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首長再生と悪魔排除
フィジーにおける神話化過程としての首長制

浅　井　優　一

Reanimating Chief and Eliminating Devil
Fijian Chiefdom as Mythologizing Myth

Asai, Yuichi

� is paper aims to analyze the Fijian chiefdom as an interpretive and ideologi-
cal process, mythologizing myth and re-regimenting political reality among 
clans (yavusa(( ) through the chief coronation ritual.

In this endeavor, the paper attempts to integrate the two analytical view-
points in Oceania cultural anthropology: 1) the semantic analysis of chiefdom 
and myth by Sahlins and others, whose ultimate focus is placed on denoting 
the symbolic structure to mobilize the cultural process as epitomized in the 
chief coronation ritual or myth, and 2) the pragmatic analysis as seen in the 
recent discussion about kastom, which examines the ordinary narrative of re-
defi ning the criteria of authenticity on “tradition” along with the referential 
concept, “the past”. In doing so, the paper reviews and applies the theoretical 
perspective of linguistic anthropology, which explicitly identifi es the two dif-
ferent levels of event (practice), i.e. the semantic (ritual) and pragmatic (nar-
rative) aspects. Based on this standpoint, the paper identifi es the problem in 
Sahlins’ concept, “mytho-praxis”, which displays reductionism in his semiotic 
viewpoint of acculturation as the dialectics of “structure” (myth) and “history” 
(event).

Employing this theoretical understanding, this article focuses on the long-
term discussion process from the ordinary narrative about myth, history, or 
the past of the land namely performed by the elders, to the realization of the 
myth, the chief coronation ritual, in the Dawasamu district, Tailevu province, 
on Viti Levu Island, Fiji. Firstly, the paper analyzes how the longstanding 
absence of a chief in the Dawasamu was considered as the cause for attracting 
“devils” (tevoro) to the land, and that restoring a chief was a way of eliminat-
ing them. Secondly, it examines how the narrative about the mythical past or 
the “stranger-king” of the district conveyed and visualized the concrete model 
or the prototype of the land by re-identifying who the quintessential owners of 
the land were to install a chief and where the fi rst coronation ritual took place. 
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序

2012年3月14日，フィジー暫定政府首相ヴォ
レゲ・バイニマラマ（Voreqe Bainimarama）
は，英領植民地期（1874～1970）以来，130
年以上に亘って，フィジー政治の中心的組
織の一つであり続けてきた「大首長会議」
（Great Council of Chiefs）の解体を正式に
発表し，フィジーにおける「首長制」は，大
きな転換期を迎えている。
これまでフィジーの首長制は，「植民地期

の遺制」，民主主義への「過渡期の形態」な
どとして表象される一方，「封建的」な政治
制度や首長の存在が，フィジー独自の「伝統
文化」や民族的アイデンティティを体現する
ものとしても意識化され，1987年以来，幾
度となく起きたクーデタでは，フィジー系首
長層の積極的な政権関与や指導力の発揮が期
待され，首長制に依拠したフィジー流民主政
治の確立が主張されてきた背景がある［cf.
東 2003: 21; 橋本 1988: 15; 石井 2002: 130;
小林・東 1998: 84-96］。独立以降，長らく続
いたこうした状況にあって，憲法法典に規定

In addition, it asks how the basic contrastive valued schema of “here and now”
and “there and then” (or “chief” and “devil”) was analogically construed to the
relationship between the supporters and opponents of the chief installation.
� irdly, it highlights that the chief coronation ritual was enacted as an icon of 
the re-interpreted schema of the mythical past of the land to authorize it as an
authentic myth of the land, toppling the current political regime among clans
by eliminating the opponents or devils.

� us, the paper sheds light on the process of the interpretive, ideological,
or “ritualizing” practice of chiefdom where the unclear mythical context (there 

and then) is textualized as myth through the chief reanimation, re-regimenting 
the political regime with the chief (here and now) in the district. In this way,
this article presents the understanding of Fijian chiefdom as the pragmatic
process of mythologizing the myth.

序
Ⅰ　首長制／神話化過程
 1　 「外来王」あるいは「ミソ・プラクシ

ス」：サーリンズの構造理論
 2　 「言われたこと」と「為されたこと」：

言語人類学の視座
 3　 日常的「伝統についての語り」：カスト

ム論の視座
 4　本稿の目的
Ⅱ　ダワサム地域における首長と即位儀礼
 1　ダワサム地域の概要
 2　首長位の系譜
 3　首長の不在と「悪魔」
 4　儀礼開催反対派の主張

Ⅲ　最初の首長
 1　ヴォニ氏族とデライ氏族の接触
 2　外来王「ナゾウ」
 3　古くて正しい「あるべき姿」
Ⅳ　「土地の民」と「カイ・ラ」
 1　土地の「過去の姿」を映す即位儀礼
 2　行政を交えた会議
 3　「首長の再生」と「悪魔の排除」
Ⅴ　考察
 1　いかに首長を即位させるのか
 2　誰が最初の首長を即位させたのか
 3 どこで最初の即位儀礼は開催されたのか
 4　神話のテクスト化
結



7浅井優一：首長再生と悪魔排除

された政治組織としての「大首長会議」の解
体が，フィジー各地に存在している首長，そ
れを取り巻く氏族・系族間の関係，そして政
治形態としての首長制の展開に，どのような
影響を及ぼすのか。この点については，多く
の見解が存在しうるが，フィジーにおける首
長制は，近代国民国家の枠組みや民主主義へ
の移行可能性などの論議に単純には回収しえ
ず，「近代」と「伝統文化」，「西洋」と「非
西洋」といった範疇的概念化と政治的イデオ
ロギーとの関係を通して生起する文化的現象
として，人類学的課題を突きつけ続けている
［cf. Sahlins 1976; � omas 1989a; White & 
Lindstrom 1997］。
周知の通り，首長制と範疇的概念化に関
わる問題は，ホカートに端を発し，サーリ
ンズへと結実する王権論を磁場とした構造
主義的研究を通して，オセアニア人類学の中
心的課題を成してきた［Hocart 1927, 1936; 
Sahlins 1976, 1981, 1985］。サーリンズによ
る構造理論は，「象徴構造が実践を意味化す
ると同時に，実践が象徴構造に新たな価値を
付与する」という象徴構造（神話）と歴史
（出来事）のジンテーゼ，すなわち「ミソ・
プラクシス（mytho-praxis）」として首長制
を初めとした文化的諸実践を理解し，オセア
ニア地域の文化（歴史）変容の力学を解明せ
んとした議論である［Sahlins 1993 (1985): 
2, 49, 161］。サーリンズが扱う事例は，「西
洋世界との接触」という歴史的契機，つま
り，それ自体として象徴的，「儀礼的」な出
来事（まさに「世界観」を揺るがす「偶発的
事件」）に限定された論議であったことは遍
く知られている通りである。オセアニア地域
の自律的な象徴構造，文化秩序，「神話」の
存在を強調するサーリンズの議論は，例えば，
マオリ反乱の事例から「彼らの神話的行為の
顕著な特徴は，そうした利害関心のあるなし
ではなく，まさしく利害をそのように考える
ということである」と述べているように，象
徴的，儀礼的な出来事において典型的に体現

される「神話的」知識の記述に依拠して，オ
セアニアの文化的諸実践が，神話を体現した
「ミソ・プラクシス」であり，彼ら彼女らは
神話的に思考する人々であるとして説明され
ている［� omas 1989b: 111-114］。その意味
において，サーリンズの議論は，文化の体系
性（自律的な土着文化）を前提とした議論で
あり［Sahlins 1993 (1985): 15, 18-19, 79］，
いかなる反例を提示したところで，結局は，
サーリンズ的構造に吸い込まれてしまい，全
ての行為が「ミソ・プラクシス」であるとい
う結論が，検証の余地無く正当化されかねな
いことになる［春日 2002: 111］。その後，文
化の本質／非本質論といった，ポストモダン
の流れの中で生起した論争は，そうした帰結
を反映したものであったと回顧できよう［cf. 
宮崎 1994］。
よって，サーリンズによる文化的実践の記
述では，1）神話を体現する

3 3 3 3 3

という儀礼的出
来事とは別に，2）神話について語る

3 3 3 3 3 3

という
出来事，つまり，儀礼的ではない，象徴性が
比較的低く，より日常的で，具体的なコンテ
クストにおいて為されるメタ文化的語り，行
為者たちのイデオロギー的な解釈行為の様相
は，二次的な問題として看過されている［cf. 
吉岡 2005: 139-186］。言い換えれば，儀礼
的次元と日常的次元が，異なる特徴を示す行
為の次元として区別されることなく，「出来
事」という一枚岩として概念化されており，
1）と 2）の次元が示す相対的な自律性と，
その連続性が意識されず，「構造」と「出来事」
の単純な弁証法として，文化（歴史）変容が
見立てられていたと言える。結果，実際の行
為者たちが，個々のコンテクストに応じて，
「神話」について語る／解釈する行為，そし
て「儀礼」を介して，そうした「神話」を「神
話化」してゆく過程，一括りに「ミソ・プラ
クシス」としては理解し得ない，行為者たち
のイデオロギー的な解釈行為が，文化（歴史）

変容にいかに貢献するのかについての考察は
手つかずとして残ることになる1）。
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他方，近年では，より日常的な場へと焦点
を移し，地域・村落住民が，「かつての姿」
という基準を喚起し，現実世界の多様な事象
を，「正しい」伝統，「正しくない」伝統とし
て解釈する実践の有り様，日常的な「伝統に
ついての語り」に焦点を当てた研究が，従
来の「カストム論」を発展させる形で成果
を蓄積している［福井 2005; 石森 2001; 白川
2001; 吉岡 2000］。そうした研究視座は，オ
セアニア特有の神話的構造や自律的文化体系
が「ある／ない」といった，文化の本質／非
本質論に陥るのではなく，人々が日常的なコ
ンテクストにおいて，様々なイデオロギーや
目的意識を伴いながら，伝統を「伝統」た
らしめている実践の有り様についての細やか
な考察を可能にしている。したがって，こう
した研究動向は，サーリンズを中心に展開し
た神話・構造研究の盲点を補足しうる視点で
あると考えられ，両研究視座の体系的な接合
を試みることによって，「日常」から「儀礼」
まで，「神話についての語り」から「神話の
実践（ミソ・プラクシス）」までの漸進的な
プロセス―神話化の過程―を，構造還元
論に陥ることなく考察しうる可能性をもつの
ではないだろうか。
以上の問題意識に基づき，本稿は，フィ
ジー・ダワサム地域における首長の即位に関
する事例をもとに，日常的な神話についての
語りから，首長即位儀礼という神話の実践

（ミソ・プラクシス）までの過程に焦点を当
て，神話が儀礼を介して「神話化」されてゆ
く解釈過程を考察するものである。以下，第
Ⅰ節では，フィジーにおける首長制の研究史
的背景を，サーリンズによる「外来王」と「ミ
ソ・プラクシス」の議論に焦点を当て，再度
概観する。次に，そこで示唆された問題点を，
言語人類学の理論的視座を援用して鮮明化す
る。最後に，「カストム論」の最近の研究成
果が，そうした問題点を補う視座となり得る
ことを明確にする。以上によって，1）サー
リンズ以来の首長制研究の系譜と，2）近年
のカストム論の研究蓄積を，3）言語人類学
の理論的仲介によって接合し2），首長制の考
察に際して，本稿が提示する研究枠組み，検
討すべき問題の所在を確認する。

Ⅰ　首長制／神話化過程

1　 「外来王」あるいは「ミソ・プラクシス」：
サーリンズの構造理論
サーリンズは，ホカートによる「王＝神」
という二元論的な王権図式3）を前提としつ
つ，そこへ「文化」と「自然」，あるいは「構造」
（神話）と「歴史」（出来事）という二項対立
的概念を導入することによって，歴史的に生
起する出来事を意味化し続ける遂行的構造
を，フィジーにおける「外来王」や，ハワイ
でのキャプテン・クックの殺害に関する分析

1） 例えば，Goff man（1967）は，象徴的な儀礼と日常的な相互行為を区別することで，両次元の相対的
自律性を認識しつつ，しかし，その両次元がどのように連続性を有するのかについて議論している。

2） 本稿は，サーリンズ以来の構造主義的研究と，近年の「カストム論」に見られるような，日常世界
へ焦点化した研究が，相対立するものではないと捉える。言い換えれば，その両研究視座が，いか
に接続／連続しているのか，そのような接続の仕方／連続性を同定できる理論的基盤を見出すこと，
以上を問題意識としている。

3） ホカートは，「首長や王の持つ力は，ポリネシア全体でマナと言われる。この力は一般に神と精霊
の持つ特性をさす。それ故，王＝神という等式が成立し，王は奇跡を行うことができる」存在であ
ると規定する。そして，ポリネシアにおける王権は，「王は神である」という「一つの同じ構造」
によって成立していると考えた［Hocart 1986 (1927): 45-46］。その「構造」は，首長の即位儀礼
において現れる。フィジーにおける首長の即位儀礼（ヴェインブリ；veibuli）では，首長となる
人物が，「土地の民」から渡される「カヴァ」（kava）を飲むことによって，その人物の「古い自我」
が「死」を遂げ，同時に，その人物の体内に，神あるいは死者の霊（不死性）である「マナ」が招
かれることによって，その人物は「神」として「再生」し，首長になるとする［Hocart 1986 (1927):
89-97］。
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に依拠して提示した［Sahlins 1993 (1985): 
99-134］。
「外来王」に関する議論において，サーリ
ンズは，「本来的に社会の内側に発生した文
化の外にいる王は，社会内では自然の力とし
て現れる」と捉え，王権が社会を超越した外
部，「自然」の象徴であり，社会の内側を「文
化」の象徴であると措定する。そして，「自
然の力」（野蛮で，恐れの対象）として社会
の外から到来した王は，土地（土着）の民に
より「象徴的に毒をもられる」ことによって
死に，野蛮で恐れの対象である自然の力が
「土着の民により吸収され馴化」され，「土地
神として再生する」とした。つまり，「外」（海）

からやってくる「王（首長）」と，それを「内」
（土地）で向かえる「土地の民」という，二
者間の対照性「海（水）と土地（土），王と
土地の民」が，「自然」と「文化」を象徴す
る二項対立的概念領域として規定され，その
対立する両領域が，即位儀礼という王権の樹
立を結節点として，宇宙論的調和を果たすと
する［Sahlins 1993 (1985): 102］。
サーリンズは同様の図式を基盤に，18世
紀末にハワイを訪れたクックをめぐる出来事
の分析を展開した。サーリンズによれば，ハ
ワイ人たちは，来訪神を迎える新年の儀礼
「マカヒキ祭」の手続きに則ってクックを迎
え，そして送り出した。しかし，船のマスト
が折れてハワイ諸島に引き返してきたクック
は，一転，略奪と暴力によって迎えられるこ
ととなる。世俗の王クーが豊饒神ロノに勝利
し，彼を送り返す儀礼（神話）の最後を飾る
戦いの筋書きに則るかのように。サーリンズ
によれば，クックは，豊饒神ロノとして迎
えられ，そして殺害されたのである。クッ
ク（白人／西洋）の到来という，ハワイ人に
とっては偶発的事件，それ自体としては文化
的意味をもたない，いわば「なまの出来事」
が，マカヒキ儀礼として体現されるハワイ的
神話，「象徴構造」に取り込まれることとなっ
た。クックは豊饒神ロノとなり，偶発的事件

は文化的意味を担った「神話的リアリティ」
（mythical realities）として（再）生産され
た。つまり，ハワイ人たちは，「神話」を生
きる／実践すること，「ミソ・プラクシス」
（mytho-praxis）の内に，クックを殺害した，
というのである［Sahlins 1981: 9-32; 1993 
(1985): 19-54, 135-173］。
サーリンズの「ミソ・プラクシス」は，し
かし単純に，神話（象徴）構造が，出来事を
意味化／再生産し続ける，経験世界を越えた
象徴的（共時的，非歴史的）な意味範疇とし
て立てられた概念では当然ない。その言葉が
示唆する通り，そうした「構造」自体もまた，
「ミソ・プラクシス」を通して変容を被って
ゆくこと，つまり「構造」（神話）が，偶発
的（一回的）「出来事」（行為）を取り込んで，
それに文化的意味を付与するプロセスを通し
て，「出来事」が「構造」に新たな価値を付
与してゆくという弁証法的過程，言い換えれ
ば，構造（共時／意味）と出来事（通時／指
示）のジンテーゼ，「遂行的構造」として文
化（歴史）変容のメカニズムを捉えたもので
あった［Parmentier 1987: 127-129］。実際に，
白人社会との接触を切っ掛けに，「イギリス
の〈キング・ジョージ〉を天上界的マナのモ
デルとするようになったハワイの首長が，も
はやもとの首長ではなく，同時に臣民との
関係も同じではなくなった」こと，「西欧式
チョッキに身を包み，すばらしいチークの家
具や金箔を被せた鏡で飾った部屋や銀無垢の
食器を用いたディナーを楽しんだりする」英
語名を自らの名に冠するようになった首長層
らと平民との関係は，以前のそれとは大き
く変化していったことなどが言及され，そ
の意味において，「歴史」（出来事）が「構
造」に及ぼした変化の様子が示されている
［Sahlins 1993 (1985): 186, 202］。
だが，サーリンズの議論の出発点は，依然
として「構造」にある。「現在にはいつも過
去が，つまり，解釈のア・プリオリなシステ
ムとしてある」，「文化はまさに，過去の用語



10 アジア・アフリカ言語文化研究 85

でもって現在の状況を組織化したものなの
だ」と述べるように4），サーリンズはオセア
ニアにおける「土着文化の自律性」を強調す
ることによって，結果的には，実際の出来事
／行為に先立つ意味範疇として，象徴構造
（神話）を位置づけていることは否定しがた
く，「出来事」は，それに取り込まれて意味
化される偶発事として，二次的に措定されて
いる［Sahlins 1993 (1985): 197, 201］5）。つ
まり，サーリンズの言う「出来事」とは，象
徴的事件や歴史的契機（その意味で，まさに
「世界観」を揺るがす非常事態），つまり，そ
れ自体として「構造」を透明に指し示す傾向
をもつ，「儀礼」をその典型とした相互行為に
限定された概念になっている。その結果，「儀
礼的」な出来事としては範疇化し得ないよう
な行為様態，高度に象徴的な意味範疇（「神
話」，「社会規範」など6））を，「儀礼」のよ
うに透明には反映しないような日常的な相互
行為の諸相―非一貫性や不確定性，行為者
たちの様々な政治的イデオロギーや解釈を含
み込んで展開する，個々別々のコンテクスト，
その諸相としての「出来事」の有り様―は，
サーリンズの議論においては，綿密に記述・
分析されるべき対象とはなっていない。
すなわち，サーリンズの議論では，1）象
徴的で意味論的な次元（神話を「体現する」
という儀礼的出来事）と，2）日常的で相互
行為的な次元（神話「について語る」という
出来事）が，異なる位相を示す実践行為とし
て区別されることなく，「出来事」という一
枚岩として概念化されている。別言すれば，
実際の行為者たちが，個々の文脈に応じて行
う「神話」についての語り，そうした語りを

通じて解釈された不確定な「神話」を，儀礼
を介して確定的なテクストに変え，それに
よって，蔓延した社会的不安を払拭しようと
する過程など，行為者たちの解釈行為（イデ
オロギー）に焦点を当てた，広範な相互行為
コンテクストの諸相は不可視になっているの
である。よって，サーリンズの議論は，いか
なる行為も「ミソ・プラクシス」である，と
いう結論を正当化し，どのような反例が提示
されようとも，結局は，サーリンズ的構造（神
話）に全て吸収されてしまう袋小路に陥るこ
とになる［春日 2002: 111］。
そうした論争は，ポストモダン人類学の問
題系と軌を一にし，サーリンズによって提示
された構造の妥当性や不十分さを，個々に
収集された事例に照らして吟味する議論と
して展開した［cf. Hobsbawm and Ranger
1983; Keesing 1989; � omas 1991; White &
Lindstrom 1997］。例えば，マーサ・カプラ
ンは，「外来王」の図式が，移民神話が普及
するフィジーのヴィティレヴ島東部を中心と
して構築された議論であり，そうした図式
自体が，19世紀末に英国植民地政府によっ
て，フィジーの「伝統的秩序」として利用さ
れることによって構築されてきた点を指摘す
る。そして，創世神話が支配的で，土地の民
の権力が維持される西部には必ずしも当ては
まらず，西部で展開した運動が，東部中心的
秩序への抵抗運動であった点を強調している
［Kaplan 1988］。クリスティーナ・トーレン
は，フィジーのガウ島での調査に依拠し，王
（首長）が「海の民」として外来する女性の
受け手であり，王を迎える「土地の民」が女
性の与え手であるという二分法的図式の不十

4） また，サーリンズは，「カテゴリーが競合するためには，相互理解を可能にする共通の体系がなけ
ればならない。その体系が意見の対立の根拠，手段，様式，そして問題を決定するのである。社会
が機能するために，ましてやその社会についての知識を構築するために，違いの中にも何らかの意
味深い秩序が無いということは想像しがたい」と述べている［Sahlins 1993 (1985): 18-19］。

5） 象徴構造／神話の存在を強調したいサーリンズ自身が，「神話テクスト」を自明視し，それに則っ
て歴史資料を紐解いてゆく，テクスト化してゆくかのようである［cf. Obeyesekere 1992］。

6） デュルケムが言うところのトーテム的機能を持つ「社会的象徴（social emblem）」。
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分さを指摘し，夫方集団が妻方集団に対して
優位性を有するとする視点を批判した。そし
て，フィジーにおいて首長制を歴史上支配的
にしたのは「暴力」であるとして，「外来王」
図式に依拠しない，異なる首長制の解釈を提
示している［Toren 1990］。ニコラス・トー
マスも，首長が体現する暴力性に焦点化し，
首長は報酬と処罰を操作する者に過ぎないと
捉える。そして，恵みを期待して，民から首
長に送られる賛辞は，尊敬や信頼などから生
まれたものではなく，「外来王」図式に見ら
れるような，首長と土地の民の間の互酬的関
係に依拠する首長制の理解に異を唱えている
［� omas 1986］。これらの研究は，サーリン
ズによる「外来王」図式の不十分さや，図式
自体のイデオロギー性，歴史的構築性，フィ
ジー内部の多様性など，首長制が持つ多様な
側面を指摘しえた点において，個々に価値あ
る研究成果だが，結局はサーリンズ的「外来
王」図式／象徴構造（神話）に機能主義的／
経験主義的脚注を加え続けるのみで，オセア
ニアの自律的文化体系，「神話」があるか／
ないかという文化の本質／非本質論を越え
出でることはなかったと言える［春日 2002: 
131］。
こうした状況を鑑みた場合，神話や首長制
研究における課題は，サーリンズの構造理論
を崩しうる「反例」の収集に従事し，サーリ
ンズ図式の是非を問うという「意味論」的な
探求ではなく，1）サーリンズが「ミソ・プ
ラクシス」（神話の実践）として論じる行為
の次元と，そうではない「日常的な相互行為」
（神話についての語り）の次元が，分析レヴェ

ルとしてどのように区別されるのかを明瞭に
示し，2）その両次元を接合しうる理論構築
と分析の実施を目指すことにあると言えるの
ではないだろうか。すなわち，相互行為に
基盤を据え，その相互行為の地平全体の中
で「神話」と言えるような現象が，どのよう
に立ち現れるのかを指し示す，「行為論」的
探求を模索することにあるのではないかと考
える［cf. Hanks 1987: 687-688; Parmentier 
1985: 131-132］。

2　 「言われたこと」と「為されたこと」：言
語人類学の視点
では，そのような理論構築がいかに可能な
のか。本節では，①神話の実践（神話を「体
現する」という儀礼的出来事）と，②神話に
ついての語り（神話「について語る」という
出来事）の両次元が，区分しうる次元である
ことを，言語人類学7）の知見を援用して明確
にし，その上で，両次元を接合しうる行為論
的視座について検討する［cf. 片岡 2002; 小
山 2008, 2009, 2011; 宮崎 2004; 名和 2007］。
小山（2011）は，「言われたこと」と「為
されたこと」（「彼岸」と「今ここ」）という
区分にしたがって，相互行為における二つの
局面について，以下のように説明している。
例えば，二人の男性 Aと Bが会話をしてい
ると仮定する。そして，①Aが Bに，「これ，
明日までにお願いできる？」と言ったとしよ
う。そこで「言われていること」は，「今」
から「明日」（未来）までの期間に関わって
いるが，「言われていること」を通して「為
されていること」は，発話の場所（今ここ）

7） 言語人類学は，マイケル・シルヴァスティン（Michael Silverstein）を旗手として，北米を中心
に展開する人類学の一学流である［cf. 宮崎 2009: 270, 272; 名和 2007; Silverstein and Urban 
1996］。その特徴を略述すれば，（内包的な）音と意味から成る言語構造と，（外延的な）実際の音
声や言語使用・行為との関連を，弁別特徴や文法範疇を媒介として体系化し，また，言語使用の場
において，言語が果たす機能を精緻化した言語の「6機能モデル」などに特徴を持つ［小山 2008: 
207-219; 2009: 35-37］，ローマン・ヤコブソンによる記号論的言語理論，他方，ボアス，エドワー
ド・サピア，ベンジャミン・リー・ウォーフ等と共に展開した，言語構造（言語的無意識）と言語
使用（行為的無意識），そして，言語意識（イデオロギー）の相関による文化変容についての理論，
この両者を接合し，言語と文化の実質的関係を精緻に理論化している点に見いだせる。
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における，Aの Bに対する「依頼」である
と言える。次に，②Aの発話を受けて Bが，
「今晩，ちょっと出かけるので。」と言ったと
しよう。上と同様に，そこで「言われている
こと」は，今から明日（未来）までの期間に
関わるが，それを通して「為されていること」
は，発話の場所（今ここ）における，Bの A
に対する（間接的な）「拒絶」であると言え
る。さらに，③Bが「大人は，ひとを頼って
はならない。」と Aに応えたとしよう。そこ
で「言われていること」は，いわば「時空を
超えた」一般的定理（命題，法則のようなも
の）となるが，それを通して「為されている
こと」は，やはり，発話の場所（今ここ）に
おける，Bの Aに対する（一般的定理の権
威を喚起した，やや間接的な）拒絶であると
言える。すなわち，（i）「言われたこと」は，
主に，発話の場所である「今ここ」には不在
の対象，つまり「今ここ」を取り巻く「彼岸」
に関わるものである一方，（ii）「為されたこ
と」は，主に，話し手や聞き手，その他の発
話参加者たちなど，発話が行われている場所
である「今ここ」に関するものとなる［小山
2011: 372-373; cf. Brenneis & Myers 1984:
5-8］。
つまり，コミュニケーション行為における

「言われたこと」と「為されたこと」は異な
る次元に属するものであり，原理的には一対
一対応するものではない8）。上記の通り，日
常的な相互行為においては，この両次元の間
に比較的判別し易い違いが存在するのに対し
て，この両次元の違いが限りなく「不明瞭」
になる現象，その意味において，「彼岸」と

「今ここ」が一対一対応したものとして認識
される行為が，いわゆる「儀礼」である［小
山2009: 184-203］。「儀礼」は，それ自体が「今
ここ」を越えた「彼岸」に位置するもの，い
わば太古，原初，「天地開闢の秋」，永遠の時
など，「神話的」（象徴／超越／超時空的）な
空間，「構造」（神話，定型，タイプ）が，「今
ここ」で（その「レプリカ」として）体現／
再現（re-present）される行為／出来事であ
ると言える［Silverstein 1993］9）。
サーリンズが「ミソ・プラクシス」として
論じる現象は，以上のような言語人類学のコ
ミュニケーション理論に依拠すれば，「儀礼」
として特徴付け可能な行為様態であり，彼が
展開する「神話」に関する論議は，そうし
た（特殊な）行為様態において典型的に再現
される「構造」（神話）のみに特化した意味
論的な議論であることが示唆される10）。つま
り，「儀礼」という行為が示すコミュニケー
ション論的特徴を理論的に同定することな
く，そのような特徴を示す度合いが相対的に
低い（日常的な）相互行為様態も全て「出来
事」（あるいは「ミソ・プラクシス」）として
一括りに論じ，オセアニア文化を「神話的」
であるとして論じるサーリンズに見られた視
点は，当然，飛躍を孕むことになろう。その
意味において，サーリンズの議論，あるいは
それに追従した他の議論は，概ね「構造」（神
話）の内容・意味へと向けられた議論だった
と考えられ，それを含み込んだ「行為」の諸
相，より厳密には，文化（歴史）変容の所在
それ自体は，論じられていなかったとすら回
顧できるのではないか11）。

8） この区別は，概ね，意味論と語用論に対応するものである。
9） ここで言う「儀礼」とは，古典的に人類学が研究対象としてきたような社会文化に観察されるもの

に限らず，私たちが日々参加する様々な儀礼一般（教会でのミサや結婚式など）を指すものである。
10） 付言すれば，言語人類学では，このような文脈で言う「構造」（神話）は，（内包的な）音と意味か

ら成る「言語構造」とは明瞭に区別されるものであること，そのような言語構造において，形態音
素と形態素・統語範疇の象徴的結合からなる語彙部が，語用／ディスコース（外延）において単語・
表現（特に「一般具体名詞」）として表出した際に担う，特定の文化的意味，概念，「文化的ステレ
オタイプ」（cultural stereotype）の構造，（強い結束性を有した）文化的意味範疇の構造として，
より厳密に定義されている［cf. Putnam 1975］。
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3　 日常的「伝統についての語り」：カスト
ム論の視座
こうした問題を背景に，近年では，日常世
界へと焦点を移行し，地域・村落住民が，特
定の規範にしたがって，現実世界で生起する
様々な文化的事象を「正しい／正しくない」
伝統などと区別する伝統についての語り，言
い換えれば，「メタ文化的な解釈」の有り様
についての研究が，従来の「カストム論」に
依拠した新たな展開として成果を蓄積してい
る［cf. 福井 2005; 石森 2001; 白川 2001; 吉
岡 2000］。
例えば，白川（2001）は，ヴァヌアツに
おけるトンゴア島民の「伝統についての語
り」の詳細な調査に依拠し，トンゴア島民が，
ある特定の事象に対し，「正しい伝統」（カ
ストム；kastom12））と評価を下す際，通常，
その事象の「過去の姿」が基準として参照さ
れること，つまり「過去の姿」が，その事象
の「あるべき姿」として規範化されることを
指摘している。そのような知識は，その土地
における「称号の名称の意味」や「移住の経
緯に関する伝承」，「伝統的な慣習」や「儀礼
の執り行い方」などに関するものを含み，ト
ンゴア島民は，そうした知識に忠実であるこ
と，「過去の姿」を忠実に反映していると看
做しうると判断した際に，その事象を「正し
い伝統」として評価しているとする。日常生
活において地域住民たちは，ある特定の事象
が「正しい伝統」に則っているか否か，とい
う問題に直面した場合，その事象の「過去の
姿」（儀礼の手続きや称号の名称の意味，移
住の経緯などに関する知識）を，「あるべき
姿」として解釈し，その姿を忠実に体現して

いるか否かを問う，メタ伝統的語りに従事し
ている点を強調する［白川 2001: 212-213］。
そこでは，「何が本当の伝統か」という問題
は曖昧なままに，個々の具体的なコンテクス
トに応じて「過去の姿」が解釈され，コンテ
クストに応じた合目的的機能を果たしてゆく
性質を持つ。また，福井（2005）は，伝統
的知識が失われつつあるというアネイチュム
島民たちの危機意識の高まりが，「黙認」さ
れてきた伝統的規範を逸脱した行為を，一転，
「禁止」するに至る過程を考察し，西洋世界
との接触以前の「かつての姿」が，「伝統」
として解釈され，現実世界を純化するように
機能していることを論じている［福井 2005: 
63-64］。
これらの研究視座は，文化の本質／非本質
論に陥るのではなく，人々が日常的なコンテ
クストにおいて，様々なイデオロギーや目的
意識を伴いながら，伝統を「伝統」たらしめ
ている実践の有り様の記述を可能にすること
によって，上述した意味論的な研究が考察対
象とする神話（象徴構造），これが生起する
「今ここ」の具体的な文化実践／コンテクス
トの有り様へと焦点を当てた，行為論的な研
究視座であると理解できる。したがって，こ
うした両研究視座を接合し，両次元の連続性
を明瞭にすること，言い換えれば，「今ここ」
で為される日常的な「伝統／神話についての
語り」によってイデオロギー化された「伝統」
が，「儀礼」において体現／再現されること
によって，強く前提可能な「文化的知識」（構
造，神話）として「テクスト化」される過程
を考察することを通して，「日常」から「儀
礼」まで，「神話についての語り」から「神

11） サーリンズ（あるいは構造主義）的議論を，過去の遺産として葬り去るのではなく，そのような議
論が，コミュニケーションを基点として創られる文化の全体の中で，どの部分に特化した議論であ
るのか，そうした議論が，その他の議論／視点（歴史人類学的議論や最近のカストム論など）と，
どのように相関するのか，以上を理論的に同定することが，文化研究に求められる視点ではないか。
言語人類学の理論を導入する理由は，そのような理論的精査を可能にしうる点にあると，本稿は考
える。

12） メラネシア地域で用いられているピジン語で，伝統や慣習などを表す概念。
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話の実践（ミソ・プラクシス）」までの漸進
的なプロセス―神話化の過程―を，構造
還元論に陥ることなく，より体系的な文化記
述を可能にすることができるのではないだろ
うか。

4　本稿の目的
本稿では，こうした近年の「カストム論」
の研究視座と，サーリンズ以来の神話・構造
主義的研究の伝統を，言語人類学的視座に依
拠して接合を試みる。そして，フィジー諸島
共和国におけるヴィティレヴ（Viti Levu）島
東部，タイレヴ（Tailevu）地方北部に位置
するダワサム（Dawasamu）地域において，
2010年 4月 14日から 17日の 4日間，28年
ぶりに開催された当該地域の首長（ラトゥ；
Ratu13））の即位儀礼が実行されるまでの過
程で，地域の各氏族（ヤヴサ；yavusa14））の
氏族長等を中心にして為された論議を事例と
して扱い，以下の手順にしたがって考察する。
まず，第Ⅱ節において，ダワサム地域の長
らく続く「首長の不在」が，当該地域に「悪
魔（テヴォロ；tevoro）15）」（災厄）を呼ぶ原
因であると問題視された点，そして，首長
が存在した「過去の姿」（彼岸）と，首長が
不在で「悪魔」が蔓延る「現在の姿」（今こ
こ）が比較され，後者を前者の姿へ戻すこ
と，つまり，首長を即位させることが，土地
を「あるべき姿」に戻し，悪魔を排除する
ことだとする思潮が強くなった点を明確に

する。第Ⅲ節では，土地の「過去の姿」に
ついての詳細な知識として，ダワサム地域
に「最初の首長」を連れてきた氏族，「最初
の首長」を即位させた氏族，「最初の即位儀
礼」が開催された場所などが，開催賛成派の
目的意識に応じて解釈されてゆく過程を論
じる。言い換えれば，「今ここ：彼岸」，「首
長：悪魔」という対応関係を下敷きに，「土
地の本当の民：カイ・ラ（よそ者）」，「最初
の即位儀礼開催地デラナ：現在の開催地ラ」
といった範疇を類推的に生起させ，神話内
容自体が変容を遂げていった過程を考察す
る。第Ⅳ節では，以上のようにして語られた
神話に依拠し，儀礼開催を望む長老・氏族等
が，それに反対する長老・氏族等に対峙し，
前者が土地の「あるべき過去の姿」に忠実で
ある正統な「土地の本当の民」（itaukei dina
ni vanua）であり，後者がそうではない，非
正統な「カイ・ラ（kai Ra）」（ラ地方の人），
あるいは「よそ者」（tamata vulagi）である
という対立的構図を，「正しい（ドンドンヌ；
dodonu）」と「誤り（ザラ；cala）」，「丘（デ
ラナ；delana）」と「下（ラ；ra）」などの概
念を通して紡ぎ出した点を考察する。第Ⅴ節
では，以上の過程を通して再解釈された神話
図式（「あるべき過去の姿」）を顕現させる即
位儀礼を決行し，「首長―本当の土地の民―
最初の即位儀礼開催地デラナ―賛成派―あ
るべき過去の姿」という等式によって，「悪
魔―カイ・ラ（よそ者）―現在の開催地ラ―

13） 首長位の人物の名前の前に冠される称号［春日 2001: 9］。日常的には，首長位と関係のない人物に
対しても，同称号が比喩的に用いられることもある。

14） ヤヴサは，クランに相当する社会集団を指す単位であり，リネージ（系族）に相当する「マタンガ
リ；mataqali」が集まって形成される。マタンガリの下位単位として，拡大家族に相当する「トカ
トカ；tokatoka」がある。ヤヴサは，「大氏族」として訳される場合もあるが，本稿では明瞭さを
考慮し「氏族」とした。ヤヴサが連合して「ヴァヌア；vanua」が形成される。本稿が調査対象と
したダワサム地域は，社会的単位としては「ヴァヌア」に相当する。また，「ヴァヌア」が連合し
て「マタニトゥ；matanitu」が形成されうる［Routledge 1985: 27-30］。しかし，こうした階層性
は，フィジー東部に顕著な特徴であり，西部や内陸部においては未発達であったことも指摘されて
いる［Ravuvu 1991: 7; Walter 1978: 6］。

15） 英語の「デヴィル；devil」に由来しており，その実体は，宣教師たちが断罪した祖先神や祖霊で
あると考えられる。フィジーでは，病気や死，仕事の失敗などの不幸の多くが，こうした「悪魔」
の力によるものだと考えられることが頻繁に観察される［春日 2001: 364-365］。
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反対派―誤った現在の姿」という等式を覆
したこと，言い換えれば，「儀礼」を媒介と
して，氏族間の権力関係の再編成による新た
な「土地の姿」の創出，即位儀礼を頂点とし
た，土地の「あるべき姿」（神話）の再解釈
の軌跡，神話の神話化過程としての首長制を
考察する16）。

Ⅱ ダワサム地域における首長と即位儀礼

1　ダワサム地域の概要
ダワサム地域は，ヴィティレヴ島東北部，
タイレヴ地方に位置し，西部のラ（RA）地方
に隣接する，総面積 35 km2ほどの地域であ
る［地図 1参照］。北部には火山円錐丘であ
るトヴァ（Tova）山（646 m）が聳え，孤高
で露出した急な岩肌が地域のシンボルとなっ
ている。南部には，コロサラウ（Korosarau）
山（738 m）が聳えており，地形的特徴から，
コロサラウ山とトヴァ山を結んだ線より，東
部（海側）と西部（山側）で，当該地域は概
ね区分される。緩やかな丘陵地帯である東部
に対し，西部は，海抜 150 m以上で，川の浸
食によって形成された深い谷が多く存在する
山岳地帯となっている［Lasaqa 1963: 7-9］。
1947年の地域合併が行われるまで，ダワサ
ム地域は，ナシヌ（Nasinu），シラナ（Silana），

ナタレイラ（Nataleira），ドゥリティ（Driti），
デラカンド（Delakado）の 5つの村落の
集合を指していた。現在は，ヴォロヴォロ
（Vorovoro），ルヴナヴアカ（Luvunavuaka），
ナタンドゥラダヴェ（Natadradave）を含め，
当該地域には，計 9つの村落が存在している
［地図 2参照］。

2　首長位の系譜
ダワサム地域における，首長位の継承歴
について略述する17）。当該地域における，前
首長であったセヴァナイア・ヴェイラヴェ
（Sevanaia Veilave）が死去したのは，1960
年代半ばである。彼の死後，彼と出自（ダ
ワサム氏族；Yavusa Dawasamu）を共にす
る，スリアシ・デライ（Suliasi Delai）が，
「暫定的な」首長として地域の意志決定を主
導する役職に就任した。「暫定的」というの
は，スリアシ・デライが，首長に相応しい
人物が現れるまで，その役割を一時的に引
き受けた者（ラトゥ・メ・ワワ；Ratu me 
wawa18））に過ぎなかったからであり，「即位
儀礼を経ること」，換言すれば，土地（ヴァ
ヌア；vanua19））が，その人物に対して「カ
ヴァを飲ませる儀礼（ヴェイヴァグヌヴィ；
veivagunuvi20））」を行うことによって，「正
式に」首長として即位させた人物ではなかっ

16） 本稿は，首長即位儀礼についての議論の始まりから，儀礼開催までの軌跡，その文脈の変容と解釈
の有り様を追うという性格上，当過程を時系列的に配置し，地域の長老たちによる語りを，できる
だけ詳細に記述した。

17） 筆者が，ダワサム地域の沿岸部に位置するナタレイラ（Nataleira）村での本格的な村落調査を開
始したのは 2009年 7月下旬である。当時，首長の即位に関する議論は，インフォーマルな場にお
いて既に地域の長老の間で行われていたようであるが，筆者が実際にその議論の存在を知ったのは，
2009年 11月下旬であった。また，筆者が，即位儀礼の運営に関して開催された，地域の各氏族長
等による計4回の長老会議に初めて参加できたのは，第3回目の2010年1月13日であった。したがっ
て，それまでに為されていた議論の内容は，地域の長老たち，とりわけ，ヴォニ（Voni）氏族の長老，
ナザニエリ・ラギラギ（Nacanieli Lagilagi），デライ（Delai）氏族の長老，ヴニアニ・ナイタウ
（Vuniani Naitau），シレリ・ラテイ（Sireli Ratei）等との会話，インタビューから得られた。本稿は，
主として，彼らとの会話記録，ないし，2010年 1月以降，筆者が実際に参加した長老会議での記
録に依拠している。

18） （次の首長を）「待つための（me wawa）」首長という意味。
19） 「土地」，「土地の人々」，「土地の慣習」，「伝統」などを意味する，多義的な言葉。ヤヴサの連合体

を指して使用されることもある。
20）即位儀礼における最も重要な儀礼は，首長にカヴァを飲ませる「ヴェイヴァグヌヴィ」（veivagunuvi）

であり，即位儀礼全体の代名詞として使用されることが多い。「飲ませること」という意味。
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たのである。スリアシの死後，その首長位
を継承したのは，セヴァナイア・ヴェイラ
ヴェの長男，ペニ・ワンガ（Peni Waqa）で

あった。しかし，この親子の先祖は，元来は，
ラ（RA）地方21）出身であると考えられてい
る［地図 1参照］。セヴァナイアは，それ以

21） ダワサム地域があるタイレヴ地方の北西部に隣接し，ヴィティレヴ島の西部として区分される地方。

地図 1． ヴィティレヴ（Viti Levu）島におけるダワサム（Dawasamu）地域
の位置

地図 2．ダワサム地域の拡大地図
（［Lasaqa 1984: 21］他から作成）
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前にダワサム地域に存在していたとされる，
ナイタシリ（Naitasiri）地方・ヴニンダワ
（Vunidawa）地域23）に出自を持つ首長の系
譜（以下，「ヴニンダワ系」と表記）が途絶
えた際，その系譜を継承するに相応しい人物
であるとして，地域の長老たちと「ヴニンダ
ワ系」の最後の子孫であるアンディ・リティ
ア（Adi Litia）24）を交えた討議を経て選出さ
れ，その後，即位儀礼を経て首長となった人
物であることが，当該地域の長老たちの間で
広く知られている25）。したがって，当該地域
では，この「ヴニンダワ系」が，最初の，「本
当の」首長の系譜であると考えられており，

それが既に絶えた以後の現在の首長位は，単
にその継承に過ぎないという認識が一般的に
なっている。
スリアシの死後，ペニ・ワンガは，彼の父

（セヴァナイア・ヴェイラヴェ）と同様に，
ヴニンダワ系の首長位の継承を，ヴニンダワ
系最後の子孫とされるアンディ・リティアと
共に，地域の長老たちによる話し合いによっ
て承認された人物である。しかしながら，彼
の父のケースとは異なり，その後，ペニ・ワ
ンガの即位儀礼は行われなかった。つまり，
ペニ・ワンガは，カヴァを飲んだ「正式な」
首長ではなかったのである26）。したがって，

22） デライ氏族ナワライ（Nawarai）系族の，ヴニアニ・ナイタウ（Vuniani Naitau），シレリ・ラテ
イ（Sireli Ratei），その他による語りから再構築。

23） フィジーにおける首長（Ratu）は，このヴニンダワ地域から，フィジー全土に散らばった，とい
う言い伝えがある。

24） ダワサム地域における，ヴニンダワ系最後の首長チョナサ・デライの一人娘で，ヴニンダワ系の最
後の子孫である。1980年代半ばから後半にかけて死去した。元々は，ダワサム地域にあるヴォロ
ヴォロ村に嫁いでいたが，嫁ぎ先の氏族は，ダワサム地域の氏族とは考えられていなかったため，
そこで生まれた子供たちは，ダワサム地域のヴニンダワ系首長位を継承する人物として選出されな
かったという。その後，彼女は，ダワサム地域から約 10 km南東に位置するゴマ（Qoma）島の
ナンブレンブレワ（Nabulebulewa）氏族の元に嫁ぎ，新たに子供をもうけるが，彼らもまた，同
様の理由から，ダワサム地域の首長位を継承する人物としては選出されなかった。したがって，ア
ンディ・リティアの死去と共に，ダワサム地域の「本当の」首長の系譜（ヴニンダワ系）は，絶え
たとされている。

25） ダワサム地域では，セヴァナイア，ペニ・ワンガの先祖は，元来，ラ地方出身であったが，何ら
かの理由で，その地域に住み続けることが困難になり，ダワサム地域に逃げ込んできた人々と考
えられている。そして，彼らは，ダワサム地域に住んでいたヴォニ氏族によって，首長の世話人
（veiqaravi）として任命された家系であり，その後，世話人としての働きが認められ，ヴニンダワ
系の首長の系譜が途絶えた時，その家系の長であったセヴァナイアが首長位を継承し，即位儀礼が
行われたと伝えられている。

26） ペニ・ワンガが，ヴニンダワ系首長位を継承した証として，アンディ・リティアから受け取ったの
は，一つの「タンブア；tabua」（重要な儀礼において贈与・交換される鯨の歯）であり，ダワサ
ム地域では，このタンブアは「ビロ；bilo」（カヴァを飲む際に使用するココナッツの殻でできた器）

と名付けられている。つまり，同タンブアが，当該地域で行われた「最初の首長」の即位儀礼 ↗

表 1．ダワサム地域における首長の系譜22）

推定在位年 首長名 出自

19世紀中葉 ナゾウ（Naco） ナイタシリ地方・ヴニンダワ地域

不明 コリ（Koli） ナイタシリ地方・ヴニンダワ地域

不明 マナサ・ラクラ（Manasa Rakula） ナイタシリ地方・ヴニンダワ地域

不明 チョナサ・デライ（Jonasa Delai） ナイタシリ地方・ヴニンダワ地域

1940～1960
セヴァナイア・ヴェイラヴェ

（Sevanaia Veilave） ラ地方

1960～1980 スリアシ・デライ（Suliasi Delai） ダワサム地域（暫定的首長）

1980前後～ ペニ・ワンガ（Peni Waqa） ラ地方（セヴァナイアの長男）
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彼が首長位を継承した 1980年前後以来，ダ
ワサム地域においては，即位儀礼を経て正式
に即位した首長は，30年近く不在であり続
けたことになる。ペニ・ワンガの即位儀礼開
催を望む声が，無かった訳では当然ない。ダ
ワサム地域は，フィジーにおいても古くから
社会組織の階層性（あるいは「首長制」）が
発達していたヴィティレヴ島東部に所在して
いることもあってか［cf. Lawson 1997: 114;
丹羽 2003: 67］，「首長は存在すべきだ」とい
う考え方は現在でも強く27），ペニ・ワンガの
即位儀礼も過去に幾度か検討された。しか
し，地域内部において，どの氏族が，どのよ
うな手続きにしたがって，どのような即位儀
礼を実行するのか，そうした問題を巡り，各
氏族が各々の立場からの主張を行ったことに
より，地域内で話が纏まることが無かったと
いう。各氏族の儀礼への参加の仕方，貢献度
合いが，氏族間の力関係を決定づける契機で
あると見なされたのである。

3　首長の不在と「悪魔」
首長不在を快く思っていなかった人物がい
た。それは，デラカンド村（Delakado）在住，
ヴォニ氏族（Yavusa Voni）の氏族長ナザニ
エリ・ラギラギ（Nacanieli Lagilagi）であ
る。彼は，即位儀礼の開催が目前に迫った，
2010年 4月 6日に行われた地域の長老たち
との話し合い（後述）において，以下のよう
に述べている。ここでは，それを先取りして
おきたい。

「私たちは，土地を裸（luva wale）にして
おくべきではないと考えた。首長の即位儀
礼（veivagunuvi）を行い，この土地を，
改めて骨組みをもつ家（vale sui）にしな
ければならない。それは，神が準備した，
この土地が辿る運命（na ituvatuva）であ
る。時は既に，ボートの端（bati ni boto），
船の端（bati ni waqa）まで来ている。こ
の土地は，悪魔（tevoro）を蔓延らせてい
る（qaravi）。もし（即位儀礼が）逸れて
（gole tani）しまったら，悪魔による殺し
（na cakacaka ni veivakamatei）が本当に
始まるだろう。悪魔が土地を覆って（qarava）
いる。即位儀礼が実現するまで，それは続
くだろう。」

このように，ナザニエリは，ダワサム地域
における長きに亘る首長の不在（土地の「裸」
の状態）が，土地に「悪魔」（テヴォロ）を
呼び，それが土地に不幸28）を招いている原
因だと考えた。そして，即位儀礼を開催し，
首長の不在に終止符を打つことが，土地を
「あるべき姿」（神が定めた土地の姿）に戻す
ことであり，それは，ダワサムの土地を「悪
魔」の力から開放する道であると考えたので
ある。彼に率いられたヴォニ氏族は，そうし
た首長の即位による「悪魔の排除」という決
意の下，当該地域における首長の即位儀礼の
開催を画策し始める。それが，2008年頃で
あったという。そのような画策を始めるにあ
たって，彼がまず向かった先は，「カヴァを
飲むべき人」，つまり，ドゥリティ（Driti）

↗ において，土地が首長に対してカヴァを飲ませた際に使用した器を象徴するものであると考えられ
ており，このタンブアの所有者が，当該地域における首長として表象されている。しかし，ナザニ
エリによれば，単純に同タンブア（ビロ）を継承することと，即位儀礼を経ること（カヴァを飲む
こと）は，同義ではないと言う。正式に首長として即位するためには，ただ同タンブア（ビロ）を
継承するのではなく，即位儀礼を経て，「土地の民」によって授けられるカヴァを飲まなければな
らないと主張する。言い換えれば，「儀礼」を経ずして，「正式な」首長にはなれないということに
なる。

27） 「なぜ首長は必要なのか」という筆者の質問に対して，ナイタウ氏は，「首長がいないのは，子供に
父親がいないようなものだ」と回答している（2010年 7月 3日，ナタレイラ村にて収録）。

28） こうした不幸には，子供たちの学業が期待通りに向上しないことや経済（金銭）的な困窮，沿岸の
漁獲量の減少や農作物の不作，あるいは病や不慮の死などが，主なものとして含まれる。
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村に居住し，首長位を継承していたペニ・ワ
ンガと，その側近（世話人）「マタニヴァヌ
ア；matanivanua29）」を務めるアリオケ・コ
ロンドゥアンドゥア（Arioke Koroduadua）
の元であった。そこでナザニエリは，ペニ・
ワンガに対し，以下のように訴えたという。

「あなたにカヴァを飲んでいただきたく，
お願いをしにやって来た。私が，首長位
の系譜（na kena kawa），その血（kena 
dra）を受け継ぐものであり，その（あな
たの）首長位（na itutu qori），そのビロ（na 
bilo qori），私がそれらの所有者（na kena 
itaukei）だから。この土地に最初に首長
がやって来たとき，彼を首長とすることに
全ての氏族が賛成し，彼らのビロを下向き
（cuva）にした。私が（それを執り行った）

血筋にある。今回初めて，私たちはこの議
論の中に入り，あなたにカヴァを飲んでも
らいたいと思っている。」

これに対し，ペニ・ワンガは，ヴニンダワ
系の最後の子孫であるアンディ・リティアか
ら，ヴニンダワ系の首長位を継承する人物の
証しとして「タンブア」を受け取ったこと，
彼にとってはそれが首長位を証明するに十分
なものであることを主張した。また，マタニ
ヴァヌアのアリオケは，即位儀礼など，首長
に関わる地域の重要な政治的決定は，首長と
側近たち（マタニヴァヌア，「サウトゥラガ；
sauturaga30）」）が話し合いをもって決議する
ことが通例であり，その他の氏族・系族が外
から口を挟むことではないとして，ナザニエ
リの要求を一蹴した。その後，ナザニエリは，
「サウトゥラガ」を務めるセヴァナイア・マ
イラヴェ（Sevanaia Mailave）の元を訪れ意
見を求めたが，彼も同様に，即位儀礼の開催

には賛成せず，ナザニエリ等の訴えに耳を貸
そうとはしなかったという。

4　儀礼開催反対派の主張
彼らが，即位儀礼に反対した本当の理由に
ついては，様々な憶測が流れていたが，筆者
との会話（2010年 3月 21日，ドゥリティ村
にて収録）の中で，アリオケ，その弟のバイ
（Bai）は，以下のような即位儀礼開催反対の
理由を挙げた。

1）首長に関わる儀礼についての一切を決
定する権限は，首長とその世話人／側近（そ
の氏族・系族）らが有しており，彼らがまず
議論をした後，地域内の氏族が検討すること
が通例であること。2）地域内の全ての氏族
が，即位儀礼開催に賛成するなら開催すべき
であるが，そのような状況になってないこと。
3）首長が住んでいるのはドゥリティ村であ
り，即位儀礼が行われるならば，その開催場
所はドゥリティ村でなければならず，それ以
外の場所で計画されるべきではないこと。4）
これまで 3度，即位儀礼の開催が画策された
ことがあったが，地域内部で意見がまとまら
ず，失敗に終わっていること。5）ペニ・ワ
ンガが「正式に」首長となれば，彼のために
作物を植えたり，漁に出たり，首長の世話
（veiqaravi）をするのは，彼ら世話人たち自
身であり，毎日の生活に加えて労働負担が増
加すること，以上を理由として挙げた。
筆者の調査に基づけば，さらに重要な理由
も考えられる。ペニ・ワンガが，彼の父であ
るセヴァナイアが死去した際，ヴニンダワ系
の最後の子孫であるアンディ・リティアか
ら首長位を継承したのであるが，実はその
時，アンディ・リティアは，もう一人の人物
レヴァニ・ヴエティ（Levani Vueti）に，ヴ
ニンダワ系を象徴する首長のための土地（ゲ

29） 首長のスポークスマン。また，首長がカヴァを飲んだ際は，マタニヴァヌアが，その次のカヴァを
飲むことが通例となっている。それによって，直接触れることが危険な首長のマナ（超自然的力）

を和らげるという意味があるという。
30） 様々な儀礼の際に，首長の身辺警護などを担当する。
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レ・ヴァカラトゥ；qele vakaRatu31））を与
えている。つまり，アンディ・リティアは，（当
該地域においては「ビロ」と名付けられてい
る）タンブア（tabua）32）をペニ・ワンガへ，
そして「首長のための土地」をレヴァニ・ヴ
エティへ授けたのである。
すなわち，彼女は，当該地域における首長
位を象徴する 2つの所有物を，二人の人物
に分割して授けたことによって，ダワサム地
域では，首長位の継承権を主張することが可
能な人物が複数存在することになったのであ
る。実際には，「ビロ」と名付けられたタン
ブア，つまり，土地が首長に対してカヴァを
飲ませる際に使用される器（ビロ；bilo）の
代替物として理解されているタンブアが，首

長のための土地（qele vakaRatu）よりも，
首長位の「正統な」象徴であると考えられて
おり，それを授かったペニ・ワンガが「正
統な」首長位の継承権を有する人物である
と理解されている。NLFC（Native Lands
Fisheries Commission）33）が厳重に保管して
いるダワサム地域の氏族登録台帳（Vola ni
kawa bula）には，実際にペニ・ワンガがダ
ワサム地域の首長として記載されている。
一方で，当該地域では，首長位の象徴が二
分されたこの出来事が，首長位を巡った問題
の源泉であると考えられることも多い。なぜ
なら，ペニ・ワンガが「ビロ」の継承者，し
たがって「首長」であるとしてダワサム地域
の住民によって理解され，NLFCが保管する

31） 「土地」（qele），「首長の」（vakaRatu）という意味。
32） 註 26参照。
33） 土地審議会のこと。20世紀の初めにホカートも含む植民地政府の行政官等によって，フィジーの

村々で土地所有の実態調査が行われ，各々の土地の氏族の系譜などが収録・編集され，それが土地
審議会に保管されている［小川 2002: 39; cf. Nayacakalou 1975］。その記録は，「正しい伝統」の
叙述と見なされ，何かの論争や問題が生じた際，最終的には，その「公的文書」に記されている内
容を根拠に解決が図られる傾向が，現在広く観察される［cf. � omas 1992］。しかし，ダワサム地
域の事例が示すように，現在では，その記録自体が「事実」を反映しておらず，「真実」は，彼ら
彼女らが代々受け継いできた「語り」（talanoa）に存在していると考えるフィジー人が多く，そう
した「公的文書」と「語り」のズレが，土地や氏族・系族間の地位に関する争いに伴って問題化さ
れるケースが散見される［cf. 宮崎 2002］。

写真 1． ペニ・ワンガ氏宅の飾られている「ビロ」と名付けられたタンブア（中央上の肖
像に掛けられている）（撮影日：2010年 4月 17日）
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氏族登録台帳においても首長として登記され
ていたとしても，「即位儀礼」を経ていない
ことを理由にして，彼の首長位の正統性を曖
昧化し続けることが可能になるからである。
ペニ・ワンガの首長位の正統性が曖昧なま
ま，彼が死去すれば，当然，彼の直系の子孫
ではなく，「首長のための土地」の所有者で
あるレヴァニの系譜に属する人物を，次なる
首長位の継承権を有するものとして擁立し易
くなることは，容易に想像がつくからである。
例えば，ドゥリティ村出身で，儀礼開催に
反対する世話人／側近たちと同じダワサム氏
族に属し，現在，南太平洋大学の大学院に在
籍するW氏に，即位儀礼の開催が現実味を
増し始めた 2010年 2月 26日に，筆者はダ
ワサム地域における首長位に関するインタ
ビューを行った。彼は，「フィジー的ポリティ
クスを楽しんでいるか」と冗談を言った後，
「あの老人（ペニ・ワンガ）と同じ村で暮ら
してきた私たちは，彼が首長にふさわしい人
物ではないことを，最もよく知っている。そ
れに，彼は老体だ。彼が，この世を去るまで
待ち，それから新たに誰を首長にするのか，
全ての氏族と共に議論をするのが最良の選択
肢だ。あの老人（ペニ・ワンガ）が死んだ時
に，地域内で誰が何をどのように主張するか。
その時こそが，最も興味深い出来事になるだ
ろう。」と述べている34）。このようなW氏の
発言は，ペニ・ワンガの死去を待ちわびてい
る発言であるとも理解できるものである。い
ずれにしても，カヴァを飲むことになるペ
ニ・ワンガ本人と，彼の世話人／側近である
アリオケとセヴァナイアが，ナザニエリによ
る再三の要求にも拘わらず，即位儀礼開催に
強く反対したことによって，この画策は暗礁
に乗り上げたかに思われた。
しかし，状況は急展開を見せる。それは，

こうした交渉が為されている最中に，ナザニ
エリ，ペニ・ワンガの双方に近しい者が，相
次いで亡くなったのである。一人は，ヴォニ
氏族の男性で，車を運ぶ作業をしている途中
に身体の具合が悪くなり，その後間もなく死
亡する。その次は，ペニ・ワンガの兄弟，さ
らに，ペニ・ワンガの姉妹の夫の連れ子で，
当時まだ 18歳だった男性が死亡したのであ
る。いずれも，若い男性であった。この出来
事によって，ペニ・ワンガは考えを一変させ
た。2009年の 4月 10日前後のキリスト教復
活祭の日，ナザニエリは，再びペニ・ワンガ
の元を訪れ，「やはり悪魔が，この土地を覆っ
ている証拠だ。」と述べたという。それに対
し，ペニ・ワンガは，「耳を傾けます。早け
れば，早いほうがよい。私は，あなた方，私
の先達（ガセ；qase35））に，私は耳を傾けま
す。」と，カヴァを飲むこと，首長として即
位することを承諾した。
ペニ・ワンガは，3人の近親者の不慮の死
を目の当たりにして，カヴァを飲むこと，首
長として即位することを承諾したのである。
首長として即位することとなる人物が，儀礼
開催に賛意を表したことによって，儀礼開催
に関する情勢は，ナザニエリらの側に大き
く傾き始めた。しかし，それにも関わらず，
ペニ・ワンガの世話人／側近であるアリオ
ケ，セヴァナイア等は，ペニ・ワンガの一転
した決断を，一種の「裏切り」行為として捉
えつつ，ナザニエリ等の即位儀礼開催の画策
を，これまでの地域の伝統に反する「気違い」
（lialia）染みた行為として理解し断固反対し
続けた。それを機に，彼らナザニエリ等は，
反対し続ける彼らとの交渉を打ち切り，地域
内に存在する，その他の氏族の賛同を得る強
行策に打って出てゆくのである。

34） 2010年 2月 26日，南太平洋大学 Laucala Bay Lower Campusにて収録。
35） 「年配」，「年上」という意味。年老いた男性の総称として使用されることもある。
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Ⅲ　最初の首長

前節では，1）ダワサム地域における長き
に亘る首長の不在が，土地に悪魔を呼ぶ原因
であると認識されたこと，「首長の即位」に
よって，現在（今ここ）の土地の姿を，過去
（彼岸）の姿に戻すことが，「悪魔の排除」と
なると考えられたこと，2）度重なる近親者
の不慮の死を切掛けに，ナザニエリの説得に
応じる形で，ペニ・ワンガが即位儀礼の開催
に賛成した背景について記述した。しかし，
ペニ・ワンガが儀礼の開催に賛成したにも拘
わらず，彼の側近であるアリオケとセヴァナ
イアは儀礼の開催に反対し続けた。そうした
状況下，ナザニエリ等は，彼ら側近たち二人
を排除し，その他の氏族から儀礼開催の賛同

を得るという「多数派工作」に乗り出す。そ
して，この画策を大きく前進させたのが，ダ
ワサム地域に「最初の首長を連れてきたのは
どの氏族か」，「最初の首長を即位させたのは
どの氏族か」など，ダワサム地域の「過去の
姿」についての語りである。
以下，本節では，ナザニエリ率いるヴォニ
氏族に賛同したデライ氏族が，土地の過去に
ついての詳細な語りを行ったことによって，
地域内部の長老たちによって曖昧にしか共有
されていなかった土地の「過去の姿」が，儀
礼開催賛成派の文脈に応じた形で強く規範化
され，そうした規範に依拠して，「儀礼の開催」
という彼らの主張が正当化されてゆく過程を
明確にする。

36） ナンゲレ氏族（Yavusa Naqele），ナンボウティニ氏族（Yavusa Naboutini），ゴマ（Qoma）島は，
現在，ダワサム地域，あるいは，その氏族とは考えられていない。

図 1． ダワサム地域における首長（Ratu）を中心とした氏族（yavusa）間の関係とその居住村落36）

（［Lasaqa 1963: 11］から作成）
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1　ヴォニ氏族とデライ氏族の接触
ナザニエリが，彼の兄弟，その子供たち約

15名と共に，ダワサム地域の海岸沿いに位
置するナタレイラ村のデライ氏族の氏族長，
ヴニアニ・ナイタウ（Vuniani Naitau）宅を
訪れたのは，2009年 10月初旬である。ナザ
ニエリは，ナイタウに対し，以下のように告
げたという。

「重要な話があってやってきた。私は，こ
の 28年間，首長の即位儀礼を実行すべき
だと考えてきた。しかし，今日までそれが
実現することはなかった。今日，私がここ
へ来たのは，他でもない。この即位儀礼に
関して，我々の旧村落跡地（デラ・ニ・ヤ
ヴ；dela ni yavu37））から，啓示（イトゥ
クトゥク；itukutuku38））を受けたからで
あり，あなたが私の助けになってくれると
信ずるからである。」

それに対し，ナイタウが「しかし，その
啓示とは何か。」と尋ねると，ナザニエリ
は，彼の兄で 2008年に死去したメナウシ
（Menausi）が，死去する直前に何らかの存
在に憑依され，彼らが開催を画策し始めてい
た即位儀礼について語り，それをヴォニ氏族
の多くの成員が共に聞いた，という出来事を
伝えた。そして，メナウシに憑依した存在が，
彼の口を通して，以下のように語ったことを
打ち明けた。

「我々二人は，この土地の民（itaukei ni 
vanua qo）である。私は，サンガナモア
（Saqanamoa)，デライ氏族の祖先神であ
る。私は，ヴエティヴォニ（Vuetivoni)，
ヴォニ氏族の祖先神である。我々は，この
土地に，まだ誰も足を踏み入れていなかっ

た時に，既にこの土地に住んでいた。我々
は，別の土地からこの土地に辿り着き，住
み始めたのではなく，神が我々を，上（ザ
ケ；cake）からこの土地に授け落とした
のである。我々二人が，この土地の本当の
民（itaukei dina ni vanua qo）である。」

さらに，メナウシに憑依した，この二人の祖
霊は，即位儀礼について以下のように話し始
めた。

「あなたたちが，開催を画策している即位
儀礼は，開催実現のため，力の限り努力し
なさい。実現には多くの困難がある。その
ような困難が生じた時，あなたたちはナ
タレイラ村のデライ氏族を訪ねるだろう。
彼らは，あなたたちに，正しいこと（ka 
dodonu）を伝え，即位儀礼開催への扉を
開いてくれるであろう。その扉が開かれた
時，その他の氏族は，あなたたちに賛同す
るだろう。」

ナザニエリは，こうした「啓示」にしたがっ
て，デライ氏族の元を訪れたことをナイタウ
に告げたという。ナイタウはそれに驚きつつ，
以下のように口を開いたという。「あなた方
は，最初の首長を誰が連れてきたのか知って
いるか。」その質問に答えることができない
ナザニエリ等に対し，彼は続けて，「私がこ
れから話すことは，我々デライ氏族が語り継
いできた歴史である。良く聞きなさい。」と
制し，ダワサム地域の最初の首長がどのよう
にしてやって来たのかについて，語り始めた。

2　外来王「ナゾウ」
以下は，ナイタウが行った「最初の首長」
の到来と，その即位儀礼についての語りであ

37） 氏族の祖先が住んでいた住居跡（ヤヴトゥ；yavutu／デラ・ニ・ヤヴ；dela ni yavu）には，その
祖先たちの超自然的力が宿っていると考えられており，現在の生活を改善したり，または災いを引
き起こしたりする力があるとされ，神聖視される傾向が強い［Ravuvu 1983: 74-5］。

38） 「知らせ」などを意味する。
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る。この語りは，サーリンズの外来王図式を
想起させる語りとなっているが，ナザニエリ
等による即位儀礼開催の画策を，加速化させ
る決定的契機となった重要な語りであった。
そのため，やや長い引用となるが，ここでは
その詳細を記述しておきたい。

　「1800年代中頃，私の祖父であるアキニ・
コロイヴァル（Akini Koroivalu）の祖父，
ラテイ（Ratei）が，ナザギ（Nacagi）山
に集落を構えていた頃のこと。当時は，各々
の氏族が，各々に首長を拝し，無断で他の
氏族の土地に入り込むと，殺されてしまう
世の中であった。そこで，ある一人の人間
を首長にし，周辺に存在する全ての氏族が，
彼に対して忠誠を誓うことによって，より
強固で平和な土地を作るべきだ，という考
えが生まれるようになった。そして，ラテ
イ率いるデライ氏族と，ナザギ山の南東に
隣接するデライヴォニ（Delaivoni）山に
集落を構えていたヴォニ氏族との間で話し
合いが持たれた。土地が互いに隣接し合う
氏族は，通常，親族関係にあるので，ヴォ
ニ氏族とデライ氏族は，とりわけ親しい関
係にあった。両氏族は，話し合いの中で，
この土地に一人の首長を連れてくることで
合意し，その一人の首長に対して忠誠を誓
うことに賛成した。
　しかし，一体誰が首長を連れてくる
のか。この大役を買って出たのがデラ
イ氏族のラテイであった。彼は自らの
力（kaukaua）を信じ，ナイタシリ地方
のヴニンダワ地域から首長を授かり，デ
ライヴォニ山脇に位置するマタキダワサ
ム（Matakidawasamu）に帰ってくるこ
とを，ヴォニ氏族に約束した。ラテイは，
デライ，ヴォニ両氏族の同伴者と共に，デ
ライヴォニ山を抜け，隣接するナバウタ
ンバ（Nabautaba）氏族の土地へ向かっ
た。隣接する氏族間の親族関係を利用でき
ると考えたためである。ナバウタンバ氏族

の土地に辿り着くと，ラテイは，ヴニン
ダワまで彼らの土地の首長を授かりにゆ
く，という目的をナバウタンバ氏族に告
げ，彼らの土地を通してもらうように懇願
した。ナバウタンバ氏族は，その要求を受
け入れ，ラテイ一行が彼らの土地を通過す
ることを許し，一行を，次なる氏族，ゲレ
マ（Qelema）氏族の土地であるナサイン
ビトゥ（Nasaibitu）まで案内した。ナサ
インビトゥに到着すると，ラテイ一行に付
き添っていたナバウタンバ氏族の従者が，
『ここにいる私の親族（wekaqu）は，ヴ
ニンダワへ彼らの首長を授かりに行こうと
している。どうか，あなた方の土地を，彼
らのために開いてもらえないか。』と願い
出て，ゲレマ氏族の許しを得る。この頃ま
でに，ラテイ一行は，通過した各々の氏族
から同伴者を従えていたことによって，大
人数になっていた。その後，ゲレマ氏族の
案内により，さらに南西へと下り，ナヤヴ
（Nayavu）に集落を構えていたロコトゥイ
ンバウ（Rokotuibau）氏族の土地にたど
り着く。そこでも，彼らの土地を通過する
許可を得たラテイ一行は，タイレヴ地方と
ナイタシリ地方を分け隔てているワイニン
ブカ川を渡り，いよいよヴニンダワへとた
どり着く。そこに集落を構えていた氏族の
名は『ダワサム（Dawasamu）』，村の名
は『ナコロヴァトゥ（Nakorovatu）』であ
る。ラテイは，ダワサム氏族から，『ナゾ
ウ（Naco）』という一人の男子を，自らの
土地の首長とするべく授かった。
　ナゾウを授かった後，ラテイ一行は，やっ
て来た道を戻った。まず，ロコトゥインバ
ウ氏族のナヤヴを通過し，ゲレマ氏族のナ
サインビトゥへたどり着く。ここで，一行
に付き添っていたロコトゥインバウ氏族の
従者は，彼らの土地へと帰ってゆく。ナバ
ウタンバ氏族の土地にたどり着いたところ
で，ゲレマ氏族の従者は彼らの土地へと帰
る。そして，ついにヴォニ氏族の土地へと



25浅井優一：首長再生と悪魔排除

たどり着いた。ラテイは，ヴォニ氏族との
約束通り，首長となる男子「ナゾウ」と共
に，ヴォニ氏族の土地への入り口，マタキ
ダワサムへあと僅かな所に到着した。
そこでラテイは，『我々は帰った！』（“Da 

sa lesu.”）という歓喜の声を上げ，首長を
連れてくる任務が完了し，一行の解散を宣
言した。しかし，この雄叫びを聞いたナゾ
ウは，恐れおののき，次のように言った。
『私は，食べられてしまうのだろう。』ラテ
イの雄叫びを聞いたナゾウは，自分は首長
になるために，この土地にやって来たので
はなく，本当は，その場所で殺され，食べ
られてしまうのだと考えたのである。そし
て，その恐怖と失望から，自らが立ってい
た地面に跪いた。そして，ラテイの足にし
がみつき，『殺さないでほしい。』（“Me'u 
bula.”）と懇願した。ラテイは，『あなた
は決して殺されたりはしない。私はあなた
を，この土地の首長になってもらうために
連れてきたのだから。』と告げた。ナゾウ
が跪いたその場所こそ，『タマ・トゥレセ』
（Tama-turese）39）である。ラテイは，跪い
たナゾウを引き上げ，彼と共にマタキダワ
サムへと足を踏み入れ，ヴォニ氏族へナゾ
ウを預け，自らの土地ナザギ山へと帰った。
ナザギ山へ帰り，暫く経った後，ラテイ
はナゾウへ思いを馳せた。『私は，彼をこ
の土地に連れてきたは良いが，彼をヴォニ
氏族に預けたまま，自らの土地に帰って来
てしまったではないか。私が取った行動は，
まるで，いらないものを捨てるような行為
（ソヴァ・ベヌ；sova-benu）ではなかっ
たか。』このように感じたラテイは，その
後，再びヴォニ氏族のもとを訪れた。そし
て，ナゾウについて尋ねた。ヴォニ氏族
は，ナゾウはヴォニ氏族のものであり，彼
らが守っていると主張した。しかし，ラテ

イは『彼は，あなた方だけではなく，この
土地の首長になるべくしてやってきたはず
だ。』と告げた。ラテイの訴えを了解した
ヴォニ氏族は，その後，デライ氏族のナザ
ンギ山の北西部に住んでいたワイレヴ
（Wailevu）氏族に，ナゾウを土地の首長
にするための知らせを送った。知らせを受
けたワイレヴ氏族は，ヴォニ氏族のもとを
訪れ，ナゾウを土地の首長として頂き，彼
に対して，自らのビロを下向きにすること
（ナゾウを自らよりも高位の存在として忠
誠を誓うこと）に同意した。その知らせは，
ワイレヴ氏族に隣接する他の氏族等（ナヴ
ニセア，ラウ，トヴァ，ナギロギロ，タイ，
各氏族）の元へと次々に届けられ，これら
全ての氏族が，ナゾウを首長とすることに
賛同した。そして，ナゾウを首長として即
位させる儀礼が，ヴォニ氏族が主導して執
り行われ，ダワサムという土地が創られた
のである。」

以上の語りによって，デライ氏族の氏族長
ナイタウは，1）ダワサム地域の最初の首長
は，ナイタウ率いるデライ氏族の先祖が，現
在のナイタシリ地方ヴニンダワ地域から連れ
てきたこと，2）その後，彼はナザニエリ率
いるヴォニ氏族の先祖に預けられ，ヴォニ氏
族が彼を首長として即位させ，ダワサムとい
う土地が創られたことについて明らかにした。
ダワサム地域においては，「最初の首長は，
デライ氏族が連れてきた」という漠然とした
理解が，地域の長老たちの間で緩やかに共有
されていたと考えられるが，通常そうした知
識は，それぞれの氏族の歴史や秘密として氏
族内で保持される傾向が強く，他の氏族が，
それに関する詳細な語りを耳にしたことは，
多くなかったと考えられる40）［cf. 小川 2002: 
38-39］。したがって，ナイタウの語りは，

39） 「聞き（tama)」，そして，「崩れ落ちる（turese）」という意味。
40） 通常，デライ氏族は，ナタレイラ村に住んでいる（た），以下の 5つの系族（マタンガリ），ナワラ

イ（Nawarai）・ナムロムロ（Namulomulo）・ララ（Rara）・ワインドゥア（Waidua）・ス ↗
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地域の長老たちによって曖昧な形でしか共有
されていなかった土地の「過去の姿」を，氏
族の「秘密の開示」という形を取って具体化
されたことによって，語りの「真実性」が強
く印象付けられることとなった。さらに，そ
のような「過去」を知るナイタウ本人，彼が
率いるデライ氏族，その仲間としてのヴォニ
氏族は，土地の「過去の姿」を知る氏族，土
地の創世者の子孫であるとして，強く権威化
される結果となったと考えられる。

3　古くて正しい「あるべき過去の姿」
ナザニエリ等は，こうしたナイタウによる
語りの具体性に驚き，「我々が探し求めてい
たのは，これだった。啓示が，我々をここに
導いた理由は，これにあったのだ。」と述べ
た。ナイタウは，即位儀礼の開催に賛成の意
を表明すると共に，それに対して反対する首
長の側近たちについて，以下のように述べた。

「彼ら（反対する側近たち）のことは，放っ
ておけばよい。彼らは，ダワサム地域の民
ではなく，ラ地方出身者（よそ者）である。
この土地の民である我々の先祖が，ラ地方
からやって来た彼らを受け入れ，ヴニンダ
ワ系の首長の世話人に当てた。彼らに即位
儀礼を実行することは，そもそも不可能で
ある。それを実行できるのは，我々，土地
の本当の民だけであり，それが，古くて正
しい，土地のあるべき姿である。」

この日のやり取りによって，ヴォニ，デラ
イ両氏族は，以下のことを確認した。1）元
来ダワサム地域に住んでいたのは彼らの祖先
であり，その子孫である彼らが，「土地の本
当の民」であること，2）最初の首長を連れ

てきて即位させたのも，「土地の本当の民」
である彼らの祖先であったこと，3）反対す
る首長の側近たちは，元来ダワサム地域にい
た「土地の本当の民」ではなく，ラ地方から
やって来た「よそ者」の子孫であったこと，
4）したがって，首長の側近たちが地域内の
政治的力を握る現在の土地の状況は「誤った
姿」であり，「土地の本当の民」が首長の即
位儀礼を開催し，彼を即位させることが，土
地の「あるべき姿」であること，以上 4点で
ある。
これによって，ヴォニ，デライ両氏族は，
土地の「過去の姿」を，即位儀礼の開催，あ
るいは，反対者の排除という，彼らの目的意
識に即して，土地の「あるべき姿」として再
解釈した。つまり，「首長の即位」によって，
現在（今ここ）の土地の姿を，過去（彼岸）

の姿に戻すことが，「悪魔の排除」となるこ
と，言い換えれば，「彼岸：今ここ」，「首長：
悪魔」，という構図を下敷きとして，そこに
「土地の本当の民：よそ者」という新たな範
疇を類推的に拡大させた。そして，そうした
図式を喚起することによって儀礼開催という
主張を正当化し，反対する首長の側近たちを，
正統ではない「よそ者」として排除可能にし
ようとしたと考えられる。

Ⅳ　「土地の民」と「カイ・ラ」

以上，ヴォニ氏族とデライ氏族の団結を切
掛けに，ダワサム地域に存在する他の氏族も，
次々に即位儀礼の開催に賛同し始め，儀礼実
現への機運が一気に高まっていった。そして，
2009年 11月から 2010年 4月に掛けて，ヴォ
ニ氏族，デライ氏族，ナシヌ（Nasinu）村
に住むトヴァ（Tova）氏族が運営の中心と

↗ ヴェナイカ（Suvenaika）から構成されていると考えられているが，実は，デラカンド村にも，ナ
ヴニヤシ（Navuniyasi）というデライ氏族の最高位系族を自称する一派が住んでいる。そのよう
な事情もあり，デライ氏族の中でも誰がどのように首長を連れてきたのか，といった詳細な知識に
ついては様々な意見があり，ダワサム地域内部のその他のほとんどの氏族は，それを知らなかった
可能性が高い。
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なり，即位儀礼の具体的な計画を立てる会議
が，開催に反対する首長の側近たちや，彼ら
に近い長老・氏族の成員を排除した形で，4
回に亘って開催された。
本節では，これらの会議において，前節で
記述したナイタウによる語り，つまりダワサ
ム地域における「最初の即位儀礼」をモデル
として，即位儀礼が計画されたことを確認す
る。言い換えれば，儀礼開催という目的意識
を伴って再解釈された土地の「過去の姿」を，
現在の時空において再現（re-present）する
ものとして，即位儀礼が計画されたことを明
確にし，「彼岸：今ここ」という構図に，さ
らなる範疇を類推的に拡大することによっ
て，伝統となっていた開催地の変更，つまり
「伝統」の再解釈による「伝統」の覆しに成
功してゆく過程を考察する。

1　土地の「過去の姿」を映す即位儀礼
儀礼開催に向けて具体的な計画を練るた
めの一連の会議が，地域内に存在する各氏
族の長老を中心に，2009年 11月に一回，12
月に一回，2010年 1月に一回，山岳地帯の
麓に位置し，ヴォニ氏族の住むデラカンド
（Delakado）村において開催された。一部を
除き，反対派は，いずれの会議にも参加して
いない。
第 3回目の会議では，即位儀礼をデラカン
ド村で行うことが議決された。この決定は，
当該地域の住民たちにとっては重要な意味を
持った。これまでの首長の即位儀礼は，首長
の住まいとして定められているドゥリティ
（Driti）村で行われるのが通例とされてきた
からである。そのような通例を変更すること
は，土地の「あるべき姿」に反する，誤った
（cala）行為となり，「悪魔」の力による災い
や，人の死を招く原因になると考えられる傾
向が強い。しかし，首長として即位するペニ・
ワンガが居住しているドゥリティ村には，こ
の即位儀礼に一貫して反対し続けている「マ
タニヴァヌア」のアリオケが住んでいること

から，彼の同意が得られない限り，ドゥリティ
村で即位儀礼を開催することは，事実上不可
能である。そうした状況下，ナザニエリ等は，
彼らの住むデラカンド村で即位儀礼を開催す
ることを提案する。そして，そのような「伝
統の変更」を正当化する根拠として，再び土
地の「過去の姿」が言及され，それまでは明
言されていなかった，最初の即位儀礼が行わ
れた場所が，新たに議論されるに至る。
例えば，なぜ即位儀礼はドゥリティ村では
なく，デラカンド村で行うことが可能なのか，
という筆者による再三の質問に対し，ナイタ
ウは，次のように答えている。

「最初の首長は，我々デライ氏族が，この
土地に連れてきた。我々は彼をヴォニ氏族
に預けた。そしてヴォニ氏族が，彼の最初
の即位儀礼を開催したのだから，当然，今
回の即位儀礼も同様に，我々によって，我々
の土地において行われなければならない。
それが，土地のあるべき姿である以上，そ
のやり方以外に儀礼を執り行う仕方は存在
しない。土地の本当の民にしか，この儀礼
は遂行できない。」（2010年 3月 4日，デ
ラカンド村にて収録。）

ナイタウは，儀礼の開催は，彼ら「土地の
民」にしか実行し得ないこと，儀礼の開催は
必ず達成され，反対者たちは必ず排除される
こと，そして，儀礼の開催地も，既に神話に
よって定められていると強調した。そして，
実際に即位儀礼は，一連の会議を通して，ナ
ザニエリ，ナイタウ等が解釈した土地の「過
去の姿」にしたがって，計画立てられてゆく
のであるが，懸案となった儀礼開催場所の変
更は，以下のように解決が図られた。以下は，
2010年 3月 4日にナザニエリが筆者との会
話の中で述べた内容である。

「最初の首長は，デライ氏族に伴われてダ
ワサム地域にやって来た。そして，ヴォニ
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氏族の元に渡り，ヴォニ氏族の土地におい
て，最初の即位儀礼が行われた。今回の即
位儀礼も，まずデライ氏族が，ペニ・ワン
ガを，彼が住むドゥリティ村から，ヴォニ
氏族の待つデラカンド村へ連れてくる。そ
こで，デライ氏族が彼をヴォニ氏族へ手渡
す。そして，ヴォニ氏族が，その他の氏族
と共に，デラカンド村において，ペニ・ワ
ンガを首長として即位させる（カヴァを飲
ませる）。そして，一連の儀礼が終了した
後に，首長は，再びデライ氏族と共にドゥ
リティ村に戻る。そこで改めて，彼をダワ
サム地域の首長としてドゥリティ村に据え
置く儀礼（ヴァカティコリ；vakatikori）
を行い，儀礼の全行程を終了する。」

そして賛成派は，反対派を排除したまま，
土地の「過去の姿」を映し出すものとして，
そして本当の土地の民による，過去の正しい
姿へ，という強い決意の元に，即位儀礼の準
備を着々と整えてゆく。デラカンド村では，
ペニ・ワンガにカヴァを飲ませる儀礼（ヴェ
イヴァグヌヴィ）を行い，儀礼開催中にペ
ニ・ワンガが身を置く儀礼の家（bure）が，
2010年 2月下旬から建築され，儀礼の詳細
な行程，どの氏族の誰が，どのような役割を
担うのかなどが次々と計画されていった。
土地の「過去の姿」をそれ自体として体現
する場として儀礼が綿密に計画されることに
よって，儀礼開催地の変更が「伝統」の変更
ではなく，「誤った姿」を「あるべき姿」に
戻すことであると，儀礼開催の賛成派は正当
化できたと考えられる。つまり，彼らは，土
地の「過去の姿」に新たな解釈を加え，それ
を忠実に体現するもの，いわばダワサム地域
の原初を，透明に映し出す鏡（icon）として
即位儀礼の計画を立てた。このように，儀礼

開催地に関する範疇が類推的に喚起されたこ
とにより，反対派が反対の正当性を公然と主
張できた根拠，開催地の変更は「伝統」に反
する行為だ，という切り札は跳ね除けられて
しまった。その結果，反対派（首長の側近た
ち）の「反・伝統性」，その地位の「偽性」
が一層明瞭に可視化される結果となり，した
がって，彼らは地域から排除されるべき存在
となってゆく。ナザニエリは，筆者との会話
の中で，以下のように述べている。

「彼ら（反対派の先祖）は，我々（ヴォニ
氏族）がダワサム地域に受け入れた。そし
て，我々が彼らに首長の世話人としての地
位（itutu）と土地を授けた。それも知ら
ずに，その義務（itavi）を果たす気がない
のなら，very sorry（この土地から去りなさ
い）。」（2010年 3月 4日，デラカンド村に
て収録。）

土地に対して請け負った義務を全うしない
者たち，あるべき土地の姿／本当の伝統を受
け入れず，誤った伝統を体現し続ける者たち，
つまり，反対派は，土地に「悪魔」を呼んで
いる張本人となる。彼らの存在は，その意味
において，賛成派が土地から追い払おうとし
た「悪魔」に等しかった41）。すなわち，首長
の即位による悪魔の排除という構図が，儀礼
開催賛成派による反対派の排除という構図へ
と類推化されてゆくのである。

2　行政を交えた会議
そして，予定されていた儀礼開催日の 1週
間前（2010年 4月 6日），NLFCタイレヴ
地方行政区担当官（Roko tui）とその補佐
官（Roko veivuke）のヴェレシ・サクニト
ガ（Veresi Sakunitoga），そして儀礼開催反

41） 例えば，フィジーでは，自らの仕事や義務を全うしようと努力しない者たち，例えば，毎晩カヴァ
に飲み耽けり，農作業や家事を怠け，共同作業に従事しようとしない者，教会での礼拝に参加しな
い者などは，「悪魔に取り憑かれている」，あるいは「悪魔そのものだ」などと揶揄されることが頻
繁に見られる。
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対の急先鋒であったアリオケ・コロンドゥ
アンドゥア（マタニヴァヌア），セヴァナイ
ア・マイラヴェ（サウトゥラガ）を含む，地
域内に存在するほぼ全ての氏族（その長老た
ちと中年層の男性たち）が一同に会し，間
近に迫った即位儀礼の是非を問う最終会議
が，ドゥリティ村とデラカンド村のほぼ中間
に位置する，ダワサム小学校（Dawasamu 

Primary School）の校舎を借りて開催された。
この会議は，1）計画中の即位儀礼開催に
関して，地域内で意見が割れていること，2）
開催地が「通例」のドゥリティ村ではなく，
デラカンド村で計画されていること，主に以
上 2点について再議論し，儀礼開催の是非を，
地域の長老と行政を交えて判断するという趣
旨の基に行われた42）。担当官が司会を務め，

写真 2． デラカンド村に建てられたヴェイヴァグヌヴィの行われる家
　　　（撮影日：2010年 4月 15日）

写真 3．家（写真 2）の内装（撮影日：2010年 4月 15日）
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意見があるものは挙手をして述べるという形
式で行われた。ここで議論の主導権を一貫し
て握ったのは，ナザニエリだった。
ナザニエリは，まず，ダワサム地域の首
長の系譜を，次のように説明した。28年前，
暫定的首長の座にあったスリアシ・デライが
死去した際，次なる首長位の継承者を選択
するために，ヴニンダワ系最後の子孫アン
ディ・リティアを，ゴマ島からダワサムの地
に召喚したのがヴォニ氏族であったと指摘
し，そこで彼女がペニ・ワンガを，ヴニンダ
ワ系の首長位を継承する人物として選び，そ
れをダワサム地域全ての氏族が承認したこと
を説明した。この説明によってナザニエリは，
ダワサム地域の首長位の継承は，常にヴォニ
氏族が取り仕切ってきたのであり，ヴォニ氏
族を中心にして計画されている現在の即位儀
礼もまた，これまでの伝統に照らして正統な
ものであることを訴えた。
それに対し，儀礼開催の反対派からも，意
見が述べられた。まず，首長のサウトゥラガ
であるセヴァナイア・マイラヴェは，以前に，
ナザニエリによる儀礼開催の要求を，ペニ・
ワンガが拒否した際，即位儀礼は行わないこ
とをナザニエリ自身が了承したこと，さらに，
その画策を取り消し，その行為の「罪」を浄
化するための儀礼も行ったことに言及し，ナ
ザニエリが決定を二転三転させた点を批判し
た。続いて，首長のマタニヴァヌアであるア
リオケ・コロンドゥアンドゥアは，即位儀礼

についての論議を行う一連の会議が，首長と
マタニヴァヌアが共に暮らすドゥリティ村で
はなく，デラカンド村で一方的に開催された
点を批判した。これらの言及を受けて，担当
官は，ナザニエリに対し，デラカンド村で計
画されている儀礼の正当性についての説明
を，改めて求めた。ナザニエリは，以下のよ
うに応えた。

　「ダワサムの首長は，元来，ヴニンダワ
からやって来た。デライ氏族の氏族長が，
彼をこの土地に連れてきた。デライ氏族は，
その首長を私（ヴォニ氏族）に渡し，私に
彼を首長にする権限を委ねた。なぜなら私
が，この土地のトゥラガ（turaga43））であっ
たから。そして私は，その男子に対し，『こ
れが私のビロ（カヴァの器）です。あなた
は，このカヴァを飲むのです。』と告げた。
その知らせは，この土地に住んでいた他の
氏族の元へと届けられ，我々全ての氏族
が，彼を首長として忠誠を誓うことに賛成
した。そして，我々は「デラナ（delana；
「丘」の意）」において，彼の即位儀礼を行っ
たのである。
　しかし，ある時を境に，氏族内の地位の
逆転が起こった。「カイ・ラ（よそ者）」で
あるセヴァナイア（ナマラレヴ系族）が，
我々に取って代わってサウトゥラガの地位
に着いた44）。それによって，「本当の土地
の民」である我々は外に追いやられ，以来，

42） 補佐官（Roko veivuke）のヴェレシ・サクニトガは，デラカンド村で行われた全ての会議に同席
していた。そして，会議での決定事項は，担当官（Roko tui）に報告されていたという。担当官と
補佐官は，即位儀礼開催によって，賛成派と反対派の対立が地域の分裂に繋がらないよう，計画さ
れている儀礼や即位する人物が，「伝統」に則った正しいものであることを，儀礼開催の前に，地
域全体で再確認する必要があると考えていたという。

43） 首長，あるいは，尊敬の意を込めて成人男性に充てられる言葉。
44） 実は，セヴァナイアは，NLFCの記録上では，ナザニエリと同じヴォニ氏族で，その最高位のナ

マラレヴ系族に属している。ナザニエリは，ナンボロ（Naboro）系族に属しているが，その地位
は，ナマラレヴ系族の次に位置づけられている。これがヴォニ氏族内の系族間の地位関係に関わる
大きな問題と考えられている。ナザニエリ等による伝承では，元来，ナンボロ系族が，ヴォニ氏族
の最高位に位置しており，彼らは，ラ地方からダワサム地域にやって来たセヴァナイア（の先祖）を，
ヴォニ氏族として受け入れたことになっている。しかし，NLCによる土地所有の調査が行われた際，
ナマラレヴ系族が「真実」を偽って報告し，ナンボロ系族に替わってナマラレヴ系族が，ヴォ ↗
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首長の即位儀礼は，彼らによって，彼らが
住む「ラ（ra；「下」）」で行われるように
なった。その後，間もなくして，ヴニンダ
ワ系首長の系譜は途絶えてしまった。なぜ
なら，我々本当の「土地の民」ではなく，
彼らが「ラ（ra）」で即位儀礼を行うこと
は，土地にとって「誤った（cala）」こと
だったから。我々は，その後，ヴニンダワ
系首長の最後の子孫，アンディ・リティア
を彼女の嫁ぎ先から召喚した。彼女は，ペ
ニ・ワンガに，その系譜を継承するよう告
げた。その後，彼ら首長の側近たちは，ペ
ニ・ワンガの即位儀礼の計画を立てたこと
はあったが，どれも失敗に終わった。
私は，これ以上，土地を裸のままにして
おけないと考え，ここ数年来，即位儀礼の
開催を画策してきた。それは，土地を「あ
るべき（dodonu）姿」に戻すことであり，
我々が土地の本当の民であるから。丸 2年
が経ち，ようやくペニ・ワンガが首を縦に
振った。私は，この土地の全てのものが，
即位儀礼に賛成するように努力してきた。
なぜなら，最初の首長を即位させた時，我々
全ての氏族が意を一つにし，彼への忠誠を
誓ったのだから。しかし，その即位儀礼が，

「土地の民」ではない，彼ら「カイ・ラ」
によって行われ，我々の存在は無視され続
けた。そのような事態は許されない。行政
官，あなたに伝えたい。山から海岸に至る
まで，私がこの「土地の本当の民」であ
り，最初の首長に土地を与えたのです。首
長が首長の証として所有するビロ（カヴァ
の器），この私がその与え手，最初の所有
者なのです。」

ナザニエリは，担当官と補佐官，そして，
この会議に集まったダワサム地域の各氏族の
長老たちを前にして，このように訴え，彼ら
が，デラカンド村において開催を計画してい
る即位儀礼が，土地の「伝統」に忠実なもの
であることを主張した45）。そうしたナザニエ
リの発言を受け，担当官は，デライ氏族の氏
族長であるナイタウを指名し，デラカンド村
における儀礼の開催と，ナザニエリの見解に
賛成しているか否かを問うた。ナイタウはそ
れに対し，「了解している。（Sa donu.）」と
答え，それに異を唱える者は誰もいないこと
が，担当官によって確認された46）。当会議を
もって，儀礼の実行が行政によって承認さ
れ47），賛成派の計画通り，2010年 4月 15日

↗ ニ氏族の最高位に就いたのだとする。それ以来，ナンボロ系族は，元来有していた地域内での政治
的力を失い，替わってナマラレヴ系族が，「サウトゥラガ」として首長に関わる儀礼を取り仕切る
ようになったという。ナザニエリは，この出来事以降，土地は「あるべき姿」を失い，よって，ヴ
ニンダワ系の首長の系譜は途絶えたと考えている。これに類似した問題は，現在フィジーにおいて
頻繁に発生している［cf. 宮崎 2002］。

45） ナザニエリは，Fiji Times紙の取材に対しても，同様の見解を述べている［Fiji Times: Saturday, 
April 17, 2010］。

46） アリオケやセヴァナイアが，なぜそれ以上反論しなかったのかについては，以下の様な理由が考え
られる。当会議において，ナザニエリは担当官に対し，意見を述べ終えたセヴァナイアに関して，「セ
ヴァナイアは，（ラ地方の）ナコロトゥンブ（Nakorotubu）出身者（の子孫）です。」と述べ，彼
の出自を暴露しようとし始めた場面があった。セヴァナイアは，即座に「それは，ここで話される
べき事柄ではない。」と反論し，一触即発とも言える重苦しい雰囲気が会場を包んだ瞬間があった。
セヴァナイア，そして，アリオケは，知られたくない自らの出自（ラ地方出身者の子孫であること）

に関わる「秘密」を，ナザニエリに握られているという弱みがあり，それが公然と暴露されること
を恐れ，それ以上の反論をしなかったものと思われる。ただ，そのことよりも，根本的な理由は，
ナザニエリやナイタウ等による神話／伝統の語りに匹敵する具体性，真実性を伴った語り，それを
覆すだけの語りを行えなかったからであると考えられる。

47） 担当官は，こうした決定に関して，異議申し立てがある場合は，それを文書にして届けることが可
能である旨を，会議終了前に，会議に出席した男たち全員に述べている。実際，即位儀礼の開催後

（2010年 5月中），アリオケに近しい人物等が，首都スヴァにあるNLFCを訪れ，儀礼開催ま ↗
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から 17日に掛けて，デラカンド村において
即位儀礼が実行されるに至る。
この会議によって，以下の事柄が確認され
た。1）ヴォニ氏族が，「最初の首長」を即位
させた「土地の本当の民」であり，首長の側
近たちは「カイ・ラ」（ラ地方の人／よそ者）

であること，2）ヴォニ氏族が住み，最初の
即位儀礼が行われた場所は「デラナ」（丘）

であり，首長の側近たちの住む「ラ」（下）

ではないこと，3）したがって，「土地の本当
の民」が「デラナ」（内陸部に位置するデラ
カンド村）において，即位儀礼を行うことが
「あるべき姿」であり，「カイ・ラ」が「ラ」（沿
岸部に位置するドゥリティ村）において，即
位儀礼を行う現在の姿は「誤った姿」である
ことが，NLFC傘下の担当官と共に明示化
されたのである。
これにより，前節までで，「彼岸：今ここ」，

「首長：悪魔」，「本当の土地の民：カイ・ラ
（よそ者）」として可視化されていた神話／伝
統に関する解釈枠組みに，儀礼の開催地に関
わる範疇「デラナ：ラ」が，新たに類推化さ
れたと言える。そのような枠組みに基づいて
計画される即位儀礼の開催が，国家の権威を
背負った担当官によっても承認されたことに
より，「賛成派」と「反対派」の力関係は，「神
話／伝統」と「国家」という二つの権威に
よって，転覆寸前に至ったのである。

3　「首長の再生」と「悪魔の排除」
このようにして承認されたダワサム地域
の即位儀礼が，2010年 4月 15日から 17日，
28年ぶりにデラカンド村において実行され
た。同儀礼は，その前後で行われた諸儀礼
を含め，3～4日間に亘る壮大なものであり，

そこで行われた儀礼的発話などに焦点を当て
た，儀礼自体の詳細な分析を要する出来事で
ある。ここでは，儀礼開催までの過程を記述・
分析するという本稿の目的に照らし，同儀礼
が，いかに賛成派の再解釈した神話，土地の
「過去の姿」を体現したものであったかを，
デライ氏族とヴォニ氏族の行動を中心に，そ
の概略のみ記しておく。
儀礼開催前夜（2010年 4月 14日）から，
多くがデラカンド村に滞在していたデライ氏
族，約 30名の男性たちは，2010年 4月 15
日，午前 9時過ぎ，ドゥリティ村のペニ・ワ
ンガ宅に到着する。到着後，ナイタウは，ペ
ニ・ワンガに対し，ダワサム地域の「伝統」，
あるべき過去の「道」（sala）にしたがって，
ペニ・ワンガを迎えに来たこと，そして，デ
ラカンド村では他の氏族たちが，彼を即位さ
せるべく待っていることを告げ，デライ氏族
と共に，デラカンド村へ赴くことの許しを請
うた。ペニ・ワンガは，それを了承する。
午前 10時過ぎ，デラカンド村に到着した
デライ氏族とペニ・ワンガは，ナザニエリの
自宅に向かい，そこでデライ氏族は，ペニ・
ワンガをナザニエリに預けた。ペニ・ワンガ
と，ナザニエリは，そこで，女性たちの助け
によって，儀礼用の衣装に着替えさせられた。
午前 10時 50分，着替えを終えたペニ・ワ
ンガは，ナザニエリともう一人のヴォニ氏族
の男性（エヴェレティ48））と共に，カヴァを
飲む儀礼を行うために建てられた家へ向かっ
た。家の中では，地域内の各氏族を代表する
長老，キリスト教（メソジスト派）牧師等が
ペニ・ワンガを迎え入れた。11時 30分，ペ
ニ・ワンガの到来を祝福する一連の儀礼が執
り行われた後，即位儀礼において最も重要な

↗ での手続きに問題があった（つまり，首長の側近が計画を立てるのが伝統であったはずが，今回は，
そうではない他の氏族がその計画を強行で推し進めた）と申し出たようである。しかし，NLFC
側は，氏族登録台帳（Vola ni kawa bula）に基づき，首長となったペニ・ワンガが，首長となる
べく正しい人物であることを確認すると，儀礼の計画段階など，それ以上の事柄に関しては，地域
側の問題として関心を示さなかったようである。

48） 即位儀礼開催中は，彼が，アリオケに替わって，首長の「マタニヴァヌア」としての役割を担った。
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儀礼である，カヴァを飲ませる儀礼（ヴェイ
ヴァグヌヴィ）が行われ，ナザニエリによっ
て渡されたカヴァを，ペニ・ワンガが飲んだ。
その後，牧師によって，ペニ・ワンガがダワ
サム地域の首長となったことが宣言され，即
位儀礼における最重要儀礼が終了した。
翌日の 4月 16日は，ヴェイヴァグヌヴィ
から 4日間のタブー期間の終了を祝すヴァカ
ボンギ・ヴァ（vakabogi-va）儀礼が，日程
を早めて行われた。そして，最終日 17日は，
ダワサム地域の首長として，ペニ・ワンガを
改めてドゥリティ村に住まわせる儀礼（ヴァ
カティコリ；vakatikori）が行われた。この
儀礼は，ドゥリティ村にあるペニ・ワンガ一
家の旧屋敷で行われた。この儀礼を開催する
ために，デラカンド村に滞在していた全ての
氏族は，ペニ・ワンガよりも先に，ドゥリティ
村へ向かった。午前 10時頃，ペニ・ワンガは，
往路と同様，デライ氏族に付き添われて，ドゥ
リティ村に到着する。屋敷に入る数十メート

ル手前で，ペニ・ワンガの到着を祝す儀礼が
執り行われ，そこからペニ・ワンガは，ヴォ
ニ氏族とデライ氏族とともに屋敷に入った。
屋敷の中で，地域内の全ての氏族の長老，キ
リスト教牧師等と共に，ペニ・ワンガがダワ
サム地域の首長としてドゥリティ村に住まう
ことを宣言する一連の儀礼が執り行われ，即
位儀礼の一連の行程が終了した。
このように，当該儀礼は，デライ氏族の氏
族長であるナイタウと，ヴォニ氏族の氏族長
であるナザニエリを中心にして再解釈された
土地の「過去の姿」，つまり，ダワサム地域
が創世された最初の即位儀礼をモデルとし，
それを忠実に再現する形で実行されたと言え
る。そのように，土地の「神話」を，「今こ
こ」に顕現させる儀礼を執り行うこと，つま
り，曖昧で不確定な「神話的テクスト」を，
まさに「神話テクスト化」させることによっ
て，「今ここ」の儀礼賛成派と反対派の力関
係を転覆させること，言い換えれば，「儀礼

写真 4． ペニ・ワンガの邸宅（ドゥリティ村）へ向かうデライ
氏族（撮影日：2010年 4月 15日）
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開催賛成派―本当の土地の民―デラナ（丘）」
という等式と，「儀礼開催反対派―カイ・ラ
（よそ者）―ラ（下）」という等式を定立し，
前者が後者に取って代わることを実現させた
と言えよう。これによって，土地を「誤った
姿」から「あるべき姿」へ，「現在の姿」を
「過去の姿」（神話の姿）へと復元した。すな
わち，「首長の再生」と同時に「悪魔の排除」
を完遂したのである。

Ⅴ　考察

以上，本稿は，フィジー諸島共和国，ダワ
サム地域において，首長の即位儀礼の開催を
切望する声が高まってから，それが実行され
るまでの過程に分析の焦点を当てた。その過
程では，当該地域の長老を中心にして為され
た，「神話」についての語りに着目し，土地
の「過去の姿」が「今ここ」の現実世界の「正
しさ」や「正統性」を担保／統制する枠組み

写真 5． ヴェイヴァグヌヴィの行われる家へ向かって歩くペニ・ワ
ンガ（撮影日：2010年 4月 15日）

写真 6．ドゥリティ村に戻ってきたペニ・ワンガと護衛するデライ氏族とヴォニ氏族
（撮影日：2010年 4月 17日）
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として参照された点を指摘した。そのように
価値付けられた「彼岸」と「今ここ」という
構図を下敷きとしながら，自分たちを含んだ
地域的コンテクストを類推的に重ね合わせて
ゆくこと，言い換えれば，議論の展開に応じ
て，神話的テクストの再解釈を重ねながら，
最終的にそれを儀礼においてテクスト化する
行為を通して，実際の地域内部における氏族
間の力関係を再編成する過程，新たな権力構
図が創出された軌跡の分析を行った。本節で
は，再度，そうした再解釈の過程が，個々の
文脈の変化と共に，どのように推移したのか
について考察を附す。

1　いかに首長を即位させるのか
まず，ナザニエリに率いられたヴォニ氏族
が，首長の即位儀礼開催に関する画策に着手
した理由は，ダワサム地域における，「首長
の不在」が，当該地域に「悪魔」を呼んでい
る原因，つまり，当該地域において発生して
いる様々な災いや問題の根本的原因である
と，彼らが認識したことにあった。彼らの要
求は，首長に対して「カヴァを飲んでもらう」
こと，すなわち「首長を即位させること」，
この点に限定されていたと言える。つまり，
「首長の存在／不在」が，現在の土地の状態
の良し悪しを判断する基準として参照され，
土地には「伝統的に，首長が存在してきた。
したがって，現在も首長は存在しているべき
だ」と解釈されるに至った。このように，首
長が不在である現在（今ここ）の土地は「不
完全な状態」であり，「首長を即位させるこ
と」によって，それを「完全な状態」（彼岸）

に戻すこと，それが「悪魔を排除すること」，
土地を「あるべき姿」に復元することである
と考えられたと理解できる。

2　誰が最初の首長を即位させたのか
即位儀礼開催の画策が進行する中で，首長
となる人物ペニ・ワンガからは賛成を得る
も，ダワサム地域において，それまで首長に

関する地域の儀礼を取り仕切ってきた側近た
ちの強い反対に見舞われた。そのような状況
の変化に応じて，「いかに首長を即位させる
のか」へと焦点化したナザニエリ等の画策
は，「誰が首長を即位させるのか」を巡った
議論へと変容することになる。この時点にお
いて，彼らの画策は，首長に（地域内部の政
治的制度上）より近い，特権的地位を有する
側近たちに対する「反旗の翻し」という目的
意識が，それ以外の氏族の間で共有されて
いったと考えられる。そうした過程で為され
た語りが，第Ⅲ節 2項で詳述した，「最初の
首長は，デライ氏族と共にダワサム地域に到
来し，ヴォニ氏族によって即位させられた」
ことについての語り，つまり（ヴォニ氏族に
賛同した）デライ氏族による「神話について
の語り」であり，首長の側近たちによる強い
反対を封じ込めることが可能な，規範／権威
として参照されたと言える。そうして再解釈
された「過去の姿」に忠実であること，首長
を即位させるのみならず，首長を即位させる
人物・氏族が，最初の首長を連れてきた氏族，
彼を即位させた氏族であること，これが土地
の「あるべき姿」を体現するものとして，「今
ここ」と「彼岸」という構図を類推的に具体
化させたのである。

3　どこで最初の即位儀礼は開催されたのか
実際に，どのような儀礼を開催するかにつ
いての計画が進む中で，儀礼の開催地が議論
の争点となった。それまで通例とされていた
ドゥリティ村での儀礼開催は，反対者である
首長の側近（マタニヴァヌア）が住んでい
るため，困難な状況になった。そのような
文脈において，「最初の即位儀礼」が，賛成
派の祖先が暮らしていた山岳地帯「デラナ」
（delana；丘）で行われたという語りが為さ
れる。そして，最初の即位儀礼に倣って，デ
ライ氏族が首長となるペニ・ワンガを，ドゥ
リティ村（ラ）から，ヴォニ氏族の待つデラ
カンド村（デラナ）へと連れて行くべきこと，
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そこでヴォニ氏族が，ペニ・ワンガにカヴァ
を飲ませる（首長として即位させる）儀礼を
実行するべきであると考えられた。こうして，
それまでの伝統であったドゥリティ村での即
位儀礼の開催を変更すること，首長の側近た
ちに替わって，ナザニエリ等が自らの手に
よって即位儀礼を遂行するという「伝統」の
覆しが可能となったのである。

4　神話のテクスト化
以上，本稿が論じた，2008年から 2010年

4月に亘って，ダワサム地域において展開し
た首長即位儀礼開催へ至る一連の出来事は，
以下のように解釈することができよう。
ダワサム地域の首長即位儀礼が開催される
までの過程は，まず，1）特定の社会的不安
定や危機が生じたと認識された際に，首長が
存在した「過去の姿」（彼岸）と，首長が不
在で「悪魔」が蔓延る「現実世界」（今ここ）

が対応付けられ，前者，つまり安定し危機の
無い「あるべき姿」へと，土地の有り様を戻
すべきだと考えられた。すなわち，「首長の
即位」が，「悪魔の排除」であると語られ始
めた。そして，2）首長が存在した土地の「過
去の姿」の具体的な有り様が問題となった際
に，いわゆる「神話」についての語りが為さ
れ始める。そうした「過去の姿」（神話）は，
儀礼開催賛成派が置かれた状況／目的意識に
応じた再解釈であり，「過去：今ここ」とい
う枠組みを前提として，「首長：悪魔」，「土
地の本当の民：カイ・ラ」，「最初の即位儀礼
開催地デラナ：現在の開催地ラ」といった範
疇を類推的に生起させることで，それ自体と
して変容を遂げていった。3）そうした語り
が営まれている「今ここ」において，そのよ
うにして生成された再解釈図式，つまり，「首
長―本当の土地の民―最初の即位儀礼開催
地デラナ」が，「あるべき過去の姿」を体現
し，「悪魔―カイ・ラ―現在の開催地ラ」が，
「誤った現在の姿」を体現するものとして対
応付けられた。そして，前者が儀礼開催「賛

成派」，後者が「反対派」として相関付けら
れ，氏族間の力関係が再構築された。すなわ
ち，（第 IV節第 1項で論じたように）「反対派」
は，地域から排除されるべき「悪魔」と等し
い存在へと，そのような見立てが類推的に喚
起された。
最後に，4）前者の図式（過去の姿；「首長
―本当の土地の民―最初の即位儀礼開催地デ
ラナ―あるべき過去の姿―賛成派」）によっ
て，後者の図式（現在の姿；「悪魔―カイ・
ラ―現在の開催地ラ―誤った現在の姿―反対
派」）を覆すこと，首長が悪魔に，本当の民
がよそ者に取って代わる過程を「即位儀礼」
の開催によって完遂したと言えよう。つまり，
長老たちによる神話の再解釈，「今ここ：彼
岸」という基本的な枠組みの，実際のコンテ
クストの変化に応じた類推的な拡大／具体化
の過程として創出された土地の「あるべき最
初の姿」を，鏡のように映し出す「儀礼」を
実行すること，「儀礼」を媒介として，「今こ
こ」の現実世界に「彼岸」（神話）を現前さ
せることによって，曖昧で不確定な神話的テ
クストを神話たらしめた（テクスト化した）

と同時に，氏族間の権力関係の再編成として
の新たな「土地の姿」の創出，「首長の再生」
による「悪魔の排除」を成し遂げたと結論づ
けることができよう。

結

本稿では，サーリンズ以来の首長制研究と，
近年の「カストム論」の研究視座を，言語人
類学の理論的視点を援用して接合を図り，ダ
ワサム地域における首長制を，日常的に営ま
れる神話についての語りから，神話が儀礼に
おいて体現／実践される過程，つまり神話が
「神話化」されるプロセスとして考察を試み
た。このプロセスは，「儀礼」を媒介として，
土地の「過去の姿」と「今ここ」との対応関
係を見出し，氏族間の権力関係の再編成によ
る新たな「土地の姿」の創出，あるいは，「首
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長の再生」による「悪魔の排除」を完結させ
た一連の過程でもあった。
ダワサム地域住民たちのそうした実践は，
サーリンズによって概念化された「ミソ・プ
ラクシス」とは，単純に一対一対応するもの
ではない。「神話」とは，具体的な相互行為
の諸相，個々のコンテクストにおける，実際
の行為者たちによる，イデオロギー的／メタ
的「語り」（解釈行為）において指し示され
うる曖昧で多様なコンテクストの一部を成し
ている。そのような行為者たちの解釈実践の
具体的諸相に注視することなく，全てが「神
話論理」によって意味論的に説明可能な実践
（ミソ・プラクシス）として論ずることは，
多分に飛躍を含んだ論議であろう。一方で，
そのような解釈を通して，曖昧なコンテクス
トの一部が，「神話」として行為者たちの意
識／イデオロギーの対象となり，「儀礼」に
おいてそれを体現することによって，明瞭で
確定的な「テクスト」して完成させる過程，
その意味においてミソ・プラクシスとして範
疇化しうる行為の様態もまた観察されること
である。そうであるなら，「ミソ・プラクシ
ス」という概念は，そのような相互行為の両
次元に跨がった神話の神話化プロセス，つま
り儀礼をその頂点とした「ミソ・プラクシス
化」という相互行為の過程として捉え直すこ
とができるのではないだろうか。
つまり，文化（歴史）変容の考察は，「構造」
が「出来事」をどのように取り込んだのかと
いう問いから出発するべきではない。まずは，
実際の行為者たちが営む相互行為自体の綿密
な記述から出発し，そうした過程で，何らか
の体系的知識，つまり象徴構造／神話と呼び
うるような知識を，行為者たちが，どのよう
に語ったり（参照／引用したり），あるいは，
それ自体を（儀礼などによって）現前化させ
たりしているのかという，行為者たちの具体
的な解釈行為（意識／イデオロギー）自体へ
と焦点化しなければならないだろう。そして，
そのような解釈／意識／イデオロギーによっ

て，行為者たち自身が従事している実践行為
と構造が，いかに「歪んで」紡ぎ出されてゆ
くのか，そのような「歪み」が，どこに，ど
のように立ち現れるのかという，文化（歴史）

変容の具体的な「場所」を記述可能にする必
要がある。そうでなければ，個々の行為者た
ちの解釈／意識／イデオロギーを介在した，
歴史変容それ自体は実際には全く論じられず
（cf. 杉島 1999），構造決定論（あるいは，構
造か歴史か，真正か非真性かなどの議論）に
留まり続けるだろう。
ダワサム地域の事例を通して論じたよう
に，彼らにとっての土地の「神話的姿」は，
常に必ず，彼らの解釈／語りの只中で生起し
変容し続けている。そして，そのような解釈
の「過程」に，私たち研究者自身も参与し，
巻き込まれているのであれば，地域住民たち
の解釈の過程を綿密に記述することは，翻っ
て，それを考察する研究者へと向けられた，
研究者自身を含み込んだ分析的視点となり得
るのではないか。本稿で行った考察が，その
ような可能性を含み込んだアプローチである
ことを示唆して，結びとしたい。
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