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討 論

司 会 慮 地 利 明

坪内 バラモン=ク シャ トリヤという複合の

中で、東南アジアではクシャ トリヤが中心で

あ りバラモンは付け足 しの要素であるという

感覚で捉え られていると思う。 しか し、寺院

形式や都市形式はしっかりと東南アジアに埋

め込まれている。実 はそのことか らも、祭祀

を司る技術者としてのバ ラモ ンの重要性を考

えた方がいいか もしれない。いわばクシャ ト

リヤはどこの馬の骨でもいい。バラモ ンの認

定を受けることでクシャ トリヤになりうる。

あるいは王としての地位を保ちうる。クシャ

トリヤはむ しろ土着的な要素と位置づけ、技

術者としてのバラモンこそがインドの本質部

分 として流れてきた ものだと解釈すればどう

か。それが東南アジアのイン ド化 と考えたら

どうだろうか。

石井 私もそれには全 く同意するが、その場

合、バラモ ンの役割が13世 紀を境に非常に変

容 していることを考えねばならない。13世 紀

以降になるとバ ラモ ンの伝統が切れたり、つ

ながったりする状況が明 らかに認められる。

例えば今のタイの王室バラモ ンは、18世紀に

南インドから来たと言われているが、にもか

かわらず18,19世 紀 という新 しい時代になっ

て もバラモンをインドか ら輸入 しなければ、

仏教国であるはずのタイの王室儀礼ができな

いという状況がある。王は確かに土着の人間

だ。バラモンが王権に正統性を与えるという

役割は、む しろ外来の ものだからこそでき

た。東南アジアのイン ド化の担い手はバ ラモ

ンである。辛島さんが調べ られた東南アジァ

の碑文は、立派なサンスクリット語で書かれ

てお り、やはり本物のバ ラモンが来たからこ

そインパ クトがあつたのだろう。

ところが時代が下れば、タイに伝承されて

いる儀礼のように、タ ミル語とサンスク リッ

ト語が併記され、その中にも時々タイ語の当

て字が含まれているようなものが出て くる。

カタカナで英語を書 くような状況があって、

そこまで堕落 して しまっている。タイのバラ

モ ン僧はサ ンスクリットが全然できない。に

もかかわ らず王室バラモンがいないと今のタ

イの王権はもたない。基本的にはかなりの真

面目なバラモ ンか ら全 く堕落してしまったも

のまでが、外来の祭式の技術者 として土着の

王権に正統性を与える役割を今でも果た して

いることに間違いはない。

村のバラモン

慮地 インド全体のヒンドゥー化過程でも、

バラモンが技術者として入 りカース ト制度を

根づかせる役割を果たすが、その過程 はイン

ドと東南アジアではどのような共通点や相違

点があるのだろうか。

山崎 バラモンは村には入っていっただろう

か。

石井 宮廷以外は村どころか町に もほとんど

入っていないと思 う。基本的には王宮の独占
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物という性格が強い。ただ、店の開店の儀式

や、昔では髪を13才 になると切 る儀式が あ

る。このよ うな儀式はバラモンがやらなけれ

ばならず、現在で もバラモン達の生活の支え

の一つになつている。そういう儀礼では民衆

に入 っているが、農村にはそういう儀礼もあ

まり入 っていないと思 う。

山崎 イン ド化といって も上の階層のイン ド

化で、 ヴァルナ制度でいうとヴァイシャ、

シュー ドラという庶民層② ヒンドゥー化で は

なかったと理解 していいか。

石井 私はそう理解 している。ただ、その場

合はセデスの言う意味でのインド化で、イン

ドの稻の伝播や交易 レベルでは庶民にも影響

はあったと思 う。

山崎 インドの場合は、バラモンが村に入 っ

て村落のダルマ的な秩序化を進めたと思われ

る。東南アジアでも順序からいけば上のイン

ド化が下へ と及んで いくことが考え られる

が、13世 紀頃になると大陸部ではヴァルナの

束縛のない仏教化が進み、島懊部 の方で も

ヴァルナとは無関係なイスラーム化が進む。

そのためにカース トの導入は中途半端になっ

て しまったのだろうか。

石井 仏教が民衆に浸透 していった事実は明

らかにある。それがまさに民衆 レベルでの括

弧つきの 「イン ド化」であることは認める。

ただし王宮に入ったインド化が徐々に外に出

ていって、民衆に影響を与え浸透 していくよ

うなことはなかったと思う。基本的には王室
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とその周辺に局限されていただろう。

山崎 東南ア ジアに来たバ ラモ ンは、本来

行ってはいけない外国に来て、夷狭の王の下

で働いているというコンプレックスがあった

のかもしれない。彼 らはその国の社会をヴァ

ルナ化す る意識は全 くな く、む しろお金を

貰って生活できればいい。仏教僧侶の方が民

衆の間に自分達の宗教を広めていこうとする

意欲が大 きかっただろう。バラモンは宮殿か

ら出るつもりがなかったのではないか。

家島 イスラームにおけるウラマーや13世紀

以降のスーフィーのファキールという修行者

など、非常に高度な教団の教義を持っ人達が

辺境を遍歴 して布教 していくような話がある

が、バラモンが個人あるいは集団として布教

的な活動を目的に出てい くようなことはでき

たのか。

山崎 時代的に言えば、最初はガ ンジス河の

上流域に限られていたが、紀元後になればイ

ンド亜大陸の全域がバラモンの活動する地と

して認め られた。ただ、海を越えることにな

るとバラモ ンにもかな り抵抗があ ったと思

う。越えて行つたバラモンに もコンプレック

スがつきまとったのではないか。

辛島 果たして、どの程度の意識を持って出

かけたかというのは、今の段階ではわか らな

い。ただ、情熱が全 くなかったわけで もない

と思う。バラモンの布教に関 して、出ていく

時の原動力や牽引力になつているものにアガ

スティヤの問題がある。例えば、伝説的に言



うとアガスティヤがタ ミル人に最初に文字と

文法を教えたということになつていて、アガ

スティヤという人間は少なくともアー リヤ人

が北 イン ドから南 イン ドの方 に進出する時

の、文化的、尖兵 的シンボル という意味を

持 つている。アガスティヤ信仰はさらに東南

アジアにまで及んでいる。だとすれば、もう

少 し意欲を持って進 出して行 ったバラモンも

いたのではないか。

東南アジアのイン ド化を13世 紀を境に分け

るという話があったが、最初は13世紀以後を

捨象 して考えてもいいのではないかと感じて

いた。 しかし、意外 に新 しい時代の 「えせイ

ンド化」より正統的には 「第二次インド化」

のような状況 も、古 くからのインド化と混同

して しまう可能性が非常に大きい。その意味

で13世 紀で前後に分けることが重要かもしれ

ない。

東南アジアに出て くるインド化の過程の中

で、ス リランカは色々な意味で重視すべきだ

と考えている。そこにはスリランカにおける

カース ト制の有無という問題がある。スリラ

ンカではゴイガマというマジョリティを形成

す る農業カース トが一番上で、逆三角形の構

造になっている。その下 にいるの もカラワー

(漁民)や サーラガマ(シ ナモ ンピーラー)

のよ うにイン ドとは異 った構造になってい

る。結論的に言えばスリランカのカース トは

カース ト制度ではないと考えている。 しか し

カース ト的な形態はある。サーラガマやカラ
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ワーがゴイガマの下に編成されるような過程

は、意外と16世紀以降の話で、タミルナー ド

の方から来て、ゴイガマの下に組み込まれて

最終的にカース ト的な形態をとるよ うにな

る。現在の姿だけを見れば、スリランカに昔

からカース トがあるような気がするが、意外

に新 しい時代になってか らの 「えせ イン ド

化」の過程でそうなってしまっている。そう

いう議論 もする必要があるだろう。

カ ース ト制 を拒 否 した東南 ア ジア

慮地 東南アジアでバラモンが能動的にイン

ド化を進めようとしていたのであれば、東南

アジアの側でそれを拒否するような概念的な

力が働いたのではないか。それは、なぜカー

ス ト制が東南アジアで定着 しなかったのかと

いう問題にも関わるだろう。

森と海の生態

高谷 非常に単純化 した話になると思 うが、

東南アジアは海と森の生態であることが大 き

いと思 う。カース ト制は定住 している農民が

いなければ成立 しないのではないか。 もちろ

ん、インドで もフロンティアが残 っている段

階でのカース トの働きと、農民の定住が安定

してか らのカース トの働きを考える必要があ

ると思う。東南アジアのように農民がいな く

て、森で採集を している人々と港があるだけ

の世界で、カース ト制というのは成立 しえな



いのではないかと考えている。

田中 インド化を広 く捉えた場合、例えば農

業で もカンボジアや東北タイ、ビルマの中央

平原にインドの稲作が入つている。そこで、

中国とインドという対比を考えると、中国式

の稲作は屯田兵 システムのような形で広東な

どに広まっているが、 ビルマ、カンボジア、

クメールなどに入 って きたイン ド化の波は屯

田兵だったのか、それとも王権のまわりだけ

にスポ ットとして入 っただけだったのか。歴

史的にはそういうスポッ ト的なところまで押

さえられるのか。そして仮に、そういう移植

があったとして、それがなぜ消えたのかとい

うところまでわかれば、高谷 さんの説もダイ

ナ ミックに生きて くると思う。

坪内 今フロンティアという問題が出かけて

いると思 う。東南 アジアは海 と森の フロン

ティアの世界だか ら、カース ト制は成り立た

ないというのが高谷さんの議論だが、イン ド

にも遡ればフロンティアだった時代があつた

はずだ。その頃にカース トはどうだったのが

ということも含めて考えて もらえればと思

う。

野 の 世 界

石井 高谷さんの議論は大陸部を捨象 して し

まっている。インドの影響を考えるとき、基

本的には海か らの影響を考えるべ きだという

意味では、海と森という議論に賛成する。だ

が中国の南部や西南部 との連続を考える必要
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もあるだろう。去年、雲南の徳宏に行って感

じたのは、まるでチェンマイと同じだという

印象だった。そういうところにインドの影響

が明らかに見 られるのだが、これはビルマ、

ラオス、タイ経由で、元をただせば海からの

影響だ。陸の影響というのは意外と少ない。

高谷さんのような議論をする場合、中国と東

南アジアが接触する部分とインドの関係 も視

点に入れてお く必要があるだろう。その場合

には東南アジアの農業空間にで きて くる小国

においては、イン ド的な統合原理が用いられ

た可能性が非常に高 く、必ず しも森 と海だけ

では切れないという気がする。

高谷 最 も東南アジア的な島填部を中心にお

いた話に しているのだが、確かに言われたよ

うに小さな農村のことも考えに入れてお く必

要があるかもしれない。だが、13世 紀以前を

考えた時にそれ は問題 にされ るべ きか どう

か。また、そういうところのインド化とは、

むしろヒンドゥー的な ものよりも仏教的なも

のがある。13世紀以前になぜカース ト制が定

着 しなかったのかという点にしぼって考えれ

ば、海と森でという景観の中で、シャープに

考えた方がいいと思う。む しろ私のインド化

というイメージは、仏教がまず入つて、それ

からヒンドゥーが入って くるという気がする

のだが。

上座部仏教

石井 私は13世紀前後で整理を したが、実は



それについて非常に具合の悪い条件がある。

一つは上座仏教がかなり古 くから伝わってい

る。つま り上座仏教の メル クマールであ る

パー リ語の断片が、6,7世 紀の段階でビル

マのタ トゥーンやタイのナ コンパ トムに出て

いる。そのころの仏教の状況は複雑で、おそ

らくサンスクリッ ト小乗と言われているもの

も入 ってお り、13世 紀で切れない段階があ

る。セデス的な意味でのインド化の中に、大

乗仏教 とヒン ドゥーのセ ットが入 っている状

況をサンスクリット化で くくっているが、大

陸部にはサンスクリット小乗 も入 っている。

そういう断片的なファクターを入れると乱暴

な議論をしすぎているようにも思えて くる。

ビルマのパガンに入 った仏教 も11世紀の半ば

で、 この200年 のギャップをどう考えた らい

いのかという問題がある。

辛島 東南アジアを旅行 して印象的なのは、

ヒンドゥー教、大乗仏教、上座部仏教、そ し

てそれ らのタントリックな形も、何 もか もが

サイ ドバイサイ ドな入 り込み方を している。

そこをどう 「インド化」として解釈するのか

が一つのポイントになるだろうと思う。

デカンの南と北

中村 これまでインドという言葉で色々なこ

とが語られてきたが、デカンの南か北かで分

けて考えた方がいいように思 う。石井 さんの

語 られたのはデカ ンよりも南の話でバラモン

の故地ではない。デカンより北のバラモンの
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故地から東南アジアに直接バラモンが動 いて

いる証拠 はほとんどない。今日の議論はイン

ドという言葉を南イン ドと言い換えないと話

が合わないだろう。13世 紀というの も、11世

紀から13世紀の幅 ぐらいで考えて見ればどう

か。その頃の南イン ドは仏教が力を失いヒン

ドゥーが力を持ち、ようや くカース ト制が生

まれてくる。なぜ13世 紀以前にカース ト制が

入 つてこないのかと言われて も、インドにも

ないのだから来るわけがない。

ス リランカで はイン ドとの交流が盛んで

あったに も関わ らず、様 々な違いがみ られ

る。 ジャーティという言葉 はあるが、カース

トという意味ではジャーティを使わずクラと

いう言葉を使 っている。農業カース トが非常

に大量にいて、その下のカラーワとかサーラ

ガマはケーララ地方から入つてきている。さ

らにインドと違 うのは、一つの村に幾つ もの

カース トが存在するのではな く、基本的に一

つの村に一つの職業集団という形で編成され

ており、 ミャンマーのパガンや、その後のマ

ンダレーでも似たような状況がある。

おそ らく13世紀頃に非常に大 きな転換が

あったのだろう。それ以前には南イン ドのバ

ラモ ン的な ものであったのが、13世 紀以降は

それぞれの独自な方向で転換 してい く。その

時 に南イン ドの諸制度 を借 りて くる。例え

ば、スリランカのシンハラ王朝では、必ず南

インドの王様を連れて くる。ところが現在の

スリランカ仏教はタイとミャンマー起源で、



18世紀にタイからシャム ・ニカーヤが導入 さ

れる。あるいはアマラプラ ・ニカーヤやラー

マンニャ ・ニカ'一ヤが ミャンマーか ら導入さ

れる。タイの方は逆 にバラモ ンは南インドか

ら来る。

バラモ ンというのは11世紀～13世 紀以前 と

は別の問題ではないか。クンバコーナムにバ

ラモンがいつまとまって住むようにな ったの

かという問題とも関係するだろう。彼 らはイ

ン ド全体 に通用するようなバラモ ンではな

く、南のクヨンバーコーナムに拠点を持っよ

うな人達だが、その宗教活動が、バラモンと

いう形で東南アジアにいっているのではない

かと思う。スリランカと ミャンマーは、そう

い う微妙な時代の転換を引 き受けさせ られ

て、11～13世 紀以降のインド化の影響を受け

続けるにも関わ らず、カース トが村単位で棲

み分けてい くような状況になって しまったの

ではないだろうか。

アガスティア信仰

山崎 辛島さんのアガスティヤの話に関係す

るが、バラモンの先祖を辿つていくと8人 の

リシ(聖 人)に 遡る。最初は7人 だったのが

アガスティヤが加わつて8人 になった。アガ

スティヤは中でも一番革新的な存在で、ヴィ

ンディヤを越えて南イン ドに初めて北のバラ

モ ンのヴェーダの文化を もた らした。南イン

ドのバラモンにとっては自分達の最高の リシ

である。そうすると東南アジアに出ていった
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バラモンも、アガスティヤをシンボルとして

自分達の行為を正当化することはできる。バ

ラモ ンは非常に融通無碍な発想をする。

ヴェーダの祭式が行われる土地ははじあ、

ガンジス河の上流に限 られていたのに、プ

ラーナの時代になるとイン ド亜大陸全域にま

で広がっている。さらにアガスティヤをシン

ボル化 して、祭式の行われる地を東南アジァ

にまで広げ、それによって自己を正当化する

ことができる。バラモン的な融通無碍な発想

からいけば、東南アジァのバラモン達もそん

なにコンプレックスを抱かなくてもいいのだ

ろうと思えてきた。

家島 南に拡がっていったのは、時代的には

いつ頃になるのか。

山崎 アガスティヤはヴェーダ時代の聖人だ

が、現実にバラモ ンが南下 しだしたのはポス

ト・ヴェーグ時代で、その後、サータヴァー

ハナ朝時代に勢いが強まつたのだろう。アー

ンドラ王朝とも呼ばれるこの王朝は紀元前後

から、紀元後3世 紀頃までデカンで栄えた王

朝で、南インドの方にもバラモ ン的な文化の

影響を及ぼしたと思う。当時の北インドでは

おそらくバラモンの数が増えており、彼 らは

スポンサーとなる王のいるところへ しば しば

移住 した。彼 らは王から村(村 か らあがる諸

税)や 土地を与えられ、村落社会の住民にな

ることもある。バ ラモンたちが集団で住むバ

ラモ ン村 もで きて くる。こうして移住 し、定

着 したバラモ ンが、エ リー ト官僚や王権と結



びつ くバラモン司祭たちの供給源となる。そ

ういう形で南インドでもバラモ ンの生活基盤

がで きてくる。

寄 進 地

山崎 東南アジアの場合、土地や村をバラモ

ンに寄進す るようなことはあったのだ ろう

か。インドの場合、地方における社会秩序の

維持の役割が村住みのバラモ ンによって果た

されている。ヴァルナの大きな枠組みや、そ

れに基づ く社会的秩序が東南アジアに定着 し

なかったことと、バラモンの生活の拠点とし

ての村との関係はどうなっているのかが気に

なる。

石井 ジャワのシーマーという免税地の寄進

があるが、 ヒン ドゥー寺院に対 してだと思

う。バラモンに対 してというのは知 らない。

高谷 仮に10世紀を例に考えると、東南アジ

アのほとんどは森 と海だった。 しか し村が全

くなかったわけではない。東南アジアの中で

もごく限られた地域ではあるが、東ジャワの

一部と トンレサップの周辺か ら東北タイ、メ

ナム、チャオプラヤの周辺にはあ つた と思

う。ジャワの場合、寺院には確実に土地を寄

進 しているが、バラモンに寄進 していたかは

わか らない。時代によって も違 って くると思

う。

辛島 寺院に寄進するような土地 とか村が

あつたのであれば、バラモ ンがいてアイデァ

があれば、バラモンに寄進 していた可能性 も
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あ る 。

バラモンの移住

佐藤 東南ア ジアへのバラモンの移住は、ど

のようにして、どの程度の現象であったのだ

ろうか。長い時間をかけて徐々に、あるいは

ある時期に集中的に行われたのか、全体とし

てかなりの人数のバラモ ンが移住 したのであ

ろうか。バラモンに扶持を与えて、支えるこ

とができる村を前提としてのことであるが、

彼らが定住できるような村が多 くあったとす

れば、バ ラモ ンも大量 に必要になる。村人の

宗教指導を行い、農業社会での暦術を司るよ

うなバラモンの様々な機能を考えれば、王権

との関係はこの際問わないにして も、カース

ト化、ヒンドゥー化は難 しいのではあるまい

か。

これは午後の部で論 じていただければと

思っているが、ついでに触れておくと、イン

ドシナ半島は農業技術史の上では、中国とイ

ンドの技術がぶつかっているところで、双方

に由来す る黎の使用などに典型的に見 られ

る。この地域における五穀豊穣の祭儀はバラ

モンによるのか、仏僧によるのか、農業技術

やインディカ米はバラモンたちが携えて来た

のであろうか。

辛島 先ほどの中村さんの話にも関連 して、

南イ ン ドに限定 して考え るのは重要だ と思

う。非常に単純化 して考えれば、東南アジア

に入っていく年代を11～13世 紀とすれば、そ



れ以前は確かに南インドにカース ト制度はそ

れほど定着 して いないよ うに思 う。だか ら

カース トは入 らなかった ことにな る。ただ

し、石井さんが提起 されたように、必ず しも

一概 には言えない要素 も多い。r呉 時外国

伝』の中で中国の使節の二人がイン ドの使節

に会っているが、ガンジス河流域の国から来

たということにな っている。時代的には3世

紀に北イン ドのか ら使節が来ていることにな

る。また、デカンをどう考えるかという問題

もある。文字の影響としては必ず しも南イン

ドのパ ッラヴァ朝の ものが主体ではなく、カ

ダンバ朝のカダンバ文字が目につ く。カダン

バは4,5世 紀のデカ ン西海岸が中心で、北

インドと南イン ドの間に位置 して、北インド

の影響が全 くないわけではないし、カダンバ

朝でならカース ト社会ができあが っていたと

も考え られる。

東南アジアにやつて来た人数の問題を考え

ると、南から来たとすれば、人数は多いとは

思 うが、 しかし一度に移住するバラモンが大

量だ ったかは疑問だ。北インドあるいはデカ

ンか ら南インドへのバラモ ンの入り方は、国

家権 力の介入によって大量 に呼 び寄せてい

る。例えば、チョーラ朝の王は北方か らバラ

モ ンを何千人 と呼び寄せ、適当な村を与えて

住まわせたようなプロセスがある。それに比

べると東南アジアはまだネガティブな感 じが

する。

中村5世 紀に中国の法顕がイン ドの北か ら
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入り、バ トナに長 く住んで、南に降 りてきて

ス リランカから海を伝 って帰 っている。その

時にイン ドのバラモ ン達が東南アジアに陸路

を動いていった流れがあるのならば、その道

を考慮 して もよか ったので はないかと思 う

が、そうはしていない。おそらく北インドか

らではな く、南から海を通って東南アジアに

来たというのが自然で、11世 紀以前にはあま

り接触がなかったのではな いかと考えてみ

た。

山崎7世 紀の義浄は もっと北の海路を通 っ

ている。東南アジアの仏教徒も多 くはベ ンガ

ル経由で仏跡巡拝をしたのではなかろうか。

おそ らくベ ンガルの海岸沿いからガ ンジス河

を遡つていくルー トがあったと思う。そ うな

るとむ しろなぜ北インドのバラモンが東南ア

ジアに出て行かなか ったのかとい う話にな

る。

東南ア ジアに行 ったバラモン数が少なかっ

たというのは、王があまり積極的ではな く、

王権の飾 り程度にしか考えていなかつたから

だろ うか。王が生活を支えて くれるという

ニ ュースがイ ンド、特 に南イン ドに広がれ

ば、大挙 して出ていったと思うのだが。

王権の質的相違

石井 「梁書」には100と か500と いう単位が

書いてあり、かな りの集団だと思う。

辛島 中村理論だけで東南アジアのカース ト

制の欠落を説明するのは、少 しばか り残念な



気がする。南インドでもヒン ドゥー教的な社

会秩序 は6,7世 紀 には成立すると思 う。

カース トが全 くないという判断は苦 しいし、

何よりも東南アジア自体にカース トを拒否す

るような理由があってほ しい。高谷さんの森

と海というのも少 し弱い。イ ンドにおける王

権のあ り方 と東南アジアにおける王権のあ り

方の違いを議論 しなければ、 この問題 は解決

しないだろう。南インドの方でヒン ドゥー教

的な社会秩序が定着するに際 し、王権が果た

した役割は非常に強い。東南アジアの王権と

南アジア、南インドの方の王権とかな り質的

にも違うのではないか。

石井 東南アジアの王権については、最初の

方はデーヴァ・ラー ジャで何 となく説明がつ

いていたが、それが違うとなるとクメールの

王権が何だということはよくわからない。た

だ王の名前はヒン ドゥーの神の名前がつけら

れ、一種の神権思想がうかがわれる。ただ、

上座仏教になってか らもヒンドゥーの神の名

がつけられ、王権としては依然としてバラモ

ンを必要 としている。

辛島 仏教の王権に対する考え方はよ くわか

らないが、おそらく部派仏教と大乗仏教とで

は非常に違 うのではないかと思う。仏教では

本来的に言えば王権は否定すべきなのだろう

と思 うが、大乗仏教ではどう考えればいいの

か。

山崎 部派仏教すなわち小乗仏教の場合、王

あ神格化はもちろん認めない。ブッダが三十
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二相を持っていて、この世にあれば転輪聖王

に、出家すればブッダになると言われ、結局

は出家を選んだ。初期の仏教では王権の世界

と出家の世界とは別々に考えており、王の神

格化はしていない。紀元前後のrマ ヌ法典』

では王の神格化を強 く打ち出しているが、そ

うした王権観の影響 もあ ってか、大乗仏教で

は王を神格化する経典 も出てくる。 また呪術

の力による鎮護国家という思想 も密教では発

達 し、 ヒン ドゥー的な王権観 と変わ らな く

なって くる。ただ南方の上座部仏教は古い小

乗の系統に属すから、王の神格化に関 しては

否定的ではなかろうか。

辛島 王権と出家者の関係はどうなるのだろ

うか。

山崎 初期の仏典では俗界と出家者の世界を

分けている。もちろん俗界の方は出家者の世

界を物質的に支えるが、仏教教団の方では俗

界の介入を極力を阻止する。例えば、王の役

人が出家 して問題になり、ブッダは律蔵の中

に、王の役人を出家させることは禁止すると

いう規則を定めている。だが教団を経済的に

サポー トす るのは王権などの俗界であるか

ら、分離の原則は しば しば崩れる ことにな

る。

石井 タイの王権はバラモンがなければ成立

しないが、それは一種の飾 りであり本質的な

ところは他にある。タイの王権思想 は、正 し

い法によつて統治する王(ダ ンマ ・ラー

ジャ)で 、正 しい王である限りは正統性を勝



ち得る。 その反対概念 としてアダンマー ・

ラージャという言葉があ り、相手はアダンマ

だから、これに対するクーデターは正当化で

きるという言い方をする。これは今でも政治

権力に対 しても使われている言葉だ。 もう一

つは、仏教の擁護者であるということで、出

家者の教団であるサンガを物質的に支え、衰

亡に導かないように心配りをする。だが、そ

の内容は完全な自治で、つまり高度な自治体

である仏教教団を物質的にサポー トするとい

う考え方がある。仏教の擁護者と正法王とい

うコンビネーションが東南アジアの上座仏教

的な王権観念で、それに飾 りをするのにバラ

モンが必要なのだろう。

慮地 王権の性格としては似通った印象を受

けるが、東南アジアの王の場合は、カース ト

制が波及するインターフェイスの役割を果た

せなかった。バラモンがその役割を果たせる

ような諸々の条件が決定的に欠けていた。も

う一方 は生態的な条件 もあ ったか もしれな

い。二つの面でカース トの問題が議論できる

と思 う。

中村 スリランカで一番力のある教団組織は

シアム ・ニカーヤで、ゴイガマ ・カース トし

か出家で きない。カース トを否定する仏教が

なぜ そういう制度をとつているのかという

と、カース トの低 い人が出家すると国王に頭

を下げて しまうからだという。今でも大統領

が教団組織を訪ねるとき、必ず大統領の方が

頭を下げる。
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石井 それはタイで もビルマで も同じことが

いえる。

部族民の取 りこみ

田辺 インドにおける王権とカース ト制を、

私の調査 した村を例にとって考えてみたい。

そこにはヒンドゥー化以前には部族民のみが

居住 しており、土地の女神を崇拝 していた。

現在で も、 この女神の司祭やシャーマ ンの役

割を果たすのは部族民だ。彼らがいかにして

カース ト制の中に組み込まれていったかとい

う詳 しい過程はわからないが、最終的には、

王の名において、この女神の司祭やシャーマ

ンの部族民に対 して土地が与えられている。

これは、ここに移住 してきたバラモンや他の

カース ト民に対 して土地が与え られたのとは

ほぼ同様だ。当地域の女神祭祀においては、

部族民の司祭やシャーマンと並んで、バラモ

ンなどヒン ドゥーカース ト民がそれぞれの職

能を果たすという分業体系が観察できる。重

要なのは、カース ト制の成立において王権が

積極的な役割を果た したことだろう。王ある

いはその代理の首長が中心となって、耕作地

の分配を経済的な基盤としつつ、周 りに色々

な職能を持つ ジャーティを配置 し、分業体系

を整えた。こうした中世的なカース ト制は古

代において、征服王がバラモ ンによる供儀を

通 じて自らを正統化 し、社会に上から四姓の ・

枠組みを当てはめた形で成立 した古典的ヴァ

ルナ制とは異質なものである。古代か ら中世



への社会の変化には、こうした王権の役割や

その正統性の源泉の変化が大 きいと思う。

バクティとマナ

田辺 この変化に通ずるのが、フロンティア

空間における異質な信仰形態がヒン ドゥー社

会の中に取り入れ られていったことだろう。

これが可能になったのは、供儀や呪術を中心

とした古代ヴェーダ的な宗教信仰から、神へ

の礼拝と救済とが結びついたヒンドゥー教へ

の発展があると思う。こうしたヒンドゥー教

の成立により、元々、部族民が信仰 していた

ような神々への礼拝が高度な救済論と結びつ

き、バラモンも部族民も共通に、同じ土着の

神を信仰 ・礼拝することが可能になった。 こ

こに部族民を含んだ様々なジャーティが、自

らの固有な慣習を保持 しつつ、同 じ社会の場

を共有することのできた基盤があるように思

う。それぞれのジャーテ ィが、神への信愛

(バ クティ)に 基づいて、与え られた自らの

職能を果たす ことによって、カース ト制は機

能 した。この中で、王 ・首長 は、地域の神の

パ トロンとして、またカース ト制における分

業体系の調整役として、中心的な役割を果た

したと言えよう。クリケは、こうしたクシャ

トリヤが主体 となって進あた社会変化をク

シャ トリヤイゼーションと呼んでいる。

では、なぜ東南アジアではカース ト制が成

立 しなかったのか。一つには先ほどの中村理

論にあるように、東南アジアとの交流が進む
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11世紀以前には、南イン ドにカース ト制が定

着 していなか ったということが確かにあろ

う。 ここにいうカース ト制は、先に述べた中

世的な意味でのカース ト制のことで、古典的

なヴァルナの枠組みは存在 していたと思 う。

ただ多分、ジャジマーニー的な分業体系は定

着 していなかった。 もう一つは東南アジア側

の問題であろう。 ヒン ドゥー王権との対比で

考えるとき、東南アジア的王権はオセアニア

からの視点から見ると理解 じやすいように思

う。東南アジアの王権の基本は、マナ(神 的

な力)に あるようだ。それが王に集中するこ

とによって支配権が確立す る。ダルマ ・ラー.

ジャやデーヴァ・ラージャなどという観念は

それに上乗せ しただけではないか。アニ ミズ

ムなどの民間信仰 も仏教の教義体系に組み込

まれることなく、理論と実践のような形で分

離 したままのような印象を受ける。多分、王

がマナ的なカを持ちさえすれば、支配の基盤

は整うのであり、クシャ トリヤイゼーション

によって、異質な ものを共通の社会制度の中

に取 り込んだり、土着の信仰を王権と結びつ

いた教義(例 えば、仏教)に 組み込んだりと

いう形がなかつたのではないか。

辛島 昨日、夕食時に少 し議論 したときに、

田辺 さんはバ クティという言葉を使われてい

た。神への一神教的な献身 というバクティの

イメージがある。ただ、バ クティを突 き詰め

ればカース ト否定に もつながる。一神教的

な、誰で も神に救われ るというような議論



と、それによってヴァルナの体制が強まると

いう議論とをどのように両立させるかという

問題がある。

田辺 バクティは必ず しもカース ト否定には

つなが らないと思 う。バ クティと言わず と

も、人間は究極的には誰 もがアー トマンであ

るというような平等主義的な思想はウパニ

シャッ ドか らずっとある。 しかし、こうした

絶対的な レベルでの話 と、具体的に人々がど

んな社会的な義務を持つか、神に対する献身 ・

信愛はどのように表現されるかという相対的

な レベルでの話は分けて考える必要がある。

究極的にはバクティによって、誰 もが救われ

るといって も、現実の話ではジャーティごと

の役割は決まっている。 この分業体制とバク

ティがうまく結びついて、自らの役割を神へ

の信愛を込めて果たす ことが義務であり、救

済への路であるという考えが浸透 したのでは

ないか。

辛島 ただ し、それにはどうしても宗教を司

る者の存在が必要で、その ことによってバラ

モンの役割が明確化する。王権にはクシャ ト

リヤの地位を与えておく。そして商売人の位

置づけははっきりしているか ら、その他は

シュー ドラとして位置づけられて、それで納

得するという感 じがある。

田辺 バラモ ンだけが特別に聖なる宗教的な

役割を果た して、他は世俗的な仕事をす ると

いうイメージはヒンドゥー社会には当てはま

らないのではなかろうか。例えば、私の調査

86

した村落の女神祭祀では、太鼓叩きの役をパ

リと呼ばれる不可触民がしている。彼らは、

村の掃除などをさせ られるのはいやがるのだ

けれども、この儀礼の太鼓叩きに関しては、

出稼ぎ先のカルカ ッタから、わざわざ帰 って

きてや った り、 「我 々が太鼓を叩かなけれ

ば、女神 は愚依できない」などと語 ったりす

るなど、自分たち固有の職能としての強い自

負を持 っているようだ。神に対する信仰に基

づく奉仕 としての宗教的意味合いも強く意識

しているように見受け られる。聖/俗 の二分

法をここに単純に当てはめることは難 しい。

各自の仕事は神への信愛をそれぞれの形で具

現化することだという考えがあるようだ。 こ

の意味でバクティ思想とカース ト制は補完的

に機能 しているとも言える。

足立 部族民が主体的にヒンドゥーの世界に

喜んで組み込 まれる。主体化過程として礼拝

というのがある。その主体化過程としての宗

教がなければ、カース ト制度というのは再生

産 していかないのではないか。

田辺 我々が典型的だと考えて いるような

カース ト制においては、分業体系とヒンドゥ

教の信仰 ・礼拝が うま く結びついている。 し

かし、例えば、バースが報告 したスワット・

パターンのようにジャジマーニー ・システム

的な分業体系はあるが、宗教的にはムスリム

で ヒン ドゥー教を信奉 していない社会 もあ

る。 これをカース ト制 と呼ぶかどうかは定義

の問題だろう。 もし、分業体系だけでカース



ト制と呼ぶのな ら、パターンもカース ト制を

持つ社会だということになるが、典型的な例

か らは外れる。

東南アジアー スリランカーインド

足立 ス リランカのシンハラ社会では、キャ

ンディー王国時代にラージャカー リアという

システムがあつて、王などとサービス ・カー

ス トとの間に関係はあった。 しか し、カース

ト位階にはバラモンがな く、高位カース トは

ゴイガマ(農 耕民)で あ り、宗教的な意味あ

いはない。ちょうど東南アジアとインドの問

にス リランカのシステムがあるという印象を

受けた。

雁地 東南アジアとインドの間にあるという

のをもう少 し詳 しく説明 してほしい。

足立 スリランカのシンハラ社会の場合は、

徴税 システムの中に年間数カ月の労役といっ

た王や貴族にたいす るサービスがあった。同

時に寺や神社(守 護神)に たいするサービス

もあり、水田の貸与をめぐるジャジマニーに

近いようなシステムがあった。ただそこに新

しい部族を取り込んでいくような、再生産の

ダイナミズムは弱い。先住民(例 えばヴェッ

ダ人)が 必ず しも下の低い方のサー ビス ・

カース トとして取り込まれてたということは

ない。

社会的な編成原理としてのカース トを考え

た場合、集団のヒエラルキーを正当化するア

イデアとしてカース トが成立すると考えるな

らば、例えばタイでタイ族の王権が周辺の少

数民族をカース トという形で取 り込まなかっ

たのはなぜなのか。

石井 最近まで取 り込もうとはしなかった。

兵役の義務も税金を納める義務 もない。それ

は物理的にアクセスできないか らで、行政費

がかかるから行かない。山へ人口調査に行つ

て、往復2日 かかって全部で13人 いま したと

いうのでは国は運営できない。そういう意味

でコンタク トしなかった。コンタク トするよ

うになるのは、阿片等を媒介として問題が出

てきたからだ。

カース ト制の横 と縦

山崎 カース トは横と縦の関係か らなる制度

だと思 う。横の関係 とはそれぞれの排他的な

カース トが独自の機能を果たすことによって

生ずる分業関係であり、縦の関係とは各カー

ス トがバラモン的な浄 ・不浄観か ら上下に並

べ られ、秩序づけられている関係がある。縦

の関係の最下層に不可触民が位置づけ られる

が、東南アジアでもバラモ ンを最浄 として、

最不浄とされる不可触民的を一番下にお くよ

うな縦の関係が生まれたのか。あるいは作り

出そうとしても作 り出せなかったのか。

6,7世 紀以後のいわゆる中世になると、

ヴァルナという大 きな枠組みの中で排他的な

職業集団がカース ト化 し、周辺の部族をヴァ

ルナ社会の中に組み込む場合にも、部族的な

規制をカース ト規制に転化させなが ら編入 し
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ていく。 しか も中世はバ ラモン的な価値観が

一番強 く出た時代で、排他的職業集団を上下

関係に位置づける上からのカース ト化が進行

した。既に存在 した横並びの中間的な職業集

団 もカース ト化 し、規制で上下関係に位置づ

けられたのである。このようにして横の関係

と縦の関係からなるカース ト社会が形成され

ていったが、そこで重要なのは、バラモンの

力が弱かった場合には、王権が介入 して秩序

を作り安定化させ ることもあったということ

だ。

東南アジアの浄と不浄

石井 東南アジアでは、浄 ・不浄という概念

的な言葉は思い当たらない。

高谷 浄 ・不浄の問題も王権の問題 も、イン

ドの学者と東南アジアの学者の考え方には非

常に大きな違いがある。本来、東南アジアの

王はまさにマナ的存在で、王権やクシャ トリ

ヤのような難 しいことを言わな くても、一人

ですっと立っているような存在だ。森へ6カ

月 も入 って帰 って きた ら、 もう何 も要 らな

い。既に王なのだ。そういうときに王権とは

何かと改めて言われても答えられない。浄 ・

不浄と言われて もわからない。ここにイン ド

の学者と東南ア ジアの学者 との住んでいる世

界のとてつ もない大 きな隔たりを感じて、大

変面白いと思う。

癒地 真空の掃除機のようなもので宗教 も

人々も森 も吸いつけ、最後に箱の中に整理 さ
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れ収まってい くような形で、王権がカース ト

制度を広めてきたイメージがある。そういう

装置的なものが王権の統治 に必要なのだろ

う。王が一人で力を持つて立 つているときに

も、統治に何か別の装置があるはずだ。

点と面との違い

田中 ヒンドゥーイズムやカース トが広がる

過程では、インドの場合は以前から農業を基

盤にした王権が中核 としてあり、こうした中

核が多 くのスポッ トとして存在 していた。そ

こヘカルマブー ミというフロンティアが面的

に覆い被さっていく。南イン ドの王権はそれ

を戴 くことで、在地の宗教や文化とヒンドゥー

イズムとを融合させなが ら統治システムを広

げてい く。その小国にとっての中心 と周辺の

関係は、カルマブー ミを広げるダイナ ミズム

と同 じだと言えるだろう。 このようなフロン

ティアの拡大が北か ら及んで、最終的にはイ

ン ド全域がカルマブーミとなった。

ところが東南アジアに行 ったバラモンが見

たのは、カルマブーミのフロンティアではな

い。そこの王が相手にしているのは人や土地

ではな く、結局は物なのだ。役に立つ物を売

ればいい。そのデ リバラーになっているのが

王権で、その時のバラモ ン達にとってのフロ

ンティアたる王権 は点で しかない。

バラモンの格づけで ヒンドゥー化された正

統な王ができたときに、森か ら人が集まって

来て米を作 ったかもしれない。それはその時



のファッションで、港に集まる物産を目指 し

て森や海から人が集まる。その人たちを食べ

させる米、あるいは外へ商品として売る米を

作ったのだろう。王はこうした全ての人々を

統治する必要はない。王権 は人の序列化のよ

うな統治の秩序を作 らな くて もや っていけ

る。そういう大きな違いがイン ドと東南アジ

アにはある。東南アジアの場合は、ヨーロッ

パの植民地が入つてきたときも、最初はそう

いう対応ではなか つただろうか。面的支配で

王国を拡大 してい くのではな く、小 さなス

ポッ トができては消えるということを繰 り返

していた。そういう意味でフロンティアもそ

れを支える生産基盤 も、イン ドと東南アジア

では大きく違う。その結果、王権はカース ト

を必要としなかったという印象を持 ってい

る。

寄 り集まる人々

辛島 非常に明解な意見だが、ただ、中東部

ジャワやクメールの王権の解釈はどうなるの

だろうか。

田中 基本的には、そこで成立 した稲作はイ

ン ド化された稲作として起 こっていて、米作

を基礎とした王権がジャワで始まり続いてい

く。 しか し、その土地を開 くために王権が

人々を集めて奉仕させるのではなく、東南ア

ジアの場合は人々の方からそこに寄 りついて

くる。そういうモティヴェイションの要素が

大 きいと思う。中心 に向かってフロンティァ
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か ら人が入 り、また逆にフロンティアに広げ

てい く動きがあるのではないか。

高谷 クメールはわか らないが、ジャワはこ

う考えている。王は難 しい論理をかざさなく

ても九代の子孫にわたるスーパーナチュラル

なパワーが授けられている。それを周 りの人

も信 じている。そ して難 しげなことを言 うバ

ラモ ンは格好の良い飾 りと して重宝が られ

る。それは文化的で、恰好がいいか らだ。そ

れで、みんながそこに集まって くる。バラモ

ンだけではな く、王都では食生活が違 う。 も

ち米ではなくうるち米を食べるとか、魚は単

に煮 るのではなく、ディープ ・フライにする

とか。生野菜など絶対食べない。ちゃんと調

理 してから食う。要するに、素晴らしいファッ

ションが王宮には作 られていく。そ して、そ

の中心には呪術的なパワーを持 った王がい

て、我々はよそ者とは違 うのだという意識を

持った人達がいかにも都会的な社会を作る。

石井 パガンについて も同 じことが言えると

思う。大きな建築物を25GOも 建てたのは、従

来では権力の象徴のために民衆を強制労働に

かり出したという考え方が多かつたが、人々

は喜んで積極的に参画 したのではないかとい

う説が出て きている。参画することによって

メリットが得 られ、将来はもっといい生活に

なるという仏教的な意識がある。そ して王が

富を集めそこに人が集まる。そこに行つて物

を売れば儲かる。つまり王が集めたものを再

配分する形で、王と集まって来た人々との間



にギブ&テ イクの関係が成 り立つのだ。その

基本になるのはマナ的な、あるいはスーパー

ナチュラルな力だろう。 ヒン ドゥーや仏教は

後からつけたきれいな飾 りで、本質はマナ的

なものだという理解を しなければ、東南アジ

アのインディアナイゼーションはわからない

のではないか。

カース ト化の社会学的要件

佐藻 インディアナイゼーションの一つの現

象としてのカース ト化は、異なる社会集団の

存在とその役割分担、例えば、種族的あるい

は社会的分業の展開など、また社会集団の力

関係の強弱 といった相異など実態的なものの

存在が前提 とし必要 とされるのではないか。

これをランクづけるバラモンと、バラモンに

よってランクづけされた社会を支配 し、バラ

モ ンを扶持する王権 ということになろう。

高谷 東南アジアの町は基本的には定期市の

ような感 じで、集まったり離れたり、その構

成集団 も変わる。 コミュニティというよりコ

ミュニタス的で時間的に切れている。カース

ト制にはいかにも不向きだ。

坪内 東南アジアの個々の集団は小さい。村

や集落を考えるとき、インドで考えられる大

きさとは格段に違 うと思 う。 ジャワは特別に

大きい所で、考えない方がむ しろいいだ ろ

う。マナの及ぶ王国の範囲はたかだか1000人

ぐらいで、 しか も、20～30軒 あるいは10軒 ぐ

らいの単位でバラバラに分かれて住み、各自
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が独立 しているという意識が強い。支配され

てはいないが、どこかに偉い者はいるらしい

という感覚だろう。相互の独立か ら捉えた方

が、東南アジアの場合は理解 しやすい。中心

があり隅々まで支配を及ぼ しているのではな

く、支配 自身の中心 もまた形式にすぎない。

実際の物や人に対する支配への欲求は必ず し

も強 くないと理解 した方がいいだろう。

農業と交易

慮地 午後か らは農業や交易という住民 レベ

ルの動きを中心に議論を進めて行きたいと思

う。まず田中さんか ら、東南アジアの農業の

インド化について述べていただきたいと思う

農業のイン ド化

田中 稲作中心の話になるが、東南アジアの

稲作には、中国型、インド型、マレー型の三

つの類型を考えている。大 きく分けると、中

国型稲作は東南アジア大陸部の北方からベ ト

ナム、イン ド型稲作は平原的な所、マレー型

稲作は島懊部に分布 している。現在行われて

いる農作業や農具にも、三つの類型に従 った

文化伝播がうかがわれる。インド型稲作をイ

ンディアナイゼーションの中でどう考えるか

については、伝播の時期が関連 して くるだろ

う。稲の種類を考古学的な遺物の形跡か ら見

れば、AD3～4世 紀頃か らインディカ型の

稲の籾が大陸部の南に入ってきている。それ



か ら徐々に北上 していき、大陸部北部に伝わ

るのは14,15世 紀あるいは17、18世 紀頃にな

る。 これはインド化の波及と符合するように

思 う。

稲作に関わる始耕祭のようなインド式の儀

礼は、ビルマやクメールに見 られ、インド化

の波は東南アジアの大陸部にあると考えられ

るが、マ レー型稲作のイン ドネシアで も、

ジャワにイ ンド的な要素がかな り入 ってい

る。摯 もスラウェシ島に入っており、伝播の

時期的なずれはあるが、タイムスパ ンを長 く

とれば東南アジアの広い範囲に稲作のインド

化があったと考えて もいいだろう。

インドの稲作 というのは、アー リア人が も

た らした麦作の作業体系が稲作に取り入れ ら

れたものだ。稲作と麦作のフロンティアがガ

ンジス下流域あるいは中流域で形成され、畑

作の作業を取 り込んだ稲作がイン ド型稲作と

して成立 した。それが東南アジアに伝播する

ことによって、従来から行われていたマ レー

型稲作は島績部の方に追いやられたと考えて

いる。

稲作伝播の担い手であるが、ある種の民族

の移動が関係しなければ、量的に稲作そのも

のがセットで伝わることは難 しいと思 う。 し

かし、紀元前後 という時期にどの程度の規模

で、そんな移動があったのかは疑問だ。ある

いはアイデアだけ伝わってバラモ ンが技術だ

けを持 って くることも考えられる。あるいは

交易によって稲作の情報だけが入って来たの
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か、あるいは人が一緒だつたのか。具体的な

ことはわかつてはいない。

雁地 マレー型稲作の西への広が りは。

田中 マレー型稲作はマダガスカルで も見 ら

れており、AD4世 紀頃からのオース トロネ

シア語族の移住 と共にマ レー型稲作が持ち込

まれている。ただ、マレー型稲作のや り方に

は色々あって、道具を使わず、牛や人が踏む

だけのプリミティブな農作業はスリランカ、

ケーララ、インドにも残 っている。それはマ

レー型稲作の西への伝播か、あるいは全 く

違 った古い時代の稲作の名残 りなのか は分

かっていない。ただ、インド洋近辺にそ うい

う要素があることには注 目して もいいと思

う。

家島 イスラム側の史料によれば、オース ト

ロネシア語族(ク ムル族)の マダガスカル島

(クムル島、 ワー クワーク島)移 住の時期

は、4～5,9～10,12・13世 紀であつた こと

が推測 される。つまり、何度かの移動の波と、

同時に相互の交流があったと考えられる。

田辺 ムンダがイン ドの稲作の発展に寄与 し

たというお話を伺ったが、インディカ米はイ

ンド起源の米ではなく、ムンダがインドへ と

持ち込んできた米ということになるのだろう

か。

田中 今の問題はBC4000年 あるいは7000年

まで遡る話になる。今まで稲作の起源はイン

ドの低湿地のオ リッサやベ ンガル と考える

学者が多か ったが、その後 の研究で は雲南



アッサム地方、東南アジア大陸部の高緯度地

帯で稲作が起源 したと言われだしている。そ

こで栽培稲が発生 して伝播 して いく中で、

ジャポニカやイ ンディカという形で品種の分

化が始まるという考え方がある。最近の説で

は栽培稲の起源 はもっと北の長江下流域 とい

うもの もある。インディカ、ジャポニカにつ

いて も、同 じ野生稲から分化 したのか、ある

いは全 く別の野生稲から分化 したのか結論は

出ていない。いずれにせよ稲の栽培が始まっ

た後に、稲作民であるム ンダのようなオース

トロアシアンが古い時代にイ ンド亜大陸まで

来ていた。そこへ麦作を行つていたアーリア

ンが入り融合が起 こって、現在のイン ド型稲

作ができてきた。その時には既にインディカ

も分化 していただろうと思う。

辛島 もう一つ、ジャヴァニカ米という種類

があつたと思う。それはどういう関係になる

のか。東南アジアでは、インドの農法と共に

稲そのもの も変わるのか。

田中 ジャバニカは現在インドネシアやフィ

リピンなどの東南ア ジア島峡部に分布 してい

る。イン ドからイン ド型稲作が伝わると同時

に、インディカとい う品種群 も入 って くる。

それ以前の東南アジアの栽培稲の品種はジャ

ポニカに近い稲とジャバニカとの2つ の品種

群があり、そこにイ ンディカが入 つて きたと

いう可能性が高い。ただ、中国にも既にイン

ディカの品種が古 くからあり、栽培稲起源の

段階でインディカ、ジャポニカの品種群の区
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別があったとすれば、東南アジアには元々イ

ンディカもジャポニカもジャバニカも混然と

してあった状態も考え られる。

辛島 農耕技術 と同時に米 も伝わった可能性

も非常に強い。

田中 東南アジアで歴史時代にな って イン

ディカが増えてくる過程か ら、おそらくイン

ドから栽培技術 と一緒にインディカも入 つて

来たと思 う。

家島 稲作の栽培技術としては、具体的にど

ういうものだったのか。

田中 端的には麦作 と同 じで、水田で もモ ン

スーン初期の乾いた状態のときに二頭びきの

牛で何回か牽をかけ、ま ぐわをかけて整地を

した状態で稲をバラ蒔 きする。その後の雨で

発芽 して くるが、雑草 も生えて くるので、稲

と雑草が同 じ状態で生えている中をもう一度

まぐわや黎をかけて中耕 と除草をする。二頭

びきの牽引農具を使 った耕起 と中耕作業が

セッ トになっているのが特徴だ。収穫では小

麦作地帯 と似た湾曲 した刃の大 きな鎌で根刈

りをし、牛に踏ませたり、あるいは叩きつけ

て脱穀する。

海域ネッ トワーク

慮地 このへんで海域世界か ら見たインドと

東南アジアという視点で、家島さんか ら話題

を提供 していただこうと思 う。

家島 まず、イン ドと東南アジアとの交通上

の関わりについて、述べてみたい。海を渡 る



人の移動や もの ・文化情報の交流には、自ず

から一定の方向性が出て くる。海は広大で、

どこに行 くのも自由であるが、安定性 ・定期

性 ・往復航海の可能性と迅速性などを考慮 し

たときには、どことで も自由に移動 ・交流が

できるというのではない。特に、ベンガル湾

の海上に吹 くモンスーン、吹送流(モ ンスー

ン ・カ レン ト)や 海流によって特定の地域間

を結ぶ交通ネッ トワークが歴史的に成立 し

た。例えば、イン ド亜大陸の、特に南インド

と東南アジアとの交通ネ ッ トワークとして

は、2つ のネッ トワークが歴史的に重要な役

割を果たした。その第一のネットワークは、

インドのマラバール、コロマ ンデルとマラッ

カ海峡とスマ トラ北部 とを結ぶ交通 ネ ット

ワークであり、まさにイン ド洋の東西間交流

という一本の太い線が引けると思う。第二の

ネ ットワークは、スリランカからイン ドシナ

半島の付け根 にあたるペグー、アラカ ンや

チ ッタゴンの付近に出るベンガル湾を斜めに

横断するものである。その他にも、ベ ンガル

湾の奥に向かってインド東岸をマスリパティ

ナム、ゴンジャムを経て、北上 して、ガンジ

ス河口に至る分岐のネットワークもあった。

またマラバール、コロマ ンデルからマラッカ

へ出て中国に行 くルー トの途中、特にマラッ

カ海峡付近で海賊その他の治安上の問題が起

こつて通 りに くくなると、マレー半島の付け

根を横断してシャム湾に出る別のルー トが使

われることも多かつた。

93

インド洋海域世界の中で、航海条件からみ

た東南アジアはまさにモンスーン航海の交代

の重要な場所 となっていた。南中国を出た船

は、東南アジアを通過 して、直接インドの南

マラバールやコロマンデルの諸港に行 くこと

はで きなか った。つまり、冬のモンスーンに

乗 つて中国を出た後、一度マラッカ海峡付近

か、 スマ トラ島東岸の港、例えば、 シュリ

ヴィジャヤやジャンビなどの港に入り、次の

年の同 じ方向に吹 く冬のモ ンスー ンを使 っ

て、ベ ンガル湾を横断 し、コロマンデル、ス

リランカ、マラバールに渡 った。 どうしても

マラッカ海峡付近の諸港で半年以上、時には

一年を寄港 し、待機 していなければな らな

い。なお、マラッカ海峡付近は香辛料、薬物

を中心とした熱帯産の様々な森林資源の取引

の市場であり、ジャワ海周辺、香料諸島から

集 まる物産の重要な拠点としての港が成立 ・

発達 した。

7世 紀の末か ら10世 紀の初 めまで、ペル

シャ湾岸を出たアラブ系、ペルシャ系のダウ

船 はアラビア海、ベ ンガル湾と南 シナ海を横

断 して、中国の広州 ・揚州 まで行 くように

なつた。そ して、10世 紀の半ばになると、初

めて中国ジャンク船が南シナ海を南下 して、

マラッカ海峡付近 まで進出 した。 ダウ船 と

ジャンク船 とが交流する一番の拠点とになっ

たのは、マライ半島の南西海岸、マラッカの

北側にあるカラ(カ ラバ ール)と いう港で

あって、この地名はアラビア語史料に も非常



に古 くから登場 している。カラと並んで重要

なのはスマ トラ島東岸 のスルブザ(シ ュ リ

ヴィジャヤ)。10世 紀のアラビア語史料によ

ると、ダウ船 と中国船(サ ンブー ク船 とあ

る)と が、スルブサ(サ ルブザ)で 交流 し、

乗換の港であったことがわかる。また13世 紀

後半になるとスム トラ(ス ム トラ ・パサイ)

が登場 してくる。14世 紀には東南アジア海域

世界に数多くの港市が登場 し、グジャラー ト

やマラバール出自の商人、南アラビアのハ ド

ラマウ トのアラブ系の商人たちが東南アジア

と交易活動を行なった。南アラビアのシフル

や ミルバー トからスマ トラ島のラム リー(藍

無里、南巫里)や スム トラ(蘇 門答刺)ま で

の40日 航海のダイレク ト・ルー トも利用され

た。13～14世 紀以後、 グジャラー ト産の綿布

がイン ド洋海域世界の西アジア、東アフ リ

カ、東南アジア交易品として多く出回つてお

り、それにともなつて、グジャラー ト系の商

人が東南アジアの諸港と深 く交流するように

なった

東西を結ぶルー ト

辛島7世 紀にダウ船が直接行 くようになる

までは、西アジアか ら中国に行 く時はどうい

う船 とルー トが使われていたのか。

家島8世 紀後半より古い時代に、ペルシャ

湾の諸港、特にウブ ッラ、シーラーフ、ス

ハールを出たダウ船は、アラビア海を越えて

マラバール、グジャラー トの海岸、マラディ
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ヴ群島やスリランカまで直接航海 していた。

また、南は東アフリカ海岸やマダガスカル島

の北側までは行 っていただろう。ベンガル湾

の航海がどこの船によって行なわれていたか

は明 らかでないが、船の担い手も違つたと思

う。おそ らくオース トロネシア ・マ レー系の

人々の船、ボロブ ドゥールの石刻(レ リー

フ)に 描かれたようなアウ ト・リガー型の船

が南インド、ベ ンガルと東南アジアを結んで

いたのであろう。7世 紀末から8世 紀にかけ

ては、イラン系、アラブ系、特にシーラーフ

のイラン系とオマーン ・アラブ系の人々が中

国の広州、温州や揚州などにまで直接訪れて

いる。その時の航海のメイン ・ルー トは、ペ

ルシャ湾を出て、マラバール海岸のクーラム

・マライ、ポーク海峡 ・マンナール湾のマン

タイ、マ レー半島のカラ、スマ トラ島のサル

ブザ、ティーユマ(テ ィオマン島)、ヴィ

ジャーヤ、広州に至るものであった。

石井 中国人が昆喬舶と呼んだのはダウ船に

なるのか。

家島 ダウ船ではな く、クメール系の船のこ

とであろう。中国の史料を見ると、唐の7世

紀末から8世 紀にかけて、外国の船は一般に

「舶」と呼ばれていた。その中には、毘喬

舶、大食舶、波斯舶、天竺舶などがあって、

それ らの船はお互 いに共存 して活躍 していた

と思われる。

石井 昆喬舶は東南アジアの船と理解 してい

いだろうか。



家島 どこの船かということを一概に決める

ことは難 しい。船の構造、船籍、船主、船の

担 い手などが複雑であ って、何を基準 にし

て、どこの船であ ると決めるかで問題であ

る。例えば、ダウ船で も乗組員の中には多種

多様の出身地集団の人々がいる。船の資本家

としての船主がおり、またナーホダは実質的

に船を動かす技術者であると共に船舶の経営

者、管理者で もある。その他 に、船舶書記

(カ ッラーニー)や 舵手、船鎗の水かきの黒

人、炊事、雑役の召使いなど船舶構成 も多様

であって、人種、集団、出身地が全部違って

いた。船の構造を見て も、中国ジャンク型か

ダウ船型か、マレー船型かで、大きく違 って

いた。乗 っている商人たちを見て も、積み荷

の全てを一人で船一隻に積み込む大商人 もい

れば、荷物一つを持 つて自らが移動 している

遍歴商人 もいた。母港が どこかという問題

も、一概には決あられない。非常に複雑な要

素が絡み合 っている。船の構造について、少

し説明すると、一応、ジャンク型とダウ型の

船というふ うに分けられ る。ダウ型の船は先

ず側板を張 ってか ら肋骨を組んで締めあげて

、い くシェルタイプのダブル ・エ ンダー型だ

が、ジャンク型はキールと隔壁があつて、そ

の後に側板を張っていくフレームタイプのダ

プル ・スクエア型が特徴である。そしてダウ

船の場合は三角帆、ジャンク船の場合は四角

型の網代帆で、イン ド船の場合1まダウ船の三

角帆と四角帆を組み合わせ、つけていた。東
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南アジアの船を考える場合、アウト・リガー

型の、いわゆる副木を出 している船が重要で

あろう。一本の副木のシングル ・リガー型と

左右の二本の副木のあるダブル ・リガー型が

ある。昆喬舶 もアウ ト・リガーの大 きな船で

はなかったかと想像される。

辛島7世 紀後半からのダウ船の航行 とイス

ラームの成立とはどう関係するのか。つまり

アラブ資料 はいつ頃から存在 しているのか。

イスラーム化との関連で急に7世 紀 ぐらいか

ら資料が出ることによって、それで色々と分

かるようになるのか。

家島 史料的には、9～10世 紀にアラビア語

で書かれた特に旅行記、航海書、年代記があ

る。そうした史料の中にイ ンド洋に関わる航

海と貿易に関する史料が出て くる。

辛島 イスラームとは直接関係はないのだろ

うか。イスラーム以前にもありうるのか。

家島 最 も古い史料が9世 紀半ばの ものであ

るか ら、8世 紀以前 とか、イスラーム以前の

史料というのはない。 しかし、間接的な情報

は、コスマスの記録とか、アラブの年代記な

どにも出て くる。ササ ン朝 ・ペルシャ時代の

史料 は、コインや僅かな碑文 ぐらいで、その

他には、最近の考古学的な発掘による情報、

例えば、シーラーフ、 リーシ辛フルやスハー

ルなどの港市遺跡の発掘である。インド洋の

海上交易は、イスラーム教徒だけが活躍 して

いたのではない。7世 紀末か ら8世 紀、対中

国貿易の主要な港は、オマーンのスハール、



イラ ンの シーラーフ、 イラクのバスラとウ

ブッラなどであって、バスラを除いて、他の

港はすべてササン朝 ・ペルシャ時代か らあっ

た港である。実 は、これ らの港にはゾロアス

ター教徒の拝火神殿やネス トリウス派キリス

ト教徒の修道院、教会などがあった。ダウ船

に乗っている航海者や商人には、特にゾロア

スター教徒のイラン人が多かった。東南アジ

ア、中国貿易には、ユダヤ教徒の商人たちも

活躍 していた。 このようにイスラーム教徒と

並んで、ゾロアスター、ネス トリウス派キ リ

ス ト教、ユダヤ教、仏教、ヒン ドゥーなど、

多様な人種 ・宗教の人々が共存 して活動 し

た。

辛島 年代を遡ると、1世 紀から3世 紀頃ま

でローマとインドとの間に貿易が栄えていた

が、ヒッパロスの風の発見による航海技術の

発展が重要な要素になっている。7～8世 紀

にアラブの活動が急速に盛んになつて くると

いうのは、社会経済的な理由なのか、技術上

の進展なのか。

家島 ダウ船の技術的な進歩は既に8世 紀以

前からあったと思う。やはり中国に唐を中心

と した政治的 ・文化的な大きな中心が成立

し、都市 ・農業 ・商業の発達など東側にプル

要因があった。またく西側にはバグダー ドが

建設されたことやウマイヤ朝の後半からイラ

クに様々な港町が発達 した。イスラーム世界

の経済 ・文化の中心として非常に栄えた。そ

うした東西両軸の引 きつける力 と押 し出す
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力、っまりプルとプッシュの関係が成立 した

ことがインド洋のダイレク ト航海を発達させ

た一番大 きな要因だろうと考え られる。

海域世界としてのマラバール

庶地 インド洋をあぐる海域活動の重要な拠

点の一つにインドのマラバールがある。ここ

はインドではなく海域世界だという位置づけ

が前回の討論で も出ていたが、マラバールを

海か らみた場合、 イン ドの中におけるマラ

バールの位置づけはどう捉えられるのか。

家島 マラッカ海峡周辺部 とインド南西海岸

のマラバールとは、インド洋海域世界の中の

最 も重要 な交通ネ ッ トワーク軸の一っであ

る。その意味において も、マラバールはイン

ド洋海域世界に向か って大 きく開かれた窓口

であり、同時にインド内陸と外の世界 とが結

びつ く接点で もあると言え る。実際にマ ラ

バール海岸を回つて見ると、そこが東南アジ

アの世界、特にスマ トラ島の北部ではないか

と感 じた。 しか し、 ジャワ海の周辺は別の世

界であって、マラバールとも大 きく異なって

いることを感 じた。

慮地 マラバールは東南アジアと極めて統一

的な空間として捉え られる。

家島 つまり、マラバールは、インド洋海域

世界に取り込まれた一部 という強い印象があ

る。東南アジアの場合は大陸部と、マレー半

島を含めたマラッカ海峡の世界 と、 ジャワ、

スンダ、スラウェシのジャワ海域の世界の三



つに大きく分けられるだろう。それぞれの交

流関係、海域世界の中での役割や担 い手 も

違っていた。

癒地 イン ド側から見ればマラバールという

のはどう考えればよいのか。

辛島 南インドにして もマラバールだけは別

で、景観的にも非常に東南アジアに近 く、マ

ラバールか らマ レー半島へ行っても違う所へ

来たという感 じは全 くしない。マラバールは

地形的は高い西ガーツ山脈に阻まれて隔絶 し

たような世界で、コロマンデルの方か らは行

きにくい。

特に違う世界ができあがるのは、8,9世

紀頃のナンブー ドリ・ブラー ミンというバラ

モ ンの南下 と関係があるのではないかと思

う。それが自然景観的な違いに加えて、文化

的な景観の違いを生み出 している。ある意味

では、まさに山崎 さんの言うアーリヤ化の現

象で、インド全体の中にその時点で組み入れ

られている。にもかかわらずナンブー ドリ・

ブラーミンとの組み合わせが強 くなることに

よって、南インドの中ではむ しろ特殊なもの

として析出され、別の世界ができ上がるとい

う構造があ る。 その後の時代 も、10世 紀に

チ ョーラ王朝に占領されるが、その支配は永

続 しない。14世紀から17世紀まではヴィジャ

ヤナガル王国が南イン ドに興るが、マラバー

ルだけは直接には支配 されない。逆に東南ア

ジアの方 とは始終つながっているという特殊

な世界だという印象がある。
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高谷 東南アジアの海域というのは、奇妙な

世界で日本人には少 し理解 し難いかも知れな

い。先に田中さんがインドから農業技術が伝

播 したという話をされた。インドの大陸にい

る農民が海を渡って行 くのは大変だろう、誰

がどのように して渡って行ったのだろうかと

いう疑問があるかと思う。次に家島さんがお

話 しになったのは、船乗 りが長距離 トレー ド

に行く話であった。田中さんの話 と家島さん

の話 は農民の話と船乗りの話で、別の話のよ

うに聞こえるかもしれないが、東南アジアに

来 ると、その2つ はもう分けられない。東南

アジア人にとっては海は生活の場である。そ

こはローカルな交易を した り、海賊を した

り、森へ入って産物を採ってきたり、古姓 さ

えする。何かそういう水陸未分化で訳のわか

らない生活をしている。その生活は粗野だけ

れども、国際的でハイカラでさえもある。そ

ういうのが東南アジアの海域のイメージだ。

家島 ダウ船が一番多 く運んでいるものは、

人間である。歴史的に見て も船 は、基本的に

人間を多数、遠隔地に運んだ役割が大きかつ

た。 もう一点の問題として、交易港の発達と

周辺の農業の発達は非常に関わ りが深いこと

である。人口を多 く集めた港をフォローアッ

プす る農業体系が必ず どこかになければなら

ない。特に港社会にとって、また交易品 とし

て も、米は極めて重要であ った。 したが っ

て、米をどこか ら多量 に補 うかは港社会に

とっても、海上商人たちに も関心が深かっ



た。海上商人は、そ こで常に農業経営と関

わっていた。このあたりに、今の議論との接

点があるのではないか。

田中 東南アジアの海域世界は、高谷さんの

イメージで考え られると思 う。 クメールやパ

ガンは別 として も、特にマラッカ海峡からス

マ トラ、ジャワ、カリマンタンのような港を

中心にした森と海と野原の3点 セッ トが、比

較的近い生態環境の中で一緒になつていて、

人々は農業も魚もとりに行 く。あるいはチャ

ンスがあれば船でどこかへ行 って しまう。そ

ういう世界が東南アジアのイメー ジで、ス リ

ランカやケーララあたりも似た状況ではない

か。マ レー人はスリランカに も多 く移住 して

おり、頻繁な移動があつたのではないかと考

え られる。

そこで問題は、ケーララが東南アジアと同

じような形で背後に農業世界を持っていたの

かということになる。ケーララはどんな稲作

を していたのか。デカンに上がって しまうと

おそらく雑穀 しかなく、タミールナ ドまで来

てやっと米があるという状態だったと思う。

ケーララな らそこヘマ レー人が行けば、マ

レー型稲作ができるという感じがある。ス リ

ランカのウエ ットゾーンとケーララを結んで

いけば、マレー型の稲作が西へつながる可能

性は十分にあり、海上交易と稲作が結びつ く

形になるように思 う。

辛島 確かにマラバール、ス リランカ、東南

アジアというのは、ワンセッ トのように考え
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られるパター ンである。ス リランカへ出て

行った南インドの人間にもケーララの人間が

多い。ケーララでの米の生産は絶対的には足

りなくて、14世紀のr島 夷志略』や15世紀の

r瀟涯勝覧』 『星嵯勝覧』には、オリッサか

ら運ばれていたと記述されている。大々的な

農業が確立 していたのではなく、半農半漁の

フレキシブルな住み方を している。それでも

ナンブー ドリ・ブラー ミンの南下か ら始まっ

たカース ト化 も強 く出てきてお り、誰で も自

由に出て行 けるよ うな条件 はな くなって く

る。ナンブー ドリ ・ブラー ミンの南下とヒン

ドゥー的な社会生活の定着化以前には、東南

アジア型の社会があ って、自由な行 き来が

あったと考えればいいのだろう。

高谷 ナ ンプ ドリ・ブラー ミンの南下は何世

紀頃の話なのか。

辛島 ウマイヤ朝の侵攻でアラブによるシン

ドの占領があった8,9世 紀の頃に、西北イ

ン ドから移住 してきたという説がある。少な

くともそれ以降で、8世 紀から10世紀頃の話

になると思う。

癒地 中国資料が14,15世 紀で、それ以前に

そういう過程があったと思われる。そうする

と東南アジア側の 「13世紀の危機」と時期的

にも合う。そういう構造変化がここでは違っ

た形で展開 したと考えてもいいのかもしれな

い。ケーララについては、 ヒンドゥー化の進

行と同時に、海との関わりの中で独 自性を強

調する形で、二重性を持 った展開の上ででき



あがった世界という印象を持った。

コロマンデル

石井 南イン ドの議論の展開がマラバール中

心 になって しまったが、コロマンデルはどう

か。港が遠浅で大 きな船が入 らないことも

あって話題に出にくいが、イン ドの東海岸と

東南アジアとの関係はどうなのか。文字の問

題 も含めて教えて もらいたい。

辛島 東南アジアの碑文を調べてみて、非常

に強い印象を受 けたのはカダンバ文字の多 く

見 られることで、各地にきれいなカダンバ文

字の碑文が残されている。カダンバ王朝とい

うのは4,5世 紀の西部デカンの内陸を支配

した王朝だが、海岸部は確かにマラバールの

延長線上 と考えて もいいだろう。 しか し、

パ ッラヴァ文字の碑文 もずいぶん残 されてお

り、コロマンデル側のパ ッラヴァ朝からの影

響 も十分に考えられる。

田辺 お話を伺 っていると、イスラームの主

導によって作 られた海域世界が大きな役割を

果たしているようだ。ただ、イスラームの方

か ら見て、異教徒 との交流に不都合はなか つ

たのだろうか。ムス リムとヒンドゥーが一つ

の船に同乗するようなことは、今のイスラー

ムのあ り方か らはやや想像 しにくい。商売の

ためにあえてそのようなことを行ったのか。

それともイスラームの都市性などと呼ばれる

イスラーム社会自体の性格に基づいた ものな

のか。

99

家島 イスラーム社会の中で、商業および商

人の役割は非常に大きく、彼らの社会的地位

も高かった。西アジアでは、非常に古 くから

都市が発達 し、流通経済と交易が人間社会を

維持 していくたあに、そして富の公平分配の

ためにも、最 も基本的なシステムであると考

えられていた。例えば、農業生産の高い所と

低い所があり、また、各地の飢饅や豊作の時

もある。それ らを素早い情報でつないで社会

の安定と均衡を保つことは、社会 ・経済 ・文

化の発達の上で重要な仕事である。それを支

える担い手が商人であ って、交換の場が都

市、村であるという考え方が西アジア社会の

基本的にあった。預言者ムハマ ド自身 も商人

であり、コーラン自体が商業的な言葉で語り

かけられている。イスラム商人は、利のある

ところであれば、相手が ヒンドゥーであれ、

仏教徒であれ、ユダヤ教徒、キリス ト教徒で

あれ、インド、中国、東アフリカであれ、ど

こへで も出かけていく積極性があって、その

ことが社会的にも高く認め られ、尊重されて

いた。最近のイスラム原理運動になれば話は

別 になるが、歴史的に見た場合、柔軟性を

持 った宗教だと思 う。

辛島 コロマンデルの話に戻ると、チョーラ

朝の港として重要だったのナーガパ ッティナ

ムで、そこか らは色々な碑文や仏像が出て く

る。そこにシュリーヴィジャヤの王が仏教の

ヴィハーラを建てたりということもあった。

チ ョーラ朝の碑文に出て くるカダーラムとい



うのはシュリーヴィジャヤを指すのだが、具

体的にどこかというのは、家島さんが言われ

ていたカラフと同 じだと言われていて、現在

のケダーだという説が有力だが、タクアパの

辺りだという説 もある。東南アジア史の研究

者の間ではケダーで納得 されているのだろう

か。

石井 ケダーのとり方だと思う。タクアパー

もそうだろう。ただケダーという所だけはマ

レー半島の中で もわり平野が多 くて米がよく

できたり、他とは少 し違 うのではないか。

高谷 今 は広 いが、その当時 は平野ではな

かっただろう。入江が深 くて、なかなかいい

港だったに違いないということは言える。

辛島 ブジャンヴァレーの建物を見たが、か

なりの数は発掘されているものの、規模的な

印象 としては弱い。むしろパタニ川のほとり

のヤランの方が、最近では非常に大 きな遺跡

が発掘されている。ブジャンヴァレーとヤラ

ンとの コンプレックスのように考えた方がい

いのか とも思う。

部族民の問題

慮地 今 までの感想をアフリカニス トの掛谷

さんか ら、少 し違 った視点で話 していただけ

れば。

掛谷 アフリカ的世界と比べるとインドの世

界 は非常に好対照の世界だと思うが、まだよ

く理解 しきれない。必ずカース ト的秩序の中

に入つて安定するのだという人間の存在の仕
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方は、人間を考えるときの類型化の一つの極

ではありうるのかもしれないが、平等的関係

からの積み上げで人間を理解するアフリカ的

世界か らは、特に下か らのカース ト化の間題

をどう理解すればいいのかわか らない部分が

ある。

それがフロンティアとい う議論の展開で解

けるのだろうかとい う疑問 もある。確かに

色々な形のフロンティアがあるが、アフリカ

や東南アジアでは、土地を支配することで支

配の論理を形成するのではな く、属人的な形

での支配が大きか った。カース トは基本的に

は属地的支配の上に形成されてきたものだろ

う。あるいは環境利用の形から言えば、アフ

リカは典型的な 「薄 く、広 く」という環境利

用の仕方だと考えていい。インテンシファイ

された土地利用が即カース トに結び付きはし

ないと思うが、カース トを受け入れ る基盤 と

してそういう形での了解は可能なのか。

田中 今の問題を考えるときに、例えばイン

ドで も開発の遅れていたベ ンガルを例に考え

ればどうか。そういう所の開拓とカース トの

成立が、インド亜大陸中心部のカース ト化 と

同じだ ったのか、違 っていたのか。

田辺 ベ ンガルにおけるカース トの成立が比

較的に遅い時期なのは事実で、また正統派の

視点か らは、バラモンとシュー ドラしかいな

い変則的なカース ト制であるという特徴があ

る。ただこうした特徴がどうして生まれたの

か、カース トの成立のあり方が亜大陸中心部



とどう違ったのかはわからない。

佐藤 部族民のカース ト化 という方向か ら考

えていった方が理解 しやすいのではないか。

田辺 インドにおいて、人口が急激に増えた

のは比較的最近のことで、カース ト化が進ん

だ中世においては、土地はむ しろ余 っていた

と言える。だか ら簡単に属地支配と言えない

面 もある。カース ト制が、開拓 された耕作地

の集約的な利用に基礎づけられていたことは

事実だと思うが、ある土地を支配することが

人の支配に直接的には結びつ くわけではな

い。人が支配を受け入れ、分業体系の中に入

ることに初めて、土地か らの収穫物の分配に

あずかれる。カース ト制は土地に基礎づけら

れた属人支配だともいえよう。支配を受け入

れたくない部族民は別の土地に移れば良かっ

たはずで、なぜ部族民がカース ト社会に編入

されることを選んだかという問題は残る。

その答えのまず一つにはカース ト社会側の

生業経済の優越性ということがあるだろう。

農業技術においては、 ヒン ドゥーの方が進ん

でおり、カース ト社会の一端に入れば、ジャー

ジマニーシステムの中で安定的に食料が供給

されるというメリットがあったろう。また食

料の保存、加工、料理の面でもヒン ドゥー社

会の方がずっと発達 してお り、それ も魅力

だったのではないか。

もう一つは、部族民側の土地に対する執着

があったのではないか。私が調査 した村のよ

うに在地の女神 との強い絆がある場合はなお
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さらだろう。またカース ト社会が各 ジャー

ティの固有の文化 ・慣習を許容する多元的な

システムであつたことがある。カース ト制の

末端に位置づけられるにせよ、信仰を認めら

れ、ある程度、連続 した固有の役割を与えら

れて、しかも安定 した生活を送れるのなら、

部族民がそれを受け入れたのはわかるような

気がする。

辛島 チョーラの場合は、部族民はまず軍隊

に組み込まれていった。最終的には土地を与

え られて、だんだん土地所有者に変わ って

いった過程がある。軍隊も一つのきっかけに

なっていたと思 う。

佐藤 軍隊と関わるが、部族民の有力者は国

王の乳兄弟となり、その一族は国王の親衛隊

を形成 したり、関所や村番など地域社会の警

備に採用されている。また、彼 らは商品経済

に巻き込まれ、現金獲得の機会を求めてカー

ス ト・ヒンドゥーの社会 と接触す るよ うに

なってゆ く。最初は農繁期の農作業の手伝い

に村落の周辺に住まい、次第に定着するよう

になる。他方、商品経済のよ り一層 の発展

は、カース ト・ヒン ドゥーを部族民の居住地

域の開発に向かわせ、部族民の労働力を利用

しての開拓 と彼らのために特別に設定 した留

保地を組み込んだ形で村が建設され、部族民

のカース ト・ヒンドゥーの社会への吸収が行

なわれていく、 といった形態をとるのではな

いだろうか。

山崎 周辺部の部族民が組み込まれる場合、



小さな集団であれば農耕社会の中では浄性の

低い仕事を分担 させられ、不可触民として組

み込まれる場合が多い。何10万 人という大き

な部族が一括 して ヒン ドゥー社会に組み込ま

れていく場合は、彼 らはすでに農耕民のヒン

ドゥー社会 と接触を しており、彼 ら自身も農

耕民化 している場合が一般的である。そうし

た部族の中ではある程度の職能の分化が進ん

でいる。 したが って、部族集団が一つのカー

ス トとなる場合、中にサブカース トに相当す

るものを抱え込んでいる。ヒンドゥー社会に

編入される段階ですでにある程度複雑にカー

ス ト化 しているのである。

田辺 その通りで、私の調査 していたところ

は部族民が小集団だったので、カース トの末

端に位置づけられたが、隣王国ではコン ド族

が多数を占めており、王族や支配カース トと

なっている。部族民の王国が自分たちの支配

権を周囲のヒン ドゥー王国に認知 させるたあ

の方法 としても、自らの積極的なヒン ドゥー

化やカース ト制の受け入れがあったことと思

う。

おわ りに

憲地 ここで2日 間の討論の締めくくりに入

ろうと思 う。イ ン ド側を代表 して辛島さん

に、東南アジアからは石井さんに感想をお願

いします。

辛島2回 目ということもあって、非常に生

産的な議論ができたように思う。東南アジア

のイメージも具体化 してきた し、イン ドの方

で も考 るべ き問題点が見えてきたように思

う。重要なポイントであつたのは、一つは中

村さんの時差説で、カース ト制度の成立以前

に東南アジアにバラモンが行って しまったと

いうのは、東南アジアのカース ト制の欠落理

由の一つとして考慮 しておく必要があるだろ

う。ただ、それだけで説明するにはやはり不

十分で、同時に東南アジア側での王権の問題

もあるだろう。

マナの話は非常にビジュアライズする形で

提出され印象深かつた。王権が ヒンドゥーイ

ズムや仏教が入ってきたときに、それをどう

利用するかという問題で、バラモンが羽根飾

りにされて しまったというイメージで解釈が

できると思う。

ただ、カース トの解釈自体にまだ混乱があ

るかもしれない。 カース ト制度と言 うときに

は、ジャーティとヴァルナの両方があって、

ヴァルナは古代的な身分秩序で四階層に分け

る非常 に理念的な分け方であって、ジャー

ティは分業関係をもつ専業の集団と言える。

ジャーティのシステムとヴァルナのシステム

とが一体化 して機能するものをカース ト制度

と呼びたい。カース トが断片的にアイデアと

して東南アジアに入ることはありうるが、制

度としては絶対に入っていない。ただその時

に山崎さんの提起 された問題は非常 に重要

で、ヴァルナの本質は序列をつけ、縦に編成
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をしなおすところにあり、その基本には浄 ・

不浄の観念がある。それがなければ縦の編成

は出てこない。浄 ・不浄という観念が初めか

らないところに、その観念を入れうといって

も無理な話だろう。

結局、中村理論、田辺 ・高谷理論、山崎理

論のそれぞれ一つだけで説明するのは危険が

伴 う。今までの議論 を複合的に考えていく

と、やはり東南アジアにカース トは制度とし

ては入 らなかった。 しか しバラモン教的なア

イデアそのものは入っている。そういうこと

が明白になってきたのではないかと思 う。

AD3,4世 紀にインド型の農業技術、農

法、米の品種が東南アジアの方に入 って来た

ことと、それに関連する人の移動の問題が出

ていたが、最終的に議論を詰めることができ

なかった。誰が担 っていたのかはこれからの

課題になるだろう。ただ蛇足的に言えば、イ

ンドの窮迫時の法ではバラモ ンも困ったとき

には農業をする。バ ラモンというのはいつ も

結構困 つていたのか、チ ョーラ朝の碑文では

一生懸命に農業をや っている。 自分で黎 を

持ってやるわけではないが、村の中の農業に

関する年中行事や水利の管理 はバラモ ンがと

りしきっている。宗教的な行事だけを してい

るのではな く、農業生産のマネージメン トを

するのだ。東南アジアに行 ったバラモ ンに

よって農業が伝わる可能性 も残されていると

言えるだろう。必ず しも農民が大挙 して船に

乗 らなければ農業は入 らないわけではない。
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今回の議論では東南ア ジアの中に ジャー

ティ的な職業の分業関係が存在 していたかど

うかがわからなかった。必ず しもそれが縦に

並ばなくても、横並びの職業別内婚集団とい

う意味だが、それが議論できないまま終わつ

てしまった。それと関連 して、信仰の問題と

して残 るのはバ クテ ィの問題である。バ ク

ティがインド全体をヒン ドゥー教的にインド

化 していくときの、第二段階としての非常に

大 きな役割を果た している。一神教的な、神

様の名を唱えれば誰でも救われるという帰依

信仰的なアイデアは、東南アジアに受け入れ

られたのか、受け入れ られなかった とすれ

ば、何故なのかを議論すれば、さらに奥へ入

れるのではないかと思う。また、今回はケー

ララ、スリランカ、東南アジアというつなが

りができたが、そこで浮かび上がって くるの

はスリランカの重要性だろう。スリランカを

もう一度考え直す機会があればと思う。

石井 今まで漠然とインドやイン ド化を捉え

ていたことが、実は何 もわかっていなか つた

ことを認識 させ られ、今回は非常 に勉強に

なった。今まではインドと東南アジアという

形で考えていたが、やはり最初にイン ドのグ

レー ト・トラディションとしての北 イン ドが

あり、さらに東南アジアに至 るまでに様々な

中間項が存在 していることがわか った。た

だ、その時 に北インドと南インド、東南アジ

アの関係を完全に詰めることができなかった

と思うことは、r呉 時外国伝』のような非常



に古い時代に北イン ドの影響があ り、多 くの

遺跡にもそれは現れている。そのつなが りは

もう少 し詰める必要があつたのではないか。

北イン ドから南イン ドという軸を考える必

要があることを知 ったのは、私にとって非常

に有意義だ った。南イン ドも北か らアー リァ

ナイズ していく。それに今までは時間が全然

考えられていなか ったが、中村さんの話には

衝撃を受けた。早ければ6,7世 紀、遅 くと

も11～13世 紀 ぐらいまでに南インドが変わっ

ていつたという一つの時代的な枠組みと動 き

を実感 した。そ して南インドの中でも、マラ

バールやコロマンデル海岸と東南アジアとの

関係という軸を考える必要がある。我々はマ

ラバールと東南アジアとの生態的な類似性の

議論をしたが、マラバールが西方からの東南

アジアへの一つの中継点として、かなり重要

な役割を果た したことも考えてお く必要があ

るだろう。

もう一つ は、やはりスリランカの重要性だ

ろう。スリランカとイン ドとの関係を中間項
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としてどう捉えるか。例えばカース トの場合

で も、我々が知 っているス リランカのカース

トが実 は非常に新 しくて、 グレー ト・トラ

ディションのヴァルナとは全 く違ったコンセ

プ トなのだ。東南 アジアの大陸部 に関 して

は、スリランカの影響が圧倒的に多い。そう

考えると、北インド、南イ ンド、マラバール

海岸とコロマンデル、そしてス リラ ンカと、

我々が言うイン ド化は実は出発点においても

時代においても様々であり、問題点を全部詰

めていく必要がある。出発点の問題は、今ま

での歴史学では地名の規定ばかりが議論 され

ていたが、このようなダイナミックな枠の中

で議論すべきだろう。北 イ ンドか ら南 イン

ド、南インドからス リランカ、あるいは南イ

ンドで も西海岸、東海岸、全部が東南アジア

と関係 している。今まで東南アジアか らの つ

ぺ らぼ うのインドを見ていたが、実は空間的

なものだけではな く、時間的な動きと、その

中で生まれてきた関係への視点を教示 してい

ただけたと思 う。




