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はじめに
　ネパール西部に、森の中を遊動して狩猟採集を
続けている「ラウテ」という民族がいる（図 1）。
彼らは、サルだけを狩りして食べるという特異な
狩猟形態をもっている。森の中では、男たちがサ
ルの狩猟を行い、女性たちが食用となる植物を採
集する。また、男は森の木を切って容器などの木
工製品を製作し、それを農村に持っていき、穀物
と物々交換する。つまり、狩猟採集と「木地師」
との複合形態をもつ人々である。
　彼らは、マハーバーラタ山脈南麓を中心に一年
中移動しながら生活している注 1）。木の枝を組ん
で簡単な家を作り、数十戸の家からなる集落（「ラ
ウティ」と呼ばれる）に住み、数週間から 2カ月
ほどで次の場所に移動する。外部の者に対して、
彼らは「あなた方は宮廷の王、私たちは森の王」

と言い、定住を拒み、森での自由な生活への誇り
を語る。ラウテは、自分たちを高位カーストのタ
クリ族であると主張するが、ラウテの由来につい
て正確なことは分からない。彼らは「カンチ語」
を母語とするが、リーダーであるムキヤをはじめ、
男たちの何人かはネパール語も操る。ラウテはネ
パールでも最も少ない人口の民族である。正確な
人口統計はないが、遊動ラウテの人口は 200名以
下である注 2）。
　筆者らは、2007年 11月から 2010年 12月にか
けて、森の中の彼らのキャンプ（移動する集落）
を何度か訪問し、観察と聞き取り調査を行った注 3）。
初めてラウテのキャンプを訪問したときの印象は
極めて強いものがあった。ダイレク郡でラウテの
居場所を村人たちに尋ねながら車で移動していた
とき、街道沿いの茶店の近くに、白い布のマント

図1　「遊動ラウテ」の主な遊動地域1
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を身につけて長い棒を杖のように持って悠然と歩
くラウテが現れた。彼らに「あなた方のキャンプ
を訪問したい」と願い出ると、案内してくれた。
舗装道路から森に数メートル入ると、森を開いて
作られたラウテのキャンプが現れた。木の枝で作
られた長径が 4mほどの長円形のドーム状の小さ
な家が立ち並び、地面に埋めた木臼を 2人の女性
が杵をついてイネを脱穀していた。木立の向こう
に、道路をトラックが走るのが見えた。
　ラウテに関する研究は、長期の本格的フィール
ドワークに基づくものはまだ行われていない。そ
れは、ラウテ自身がこれまで、外部社会との接触
を拒んできたからである。しかし、ある程度の観
察と聞き取り調査による研究が行われている。中
でも 1997年の現地調査に基づき 1998年にネパー
ルで刊行されたルインテルによる研究は、主とし
て 12日間の聞き取りによるもので、生態的な記
述ではあるが、既存の研究の中では最も民族誌的
データが充実している 1）。また同じく主として
1997年に行われた現地調査に基づく Fortierの研
究が 2009年に発刊された。Fortierの研究では、
外部からの「同化圧力」にも関わらず森での遊動
生活が維持されていることから、採集狩猟民の文
化の弾力性（根強さ）が強調されている 2）。
　筆者らのフィールドワークは、ラウテのキャン
プでの観察と聞き取りによるものである。それぞ
れ短期間ながら、2007年から 2010年までの足か
け 4年にわたるものであり、その間の急激な変化
を視野に入れており、これまでの研究から一歩踏
み込んだものと言える。まだ調査が不十分ではあ
るものの、1990年代後半のラウテの生活や社会
と比較することで、より動態的な側面に光を当て
ることができた。
　ルインテルの調査時点では、「ラウテ族の社会
では、ラウテ以外の人びとを自分の居住する土地
に招き入れない」と述べられている。ルインテル
の調査時には、ラウテのムキヤ（リーダー）はマ
ン・バハードゥル・サヒー注 4）（以後サヒーは省略
する）であった。筆者らの最初の調査時の 2007
年にはマン・バハードゥルは存命だったが、2009
年に死亡した。ムキヤは娘婿のマイン・バハードゥ
ルに継承され、彼が筆者らの調査の主たる協力者
となった。2007年の調査時には、森の中のキャ
ンプの訪問は許されたものの、短時間で退出を求

められたし、写真を撮ることは許されなかった。
その後、度重なる訪問と共に、著者のカナルが現
ムキヤと特別な友人関係である「ミト」となった
こともあり、2009年、2010年になると、キャン
プでの長時間滞在や連日の訪問も可能となり、写
真も自由に撮らせてもらえるようになった。
　本稿ではまず、第 1章でルインテルの著書の内
容を中心に「遊動ラウテ」の概要について述べる。
ルインテルの研究はネパール語で刊行されてい
る。そこで、彼の記述の中でラウテの生活や社会
をよく表している部分をとりあげ、まとめておき
たい。ここでは、筆者らのフィールドワークのデー
タも補足的に加え、「遊動ラウテ」の伝統的な生
活や社会を記述することにする。第 2章では、主
に「遊動ラウテ」の変容に焦点を当て、現地での
聞き取り調査の内容を中心に記述する。資料的価
値を保つために、重要で興味深い部分は質問に対
する生の回答の形をとる。第 3章では、近年のネ
パールの社会的・政治的変動を取り上げ、ラウテ
社会の変容への影響について分析する。

第1章「遊動ラウテ」の伝統的な生業と社会注5）
狩猟と採集
　ラウテにとって重要な生業活動として、狩猟・
採集と木工がある。狩りはラウテにタンパク源を
提供してきた。彼らの主たるカロリー源としては、
木工製品と交換して得られる穀物である。森の野
生植物の採集は、カロリーを補うとともに、食の
多様性に寄与してきた。
　ラウテはサルだけを狩猟するという特異な特徴
をもっている。サルの狩猟はネットを使った追い
込み猟であり、弓矢などは使用しない。サルの種
類はアカゲザル（学名 Macaca mulatta）、アッサ
ムモンキー（Macaca assamensis）、グレイラングー
ル（Semnopithecus entellus）の 3種である注 6）。ラ
ウテは狩猟をおこなっているところをヨソ者には
見せない。また、狩猟に出かけるときには、誰と
も話をしてはならないというタブーを維持してい
る。
　彼らは狩猟に行く際、5、6人の場合もあるが、
多いときには 60人ぐらいのグループになること
もある。人数が多い場合、3、4グループに分け
ると、1グループは 15人から 20人の規模になる。
高齢者、子供、女性は狩りに出かけないが、ムキ
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写真1　アカゲザル

写真2　アッサムモンキー

写真3　グレイラングール

写真4　森の中のラウテのキャンプ（集落）

写真5　木の枝で作られたラウテの家

写真6　ラウテの家の内部

写真7　稲を脱穀するラウテの女性たち
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ヤは狩り付いていくが、必ずいなければならない
というわけではない。狩猟に行く前日、若者たち
が集まって話し合い、狩りの場所や人数、グルー
プ数などが決められる。当日、狩りに参加する者
たちが、狩猟ネットを腰に巻いて狩りに出る。
　グループ全体で一致した統率のとれた行動をと

らない限り、獲物を捕まえることができないこと
もある。もし捕獲できない日が 2、3日続いた場合、
ラウテはこれを不吉なことだと考え、その場所を
立ち去るためにキャンプを移動する。
　狩猟の始めに、狩猟ネットを広げ、獣道や細い
逃げ道にネットを広げ仕掛ける。ネットの後ろで、

写真8　ラウテのキャンプ。女性が水を汲んで来ている。

写真9　ラウテのキャンプで木工製品を作る男性

写真10　農村に出向いて木工製品を見せるラウテの男子。

写真11　森のキャンプと農村を行き来するラウテたち

写真12　キャンプで酒を飲むラウテの男性たち

写真13	 ダンスを踊ってみせる若者たち。左の2人は
ラウテのキャンプを訪問していた農民
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何人かのラウテが獲物を待ち伏せる。一定の区域
を封鎖し、何人かが木に登り、一気に大声で叫ん
だり、木の枝を動かしてサルを脅す。そうすると
驚いたサルが地面に降り、逃げ出す。そして、地
面で待っている狩人が、大きな声を出しながら狩
猟ネットの方へ追い込んでいく。こうすることで、
獲物となるサルは、大部分がネットにかかる。入っ
てきた獲物の中から、一匹ずつのオスとメスのサ
ルを解放する。サル以外の獲物も逃がす。獲物と
なったサルは、直ぐに棒で打撃を加えて殺す。
　彼らの周辺には、シカなどが生息するが、彼ら
は捕獲しない。ラウテはこれらの動物は村人のた
めであると理解している。そしてラウテだけがサ
ルを食べる。彼らはシカ類の動物は殺さない。彼
らは「自分たちの生活は、太陽の神様から与えら
れたものである」と言い、神の恩恵に対して感謝
する。
　捕獲した全てのサルは、細かく肉片を切り分け
て、参加した狩人に同量を分配する。そのなかか
ら高齢者、病気を持っている人、未亡人には特別
に分配する。彼らが捕獲したサルの肉は、祭事、
宗教的な行事、冠婚葬祭には使わない。彼らにとっ
て冠婚葬祭、祭事、祈りの儀式で捧げるのはヤギ
や鶏であるが、豚は絶対に使わない。また牛、水
牛は使うことや食べることはなく、鳥やシカも同
様に食べないために、彼らが生活で使う動物類は
ほんの僅かであるといえる。
　筆者らの現地調査でも、現ムキヤのマイン・バ
ハードゥルらに狩猟に関して聞いた。狩猟をする
時期や参加者について、現ムキヤは次のように述
べた。「狩りはいつでもやります。雨季にはちょっ
とやりにくいが、狩猟はできます。アソージ（ネ
パール暦 6月：西暦 9月）とカルティック（ネパー
ル暦 7月：西暦 10月）が狩猟しやすいし、サル
も太って美味しい。狩りに行く前は、みなで話し
あって決めます。この日に狩猟しないという決
まった日はない。狩猟に行ける世帯から 1人は必
ず行くが、2人行くこともある。大人の男性がい
なければ、行かないこともあります。男の子は
12歳になったら狩猟に参加できる。狩猟のネッ
トは木の皮から男が作ります。ネットにかかった
サルの中で子どものサルや妊娠しているサルは逃
がします。ネットに他の動物がかかることがある
が、私たちは食べないので逃がします。」

　同じく、サルの料理について次のように述べた。
「毛を全部焼いてから水できれいに洗ってから小
さく切ります。その肉は、大きな鍋で水、塩、ト
ウガラシを入れて煮ます。油は使わない。食べる
分だけ煮て、余分の肉を干して保存します。肉を
焼いて食べることもあります。脳みそも焼いて食
べます。」
　ラウテは、狩猟は男性だけが行うが、森の中で
の植物の採集は主に女性が行う。筆者らの 2010
年 12月の調査中には、Kafalと呼ばれる野生植物
を生で食べるのが見られた。ヤマイモはたくさん
採れるという。
　ルインテルは「ラウテの生活方法は、食材採集
だけでは成り立たない。様々な自然植物を食べて
も、それらの絶対量が足りない。ラウテは木製品
を作り、それを交換で食料を収集し、それ以外で
狩猟をおこなう。彼らは食材採集を少ない人数で
行う、或いは女性が森林から食材を採集する。森
で生活する民族であるためある程度、森林の植物
には依存しなければならないが、量は少ない。」
と述べており、エネルギー源として採集を重視し
ていない 1）。しかしながら、採集は、彼らの食の
多様性に大いに寄与していると思われる。Fortier
は、「90タイプ以上の野生の草、果実、野菜、堅果、
根、コノコ、香辛料を利用している」2）と述べる
とともに、表には、主要な食用植物として 103種、
二次的な食用植物として 7種の野生植物をあげて
いる 2）。

木工製品の製作と交換
　現地調査において、キャンプを訪問すると、天
日で干すために穀物が広場に広げられ、地面に据
えつけられた臼を女性たちが杵でつき脱穀する様
子が目につく。それらの穀物は、主に、森の木を
加工したコシ（丸い容器）などの木工製品と交換
して得たものである。現在のラウテの食糧のうち
で最も重要なエネルギー源は、そうして手に入れ
た農作物である。
　ラウテは狩猟をする時間よりも多くの時間を、
木工製品を作り、農産物と交換するために使う。
自分たちの毎日の生活のための食器は全てが自作
の木工製品である。水の保存や飲むための容器、
臼と杵、すり鉢とすりこぎ、食料の保存のための
大きな容器、また、酒を作り保存するための容器
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を、木で作って使う。ただし、コメを炊いたりす
る調理の道具は、外部で手にいれる鉄製や金属製
の製品である。
　農民たちは、彼らが普段ら使っている金属製品
とは違うものであるため、ラウテが作った食器に
大きな興味を持つ。木工製品は生木で作るため、
乾燥とともに徐々に軽くなり、使いやすくなる。
木製のコシ（容器）、マドゥーシュ（四角の物入
れ箱）、チャウキ（まな板）、座台、寝台などが、
村人がよく使う木工製品である。
　ラウテたちは、狩猟に用いる木工製品をネット
で服に巻きつけて朝から農村へ赴き、交換ため歩
きまわる。帰りには同じ容積の農産物を持って、
キャンプへと帰る。彼らは、木工製品はできるだ
け農産物と交換するが、稀に衣服やヤギを必要に
応じて受け取ることもある。ただし現金はあまり
望まない。昔は、ラウテが物々交換のため村に入っ
ても、彼らは話ができなかった。そのため、彼ら
は、農民の家の前に木工製品を置いたまま帰って
いた。それはラウテにとっては、商品を買っても
らいたいという意思表示であり、この思いを受け
取った村人は、木工製品に入るぐらいの農産物を
引き換えに同じ場所に置いていた。そして次の日
の同じ時間に、ラウテは農産物を取りに来て、こ
れらをラウティに持ち帰った。
　ラウテは熱帯地域のトゥーニ（Cedrela Toona）
とチャープ（Michelia）という木材から、木工製
品を作ることを好む。トゥーニは丈夫な木材で見
た目もきれいである。これ以外に数多くの種類の
木材を使って、木工製品を作る。これら全ての木
材は、「雑木」である。この雑木は椅子や棚、家
の柱などには用いることができない。そのために
農民たちは、ラウテが自分たちがあまり使わない
木材を使って製品を作るために、ラウテとの間に
競争や対立を生じない。
　ラウテがよく木工製品を作るために使う道具は
手斧である。手斧を用いて木を切り、木を加工す
る。道具の木製ハンドル部分を自分で作り、刃を
カミ（鍛冶屋）やバーディー（鍛冶屋と似ている
民族）に作ってもらう。この場合、鍛冶屋への代
金は木工製品と交換する。
　ラウテは加工する木工製品の設計に合わせて木
材を伐採する。木を下から切って、その後、設計
に合わせて木を細かく分断してキャンプに持ち帰

る。1本の木材を、3人から 4人のラウテに分け
ることになる。その木材を 10時間から 12時間ほ
ど水に漬け、その後に加工の作業を始める。細か
く木工製品を仕上げるのは、多くの場合は年寄り
である。ラウテの女性たちはこの仕事には一切関
わらない。
　製品の加工を終えた後、赤土やピーナ（カラシ
の油かす）を製品に塗り付けることもある。これ
らは村人たちから提供される。それらを製品に塗
り付けることで、見栄えがきれいになるし、乾燥
割れを防止することもできる。塗り付けるもう一
つの目的は、雑木で作った製品をカモフラージュ
させることである。ラウテは、塗り付け作業を行
わない製品を交換すると、「神に怒られる」とい
うこともある。
　ラウテは、満月、2週間続く暗夜の最後の日、
新月の日、祭の日や人が亡くなった日には、木材
を伐採しない。既に伐採していた木材を用いて製
品を作ることに問題はない。
　筆者らの現地調査では、ラウテのムキヤに農業
について質問すると、農耕と木工の違いについて
次のように答えた。「農業をすることはそんなに
簡単ではない。2、3回畑を耕して、その後種を
まき 4、5月ぐらい待たなければならない。その
あと、収穫してからようやく食べることができる。
このプロセスがとても長い。ラウテは一つの場所
に長くても 2カ月しかいないので、農業をするこ
とができない。ラウテは木工をして、生活のため
すぐ農産物と交換しなければならない」。

ラウテの社会とリーダーシップ
　ラウテはたいてい高地で日当たりの良いところ
や、川の近くにキャンプを作る。平らな地面が、
彼らにとって適切な場所である。もし彼らの条件
に合った場所があるならば、農民の土地であって
も構わないとラウテは考える。ラウティの家を建
てる際、彼らは農民の許可を取る必要があるとは
思っていない。
　農民たちは、自分の土地にラウテが家を建てた
としても、すぐに退去を要求するわけではない。
周辺の農民たちは、ラウテが短期的な滞在である
ために、許可することが多い。農民は、ラウテか
ら「私たちは森の人であるため、ここの適した土
地に少しだけと留まって、直ぐに移動する」と聞
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いて、滞在を認めることが多い。
　ラウテは山岳地帯で移動するが、彼らは高いと
ころより、低いところにキャンプをつくる傾向が
ある。低い平原になった場所の方が、農民の村が
多い。そこで、木工製品を作って物々交換をして、
食料を調達することができる。ラウテは川の水を
飲まないが、水を様々な局面で使用する。川岸に
住むとしても、川に流れる水は決して飲まない。
彼らは飲料用に湧水を使う。源流を確認できない
川の水を飲まないのは、衛生的に問題があるから
だとムキヤは語る。
　ラウテは枝を用いて簡素な家を建てる。冬場や
少し長く滞在する場合は、多くの枝を使って、外
から布で覆って、暖かくする。もし、夏場や短期
間の滞在のみに造るのであれば、木の枝を少なく
し、家の形だけ造る。家には、小さな入口も作る。
家族が多ければ、2つの入口を作る。ある家には、
裏にも入口があった。その入口はトイレや仕事場
に出るために作ったものである。入口にはなにも
掛けない。生理中の女性が泊まる別の家も造り、
それは共同で使う場合もあれば、個人的に自分の
家の一角に造ることもあった。
　ラウテの家族は、基本的には核家族で構成され
る。家族を超える親族集団としては、4つの父系
クランで構成されている。ラウテには 4種類のク
ランがある。それらは、姓としても用いられ、カ
レヤル、ラスコーティー、サマルバンシ、ソウバ
ンシである。同じ姓を持つ者の間では結婚は認め
られない。
　家族について、ラウテには厳しい規則がある。
未亡人の母には生活上の保護を与えるが、同じ屋
根の下では暮らさない。一夫多妻の慣習はない。
結婚した日に、ラウテ社会では新婚夫婦のため新
しい家を作る。このように、結婚と言うのは新し
い家庭が誕生することを意味する。
　ラウテの社会では、家族の指導権は常に男性に
ある。ラウテは固定財産を全く持たないことから、
財産の所有権については口論にはならない。人が
亡くなったら、個人的に使った物は捨てるため、
財産相続の問題は存在しない。結婚すると子供た
ちは別居するため、食料、木製容器、狩猟ネット、
木工の道具やご飯を炊くための鍋などを分けて持
たせることもある。
　ラウテの社会では、男女の明確な不平等は無い

にしても、女性は比較的劣位にある。日常活動に
おいて、女性たちは木工や狩猟をすることを認め
られない。彼女たちはキャンプから自由に出るこ
ともできない。木工製品を物々交換するために周
辺の村に行くことも禁止されている。ラウテの女
性は踊ることも一切認められていない。他の村の
女性が踊っているのをラウテが見ることも、習慣
的に禁止されている。
　女性の仕事は主に、家事を司る、薪を集める、
ヤマイモなどを採集する、水を汲む、脱穀するな
ど限定されている。ラウテ以外の住民と接するこ
とを制限されている。ラウテ社会では、女性は全
くといってよいほどにネパール語を話せない。宗
教や習慣的な活動においても、ラウテの女性たち
は低い立場にあった。男の子が生まれた時にはお
祝いをするが、女の子が生まれた時にはなにも祝
福しない。ラウテの重要な神である「ブヤル」の
祭事をする際にも、女性の役割は全くない。結婚
前の性交渉は認められない。また女性は自分の結
婚相手を決める権利も有さない。
　ラウテのなかから、1人の指導者が選ばれる。
彼らはその指導者のことをムキヤと呼ぶ。現役の
ムキヤが病気なったり、高齢者になったり、体が
不自由になったり、認知症や精神病になったと判
断をしたら、彼らのなかから話し合いで、別の人
に指導権を与えることがある。現役のムキヤの後
に誰がムキヤになるか予想をすることができて
も、厳格な決まりはない。ラウテ社会の長年の経
験に即して、ムキヤが選ばれる。ラウテのことや
歴史をよく理解し、外部社会で怯むことなく会話
ができ、頭がよくて行政とも対等に話ができる才
能を有した者が、ラウテのムキヤになる必要条件
だと考えられている。そのためにムキヤになるた
めには、木工製品を上手に作ったり、狩りがうま
いということは関係ない。
　ムキヤの権利は大きく、仲間から尊敬される立
場にある。ラウテたちは、ダサイン祭など重要な
祭りの際に、ムキヤのためにババル、ラウン注 7）、
酒、肉、蜂蜜などを持って、ムキヤに会いに行く。
それ以外はラウテのムキヤが、他のラウテから貢
物をもらうことはない。ムキヤは差別をせずにラ
ウテの家族を自分の家族のように守るため、働か
ないといけない。ムキヤは、ラウテの社会的な指
導者として、コミュニティ内の問題を解決し、外
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部社会との懸け橋として、その責務を果たす。必
要な時には、問題解決に対する判断を下す権力も
備わっている。
　ムキヤのような正式なリーダー以外も、ラウテ
社会では強い存在感のある人物がいる。それは長
老であるジャス・バハードゥル・サヒー（マイン・
バハードゥルの兄）であり、ラウテからとても尊
敬されている。呪術師のクリスナ・バハードゥル・
サヒー（カレヤル）、悪霊払いや薬を調合するカ
ルナ・バハードゥル・サヒー、ダナ・バハードゥ
ル・サヒー、ダニラム・サヒー、踊りのリーダー
であるチャンドラマン・サヒー、祭司のバクタ・
バハードゥル・サヒーらも、ラウテの社会では高
い位置づけにある存在である。

第2章	 現在のラウテの生活と社会変容
ラウテの狩猟・木工と移動
　ラウテの移動のきっかけや移動の要素につい
て、前章で述べたが、移動ルートはどのような条
件で決まるのだろうか。結論から言えば、移動の
要素は主として、①サルの遊動、②木工製品の農
民との交換、③住民との関係の 3つである。上記
の要素のほかに、死者が出た場合、悪い夢を見た
場合などが移動のきっかけとなる。ムキヤの決定
権が強いが、ムキヤは夢や体が軽く気分が良いな
どの感覚も重んじると言う。良い夢とは、サルを
狩る夢、踊りを踊る夢などである。
　これまでの調査で訪問したキャンプ地の中で最
も標高が高いものは、2007年に訪れた Rato nanga 
laという村の近くで、標高 2250mであった。そ
こは収穫が終わった畑にキャンプが作られ、すで
に移動した後だったが、周辺の住民によれば 8月
から 11月くらいまで滞在していたという。最も
低いキャンプ地は、2010年 12月に訪問した場所
で、標高は約610mであった。ルインテルによれば、
ラウテは標高 650メートルから 3,400メートルま
で移動する。彼らが好む場所は温暖な山岳地域で、
農産物が豊富で、狩猟が十分にできる地域である。
現地の農民の性格も重要であり、一般的に、気候、
社会、食料の安定供給などが、場所の選択の基準
となるという 1）。
　サルの遊動域についての詳細は分かっていない
が、夏と冬の寒暖差によってサルは山岳地域を上
下移動をする。それに応じて、ラウテも基本的に

寒暖にあわせて上下の移動をしている。現ムキヤ
（以後「ムキヤ」はすべて現ムキヤを指す）は「サ
ルの遊動によって自分たちの移動も影響される」
と述べる。サルが狩猟できればその場所に長く滞
在することもあるという。
　しかし、一方で、ラウテが製作する木工製品を
農民と交換するためには、農村に近い場所が有利
である。サルの狩猟のためには、奥深い森の中が
有利であるが、農産物の確保のためには、農村の
近くが有利であり、キャンプ地はそうした条件を
微妙に満たす場所が選ばれている。2007年に訪
問したキャンプは農村や道路沿いの茶店・商店区
域から近く、自動車道路の脇の森の中であった。
2009年の訪問地では収穫後の棚田にキャンプが
築かれていた。棚田は森に接する場所に位置して
いた。家を作るには木の枝が大量に必要であり、
森の存在は不可欠である。また、近くに湧水がな
ければならない。どちらのキャンプもすぐ近くに
川が流れていた。2010年のキャンプ地は、農村
から川を渡って森に入り 30分ほど登った所に位
置していた。
　ラウテの主要なエネルギー源はコメを中心とす
る穀物である。そのために現在のラウテのキャン
プは農村の近くに寄り添って移動しているという
印象を受ける。ただ、最近はサルが減ってきたと
いう。筆者らの調査時にラウテのキャンプに見物
に来ていたマガル族の住民も「最近サルの数が少
なくなった。ラウテがサルを食べるが、周辺の村
人でも薬としてサルの肉を食べるようになった」
と話した。他のブラーマンの村人によれば、この
地域の農民は昔からサルの肉を薬として摂ること
があったが、最近は食用にもするようになったと
いう。村人が食べるサルはグレイラングールである。
　ラウテのムキヤは次のように訴えた。「最近こ
の辺のマガル族がサルをたくさん捕るので少なく
なった。それでサルの数が少なくなったため、ラ
ウテが困っている。それで私たちはサルの狩りが
出来ない。友人よ、あなたがネパール政府と話し
てラウテ以外の民族はサルを捕れないようにして
ほしい。そのような法律を作ってほしい。今まで
の伝統では、ラウテは野生動物の中でサルだけ狩
りしていた。サル以外の野生動物や鳥は捕ってい
ない。ジミダル（村人、農民）がサル以外の野生
動物を食べるので、それは獲らないようにしてき
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た。しかし、それを村の人々が守らなくなった。
彼らは自分たちの文化を守れなくなったので、大
変困った問題が起こっている。ラウテは自分たち
の文化や習慣をきちんと守っている」。
　木工製品の交換による農産物の確保のためには
農村に近い森が適地であるが、サルの確保とのジ
レンマが常にある。
　ムキヤは、自分たちがサルだけを狩猟すること、
そして村人はサル以外の野生動物を食べること
で、利害調整が図られることを強調している。そ
うした主張や、村人との友好的関係がことさら語
られるところに、村人との競合関係が潜在してい
ることが読み取れる。
　もうひとつのジレンマは森の木の伐採をめぐる
農民との関係である。彼らは、木工製品の交換に
よる農産物の確保においても、農民との互酬的関
係の維持が前提となる。ムキヤは語る。「私たち
ラウテが昔からこのような生活していたことは、
周辺の住民、コミュニティ、政府、地方政府も知っ
ていることなので、我々を追い出すことはしな
かった。周辺の住民は田畑や家を建てて定住生活
するが、ラウテがそのことをしないのは全世界が
知っている。ジミダリ（村人）は農業をして生活
するが、我々ラウテは農業ではなく、木工をして
商品を作り、それを村人と交換して生活を営む。
両方の側が生活することは自由である。ラウテは
村人に迷惑かけないことで村人との関係はとても
友好的である」。
　2010年の調査時、ラウテはそれまで 10年以上
続けていた遊動域を大きく変えた。彼らは以前は
スルケットから北上するカルナリ川に沿って主に
移動していたが、スルケットの南から東に伸びる
ベーリ川沿いに移動するようになった。移動の
ルートを大きく変更した理由を尋ねると、ムキヤ
はまず「特別な理由はないが、長年その（カルナ
リ川沿いの）ルートで移動していたので、また昔
のルートに変えてみた。」と述べ、次いで「コシ
があまり売れなくなったことも理由にある」と述
べた。さらに「コミュニティ・フォレストと関係
があるか」と尋ねると、「その辺の人々がフォレ
ストの木をたくさん切ったと、いつも怒っていた」
と述べた。
　ラウテの全人口がひとつのキャンプで生活する
時期と、2つのグループに分かれる時期がある。

周辺の農民はラウテ同士の不和が原因だと噂して
いた。この離合集散の要因について尋ねた。副ム
キヤによれば、「農産物が不足になると 2つのグ
ループに分かれることがある。分かれて 2つのグ
ループになる原因は農産物の不足です。一か所で
十分得られないと別れなければならない。」とい
う。木工製品の需要が少ないと、できるだけ別々
の農村に行って、交換をする必要があるからであ
る。2010年は、「分かれたのは Kartik（ネパール
暦 7月）ダサインの後で、同じグループになった
のは今月（ネパール暦 9月）にKalcheで同じグルー
プになった。」という。
　2010年の移動ルートと主な活動について尋ね
た。ラウテの多くはネパール語を話さず、地元住
民とのコミュニケーションも限定されているた
め、地名を詳しく把握しているわけではない。そ
のため、移動のルートを正確に説明するのは難しい。
　カルナリ川沿いからベリ川沿いに大きく移動
ルートを変えた結果、Kalcheに長い間来ていな
かったため、木工製品の需要があり、交換がよく
できたという。近隣住民との関係については、
2010年 12月のキャンプ地となった Kalche地域の
住民は、10数年ぶりに現れたラウテに興味津々
でもあり、今のところ友好的であり、森林伐採を
黙認しているようであった。

木工製品の物々交換から貨幣での販売
　ラウテは、森の木を切って、コシ koshi（容器）、
マドゥーシュ madush（貯蔵用箱）、チャウカ
chauka（まな板）、ピルカ pirka（低い腰掛け）、カー
ト khat（寝台）などを製作する。作った製品は、
基本的にはイネを中心とする穀物と交換するが、
野菜（大根、ジャガイモ）と交換することもある。
また、カートはヤギと交換する。近年は、現金で
も交換する傾向が強くなりつつある。
　3名いる副ムキヤの内の一人は、最近現金を手
に入れることに熱心だと言われている。「マドゥー
シュをどのように交換しますか」という質問に、
彼は「マドゥーシュをイネ（dhan）とお金で交換
する。」「イネ（dhan）だったら商品に入るぐらい
の量で交換する。コメ（chamal）だったら（容器
に入る量の）半分ぐらいもらう。お金だったら
500ルピーから 1000ルピーまでで売る。それは
サイズによって値段が違う。」と答えた。コシ（木
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製容器）の交換については「コシはイネだけで交
換しお金で売らない」と言うものの、「2 － 3年
前からお金でも売るようになった」とも述べる。
容器ではないチャウキ（まな板）は、「イネだっ
たら 3パティー（6kg）、お金だったら 100 － 200
ルピー」と述べ、カートは「ヤギで交換するが、
お金だったら 3000ルピーぐらいで売ることもあ
る。」という。
　このように、製品の種類によって、交換の方式
を微妙に変えており、また、大きさによって値段
を変えるなど、彼の回答からは、市場価格につい
てのかなりの知識がうかがえると共に、過渡的な
状況が表れていた。「お金は何ですか。お金で何
をできるのですか。」という質問に対しては、「お
金で農産物を買えるし、服、ヤギ、ニワトリなど
何でも買うことができるのがお金である。」との
答えであった。
　一方、より伝統を重んじるムキヤに「最近はコ
シをお金でも交換しているようですね」と質問す
ると、「私たちはコシをイネで交換する。お金で
はあまり売らない」と答えたが、さらに「マドゥー
シュやカートはお金で売っているようですが」と
の質問には、「できるだけイネと交換するが、最
近何人かがお金でも売っている」と答えた。
　お金について、ムキヤは「私たちあまりお金を
持っていないが、昔、5から 10ルピーで大きな
ヤギを買うことができた。最近は、ヤギはたくさ
んお金がないと買えない。多くのお金を使用する
ようになったら、商品の値段も高くなり始めたの
です。今は 10、20、50、100ルピーでは何も買え
なくなった。今は 1000ルピーないと何も買うこ
と出来なくなった。」と述べた。
　ルインテルの研究では、第 1章で述べたように、
以前は一種の「沈黙交易」が行われていたとされ
ている。90年代にも「彼らは木工製品との交換
はできるだけ農産物とするが、稀に衣服やヤギを
必要に応じて受け取ることもある。但し現金はあ
まり望まない。」1）と述べ、農産物との交換がよ
り強い原則であったことが窺える。ただし、まっ
たく現金を受け取らなかったわけではなかった。
　現在は、木工製品を実際に現金で売ることが確
認されているが、ムキヤの回答には、「農産物と
物々交換する」というラウテの伝統的規範と「現
金でも売っている」現実との二面性や、市場経済

の急激な浸透の過程での「揺れ」が反映されてい
る。そこには、市場経済の浸透の過程で物価高騰
を嘆く、新しいラウテの姿もある。

スルケットのフェスティバルへの参加
　外部世界との関わりに関係して、もうひとつ近
年に大きな変化が起きている。5年前からスルケッ
トの町で行われるようになったスルケット・フェ
スティバル（Surket Mahotsab）に参加するように
なったのである。
　フェスティバルは、ネパールの商工会全国組織
が各地方で開催する「地域芸能祭・見本市」のよ
うなもので、各地の踊りや歌、民族衣装などが披
露され、特産物や工業製品が展示・販売される。
各地のフェスティバルが重ならないように調整さ
れるため、開催時期は年によって異なる。
　2010年11月にはラウテの22人の男が参加した。
その時は 2グループに分かれており、ムキヤのグ
ループから 18人、副ムキヤのグループから 4人
が参加したという。郊外に用意されたテントに 4
日間滞在し、踊りを披露し、コシ（木工容器）も
販売した。参加の報酬として 2頭ヤギと 7000ル
ピーの現金をもらった。現金は 22人の食糧を買
い、ヤギはキャンプに持ち帰って皆で食べた。
　2010年 3月の調査時にも、スルケットの町で
フェスティバルが開催されていた。その年は「世
界先住民音楽祭」という特別な企画があった。フェ
スティバルは 3週間ほど続き、音楽祭が 10日位
の日程が組まれ、国外から約 30グループ、国内
から約 60グループが参加した。しかし、その時
にはラウテはフェスティバルに参加しなかった。
その経緯について関係者にインタビューした。

質問：今回の祭りの特別企画は何ですか。
実行委員会：今回のスルケット祭の特別のテーマ
は「世界先住民族音楽祭」です。

質問：ラウテも参加するのですか。
実行委員会：私たちはお願いししているがまだ参
加は不明です。

質問：なぜ不明ですか。
実行委員会：ラウテは今ダイレック郡の Beshtada
に い る の で、 そ こ の District Development 
Officerに参加させるようにお願いしていま
す。
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質問：今日までラウテがここに来ないのは、参加
しないのではないですか。

実行委員会：そうですね。District Development 
Officerによるとラウテが 4万ルピーを要求し
ているそうです。

質問：実行委員会はそのぐらいの金額を出す予定
ですか。

実行委員会：彼らのような少数民族は他にもあり、
みなに出せないのでラウテにも難しいです。

質問：実行委員会としてはどのぐらいを考えてい
ますか。

実行委員会：実行委員会としては、宿泊費や食事
代を支援できるだけです。海外から参加する
先住民にも同じように、宿泊費や食事代だけ
を支援します。

質問：ラウテが参加しないとネパールの最後の狩
猟採集民族が参加しないことになるのではな
いですか。

実行委員会：そうですね。もし参加しないと残念
です。

質問：ラウテは何年前からこの祭りに参加してい
るのですか。

実行委員会：スルケット祭が始まって 5年なりま
したが、彼らも最初から参加しています。

質問：彼らはスルケット祭にどのように参加する
のですか。

実行委員会：彼らは特にラウテの木工製品を持っ
てくる。それとラウテの舞踊を見せます。

質問：いつもラウテにはお金を提供していますか。
実行委員会：そうですね。彼らの宿泊費や食事代
と、その他に 1万ルピーぐらいですね。

質問：ラウテは木工製品を売るのですか。
実行委員会：売ることもできるのですが、彼らは
売るよりも実行委員会にいくつかをプレゼン
トして、お金を持っていくぐらいです。

　スルケットを後にしてラウテのキャンプを訪問
した際、ラウテの若者たちがなぜスルケット祭に
参加しなかったのか、ムキヤに尋ねてみた。

質問：今年のスルケットの祭りには参加しないで
すか。

ムキヤ：今年は参加しない。
質問：なぜですか。

ムキヤ：私の民が参加しないと言います。
質問：なぜですか。
ムキヤ：実行委員会があまりお金を出さないと
言っています。

質問：あなたたちはいくらぐらい支援してほしい
と言っていますか。

ムキヤ：今ラウテは食料不足になっているので、
すべてのラウテのためコメを 20キロずつ支
援してほしいと言いました。

質問：実行委員会はどのぐらい支援すると言って
いますか。

ムキヤ：彼らは参加する人の宿泊費と食事代を支
援すると言いました。

質問：それでも、参加してコシを売ったらいいじゃ
ないですか。

ムキヤ：祭りではコシは全然売れない（交換でき
ない）。誰も農産物を持ってきてない。

質問：今まで何回祭りに参加したのですか。
ムキヤ：今までは 4回参加しています。
質問：毎回どのぐらいお金をもらっているのです
か。

ムキヤ：今までは 2頭のヤギを買うぐらいのお金
をもらっています。

質問：今回なぜ 200キロずつのコメを要求したの
ですか。

ムキヤ：今ラウテには食料がありません。
質問：あなたに「スルケット祭に参加してくださ
い」と誰が言いに来ましたか。

ムキヤ：District Development Officerから指示され
た役人がきました。

質問：何と言いましたか。
ムキヤ：「参加する若者の宿泊代と食事代を出さ
せるので参加してください」と言いました。

質問：あなたたちは何と言いましたか。
ムキヤ：私たちは「すべてのラウテの家族に 20
キロずつコメを出してくれるなら参加する」
と答えました。

質問：彼が何と答えたのですか。
ムキヤ：「聞いてきます」と答えて帰ったが、そ
の後誰も来ない。

質問：20キロのコメだと家族が何日食べられる
のですか。

ムキヤ：それは分からない。家族の大きさにもよ
ります。
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質問：祭りに参加すると何を見せるのですか。
ムキヤ：私たちはラウテの踊りをみせます。

　このように、外部世界に対して閉鎖的であり、
ムキヤが外部世界との窓口を一手に引き受けてい
たラウテも、多くの若者たちが多くの外部者と交
流する機会を持つようになった。また、木工製品
の交換のための基本的には一対一の関係しか持た
なかったラウテも、多くの人びと、多くの民族が
一堂に会する祭に参加するなど、外部世界とより
多様な関係を結ぶようになった。
　2010年 3月のラウテの参加が見送られたケー
スでは、より多くの援助を求めるラウテの計算高
い面が表れたとも言えるが、一方で、金銭ではな
くコメでの支援を望む点は、市場経済の浸透が過
渡的であることや、ラウテ社会内部での平等性を
指向するコンセンサスが社会全体としてはまだ機
能していることを示している。このケースは、外
部世界との多様な関係性の構築において、ラウテ
が試行錯誤の段階にあると解釈することもできよ
う。

政府からの援助と貨幣経済の浸透
　ネパールの政治状況の変化が、ラウテ社会を大
きく変えるきっかけになったのは間違いない。ム
キヤのマイン・バハードゥルは、2008年、ネパー
ル・コングレス（国民会議党）のコイララ党首（当
時）から憲法制定議会の議員として指名され、新
聞に彼の名前と顔写真が掲載された。その際カト
マンズからコングレスの党員がムキヤを連れに来
た。ムキヤはカトマンズへ行ったが、議員になる
ことは拒否した。ムキヤは、「ラウテは政治に参
加しない。議員なるのだったらラウテになれない。
自分の伝統を守り、遊動生活し、森で狩猟採集し、
木彫りをして物々交換で生活をするのがラウテで
ある」と述べたという。
　ムキヤはその後も数回カトマンズに行ったとい
う。カトマンズへ行った理由を尋ねると、「私は
政府や、政党や、いろいろな政治家と会いに行き
ました。その時、首相、法務大臣、大統領や政党
のネパール・コングレス、UML、マオイストと
いろいろな会談をしました。ラウテが森で自由に
生活することと、生活が苦しいので支援を求めま
した」という。

　2009年にキャンプを訪問した時はムキヤが不
在だったが、その時は、ダイレクの中心の町に行
き、公聴会に出席したためであった。ネパール政
府が憲法制定議会議員を地方に派遣して、全地方、
全民族に、どんな憲法を作るべきかについて公聴
会を開いていたからである。そこでも、ムキヤは

「私たちは森で自由に生活したい」と訴えたとい
う。
　副ムキヤも 2010年にカトマンズを訪問したが、
その経緯について質問した。その質問と答えは下
記のとおりである。

質問：この間あなたはカトマンズで誰と会ったの
ですか。首相にあったのですか。

副ムキヤ：はい首相と会いました。
質問：自分で行ったのですか。誰かが連れていた
のですか。

副ムキヤ：自分たちで行った。交通費や食事代と
して 4,000ルピーぐらいかかりました。

質問：何で行ったのですか。
副ムキヤ：バスを使いました。
質問：総理大臣と他に大臣にも会いましたか。
副ムキヤ：大統領、女性の大臣（スジャタ・コイ
ララ）、財務大臣、森林大臣とも会いました。

質問：森林大臣が何をいいましたか。
副ムキヤ：「ラウテはいつも森へアクセスができ
るが、一般の人が木を切ることは一切認めま
せん」と言いました。「ラウテにだけ認める」
と言いました。

質問：総理大臣が何か言いましたか。「あなたた
ちは定住して、子供たちを学校に行かせてく
ださい」と言わなかった？

副ムキヤ：そう言いました。私は「ラウテはそん
なことは一切やらない」と言いました。それ
で総理大臣は「分かった」と返事しました。

質問：総理大臣からどのぐらい支援をもらいまし
たか。

副ムキヤ：総理からはヤギを買うための支援をも
らいました。

質問：いくらですか。
副ムキヤ：2頭のヤギのため 2万ルピーもらいま
した。

質問：ネパール政府から直接ラウテにお金を提供
し始めたのは何年前からですか。
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副ムキヤ：それは 2年前からです。
質問：ネパール政府がラウテにいくらお金を提供
しているのですか。

副ムキヤ：月に 1000ルピーをもらっている。
質問：それは子供も 1000ルピーもらえるのです
か。

副ムキヤ：子供から大人まですべて毎月 1000ル
ピーをもらっています。

質問：あなた方の支援額は一人ひとりに出すので
すか、それともすべての支援額を一括でムキ
ヤに渡すのですか。

副ムキヤ：それは一人ひとりに渡します。
質問：誰がどこに来て支援額を渡してくれるので
すか。

副ムキヤ：役場の人がラウティ（ラウテのキャン
プ）に来て渡します。

質問：総理大臣や財務大臣からもらった特別の支
援金は誰かが管理しますか。

副ムキヤ：それはムキヤが管理する。すべての世
帯に平等に分けます。

質問：（副ムキヤが脇にあった酒を指して）カト
マンズに行ってジョール (酒 )を飲んだ？

副ムキヤ：飲んだ。
質問：カトマンズでジョール飲んでから、踊った
そうですね。

副ムキヤ：踊ったのですが、帰って来たら怒られ
ました。ラウテはそのようなところで踊って
いけないので注 8）。

　2010年 12月にラウテのキャンプ地を訪問した
際は、ラウテの祭りが数日前に終わったところで
あった。まだ、白い濁り酒が残っていて、男たち
の多くは、キャンプの小広場や脱穀場の近くのス
ペースに座り込んで酒を飲んでいた。コシなどの
木工製品はほとんど見られなかった。その主な理
由は、祭りの前に木工製品をほとんど交換したと
いうことのようであったが、ムキヤに、木工製品
作りが減っているのではないかという疑問を投げ
かけてみた。

質問：前に来た時にはよくコシを作っている様子
が見えたのですが、今は見えないですね。

ムキヤ：この間祭りがあって、コシが全部売れた
（交換した）ので、最近は休んでいる。しば

らくしたら、またコシを作る。
質問：前に、友人（ムキヤ）は、「お金が簡単に
もらえるようになったら、ラウテはコシを作
らなくなる。もし、コシを作れなくなるとラ
ウテを言えない」と心配していたのですか、
最近そのような問題がないのですか。

ムキヤ：その問題はあります。
質問：最近、若者が支援金で酒だけ飲んで、あま
りコシを作らないのでは？

ムキヤ：支援の金が手に入ったらすぐ酒を買う若
者が多いという問題がある。ラウテが持って
いる技術を保っていかないと、ラウテは困り
ますね。

第3章	 ネパールの社会状況とラウテ社会
の変容

王制廃止、森林政策の変更
　ルインテルによれば、ラウテは政府が正式に発
行した木材伐採に関する許可証を持っているとい
う（以下は Luintel1）p.32）。この許可証は、ネパー
ルの国王が 2028年（西暦 1971年）にスルケット
を訪問した際に発行された。当時のラウテのムキ
ヤであるマン・バハードゥル・サヒーによると、
2028年（西暦 1971年）に甚大な飢饉があった際、
国王が被害地を視察した。その時、国王はラウテ
と会って食糧、衣服を支給し、ムキヤと一緒に写
真を撮った。国王が「何か困ったことはあるか」
と尋ね、ムキヤは「ラウテが森に自由に入って木
材を切ることを村人が妨害するので、これを辞め
させてほしい」と訴えた。その後すぐに、政府は、
ラウテが森に自由に入り、木材を伐採する許可書
を発行した。
　王制が廃止された現在、この許可証は効力を失
い、森で自由に木を切って生活するための後ろ盾
は無くなったことになる。そこで、第 2章で報告
したように、ラウテは、総理大臣をはじめとする
政治家に、ラウテが自由に森で生活し、森の木を
切る自由を保障するように訴えている。
　ムキヤが言うように、移動ルートの大きな変更
は、木工製品の需要の減少と共に、森の木の伐採
をめぐる住民との軋轢とも関係しているのであろ
う。
　ラウテの遊動地域の変更に関して、第 2章で述
べたように、その要因の一つに森の木の伐採をめ
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ぐる住民との軋轢があげられた。この伐採をめぐ
る軋轢は、政府の森林政策の変更と関係している。
森の利用は、従来は地域ごとに慣習的な占有や利
用がなされてきたが、1993年に森林法が改正され、

「サムダイの森」（community forest）が制度化され
た。森の維持と再生を目的とし、地域コミュニティ
単位で組合を設立して近隣の森を「コミュニティ・
フォレスト」として登録すれば、コミュニティが
森を管理し、適切な資源を利用することが認めら
れたのである。この制度変更は、移動しながら森
を利用してきた人々にとっては大きな障害となり
うる。狩猟民であるラウテだけでなく、季節移動
をしながら森を利用してきた移動牧民も混乱に
陥っている注 9）。とりわけラウテの場合は、母村
をもたない遊動の民であるため、コミュニティ・
フォレストを登録することは不可能である。そも
そも、遊動生活を続けるためには、固定したフォ
レストを登録しても意味はない。
　王制の廃止によって王から下賜は無効となっ
た。一方、コミュニティ・フォレスト制度によっ
て、森が明確に区分けされ、地域住民による管理・
利用の制度が確立した今、法的に地域住民の主張
が正当となる。ラウテは、中央の大臣らに懇願し
て後ろ盾を要請するが、中央の政治が混乱する状
況では、地域社会への影響力は及ばない。そこで、
住民との軋轢が常に顕在化する可能性が高まった
わけである。

ネパールの政治状況の変動とラウテへの影響
　ネパールの人口は 2800万人（2007年調査）で、
59の民族が認定されている注 10）。これらの民族ア
イデンティティを持つ人々は基本的にマイノリ
ティであり、マジョリティはネパール語を母語と
するヒンドゥー教徒でカースト・アイデンティ
ティをもつ人々である。宗教は、ヒンドゥー教徒
が 80％、仏教徒が約 10.7％、イスラム教徒が約
4.2％とされている。言語はネパール語（標準語）、
英語（第二言語）のほか、102の民族言語や少数
言語が確認されている。
　1996年以後の共産主義マオイスト（毛沢東派）
のゲリラ運動が始まり、ネパールの諸民族に大き
な影響をもたらした。彼らは、西ネパールの山岳
地帯を中心に、多言語、多宗教を認め、ヒンドゥー
王制廃止、カースト廃止、女性、民族マイノリティ

や先住民の保護、経済的平等、資源の再分配、家
父長構造社会の変更、男女平等を訴えゲリラ運動
を始めた。多くの民族・先住民族、低カーストの
女性や若者がゲリラに参加し、国全体に影響が及
んだ。ゲリラと国軍の激しい戦争となり、社会が
混乱し、高カーストの階級だけなく、民族、先住
民や低カーストの人々にも大きな打撃を与えた。
　10年に及ぶ長い内戦の末、2006年に休戦・和
平が結ばれ、マオイストが合法化されて国会に議
席が割り当てられた。2008年には憲法制定議会
の選挙が実施されたが、マオイストが第一党に
なった。ただし、過半数は得られず、大きな 3党
であるネパール共産党（マオイスト）、ネパール
国民会議党、ネパール共産党（マルクス・レーニ
ン統一）が連立政権を樹立し、2008年の憲法制
定議会の最初の会議で 250年に及ぶシャハ王制廃
止を決めた注 11）。連邦制を導入することなどで合
意したが、マオイストの軍を国軍に編入するとい
うマオイストの主張を他党が受け入れないことな
ど、重要な課題で合意できず、マオイストが政権
から離脱し、首相が 5カ月以上決まらないなど政
治的な混乱が続いてきた。憲法制定には 3分の 2
の賛成が必要であることから、3党の合意が不可
欠であるが、合意は難しく、2010年末現在憲法
の制定のめどはたっていない。
　マオイストによるゲリラ戦争、和平後の選挙は、
ネパール社会に大きな変化をもたらすこととなっ
た。すべての政党が、支援者を集めるため、民族、
先住民、低カーストなどのマイノリティの地位向
上を訴えてきたこともその要因の一つである。そ
れは、ラウテのような極小民族にも及んだ。制憲
議会の議席数は 606であるが、選挙で選ばれた議
員に加え、得票数に応じた任命枠が決められ、少
数民族や低カーストなどのマイノリティに割り当
てられた。国民会議党の党首がラウテのムキヤを
制憲議会議員に指名した背景はそこにある。
　すべての民族に意見を聞くという原則から、極
小民族でありながら、ラウテがひとつの「民族」
として扱われるようになったのである。さらに「ネ
パール最後の狩猟民族」ということから、メディ
アでも大きくクローズアップされた。ラウテが政
府の援助を受けるようになったことには、以上の
ような背景がある。
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経済システムの変容とラウテ社会の統合
　ラウテの社会では、サルの獲物の平等な分配、
未亡人や病人、老人に木工製品を贈与するなどの
相互扶助の仕組みが強く働いてきた。そうした、
直接的な見返りを求めない奉仕や財の贈与を「互
酬」と呼ぶ。木工製品の交換による収入は個人の
ものであるが、それも農作物との交換を原則とし
てきたために、市場経済はそこでブロックされて
きた。農産物であれば、蓄積は家族の消費を大き
く上回ることなく、剰余は相互扶助のために使わ
れることになる。
　コミュニティの共通の富としては、祭で消費さ
れるヤギが最大のものであった。外部からの金銭
的な収入はムキヤが管理し、ヤギに変えられ、祭
で消費された。こうして、市場経済の世界に囲ま
れながらも、ラウテ社会は外部の「市場交換」シ
ステムを転換し、内部ではムキヤを中心とする小
規模な「再分配」システムを保ち、それによって
経済的社会的な統合が図られてきた。これまでの
ラウテ社会が、平等で団結力の強いコミュニティ
を維持してきたのは、経済社会的な側面から見れ
ば、こうした「互酬」「再分配」が機能してきた
からだと言える注 12）。
　首相などからの特別援助は、ムキヤが管理する
ことから、一時的には「再分配」の効果を高める
ことになるだろう。2009年には、ある副ムキヤ
が表向きには「ムキヤ」と称し、外部からの援助
を私物化したという事件があった。ムキヤは怒り、
副ムキヤを一時解任した。まとまった外部援助の
管理・分配は、現状ではムキヤのリーダーシップ
の新たな源泉になっていることを示す出来事と解
釈できよう。しかしながら、政府等外部からの金
銭的な支援が各個人を対象に行われるようになる
と、「再分配」が機能しなくなり、ムキヤによる
ラウテ社会の統率の一角が崩れることになる。さ
らに、金銭的な援助に加え、木工製品を現金で売
ることにより、「市場交換」がラウテ社会の内部
に浸透するようになった。若者を中心に、「何に
でも変えられる」貨幣の利便性と個人財産の蓄積
に惹かれる傾向が強まっているのである。
　こうして、「市場交換」の浸透が「互酬」と「再
分配」を阻害するという、必然的な傾向がラウテ
社会でも顕在化しつつある。それは社会的には、
ムキヤの権威とリーダーシップを弱める結果を招

くことになる。

おわりに
　ネパール西部の森で遊動生活を送るラウテの伝
統的な生活と近年の変化を見てきた。Bistaが簡
潔に記述している 1970年代のラウテ像は、「周囲
の村人に恐れられ、猿を捕まえ村の娘を誘惑して
ラウテにしてしまうために強力な魔法を使う、と
信じられている」といったものであった。それで
も、なんとか村人との間で木工製品と農産物の交
換が行われていた。一方で、当時から、人口増加、
農地の拡大、森林の減少によって、ラウテの狩猟
採集生活が脅かされ、より頻繁に移動し、農民へ
の依存がより強くなる傾向が述べられている 3）。
そうした傾向は、現在まで続く長期的なものと言
えよう。
　1990年代のラウテについては、ルインテルに
よってかなり詳細なインタビューが行われた。本
稿の第 1章でその基本的な部分をラウテの「伝統
的な」生活と社会としてまとめた。現在のラウテ
のキャンプの様子も、ルインテルが描いたものと
ほとんど変わらないように見える。しかし、ネパー
ルの近代化は着実に進んでおり、ラウテが外部の
住民と接する機会や必要性は格段に増えた。また、
近年になり、ラウテの人びとと社会は、これまで
とは全く異なる要因による急激な変化を被ってい
る。それは、経済的側面と政治社会的側面とが相
互に関係したものである。市場経済はラウテ社会
にも確実に浸透し、それは政治的な変動の結果と
しての、政府によるラウテ社会への金銭的援助と
も関連する。金銭的な援助のルートは、政府や政
治家に限らず、ジャーナリストによる取材（2007
年には BBCによる長期の撮影も行われた）、商工
会のイベント、それに筆者らのような研究者も加
えなければならない注 13）。
　「互酬」と「再分配」によって強い凝集力が保
たれてきたラウテの社会に、金銭的援助と木工製
品の現金売買による「市場交換」システムが浸透
するにつれ、「互酬」と「再分配」を基盤とする
ムキヤのリーダーシップにもゆらぎが生じてい
る。副ムキヤとの軋轢はその顕在化の一つである。
ムキヤ自身も「お金で農産物を買えるし、服、ヤ
ギ、ニワトリなど何でも買うことができるのがお
金である」と語っている。2010年 3月のスルケッ
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ト祭での出来事は「できるだけ少ない財やサービ
スを提供し、より多くのものを得る」という「市
場交換」の基本原理が外部社会との関係ではすで
に確立しつつあることを示している。貨幣の魅力
を知った若者たちの新しい意識を、ムキヤは今後
どうコントロールしていくのだろうか。政府によ
る個人への金銭的支援は、若者の飲酒や木工技術
の衰退につながることも、ムキヤは危惧している。
　森林制度の変更は、森の木の伐採の許可を与え
た王制の廃止とともに、ラウテの生活基盤を全面
的にゆるがす事態となっている。ラウテの総人口
が少数であることから、森の管理者となった地域
住民との軋轢は今のところ限定的だとも言える
が、すでに、遊動区域の大きな変更の背景のひと
つとして住民との軋轢が語られている。
　極西部に住む「定住ラウテ」の人びとの調査を
したとき、彼らはダイレク地域の「遊動ラウテ」
をテレビや新聞などで見て知っていた。彼らに「遊
動ラウテは定住するだろうか」と質問してみた。
ある若者が「（森の民として注目されて、援助が
あるため）彼らは今の方が生活が楽なのがわかっ
ている。政府や NPOが援助しなくなれば、彼ら
も定住するんじゃないですか。」と語った言葉が
印象的であった。
　遊動ラウテの人びとの総意としては、森の中で
の自由な生活を続けることを望んでおり、定住化
は拒絶している。2010年 3月の調査時には、キ
リスト教系 NPOが子どもの教育の支援を目的と
してラウテと接触していた。市場経済化のさらな
る浸透、外部世界とのさらなる交流の増加ととも
に、教育の問題もラウテの人びとにとって大きな
テーマとなるだろう。そのとき、自ら定住を選択
する時が来るだろうか。
　外部世界の容赦ない浸透の中で、ラウテ社会が
分裂せずに森の生活を維持するためには、「互酬」・

「再分配」と「市場交換」のバランスを保ってい
く必要があるだろう。そして、援助を受けながら、
同化はしないという、外部世界との微妙な関係を
保っていかなければならないだろう。
　「遊動ラウテ」は今後どのような道をたどるの
だろうか。ネパールにおける文化多様性の維持と
国家の平和な統合のひとつの試金石でもあり、学
問的にも重要なケースである。すでに定住したラ
ウテとの比較を含め、今後も遊動ラウテの動向を

見守りながら研究を続けていきたい。

付記
　この研究の主要部分は総合地球環境学研究所の

「人の生老病死と高所環境－「高地文明」におけ
る医学生理・生態・文化的適応プロジェクト」（研
究代表：奥宮清人）として実施した。

注
1） ルインテルはラウテの遊動地域について、緯
度28度から30度まで、経度81度から83度ま
でと述べている。地理的な中心として、ダイレ
ク（Dailekh）郡とスルケット（Surket）郡をあ
げる1）。

2） 筆者らの調査による推定であるが、Bistaは
1972年に会ったときの人数を200名と見積
もっている3）。Fortierは1997年の調査をした
バンドの人口を140名としている2）。彼女は

「インド・ネパール国境地域のラウテの推定
人口は700」2）としているが、「遊動ラウテ」の人
口としては多すぎる数字である。一方、ネパー
ル極西部の「定住ラウテ」を含めれば1000名
を超える。1993年から98年にかけて調査を
行ったNandaは、ラウテの「狩猟採取民の集
団の構成員はわずか130名」という4）。Luintel
は、西暦1992年の国勢調査のラウテ族人口
2878人（755人は男性で、2123人が女性）は
全く信ぴょう性がないとし、ラウテ人口を約
160人と推定している1）。

3） 調査の時期と場所は次の通り：①2007年11
月2 日 ～11 月17 日Tallo Dungeshur（Dailekh 
District）、②2008 年2 月15 日 ～3 月5 日Rama 
Ghat（Dailekh District）、③2009 年3 月5 日～3
月20日Rakkam（Dailkeh and Accham District）、
④2010年3月5日～3月26日BeshTada（Jagarkot 
and Dailekh District）、⑤2010 年12 月15 日 ～
2011 年1 月6 日Kalche（Salyan District）。カナ
ルが①～⑤に参加し、そのうち①③⑤に稲村
が参加し、③⑤に川本が参加した。③④⑤は総
合地球環境学研究所のプロジェクトとして実
施した。⑤では「定住ラウテ」の調査も行った。

「定住ラウテ」は、もともと遊動生活を送って
いたが、1970年代から定住・農民化した人々
で極西部に居住している。定住化の過程で多
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くは苦労して農業に従事するようになった
が、一部は定住地から森に戻り、現在も一部は
遊動生活を続けている。彼らはサルを狩猟せ
ず、ヤマアラシなどを狩猟しているという。こ
の「定住ラウテ」を含む極西部のラウテにつ
いては別稿で論じたい。

4） 「サヒー」はシャハ王朝の一族であることを意
味するが、ラウテたちが「ラウテ」を自称する
ときに使う呼称である。つまり、ラウテは自ら
が高貴な出自を持つと考えている。

5） ルインテルによるラウテの記述のうち適切か
つ重要と思われる部分をまとめる1）。狩猟と採
集については34-38頁、木工や農産物との交換
については28-32頁、ラウテの家族・親族、リー
ダーシップについては43-53頁、集落について
は70頁を参照。

6） シンは、アカゲザル（学名Macaca mulatta）と
ヒマラヤヤセザル（Presbytis entellus）とする4）

が、筆者らは狩猟するサルの3種を写真でラ
ウテに確認した。

7） ババルは米粉をバターと蜂蜜で捏ねて焼いた
パン、ラウンは小麦粉と少量の米粉をバター
で捏ねて揚げたパン。

8） ラウテの伝統では、男性だけが踊る習慣があ
り、女性が踊ってはいけない。また、他の民族
の女性にラウテの男が踊るのを見せてはいけ
ない。それにも関わらず、カトマンズ行ったラ
ウテ達が酒を飲んで踊った。最初は踊るよう
に誘われて拒否したが、酒をのんだ後、踊りの
女性がラウテ男性を誘って、ラウテが踊った。
それを知ったムキヤが怒って、彼らはラウテ
文化や伝統を脅かしたと言った。

9） 例えば、ネパール東部山岳地域のソル地域で
ヤク・ゾム（ヤクとウシの異種間交配種）の
移牧を行うシェルパは慣習的に父系クラン単
位で森の放牧地を利用してきた。クランの土
地は夏の放牧地（標高4000m以上の高原）や
母村（標高2500-2900m）までの移動ルートの
森に点在し、移牧（季節的上下移動）のシステ
ムに適合していた。コミュニティ・フォレス
ト制度の結果、移牧を営む人々が減少してい
る。シェルパの土地で夏に放牧してきたグル
ン羊飼いたちも移牧に支障をきたしている。
それに関する住民同士の論争について、シェ

ルパ側とグルン羊飼い側からの研究がある
5~7）。

10） 59 民族は、endanger（10），Highly marginalized
（12），Marginalized（20），Disadvantage（15），
Advantage（2）と分類される。Advantageとさ
れるのはカトマンズ盆地でかつて王朝を築い
たネワール族、ヒマラヤ地域でトレッキング・
観光ビジネスなどで成功しているシェルパ族
である。この2民族を除く他の諸民族はおお
むねマイノリティと位置づけられている。

11） 3党は連邦制をとることでほぼ合意したが、
ネパール共産党（マオイスト）は、州を先住民、
民族や言語に基づいて決めるべきことを訴え
る。それに、ネパール国民会議党とネパール共
産党（マルクス・レーニン統一党）が反対し
ている。国民会議党は、文化、地域、言語、歴史
や民族に基づかない、地域的な連邦制を考え
るべきだと提案している。

12） 「互酬」「再分配」「市場交換」については、文献8
を参照。

13） 2010年12月の調査時、ムキヤから「ミット（特
別な友人）よ、外国人の先生たちはお金がある
でしょう。食糧が足りないので、踊りを披露す
るから援助して」と求められ、筆者らはムキヤ
に3000ルピー（約3700円）を渡した。筆者ら
研究者も間違いなくラウテ社会の変化に加担
していることを認めざるをえない。ただ、この
ケースでは、「踊りの披露」はスルケット祭で
の経験に基づいていること、ムキヤへの援助
は、ムキヤが食糧を購入して人びとに配分す
ることから、「再分配」の新たな資源となって
いる、との解釈も可能である（と自ら納得し
たい）。
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Summary
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    In the western part of Nepal there is a people called the Raute, who practice a nomadic lifestyle of hunting and 
gathering in the forest. The men hunt monkeys, and the women collect wild plants. They also make vessels and 
other wooden items from trees cut in the forest, and exchange them with farmers for rice and other crops.
    The authors did fieldwork among the Raute from November 2007 until December 2010, visiting their camps in 
the forest a number of times. In this article we first introduce their traditional life and society, based on some studies 
realized in the late 1990’s and published in Nepal, then describe the rapid changes of their lives in recent years that 
are evident from our fieldwork and analyze the social background of those changes.
    Individual Raute people now receive money through government aid, and as a result the market economy is 
entering into Raute society. This has led to a decline in the authority of the Mukiya or Raute leader. In 1996 a 
Maoist group began fighting against the government, declaring the equality of minorities such as indigenous 
peoples, lower castes, and women. After 10 years of battle, they reached a peace agreement and the Maoist party 
joined the government. Through the influence of these developments “extremely small ethnic groups” such as the 
Raute came to form a single political group, and the Raute became famous as “the last hunters of Nepal.” These are 
the reasons why the Raute now receive aid from the government.
    The Raute call themselves “kings of the forest”, and want to live freely in the forest. The king of Nepal gave 
them the right to live freely and use the resources of the forest. But the king was expelled in 2008. Moreover, a 
“community forest” system, whereby the residents of each region have the right to manage and use the resources of 
forests in their region, was established in 1992, leading to increasing conflict between Raute and local residents. 
This system is making it difficult for the Raute to live freely in the forest. All these interrelated political, social, and 
economic factors are forcing the Raute to change and adapt, and are creating disturbances in their life and society.




