
現在は販売が禁止されている
アラック。アルコール度数は約
35％。100mlのパックで値段
は13ルピー（当時のレートで約
30円）ほど。当時労働者の日
給は200ルピー以下であったの
で、収入のかなりの額がアラッ
クに消えていたことになる。

つの区分を導入した。酒に酔うと
は、血液に溶け込んだアルコールで
脳が麻痺することによって起こる現
象だから、「自分の内部に器官の混
乱と惑乱の状態を生じさせて遊ぶ」

（『遊びと人間』講談社文庫、44頁、
1990年）というイリンクスに相当
すると考えてよいだろう。さらにカ
イヨワは遊びには二つの軸があると
いう。スポーツやゲームなどのルー
ルや技（ルドゥスの軸）と「気晴ら
し、騒ぎ、即興、無邪気な発散」（パ
イディアの軸）である。飲酒はパイ
ディアの軸に限りなく近い。しかし、
イリンクスを通じてパイディアへと
人を誘う飲酒の遊びは、インドにお
いては不道徳な社会悪という負の刻
印を押されている。
　インドにおいて飲酒が社会悪とさ
れるのには複雑な歴史的背景があ
る。十九世紀前半から英米の敬虔な
キリスト教徒たちによって推進され
た禁酒運動（テンプランス運動）は、
ガンディーらによるヒンドゥー社会
改革運動に大きな影響を与えた。植
民地支配以前のインドで飲酒がどう
社会的に捉えられていたのかを判断
するのは難しいが、古代インドの
ヴェーダ祭礼でのホーマ酒（これが
一体何なのかは未だ議論の残るとこ
ろ）の重要さをみれば、必ずしも否
定的に捉えられてはいなかったこと
がわかる。しかし近代になると酒を
断つことは、自らを律し、より良い

自己を得ることにつながると考えら
れた。さらに1930年代になると禁
酒運動は反植民地運動の重要な活動
の一つとして位置付けられた。金貸
しや酒屋は暴利の酒税をかけるイギ
リス植民地主義の手先とみなされ、
独立運動の活動家たちは地元の酒屋
を襲ったのである。
　一方で、インドでアディヴァーシ
と呼ばれる山岳地帯に住む部族民
は、マフアという植物の花から醸造
した酒を飲み、それは彼らの宗教文
化において重要な役割を担ってい
る。平地の民にとって酒を断つとい
うことは、こうした部族文化と距離
を置くことであり、また飲酒を日常
的に行う旧不可触民（現在はダリト
と呼ばれることが多い）や低カース
トたちとの違いを強調することでも
ある。二十世紀初頭に多くの低・中
カーストが、他のカーストから思わ
れている地位よりもより高い地位を
主張したが、この際にも、菜食主義
と禁酒がコミュニティーの中で徹底
していることが高カーストであるこ
とを主張する根拠とされた。
　独立後のインドにおいては、飲酒
はさらにねじれた状況に置かれてい
る。植民地政府が得ていた酒税は、
独立後の多くの地方州政府に引き継
がれ、現在でも税収入の25％程度
を占める（アルコールの税率は種類
によって大きく異なるが、300％
を超えるものもある）。一方で、独

飲酒＝不道徳な遊び
　インド人はよく「あの人、飲むん
だって」とヒソヒソ話をする。ここ
で飲むとは酒を飲むことで、この会
話のトーンは非常にネガティブであ
る。ごく一部のエリートを除いて、
酒を飲むことは、ギャンブルをした
り、愛人を囲ったりすることとほぼ
同義の「悪いこと」である。
　遊びの研究で有名なロジェ・カイ
ヨワは様々な性格の遊びに競争（ア
ゴン）、偶然（アレア）、模擬（ミミ
クリ）、眩

め ま い

暈（イリンクス）という4

悪い遊戯？
南インドの飲酒事情

池亀 彩
いけがめ あや / 東京大学東洋文化研究所

酒を飲むことは、生きていくために必須とは思われない。
飲酒がタブー視されているインドではなおさらだ。
それでも多くのインド人は飲む。なぜだろう。
ほとんど酒を飲めない人類学者が
飲酒のフィールドワークを一週間やってみた。

あそぶ 2

ラウンジ・バーが
入っていたショッ
ピングモール。

ベンガルール市内に林立し始めた巨大ショッピングモールの中にあるラウンジ・バー。中間層の
若者たちはジーンズにTシャツ。インドの民族服を着ていたのはどこへ行っても筆者のみであった。
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立インド国家は反植民地運動の持っ
ていた社会改革運動の倫理的・道徳
的側面を継承していることを主張す
る。したがって、禁酒政策を導入し
ている数州を除いて、多くの地方州
政府は、多額の酒税を享受すると同
時に、禁酒することを市民に勧める
という、全く矛盾した立場にある。
　2000年代、インド南部四州は、
農民や都市労働者が飲むアラック

（カンナダ語ではサーラーイ）と呼
ばれるサトウキビから蒸留されるア
ルコール飲料を禁止し、都市の中間
階 級 が 飲 む IMFL（Indian Made 
Foreign Liquor）のみ販売すると
いう政策によってこの矛盾を解消し
ようとした。IMFL（インド製外国酒）
とは、その名前自体が語義矛盾に聞
こえるが、その製造過程を知るとな
るほどと思える。サトウキビから作
られるアラックをさらに蒸留（二次
蒸留）し、そこに 様々な色やフレー
バーを人工的に加えることによっ
て、ラムやジン、ウィスキーもどき
が作られる。つまりインド製のウィ
スキーやジンなどは、他の国で同様
の名前で売っているものとは全く異
なるのである。アラックとIMFLの違
いは、それらを消費する人々の階級
の違いでもある。政府はアラックを
飲む人々へは禁酒を促し、一方で
IMFLからの税収入を確保しようと
したのである。

困難な「裏フィールドワーク」
　2007年5月にベンガルール市に
おいて飲酒文化に関するフィールド
ワークをしようと思ったのは、カル
ナータカ州政府（ベンガルールはカ
ルナータカの州都）がアラックの販

売を禁止すると発表したからであ
る。アラックとIMFLの消費のされ
方を比較しようとしたのが最初の目
的であった。私は当時、現在も続け
ている宗教リーダー（グル）の調査
をしていた。グルたちの多くは、彼
らの出身カーストに関わらず、飲酒
に対して強い嫌悪感を持っており、
禁酒政策の導入を州政府に迫ってい
た。アラックの販売禁止は政治力を
持つグルたちへの妥協策でもあった
のだ。私が飲酒に関する調査を行っ
ていることは、当然ながら彼らの背
後で秘密裏に行う必要があった。い
わば裏フィールドワークである。
　ベンガルールは「パブ文化の首
都」と呼ばれることが多いが、その
名の由縁であるパブやバーに行くこ
とは実はそれほど簡単ではなかっ
た。観光ガイドブックを頼りに、当
時人気のあったパブやラウンジ・
バーなどをリストアップした。しか
し、 そ れ ら を 回 っ て く れ る リ ク
シャー（三輪バイクのタクシー）の
運転手を探し出し、説得するのがま
ず一苦労であった。さらに近所の住
民に場所を聞こうとすると、そんな
ところに行くな、あそこは不健全な
場所だと説教されるのである。
　ところが実際に行ってみると、拍
子抜けするほど健全でむしろ家庭的
なパブやバーが多かった。パブと
バーの違いはあまりないが、ラウン
ジ・バーはソファーを置いてリラッ
クスした雰囲気。ほとんどの場所で
ダンスができる小さなスペースがあ
る。来ている人たちも、比較的裕福
な、いわゆる中間層ばかりで、男女
比もほぼ半々であった。十軒近く
回った中で、居心地が悪いと感じた

のは二軒だけだった。一つは男子学
生で一杯になったパブで、彼らは
ピッチャー入りのビールを飲みなが
ら、アメリカのロック・ミュージッ
クを全員（！）でがなっていた。も
う一軒は、ホテルの最上階のプール
脇のバーで、ここではインドや欧米
の若い男たちが東北インド出身と見
られる若い女性たちをナンパする光
景があちこちで見られた。売春に近
い行為が行われているかもしれない
と思ったのはここだけである。
　パブやクラブでインタビューをす
るのは思っていた以上に難しかっ
た。まず、女性から話しかけること
は誤解を生みそうだったので、夫の
協力を得ることにした。彼はタバコ
の火を借りるという名目で、話の
きっかけをつくってくれたが、この
ために10年以上やめていた喫煙を
再開せざるを得なかった。きっかけ
ができれば、グループ内の他の人と
も会話できるので、その後は比較的
スムーズである。しかし、店内は音
楽が大音量でかかっており、会話は
困難。声を張り上げているうちに喉
はガラガラ。さらに私自身は酒が強
くないので、数軒回った後にはフラ
フラ。ここまでくると命がけであ
る。しかし会話からは、カーストや
言語を超えた友情関係を飲酒が仲立
ちしていること、仕事のストレス発
散のための飲酒、付き合いのために
はビールなど値段は高いが度数の低
い酒を飲み、「キック」（強い刺激）
を得るために度数の強い酒を家で一
人飲むなど、中間層たちの飲酒観を
垣間見ることができた。特に仕事の
疲れや、不安定な就職事情からくる
心配を語る人が多かった。

IMFL工場の風景。低所得者層に販路を伸ばそ
うと、この工場ではIMFLを小さな紙パックやガ
ラスの小瓶に詰めて売ることを検討していた。

カルナータカ州

ベンガルール

インド

アラックの世界
　この短期のフィールドワークで直
接見えなかったのは、労働者階級が
消費するアラックの世界である。リ
クシャーの運転手を説得し、ようや
く数軒見つけたアラックの販売店
は、薄暗い裏通りにあり、看板もな
く、ただむき出しのコンクリートの
カウンターの後ろに山積みされたア
ラックのプラスチックの袋が見える
だけであった。
　どのようにアラックが飲まれるの
かを教えてくれたのは、大手IMFL
製造会社の社員たちだった。彼らは
アラック販売禁止後に「ローワー・
セグメント」（低所得者層）にも販
売を広げるため、調査を行ってい
た。調査を行った一人で、社長の娘
婿でもあったヴィクラムは興奮気味
にその様子を語ってくれた。「彼ら
のほとんどは建設労働者や下水道掃
除をする男たちだよ。彼らは朝やっ
てきて店にはごく僅かな時間しかい
ない。『60コディ（60mlくれ）』と
言って、カウンターに置いてある塩
を指でこう取ってペロリと舐めると
その後アラックを一気に飲み干すん
だ。その場で大体2、3袋一気に飲
み、5、6袋ポケットに詰めていく。
それらは昼間働きながら飲むらし
い。」アラックは、過酷な労働を乗
り切るために必要なものなのだ。

遊ぶこと、生きること
　酒を飲むことは生きていくために
必要ないと書いた。だからこそ、飲
酒は遊びとなる。しかしフィールド
から見えてくるのは飲まなければ生
きられない人々である。ここでは逸
脱が静寂と安定を生み、脳が麻痺す
ることで肉体を酷使できる。どうや
らカイヨワの遊びの二つの対立軸、
ルドゥスとパイディアは飲酒という
行為を通じて交差するようである。
気晴らしに騒ぎまくることによっ
て、インドの中間層は家族から離れ
た孤独な都市の中で長時間労働をこ
なし、労働者たちは酒から得られる
眩暈と恍惚によって過酷な肉体労働
のための強靭な力を得ている。酒を
飲まないものから見れば飲酒は不道
徳な遊びかもしれない。しかし飲む
ものにとっては、飲酒は生きるため
に必要な遊びとなる。


