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貴族の物語と奴隷の沈黙
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� e eff ects of slavery are still felt in aspects of social life in some Middle East-
ern countries in which slavery was legally maintained till relatively recently. 
However, there is a dearth of academic studies of slavery in these societies, 
and studies that look at the problem from an anthropological perspective are 
almost non-existent. Among Circassians in Uzunyayla plateau of Central Ana-
tolia—a major source of female salves in Ottoman Istanbul—the silence 
of slave descendants about history is observable, whereas people from former 
noble families are highly articulate in recounting a specifi c version of history. 
� is article examines the ways in which the silence and the dominant version 
of history are formed in relation to each other. With this aim in mind, it looks 
at the bridewealth problem that made marriage diffi  cult among local Circas-
sians in the 1960s, and analyses oral accounts of meetings that was held with 
the aim of reducing rates of bridewealth payment, in terms of their historic 
status and current economic conditions. � is research shows that slave descen-
dants, divided by unequal distribution of wealth, produce widely differing 
versions of the story, while former nobles, though equally heterogeneous in 
wealth, have a shared historical narrative. Nonetheless, slave descendants have 
certainly some stories to tell, though as a reaction against the former nobles’ 
elite history, which ought to be regarded positively as part of the everyday 
practice of the socially weak, i.e. as strategic acts aimed at making out tactfully 
in diffi  cult conditions. � e article is based on the writer’s participatory obser-
vation research in Uzunyayla for extended periods (September 1997–April 
1999, June–July 2004).

Keywords: Circassians in Turkey, Slavery, Social Memory, Silence, Bridewealth
キーワード  : トルコのチェルケス人，奴隷制，社会的記憶，沈黙，婚資
＊ 本稿は，ロンドン大学本部研究基金，ならびに東洋アフリカ学学院フィールドワーク奨励賞による研
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なお，調査は長期の参与観察として行われた（1996年 9月～ 1999年 4月，および 2004年 6～ 7月）。
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［1］序論

奴隷制の廃止が遅れた中東諸国では，現在
においても，その社会生活において奴隷制の
影響が感じられる側面がある。だが，中東に
おける奴隷制の研究は不足しており，特に人
類学の観点からその諸問題について論じた研
究はほとんどない。トルコ共和国ウズンヤイ
ラ高原のチェルケス人の間では，旧貴族層子
孫が明瞭な歴史物語を語るのに対して，奴隷
子孫の間には歴史についての沈黙が観察され
る。本稿では，1960年代に同地域のチェル
ケス人の間で婚資が高騰し1），結婚が困難に
なったとされる問題を事例として取り上げ，
歴史的身分と現在の経済力を分析の軸とし
て，そうした支配的記憶と沈黙が同時進行的
に生成される社会的過程を検証する。参与観
察に基づく人類学的手法は，奴隷子孫が過去
の重荷をやりくりする諸流儀を明らかにする
のに貢献することができるだろう。

1）問題の所在，および研究テーマ
G. Lewisは，トルコ共和国の近代化に関

する著作の結びで，同国における女性解放の
状況について論じながら，次のように報告し
ている。

地方では，嫁の父親に夫が婚資を払うこと
が今でも当然の慣習であり続ける。1964年
のスィヴァス県からの報告によると，ある
村人が自分の払える金額で嫁にできる娘，
もしくは寡婦を 2年間も探しているとい
う。スィヴァス県では，3,000リラ以下で
は寡婦でさえ娶ることができない。そのた
めに，この男は県内で嫁をみつけることを
諦め，［隣接する］トカト県にまで足を運
ばなければならなかった。また，翌年カイ
セリ県では，100村の代表 300名が集まり，
婚資について話し合った。誰もが，婚資が
高騰したことから自分の娘に夫をみつける
ことができないと考えていた。そこで，未
婚女性への婚資を 3,000リラに凍結するこ
とに決め，その決定を遵守することを誓っ
た。その後の成り行きは知られていない。
（1974: 235）

G. Lewisは，ここで 2つの事柄について
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1） 婚資とは，結婚の際に婿家族から嫁家族に譲渡される贈与物である。現在のトルコでは，現金で支
払われることが多い。トルコの人類学的研究において，婚資（başlık，すなわち「頭代」）は，アナ
トリア後背地と都市部双方の文脈で，イエの結婚戦略の一環として分析されてきた。農村を調査し
た Stirlingは，婚資額は，イエの名声や富に正比例し，結婚関係を結ぶ 2家族間の社会的近しさに
は反比例するとしている（1965: 185-89）。半遊牧的文脈からも，婚資額は，結婚によって新たに
作り出されることが期待された社会関係の重要さと相関関係にあることが報告されている（Yalçın-
Heckmann 1991: 242ff ）。一方，都市部における婚資額は，結婚で移動する女性に期待された労働
量におうじて増減するとされる（Kazgan 1981: 144-45）。より意味論的な分析では，婚資額は花
嫁の「名誉 namus」が親のイエから夫のイエに移行する程度に正比例することが指摘されている

（Tapper & Tapper 1992-93）。また，Schiff auer（1993: 74-78）は，貧しい農民の平等意識から婚
資の上昇を説明している。ただし，婚資の社会的含みは歴史的に推移しており，現在では農村部で
も婚資に結婚費用分担以上の意味がないとの報告もある（Stirling & İncirlioğlu 1996: 70-71）。
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沈黙している。第 1の沈黙は，1965年にカ
イセリ県で婚資引き下げの決議をしたのは，
トルコ人ではなく，同県プナルバシュ郡のウ
ズンヤイラ高原（以後ウズンヤイラと略記）

に住むチェルケス人だったということについ
てである2）。各村の代表として集まった名士
は，その大部分が旧貴族層出身者（vorq：以
後ワルクとする）であった。第 2の沈黙は，
地域の旧支配層に属するワルクらが婚資の増
加を抑えようとしたのには，結婚を容易にす
ること以外にも目的があったということにつ
いてである。その決議には，裕福な奴隷子孫
が高額の婚資を払って，貧しいワルクの娘を
嫁にするという新しい動きに歯止めをかけた
いという動機も働いていた。こうしたことに
ついての沈黙には，イスラーム社会研究にお
いて奴隷制に関する議論が避けられてきたこ
と（B. Lewis 1990: vi）が反映されているの
かもしれない3）。
奴隷制への取り組み不足は，実は中東研究
と人類学に共通して指摘されている問題であ
る。歴史家 Toledano（2000: 162）によれば，
旧オスマン領における奴隷制の学術的探求が
不活発であることの理由の 1つには，奴隷制
が社会的分裂をもたらしかねない繊細な主題
であり続けることへの配慮があるという。も
う 1つには，奴隷制の歴史に折り合いをつけ
ようとして政治的，社会的に働きかける，旧
奴隷所有者，奴隷子孫の集合体が，いずれも
存在しないこともあるということだ。
近年，本邦の歴史家の間では多様なイス
ラーム社会における奴隷制に関する議論が活

況を呈しているのに対して（Miura & Philips 
(eds.) 2000; 清水 2005; 前田 2006; 鈴木 2007），
人類学者は沈黙を保っている。大塚和夫は，
岩波イスラーム事典（2001）における「奴
隷」の項を，「19世紀以降，西洋の思想的影
響を受け，イスラーム世界でも奴隷制を廃止
する法令が出されるようになったが，アラビ
ア半島などでは 20世紀後半まで奴隷制は公
式的に存続していた」と結んでいる。このよ
うに比較的近い時代まで奴隷のいた中東各地
における奴隷制廃止以降の社会関係につい
て，我々が知るところは今なおきわめて少な
い。同地域を専門とする日本人人類学者は，
奴隷制の現在に残した遺産に取り組むことが
できないでいる。そのことは，奴隷制が既
に遠い過去に属する「記憶の問題matter of 
memory」となりつつある現地社会のフィー
ルドで，人類学者が奴隷制の遺構について観
察することが困難であること（Kopytoff  1982: 
213-15）を証明しているのかもしれない4）。
だが，ウズンヤイラのチェルケス人の間で
は，Meillassouxの報告した西アフリカ社会
と同様に，現在も「奴隷制が生きた記憶の届
く範囲にある」（1991: 21）。ウズンヤイラで
は，つい数世代前まで人々が公式に身分分け
されていたことが，今日も社会生活に影響し
ていることがはっきり観察できる。同地域の
チェルケスは，自分たちが不平等な 2つのス
テイタスグループ（つまり，かつて奴隷を所
有した旧貴族の子孫と，彼ら貴族に所有され
た奴隷の子孫）に分かれているとの意識を今
なお持っている。そして，歴史的記憶が社会

2） チェルケス語で婚資をさして使われる vaseは，本来，単に「代金」「値段」の意味である。チェル
ケス人は，トルコ語で婚資を指す başlık（「頭代」）という言葉を，歴史的に奴隷が自由を買い戻す
ために主人に支払った代金の意味でも使用する。それは，チェルケス語では，shhasheje（やはり「頭
代」を意味する）と呼ばれるものである。以下，チェルケス語（カバルダイ語）の言葉には，イタ
リック体に下線を併用することで，トルコ語（イタリック体）と区別する。

3） ただし，イスラム文化圏を中東に限定せずアフリカにまで伸ばせば，そこでの奴隷制に関しては優
れた研究（Fisher & Fisher 1970; Cooper 1980）も多い。

4） 海外では，Patterson（1982 passim）と Lindholm（1996: Ch. 14）がイスラームにおける奴隷制に
ついて論じている。だが，いずれも文献資料に基づく本質論的議論であって，特定の社会的文脈に
おける考察ではない。現代の社会生活の文脈における（元）奴隷への言及は，不十分ではあるが，
Weir（1985）に見られる。



24 アジア・アフリカ言語文化研究　76

的に生産される仕組みに，その身分意識が反
映されているのだ。
そこで，本研究では，別身分のチェルケス
の間で異なった記憶が生成される過程につい
て考察する。そのための事例として，先にG. 
Lewisの報告した「婚資問題」を取り上げ5），
その解決のためにもたれた集会に対して異な
る立場にある 2グループのチェルケスが語っ
た証言を比較検討する。第 1グループは，婚
資の上昇を深刻な「問題」として認識し，集
会を開いたワルクらである。第 2グループは，
その会合がもたれた村（以後ウチュヨルとす
る）の住民たちである。筆者の参与観察の中
心的ロケーションとなったウチュヨルは，そ
の住民の半数以上が奴隷子孫である点で，ウ
ズンヤイラにあるチェルケスの村の中でも特
殊である。
本稿では，Palmié編『奴隷の文化と奴隷
制の文化』（1995）に見られる，旧植民地か
ら奴隷子孫が移住したヨーロッパ各国や，南
北アメリカを含む，中東以外の地域での奴隷
制研究で近年採られてきた新しいアプローチ
を取り入れたい。Palmiéによれば，現在の
奴隷制研究における主要な課題の 1つは，奴
隷制のあった時代に形成された文化や社会関
係が，「奴隷解放後の社会的文脈」において，
どのように形を変えて経験されているかを明
らかにすることだという（1995: xxviii）。も
う 1つの重要課題は，彼が「奴隷の文化」と
呼ぶものへの取り組みだという。この「奴隷
の文化」とは，逆境において奴隷が作り出し
た，意味のある暮らしのことで，そこでは支
配文化への順応と抵抗とが重層的に絡み合っ

ているとされる。Palmiéは，それこそが，
歴史的に奴隷の成し遂げた最大の偉業だと述
べている（1995: xvii-xviii）。
そうした新しい研究動向を踏まえて，本稿
では 2つの方針を採る。第 1は，歴史的文脈
における奴隷制ではなく，現在の社会生活に
奴隷制の残した影響を分析するということで
ある。すなわち，奴隷制の記憶を，現在の社
会関係を理解するための媒介として利用する
のである。第 2は，チェルケス人の奴隷子孫
らを行為者として設定し，彼ら自身の声を掬
い取るよう努めることである（Toledano 1993
を参照せよ）。もちろん，チェルケスの奴隷
子孫は奴隷そのものではない。だが，彼らも
また，しばしば歴史が重荷となり，彼らの社
会生活に制限を課してくる困難な状況におい
て，なんとか過去と折り合いをつけようと努
力しているのである。人間中心主義的な立場
を取り，参与観察を重視する人類学的研究方
法は，奴隷子孫の暮らしに伴う順応と抵抗を
明らかにするのに貢献できるはずである。
以下においては，まず，ウズンヤイラのチェ
ルケス人について紹介する。続いて，地域の
ワルクらが歴史物語を積極的に語るのに対し
て，ウチュヨルの奴隷子孫の間には歴史に関
する沈黙があることを，総論的に示す（第 2
章）。そして，そうした対照的な記憶が生産
される仕組みを具体的に考察するために，ワ
ルクと奴隷子孫が婚資集会や，その背景に
あったとされる「婚資問題」について語った
様々な話を比較分析する（第 3章）。最後に，
ワルクの「明瞭性 articulacy」と奴隷子孫の
沈黙の関係をさらに検証することで6），チェ

5） チェルケスには，婚資の増加を招きやすい諸条件（脚注 1を参照）がある。第 1に，親戚間の結
婚が忌避され，社会的に距離のあるイエの相手が好まれることがあげられる。第 2に，嫁は夫の
イエに組み込まれ，生家との関係がきわめて小さくなることがあげられる。第 3に，ウズンヤイ
ラへの定着後，経済的平準化が進んだことから平等意識が生じ，競争心の形成が促進されたこと
が挙げられる。カフカースのチェルケスにおける，結婚の慣習（婚資を含む）の変化については，
Luzbetak（1951）を参照せよ。

6） 「明瞭性」は，ものごとをはっきりと知覚し，自分の声を形成して，思想を明快に表現できる能力
の意味で用いることにする。さらに，そのように表現されることで，説得力を得た思想の性質に対
しても使用する。
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ルケス人の間で記憶が社会的に生産される過
程について総括する（第 4章）。

2）ウズンヤイラのチェルケス人
トルコ共和国には，現在，数百万人のチェ
ルケスがいると推定される。チェルケスとは，
本来，北西カフカースの諸民族の中でも，特
にアディゲ人に対して使われてきた他称であ
る。しかし，本稿では，調査地域での用法に
ならい，チェルケスを広義に使用する。すな
わち，ここにいうチェルケスは，19世紀後半，
帝政ロシアによる北カフカースの軍事占領で
難民となり，オスマン帝国領各地に移住した
ムスリム諸民族の総称である（宮澤 2006）。
ウズンヤイラは，アナトリアにおけるチェ
ルケスの中心的な定着地の 1つである7）。同
高原を含む周辺地域は，10,000人以上のチェ
ルケス難民が到着したことで重要性が高ま
り，1861年に独立した郡が設置された8）。現
在は，プナルバシュ郡の全人口 36,000人の
うち，およそ 10,000人がチェルケスである9）。
そのうち 2,000人が町（人口 12,000人）に
居住し，あとの 8,000人は 56の村に分かれ
ている10）。ウズンヤイラは，大都市カイセリ
から 150 km離れた高地（標高 1,600 m）に
あるため，長い間孤立性が高かった。
そうした閉鎖性も原因となって，チェルケ
スの間には，現在でも強い身分意識が残され
ている。カフカースにおけるアディゲ人社

会は，歴史的に，「諸侯 psha」，「貴族 vork」，
「自由農民 tlkhotl」，「奴隷 pshatle, unaut」の
4階層に分かれていた（Quelquejay 1965）。
アディゲ人の下部集団の中でも，ウズンヤイ
ラの最大グループ・カバルダイ人は，16世
紀から 18世紀にかけて北西カフカースを支
配した有力集団で，その間では社会の身分分
けがより細かく進んだという（Jaimoukha 
2001: 157-61）。
こうした社会構造は，ウズンヤイラでもあ
る程度再生産されたようである。その要因の
1つは，チェルケスの移住当時，奴隷輸入の
禁止を進めていたオスマン政府が，帝国領
土内のアナトリアで奴隷を確保するために，
チェルケス人有力者を地域の支配者層に取り
込んだことにある11）。ウズンヤイラは，イス
タンブルのハレムや富裕層の邸宅に仕える女
性家内奴隷（cariye）の主な供給先の 1つと
なった。チェルケスの間では，多くの貧しい
家族が娘を身売りしたのに加えて，経済的に
困窮化した貴族もしばしば奴隷家族の娘を売
り払った。その歴史的経験から生じた家族離
散の記憶や，娘を売る奇異な民族という評判
が，チェルケスの集団的自己イメージに現在
まで影を落としている（以下に見るように，
婚資の遣り取りが商業取引のようになったと
きに，ワルクが激しく反発したのには，その
トラウマ的記憶が背景にあった）。
移住と定着の混乱に続き，共和国体制下で

7） 2000年におけるカイセリの人口は，およそ 60万人であった。
8） 同郡（当初はアズィーズィイェ郡）は，1928年までスィヴァス県に属した。
9） プナルバシュ郡には，合計で 113村ある。チェルケス以外の主要集団としては，かつて半遊牧生

活を送り，19世紀後半に定住させられたアヴシャル，露土戦争（1877-78年）でカルス方面から
移住した難民，共和国建国後の人口交換でブルガリアから移住した移民（それぞれトルコ系），ア
レヴィー・クルド人がいる。プナルバシュ郡の村落部の人口は，1960年にピークの 44,000人に達
した後，現在では 24,000人にまで減少している。チェルケスの村落人口も，やはり 1960年に最大
の約 21,000人を記録したが，それ以来 60％減少している。村落人口全体におけるチェルケスの割
合は，1960年まで 1/2を維持したけれども，現在では 1/3まで落ちている。

10） これら 56村の内訳は，アディゲ人の下位グループ（それぞれ別方言を話す）としてカバルダイ人
36村，ハトコイ人 13村，アブゼフ人 2村，それらに加えてアバザ人 4村（アシュカルワ人 3村，
アシュワ人 1村），カラチャイ・トルコ人 1村となっている。なお，カバルダイ人の村の 1つでは，
居住者の半数がチェチェン人である。

11） その他にも，チェルケス移民からの徴兵や徴税，アヴシャル（ウズンヤイラを夏営地として半遊牧
生活を送っていたトルコ系集団）の定住政策を助けることが期待されたようである。
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地域経済の仕組みが変化したことで，チェル
ケスの間では経済的平準化がこれまでに進ん
でいる。諸侯一族はほぼ消滅し，ワルクの多
くも財産を失った。平民層もワルク身分を主
張しはじめた。奴隷子孫が，かつて仕えた主
人の一族を経済的に追い越した事例も多い12）。
このように伝統的肩書きと経済力の不一致や
反転が起きたことから，現在，チェルケスの
間では，多様な資源を投入して，名誉や権威
を求めて競い合う態度が観察できる。
ただし，現在では，意義の認められている
社会区分は単純な 2分法に還元されており，
ある者がワルク一族の出身であるのか，ある
いは旧奴隷家族の生まれであるのかという 1
点に関心が集中する。そのため，この地域の
チェルケスは，積極的に歴史を語るか，さも
なければ過去について沈黙するか，どちらか
の選択を迫られている（第 2章）。歴史は，
ワルクが高いステイタスを要求したり，権威
を主張したりするための象徴的資源としての
重要さを増している。
筆者が長期にわたって住み込み調査を行っ
たウチュヨルは，カバルダイ人の村である。
地域のチェルケスの村としては人口が最大で
あるうえに（1997年に 69世帯で 280人13）），
土地の生産性も高いことから，裕福な村とし
ての評判がある。
しかし同時に，ウチュヨルに居住する家族
の半数以上（36世帯）が奴隷子孫の家系に
あることから14），他村のワルクはウチュヨル
を「奴隷の村 kajer kuaje」と呼ぶことがある。
村の「領主」一族クンデトを含め，かつてウ
チュヨルで勢力を持った諸侯やワルクのほと

んどは，家が絶えるか，村を離れるか，経済
的に困窮化するかしており，村での社会生活
に影響力を持たない。また，1950年以前に
他村からウチュヨルに移住した，貧しいチェ
ルケス農業労働者の家族が 21世帯残されて
おり，そのうち 14世帯が奴隷子孫である。
そうした「余所者 xexes」や奴隷子孫の多く
は，かつての貧窮から今なお回復しきってい
ない。さらに，元奴隷の家系にはなくとも，
住民の多くが過去に困窮を経験していたこと
から，ウチュヨルにはワルクに強く自己同一
化する者がほとんどいない。その一方で，最
初からウチュヨルに定着した旧奴隷家族の中
には現在裕福なものも少なくない。
以上のような住民構成上の特徴から，ウ
チュヨル住民には過去に関する沈黙が顕著で
あった。それは，筆者にとっては，なにより
ウチュヨルで村や個々の家族の歴史について
調べることの難しさとして経験された。ウチュ
ヨル住民の間における沈黙は，次章に見る，
他村のワルクらの明瞭性と対照的であった。

［2］ワルクの歴史物語，奴隷子孫の沈黙

本章では，ウチュヨル以外の村において，
ワルクが語った歴史物語について総論的に考
察し，その全体を捉える15）。筆者は，ウズン
ヤイラに 56あるチェルケスの村のうち，カ
バルダイ人とアバザ人の村を中心に 40近く
を訪問した。それぞれの村では，ワルク一族
の年配男性を主要インフォーマントに設定し
て，村や地域の歴史（移住や定住の過程，そ
の後の社会変化，各一族の歴史など）につい

12） その 1例については，脚注 38を参照せよ。
13） ウチュヨルの住民数は，1965年に最大の 675人を記録した。
14） ウチュヨルの人口台帳には，1321年（1903/04）に記入された記録が残されている。そこには，カ

フカース出生の者が 143名記録されており，その 40％近くは何らかの従属的身分にあった。すな
わち，26名が男性奴隷（gulâm）とされており，そのうち 17名には家族があった。また，男性 7
名が解放奴隷（mâfevk）とされていた。さらに，女性奴隷（cariye）2名と里子（besleme）1名が記
録されている。Mâfevkは，字義的に「上のもの」を意味する。ただし，ウチュヨルの台帳で使わ
れた mâfevkは，他の村の台帳における matukに対応することから，この文脈では解放奴隷の意味
で用いられたと解釈できるだろう。

15） ただし，インタヴューの一部は，移住先の都市部でも行われた。
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て話を聞いた。
ここでいうワルク一族は，次の 3つのグ

ループからなる。第 1に，それぞれの村の
創設に指導的な役割を果たし，村の「創設者
kurucu」もしくは「領主 bey, kuaje psha」と
呼ばれる一族がある16）。第 2に，それら「領
主」一族とほぼ同格と認められ，嫁を遣り取
りした名家がある。第 3として，ワルク身分
を自ら強く主張する多くの一族がそこに加わ
る。ただし，最後のグループには，かつて平
民層に属した一族も多く含まれるといわれて
いる。これら 3グループから成る「ワルク」
一族は，実際の身分が歴史的になんであった
にせよ，故地カフカースまで辿ることのでき
る，チェルケス語の一族名を持つ点において，
そうした古くからの一族名のない奴隷子孫の
家系とは区別される。
これらのワルクらが地域のチェルケス社会
の歴史について語った話には，一貫した物語
を容易に同定できた。すなわち，彼らは，過
去を，自分に都合よく構築することを通して，
地域における旧支配層としての高いステイタ
スを要求したのである。そして，その選択的
表象を受けた歴史に支配的記憶としての性質
を付与するために，地域的知識が生産される
作法を統制しようと努めていた。筆者は，歴
史表象を管理するために，多岐の領域にわた
りワルクが従事する「記憶の政治」について，
別の機会に論じたことがある（宮澤 2007b）17）。
そこで，以下では，ワルクが語った歴史物語
の「中身」を検討しておこう。
ワルクが語った歴史には，ある種の文化的

な階級闘争史観が顕著に見られた。すなわち，
その物語は，前述した 2分法的な社会モデル
の上に成り立っており，ワルクと奴隷の対立
から歴史としての意義を引き出すものであっ
た。多くの出来事が歴史の分水嶺として強調
されており，そのそれぞれにおいてワルクの
没落と奴隷の興隆がテーマとして繰り返され
た。そして，そうした歴史の過程を突き動か
す原動力は，ワルクに反発し，彼らを圧倒し
ようとする奴隷（および奴隷子孫）の「劣等
コンプレックス komplek」や「反乱者の精神
isyancı ruhu」など，恣意的に想定された奴
隷の「超越的な意識」（グハ 1998: 85）に求
められた。特に，次に挙げる 3つの事件が歴
史の分岐点として強調されており，それらを
節目として社会組織の原理や中心的行為者が
取り替わったとされた。
歴史の第 1の分水嶺とされたのは，「総動
員 Seferberlik」と呼ばれる戦乱期である。「総
動員」は，第 1次世界大戦（1914-18）から「祖
国解放闘争」（1919-23）にかけての人間枯
渇，混乱，変動の時代を指した。ウズンヤイ
ラのチェルケスからも数千名の男性が徴兵さ
れ，そのほとんどが戦死していた18）。ワルク
らの話では，召集されたのは主に乗馬に優れ
たワルク一族の男性であったのに対して，奴
隷男性はしばしば徴兵を逃れ，地域に残った
という。奴隷男性が召集を受けなかった理由
は，彼らがしばしば人口台帳に未登録であっ
たこと，家畜の世話のために村に残されたこ
と，保護の必要な寡婦（あるいは，その娘）

と結婚させられたことなどとされた。コーラ

16） チェルケスの村の多くには，「領主」一族の家名から取られたチェルケス語の名前があり，地域の
チェルケスの間では現在もその名で呼ばれている（宮澤 2007a参照）。

17） 宮沢 2007b；日本文化人類学会第 40回研究大会発表「トルコのチェルケス人社会における奴隷子
孫の黙化：『敬意と愛』を手掛かりにした一考察」（2006年 6月 4日，東京大学）。ワルクによる「記
憶の政治」は，次の複数領域にまたがって行われていた：1）価値ある知識の定義，2）記憶につい
ての言説，3）歴史が語られる空間の構築，4）歴史を語る相互行為の管理，5）社会関係を形成す
る慣用表現の利用。

18） 1915年 1月，アナトリア北東部のサルカムシュにおいて，統一と進歩委員会のエンヴェル将軍が
天候の判断を誤ったことが原因となり，オスマン軍兵士 9万人が凍死するという事件があった。そ
の中には，ウズンヤイラ出身のチェルケス人も 1,000人以上含まれていたという。地域のチェルケ
スの間では，その悲劇を歌ったチェルケス語の挽歌が現在もよく歌われている。
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ンでは奴隷子孫が聖戦における兵役の義務を
免除されていることが引き合いに出されるこ
ともあった。「総動員」で多くのワルク一族
が男手を失ったことから，ウズンヤイラは奴
隷男性の手中に残されたといわれた。
第 2の分岐点とされたのは，トルコ共和
国の建国（1923）である。これは，奴隷制
廃止や奴隷解放と連想されていた。奴隷売買
は 1909年に「統一と進歩委員会」によって
全面的に禁止されたとはいえ，オスマン朝
期，共和国期をつうじて，奴隷制を廃止する
法律が制定されたことはない（Erdem 1996: 
xix）。それでも，ウズンヤイラでは，1924
年憲法で全国民を自由とした共和制が，イス
ラーム法で奴隷身分の認められたオスマン時
代との対比で捉えられており19），共和国政府
が奴隷制を廃止したと誤認されていた。奴隷
が子供を「自由Hürriyet」と名付けたこと，
解放されたといって主人の許から逃亡したこ
と，村内に新たな居住区を作って移り住んだ
こと20），1928年の氏名法で初めて名字を得
て喜んだことなど，共和国建国前後の出来事
がしばしば話題とされた。そして，解放され
た奴隷が「アリ」「ハチ」「役牛」のように働
いて財産を築いたのに対して，奴隷労働の搾
取に慣れたワルクは自ら重労働に従事するこ
とに耐えられず，経済力を失ったとの理解が
広くあった。
第 3の転換点とされたのは，1950年代に
トルコ軍による軍用馬の買い上げが廃止され
たことである。ウズンヤイラは上質の馬（乗
用馬，農耕馬，荷馬を含む）の産地として名

高く21），馬は有力ワルク一族にとって最大の
現金収入源であった22）。馬 1頭を売却して得
た代金は，1世帯の半年分の支出に相当した
という。しかし，1950年代には，トルコで
軍隊や農業の機械化が進んだことから馬の需
要が激減し，馬は価値を失った。それによっ
て，馬の飼育（繁殖，販売）に依存してきた，
多くの旧家が破産した。その一方で，奴隷家
族は，自由となった後も，伝統的にワルクの
生業であった馬の飼育から距離をとり，しば
しば牧羊業に従事したことから，1950年代
以降も継続して経済力を蓄えることができた
とされた。
以上に見たワルクと奴隷（子孫）の対立や
対照性の図式は，これら 3時点以外にも多
様な事件について持ち出され，歴史として認
識される社会的意義を作り出した（補遺を
参照せよ）。これら全ての時点において論じ
られる，ワルクの衰退と奴隷の台頭のテー
マは，ワルクが語る歴史において，Lincoln
が「パラダイム的真実」と呼ぶものの役割を
果たしていると理解することができるだろ
う。同一モチーフの繰り返しには，物語の
説得力を高める効果があるということであ
る（1989: 24）。ワルクが語った歴史は，黄
金時代から暗黒時代への転落（Rosebury & 
O’Brien 1991）の物語であり，そこでは時
間の流れにおける非連続性が強調されてい
る。すなわち，歴史の節目とされたそれぞれ
の時点以前には，彼らが Adigagha（Çerkeslik, 
Circassianness）と呼ぶ，本来の社会秩序（身
分，年齢，性別などを異にする集団間の社会

19） 脚注 14を参照せよ。
20） ウズンヤイラのチェルケスの村の中には，ワルクと奴隷が現在まで 2つの別居住区に分れて住んで

いる村が，最低 2つある。
21） 筆者は，かつて大規模に馬の飼育を行ったあるワルク一族の年配者から，チェルケスはウズンヤイ

ラに 60,000頭の馬を持ってきたと聞いたことがある。ワルクにとって，一族の家紋（damga）を
かたどった烙印を尻に押された馬は，ステイタスシンボルであった。ウズンヤイラのワルク一族の
家紋については，Kossvig（1974）を見よ。

22） ウズンヤイラには，第一次世界大戦前まで，16,000頭もの馬があり，1,000頭の雌馬（繁殖用）を
所有する財産家もいたという話も伝わっている（İşcan 2001: 32）。ただし，登録された雌馬の数は
次第に減少し，1928年に 2,800頭（Güleç n.d.: 138），1938年に 1,679頭（Ziraat Vekâleti Neşriyati 
1938: 3）であった。
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関係の総体）が維持されていたのに対して23），
それ以降は，その伝統的な社会関係が崩壊し
たとされたのである。
トルコ共和国期において権力や経済力か
らの疎外を経験したワルクの語りには，歴
史的身分の区別を重視する本質主義が特徴
的であり，そこには，古きよき時代を懐かし
むノスタルジーが顕著に見られる。Brown 
& Humphreys（2002）によれば，ノスタル
ジックな語りには，支配的文化による侵食に
対する抵抗の一環として，歴史・社会的な連
続性を強調したり，集団意識を再主張したり
することで，自尊心の維持や不安への対処
を支えるなどの肯定的な側面があるという
（Özyürek 2006も参照せよ）。ワルクが語っ
た歴史には，伝統的な身分や家格にかわって
経済力ばかりがモノをいうようになったこと
への批判が込められていたといえるだろう。
ウチュヨルについては，ワルクらに「奴隷
ばかりで，歴史を知っている者がいない。た
とえ知っていても，誰も本当の歴史を語るこ
とはできない」といわれていた。実際に，ウ
チュヨルでは，ワルクがその社会的意義を認
識した「歴史」，すなわちワルクと奴隷の確執
をテーマとした物語が口にされることはほと
んどなかった。ウチュヨルに多い奴隷子孫に
とっては，ワルクが語る，そうした階級闘争
風の歴史物語に反論することさえも，感情的
苦痛を伴うことである。そのことが，彼らの
沈黙に結果しているところがあったといえる。
ウチュヨルでは，歴史が，現在への関与性
を既に失った時間，つまり「過ぎ去った時
geçmiş」に重ねられていたと解釈できる。筆
者は，ウチュヨルで，村全体やそこに住む家
族のそれぞれについての調査中，対話の相手
から「歴史は過去となった」「歴史に深入り
するな」「過去を混ぜ返すな」「それはもう歴
史となった」「歴史は閉じられた」「歴史は消

された」「歴史はもはや残っていない」とい
われ，しばしばインタヴューの方向を変更せ
ざるをえなかった。
ウチュヨル住民のほとんどが，奴隷家系に
なくとも，過去に経済的困窮を経験していた。
そのことから，彼らは，旧支配者層に強く自
己同一化できず，ワルクの語る，2分法的な
歴史を繰り返すことをためらったと考えられ
る。だが，その結果として生じた沈黙は，難
しい状況をやりくりして，感情的苦痛を避け
ようという態度の現れだと理解できる。そう
であるならば，その沈黙を，奴隷子孫を含む
社会的弱者による，ワルクの支配的言説に対
する対応の 1作法だとして，肯定的に評価し
ておきたい（この点は，第 4章において詳し
く論じる）。

［3］婚資集会を思い出す

本章では，ワルクと奴隷子孫が 1960年代
後半の婚資集会について語った話を取り上
げ，第 3章で論じたワルクの歴史物語と奴隷
子孫の沈黙が作り出される仕組みをより具体
的に検討する。「アンカラ北カフカース文化
協会」（1964年創設）の定期刊行物 Yamçıに
よれば，ウズンヤイラは，トルコのチェルケ
スの間で「婚資でもっとも有名となった」地
域であるばかりでなく，婚資に関して「最も
激しい論争と干渉 girişmlerの舞台」ともなっ
た地域だという（1975/1: 9）。以下では，婚
資集会とその背景にあったとされる「婚資問
題」をめぐる認識や評価の不一致を分析し，
それを通して，現在のウズンヤイラにおける
社会関係について考察したい。
英国の社会人類学者 Stirlingによれば，彼
が 50年近く研究を続けた，同じカイセリ県
に属するトルコ人の村では 1949年以降イ
ンフレ率をこえて婚資額が上昇したという

23） ワルクらは，この Adigaghaが，身分内婚を含む，チェルケスの慣習やエチケット（Adige habze/
Çerkes uslu）の実践を通じて維持されていたと説明した。
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（1965: 186）24）。イスタンブルの「カフカース
文化協会」（1953年創設）は，1957年に定
期刊行物 Yeni Ka� as誌（1957/1(3): 17-18）
で，地方のチェルケスの間でも婚資高騰のた
めに結婚が困難となっていることから，婚資
に一定の基準を設ける必要があると提言して
いる。筆者が調査したウズンヤイラでも，そ
れ以前 3,000リラ（当時，約 300米ドル）が
標準だった婚資が，1960年頃から急激に上
昇して，なかには 15,000リラ（約 1,500米
ドル）が遣り取りされる事例もあった。
そこで，婚資を引き下げるために，地域の
有力者たちが 2度の話し合いを持った。1回
目の集会は，1965年 5月 16日にカバルダイ
人の村アカルス（仮名）で開かれ，各村の代
表者たちの間で婚資を 3,000リラに戻すこと
が決議された。2回目の集まりは，3年後の
1968年 6月 10日にウチュヨルで催され，そ
こで同じ決議が繰り返された。ただし，これ
ら 2つの集会は，別グループのチェルケスに
よってお膳立てされた点で異なっていた。す
なわち，アカルス集会がプナルバシュの町に
住む青年層のワルクグループによって計画さ
れたのに対し，ウチュヨル集会は，前年（1967
年）にカイセリに創設されたばかりの「ウズ
ンヤイラ文化・互助協会」によって準備され
たのだった。
アカルスとウチュヨルが会場として選ばれ
たのは，それらの村がいずれもウズンヤイラ
の中心部にある大きな村で，他村との行き来
も容易であるからである。しかし，両村には
対照的な側面もある。それは，ウチュヨルが
「奴隷の村」と見られているのに対して，ア
カルスは「諸侯の村 psha kuaje」と呼びなら
わされてきたことである。アカルスのこの名
声は，村の「領主」ハドクショコ一族がウズ
ンヤイラのカバルダイ人の間における最高位
の諸侯一族（pshamiyipsha）であったことに

由来する。
筆者は，これら 2つの集会に対して異なる
関係にある，次の 4グループの人たちから当
時の状況について話を聞いた：1）アカルス
集会を準備したワルク，2）アカルス住民，3）
ウチュヨル集会を準備した「ウズンヤイラ文
化・互助協会」の当時役員，4）ウチュヨル
住民（主に，旧奴隷家族の出身者）。本章で
は，これらのうち，特に第 1グループと第 4
グループに属する者たちから得た証言を取り
上げ，それらを比較することにする。それは，
これら 2者の語った話が対照的であり，第 2
章で総論的に論じた，ワルクの明瞭性と奴隷
子孫の沈黙が形成される過程について具体的
に考察するのに適した材料を提供するからで
ある。
ここで 2つの異なる集会についての話を比
較することには，疑問が呈されよう。だが，
別のサークルが地ならししたとはいえ，それ
ら 2つの集まりには明らかな連続性もあった。
というのは，いずれの集会でも，当日のまと
め役が，同じ「長老 tamada」格の男性（ある
村の「領主」一族出身の資産家で，チェルケ
スの慣習にも精通するとして敬意を集めてい
た）に任されたうえ，それぞれの村の代表と
して議論した地方名士らの多くがワルクだっ
たからである。それら 2つの集まりは，主
にワルク出身の名士らが地域社会全体の利益
について参加したという点で，チェルケス人
（特に，カバルダイ人）の間における伝統的な
「長老会議 unafe」の形式をとったといえる。
そのため，2度の集会を連続した 1つの出
来事として見ることができる。事実，第 4グ
ループの話者たち（ウチュヨルの奴隷子孫）

は，2つの集まりを区別せず，いずれも，地
域の旧支配者層を自認するワルクらによる，
彼らの生活のやりくりに対する「干渉」だと
理解していた。そのために，これら 2つの集

24） Stirlingが調査したカイセリの村では，1949年から 1952年における婚資の平均額が 170米ドル，
最高額が 420米ドルであった。当時のトルコにおける 1人当たりの年間収入は 177米ドルだった
ことから，婚資は大きな負担であった（Magnarella 1998: 60, no. 19）。
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会について語られた証言を，一連の歴史的出
来事に関する社会的記憶を構成する，異なっ
た要素として扱ってよい。
以下で取り上げる，第 1グループの話者

と第 4グループの話者の間には，「婚資問題」
や集会の成果について認識の相違が見られ
た。こうした解釈や評価の不一致には，語り
手たちの歴史的身分と経済力における違いが
反映された。しかし，ワルクと奴隷子孫の間
では，それら 2条件が記憶の語りに影響した
作法が異なっていたのである。以下では，そ
れぞれのグループが婚資会議について語った
思い出話を順次見ていくことにしよう。

1）ワルクが語った思い出
1965年にアカルス村で開かれた集会は，
全国紙にも，「破壊的な婚資―3,000リラに
決議―」という見出しで，次のように報じら
れた。

中央アナトリア・ウズンヤイラのチェルケ
ス諸部族……の経験と影響力を持つ年配男
性たち。……200近い村の住民がその話に
耳を傾け，その言葉が法として通用する長
老格［ak saçlı］のベイたち［bey：旧家出
身の名士］。……これら 200の村の 500人
近くの年配者らが集まった［アカルス村］
での……会合は 5日間続いた。5日目，5
時間の話し合いの後，ようやく決議に至っ
た。婚資は今後 3,000リラとする。その決
定は法を意味した。……貧しいために妻を
もてない若者がいなくなる。婚資が払われ
ないために年を取り，婚期を逃す娘がいな
くなる。……ウズンヤイラでは，もはや
婚資のために辛い思いをすることはない
……。ウズンヤイラの人々は，諸事に精通
した年配者たち，地域のアガたち［ağa：
資産持ちの有力者］，ベイたちのおかげで

幸せになれた。（Milliyet 19 July 1965）

この記事には，婚資増加を抑え込もうと話し
合いを持ったのはチェルケスであったことが
明示されている。しかし，この集会を計画し
たワルクたちには，結婚を容易にすること以
外にも目的があったことに関しては，先述し
たG. Lewisの著作同様，やはり沈黙がある。
本節では，筆者が同集会の関係者らに対して
行ったインタヴューに基づいて，彼らがいか
なる問題意識を持って，この集会を催したの
かを明らかにする。
アカルス集会の実現には，その下準備をし
た者，決定の遵守を監督した者を含めて，約
30名の青年男性（20-40代）が携わった25）。
彼らは，当時プナルバシュの町に住んだ公務
員，教員，銀行員，商人で，社会的付き合い
が広かった。この青年グループのほぼ全員が
ワルク一族の出身であり，約半数は「領主」
一族の生まれであった。本調査では，この青
年ワルクたちのうち，1997-99年の時点で存
命だった 10数名（調査当時で 50-70代）か
ら，婚資が上昇した原因，彼らが婚資の引き
下げが必要だと考えた理由，集会の成果など
について直接話を聞いた。彼らは，地域社会
の旧支配者層に属するワルクとして，たしか
にみな「ベイ」（系譜が重んじられた名士）

であった。だが，経済的には分化しており，
必ずしも「アガ」（経済力を基盤とした有力
者）ではなかった。
結論を先取りすることになるが，この関係
者グループが語った話には，話者の間に経済
的なばらつきがあったにも関わらず，高度の
共通性が見られた。このグループに属する者
たちは，経済的に差異化された階級としてで
はなく，ワルクとしての強い身分意識を持ち，
地域のチェルケス社会を上から眺める視点を
共有していたからである。彼らの話は大筋

25） 集会関係者の特定には，Alaşara誌掲載の記事に負うところが大きい（1996/11: 32-34）。Alaşara

誌は，イスタンブルの「カフカース・アブハジア文化協会」（1967年設立）に近いグループによっ
て出版された雑誌である。ただし，同記事にも，ワルクらの意図については言及がない。
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で同じであり，1960年代当時，婚資の高騰
が深刻な社会「問題 sorun, mesele, problem」，
あるいは激しく議論された「争点 dava」と
なっていたということで合意があった。相違
点は，最高額の婚資はいくらだったか，誰が
その婚資を払ったか，婿と嫁のどちらの家が
格上なのか，駆け落ちの理由はなんだったの
かなど，具体的な事例や細かな点に限られた。
以下，ワルク出身の集会関係者が語った「婚
資問題」を詳しく見ていこう。
アカルス集会の関係者たちは，婚資の引き
下げには次の 2つの狙いがあったと振り返っ
た。狙いの 1つは，貧しいチェルケスでも容
易に結婚できるようにして，チェルケス人口
の減少を防ぐことであった。そして，もう 1
つの狙いは，裕福な奴隷子孫の男性が高額の
婚資を払い，貧しいワルクの娘を嫁に取ると
いう新しい動きに歯止めをかけることであっ
た。彼らの話では，こちらの方がより重要な
目的だったということだ。言い換えるならば，
この青年ワルクたちは，婚資を引き下げるこ
とで，結婚の元来の形を立てなおし，それに
よって，チェルケス社会の伝統的な秩序を回
復しようとして行動を起こしたといえる。と
いうのは，このワルクグループは，彼らが
Adigaha（第 2章）と呼んだ本来の社会秩序

（身分，性別，年齢などを異にする集団間の
社会関係の総体）の維持には，身分内婚が果
たしてきた役割が重要だったと理解していた
からである。

関係者グループの話をまとめるならば，
チェルケスの間における婚資はもともと以下
のようであったという。

婚資は，あくまで婿の家族が嫁の家族に認
めた価値の印であり，そこに，両家の間で
遣り取りされる商品（つまり，嫁）の「代
金」としての意味合いはなかった26）。とい
うのは，本来，縁組は，同じ身分集団に属し，
対等と認め合った 2家族の間で結ばれたも
のだったからだ27）。婚資は，伝統的に「役
牛 2頭馬 2頭」が標準だったが28），1950
年代にそれら役畜の価値が下落したことで
現金化され，3,000リラとなった。これは
相当の金額だった29）。ただし，婚資を遣り
取りしたのは，もともとワルクだけだった。
奴隷の縁組は，主人たちの間で合意された
ため，婚資の遣り取りを伴わなかったので
ある。

同じグループの話では，1950年代に軍用
馬の買い上げが終了し，地域経済が悪化した
ことで，ウズンヤイラの伝統的な社会秩序は
崩壊したという。特に，ワルク一族の多くは，
馬の飼育に依存していたことから，最大の収
入源を失って，破産した。そうした地域経済
の衰退が原因となって，結婚に関して，2つ
の深刻な問題が生じたこということだった。
関係者たちが第 1の問題として挙げたの
は，多くのチェルケスが経済的に困窮化した

26） 脚注 2を見よ。
27） 集会関係者たちは，身分内婚の理念の正当性を主張するために，しばしば慣用句や諺に依拠した。

すなわち，トルコ語の慣用句「似た者同士 Denk dengine gitsin」や，チェルケス語（カバルダイ語）

の諺「冗談を言い合わない者同士は踊らない。似つかわしくない者同士は結婚しない」を引き合い
に出した。

28） ある関係者の話によれば，この「役牛 2頭馬 2頭」というのは，カフカースにおいてもともと婿の
家族が嫁の母方のオジに贈った馬に，嫁の家族に仕えた奴隷に与えた役牛を加えることで定形化さ
れたものだということであった。

29） 関係者の 1人は，3,000リラがいかに巨額であったかを説明して，次のように語った：1954年に
120匹の若い羊を売った。1匹が 25リラだったので，全部で 3,000リラになった。これは，今では
カイセリの目抜き通りとなった辺りの荒地を 30デカール［30,000 m2］も買えたくらいの大金だ。
チェルケスの村ならどこでも，半数の家に羊が120匹くらいあったものだ。中には，私の家のように，
1,000匹の羊を持っているところもあった。
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ために，数多くの娘がトルコ人の嫁とされた
ことだった。関係者らの話では，アカルス集
会以前には，中央アナトリア各地から，裕福
なトルコ人男性が，チェルケスの嫁を見つけ
ようと，札束や装飾品を準備してウズンヤイ
ラを訪れていたという。チェルケスの娘は，
オスマン時代にスルタンのハレムに多く仕え
たという歴史的理由から，その美貌，優雅さ，
忠実さについて評判が高い。そのため，トル
コ人男性には，多額の婚資を払ってもチェル
ケスの娘を嫁にすることを望む者も多かった
のだという。関係者の 1人によると，貧しい
チェルケスの娘にとっては財産家トルコ人の
嫁になることが救済であったことから30），ウ
ズンヤイラの村では，婚資を持参した婿候補
者の訪問を歓迎して，ダンスパーティーが開
かれるようなこともあったという。トルコ人
客は，そこで，オスマン時代の奴隷市場さな
がらに好みの娘を選ぶことができたという話
であった。別の関係者は，ウズンヤイラに
は，婚資のためにトルコ人の嫁とされた娘が
2-3,000人はいただろうと推測している。彼
女たちの多くは，年配トルコ人男性の後妻，
もしくは一夫多妻婚の第 2夫人とされたとい
い，夫の家で「奴隷」のように働かせられた
こともあったということだ。
関係者らによれば，チェルケスの間では多
額婚資と引き換えにトルコ人男性に娘を与え
ることが商売のようになったことから，婚資
が跳ね上がり，貧しいチェルケス男性にとっ
ては結婚が困難となってしまったという。こ

の青年グループが婚資引き下げを危急の課題
と認識したのには，多くのチェルケス女性が
トルコ人の嫁とされてしまったことで，チェ
ルケス男性が子孫を作れず，チェルケス人口
が減少しはじめたことに対する危機感があっ
たということだった。
同時に，先に挙げた彼らの証言からは，ア
カルス集会の主催者たちが，チェルケスの娘
たちが売買さながらにトルコ人に与えられた
状況を，オスマン時代にウズンヤイラのチェ
ルケスが奴隷市場に多くの娘を供給した歴史
に重ね合わせ，不愉快に感じていたことも理
解できる31）。彼らが婚資引き下げを図ったの
には，そうした屈辱的状況を解消する狙いも
あったことは確実である。
関係者グループが第 2の問題として挙げた
のは，自由となってから，新たに経済力をつ
けた一部の奴隷子孫男性が，困窮化したワル
クの娘を嫁に取りはじめたことだった。関係
者たちの話をまとめるならば，およそ以下の
ような状況があったという。

奴隷たちは，共和制の下で自由とされた後，
自分たちで結婚を取り決めるようになり，
婚資の遣り取りも始めた。特に，新たに財
産を築いた一部の奴隷子孫らは，経済力に
任せて，1950年代以前なら決して与えら
れるはずのなかったワルクの娘を嫁に取ろ
うとした。それには，自分の社会的上昇を
ワルクに受け入れさせようという狙いが
あった32）。こうした「成金 sonradan/yeni 

30） ウチュヨルに住む年配女性，ヌリイェは，娘時代にトルコ人との結婚を夢見ていたことから，チェ
ルケスとの結婚が決められた時にはがっかりしたと語っていた。ヌリイェが嫁いだ（K）を含む，
ウチュヨルの旧奴隷家族の間の親戚関係については，巻末の図を参照のこと。旧奴隷家族に用いた
アルファベット記号は，同図中の記号に対応する。以下，個人名には，全て仮名を使用する。

31） かつてウズンヤイラでは，イスタンブルのサライや富裕層の家庭で奉公した後，地域に戻った奴隷
家族の娘が多くいた。こうした女性は「サライ勤め saraylı」と総称されている。かつてウチュヨル
には「サライ勤め」の女性が最低 4名いた（その他にも，イスタンブルに残った娘が 2名あった
ことが知られている）。その最後の 1人が村で亡くなったのは，ちょうど婚資会議の開かれた 1960
年代中頃（1964年）のことである。村には，現在でも「サライ勤め」を母に持つ男性が 5名いる。

32） ウズンヤイラのチェルケスの間には，上昇婚の理念とまではいかなくとも，婿家族の方が嫁家族に
対して優位に立つとの考えがあった。「下からとって，上にやれ」というトルコ語の慣用句がしば
しば口にされていた。その理由は，「格下の家から取った嫁の方が，婿の家に順応しやすいから。
格上の家に嫁にやった方が，娘の暮らしが楽になるから」と説明された。
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zengin olan」の中には，自分の祖先が歴史
的に仕えた元主人の家から嫁を取った者も
でた。これによって，かつて先祖に隷属状
態を強いた元主人に対する「復讐 intikam/
rövanş」を果たした。他方では，没落した
ワルクの中にも，高額の婚資が提示されれ
ば奴隷子孫に対しても喜んで娘を与える者
が出た。こうして，婚資を遣り取りする両
側でそれぞれ競い合いとなったことから，
婚資が高騰した。

以上のように，青年ワルクたちには，新興勢
力が社会変化（伝統的な身分と現実の経済力
との不合致が進んだこと）をはっきり印づけ
るために結婚を利用しているとの認識があっ
た。そして，彼らは，そうした新しい動きを
抑えるための方策として，婚資の引き下げを
図ったのである。
このワルクグループには，「われわれ」を構
築するために，奴隷（子孫）を「他者 Öteki」
としたところがある。例えば，関係者の 1人
は，次のように語っている。

向こう側はアタチュルク以降初めて自由に
され，発言権を与えられた。それ以前は主
人に仕えるだけで，戸口（kapı）の家畜ほ
どの権利もなかった。奴らは虐げられたと
いう感覚を持ち続けてきた。あっちの方が
ワルクより数も多く，経済力もある。奴隷
はこちら側を圧倒しようとした。連中は金
の力に任せて，自分よりもずっと高い身分
の一族から嫁を取り始めた。集会の最初の
核を作った青年たちは全員ワルクだった。
奴ら［奴隷子孫］は，ワルクに反発するだ
けのために集会の決定に従わなかった。

さらに，関係者たちが，ワルクと奴隷のそれ
ぞれを「チーム takım」と呼ぶこともあった。
それによれば，「ワルクチーム」と「奴隷チー
ム」は，異なる成員，目的，資源，利害関係
を持った競争相手ということなのだろう。こ

のような競い合いの含みを持つ言葉の使用か
らも，関係者たちが，ワルクと奴隷の間の軋
轢という枠組みから，歴史としての社会的意
義を引き出していたと判断することができる。
アカルス集会の当日は，この集まりを準備
した青年たちも，前出の「長老 tamada」に
話し合いの先導役を任せて，裏方に回った。
各村の代表として議論した数百名のワルクら
は，話し合いの結びに，同じ青年たちの用意
しておいた次の 7事項を一括決議して，その
遵守を誓った：

1）婚資を 3,000リラとする，
2） 結婚儀礼を執り行うイマームへの謝礼
を 50リラとする，

3）花嫁の村の若者らへの心付けをやめる，
4）振る舞い酒をやめる，
5） （未婚男女が手を取り合って踊ることか
ら，イスラームに反するとの批判が強
かった）ウーキダンスをやめる，

6）村長への祝儀をやめる，
7） 娘をチェルケス社会の外へ嫁に出さない。

関係者たちが筆者に対して熱心に語った，2
つの身分集団間の確執については，ここでは
全く触れられていない。しかし，これまでの
議論が明らかにしたように，婚資引き下げを
含む，この決議は，青年ワルクグループの明
確な問題意識を形にしたものであった。
アカルス集会の成果ついては，関係者の 1
人が，次のように語っている。

［決議の結果として］価値のない奴隷の娘
が 3,000リラで結婚した。裕福なワルクの
娘も 3,000リラで結婚した。「似たもの同
士」を結婚させよというではないか。婚資
は，いかなる縁組でも同額であるべきだ。
奴隷の男が大金を払ってワルクの娘と結婚
することは，やめさせなければならない。
3,000リラの原則にしたがえば，誰もが自
分に見合った相手を見つけることができ
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る。みな自分と配偶者の釣り合いを取らな
ければならない。奴隷がワルクの娘を求め
てはならないのだ。アカルス集会以来，婚
資は，奴隷にもワルクにも等しく 3,000リ
ラとなった。それによって，全ての者が相
応しい相手を求めることができた。これが
公正というものだ。

また，別の男性は，「奴隷がワルクの娘を嫁
に取りはじめると，直ちに集会が開かれ，婚
資が引き下げられた。それ以降，ウズンヤイ
ラでは奴隷の嫁となったワルクの娘が 1人も
出ていない」と話している。
これら 2名の関係者は，ワルクによる決
定がまさに「法」さながらの強制力を持った
かのように語っている。そこに，集会を運営
した青年グループに属する者たちが共通して
持った強いエリート意識がはっきりと表れて
いる。同グループに属する者たちは，ワルクの
家系に生まれた男性として，自分たちは地域
のチェルケス社会に働きかけることのできる
社会的行為者であると認識していたのだった。
アカルス集会は，それから 8年後，共和国
建国 50周年を記念して刊行されたプナルバ
シュ郡の案内書にも紹介されている。同書に
よると，集会での決定が守られたのは 4年間
だけで，それ以降は娘の父親が巨額の婚資を
再び要求するようになってしまったというこ
とだ（Temel 1973: 102）。その要因の 1つと
して当然考えられるのは，1970年代には全
国的にインフレ率が極めて高くなったことか
ら，もはや地方の有力者たちが婚資を管理で

きなくなってしまったということだろう。
しかし，この集会の関係者は，人為を超越
したインフレの影響を否定した。そして，奴
隷子孫が，ワルクの下した決定に従うことを
嫌がり，集会の後も高額婚資の遣り取りを続
けたことから，婚資が再び跳ね上がったのだ
と説明した。言い換えるならば，この青年グ
ループは，ここで，歴史の原動力を，ワルク
への雪辱を願う奴隷の「コンプレックス」に
求めたのだった。
以上見てきたとおり，アカルス会議の関係
者たちは，ワルクと奴隷子孫との間に対立関
係があることを前提としたうえで，彼ら自身
が「婚資問題」と呼んだ，30年以上前の社
会状況を，きわめて明確な形で筆者に説明し
た。つまり，ワルクの歴史物語（第 2章）の
テーマや形式を再利用し，チェルケス社会に
固有とされた階級闘争の物語に依拠すること
を通して，自分の思い出話を構築したのであ
る。集会運営に直接携わらなかった同年代の
ワルクたちからも，しばしば同じ「婚資問題」
の話を聞いた。本節の結論として，関係者グ
ループのワルクたちが婚資について語った話
には，同じ身分集団に属する者たちの社会
意識や自己認識が反映された「集合的記憶」
（Halbwachs 1992: 特に，Ch. 7）としての性
質があったといえる。

2）奴隷子孫が語った思い出
本節では，ウチュヨル村住民の中でも特に
奴隷子孫が語った，ウチュヨルにおける婚資
会議（1968年）の記憶について考察する33）。

33） 筆者がインタヴューした他の 2グループに属する人々の話についても，簡潔に見ておこう。第 1に，
アカルス村住民は，自分たちの村における集会を肯定的に評価した。その好意的態度には，「諸侯
の村」としての誉れを反映したところがあったようだ。彼らの話では，地域全体にかかわる重要事
項については，この村に集まって話し合うことが慣例だということだった。

 　第 2に，ウチュヨル集会を主催した「ウズンヤイラ文化・互助協会」の当時の会長（1930年生）

は，彼本人が旧奴隷家族出身という点で，アカルス集会の主催者とは異なっていた。このワルクグ
ループからは，ウチュヨル集会の準備への参加がなかった。元会長は，国民教育省の視察官も務め
た退職教師である。彼の話では，婚資が再び 5,000リラに上昇したことから，ウチュヨル集会を催し，
婚資を 3,000リラに再び引き下げたということだった。元会長の話しは，4-500名が参加した会議
の成功，ウチュヨル住民の歓迎ぶり，婚資を払えない貧困層への援助など，表面的な話題に止まっ
た。彼は，アカルス集会を計画したワルクグループによって歴史の源にあるとされたワルクと ↗
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この村では，全 69世帯のうち 36世帯が元
奴隷の家系にある。全住民が奴隷子孫ではな
いが，ここでは，この社会的範疇に属する者
たちの証言に限定して検討することとする。
以下に取り上げるウチュヨル住民は，話者と
その話の中の登場人物を含めて全員が奴隷子
孫である。
ウチュヨルの奴隷子孫らは，集会について
話をする際に，ワルクと奴隷の確執について
触れなかった。だが，彼らの間にも，婚資
増加で結婚が困難になっていたという理解
はあった。ある裕福な奴隷子孫家族（B）の
男性ゼキ（1928-2006）によれば34），「長老」
は次のような演説をしたという。

高額の婚資を要求するのは，恥ずかしいこ
とだ。婚資のために，若者が結婚できない
でいる。人口も減っている。父親も母親も
婚資を払えない。本人も貧しい。高額の婚
資をもうやめようではないか。ある男の話
をしよう。男の妻は，牛車 1台で夫の村
に連れてこられ，嫁とされた。その牛車は
道中ぬかるみにはまって動けなくなってし
まった。私が馬で助けにかけつけ，新婦を
泥から引き出してやったのだ。今では，そ
の女性が，婿側が乗用車と大型バス 2台で
嫁取りに来ないなら娘はやらない，婚資も
10,000リラ出さないなら娘は与えないと

いっている。恥ずかしいではないか。互い
に破産させあっているようなものだ。嫁取
りの一行は，乗用車とライトバン 1台ずつ
で十分だ。婚資をまったく受けとらないよ
うにというのではない。貧しい者たちに合
わせよう。3,000リラにしようではないか。

多くの奴隷子孫から同様の話を聞いたことか
ら，彼らもこの集会の趣旨が婚資の引き下げ
にあったことを認識していたことがわかる。
だが，旧奴隷家系出身者は，婚資について
語る際に，次の 2グループに分かれた。す
なわち，婚資を受け取る側に自分を重ねた者
と，婚資を払う側に自己同一化した者とに
割れたのである。この 2分化には，同じ社
会的範疇に属するとされた者たちを，実際に
は分断している経済的差異が反映されてい
た。集会の当時，奴隷子孫の多くは，先祖の
従属身分と変らない困窮状態からようやく回
復しつつあった。他方では，少数の奴隷子孫
が，既に財産家（アガ）となっていた。本調
査までに，世代交代に伴う家督の分割で平準
化が進んだとはいえ，この格差はまだ残され
ており，奴隷子孫の間にも村の中で「貧乏人
fakir fukara, fakir zavallı」と呼ばれていた者
たちと，「金持ち zengin」と呼ばれていた者
たちとがいた。以下に見るように，婚資集会
の思い出にも，こうした現実の社会構成が特

↗ 奴隷子孫の社会的対立については，まったく言及しなかった。換言するならば，元会長は，歴史と
は何であるのか，つまり，どのような社会変化に意義を認めるのかを定義しなかったということだ。
彼は「私はワルクではない」といって話を始めたのだけれども，「私は奴隷子孫である」と口にす
ることはなかった。そのために彼のアイデンティティーは間接的なものに留まり，一貫した物語を
力強く紡ぎ出すための視点が確立されなかったといえるだろう。元会長は，熱心に話をしたけれど
も，特定の思想をはっきり言葉にすることはなかったのである。

34） カフカースからの難民であった，ゼキの祖父ベレケット（1848-1926）は，イスタンブルに住む妹
からの援助で財産家となったといわれている。この妹は，奴隷市場に売られて，あるパシャの第 2
夫人となっていた。ベレケットは，ラクダに乗りハジ巡礼に行っている。ゼキの父（1894-1974）は，
「総動員」の戦乱期に，軽度の身体障害から前線での兵役を免除されて，村長を 2期務めた。ゼキ
の父系親族は，現在，この祖父の名にちなんで呼ばれる「一族」（ハジ・ベレケット）（B）を形成
している。村には，その一族として 3世帯が居住しているが，いずれも専用のトラクターを所有
するなど経済状態は良い。また，ハジ・ベレケットは，村の一族の中でもっとも多くの大学卒業者
（1999年でほぼ 20人）を出しており，若い世代には医師や建築家などもいる。本稿で話者として
取り上げたウチュヨル住民（奴隷子孫）の間には，複雑な姻戚関係がある。その詳細については，
巻末の図を参照されたい。
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別な性格を与えていたことが観察できた。以
下，両範疇に属する者たちがそれぞれ語った
思い出話を，順番に検討していこう。

2-1）「貧乏人」が語った思い出
ウチュヨルで「貧乏人」と呼ばれる奴隷子
孫たちは，娘の有無や多寡を考慮しないなら
ば，婚資を受けとり，娘を与える側の立場か
ら集会について話をする傾向があった。この
グループには，ちょうど「婚資問題」に高い
関心が集まったとされた時期に結婚した男性
も含まれた。だが，彼らの中には，自分の結
婚に払われた婚資の額を知らない者や，現金
による婚資の受け渡しが一般化した後も家畜
で婚資を払った者もいた。貧しい「余所者
xexes」家族（G）の男性，ラマザン（1951
年生）は，次のように語った。

婚資競争などはなかった。ある者は 15,000
リラで結婚した。ある者は 3,000リラで結
婚した。ある者にとっては，3,000リラな
どなんでもなかった。ある者にとっては，
全家財を売っても 3,000リラを作ることが
できなかった。誰もが自分の経済状態に合
わせて結婚したのだ。婚資の額は決まって
なかった。誰もが自分の取り分を取っただ
けのことだ。婚資に基準などなかった。婚
資は重要ではなかった。

この男性を含む「貧乏人」の多くは，婚資競
争に関心を示さなかった。実際，彼らはそこ
から疎外されていたと考えることができる。
このグループの者たちは，婚資増加の原因
を，競争ではなく，その頃ウズンヤイラのチェ
ルケスの間で嫁入り道具（çeyiz）の持参が
新たに広がり，娘家族の経済的負担が増加し

ていたことに求めた35）。「貧乏人」は，婚資
は嫁家族の経済的負担への援助だといって，
婚資の必要性を強調した。また，婚資を受け
とらないことはイスラームの mehr-i muaccel

（離婚や死別に備えて婚約の時点で保証金を
嫁に支払う慣習）に合わないといって，婚資
を遣り取りすることの正当性を主張した。彼
らは，集会で婚資引き下げが提案されたこと
に対して，同じ村の貧しい男性アスム（故
人）（L）が，集まりの最中に，「連中は，ど
うして俺の婚資に口を出すのか？俺は貧乏な
んだ。婚資を受けとらなかったら，どうやっ
て娘たちを嫁に出せるのか？ 10,000リラ以
下では，絶対に娘を嫁にやらないぞ」といっ
て，不満の声をあげたという話をした。5人
の娘がいたアスムは，このエピソードの語り
手たちと同じく「貧乏人」であり，彼らの不
満を代弁したと解釈できるであろう。
「貧乏人」は，トルコ人に娘を与えないと
の決定に対しても，結婚は kısmet，すなわち
「神によって書かれた運命」だといって異議
を唱えた36）。彼らは，この「縁 kısmet」の理
念を持ち出すことで，ワルクと奴隷の結婚は
避けられるべきとの意見に対しても物言いを
つけたと解釈できる。というのは，ワルクに
よる奴隷子孫への差別は結婚相手の選択にお
いてもっとも根強いことが周知だからであ
る。そうした現実の社会的排除を考慮するな
らば，「貧乏人」が「結婚は縁次第だ」との
考えを引き合いに出したことに，結婚は，過
去の身分に応じて決められるのではなく，神
によって導かれるべきだとの主張があること
を読み込んでも，不適切ではあるまい。

2-2）「金持ち」が語った思い出
対照的に，ウチュヨルで「金持ち」と呼ば

35） チェルケスは，嫁入り道具持参の慣習を，トルコ人から学んだといわれる。
36） 現在では，婚資を受けとらずに娘の結婚準備ができることは，経済的自立性の証であり，名誉なこ

とだと考えられている。とはいえ，現実には，婚資を受け取らずに娘を結婚させることは，多くの
者にとって困難であり続ける。本調査の期間中，ウチュヨル居住者，出身者による縁組のほとんど
において，金装飾品セットに加えて婚資（現金）の遣り取りがあった。
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れる奴隷子孫たちは，婚資を払って，嫁を取
る側の立場から集会を振り返った。事例とし
て，ワルクたちが典型的な「成金」と見る
一族バルクーク（仮名）（A）のアフメット

（1941年生）と，彼の甥ユスフ（1942年生）

の証言を取り上げたい37）。アフメットとユス
フは，ちょうど婚資会議の頃に，それぞれ巨
額の婚資を払って結婚している。この 2人
の結婚のために払われた婚資は，アカルス集
会に携わったワルクグループの者たちによっ
て，それぞれが，奴隷の払った記録的な高額
婚資の事例として挙げられたことがあった。
アフメットの父アブディンは，ウズンヤイ
ラで生まれた第 1世代である。その家族は，
かつて，同じ村のワルク一族に所有された奴
隷であった38）。アブディンの 2人の兄は「総
動員」で戦死したが，アブディンは羊飼いと
して村に残り，戦乱期を生き延びた39）。そし
て，2人の妻を持ち，5人の息子にも恵まれた。
アブディンは，自由を獲得した後，養羊業に
専心し，懸命に努力して，元の主人一族をし
のぐ財産を作った。彼の死後も，息子たち
は，1960年代末に長兄ヤシャル（ユスフの
父）が死去するまで世帯を分けなかった。ウ
チュヨル住民の間では，アブディンとヤシャ
ルが 2世代にわたって村の「アガ」（実力者）

であったことが広く認められている。ヤシャ
ルは 1950年代に村長も務めた。筆者の調査
当時，アブディンの息子 3人と孫息子 2人が
ウチュヨルにおり，いずれも暮らし向きがよ
かった。
アフメットは，アカルス集会の前年（1964

年），他村のワルク一族の娘と駆け落ちし
た。父アブディンは，娘の家族に要求された
10,000リラの婚資を払い，息子を結婚させ
た40）。アフメットは，次のように話している。

3,000リラというのは相当の額だった。ア
カルス集会では，5-7,000リラになってい
た婚資を 3,000リラに下げたのだが，それ
以上の金銭が陰で払われ続けた。私自身の
結婚には 10,000リラ払った。それがこの
近辺でもっとも高額な婚資となった。羊
2-30匹に相当する額だ。みな驚いたもの
だ。ウズンヤイラで最初に 10,000リラ払っ
た家族となった。兄ヤシャルは「婚資をた
めらうつもりはない。15,000リラだって払
おう」といっていた。数年後，ウチュヨル
集会の後にユスフが結婚した時には，父が
既に故人だったので，ヤシャルが 12,000
リラ払った。今度は，それが記録となった。
諺に「布団の長さに合わせて足を延ばせ」
とあるように，自分の能力に応じてなんで
もしなければならないものだ。自分の家は
金持ちだった。父も兄も金を使うことを躊
躇しなかった。「金のために娘を諦めた」
とはいわせたくなかったのだ。近々，自分
の息子が結婚することになっている。娘家
族がいくら要求しても，それを払うつも
りだ。

一方，甥ユスフは，ウチュヨル集会について
次のように語っている41）。

37） バルクークの間では，その「一族名」（実際は，アラビア語の男性名）からの連想で，自分たちが
ブルジー・マムルーク朝の系統にあるという説が口にされていた。先祖はカフカースではなくエジ
プトからアナトリアに移住したのではないかといって，奴隷起源を否定する者もあった。

38） このワルク一族は，オスマン軍の少佐を輩出した名家である。この少佐の姉は，同じ村のワルク一
族出身だったジャンダルマのパシャ（1853-1904）の嫁となっている。ただし，この旧家は後に没
落し，かつて一族の奴隷であったバルクークの者から食事の施しを得るまでになったことが知られ
ている。また，近くの山に持っていた夏用の羊小屋もバルクークに売却した。

39） 「総動員」では，ウチュヨルからも100名ほどの男性が徴兵された。生還したのはわずか3名であった。
40） 娘一族の男性によれば，娘はまだ若かったため，家格の違いを理解できず，アフメットと駆け落ち

したということだった。また，別の男性によると，高額の婚資を要求した理由は，「元奴隷の一族
に簡単には娘を嫁にやることができなかったから」だという。
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もともと「役牛 2頭馬 2頭」だった婚資が
3,000リラとなった。しかし，金持ちはもっ
と払っていた。自分の結婚には 10,000リ
ラを払った。羊 100匹分以上の額だ。そ
れがその後の慣習となった。それ以前には，
これだけ払った者はなかった。婚資はそれ
からも上昇を続けた。
　集会に集まった者たちの中には「10,000
リラを払えない者は結婚させないでおけ。
2年間羊を追い，金を作ってから，結婚す
ればいい」といっている者もいた。「10,000
リラなど，なんでもない」といっている者
も多かった。それでも，10,000リラは大
金だった。それに加えて結婚式もするのだ
から，すごい出費となる。
　集会では，婚資を 7,000リラと 3,000リ
ラのどちらにするかで投票が行われた。こ
の村の者はほとんど 3,000リラを支持し
た。特に，未婚の若者や，結婚予定の息子
がある父親がこっちにまわった。隣村から
友人ズィヤが来ていた。やつは未婚だった
し，経済状態もよくなかった。ズィヤは
3,000リラの方へ私を誘った。私は 7,000
リラにまわった。けっきょく，7割くらい
の出席者が 7,000リラを支持したので，婚
資は 7,000リラと決められた。
　いずれにせよ，集会には効果がなかった。
「なんの利にもならない」といっていた者
がいた。「誰もが好き勝手にやるだろう」
といっていた者もいた。はたして，その通
りになった。誰もが知った通りに婚資を遣
り取りし続けた。無駄な集まりだった。誰
も決定を守らないのはわかりきっていた。

ユスフの結婚に高額の婚資が支払われたこと
については，「貧乏人」たちが，彼の妻が大

変に美しい娘で，結婚の申し出が他にも幾つ
かあって，競い合いとなったためだと話して
いた（ただし，ユスフ本人は，競争があった
ことを否定している）。
ここで言及されている友人ズィヤは，隣村
の「領主」として知られる著名な一族の生ま
れであった42）。しかし，ユスフの話において
は，この名家が，集会の頃までにかつての経
済力，影響力を既に失っていたのに対して，
ユスフ自身の家族は元奴隷の家系ではありな
がら，こうした旧家を経済力で圧倒するほど
裕福になっていたとされている。ここでは，
ワルクと奴隷子孫の歴史的な浮き沈みが，婚
資の題材を通して語られている。
先の貧しい奴隷子孫と同じように，アフ
メットとユスフも，婚資会議の思い出を語る
において，ワルクと奴隷の対立にはまったく
触れず，それら 2つの身分を口にすること
すらなかった。とはいえ，彼ら 2人は，ワル
クのように「ベイ」ではなくとも，村で実際
に影響力を持った元「アガ」家族の一員とし
ての自負を，婚資会議について話す機会を利
用して言葉にした。2人が婚資の支払いに対
して取った態度は，アカルス会議のワルク主
催者たちが憂慮した「婚資問題」（すなわち，
奴隷子孫が，多額の婚資を払うことで，ワル
クの娘を取るなど，結婚を有利に進めるよう
になった状況）を，その語りの中で確かに再
生産したといえる。

2-3）反発としての思い出し
以上に見たとおり，ウチュヨルの奴隷子孫
が経済的に 2分されていたことが，彼らが婚
資集会について語った思い出話には反映され
ていた。「貧乏人」が婚資に関心を示さなかっ
たのに対し，「金持ち」は大金の支払いを厭

41） ユスフの弟（1948年生まれ）は，弁護士となっている。ウチュヨル出身者としては，早くに高等
教育を受けた者の 1人である。

42） 有力者であった，ズィヤの祖先は，ウズンヤイラに移住した際，ウチュヨルに定着した後，自分の
グループを率いてさらに 15 kmほど移動し，そこに新たな村を創設したことが知られている。そ
の村は，現在でも，チェルケス語では，ズィヤの一族にちなんだ名前で呼ばれている。脚注 16も
参照せよ。
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わなかった。この対照性からは，これら 2組
の話者が，同一身分に属するとされながらも，
実際は，異なった社会意識を持つことが理解
できる43）。両者の間には，婚資集会に関して
「奴隷子孫の記憶」と呼べるような共通の物
語は生産されていなかったということだ。
ただし，「貧乏人」と「金持ち」は，集会

が成果を上げなかったということでは合意し
た44）。さらに，両者とも，ワルクの持つ旧支
配層としての意識を集会に読み取り，それに
反発して話をしたという共通性もあった。「貧
乏人」は，ワルクがチェルケスの集団的利益
の大義の下で，貧しい者たちが暮らしをやり
くりする術（つまり，婚資の受け取り）に「干
渉」したことに対して不満をぶつけた。一方，
「金持ち」は，ワルクが地域社会の実質的
リーダーとして振舞おうとすることを許さな
かった。
ウチュヨルの住民が聴衆の中でワルク主導
の集会をどのように眺めたかは，ある貧しい
「余所者」家族（I）の男性フェリット（1942
年生）が語った次の思い出に集約されている。

有力者たちの話は本当にうまかったけれど
も，無駄に話をしただけだった。当時の金
持ちたちが自分たちの間で話し合った。ウ
ズンヤイラの名前で話をして，共同体の名
前で決定を下した。話はよかったけれども，
法律ではない。いまどき親が子供にいうこ
とを聞かせられないというのに，いったい
誰が彼らに耳を傾けるというのかね。

ウチュヨルの奴隷子孫らは，経済的差異に関
わらず，婚資集会の目的が身分内婚の再確立
と，それを通した伝統的社会秩序の回復にあ

ると感じて，その復古主義に対する反発を言
葉にしたのだった。
奴隷子孫がワルクの社会的保守性について
不愉快に感じていたことは，駆け落ち婚をめ
ぐる彼らの議論にもはっきりと見ることがで
きる。チェルケスの間では，駆け落ちが略式
の結婚手順として確立されており45），若い男
女が合意のうえで駆け落ちに至ることがしば
しば見られる。駆け落ちの選択には，高額婚
資や順番待ちの回避，手続きの簡略化など，
様々な要素が考慮される。とはいえ，実際の
算段は公言されないために，若い 2人は，身
分や家格の不釣合いから自分たちの結婚は許
されないと判断して駆け落ちしたのだろうと
推測されがちである。逆にいうならば，駆け
落ちは，歴史的身分を隔てる境界線は容易に
通過可能だという現実が顕在化され，観察さ
れる機会として認識されているのだ。
ウチュヨル集会では，婚資が上昇したこと
で，正規の手順で結婚することが困難となっ
たために，駆け落ちが増加したことについて
も話し合われた。ある貧しい元奴隷家族（F）
の男性ムサ（1930年生）は，次のように語っ
ている。

［長老］がこう言った。「若い男女が駆け
落ちしたら，婚資や嫁入り道具の準備前
に，双方の親戚でまず結婚手続きを済ます
べきである。娘が希望して駆け落ちしたの
なら，干渉すべきではない。しかし，子供
が，親が親戚としたくない家の者と駆け落
ちした場合には，結婚手続きを進めるべき
ではない」。それに対して，この村のヌレッ
ティンが「若い 2人を放っておけというの
かね。未婚の 2人を夫婦のようにブラブラ

43） 1950年代にウズンヤイラで実施された土地改革（公用地の分配）に関する証言でも，経済力の違
いに応じて，話者の 2分化が見られた（Miyazawa 2008）。

44） ただし，失敗とされた集会の結末は多様に語られた：例えば，「投票で婚資額が 7,000TLに定めら
れた」「婚資の額を自由にすると決められた」「集会以降，はじめて婚資が現金払いとなった」「婚
資を完全に廃止すると決めた。しかし，婚資を逆に増加させることになった」など。

45） ウチュヨルでは，筆者が調査できたかぎりで，村の者が関わった駆け落ちが 40例知られている。
それよって，故人を含む，56名の住民が駆け落ちで結婚したことになる。
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歩きまわらせろというのかね」と声をあげ
た。集まりの中で私たちも大笑いした。

駆け落ちの場合，娘の家族は，彼女が放棄さ
れないように，ふつう，民事上の結婚手続き
をただちに取ることを若者側の家族に求め
る。このエピソードでは，ウチュヨルに住ん
だヌレッティン（故人）（H）が，「長老」が
相手を選んで結婚手続きを行うようにといっ
たことに対して不満をぶつけたことが語られ
ている。このヌレッティンも，この話の語り
手ムサと同じ「貧乏人」であった46）。「金持ち」
のユスフは，幾人もの「貧乏人」から筆者が
聞いたこの話を繰り返した後で，次のような
意見を付け加えた。

親戚にしたくない家族なら結婚手続きをす
るななんて，とんでもない話だ。多くの人
がヌレッティンに「ブラボー！」といっ
た。村の誰もが拍手をした。ヌレッティン
はアラーのためにそういったのだ。若者が
駆け落ち相手を連れていった家で娘の面倒
を見ないなら，2人に外にいろとでもいう
のか？駆け落ちは天地開闢以来チェルケス
の慣習なのだ。父親が娘をくれないという
のなら，自分は駆け落ちする。

（実際に，ユスフの叔父アフメットは，ワル
クの娘と駆け落ちし，高額婚資を払って結婚
している。）
おそらく，「長老」には駆け落ちを減らそ
うとの良心的な意図があったのだろう。しか
し，ウズンヤイラのチェルケスの間では駆け
落ちが身分の違いと強く連想されていること
から，好まない家族との駆け落ちは許すなと
の提案は，身分の境界線を越え，そうした歴

史的範疇の社会的妥当性を揺さぶる結婚に対
する諌めと解釈されがちである。殊にワルク
が話し合いを主導した婚資集会の文脈なら
ば，ウチュヨルの奴隷子孫が，「長老」の話
の裏に，奴隷男性にワルクの娘と結婚させな
いようにとの思惑があると考えたとしてもし
かたあるまい47）。
結論として，ウチュヨルの奴隷子孫らは，
ワルクが，結婚のあり方を回復することによ
り，自分たちが生得的名誉を享受できる社会
秩序の復興を試みたと理解したといえる。奴
隷子孫は経済的に分断されていたけれども，
彼らの話には，ワルクの優越意識に対する拒
絶反応として語られたという共通の性質が
あった。
そして，奴隷子孫は，彼らと同じ境遇に
あったアスムやヌレッティンがかつて集会で
表明した不満を筆者に向かって再び口にする
ことによって，ワルクの保守的態度や奴隷子
孫への差別意識に対する自分自身の批判的な
声を上げたのだった。そこには，ウチュヨル
ではふだん口にされることのない，同じ歴史
的身分に生まれた者に対する共感さえ見て取
れる。筆者は，別稿（2007b）で，かつてウ
チュヨルに住んだ「余所者」の解放奴隷（C）

で，ウズンヤイラのチェルケスの間で今なお
類まれな人物として知られるフタ（1872/73-
1958）に関する思い出話を取り上げたことが
ある。ウチュヨルの奴隷子孫らは，フタの思
い出を，ワルクが支配的言説の働きを通して
構築した秩序を転位するために利用してい
た。奴隷子孫が「反乱者の精神」を持つと想
定することは避けられなければならないけれ
ども，彼らは，婚資集会での同じ村の者たち
による突き上げのエピソードを語る際にも，
同じ意図を持っていたと考えることができる。

46） ムサの母とヌレッティンの母は，ともに「サライ勤め」の女性であった。
47） アカルス集会を準備したワルクらによれば，このエピソードは事実ではないという。なぜなら，「長

老」は，ワルクと奴隷の反目について熟知していたため，奴隷子孫の反発を招くことを集会で口に
したはずがないからだという。だが，当然のことながら，ここで重要なのは，ウチュヨル住民がい
かに認識しているかということである。
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［4］まとめと考察：ワルクの明瞭性，奴隷子
　　 孫の沈黙

前章までの議論を，次のようにまとめるこ
とができる。ウズンヤイラのチェルケス人の
間では，奴隷制が段階的に消滅するにつれて，
旧支配者層と元奴隷の間で身分と富の不合致
（一部においては反転）が進んだ。ただし，
資源の再分配から誰もが等しく利を得たわけ
ではなく，ワルクと奴隷子孫は，実際はそれ
ぞれが経済的に分化している。ワルクの間に
は，そうした現実の差異にもかかわらず，積
極的に歴史を語ろうとする態度がおしなべて
あるうえ，彼らの語った歴史にも共通した物
語がある。一方で，奴隷子孫の間には，歴史
の議論を好まない態度が今なお顕著に見られ
るのに加えて，彼らが語った話には話者を分
ける経済的差異がはっきり反映されている。
結論として，ワルクらには同じ歴史物語を
語ることを通して自己同一化する「記憶の共
同体」（Burke 1987: 107）があるのに対して，
奴隷子孫らには，歴史の重荷に集合的に折り
合いをつけようとする集団がないといえる。
ワルクらは，高いステイタスを要求するため
に，奴隷制の歴史を「生きた記憶」として現
在に持ち込む。それに対して，奴隷子孫らは，
奴隷制の歴史を「記憶の問題」として扱い，
遠く過ぎ去った時に閉じ込めようとしている
のだ。
これまでの議論にもとづいて，これら 2グ
ループの話者（ワルクと奴隷子孫）の間に対
照的な記憶が生成される過程について，さら
に考察を加えたい。まず，ワルクの明瞭性に

ついて簡潔に見ておこう。集会主催者らの話
には，社会変化に首尾よく抗した行為者の自
叙伝として語られたところがある48）。口頭史
は，Connertonによると，エリート層に特
有のジャンルだということだ。組織や制度に
介入する力を持った権力者は，自分が属する
社会の歴史を自分史の中に取り込んで語るこ
とができるからだという（1989: 19）。その
指摘は，地域の旧支配者層であるワルクの語
りにも当てはまる。

2分法に依拠したワルクの物語には，単純
化や一般化，概念化（Fentress & Wickham 
1992: 47-48）を通して得られた，明快さと
説得力がある49）。だが，ワルクの「記憶の共
同体」は，語りの操作によって一体性の見せ
掛けを繕ったものである。なぜなら，ワルク
らも現実には経済的に分化しており，均質の
集団を形成しないからである。例えば，ワル
クは，自分たちのグループと奴隷グループの
対立を所与のものとして想定して，階級闘争
風の歴史物語を紡いだけれども，歴史上，奴
隷を実際に所有したのは一部のワルクに過ぎ
なかった。貧しいワルクたちは，財産家ワル
クに自分や祖先を重ねることによって，ワル
クがあたかも一枚岩のであるかのような集団
イメージを提示しているところがある50）。ワ
ルクが語った歴史の明瞭性とは，こうした操
作を通して初めて達成された外面ばかりの性
質なのである。
ウチュヨルの奴隷子孫が言葉を奪われてい
る仕組みについては，より詳しく考察してお
く必要と責任がある。というのは，ウチュヨ
ルでの調査中に経験された奴隷子孫の沈黙に

48） ワルクらは，歴史や伝統に依拠して，生得的なエージェンシーの感覚を獲得している点において，
他の中東社会におけるシェイク（Gilsenan 1990）やサイード（vom Bruck 1998）に比すこともで
きるであろう。

49） 近年，中東社会の人類学的研究では，多層レベルでの対立を内包するセグメンタリー体系が，社会
的意義や知識を作り出す文化的モデルとして再解釈を受けている（例えば，Caton 1987; Shryock 
1996）。

50） その顕著な例は，ワルクが，自分自身の祖父は貧しく奴隷を持たなかったにもかかわらず，より裕
福な，祖父の兄には奴隷があったことをとらえて，「われわれの奴隷」について語るような場合に
見られる。
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は，彼らが実際に歴史について語ることをた
めらったことに加えて，筆者に彼らの声を聴
き取る能力が不足していたことに起因すると
ころもあったとの反省が現在あるからである。
まず，ウチュヨル住民の沈黙には，次の 4
要因が働いていたと考えられる。第 1に，住
民の半数以上が奴隷子孫であったことに加え
て，住民のほとんどがかつて貧困を経験した
ことから，ウチュヨルの住民は，一般的に，
過去について語ることを好まなかった。彼ら
は，村およびそれぞれの家族の歴史，伝統的
身分，話者自身の過去の窮乏を話題としな
かった。第 2に，奴隷子孫の語った歴史は，
ワルクの歴史物語とテーマや中身を共有して
いなかったために，容易に同定可能な，明確
な物語に欠けていた。彼らの話は，しばしば，
昔の出来事についての断片的なエピソード
（例えば，第 3章で紹介した，アスムやヌレッ
ティンについての思い出話など）からなり，
そこには，線状に展開する，一貫した物語が
なかった。彼らの話は，ワルクの歴史物語や
エリート意識に対する拒絶反応として語られ
た「打ち消しの言説 discourse of negation」

（Portelli 1990: 155）であったといえる。す
なわち，依拠できる，都合のよい社会言説や，
既成のテーマを持たないために，その都度，
いちから紡ぎなおされなければならなかった
のだ。第 3に，奴隷子孫は，経済状態の違い
を越えた，単一の声を形成せず，そのために，
「奴隷の記憶」と呼ぶことのできる，共通し
た物語を持たなかった。第 4に，ワルクが「記
憶の政治」を通して，地域的知識の生産され
る仕組みを，自分たちに都合よく管理してお
り，そのために，奴隷子孫は自由に歴史を語
ることができなかった。彼らが語った話も，
社会的意義のある歴史として直ちに認識され
にくかった。以上にまとめた複合的要因のた
めに，ウチュヨルの奴隷子孫の間では，ワル
クの歴史に対抗する物語が明確な形で表現さ

れることがなかったのである。
しかし，ウチュヨルで歴史の聴き取りが困
難であった理由を，すべて住民側の問題に帰
してしまうことはできない。なぜなら，筆者
にも，些細なエピソードの中に彼らが表明し
た歴史意識を同定する能力が欠如していたと
ころがあったと考えられるからである。その
原因として，次の 3点を挙げておきたい。第
1に，調査に先んじて，筆者が，現在のチェ
ルケス社会において奴隷制の歴史がどれだけ
の影響を及ぼしているのか，その大きさを量
ることができなかったことがある。ウチュヨ
ルを調査地として選択したのは，人口の大き
さ，豊かさ，ウズンヤイラにおける位置，交
通の便を考慮してのことであった。筆者が同
村に奴隷子孫が多いことをはっきりと学んだ
のは，調査開始から半年以上経ってからのこ
とであり，そのために，そこで既に直面して
いた沈黙への対応が遅れた。第 2に，調査を
開始した 1997年以前には，人類学において
沈黙や忘却についての議論がまだ一般的でな
かったことから51），筆者は，沈黙にもそれ自
体の物語があるという気づきを持って調査地
に入ることができなかった。筆者には，ウチュ
ヨルで経験した沈黙をその場でデータとして
処理し，分析するための理論武装が欠けてい
たのである。第 3に，筆者は，ワルクの歴
史物語のような一貫した物語（すなわち，対
抗的記憶）を，奴隷子孫からも期待したこと
から，断片的エピソードなどを通じて，より
ささやかな形式で表現された彼らの歴史意識
を聞き取れなかった。筆者自身が，ワルクの
語る歴史物語（ワルクと奴隷の対立関係の物
語）を内化したことにより，彼らの「記憶の
政治」が作用するための媒介となってしまっ
たのである。

Bozan & � iesse（1986: 246）は，抑圧さ
れた者たちの記憶は抑圧された記憶であり，
それへのアクセスは困難であると述べてい

51） 人類学における沈黙に関する先駆的研究には，Sider & Smith（1997）に加え，次のものなどがある：
McConnell（2000）; Sherrif（2000）。
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る。だが，Sider & Smith（1997: 14）によれば，
力なき者たちの沈黙は，彼らの言葉を聴き取
ることができない，あるいは彼らの抑圧を言
葉にしようとしない力ある者たちの側の沈黙
であることがしばしばあるという。Sider & 
Smithが指摘している研究者の側における聴
き取り能力の不足は，確かに，筆者の経験に
当てはまる。
結論として，ウチュヨルの奴隷子孫は，地
域的知識と学術的知識のそれぞれが生産され
る仕組みの中で，2重の沈黙を押し付けられ
ていたといえる。チェルケスの奴隷子孫らを，
人類学者アードナーが「無言化された範疇
muted category」（1987）と呼んだものの 1
例とみなすことができる。この「無言化」と
は，任意の社会において周縁的な立場にある
者が，その社会の支配的なコミュニケーショ
ンの構造の中で，ものごとをはっきりと知覚
し，自分自身の声を形成し，それをはっきり
表現することを妨げられている状況に言及
する。
トルコ研究においては，これまでも，農
民，女性，若者，年配者，エスニック・マイ
ノリティー，ドイツから戻った労働者，元兵
士など，多様な周辺的グループに属する人間
がなんらかの形で言葉を奪われていることが
報告されてきた（Frey 1968; Berktay 1992; 
Abadan-Unat 1993; Altınay 1999; Neyzi 
2002）。チェルケス人女性についても，エス
ニック民族主義イデオロギーのため，別集団
の女性とも広く連帯して，女としての声をあ
げることが妨げられているとの指摘がある
（Ertem 1999）。本稿で見たように，ウズン
ヤイラのチェルケス人奴隷子孫も，ワルクに
よって歴史や社会について明瞭に表現された
言説に対抗し，「重荷としての過去」と折り
合いをつけるために，集団としての声を形成
することを妨げられている。それはまた，奴
隷子孫が実体に欠けた範疇に過ぎないことも
示している。
それでも，ウチュヨルでの調査から明らか

になったのは，チェルケスの奴隷子孫が，ワ
ルクによって不都合な歴史言説を押し付けら
れ，威信や名誉を奪われがちな状況にあって
も，そうした困難な状況をなんとか切り抜け
ているということである。彼らが歴史につい
て沈黙することを選択したとしても，それを
消極的な態度として軽んじることは適切では
ない。むしろ，ド・セルトー（1987）が「日
常的実践」と呼んだ，毎日の暮らしにおける
戦略的なやりくりの一環として評価すべきで
ある。この「日常的実践」とは，社会的弱者が，
日々の生活の中で支配的文化を操作し，自分
に都合のよい状況を作り出す諸流儀に言及
する。
人類学者 Reed-Danahayによれば，そう

した毎日の実践をなす 2側面，つまり支配的
文化への順応と，それに対する抵抗とを区別
することができるという。すなわち，順応と
は，限られた資源を利用して，困難な状況を
首尾よく切り抜けることだという。抵抗とは，
支配文化を横領することで，不利な状況を好
機に転じ，肯定的な意味や経験を作り出すこ
とだという（1993: 237）。順応と抵抗が絡み
合った，暮らしの流儀としての「日常的実
践」は，Palmiéが高く評価した「奴隷の文化」
と重なり合う。
ド・セルトー（1987: 183-92）は，記憶を，

「日常的実践」のための重要な資源の 1つに
数えている。本稿では，ウズンヤイラのチェ
ルケス人奴隷子孫が毎日の暮らしの中で従事
する「記憶の実践」のうち，順応としての側
面を中心に論じた。第 3章で言及した，フタ
の記憶を資源とした，奴隷子孫による抵抗に
ついては，既に別稿（宮澤 2007b）で，ワル
クの「記憶の政治」との関連で論じたほか，
より包括的な議論を現在準備中である。
序論で述べたとおり，奴隷制に対する人類
学の取り組みは不足している。しかし，奴隷
制研究において人類学が先駆的役割を果たし
てきた分野もある。それは，世界規模の比較
考察（Watson 1980），奴隷が「脱人間化」「再
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人間化」される社会的過程（Kopytoff  1982; 
メイヤスー 1991），奴隷制の下における社会
関係（Patterson 1982），社会的従属性を合
法化する諸イデオロギー（身分，人種，ジェ
ンダーなど）の相互依存（Lindholm 1996）
などに関する議論である。特に，Patterson
（1982，邦訳は 2001）は，そうした議論の集
大成といえる。Pattersonは，メイヤスーの
提唱した非人間としての奴隷という考えを引
き継いで，奴隷は社会的に死んだ存在である
との論を展開した。また，奴隷のいた歴史的
社会で奴隷化の過程や奴隷の人間性が表象さ
れた作法を，「権力のイディオム」，すなわち
奴隷に対する支配や奴隷の従属を合法化する
のに用いられた文化的言説として分析するこ
とを提唱している。
歴史的関心が主だった Patterson自身は，
現代社会における奴隷制の影響について論じ
なかったけれども52），そのアプローチは次の
2つの形で現代的問題にも適用できる。その
第 1は，同書を邦訳した奥田睦子がその「訳
者あとがき」（2001）で試みているように，「社
会的死」という概念を用いて，現在における
多様な隷従状態（性労働など）と歴史的な奴
隷制との間に共通性を見出し，今なお継続す
る，人間尊厳に対する侵害を糾弾することで
あろう。第 2は，奴隷制の下で形成された
社会関係を現代社会において再生産するため
に用いられる「権力のイディオム」を分析す
ることである。現在の社会生活に奴隷制の歴
史が残した影響を明らかにするためには，奴
隷制の言説や歴史の語りなど言語活動の問題
を，現実の格差や社会的疎外（結婚相手の選
択における差別を含む）の問題に結びつける
ことが有効な方法の 1つとなろう53）。かつて

奴隷のいた社会の旧支配者層による文化的言
説の利用を理解して，初めて奴隷子孫による
順応と抵抗も見出すことができる。
特定の歴史的出来事に関する身分集団間の
語りの分化を取り上げた本稿では，ワルクの
「記憶の政治」における「権力のイディオム」
の問題は十分に立ち入ることができなかっ
た。しかし，これまで試みてきたように語り
に注目することによって，研究主題を過去の
奴隷制から，その歴史が現在に持つ社会的意
義へと転換することができる。それによって，
参与観察を重視する人類学者が，人間中心の
立場から，様々な社会で奴隷制が現代に残し
た遺産の研究に取り組むことが可能になる。
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補遺　ワルクが語った歴史物語：文化的な階級闘争史観から

第 2章で論じた通り，ワルクの語った歴史においては，ワルクと奴隷の間の対立のテーマに
則して，多様な出来事が説明された。それぞれの時点では，特にワルクの衰退と奴隷（子孫）

の興隆の物語が繰り返された。ワルクが語った主な出来事について，以下に簡略にまとめてお
く（ただし，年代分けは，あくまで目安である）。

年代 ワルクによって語られた歴史の内容
カフカース時代
（アナトリア移
住まで）

①ロシアによる北西カフカースの軍事占領に対する抵抗運動でチェルケスが敗北したの
は，解放の期待から，奴隷がロシア軍に寝返ったため。
②ロシア革命は，奴隷の反乱として起きた。チェルケスは，信仰を守るために，宗教の
敵である共産主義政権を逃れて，パディシャの国に「ヒジュラ」した。
③奴隷は，移住と定着の混乱に乗じて身分を隠し，ワルクになりすました。

1910年代 「総動員」（第 1次世界大戦～祖国解放闘争）で，ワルク男性の多くが戦死。奴隷男性は，
地域に残り，戦乱を生き延びた。

1920年代 トルコ共和国の創設で奴隷制が廃止され，奴隷は解放された。ワルクは労働力を失って
没落した。

1950年代 ①軍用馬買い上げの廃止で，ワルクが没落。奴隷子孫は，養羊業で経済力をつけた。
②ワルクは共和人民党との結びつきが強かったのに対して，奴隷子孫は民主党の時代に
力をつけた。
③土地改革で，土地無しの奴隷子孫が利益を得た。ワルクは，定着以来利用してきた土
地の一部を取り上げられるなど，損を見た。

1960年代 ドイツへの労働移民が始まり，無一文だった奴隷子孫がチャンスをものにした。ワルク
は，手持ちの財産を信頼して村に残ったため，後に困窮化した。

1970年代 ①都市への労働移住でも，奴隷子孫が苦労して成功を収めたのに対して，ワルクは重労
働を好まず，財産を作れなかった。
②奴隷子孫が村からプナルバシュの町に移住したことで，チェルケスは分裂し，郡レベ
ルの政党政治でも影響力を失った。

1980年代 ①奴隷子孫の間で，社会的上昇の方策として教育熱が高まった。
②奴隷子孫の間で，イマーム・ハティップ学校に子供を送ることが増えた。子供を宗教
職に就かせ，敬意や権威を得させたいという思いがあった。

1990年代 郡の政党政治において，イスラーム主義政党（福祉党，美徳党）が，奴隷子孫の支持を
集めて力をつけた。
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