった。なお、後者における社会性とは、
人類学の概念やその前提との対比を通して明るみ
に出る、各地域・領域特有の相互行為の連鎖の型
と、それと一体となった思考形式を指す語である
［Strathern	1988：357-358；Wagner	1974：102-
104］。
　近年の人格論で問題とされるのは、「人格は関
係によって構成される」、「人は徹頭徹尾、社会的
存在である」といった人類一般に敷衍される見解
ではない。真に問われているのは、そこでの「人
格」や「社会的」なるものについて、各地域・領
域ごとの特殊性や差異をいかに捉え、どのように
人類学の記述や理論に活かすかである。
　この点を最も明確に打ち出したのは、ストラ
ザーンであった。ストラザーンは社会人類学に
「社会を書く」から「人格を書く」への転換をもた
ら し た［Strathren	1988，1989，1992a，1999：
233-245］。その基本的な方法は、メラネシアの
人々の実践を、人類学者が特定の概念と分析枠組
みを用いて「社会を書く」行為と類似したものと
して捉えることだ４）。彼らの「記述」では、全体
としての社会が経済、政治、宗教といった諸領域
に分析されることはなく、いかにして個人を抑圧
する不可視の社会構造や言説の構築性を可視化す
るかといった問いは提起されない。むしろ彼らの
「記述」では、人格や身体、生殖・再生産等の諸
過程が様々な関係性へと「分析」され、いかにし
て人々が人格や身体に既に備わっている関係性と
その能力を可視化するかが問われる。
　このようにストラザーンは、研究対象の実践に
人類学者が従事する知的生産と同等の創造性を認
めて両者の差異を活用する［ワグナー 2000］こ
とで、自らの慣習的な記述・分析のスタイルを拡
張する。メラネシアの実践は、商品交換に対する
贈与交換として人類学の言説内部に位置を与えら
れたうえで、それにとって外的なコンテクスト
（e.g. 社会）ではなく、内的な対比（e.g. 媒介
（mediated）と無媒介（unmediated）、不可視化
（concealment）と可視化（revelation））に沿って
慎重に記述される５）。その狙いは、人類学の社会
記述の内部から「他者の形式（supposition）があ
る程度の自律性をもって『現れる』ようにする」
ことだ［Strathern	1988：175］。こうした立場は、
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我々は自らの思考の外部に出ることはできないが、
それでもなお我々の思考を成長させるのは「外部

（内部から『現れる』外部）」の特殊性や差異であ
るという信念に裏打ちされている。
　これにより、それまでの社会人類学が、個人が
埋め込まれた全体社会を描きだそうとしたのに対
して、むしろ人格に埋め込まれた関係性へと記述
の焦点がずらされる。この組み換えに伴って、普
遍的個人を包摂する社会の多様性と共通性の探究
という人類学の課題のひとつが、人格性と社会性
の差異の記述概念化へと置き換えられていった。
　
２　ニューギニア高地の人格論と本論の分析視点
　では、ストラザーンが打ち出した人格性と社会
性の記述概念とはいかなるものだろうか。この点
を、ここではニューギニア高地を中心とする身体
と人格性の議論を参照しながら、より詳細に検討
する。そこから本論は、ニューギニア高地エンガ
州サカ谷の事例を通して、ストラザーンとは異な
る角度から人格論を深化させることを目指す。
　ニューギニア研究で人格論に先鞭をつけたリー
ドは、ガフク・ガマ（Gahuku-Gama）において人
格を取り巻く諸関係が、身体に具現化されるとし
た［Read	1955：265-272］。彼によれば、親族間
での個々の人格の行為は、道徳的評価を介して行
為者の「良い皮膚」あるいは「悪い皮膚」として
現れる。リードの事例を再解釈したラ・フォン
テーヌは、ガフク・ガマにとっての皮膚を「社会
的なものを表現する手段」とし、その人格性は、
変転する社会関係に対応した「移ろいやすい身体
形式を強調する」ものだと論じた［ラ・フォンテー
ヌ 1995：251］。
　身体が社会的プロセス、なかでも贈与交換と密
接に結びつく点は、ニューギニア高地で広く報告
されてきた［e.g.	A.	Strathern	1968：549-550］。
しかしながら、身体が「社会的なものを表現する
手段」だという見方は、果たして妥当だろうか。
非社会的な身体の変化を措定し、それを社会関係
の変化の表現として捉えるのではなく、ひとつの
社会的身体があると考えるべきではないか。ある
いは、ある特殊な身体をつくり続ける社会性があ
るとは考えられないか。この点を理解するには、
現に我々が知る身体ではない、新たな身体を想像
する必要がある［Gell	1998：101；Viveiros	de	

Castro	2009：238-241］。
　先述したストラザーンによれば、ニューギニア
高地の身体は社会的プロセスから切り離されたも
のではなく、むしろそのプロセスが展開する場
（site）として捉えられねばならない［Strathern	
1988：131］。身体および血や精液といったサブ
スタンス、生殖器などの身体器官、胎児等は、交
換関係の連鎖的な展開（enchainment）の外部に
位置するのではなく、その内部にあり、過去の贈
与交換によって構成されながら、未来の贈与の動
因となる。妊娠、出産、成長、死と変転する身体
は、マッシム（Massim）の島々を循環するクラ財
や名声と等しく、人々の贈与交換の産物であり、
かつ動因でもある。幾多の贈与交換の履歴を刻ん
だ価値の高いクラ財は、野心的な男性にさらなる
関係構築を促す。同様に、東部高地（Eastern	
Highland）の加入儀礼で、過去の交換関係の履歴
を刻んだ身体は、少年を成人男性へと成長させる
父親にさらなる交換関係の反復と展開を促す
［Strathern	1988：161-167，178-180，205-207，
219-224］。ここでは財と身体は等しく行為の結
果として現れ、その原因ともなる。
　これらの事例は、パプアニューギニアにおいて
身体それ自体が独立して高い価値をもち、それを
めぐって関係が構築されることを意味するのでは
ない。身体は交換関係とその能力を客体化する
（objectify）モノであり、その限りで行為の価値あ
る対象となる。生産物が生産関係を客体化し、威
信財が交換の履歴を担うように、身体はそれ自身
を産み出し成長させた過去の交換関係を客体化し
可視化する。そこでの身体はあたかもそれら複数
の交換関係を不可視の深層に内在させた（それゆ
え諸関係を外化し可視化しうる）モノとして現れ
る。結果、身体は自らの原因である交換関係とそ
の能力を内在させ、その外化として新たな身体を
産み出し成長させるのだ［Strathern	1988：208-
211，255-256］。
　そのように身体に内在した交換関係とその能力
が外化するのは、人格の行為を通してである。こ
こでの行為は、身体の不可視の深層に内在する諸
関係から、個々の局面に応じて特定の関係とその
能力を可視化するものとして捉えられる。より正
確には、人格の行為とは、身体内部の構成を分解
（decompose）（「分析」）し、それをモノ（e.g. 輝
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く皮膚、子ども、食物、フルート）の形で外部に
引き出す（elicit）ことで、さらなる交換関係の展
開を予示する営みである［Strathern	1988：131，
181，1989： 55-61，1992b，1999：238-245］。
　しかし一方で、こうした行為の記述はニューギ
ニア高地のこれまでの民族誌的記述からかけ離れ
たものではないだろうか。ニューギニア高地とい
えば、50～100頭と大量の豚を贈りあう競覇的な
儀礼的贈与交換や、自分の身の丈もあろうかとい
う長大な羽根飾りを振り乱すダンサーの列、より
高い名声（big	name）を獲得することに懸命な
ビッグマンの姿を思い浮かべるだろう。つまり、
個的人格から集合的人格まで含めた、ある種の個
の激しい自己主張や強烈な要求、あるいはそこに
賭けられたものが見えてこないのだ。
　この点についてストラザーンは、交換関係の連
鎖的な展開を、行為の原因と結果ではなく、行為
の原因と効果（cause	and	effect）の連なりと規定
することで自らの記述枠組みに取り込もうとして
いる［Strathern	1988：268-305］。つまり、行為
の連鎖は、自動的なものでもなければ、単調なも
のでもない。個々の行為者は、行為の受け手とな
る相手に対して最大限の効果の創出（invention）
を試みる。贈与される大量の豚と貝貨は普段は入
念に人目から隠されるが、儀礼当日に一挙に広場
に集めて明るみに出され、受贈者に衝撃を与える。
逞しく成長した少年の身体は褐色の肌に油を塗ら
れて一際大きく輝いて、将来妻となる女性を強く
惹きつける。さらに、受贈者による返礼はそれ自
体が負債を生む贈与となり、結婚した男性は加入
儀礼の年長者となってさらなる身体と関係を生み
出していくだろう。個々の行為が効果をもつかど
うかは受け手の反応や身体変化によって事後的に
しか示されず、その最大化の試みは失敗する危険
を孕み、不確実性をもつものである。しかし、そ
の成功は交換関係の連鎖的な展開を駆動し、とき
に加速させることすらある［Strathern	1979：244，
247-248，251，1988：180-181，190，334-335，
1999：206-225］。
　だが、それでもなお、効果の最大化とは、交換
関係の連鎖的な展開の内的メカニズムの一部にす
ぎない。そこでは、あらゆる行為が、等しく交換
関係と身体の生産へと向けられる。確かにクラの
ような儀礼的贈与交換とは、交換関係を体現した

財によってさらなる関係を生み出す営みであろう。
また、妊娠・出産から養育、成長、婚姻、そして
死（葬儀）へと至る社会過程の反復は、関係を内
在させた身体の力能を引き出し増大させ、ときに
分配しながら、常に新たな身体と関係を産み出し
てゆく。財、身体、関係の生産という観点から、
一見すると理解が困難なニューギニアの諸慣習の
論理的展開を読み解いていくストラザーンの手腕
は並外れている。しかし、ニューギニア高地の社
会生活とはそれほどまでに生産的かつ論理的に営
まれるものだろうか６）［Corsín	Jiménez	2004：29］。
他者への行為の効果を最大化し、交換関係の連鎖
的な展開を加速させ、身体を生み出し成長させる
広義の生産性の観点からすべての行為と関係、そ
して身体を一義的に記述することに常に妥当性が
あるとは限らない。誕生も、成長も、病も、死も
すべて交換関係と身体の産出の一契機とみなす立
場からは、たとえば、文字通り「我が身を滅ぼ
す」ほどに激しい感情は視界から消え失せてしま
うのではないか。そのような記述のもとでは、財
を築くことができず、身体能力の増大どころか自
らの身体が朽ちることを望み、もはや関係の継続
や生産など度外視したかのような人格は、それが
いかに激しい自己主張や強烈な要求をもとうとも、
その力を認められることがない。
　本論では、ストラザーンとは対照的に、むしろ
関係の非生産、身体能力の徹底的な減退へと向か
う、ある種の強烈な感情に焦点を当てる。本論で
取り上げる事例で、病や死は特有の「重み」を
もって人々のあいだに、容易には解消しがたく、
長期にわたり持続する感情を生み出す。その感情
によって社会関係は変質し、不確実性を孕みなが
らも、それまでとは異なる作動を見せる。そこか
ら明らかになるのは、ストラザーンの理論では視
野の外におかれてしまう、関係性の限界地点にお
ける人格の変容である。本論は、我が身を滅ぼす
ほどの強烈な感情が、身体に内在する関係の可視
化と不可視化の運動といかに関わるかを、ニュー
ギニア高地エンガ州サカ谷の事例から記述する。

Ⅱ　身体と血縁

１　身体
　ここではまず、事例の前提となるエンガ州サカ
谷の人々の身体について概略する７）。人の身体は
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おおきく「表面」と、その「深層」から成る。エ
ンガ語で、表面を意味する「ケタエ（ketae）」と、
深層や内部を意味する「ココ（koko）」の語は身体
に限らず、より一般的に用いられる。たとえば、
土地に関して地表はケタエであり、地中はココで
ある。また、木のケタエは樹皮で、その内部はコ
コと呼ばれる。この対比は、物質のみならず、過
去の出来事や関係についても使用される。系譜を
語るとき、系譜の浅い世代の知識はケタエであり、
系譜の深い世代についての知識は「ココ（深層）
にある（koko patenge）」と言われる。また、表面
的には木の所有権をめぐる争いが、実のところそ
の裏では、過去から連綿と複雑なかたちで継続す
る土地争いである場合、現時点での木の争いはケ
タエであり、過去から続く土地争いはココである。
　身体の場合、「表面（ケタエ）」は皮膚（yonge）
であり、その「深層・内部（ココ）」に血（taeyoko）
と水分（ipange）、内臓、骨等があるとされる８）。
基本的に、身体の状態は、体内にある血と水分の
状態に左右される９）。身体内部を十分な量の血や
水分が循環しているとき、人は健康である。それ
に対して、血や水分が不足すると病（yaina）にか
かる10）。典型的には労働、性交、出産によって血
と水分を過度に消耗したり、負傷によって相当量
の血と水分を失うと病になる。病にかかると、身
体が弱ってだるく「重くなる（kenda pingi）」ため、
働けなくなって歩くのさえ億劫で食欲もなくなり、
すべての活動が困難になる。病を治療する方法は、
食事と飲水による血と水分の補給であり、それで
も治らなければ、血・水分不足以外の別の原因が
疑われる。
　人々は他者の健康や病を、身体の可視的な変化
から読み取る。その主たる基準は、皮膚の潤いと
乾きである。具体的には皮膚が水分で「潤ってい
る（tonbe lenge）」のが健康な状態である。逆に、
皮膚が「乾いている（sabu lenge）」状態や、以前
よりも痩せた状態は、病と結びつく。この点につ
いて、血と水分は身体内部に「隠れている

（yatopetae singi）」と言われるが、その状態は皮膚
の上に「明らかになる（panenge）」とされる。つ
まり、身体深層にある不可視の血や水分の状態は、
身体表面の変化として可視化するのである。
　

２　血縁
　サカ谷において、体内の血と水分は、単なる物
質ではない。血と水分は関係でもある。この点に
ついて、まず、クラン内／クラン間の関係から概
観する。ここでいうクランとは、対象地域で人々
を区分する最大範疇であるアガリ・タタ（agali 
tata）にあたる。サカ谷には18のクランがあり、
外婚や土地所有、戦争、殺人賠償や補償支払いの
最大単位となっている。同一クランの人々は「ひ
とつの血（taeyoko mendai）」を共有するとされる。
「ひとつの血」は、クランの始祖である1人の男性
祖先に由来するものとして語られる。
　クランは基本的には父系出自に沿って、数段階
にわたり分節化し、同一クランに属する人々は皆
が始祖から父系出自に沿って系譜を辿ることので
きる男系成員であるかのように語られる。確かに、
土地相続において父系の傾向は強い。しかし実際
には、妻方・母方居住や母親の兄弟から姉妹の息
子への土地相続もみられ、クランには母親とのつ
ながりによって組み込まれた者が含まれる11）。
　単一のクランに属す人々は「ひとつの血」を共
有するために、婚姻不可であると言われる。それ
に対して、クランを異にし、共通の祖先をもたな
い人々は「異なる血（taeyoko waka）」をもち、婚
姻可能だとされる。それゆえ、男性は他クランか
ら女性を得る。
　子どもは、性交により父親と母親の血や水分が
合わさることで誕生し、父方と母方の双方と血の
つながりをもつ。したがって、人は母方クランの
者たちとも「ひとつの血」を共有し、婚姻不可で
ある。子どもは父方と母方双方のクランと血のつ
ながりをもつため、どちらの側にも帰属しうる。
そこで子どもの帰属は、夫方から妻方への豚と現
金の贈与、すなわち婚資の支払いによって確定す
る［深川 2011］。具体的には、婚資が支払われれ
ば、子どもは父方の土地に居住し、支払われなけ
れば母方の土地に居住する。また、夫婦の離婚時
に妻方が夫方に婚資を返却した場合、その子ども
は母方に居住することができる12）。
　婚資支払いは、大きくはサブクラン（agalianda 
mendai）単位でなされるが、その中核となる関係
は、曽祖父を頂点とするサブリニージ（yunbange 
mentai）である。サブリニージ内の人々は、他の
クラン成員から区別される「真のひとつの血（etete 
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taeyoko mendai）」を共有すると言われ、婚資を受
けとった場合の分配対象の中核でもある。この点
は、補償支払いや殺人賠償についても同様である。
　生殖と血縁の論理に従えば、父子・母子双方の
関係を通して血が伝達されるため、原理的には数
世代が経過すれば、婚姻を通じて地域一帯の全て
の人々が血を共有し、婚姻不可となるはずである。
この点を裏づけるように、サカ谷では自らと関係
を辿ることのできない者、すなわち自分との系譜
関係が明瞭な母方親族と姻族を除く、他クランの
大多数の人々に対しても、母方交叉イトコ（kai）
など、母方親族への呼称が日常的に用いられる。
　だが、実際には彼ら／彼女らは婚姻可能な相手
である。それゆえ、婚姻（夫婦の共住、生殖活動、
婚資の支払い等）自体が潜在的に「ひとつの血」
を共有する者たちを、各々「異なる血」をもつ者
へと差異化する行為となる。このような状況が生
じる理由は、母方の血の具体的なつながりが忘却
された場合、婚姻規則が適用されず、婚姻可能と
なる点にある。そして母方の血縁の潜在的な遍在
の感覚はあるものの、多くの母方の具体的な系譜
関係は忘却される。通常、男性も女性も父方の系
譜には詳しいが、母方はあまり辿ることができな
い。父親の母親や、母親の母親がどのクランに属
していたかを答えられないことも多く、その上位
世代の母方の系譜についてはほぼ知られていない。
　この点は父方の系譜についてもあてはまる。あ
る男性が母方クランの土地に居住し、数世代が経
てば、その父方の系譜は忘却される。それらの者
は、自らの居住地のクランの男性始祖まで（父方
と母方を通じて）系譜を辿ることができない。し
かし、表面的には「純粋な（etete）」父系成員、つ
まり自らの居住地のクランの男性始祖まで父系の
系譜を辿ることができる者とみなされる13）。その
ような者に対して系譜を深部まで掘り下げて男性
始祖まで辿りつけない点を指摘するのは、村落で
は最大の侮辱と捉えられている。
　これらの事実からは、婚資の支払いの有無に応
じて子どもの帰属が変わるだけでなく、父方や母
方の血筋の長期にわたる不可視化＝忘却を通して、
下位世代の身体を構成すると認められる血（縁）
も変化することがわかる。

Ⅲ　身体と感情

１　「心臓」の民俗概念
　血と水分のほかに、人の身体は肉や脂肪、骨に
加えて、内臓を含む。そのうち心臓はモナ
（mona）と呼ばれる。モナは人の生存と結びつき、
死は呼吸とモナの鼓動の停止によって確認される。
さらに人に限らず、成長するものは全てモナをも
つとされ、あらゆる動物と植物が内にモナをもつ。
動物はその内にある「モナが大きく強くなる
（mona anda keto injingi）」ことで成長し、子ども
をつくれるが、「モナが悪くなる（mona koesingi）」
と病に侵され死に至る。植物の場合、モナは幹や
茎の中心にある軸である。動物の体を解剖すれば
モナ（心臓）を見ることができるように、植物を
切れば、断面からモナを見ることができる。植物
はモナが水分で潤っている限り、成長して実をつ
ける。だが、モナが乾いてしまうと植物は枯れて
しまう。生きとし生けるあらゆる個はモナをもち、
モナの状態変化に応じて、個の「身体」も変化し
ていく。
　人の場合、「思考や感情（masingi）」がモナの状
態とされるため、多少話が複雑になる。たとえば
不満、怒り、妬みなどは「悪いモナ（mona koo）」
と総称されるのに対して、満足、好意、喜びなど
は「良いモナ（mona ep）」と表現される。したがっ
て、人の身体は肯定的な感情、すなわち良いモナ
によって健康を保ち、成長し、子どもをつくれる
のに対して、否定的な感情、すなわち悪いモナの
ために病にかかり死ぬことさえある。たとえば、
土地争いの只中にある者は多くを悩むため、不眠
となり、食欲がうせて痩せ細り、皮膚が乾燥し満
足に働くこともできなくなる。
　モナ（心臓）が身体の深部にある臓器であり、
それ自体は物理的に不可視で「隠れている」よう
に、モナの状態である思考や感情も「隠れて」お
り、周囲にとって完全には知りようがない。他の
人の思考や感情は、その言葉や行為から推測され
るが、その正否は常に不確かである。そこで最も
正確に人の思考や感情を表わすとされるのが、上
述した身体の変化であるとされる。「隠れた」思
考や感情は、本人の意図にかかわらず、身体の具
体的な変化として「明らかになる」からだ。
　したがって、周囲の人々はある者の身体の状態
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から、その内面を推測する。たとえば、人々は病
人を見たとき、その病が何らかの心配や苦悩を原
因としていないかと推測する。なぜなら、身体変
化がその内にある「隠れた」思考や感情を「明ら
かにする」からである。
　以上のように、モナは個に変化を引き起こす力
の源であり、モナの状態変化が個の身体を変化さ
せる。人に関しては、思考や感情がモナの状態と
されるため、喜びが身体を育み活力を与えるのに
対して、悲しみや苦悩は身体の力能を低下させる。
本論との関連で重要なのは、この思考や感情がそ
れを抱く本人の身体だけでなく、「ひとつの血」
をもつ血縁者の身体変化を引き起こすことである。
　
２　「重み」
　人の思考や感情は、当人だけでなく、「ひとつ
の血」の関係にある血縁者の身体にも影響を及ぼ
す。すなわち、Aが血縁者Bに対してもつ「隠れ
た」思考や感情は、Bの身体変化として「明らか
になる」。なお、ここでの因果関係は、AがBに対
して好意や悪意をもった結果、Bが自らのモナに
喜びや負担を感じて、Bの身体が変化するという
図式を取らない。そうではなく、AがBに対して
好意や悪意をもった結果、（Bの感情に関わりな
く）Aの感情がBの身体に直接的に影響を及ぼす。
　たとえば、子どもに対する親の喜びそれ自体が、
子どもを太らせ、成長させる。同様に、病人に対
して血縁者が好意や同情といった良いモナを向け
れば、その感情自体が身体を治癒する。こうした
モナの力は、近親者にも、さらにはその所有物や
事業にも及ぶ。すなわち、Aが血縁者Bに対して
不満や怒りといった悪いモナを抱けば、Bの身体
だけでなく、Bの子どもや豚、ビジネスにも直接
的に悪影響が及ぶのである。
　血縁者の感情のなかでも特に強い力をもつとさ
れるのが、死にゆく者の好意や不満、怒りである。
それらの感情は「死に際の言葉（kanji pii or 
kanji）」によって示されると考えられている。死
に際の言葉は必ず実現すると言われ、これには大
別して「良い死に際の言葉（kanji aupeta）」と「悪
い死に際の言葉（kanji koopeta）」がある。まず、
良い死に際の言葉として次のような例がある。
　30代後半の男性Sによると、彼の父親は死ぬ前
にSを床に呼んで、良い死に際の言葉を残した。

父親はSに「息子よ、私はお前が１つの家屋で寝
ると思っているが、それを見ずに死ぬよ（Asan 
nanban enba andaka mendenya pali palu yaka laa 
masipip nanba kumilyo）」と言った。当時、Sの母
親は既に亡くなっており、Sは未婚で、彼には兄
が１人いるのみであった。調査当時の2008年、S
は既婚で２人の息子がいた。父親の死に際の言葉
について、Sは筆者にこう語った。「私は若くに
両親を亡くして孤児のようだった。だが、今は、
妻も家も豚も息子も全てもっている。Y（クラン
の成員）がもっているものは全てもっている。見
ろ、父の死に際の言葉が『実を結んだ（dii 
mandupae）』のだ。」
　上記の良い死に際の言葉における「家屋で寝
る」とは、男性が結婚して息子ができ、妻や親族
と協働しながら富を築いて、村落での十全な社会
生活を送れることを意味する。また、Sが述べた
「実を結ぶ」に関しては、一般的に植物の実は、
植物内部にある不可視のモナが太く大きくなりな
がら外部に出て目に見えるようになったものと考
えられている。同様に、Sを祝福する父親のモナ
は、その死後、不可視の状態から時を経てSの家
屋、妻や子ども、豚として「実を結んだ」、すな
わち可視化したというのである。
　しかし、良い死に際の言葉が日常的に人々の話
題にのぼることは少ない。それはいわばありふれ
た言葉であり、良好な親子関係は村落生活の地を
なすものであるからである。たとえば、最も一般
的な良い死に際の言葉とされるのは「私は死ぬ。
お前は元気でな（Nanba kumilyo, enba kalo）」とい
うものである。これは親が子どもの全てを祝福す
る言葉であるとされ、大半の親は死に際にこの種
の言葉を残すと言われる。これとは対照的に、悪
い死に際の言葉は、人々の高い関心を集める。な
ぜなら、それは身体の病や死、所有物の喪失や事
業の失敗といった、生の直面する問題に関わるか
らだ。
　悪い死に際の言葉は、エンガ語で「重みを置い
た（kenda seta）」と表現される。エンガ語で「重
み」とは、一般的に、①モノの物理的な重さ、②
病や疲労で体がだるい状態、③何らかの苦境や災
厄に直面した人が抱く憂鬱、心配、悲しみ、不満、
鬱積した怒りといった感情を意味する。たとえば、
豚の負債を返済しなければならないのに豚を所有
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していない状況で抱く感情は「重み」であり、そ
の時、人は「重みを背負う（kenda singi）」。他に
も重病、火事による家財の喪失などで抱く感情も

「重み」である。なお「重み」には度合いがあり、
たとえば、病のなかでも、軽い病に比べて重病に
かかって抱く感情は「とても重い（etete kenda）」。
また、豚の負債感に比べて、親しい者の喪失によ
る悲哀は「とてもとても重い（etete etete kenda）」。
　感情としての「重み」は良いモナではなく悪い
モナに相当し、身体を衰えさせる。そのような状
況は、日常生活の中でありふれた「小さな（koki）」
事柄ではなく、「大きな（yale）」事柄であり、本
人だけでなく、系譜の近い血縁者や、親密な者は

「憐れみや同情をもって（kondo kaenge）」何らか
の手を差し伸べ、解消に努めるべきだとされる。
　「重みを置いた」とは、「重み」を血縁者に向け、
その者に悪影響を及ぼす事象をいい、血縁者間の
軋轢や争いを原因とする。死にゆく者だけでなく、
健康な生者が血縁者に「重みを置く」こともある
が、死者のそれのほうがより強力であるとされる。
なぜなら、死にゆく者は、「そのことだけを考え
続けて死んだ（Baame masinki koo miniyo,	tenges 
ongom baa kumiyo）」からだとされる。つまり、死
者は血縁者の行為を原因とする自らの否定的な感
情、すなわち「重み」のために、病にかかり、死
に至ったということだ。血縁者との軋轢や争いの
渦中にある時、人はそれについて多くを考え悩み、

「重み」に絡め取られ、病になり、最悪の場合、
死に至る。それゆえ、「重み」を抱き続けること
は、自らの身体を危険にさらす態度である。死に
至った場合、本人の身体は消失しているため、そ
の「死霊（imamp koo）」が生前に彼が「重みを置
いた」相手を病にし、殺すことになる。
　その際、悪い死に際の言葉は、実の親から子ど
もに向けられたものが最も強力で、必ず実現する
と言われる。その理由として人々があげるのが、

「人は何もないところから生まれるのではなく、
『ひとつの血（父親と母親それぞれの血）』から生
まれるのだから（Agali mendem mee nakalenge, 
taiyoko mendem manjupae）」というものだ。つま
り、子どもが親から生まれたからだという理由だ。
これに加え、子どもが親から長期にわたり養育を
受けた点も理由としてあげられる。また、「真の
ひとつの血」を共有するとされるサブリニージ内

の関係においても、モナの影響力は強力だとされ
る。概して、系譜が近ければ近いほど、あるいは
親密であればあるほど、「重み」は強い力をもつ
と言われ、その結果としてもたらされる病は「家
の病（yaina andaka）」と呼ばれる。
　ただし、当事者がどのような関係にあろうとも、
特定の否定的な感情が「重みを置いた」とみなさ
れるのは、周囲の人々からみて正当な「根拠があ
る（tenge kalenge）」場合に限られる。ここで「根
拠」と訳したのは、エンガ語で植物の「根本」を
意味する「テンゲ（tenge）」の語である。植物が
しっかり根づいていなければ実を結ぶことはない
ように、悪い死に際の言葉に正当な「根拠がない
（tenge nakalenge）」ならば、それが「実を結ぶ」こ
とはない。この場合の根拠は、①当事者が血縁者
であること、②争いや軋轢で当事者の一方に非が
あり、他方（「重みを置いた」者）に非がないこと
の２つである。２つの根拠がなければ、その感情
はそもそも「重みを置いた」ものとはみなされな
い。多くの場合、②争いや軋轢で一方に非があり、
他方に非がないかについては、個別の文脈で個々
の人によって解釈が分かれるため事態が複雑にな
る。それでも根拠がないとみなされた不満や怒り
はそもそも「重みを置いた」ことにならない点に
変わりはない。逆にその感情にしかるべき根拠が
ある場合、それは必ず実現する。
　「重み」の原因となる血縁者間の軋轢や争いの
内実は様々であるが、「根拠がある」状況が生じ
やすいものとして、親不孝、集落内（andakam）
の土地争い、そしてクラン間の戦争や争いにおけ
るクラン成員による裏切りがあげられる。第一に、
親不孝に関しては、父親と母親の協働に基づく子
どもの養育や教育費支払いは、無償の愛に基づく
行為ではなく、むしろ将来返礼されるべき、長期
にわたる一方的な贈与と捉えられている。それに
対して、子どもは成人後（婚姻後）、親の老後の
世話をすることを期待される。子どもがその義務
を果たさなければ、親は直接的・間接的に不満を
述べ続ける。仮に自らの子どもがそのすべての言
葉を無視した場合、親は深い悲しみを抱えたまま
死ぬことになる。
　第二に、集落内の土地争いに関しては、集落の
外部に広がる森林（kakatas）とは異なり、集落内
の土地区画は所有権が明確である。そのため、集
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落内の土地争いは、しばしば一方が他方の土地区
画を強引に奪い取るかたちをとる。その際、老人
よりも身体的に強い壮年男性が、そして兄弟・類
別的兄弟の数が少ない者よりも多い者が、動員可
能な暴力において優勢であるため、土地争いでも
有利になる。仮に一方が他方の土地を奪ったこと
が明らかであったとしても、そのような者に土地
の返却を命ずることのできる権威が村落には不在
である14）。それゆえ、土地を奪われた者は、同じ
集落に住みながら、自らの土地が他でもない自分
の血縁者によって不当なかたちで使用され続ける
のを何もせずに見続けるしかない場合が多い。
　第三に、クラン成員による裏切りは、とくにそ
れがクラン成員の死と結びつくとき、激しい怒り
を生む。たとえば、クラン間の争いで敵対クラン
の者と共謀してクラン成員を死に至らしめる行為
や、次章の事例にあるように、自クランの者が殺
害された際に支払われた賠償を独り占めにするこ
とは、許しがたい裏切りとみなされている。敵対
クランによる殺害や財の強奪であれば、クラン成
員たちは同等の行為をもって報復することができ
るが、クラン内部の裏切りに対して同等の報復を
試みるべきではないとされる。そのため、行き場
の無い怒りが鬱積することとなる。そのような裏
切り行為は、いかなる理由によっても正当化され
えず、他の多くのクラン成員に、そしてなかでも
近親を殺され悲嘆にくれる者に、いつまでも消え
ることのない深刻な「重み」を抱かせる。
　こうした原因から、まず生者が血縁者に「重み
を置いた」とき、その否定的な影響力を取り除く
には、（１）「言葉をまっすぐにする（pii tolesingi）」
と呼ばれる和解の話し合いを開くか、（２）「重み
を置いた」者の要望に応える（e.g. 財の贈与）か
して、当人の怒りや不満を鎮める必要がある。

「重みを置いた」本人が死亡している場合、死者
の代わりにその子どもや系譜の近い者、死者と生
前親しかった者と「和解」の話し合いが開かる。
しかし、とくに死者が「重みを置いた」場合、そ
れは容易に解消されることはなく、一回の話し合
いや、一度要望（この場合、死者の代理となる者
の要望）に応えただけでは、「重み」は残り続ける
とされる。その理由は、「重みはひとつの血の中
に置かれた（Kenda onko taeyoko mendai one seta）」
からであると言われる。この点は程度の差はあれ、

生者が「重みを置いた」場合にも言われることで
あり、一旦和解が成立しても再度、両者の関係が
悪化すれば、過去の軋轢を含めた「重み」が再浮
上することとなる。
　最後に、一般的に血縁者間の争いや軋轢におい
て「重み」を抱き続けることは、「悪い行い（mana 
koo）」として非難される。なぜなら血縁者間の争
いや軋轢を解決するには、当事者が相手の非を
「忘れる（kame singi）」ことが必要となるからだ。
それゆえ、たとえ明白な被害者であったとしても、
長期にわたり相手の非を忘れないことは、不和の
解消を阻害する態度として周囲からの批判の対象
となる。そのような男性は「悪い男（agali koo）」
と陰口を叩かれる。その傾向はとくに、「重み」
がその者自身の身体に悪影響を及ぼしていない段
階に顕著である。しかし、「重み」が自らの身体
に悪影響を及ぼすに至った段階では、まさに相手
を許さずに怒りを抱き続ける「悪い男」こそが最
も強力な力をもって恐れられるだけでなく、周囲
から憐れみや同情をもって支持されるのである。
　それでは、血縁者間の関係のうちに生じた感情
は、現実の社会的なプロセスにおいていかに作動
する／しないのか。次章以降では、この点を事例
の記述・解釈と理論的考察を通して明らかにする。

Ⅳ　事例

　本章ではまず死者が「重みを置いた」事例を取
り上げる。事例１は、ある男性が実の息子と自ら
のサブリニージの類別的息子に対して、悪い死に
際の言葉を残したものである。
　
【事例１：死者の「重み」】
　Yクランの50代男性Aは、2008年２月から都市
の病院に入院し、同年７月に亡くなった。彼は
「腹が膨らむ（ingi palenge）」重病にかかったと言
われていた。Yクランの居住地であるM村では、
Aの病がひどくなるにつれて、彼は父親Nが「重み
を置いた」ために、病になったと噂されるように
なった。Aの父親Nは、2003年頃に村で病死した
とき、息子に対して死に際の言葉で「重みを置い
た」と言われていた。なぜなら、Aは都市で看護
師の職に就いていたが、村落に帰らず、父親Nの
世話をしなかったからである15）。Nの死から５年
後の2008年６月、これを解消するために、Nのサ
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ブリニージの男性や彼と生前親しかった男性らの
主導で、Aを含めた「和解」の話し合いが行われ
た。その話し合いはうまくいったと言われていた。
　しかし、彼らの期待に反して、１ヶ月後の７月
に、Aは都市の病院で死亡した。その死後、筆者
は上記の話し合いを主導した50代男性にAの死因
について尋ねた。彼によればAの死因はNの「重
み」と関連のない「ただの病」であり、Aの家屋の
中が汚かったから病になったとした16）。これはN
が「重みを置いた」ことに対して「和解」の話し
合いをしたにもかかわらず、Aが死んだため、彼
がAの死因について解釈を変えたことを意味する。
　また、同様に上記の話し合いに参加した60代
男性に筆者が尋ねたところ、彼はまだAの病が悪
化していないときなら、話し合いによって治療で
きたはずだが、病が進行し過ぎていたために、A
は死んでしまったと語った。ただし、筆者が「A
は父親Nが『重みを置いた』から死んだのか」と
尋ねると、彼は「私はそうだと思うが、わからな
い。Aが死んだ本当の理由を見ているのは、Aの
死霊だけだ」と答えた。
　さらに、Nは生前、同一サブリニージの50代男
性Tと土地を争っていた。そのため彼は、Tに対
しても死に際の言葉によって「重みを置いた」と
言われていた（図１）。
　Tは村落に不在のAの代わりにNの老後の世話
をしており、いつも彼と一緒にいたとされ、その
返礼としてNから集落内の土地の一画を贈与され
た。しかし、その後の事情の変化により、NはT
に対して土地の返却を求めたが、Tが応じなかっ
たため、両者はその土地をめぐって争うことと
なった。あるときは、TはNに暴言を吐き、さら

にNの娘Kに暴力を振るって橋の上から川に突き
落としたこともあった。Nはこの土地が返却され
ないことを嘆き続け、死に際に、Tに「重みを置
いた」と言われていた。
　2008年７月、Aの葬儀がM村の広場で行われた。
葬儀の場では、クランのリーダーをはじめとする
複数の男性たちが様々な演説をした。その場で、
Tは参列した大勢の人々の前で、Aの死因につい
て演説した。その内容は、Aの死因は、他クラン
による陰での「毒殺（toma kai）」にあるというも
のだった。　
　一方、筆者がリニージの他の男性たちに個別に
尋ねたところ、Aの死因について、Nの世話をし
なかったという理由をあげる者と、Aが父親の土
地争いの相手Tと親しくしたために、Nの死霊が
Aに対して怒ったという理由をあげる者がいた。
また、そもそもNとTの土地争いに関しても、ど
ちらに非があるかについて、男性らの意見は一致
していなかった。そのため、実際に、NがTに向
けた怒りが「重みを置いた」ことになるか否かに
ついて、リニージの男性たちの間でも解釈が分か
れていた。しかし、どの男性も、いずれTが実際
に病にかかれば、Nが「重みを置いた」ことが「明
らかになる」と語った。
　
　事例１では、Aの病を契機に、その原因が様々
に推測されるなかで、過去の出来事や関係が想起
された。はじめに、父親Nが死に際に残した言葉
に表現された、悲しみと不満の感情、すなわちN
が「重みを置いた」ことが病因として浮上した。
ただし、Nが「重みを置いた」理由は複数あった。
ひとつはAの親不孝であり、もうひとつは、Aが
Nの土地争いの相手Tと親密になったこと、すな
わち父親Nに対する裏切りであった。
　Aの病状悪化により、Nのサブリニージの男性
や彼と生前親しかった男性らの主導で、NとAの
「和解」の話し合いが開かれ、それは成功したと
言われていた。しかし、１ヶ月後、Aは死亡した。
その理由として、３つの可能性があった。①話し
合いが実は失敗した、②話し合うのが遅すぎた、
③そもそも「ただの病」だったというものであっ
た。だが、いずれにせよ、そこから一つの選択肢
を根拠づける決定打は存在しない。
　さらに、Aの死後、彼の新たな病因が浮上した。

 
 
 
 

 
図 1 事例 1 の N、A、T をめぐる「重み」の構図 

 
 
 
 

 
図 2 事例 2 の P と D たちをめぐる「重み」の構図 

 

図１　事例１のN、A、Tをめぐる「重み」の構図
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Aの葬儀時に、Tがクラン間関係における「毒殺」
をもち出したのである。クラン間では陰で「毒」
を使った殺人があると考えられている。「毒」は
摂取後も摂取前も「隠れて」おり、病や死として

「明らかになる」と言われる。TはAの死因に関し
て、この「毒殺」を持ちだすことで、「重み」が問
題化するクラン内の血縁関係から、クラン間の非
血縁関係へと注意の焦点を移したのである。なぜ
なら、Aの死因をNが「重みを置いた」ことではな
く「毒殺」とすれば、NがT自身に「重みを置い
た」話も出にくくなるからだ。つまり、彼は間接
的に自分に関わる「重み」の筋書きを否定したの
である。
　だが最終的にAの死因は確定されなかった。事
例１で60代男性が述べたように、真の死因を知
りうるのは、その当人の死霊だけである。病や死
について複数の解釈が成立しうる状況で、真の死
因は人びとにとって不可視の領域に「隠れてい
る」。それについて完全な知識を得られるのは、
同様に不可視の領域に存在する死霊だけである。
　したがって、NがTに「重みを置いた」のかも、
Nがどのような原因でAに「重みを置いた」かも、
そもそもAの死因が何であるかも、様々な解釈や
推測があるだけで、そのいずれかに完全に収斂す
る決め手はない。この先いつかTが病になるまで
物語は宙吊りにされたままである。しかし、Tが
実際に病に伏したとき、すなわちその身体変化が
目の当たりにされたとき、病因の推論によってN、
A、Tの関係が、Nの娘Kや周囲の血縁者たちを巻
きこみながら再び動き出す点が、人々の語りにお
いて示唆されていた。ここからは、死者の怒りや
不満が「重みを置いた」であるか否かを精査する
上で、その結果である相手の身体変化を目にする
ことが決定的に重要であることがわかる。だが、
事例の時点にあるのは、将来の身体変化とその際
に関係がどのように動くかについての予期のみで
あった。
　一方、事例１とは異なり、次に取り上げる事例
２では、息子の死に起因する悲しみや怒りが、そ
の結果である血縁者の身体変化に先立って、「重
みを置いた」ものと断定され、人々を突き動かし
てゆく。そこにいかなる出来事が介在したのであ
ろうか。

【事例２：泣き声の「重み」】
　2008年９月に、M村のYクランに属する60代男
性Pの次男Sが他クランの女性に婚資を支払う予
定であった。婚資の支払いに先立ってPは、同一
サブリニージのDとその兄弟たちは婚資に財を供
出すべきだと、自らのリニージの男性らに話して
いた。その背景には、Pの長男Lの死があった
（図２）。
　Lは非常に聡明な青年で、周囲の皆から好かれ
ていたと言われる。しかし、彼は2002年にクラ
ン間の紛争で、他クランの男性に銃殺されてし
まった。その死に対して、相手クランから多額の
殺人賠償（豚60頭と現金20万円）が支払われた。Y
クランの代表として殺人賠償の受贈と分配を仕
切ったのは、Lと同じサブリニージの男性Dであ
る。しかし、Dとその兄弟J、Gらは、現金のほと
んどを自分のものにするほか、豚を自分たちの都
合の良いように分配した。死んだLが属するリ
ニージの成員どころか、父親のPでさえ、少量し
か分配されなかったという。PはLの死と不当な
分配に悩み続け、「重み」を抱き、気が狂って痩
せ細り、病になったとされる。
　それから５年以上の月日が経った2008年９月、
殺されたLの弟である、Pの次男Sが、他クランの
女性に婚資を支払う機会が訪れた。それに先立っ
てPは、D、J、Gたちに対して、殺人賠償を横領
した埋め合わせとして、婚資に支払う豚を最低で
も１頭ずつ供出すべきだとリニージの男性らに話
していたのだった。
　しかし、それにもかかわらず、当日D、J、Gは
婚資支払いの場に来ず、財も供出しなかった。相
手の女性は少量の婚資に不満で、Yクランの男性

図２　事例２のPとDたちをめぐる「重み」の構図

 
 
 
 

 
図 1 事例 1 の N、A、T をめぐる「重み」の構図 

 
 
 
 

 
図 2 事例 2 の P と D たちをめぐる「重み」の構図 

 

殺人賠償を横領した男性達
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らが集まった広場で受け取りを断った。断られた
ことを受けて、Yクランの男性たちも女性に対す
る婚資の支払いを取り止めた。しかし、Pはただ
ひとり、相手の女性に婚資を支払うと泣きながら
言い張った。彼はDたちが婚資の豚を供出しない
と言い、広場の大勢の人々の前で泣き声を上げた。
彼は目を赤くし、涙を流していたが、その泣き声
は葬儀時の儀礼的「泣き」に特徴的な発声とリズ
ムであった。相手の女性が帰ってからも、Pは広
場をぐるぐると歩き続け、泣き腫らした顔で「私
は首を吊る」と大声で言い放ち、「私はいつに
なったら得られる。私のもの、私のもの、私のも
の…」と繰り返した。
　その場に居合わせたPの娘の夫は大勢の人々の
前で、Pの泣き声や歎きの言葉を「重みを置いた」
ものと断定し、Pを支持する演説をした。Pの娘
の夫は「お前ら、あいつが泣いているのを止めら
れるか。あいつが泣いて死ねば、お前らは死ぬべ
くして死ぬだろう（お前らが次の機会に婚資に財
を供出しなければ、Pが死に際に「重みを置いた」
ことによりお前らも死ぬだろう）」と演説し、す
ぐにその場にいたリニージの男性らも彼を支持し、
DらはPの婚資に財を出すべきだと演説した。な
お、このリニージの男性たちは、殺人賠償の一部
を受け取るはずだった、Pと同じリニージの者た
ちであった。
　結局、その３ヶ月後、再びPの次男Sが、別の
女性に婚資を支払う機会がきたとき、D、J、G全
員が、婚資の供出としては比較的高額な現金を出
した。その後、Pは大勢の人前で悲しみや怒りを
示すことはなくなった。しかし、後日、筆者が個
別にPに尋ねたところ、Pは「殺人賠償のことを忘
れるわけではない」と語った。Pと同一リニージ
の男性３人にも、筆者が別個にこの件について尋
ねたところ、３人ともが今回の現金供出だけでは
不十分であり、このままではPの三男Hが婚資を
支払うときに、再びPが「重みを置いた」話が持
ち上がるだろうと語った。
　
　事例２では、病のために痩せ細ったPが、婚資
の支払いのために大勢の人が集まった場で泣き声
を上げたことを契機に「重み」の論点が顕れた。P
が涙ながらに口にした言葉は「自殺」と、「私のも
の＝息子＝殺人賠償」の横領であった。彼はこの

横領が埋め合わされぬことを理由として死ぬと公
言したのだ。その結果、周囲の男性たちはPの泣
き声を「重みを置いた」ものと断定し、彼を支持
する行動に出た。一方、Dらは１度目の婚資には
財を供出しなかったのに対して、結局、２度目の
婚資でPの要求通りに財を供出するという行動を
とった。つまり、「重みを置かれた」男性たちは、
その帰結としての病や死を恐れて、泣き手の要望
に応えて感情を鎮めるという行動をとったといえ
る。
　ここで重要なのは、どのような条件が、男性ら
にPの泣き声を「重みを置いた」と断定させ、そ
の解釈が妥当性をもちえたかである。事例２にお
ける泣き声の解釈は、明らかに同一リニージの男
性らの利害関心の影響を受けているが、それだけ
ではPの悲哀は「根拠」をもちえない。すなわち
「重みを置いた」ことにはならない。その解釈が
周囲に妥当性をもち、承認を得るには２つの条件
がある。ひとつは、当人Pの身体変化である。こ
の出来事に先立って、Pは長男を失って殺人賠償
を横取りされた悲しみのために、気が狂い、痩せ
細ったと言われていた。もうひとつの条件は、そ
の感情が死と結びつくことである。事例２で、リ
ニージの男性らがPを支持するようになったのは、
Pが長男の死と結びつく泣き声を上げてからで
あった。その泣き声は、葬儀時の儀礼的「泣き」
と類似し、その場に居合わせた男性たちに、Pの
長男の葬儀と死の悲しみを喚起する。彼らはPの
痩せ細った身体と、過去の長男の死を喚起する泣
き声に、疑いえないPの「重み」を読み取ったの
である。
　さらに、このPの否定的な感情は、次男への婚
資支払いをもってしても一時的にしか鎮静化され
えない。なぜなら、筆者に対して、Pは彼らの非
を忘れたわけではないと語ったからである。自慢
の息子をもはや目にすることすら叶わない、Pの
悲しみと怒りは尽きることを知らない。この点に
ついて、同一リニージの男性たちも同様の見解を
述べていた。Pが「重みを置いた」事実は完全に
消失したわけではなく、三男Hの婚資の支払いに
もちこされることとなったのである。
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Ⅴ　考察と結論

１　身体に内在する社会性
　ここでは本論の冒頭で紹介した身体に内在する
関係の可視化と不可視化の運動と、我が身を滅ぼ
すほどの強烈な感情との関わりについて、前章ま
でに提示した諸前提と事例を総合し、考察したい。
ここではまず前者、すなわち身体に内在する社会
性について論じる。
　Ⅱ章とⅢ章で記述したように、当該地域におい
て、身体は表面の可視的な皮膚と体内の不可視の
深層から成る。身体深層にある不可視の血や水分、
そして感情の状態は、身体表面の変化として可視
化する。しかし、とくに感情のひとつである「重
み」とは身体の概念であるだけでなく、関係の概
念でもあった。身体表面の皮膚とは、自他の関係
が可視化する（「明らかになる」）場であり、それ
ら諸関係が客体化された形態（objectified	form）で
ある。それゆえ、成長や病といった身体の形の変
化から、過去と現在の関係が読み取られ、未来に
とりうる方向性が予期される。人々は「皮膚を読
む」［O’Hanlon	1989］ことで、個別の身体を過去
と未来の具体的で特殊な諸関係へと「分析」する
のであり、身体変化は諸関係が皮膚の上に可視化
する契機である。
　一方、可視化せずに不可視に留まる諸関係は、
身体の深層に内在した（「隠れている」）ものと捉
えられている。そこで問題となっているのは、身
体・モノの可視的な形態と、不可視の関係の状態
との結合／非結合である。身体は過去と未来の諸
関係という奥行きのもとに知覚されるが、前章の
事例に明らかなように、その顕れは不確実性をと
もなう。
　Ⅰ章で言及したニューギニア高地の人格論の枠
組みでは、身体はそれ自身を産み出し成長させた
過去の関係を客体化し可視化する。そこでの身体
はあたかもそれら複数の関係を不可視の深層に内
在させたモノとして現れる。本論で取りあげた死
に際の言葉の例では、これとは多少異なる構図の
もとに、身体が過去の関係を客体化していた。
　生者を祝福する場合であれ、呪い殺す場合であ
れ、死に際の言葉の典型は、親から子どもへのも
のであった。それが必ず実現する理由は、子ども
が親から生まれた点と、親から長期にわたり養育

を受けた点に求められる。子どもは、①父親と母
親の性交によって生まれ、②夫婦のサービスの交
換を通して育てられる。死に際の言葉では、子ど
もの身体は両親の死後、それらの無媒介的交換
（unmediated	exchange）関係それ自体ではなく、
自らを産み出し成長させた者との関係を客体化し、
可視化する17）。すなわち、過去の良好／劣悪な関
係の内に生じた親の感情から、子どもは直接的、
無媒介的な影響を受ける。子どもの身体は、自ら
を産み出し成長させた者との関係の肯定／否定を、
その身体の存在の肯定／否定として忠実に客体化
するのである。
　ただし、事例１と事例２には、実の親子だけで
なく、類別的親子と類別的兄弟の関係が含まれて
いた。当然、類別的親子と類別的兄弟に関しては、
子どもの誕生に関わっていないが、両者ともに婚
資の支払いと、養育や共食などを通した身体形成
に寄与する。とくに、事例に登場したサブリニー
ジの類別的親子・兄弟は、他のクラン成員とは区
別される「真のひとつの血」を共有し、婚資支払
いとその分配の中核にある。Ⅱ章で論じたように、
婚資支払いの有無は、長期的にみたとき、可変的
な身体への継続的な働きかけを方向づける営為で
あり、彼らは実の両親ほどではなくとも、その者
の特定の身体形成に大きく寄与している点に変わ
りがない。
　くわえて、この関係は、「重みを置いた／置か
れた」者の間だけでは完結しない。悪い死に際の
言葉を解消するための「和解」の話し合いは、「重
みを置いた」当人が既に亡くなっているため、そ
の子どもや系譜関係の近い者、死者と生前親し
かった者たちが、その代理となって行うことが必
須であるからである。これらの人々は、死者の
「重み」を受け継ぐ「代理人＝行為者（agent）」で
あり、それが可能である理由は、やはり血縁と相
互行為の蓄積にある［Strathern	1988：268-305；
春日 2007：150］。
　では、Ⅲ章で述べた「根拠」とはなにか。死に
ゆく者の感情に「根拠」がない場合、ある者が「重
みを置いた」にもかかわらず相手の身体に影響を
及ぼさないのではなく、その感情はそもそも定義
上、「重みを置いた」ことを意味しない。つまり、
怒りや不満という一般的な感情が論点となってい
るのではない。「重みを置いた」血縁者とその相
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手との非対称的な関係についての慣習的な定義に
含まれた、特殊な怒りや不満が問題なのである。

「根拠」とは、争いや軋轢における血縁者間の非
対称的な関係を定義するものに他ならない。この
関係の形式が整う限り、「重みを置いた」感情は、
偶然に作用するのではなく、必然的に働く。
　この非対称的な関係から生じるのは、視点の転
換である。状況によっては、ある者Aの怒りや不
満は、それ自体は相手Bにとっても類似した感情
でありえる（相手Aも悪いから、同じように私Bも
怒っている）。だが、この明確に非対称的な関係
においては、ある者の「重み」によるその者自身
の身体の減退が、相手の血縁者（あるいは周囲）
から見て、自らに「重みを置いた」感情に映り、
自らの身体の減退を予期させる。あるいは、その
ような視点を強いる。２つの事例からも明らかな
ように、周囲の人々は、当事者の身体変化や泣き
声等から、その者が「重みを置いた」と判断する
が、これは特定のモノの形（e.g. 「腹が膨らむ」
病）と特定の非対称的な関係を一組とする（その
一方が欠けては成立しない）社会的な知覚である

［Strathern	1988：241-242；里見 2014：153-154］。
　この点と関連して、争いや軋轢において相手の
非を「忘れる」ことのない態度が、一般的には「悪
い行い」として批判される点は興味深い。「重み
を置いた」文脈では、相手の非を忘れずに死にゆ
く者の感情が正当性をもって認められるからであ
る。このことは、「重みを背負う」身体から離れ
て語られる一般的な「社会規範」が、行動や態度
を矯正する力を事実上もたないことを示している。
ある者が「重みを置いた」とき、それは血縁者の
身体に内在して潜在し続ける（「ひとつの血に置
かれる」）。そして人々に行為をとらせるのは、当
事者の実際の身体変化である。和解のための話し
合いはそのような行為のひとつだが、話し合いの
後も、身体を構成する当事者間の関係それ自体が
消失して無になることはない。再び両者の関係が
悪化したり、「重み」を向けられた者が病にかか
れば、その知覚から「解消」されたはずの過去の
非対称的な関係が再浮上する18）。関係を内在させ
た身体が存在する限り、「重み」は残り続けるの
である。
　ここでの人格は、自他の身体に外在する社会規
範に統制されるのではなく、身体に内在する関係

を明るみに出し、その知覚によりさらなる相互行
為をとるよう誘導される。人格に行為をとらせる
文脈の連なりは、身体内部に埋め込まれ潜在して
いる。そして人格は、身体とそれに内在する関係
の知覚により、「重み」を否定したり、解消する
行為をとる。このような意味で、身体にとって社
会性（相互行為の連鎖の型）は内在的である。
我々はこの過程に、それ自体を超えた「全体」や
「社会規範」を過剰に読み込むべきではない。そ
のような記述は、彼らの社会性ではなく、社会関
係の作動をある安定した全体のなかに位置づけよ
うとする我々の前提を忠実に映し出している。
　
２　人格の拡大
　しかしながら、本論で提示した２つの具体的事
例は、この点に留まるものではなかった。それが、
我が身を滅ぼすほどの強烈な感情である。この点
はストラザーンの人格論で原因と効果の連鎖に部
分的に組み込まれているが、サカ谷の事例はそれ
に尽きるものではない。
　本論のモナの「重み」に類似した事例を、スト
ラザーンはエンガ州に隣接する西部高地州
（Western	Highland）ハーゲン（Hagen）から報告
している［M.	Strathern	1968］。ハーゲンでは、
ある者が身体内部の器官ノマン（noman）にクラ
ン成員に対する「鬱積した怒り（frustrated	anger）
（popokl）」を感じると、死霊がその不可視の身体
内部の感情を見て、憐れみから彼を病にするとい
う。その病によって彼は周囲の人々の注目を集め、
怒りの原因となった不和や軋轢の解消が目指され
る。しかし一方で、死霊は必ずしも子孫の鬱積し
た怒りに同情を示すとは限らない。なぜなら、社
会関係の回復を目指さない過度の怒り（popokl）は、
死霊によって憐れまれることがないからである。
生きた人々の間でも、そのような長きにわたる過
度の怒りは病気に対する共感の対象にならないと
いう。それゆえ、彼は適当な時期に怒りを忘れ、
再び「良いノマン」を抱かなければならない。長
期的に、鬱積した怒りはその者にとって有害であ
るからである［M.	Strathern	1968：262］。
　ハーゲンでは社会関係の回復を目指さない怒り、
言い換えれば関係の継続と展開にとって生産的で
ない限り、その感情には価値が置かれず力を認め
られない。これとは対照的に本論のエンガ州サカ
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谷の事例では適度な怒りではなく、我が身を滅ぼ
すほどの怒りや悲しみに焦点があった。事例１で
はNは「そのことだけを考え続けて死んだ」ので
あり、事例２では息子を亡くしたPは自殺を公言
している。その結果もたらされるのは、怒りや不
満を向けられた相手の死である。そこにあるのは、
少なくとも生ける人格としては修復することなど
不可能に近い関係である。しかし、それによって
彼らは自らの苦悩に人々の注目を集めていた。
　この点を、ストラザーンの行為の原因と効果の
枠組みに従って、相手や周囲に対する自らの行為
の効果の最大化と記述するだけでは極めて不十分
である。確かに、事例２のPの葬儀時の「泣き」に
類似した泣き声は、そのようなパフォーマンスと
して捉えられる。しかし、彼らが増大しようとし
ているのは、直接的には、自らの行為の効果とい
うよりも、むしろ非がある相手の行為による自ら
の身体への効果＝「重み」である。息子に見放さ
れ、土地を奪われ、殺人賠償を横領されたことを
理由に、彼らは悲しみ続け、病にかかり、死に近
づくなかで、その効果を最大化したのだ。彼らは、
身体の生産や成長ではなく、身体が弱り死へと向
かうなかで、健全な生者の身体には獲得不可能な
力を得る。
　Ⅲ章で述べたように、血縁者の「重み」はそれ
自体、周囲が注意を払うべき「大きな」事柄であ
る。事例では、単なる苦境によって抱かれる「重
み」ではなく、血縁者間の深い軋轢において生じ
た「重み」とそれを体現した身体に周囲の関心が
注がれていた。ここでの人格は、行為の主体であ
ることによってではなく、特定の関係を客体化す
る限りにおいて他者の関心の対象となる

［Strathern	1988：273］。彼らは狂おしいほどの
怒りや悲しみから「重み」をさらに増大させ、死
を賭して非がある相手の行為に人々の視線の焦点
を集め、周囲が関心を払うべき人格のさらなる拡
大を図ったのである。そのとき、人々は否応なく、
この巨大なる人格に目を向けざるを得ない。苦悩
に悶えて死にゆく身体は、同じように遠からず死
ぬであろう血縁者の身体を予示している。人格は
己の死との関わりにおいて、自らの内に真の人格
のあり方を見いだすのではない。そうではなく、
社会関係を内在させた身体の死との関わりで、自
らの内に他の人格が含まれ、他の人格に自らが含

まれるという事実を拡大するのである［c.f.	
Strathern	1989：56］。
　贈与交換の概念をいくら拡張しようとも、この
点を捉えることはできない。交換関係は、その非
生産の地点において、ある種のスケール（「大き
さ」）ならびに比重（「重み」）の関係へと変質して
いる。もちろん交換関係においても、人格の能力
は生産物や交換財のかたちで量化され、そのス
ケールが測定される［Strathern	1999：206-225］。
しかし、これとは対照的に、本論でスケールなら
びに比重というとき、その主眼は人格の能力の単
なる測定ではなく、人格の能力の変容にこそある。
人格は死との関わりにおいて周囲の人々に自らを
再測定させ、巨大な存在と化す［Corsín	Jiménez	
2004］。このように他を原因として自らに死をも
たらす、受動性の極致における巨大なる力能の獲
得を、本論では「人格の拡大」と呼ぶ［cf.	Corsín	
Jiménez	2004：29-30］。
　しかし、ここで忘れてはならないのは、「重み
を置いた」感情が必然的に作用するとされる一方
で、それでもなお相手の病や死の原因が不明瞭で
あることである。事例１に顕著なように、エンガ
州サカ谷における病や死には、根源的な不確定性
がつきまとう。病や死は身体表面の可視的な変化
であるが、その原因は不可視の領域に属する。病
因・死因には、身体内部の血と水分の欠乏だけで
なく、親不孝や血縁者間の土地争いの結果生じた
感情、クラン間で陰で用いるとされる「毒」など
が含まれる。それら不可視の原因は、いつか身体
変化として顕在化する。しかし問題は、ある人格
は数多くの関係（e.g. 複数の血縁者／複数のクラ
ンとの関係）を内にもつため、そのうち、どの関
係において病にかかり死に至ったかを判断するの
が困難な点にある。ある特定の血縁者が「重みを
置いた」ことは、病や死の唯一の原因ではない。
事例１のように、病や死として可視化したはずの
不可視の原因は、様々に推測され対処されはする
が、完全に知りうるものではない。不可視の原因
を明瞭なかたちで「見る」ことができるのは、た
だ不可視の死霊のみである。
　それゆえ生ける者にとって、不可視の領域は身
体表面を通しておぼろげながらに透けて見えるに
すぎない［Corsín	Jiménez	2004：28］。身体深層
にある不可視の領域は、過去の様々な諸関係とそ
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の力を蓄積する「保管庫」［c.f. 出口 2015：232；
Uchiyamada	1995：290-291］として、病や死に
ついての社会的な知覚の基盤を成す。しかし、可
視の領域と不可視の領域それ自体を明瞭なかたち
で関係づけることはできない。この意味で、不可
視の領域は「関係性の限界（limit	of	relationship）」
地 点 に あ る［Weiner	2001：69-84，161-174］。
それは現時点の「人の生を越えたものだが、それ
にもかかわらず人の生に影響をもたらすもの」

［Corsín	Jiménez	2004：16；Weiner	2001：163-
164］であり、身体の特定の顕れを地として支え
る。これは人々の諸行為を包摂し秩序づける全体
ではなく、諸行為を支える「地盤（ground）」と捉
えられなければならない。不可視の領域に含まれ
る諸関係とその力は、そもそも過去の人格間の無
数の相互行為の蓄積に由来する。しかし、常に新
たな行為の最中にある人格にとってその点は反省
の対象とならず、不可視の領域は端的な所与とな
る［ワグナー 2000：82-98；Weiner	2001：163-
167］。それゆえ、ただ可視的な身体変化が、こ
の不可視の次元の一部をおぼろげに開示するなか
で、人々の行為が誘発されるのみである。
　本論で「人格の拡大」というとき、この地盤を
前提としている。人々は隠れた諸関係のすべてを
意識化せずとも、過去の諸関係やそれがとりうる
方向性についての広範な知識を潜在的にもってい
る。それゆえ、エンガ州サカ谷の人々が病の身体
を眼差すとき、その内奥にある諸関係のいくつか
は否応なく一挙に表面に現れうる［c.f. ストラ
ザーン 2016：90］。だからこそ、人格は拡大さ
れなければならない。地盤は社会的な知覚を支え
る底ではあるが、現時点の社会生活を越えた、語
り尽すことのできない広大さをもつ領域であり、
その不可視性と開放性から根源的な偶然性を孕ん
でいる。「人格の拡大」はこの偶然性の只中で、
徹底的な身体能力の減退を通して、人に特定の身
体の「見え」だけを強いるものである。死にゆく
身体からほとばしる強烈な感情は、それに根拠が
あるとき必ず実現する。人格は不可視の領域の偶
然性に曝されながら、しかしその境界地点にある
死との関わりで、自らを拡大するのだ。
　以上、本考察はストラザーンの人格論がもつ前
提、すなわち関係の生産と身体能力の増大との対
比から、関係の非生産と関係性の限界地点、そし

て受動性の極致ともいえる身体能力の徹底的な減
退に光を当て、ニューギニア高地エンガ州サカ谷
の「重み」の事例に特殊な人格性と社会性を明ら
かにした。これを通して事例の特定の解釈が可能
となっただけでなく、身体に内在する社会性から
「人格の拡大」という新たな理論的契機を見出す
ことができた。ただし、本論では身体に焦点を当
てたため、「重み」の言葉の問題を取り上げな
かった。今後の課題は、本論で示した枠組みで言
葉について考えたとき、いかなる洞察が得られる
かを検討することである。
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注
１）本論で提示する資料は主に2007年５月から2009
年１月にかけてニューギニア高地エンガ州ワペナ
マンダ地方（Wapenamanda	District）サカ谷（Tsaka	
Valley）M村にて行った実地調査に基づく。エンガ
州の人口は295,031人、ワペナマンダ地方は53,547
人、サカ谷は15,604人、M村は1,303人であった

［Papua	New	Guinea	National	Statistical	Office	2000］。
言語はエンガ州のほとんどの地域で使用されるエ
ンガ語である。

２）たとえば、古典的研究として『人というカテゴ
リー』［カリザスほか（編） 1995］、1980年代以降の
代表的な研究としてストラザーンの研究［Strathern	
1988］がある。また、ストラザーンのように身体を
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議論の中心に据える研究以外にも、人格性と道徳
や倫理の関係を問う研究［Hickman	2014；Lambek	
2013］、人格の動機や感情に焦点を当てた会話状況
の分類［中川敏 2002］、特定制度内での人格の意図
と責任をめぐる解釈枠組みの分析［中川理 2002］、
歴史認識を人格性の観点から考察する「歴史のなか
の人格（person	in	history）」論［Bloch	1998：67-
84］、生殖医療や人体冷凍保存といった先端技術を
めぐる新たな人格性の生成についての研究

［Farman	2013；Konrad	2005］、人間だけでなく動
物まで射程に入れた動物人格論［比嘉 2015：6-11，
21］がある。

３）	 人格（person）と隣接する概念として、自己
（self）があげられる［中川 2001］。本論は前者に焦
点を絞るため、人格と自己の関係については取り
上げない。

４）	 ストラザーンがメラネシアの人々の実践を、人
類学者が行う比較と類似したものとして捉え、人
類学的な比較の方法を再構成した点については里
見・久保［2013：273-275］に詳しい。なお、里見・
久保は、同論考でストラザーンの全著作を視野に
入れた精緻な読解を展開している。また、ストラ
ザーンの比較理論を援用し、科学技術を取り巻く
比較の実践をとくにモノの移動から論じたものと
してモハーチと森田［2011］がある。

５）	 ①対象に外的なコンテクストによる対象の説明
と②対象に内的な対比による対象そのものの理解
については、次の論文［Strathern	1979：253；スト
ラザーン 2016：91-93］を参照のこと。

６）	 ただし、ストラザーンはこれらの点について意
識的である。彼女は、現実の贈与交換の関係に社
会性を見いだしたのではなく、贈与交換の関係の
論理によって社会性について思考している。その
意味で「メラネシア」の記述は、現実の時間の中で
展開する生ではなく、商品交換と対比される贈与
交換を鋳型とした内的関係のみから成る論理的モ
デルである［Corsín	Jiménez	2004：14；Gell	1999：
33；Strathern	1988：344］。

７）	 考察に先立つ民族誌的な記述では、文意が取り
難くなるのを避けるために「人格」の語を用いずに、
シンプルに「人（person）」の語を採用する。なお、
エンガ語には人一般を指す語はない。女性はエン
タ（ent）、男性はアガリ（agali）と呼ばれ、多くの
男女の集合に対してエンタガリ（entagali）の語があ
てられる。本論で取り上げる「重み」の事例では、
男女の分割よりも、感情の民俗理論を含めた身体
観が中心的な要素となる。

８）	 エンガ語では、身体の全身を表す際、その表面
を覆う皮膚（yonge）の語を用いる。その際、肉や脂
肪は、皮膚からはっきりと区別されない。

９）	 エンガ語では体内の血（taeyoko）と水分（ipange）
は厳密には区別されない。

10）	 病には膝や腰といった身体の一部の痛み、咳、
発熱、下痢、皮膚病、発狂等があるが、特定の名
称を用いずに単に病と表現することが多い。くわ
えて、病院で医者に診断される病気として、マラ
リア、腸チフス、癌、エイズ等が知られている。

11）	 筆者が調査したサカ谷M村K集落に居住するサブ
クランは人口494人（男性241人、女性253人）、113
世帯であった。そのうち、妻方あるいは母方居住の
者は74人（男性40人、女性34人）、19世帯であった。

12）	 子どもの誕生前に婚資を支払うのが理想とされ
るが、実際には子どもの誕生後の婚資支払いも許
容されている。それゆえ婚資を支払えば、支払い
前に生まれた子どもも父方クランの土地に居住す
ることになる。なお、本論では子どもの帰属に関
して、ニューギニア高地の親族論・サブスタンス論
のなかでも、血縁と婚資の支払い、居住地選定を
重視する立場［Wagner	1967；Weiner	1982］をとっ
ている。しかし、集団帰属についてより本格的な
議論を展開するには、これに加えて、養育、共食、
贈与交換、他の義務履行等を通して、人がいかに
後天的に「親族になる」かを、個人のライフサイク
ルの全体を視野に入れて総合的に検討しなければ
ならない［栗田1989，1995］。また、他にもリー
ダーシップの観点から親族集団の形成を論じる研
究［De	Lepervanche	1967］など、ニューギニアの
親族論では多くの議論が積み重ねられている。こ
れらの詳細に関しては拙稿［深川 2011］を参照。

13）	 関係名称上も、母方交叉イトコ（kaingi）の下位
世代では、同世代に対してキョウダイ（yangonge or 
kakingi）の語があてられるなど、父系親族と区別が
つかなくなる。こうした点について、パプア
ニューギニアの先行研究では、サブスタンスの後
天的な獲得による親族関係の構築が論じられてき
た。具体的には、誕生後の養育や、食物の共食・贈
与・分配などを通して「同一の身体」になることが、
父 系 親 族 に な る こ と だ と 論 じ ら れ た［Van	
Oosterhout	2007］。また非男系成員に関しては、ク
ランの土地からとれた食物の摂取によって、その
身体を「男系成員の身体」へとつくり変えることで
父系出自集団に組み込まれうると説明された［栗田 
1989］。本論の対象地域においても、同一クランの
土地に居住し、養育、共食、食物の贈与・分配を通
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して父方あるいは母方の血縁が維持・強化されると
いう観念がある［深川 2011］。

14）	 争いの仲裁や村落裁判における権威の不在につ
いては、拙稿［深川 2012］を参照のこと。

15）	 都市で就職した子どもは、村落に居住する両親
に送金したり、家財道具や食品（肉類）を購入して
与えるべきだとされる。しかし事例１では、Aはそ
うした義務を果たしていなかった。そのため、父
親Nは「私は苦労して働いて、息子の学費を払って
きた。いつになったら私は良い食べ物を食べられ
るのか。あいつはいつになったら私に布団や毛布
を贈ってくれるのか」といつも周囲に不満をもらし
ていたという。

16）	 事例１の文脈では、「ただの病（mee yaina）」は、
「重み」と無関係な病を指す。なお、家屋内が汚い
と、皮膚も汚れると考えられている。土や埃など
で汚れた皮膚は「乾いた」皮膚に分類され、病につ
ながるとされる。

17）	 メラネシアにおける身体と財の生産を描くには、
交換概念の拡張が必要であった。ストラザーンは
個的人格であれ集合的人格であれ、人格間で影響
を及ぼしあう事象を「交換」と呼ぶ。身体と財の生
産は「贈与物なしの贈与」から成る「無媒介的交換」
の連鎖的な展開として記述される［Strathern	
1988：179，207］。

18）	「重みを置いた」者の身体が衰えたり、死に至っ
た場合、話し合いなどによって一見問題が解消し
たかにみえても「重み」は残り続ける。しかし、そ
の点を周囲が批判することはない。一旦、当人の
身体に悪影響が及び、実際の行為によって「重みを
置いた」ことが認められれば、（たとえ話し合いで
一時的に和解が成立したとしても）その事実を無
かったことにするのではなく、むしろその事実を
前提に、当事者は良好な関係を維持し続けるべき
だとされる。
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Immanent	Sociality	within	the	Body	and	
the	“Magnification	of	the	Person”

Hiroki	 Fukagawa
[theory	of	personhood,	immanent	sociality	within	the	body,	magnification	of	the	person,	limit	of	relationship,	ground,	
New	Guinea	Highlands]	

The	“Heaviness”	of	Death	in	Tsaka	Valley,	Enga	Province,	New	Guinea	Highlands

　When	residents	of	Enga	Province	in	the	Highlands	of	Papua	New	Guinea	(PNG)	experience	frustration,	
anger,	or	sorrow	due	to	conflicts	with	relatives,	such	as	clan	members,	they	can	become	ill	and	even	die.	
The	feeling	underpinning	that	phenomenon	is	referred	to	as	“heaviness” (kenda)	in	the	Enga	language.	
According	to	that	line	of	thinking,	a	deterioration	in	the	relationship	between	relatives	leads	to	a	decline	in	
the	physical	well-being	of	 the	persons	 involved.	Indeed,	social	relationships,	bodies,	and	emotions	are	
inextricably	intertwined	through	the	concept	of	heaviness.	In	this	paper,	I	consider	cases	of	heaviness	from	
the	viewpoint	of	the	theory	of	personhood	and	body.	As	the	theory	of	personhood	is	broad,	I	focus	on	the	
specific	question	of	how	we	can	grasp	a	form	of	sociality	and	concept	of	person	that	are	so	radically	different	
from	our	own	in	terms	of	its	treatment	of	bodies	and	emotions.
　As	Marylyn	Strathern	argued,	in	the	New	Guinea	Highlands,	person	and	body	are	not	disconnected	from	
the	social	process;	 instead,	they	are	the	sites	in	which	social	 interactions	take	place	and	their	effects	are	
registered.	That	social	process	 is	called	an	“enchainment”	of	(mediated	or	unmediated)	gift-exchange	
relationships.	Bodily	changes,	such	as	birth,	growth,	sickness,	and	death,	are	caused	by	gift	exchanges,	and	
those,	in	turn,	cause	of	further	exchange	relations,	similar	to	the	kula	valuables	circulating	in	the	islands	of	
the	Massim	area.	In	that	process,	the	body	objectifies	the	exchange	relationships	and	its	capacity,	and	it	
therefore	becomes	a	worthy	cause	of	the	actions	of	another.	In	that	sense,	value	is	not	placed	on	the	body	
itself	but	rather	on	social	relationships.	Like	the	products	embodying	the	relations	of	production	and	the	
kula	valuables	bearing	the	history	of	past	exchanges,	bodies	objectify	the	relations	that	produced	the	bodies	
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themselves	(e.g.,	conjugal	relations,	filiation,	and	junior/senior	ritual	relations).	In	that	way,	sociality	 is	
immanent	within	the	body.
　Strathern’s	argument	is	extremely	effective	in	overcoming	the	frameworks	of	previous	studies	in	which	
individuals	were	opposed	to	society,	and	one	can	ask	how	asocial	individuals	become	particular	social	beings	
in	specific	ways.	However,	the	theory	of	enchainment	is	also	problematic.	In	the	process	of	enchainment,	
every	act	and	 its	effect	are	only	part	of	 the	 internal	mechanism	through	which	the	body	and	exchange	
relations	are	continually	reproduced.	According	to	the	logic	of	gift	exchange,	enchainment	is	systematic,	and	
the	world	is	filled	with	internal	relationships.	However,	following	Corsín	Jiménez’s	argument,	I	doubt	that	
the	social	life	of	the	New	Guinea	Highlands	is	as	logical	as	Strathern’s	position	implies.	Are	birth,	growth,	
sickness,	and	death	always	understood	as	being	equally	important	parts	of	life?	A	theory	that	treats	all	bodily	
changes	as	equal	overlooks	differences	in	the	degree	of	importance	associated	with	different	persons	and	
contexts.	For	example,	the	dying	words	of	a	relative	are	not	equal	to	everyday	conversation	with	family.	The	
dying	words	include	intense	feelings	in	the	face	of	a	person’s	confrontation	with	death.	We	cannot	ignore	the	
importance	of	that	kind	of	event	in	the	life	of	a	person.
　In	contrast	to	Strathern,	I	focus	not	on	the	production	but	also	on	the	non-production	of	relationships	and	
intense	emotions	that	can	lead	to	a	decline	in	the	physical	well-being	of	the	person.	In	the	cases	I	describe,	
sickness	and	death	elicit	emotions	that	are	sustained	for	a	very	long	time.	Through	those	emotions,	the	
exchange	relationship	is	transformed	into	relations	of	proportion	and	magnification.	I	argue	that	what	is	
important	in	that	process	is	not	the	production	of	relations,	but	rather	the	transformation	of	the	person	at	
the	 limits	of	relationship.	In	this	paper,	I	describe	the	 interrelationship	between	Strathern’s	theory	of	
immanent	sociality	within	the	body	and	intense	emotion	that	can	destroy	residents	of	the	Enga	Province.
　According	to	the	concept	of	person	in	Enga,	all	 living	things	have	mona	(heart).	Mona	is	a	source	of	
vitality,	and	the	changes	in	its	state	influence	the	body.	Because	thoughts	and	feelings	are	considered	to	be	a	
reflection	of	a	person’s	mona,	sorrow	and	anger	reduce	physical	well-being,	and	joy	and	happiness	give	the	
body	vitality.	That	is	an	everyday	concern	for	people,	because	one’s	thoughts	and	emotions	can	harm	not	
only	oneself	but	also	a	person	with	whom	he	or	she	shares	“one	blood.”	When	a	person	feels	anger	because	
of	the	inappropriate	conduct	of	a	relative,	that	emotion	directly	affects	the	relative.	It	is	believed	that	the	
anger	of	a	person	who	is	about	to	die	is	the	most	powerful,	as	it	means	he	or	she	can	sacrifice	his	or	her	life	
to	have	a	fatal	impact	on	the	relative. 
　Those	case	studies	show	how	the	relations	of	scale	(size)	and	proportion	(weight)	discussed	by	Corsín	
Jiménez	emerge	from	social	processes.	We	cannot	grasp	that	concept	if	we	focus	only	on	the	production	of	
exchange	relationships.	Of	course,	in	exchange	relations,	the	ability	of	the	person	is	measured	in	terms	of	
quantifiable	products	and	valuables.	In	contrast,	I	argue	that	scale	(size)	and	proportion	(weight)	are	not	
simple	measurements	 but	 represent	 the	 transformation	 of	 the	 ability	 of	 the	 person	 that	 is,	 the	
“magnification	of	the	person.”
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