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世帯間比較から見える「理想的な世帯」＊

ネパール北西部における援助と教育の広まりによる人々の社会的位置づけの変容

岩　間　春　芽

“Ideal Households” through the Comparison of Households
Changing Social Position in North-western Nepal in Relation to Development and Education

IWAMA, Haruka

This article examines the notion of “ideal households” by comparing different 
households in north-western Nepal. Such households reflect changing social 
position as a result of foreign aid and education.

Previously in north-western Nepal, caste was used for classification but 
now it is based on development and education. New categories are emerging,  
which include “educated person,” “illiterate person,” “hard work” (physical labor),  
and “easy work” (desk work). Households where men (mainly fathers) are of  
high caste, very educated, and engage in “easy work” (desk work) are idealized.

There are many households which do not follow the norm because they 
have young, highly educated, high-caste men pursuing “hard work” (physical 
labor) due to their inability to obtain high-paying jobs. They may desire “easy 
work” (office work), but they have no connections to powerful men. These 
cases are few in number. Such men either continue with their studies according  
to their families’ wishes or quit the idea of “easy work” (office work) and get a 
job that does not require education or connections. There are still other types 
of households that are far from the ideal where illiterate dalit (untouchable) 
men engage in “hard work” (physical labor). They are skilled and work hard. 
They are earnest about their children’s education. Currently, there is no dalit 
salaried employee in the village, but it is possible that in future educated dalit 
children secure “easy work” (office work).

In the village, many people imagine that life is rich and easy in foreign  
countries. Villagers often say that “There has been much development in foreign  
countries and in Nepalese cities—not in northwestern Nepal or Nepalese villages  
in general.” There are differences between foreign countries and Nepalese 
villages. Villagers share a compass that points to “much developed,” “little 
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＊ 本研究は，2007年 4月から 2009年 3月まで平和中島財団日本人奨学生として筆者がネパール滞在
時に行った現地調査に基づいている。2010年 10月以降は松下幸之助記念財団の助成を受け，2011
年 4月以降は中部奨学会の奨学生として調査研究を行うことが可能となった。この貴重な機会を与
えていただいた 3財団に対し，ここに深謝の意を表したい。
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1. はじめに

本論文では，ネパール北西部の調査村にお
いて援助と教育の広まりによる人々の社会的
位置づけがどのように変容しているのか，世
帯間の比較から「理想的な1）世帯」像を示す
ことを通して明らかにする。
先行研究において，開発援助が社会に浸透
するなかで人々の社会的位置づけがどのよう

に変化しているのかという視点から論じられ
た論文がいくつか見られる。ピグはネパール
の都市の人達が「村の人達はダミ（シャーマ
ン）を信じている」と言い，「ダミを信じて
いない」自らを「村の人達」よりも社会的位
置づけが高いとしていると述べている［Pigg 
1996］。
ピグらによると「開発は外から来るもの」
であり，その地域の有力者でネパール政府や 

developed,” “educated,” “illiterate,” “high-caste,” and “low-caste.” “Much 
developed,” “educated,” and “high-caste” roughly overlap; “little developed,” 
“illiterate,” and “low-caste” also roughly overlap. Beyond the markings of the  
compass, villagers imagine “much developed” Nepalese cities and, even further  
away, “Much developed” foreign countries.

In the village, the points of the compass, arranged along the axis of social 
position, are based on development and education. Following this compass,  
the villagers have begun to imagine that life is rich and easy in foreign countries.  
The points of the compass and the axis of social position cannot be contained 
in the village but gesture toward the outside world.

1. はじめに
2. 調査村概要
3. 羅針盤的参照点と社会的カテゴリー
　3.1　 高カースト，高学歴，高収入，「楽な

仕事」という「理想的な世帯」
　3.2　 「理想的な世帯」像からの乖離―高

カースト，高学歴だが，収入が限定

的で「大変な仕事」に従事―
　3.3　 ダリトの世帯の位置づけ―ダリト，

低学歴だが，収入が多く「大変な仕
事」に従事―

　3.4　豊かで楽な生活が送れる外国の想像
4. 結論

1） 本論文では「理想的な」という表現を多用しているが，ここでいう「理想的な」は様々な場面でな
される会話を総合的にとらえた上で見える概念であり，ネパール語の「理想的な」に当たる語の意
味そのままというものではない。本論文における「理想的な」を示す際，調査村ではネパール語で
「良い」に当たる rāmrōが使われることが多いが，その場合，「理想的な，まともな，きちんとした」
などの意味も含めた「良い」以上の意味が内包された形となる。その具体的な示され方については
論文の中の事例を参照されたい。Limが“good life”と訳しているように［Lim 2008］，rāmrōを
直訳し，本論文における表現を「理想的な」ではなく「良い」とすべきとも考えられるが，「良い世帯」
と直訳した形ではそれらの内包された意味を十分に伝えることができないと考え，「理想的な世帯」
という表現を使っている。なお，ネパール語で「理想的な」に当たる表現はあるものの，調査村に
おいてその表現が使われることはほとんどない。

 　「良い」にあたる rāmrōの反意語は「良くない，悪い」の意味を持つ narāmrōであり，この語も
調査村でしばしば使われる。ただ，調査村では「壊れた」の意である bigrēkōという表現がしばし
ば使われ，この表現は本論文でいうところの「理想的な」の逆の意味を示す表現としてよりしっく
りくる表現である。「壊れた」とは物理的にモノが壊れた時の「壊れた」だけではなく，「壊れた世
帯」「壊れた人」といった形で人に対してもしばしば使われる。例えば「「きちんとした家の娘はマ
オイストにはならない。下位カーストや壊れた家庭の娘がマオイストになることはあっても」とい
うのが当時の村人の通念であった」［安野 2009: 21］といった形で使われ，その場合 bigrēkōは「お
かしな，不健全な，機能不全な」といった意味となる。
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援助機関の職員と個人的に親しい関係にある， 
いわゆるコネがある人が，外部の資金によっ
てその地域に何か目に見えるものを作るとい 
うことを意味している［Pigg 1992; Stone 1989:  
209-210; 南1999: 190-193］。また，「開発（bikās）」 
は目に見える建設物，学校，ヘルスポスト，
水道などの社会資本を指しているという開発
観があるという指摘もなされている［Pigg 
1992; Stone 1989: 209; 南 1999: 190-193］。
スキナーとホーランドはネパール中部にお
いて調査を行い，教育が広まることに伴い
「教育のある人」と「教育のない人」という
考え方（notion）が生じ，教育を受けた子供
たちの中で「教育のある人」というアイデン
ティティが生じているということを報告して
い る［Skinner and Holland 1996］。「教 育
のある人」は自分たち自身を「近代的」で「開
発されて」おり「科学的」で「進歩的」であ
るとし，その一方で「教育のない人」を「伝
統的」で「迷信を信じ」「保守的」であると
する［Skinner and Holland 1996: 282］。
これまで見てきたように，ネパールにおい
て援助や教育の浸透に伴う社会的位置づけの
変化について論じた先行研究は多い。しか
し，本研究が対象とするネパール北西部に限
ると，ベネットのカースト間関係を中心と
した研究以降，カテゴリー化に関わる研究
は管見の限りなされていない［Benett 1983: 
9］。2012年に筆者はネパール北西部におけ
る人のカテゴリー化の変化について論文［岩
間 2012］（以下，前著と呼ぶ）を書いている。
前著においては，男性，女性について，それ
ぞれ個人間の差異と序列を中心とした形で論
じた。前著の問題点は，根拠の示し方や論文
の構成等，基本的な部分にもあったが，何よ
りも序列が生じていることを論じることに終
始するにとどまった点にある。その序列の頂
点にあるであろう調査村の人達の理想像がど
のようなものか，それが調査村外とどのよう
に関係しているのかが十分に論じられなかっ
た。後述するように，調査村において理想像

は「理想的な世帯」といった形で世帯単位で
語られるため，本論文では世帯間の差異を中
心とすることでそれを捉え，また調査村の人
達がその理想像と調査村外をどのように結び
つけているのかを論じることで，前著では十
分に論じることができなかった側面を示すこ
とを試みる。
本論文の主題は調査村の人達の頭の中にあ
る抽象的な概念である。抽象的な概念を根拠
を示しながら論じることは困難であるという
ことは既に指摘されている通りである［関
1993: 340］。確かに「人の心はわからない」
［鳥越 1997: 39］ものであるが，調査村にお
いて自らの世帯や他の世帯についての語りは
日常生活の中で頻繁になされ，それには行動
が伴う。そこでは「今就いている仕事よりも
給与生活者の仕事の方が良い」という形でし
ばしば比較がなされ，調査村の人達はより良
いとする方向へと進むべく行動する。このよ
うな比較を交えた会話の中から，調査村にお
いてどういう状態がより好ましいとされてい
るのか，理想的な世帯はどういう世帯なのか
を探ることは可能である。
本論文を読み進めていると，論文の中で取
り上げられる事例にどれだけの代表性がある
のか疑問に思う読者がいるであろう。それに
こたえるべく，筆者が実施した調査及び調査
村の概要を述べる。調査は 2007年から 2009
年の間で計 15か月，筆者が単独で行い，全
世帯の調査をふまえて，一定の傾向性を表す
12世帯の重点的な調査と参与観察を実施し
た。12世帯にはランダムに訪問し，家計の
調査や労働時間の調査を行うため，日々の労
働を手伝いながら会話を交わした。その中で，
しばしばなされる語りがありそれは行動を伴
うものであった。こういった語りや行動に一
定の方向性が見られるため，それを表す会話
を事例として論文の中で示している。本論文
で示す会話が，調査村の住民全員の総意であ
るとは言えないが，カーストや世帯構成，経
済状況などそれぞれ異なる多様な人達の中に
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見える，一定の傾向性を示したものであると
は言えるであろう。

2. 調査村概要

調査村はネパール北西部のカルナリ県に位

置する標高約 1900 mの村である（図 1，2）。
郡庁所在地のあるバザールまで徒歩 15分，
平野部まで続く車道の終点から約100 km（徒
歩 2日），チベット国境までは徒歩 3，4日の
所に位置する2）。調査村には 287世帯，1787
人が住んでいる。ヒンドゥー教のパルバテ・

2） ここでの約 100 km（徒歩 2日）とは調査村やその周辺の人達の足での徒歩 2日である。都市出身
で歩きなれていない人が歩く場合や，ラバを連れている場合はもっと日数がかかることもある。ま
た，調査村からチベット国境までは直線距離で 50 km程度であるが，険しい山道が続く上，標高
が高く高山病になることもあるため移動に時間がかかり，調査村の人達であっても 3，4日かかる。

図 2　調査村の地図

図 1　カルナリ県の位置
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ヒンドゥー（パハディ）の高カーストである
チェトリ3）（234世帯，1514人）とタクリ4）（5
世帯，24人），ダリト5）のカミ（3世帯，21人），
サルキ（14世帯，67人），ダマイ（28世帯，
133人），チェトリとダマイの婚姻によって
生じた世帯（3世帯，25人）が混住してい
るが，最上位のバフン（ブラフマン）や他の
民族は住んでいない。チェトリとタクリは，
調査村の人口の 85％を占め，政治経済的な
影響力もある支配カーストである。
調査村の 99％の世帯が農業を営んでお
り，44％が事務所での勤務（政府関係機関や
NGOの職員として月給を得る）と兼業して
いる。事務所での勤務以外の現金収入源とな
る仕事としては，大工（51世帯），楽器の演
奏（26世帯），農具の製作と修理（14世帯），
小規模商店（12世帯），蒸留酒の製造と販売
（11世帯），仕立て（11世帯），食堂（8世帯），
ラバでの荷運び（7世帯），出稼ぎ（6世帯），
大家（6世帯），鍛冶屋（3世帯），靴の製作（3
世帯），看板かき（2世帯），がある。農産物
や家畜の売買をして現金収入を稼いでいる世
帯も 39％あり，その中で多いのがヤギ（羊）6）

の飼育とリンゴの栽培である。調査村の世帯
の多くは複数の現金収入源を組み合わせて生
計を立てており，全てをパーセントで示すこ
とは難しい。
チェトリはダリトよりも多く土地を所有す

る傾向にあり，自ら小農として自給自足的な
農業を営んでいる世帯もあれば，ダリトや一
部のチェトリを農業労働者として雇い，人手
が足りない時に農業労働をさせる世帯もあ
る。ダリトは鍛冶屋仕事，脱穀具の製作と修
理，楽器の演奏と小規模な農地での自作，大
工や農業労働などを組み合わせて生計を立て
ている。カミは鍛冶屋仕事をし，サルキは脱
穀具7）の製作と修理，ダマイは儀礼での楽器
の演奏をする。そして，それらの見返りとし
てチェトリが穀物や現金で支払いをするとい
う慣習的な交換関係がある。ただし，ダマイ
は安価な中国製の既製服がバザールに出回る
ようになった影響で服の仕立ての仕事を失い
つつある。地域全体としてマオイスト支持者
が増加している。しかし基本的なカースト間
の交換関係に変化は見られない。

3. 羅針盤的参照点と社会的カテゴリー

3.1　 高カースト，高学歴，高収入，「楽な仕
事」という「理想的な世帯」

ここではまず，調査村において理想的な世
帯とされている世帯を示し，その後そうした
世帯と比べると何らかの欠損があるとされる
世帯を示す。それらを通して調査村において
人々の社会的位置づけがどのようになされて
いるのか明らかにする。

3） チェトリは高カーストでクシャトリヤにあたる。
4） タクリはチェトリと同様高カーストでクシャトリヤにあたる。ネパール北西部において調査を行っ

た安野は，「クシャトリヤ・ヴァルナには，クシャトリヤ，チェトリとならんでホマル，カトリが
いる。後者ふたつは，下位の女性との結婚によって，前者ふたつから降下したものである。ホマル
はブラーマンの父親とタクリの母親とのあいだにできたものであり，カトリはブラーマンの父親と
チェトリの母親とのあいだにできたものである。」という形でホマルとカトリの説明を行っている
が，タクリについては「タクリはラージプートの起源を主張し，なかには地方政治府とのつながり
をとおして伝統的な政治権力を持つものもいる。チェトリはカシヤと呼ばれ，彼らの名前は ksatri
と綴られる。P・シャルマは，彼らは古代カサの子孫であると示唆している。」という説明にとど
まり，タクリがクシャトリヤの中の一つであることはわかるものの，チェトリとの違いについては
明確な形では示していない［安野 2000: 48］。

5） ネパールにおいてダリトとはもと不可触民を意味し，ダマイ（仕立て屋），サルキ（靴作り），カミ
（鍛冶屋）などを指す。全ネパール人口の十数パーセントを占め，不均等に全国に散らばっている。

6） 調査村ではヤギと羊を明確に区別していないため，本論文ではヤギ（羊）という表記とする。
7） ジャララウロ（jālalauro）と呼ばれる。木の細い棒を並べて水牛の革の紐で結び合わせたもので，

シコクビエの脱穀に使用する。水牛の革を使っているため，この製作がサルキの仕事となっている。
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「理想的な世帯」とされる世帯の事例とし
てダルジャ・バハドゥール・バムの世帯の事
例を挙げる。同じ調査村に住むチェトリの女
性であるシタデビ・ラワルは「あの世帯は高
カーストで給与生活者がいるから収入も多く
教育レベルも高い，世帯も分裂せずに仲良く
同居している。理想的な世帯だ」と言う。調
査村には同様のことを言う人が他にも複数
おり，元給与生活者であるダルジャ・バハ
ドゥールや，現在給与生活者である彼の長男
に対して，尊敬した態度を見せる。ここで
は，この世帯の詳細なデータを示すことを通
して，調査村における理想的な世帯とはどう
いうものかを示す。
ダルジャ・バハドゥール・バムはチェトリ
であり，ダルジャ・バハドゥール，妻，長
男とその嫁，その間に孫三人（男児二人と
女児一人），次男，長女，三男の 10名であ
る。この世帯は上層8）で経済的に余裕がある
世帯である。ダルジャ・バハドゥールはかつ
ては郡庁で働いており，管理職の地位にあっ
たが 10年前に退職した。退職後はバザール
に購入した家を事務所として貸し，その家賃
収入から子供達に仕送りをしてきた。長男は
カトマンズで大学（学部）を卒業し，3年前
に村に戻ってきて現在はバザールのローカル
NGOで働いている。次男は学生で，調査途
中まで調査村に住んでいてバザールの学校に
通っていたが，途中から調査村を離れ平野部
の 11年生，12年生の課程に進むようになっ

た。おそらく次男も長男と同様の道を進むで
あろう。妻や嫁など女性たちは家事，育児，
農作業をし，子どもたちは学校に通う学生で
ある。
この世帯のように父親が公務員やNGO
職員として働き，安定した収入をもたらし，
子ども（男児）に都市で勉強させるなどある
程度の教育費をかけて学歴をつけさせ，その
子供が調査村に戻ってきて父と同様の仕事に
就く，というパターンは調査村ではしばしば
みられるものである。調査村に限らず，ネ
パールで公務員やNGO職員など比較的条
件の良い仕事のほとんどは有力なネットワー
ク9）と学歴を必要とする。学歴があっても親
など近い関係にある人の有力なネットワーク
がなければ職を得ることは難しい。公務員や
NGO職員になるにはある程度の学歴も必要
とされるが，その学歴をつける上でも親が安
定した一定以上の収入を得ているかどうかは
重要であり，親が安定した一定以上の収入を
得られていない状態で子どもを都市の学校に
進学させることは難しい。つまり，現金収入
が多く，かつ有力なネットワークのある人達
と，それらどちらもない人達に調査村の世帯
は二分される。前者は世代を超えて職を得ら
れるが後者は外国人と知り合いになったこと
によってNGOの職を得るといった偶然が
ない限り，職を得ることは難しい。この世帯
はこの前者にあたる。ダルジャ・バハドゥー
ル・バムは自分や息子の給与生活者の仕事に

8） 調査村において，各世帯の経済状態は上層，中層，下層，最下層の 4つに大別できる。上層は主に
給与生活者が最低一人いる世帯であり，年収はおおむね 72,000ルピー以上となる。中層は主に雑
業から収入を得ている世帯からなる。年収 20,000ルピー以上 72,000ルピー未満程度である。下層
は主に雑業など他の仕事をせず，ヤギ（羊）やリンゴなど家畜や農作物を販売して収入を得ている
世帯からなり，年収 20,000ルピー未満となる。最下層は主にチェトリなど高カーストであれば農
業（自給）のみ，農業労働のみをしている世帯，ダリトであれば農業労働と鍛冶屋，脱穀具の製作，
儀礼での演奏などをしている世帯である。これらの世帯は食料の大半は自給しているため飢えては
いないが，これといった収入源がないため困窮した状態にある。収入について明記することは難し
いが，下層よりは低く，生命維持のための最低限の水準の生計を維持できる程度の収入という形で
しか表現することができない。

9） 有力なネットワークについて語る際，アフノマンチェ（āphūno mānchē）という言葉がしばしば使
われる。これは直訳すると「自分の（側の）人」となり，具体的には家族や親族，親しい友人など
自分をサポートしてくれる人を指す。ビスタ等の先行研究においてもこれについての指摘がなされ
ている［Bista 1991: 67, 98］。
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ついて次のように語る。

「給与生活者（jāgir. jāgirのみだと本来は
給与という意味しかなく正確には jāgir 
khāneで給与を得ているという意味になる
が，調査村では jāgirのみが給与生活者を
示すことが多い）の仕事は楽（sajilo）だ。

（椅子に座るようなポーズを作って見せな
がら）椅子に座っているだけでいいんだ
から。重い荷を運んだり大変な（duḥkha）
ことをしなくてもいい。収入も多いし，い
い仕事だ。うちの息子（NGOで勤務して
いる）も同じような職に就いているんだ。」

このように，給与生活者の仕事は楽な仕事
だという語りは調査村において頻繁になされ
る。それは，給与生活者をしている（あるい
はかつてしていた）当人からだけではなく，
給与生活者以外の仕事をしている人達からも
聞かれる。このような「楽な仕事」という認
識は，楽をしてサボっているという否定的な
意味ではなく，「楽な仕事」ができるだけの
地位にいるという意味で肯定的に語られる。
このような語りがなされるのは，「楽な仕事」
がそういった仕事をする人達の社会的位置づ
けと密接に結びついているためである。
調査村において，オフィスワークをする給
与生活者の多くは「サール（sir）」と呼ばれ，
少なくとも表面的には尊敬されている。な
お，「サール」は，英語の sirが語源であり，
敬意を払う必要のある上の立場の人に対して
用いられる。こういった人達は高等教育課程
（10年生）修了資格（通称 SLC10））以上を獲

得するなどある程度学歴があり，公務員や
NGO職員として働く人達で，その多くが男
性である。ダルジャ・バハドゥールや長男も
サールと呼ばれ，周囲は尊敬しているような
言動をする。調査村においてチェトリは農作
業を自ら行うことが一般的だが，サールと呼
ばれている人達は，チェトリであってもカー
ストで最上位にあるバフンのように自ら畑を
耕すことをせず，農業労働者を雇ってやらせ
ることが少なくない。
このような傾向は，かつてからある高カー
ストの行動の傾向と重なるものである。ビス
タは，バフンなどの高カーストで政府関係機
関の上の地位で働く人はきつい肉体労働を嫌
い避ける傾向があるという指摘をしている
［Bista 1991］。高カーストは自分で体を動か
して働くことを恥ずかしいと感じ，下のカー
ストに命令してやらせるという誇り高い態度
が自らの立場に適切であると考えているとし
ている［Bista 1991: 81］。こういった世帯が
農業労働者を雇う理由を尋ねると，男性が平
日はバザールなどにある事務所で働いている
ため自ら農作業を行うだけの時間的余裕がな
いためにその代りに農作業をする農業労働者
を雇っているという説明がなされることが多
い。ただ，そういった世帯に学生や定年退職
後の男性など農作業をするだけの時間の余裕
のある男性がいても農業労働者を雇うことも
少なくない。
世帯が分裂せずに三世代が同居している拡
大家族11）であるという点も，この世帯が理
想的な世帯とされる一因となっている。調査
村において，核家族の世帯でも給与生活者の

10） School Leaving Certificateの略称。10年生まで学んだ後に受ける試験で，合否でそれ以降の進路
が決まる。

11） 調査村では拡大家族であることが肯定的に捉えられる傾向にあるが，子供が多いということは必ず
しも肯定的には捉えられない。調査時には家族計画が広まっており，必要以上に子供を多く持つべ
きではないという人が多数であった。また，調査村では一夫多妻の世帯も一部みられるが，一夫多
妻であることは理想的というよりはむしろ否定的に語られることが多い。それは，妻同士の喧嘩が
生じやすく家族が喧嘩が生じないようにと気を使う必要があること，妻が夫がさらに別の女性を連
れてくるのではないかと心配し精神的に不安定になることなど，不安定な要素が世帯に生じるため
である。なお，調査村において一夫多妻であるか否かとその世帯の経済状態は関係がなく，上層の
世帯でも中層や下層の世帯でも一夫多妻の世帯は存在する。
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男性であればサールと呼ばれ，その世帯の位
置づけも高くなるため，拡大家族であること
が理想的な世帯であることの絶対条件ではな
い。ただ，ネパールにおいて，拡大家族を理
想とする傾向性が見られるということについ
ては先行研究で指摘されている通りであり
［石井 1986: 87］，調査村でも同様であるため，
理想的な世帯とされることの一因とはなって
いる。
この世帯のメンバーにインタビューをし
て，自他の社会的位置づけに関して尋ねてみ
ても，自らについては特に強く主張するわけ
でもなく，土地がどの程度あるのか，どのよ
うな仕事に就いているのか等，淡々と話すだ
けであり，ダリトに対しても自分たちよりも
下の存在であるというよりも「彼らがいない
と農業労働や鍛冶屋仕事をする人がいなくな
るから困る」という形で，存在を肯定するよ
うな発言をすることが多い。周囲も「あの世
帯は理想的な世帯だ」と言い，ダルジャ・バ
ハドゥールやその長男を「サール」と呼び，
尊敬した態度を見せる。あえて社会的位置づ
けが上であることを強調せずとも，就いてい
る職や収入，農業労働者を雇うといった行為
から，自他ともに社会的位置づけが高いこと
を認めている状態にある。
この世帯の事例からわかるのは，教育有・
開発有，カーストが上位，豊か，「楽な仕事」
をする，が重なり合っていることである。な
お，「開発有」「開発無」という表現はネパー
ル語の直訳であり，日本語としては不自然な

表現である。また，教育の有無は人に対して
使うが，開発の有無は人に対して使わないと
いう違いもある。ただ，既に引用したピグを
はじめとした先行研究においても開発の有無
という表現が見られ，それが議論の中心と
なっている。よって，ここでは日本語の表現
としては不自然ではあるが，「開発有」「開発
無」という表現を使い論じていく。
教育有・開発有，カーストが上位，豊か，「楽
な仕事」をするということが重なり合うのは
偶然ではない。「楽な仕事」をすることが肯
定的に捉えられ，そういった人達の社会的位
置づけが高いというのは，かつてからある，
高カーストが「大変な仕事」を忌避する傾向
や，高カーストが教育を受けやすく給与生活
者の職に就きやすい傾向など複数のものが重
なった結果である。かつてからあるカースト
を中心としたカテゴリー化と教育，開発を中
心とした比較的新しいカテゴリー化がある程
度重なり合っているということを意味する。

3.2　 「理想的な世帯」像からの乖離―高カー
スト，高学歴だが，収入が限定的で「大
変な仕事」に従事―

次に，「理想的な世帯」と何らかの形で乖
離が見られる世帯の事例を示す。
一つ目の事例としてゴリカラ・ラワルの世
帯（の主に娘婿）の事例を挙げる。ゴリカラ・
ラワルは 35歳のチェトリの女性であり，彼
女とその娘たち 3人，娘婿12）と孫一人と暮
らしている。ゴリカラの夫は公務員であった

12） 彼はいわゆる入り婿であり，土地の相続は他の世帯と同様，男子のみ均分相続という形で父親から
相続を受けている。そのため，この世帯ではゴリカラの夫が残していった土地と，入り婿である彼
が相続した土地の両方を耕している。彼が入り婿を選んだ理由は明確には語られないが，結婚のい
きさつを聞くと彼の実家がゴリカラの家の近所にあり，妻であるゴリカラの長女と親しい関係に
なった，ゴリカラは男の子を生めなかったため息子がおらず，彼がこの世帯に婿として入ったと説
明され，経済面について語られることはない。婿側の実家は一夫多妻で二人いる妻（一方は婿の母）

の間の折り合いが悪く，婿の兄嫁が子供を残して別の男性と駆け落ちしたため兄が再婚しており，
ゴリカラの長女側はゴリカラの夫（長女の父親）が不在の状態にあり，双方に家庭環境が複雑なた
め，気が合ったのではないかと思われる。ただ，彼の実家は世帯構成員数が多いが現金収入が限定
的で土地にも余裕がない状態にある。彼は三人兄弟の三男であり，土地は三分の一の相続となるが，
これといった現金収入源がない状態でその限られた土地だけで生活を成り立たせていくことは困難
であろうことから，経済的にも理にかなった結婚であるとも言える。
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が，数年前バザールに住む別の女性のところ
へ移り住み，現在はその女性とその女性の間
にできた子供たちと一緒にバザールに住んで
おり，ゴリカラの住む村にはめったに来ず経
済的つながりも切れている。ゴリカラの世帯
は夫が残していった土地で農業を営み13），穀
物や野菜などの食糧を自給し，土地の一部で
はリンゴを育ててそれをバザールで売り現金
収入を得て生計を立てている。ゴリカラには
娘が 3人おり，長女は学校に行ったことがな
く非識字でゴリカラとともに農作業をしてお
り，次女と三女は学生である。長女の夫も学
生で職に就いているわけではなく，家計に収
入をもたらしていない。
この世帯の経済状態は調査村の中では下層
である。調査村で一番裕福な公務員やNGO
職員として働く給与生活者がいる世帯は安定
した現金収入が多く得られるが，それらの世
帯と比べるとこの世帯の現金収入源はリンゴ
を販売して得られる収入のみであるため，そ
の年のリンゴの出来によって収入が異なり安
定せず，収入は公務員などの給与生活者のい
る世帯の 10分の 1程度にとどまる。また，
ラバでの荷運びや大工など雑業をする世帯と
比較しても少ない。
この世帯でカテゴリー化や社会的位置づけ
につながるような発言が多いのはゴリカラの
長女の夫（娘婿，20歳）である。彼は「ダリ
トが給与生活者になれず貧しいのは彼らの教
育レベルが低いからだ。だから彼らは「大変
な仕事（大工や農業労働者などの肉体労働）」 
をしなければいけないんだ。高カーストで教
育レベルが高ければ給与生活者になれて「大
変な仕事」はしなくていいんだ」「ダリトは
土地を少ししか保有していない。自分たち
チェトリは土地所有が多いので，ダリトより

も上なんだ。」といった形でカーストや土地
所有，教育レベルにおいて自分たちはダリト
よりも上であるということを頻繁に言う。
彼の発言からわかるのは，彼の中には教育
有・開発有，カーストが上位，豊か，「楽な
仕事」をするということが重なり合う形の社
会的位置づけの羅針盤があり，出来れば自分
の世帯を「理想的な世帯」像に位置づけたい
のだが，現状はその状態から乖離しているた
め，欠落している部分を補うべく自分に都合
の良い点を強く主張しているということであ
る。確かに彼は高カーストのチェトリであり，
11年生のクラスに在籍しており，教育レベ
ルは高い方である。土地についてもダリト世
帯平均の倍以上の土地を保有している。
ただ，彼自身も給与生活者ではなく，農
業労働者を雇うだけの金銭的余裕はないた
め，農作業などの作業は全て自分たちで行っ
ている。娘婿はしばしば給与生活者になりた
いということを言うが，有力なネットワーク
がないために職は得られておらず，そのため
収入も低い。土地については，ダリトの世帯
よりは多いが，チェトリの中では際立って多
いわけではない。ダリトの世帯は保有してい
る土地は少なくとも，農業労働やカースト的
職業を行う事で穀物を得ており，この世帯よ
りも土地所有は少ないが，現金収入の多いダ
リトの世帯は多く存在するため，土地所有だ
けを強調する彼の主張は自分に都合の良い情
報だけをとりあげているものと言える。つま
り，彼の世帯はカーストと教育レベルは高い
が，収入が低く，農作業などの「大変な仕
事」を自ら行わざるを得ないという「理想的
な世帯」像とは乖離した状態にある。そのた
め，彼はカーストと教育レベルが高いことを
強く主張し，カーストと教育レベルが低い人

13） この土地の名義は夫のままであるが，実際に使っているのはゴリカラと調査村に住んでいる家族で
ある。夫はバザールに住んでおり食糧は購入しているため土地を必要としない。この地域では通常，
土地は男子に均分相続されるが，ゴリカラには息子がおらず，夫のバザールの家族は調査村の土地
を必要としないため，今後どのような形で土地が相続されるかは不明である。土地も含め，ゴリカ
ラの世帯がどのような形で生計活動を成り立たせているかについての詳細は［岩間 2013］を参照
されたい。
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達（主にダリト）を見下すが，逆に収入が低
く「大変な仕事」をやらざるを得ない状況に
あることはほとんど主張しないことで「理想
的な世帯」像と乖離した部分を埋めようとし
ている。
次に，「理想的な世帯」像と現状が乖離し
た世帯の二つ目の事例として，ジャヤ・バハ
ドゥール・バムの世帯の事例を挙げる。この
世帯はチェトリの男性であるジャヤ・バハ
ドゥール，妻，子供の三人だけの世帯である。
ジャヤ・バハドゥールと妻は 25歳，子供は
2歳である。ジャヤ・バハドゥールは大工を
しており，妻は農作業と家事，育児をしてい
る。野菜やリンゴも売っている。ジャヤ・バ
ハドゥールは普段は大工や農作業をしている
が，年に数回，チベット国境までヤギ（羊）

を買い付けに行き，バザールや周辺の村で売
る仕事もしている。ジャヤ・バハドゥールは
複数の仕事を一人でやっているため忙しい
し，妻も農作業と家事，育児を一人でこなさ
なくてはならないのでとても忙しい。
ジャヤ・バハドゥールは 10年生まで学び

SLCも合格したが，兄弟の仲があまり良く
なく，結婚後すぐ親や兄弟たちと別居するこ
ととなった。そのため，進学して勉強を続け
ることをあきらめ，一人でできて，学歴がな
くても現金収入が得られる仕事である大工や
チベットでのヤギ（羊）の買い付けの仕事を
はじめた。勉強を続けて学歴をつければ給与
生活者の職が得られる可能性もあったが，一
家を支えるためにそれをあきらめた。
この世帯はゴリカラの世帯と異なり，現金
収入が比較的多い，中層の世帯である。大工，
ヤギ（羊）の買い付けなど複数の現金収入源
があり，かつ世帯構成員が少なく消費も少な
いため，給与生活者ほどではないがある程度
の経済的な余裕がある。ジャヤ・バハドゥー
ルは腕がよく勤勉な大工であり，ほかの大工
よりも多くの収入があることは彼の周囲の人
達の認めるところである。しかし，ジャヤ・
バハドゥールは現状に満足しているそぶりは

なく，「給与生活者になれるならなりたいの
だが，勉強を続けられなかったために体を動
かす「大変な仕事」をしなくてはならない」
と繰り返し言う。彼もゴリカラの娘婿と同様
に給与生活者のような「楽な仕事」が理想的
だと考えているのである。ただ，彼はゴリカ
ラの娘婿と違い，自分に都合の良い点だけを
声高に主張するということはせず，条件の良
い給与生活者の職に就けないことが残念であ
るということを繰り返し言うだけである。ま
た，彼の周囲にも彼の腕の良さや勤勉さは認
めても社会的位置づけが高いという人はいな
い。本人もそういったことをいうことはない。
彼が社会的位置づけが高いとみなされないの
は，彼の仕事が給与生活者のするオフィス
ワークではなく，大工など体を動かす「大変
な仕事」だからである。高カースト，教育レ
ベルが高い，収入が比較的多いと条件が揃っ
ていても，大工のような体を動かす「大変な
仕事」をしていれば社会的位置づけが高いと
はみなされないのである。
この世帯の事例から言えることは，高カー
ストである程度収入が得られていても「大変
な仕事」をしている男性のいる世帯は「理想
的な世帯」ではなく，「理想的な世帯」はあ
くまで給与生活者の仕事に就いた男性のいる
世帯であるということである。

3.3　 ダリトの世帯の位置づけ―ダリト，低
学歴だが，収入が多く「大変な仕事」
に従事―

次に，ダリトのカリシン・カミの世帯の事
例を挙げる。この世帯はカリシン，妻，長男，
長女，次女，次男，三女の 7人である。カリ
シンは大工と鍛冶屋の仕事をして穀物と現金
収入をもたらす。妻と長女は農作業や家事，
育児をしている。長男，次女は家の仕事より
も学校を優先させており，次男と三女はまだ
小さいので仕事はほとんど手伝えない。この
世帯はカリシンが大工としても鍛冶屋として
も腕がよく勤勉で，周囲からもそれを認めら
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れているため，仕事が多く持ち込まれる。特
に鍛冶屋の仕事は調査村のほとんどの人が仕
事をこの世帯に持ってくるため，沢山の仕事
をする。よって，そこから得られる現金収入
や穀物は多く，この調査村のダリトの中では
一番豊かであり，経済状態は全体でも上層に
入る。
この世帯の特徴は，子供たちがある程度の
教育レベルにあり，現金収入も多いが，社会
的位置づけが高いとは本人も周囲も言わない
点にある。カリシンと妻は他の同世代のダリ
トと同様，学校に行ったことがなく非識字で
ある。しかし，彼の子供たちはみな学校に
通っており，長男は調査当時，SLCの試験
を受けて結果を待っている状態，次女は都市
の全寮制学校で学んでいる学生であった。ダ
リトでも近年は学校教育を受けるのが普通に
なってきているが，ドロップアウトする子供
も多く，全寮制学校に通う子供もまれである。
それに比べるとこの世帯の子供たちは教育レ
ベルが高い。カリシンの収入が高く，教育費
を十分に出せるだけの余裕があるということ
と，カリシンが子供の教育に積極的な姿勢を
見せていることがその原因である。
このように，この世帯は現金収入が多く，
少なくとも子供たちの世代の教育レベルは高
い。しかし，ダルジャ・バハドゥール・バム
の世帯のように本人も周囲も社会的位置づ
けが高いとは言わない。このような違いは
何から生じるのだろうか。ダルジャ・バハ
ドゥール・バムの世帯とカリシンの世帯の違
いはカーストと現金収入源の仕事の違いであ
り，社会的位置づけの違いもそこから生じて
いる。近年，法的にはカースト差別が認めら
れなくなってきているが，実際のところは根
強く残っており，ダリトの社会的位置づけは
低いままである。また，カリシンの仕事が給
与生活者の「楽な仕事」ではなく鍛冶屋，大
工など体を動かす「大変な仕事」であり，既
に述べた理由からこういった仕事に就く人は
「サール」と尊敬されることはなく社会的位

置づけも低い。
このように，この世帯はダリトでかつ「大
変な仕事」をしているため，この世帯の現金
収入が多くても子供たちの教育レベルが高く
ても社会的位置づけが高いとみなされないの
である。
ダリトは生まれであり，本人の意思では変
えることができない。生まれだけで社会的位
置づけが決まってしまうことに対して，ダリ
トに全く不満がないわけではない。都市には
社会運動をするなどしてそういった現状を変
えようとする人達もいるが，この世帯も含め，
調査村ではそういった動きは見られない。こ
の世帯の人達はダリトの社会的位置づけが低
くそれがそう簡単に変えられないということ
を認めた上で，出来る限りの努力をして経済
的にも社会的にも上昇しようとしている。そ
のことはカリシンの勤勉さ，収入の多さや子
供達の学校教育への投資などからわかる。カ
リシンが「子供に教育を受けさせておけば，
ダリトの支援をしているNGOで雇用され
給与生活者になれるかもしれない」と言うこ
とから，チェトリのように高カーストにはな
れずとも，教育を受けた給与生活者になると
いう形で，「理想的な世帯」に近づこうとし
ているということがわかる。ダリトがダリト
独自の「理想的な世帯」像を持っているわけ
ではなく，高カーストと同様の「理想的な世
帯」像を共有しているのである。
ダリトが一定以上の収入を得ており，その
収入が収入の少ない高カーストの世帯以上の
ものになっている，ということはこの世帯に
限ったことではない。高カーストと異なり
「大変な仕事」もいとわない姿勢があり，更
にその人自身が勤勉であったり腕がよかった
りすればカリシンほどまでとはいかずとも，
調査村における中層程度の収入は得ることが
できる。また，近年ダリトにも教育が広まり，
一部にカリシンの子供たちのように高いレベ
ルの教育を受ける者も出始めている。既に述
べたように，給与生活者の職は教育レベルが
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高くても有力なネットワークに属していなけ
れば得ることが難しく，教育とネットワーク
両方の欠如から調査当時，給与生活者の職を
得ているダリトはおらず，ダリトは皆「大変
な仕事」をしている状態にあった。しかし，
都市部ではダリトの支援をしているNGO
で雇用されているダリトが存在しており，カ
リシンも自分の子供達がそういった形で給与
生活者の職を得る可能性を考え，教育を受け
させている。将来的にはこの調査村にもダリ
トの給与生活者が生じる可能性もあり，その
ことは「理想的な世帯」から乖離しているこ
とを自覚しながらも，自らが高カーストであ
るがゆえにダリトより社会的位置づけが上で
あるということを主張したい高カーストに
とって脅威となるであろう。

3.4　豊かで楽な生活が送れる外国の想像
次に，このようなカテゴリー化と社会的位
置づけがなされている調査村において，外国
がどのように認識されているのかを明らかに
すべく，事例を示す。
外国の認識を論じる上で，ゴリカラが筆者
に対して示した言動を事例として示す。筆者
はゴリカラの世帯の農作業を頻繁に手伝って
おり，接触の時間が長かった。筆者が農作業
を手伝う時はゴリカラはただ黙々と働き，必
要に応じて指示する程度であり，彼女の家族
や調査村の他の人とあまり変わらない扱いな
のだが，薪運びなど重い荷物を運ぶ作業の時
は他の人達とは違う扱いをしていた。ゴリカ
ラは筆者が重い荷物を運ぶことはできないに
違いないと言い，筆者には荷物を渡さずに荷
運びをさせようとせず，筆者が自分も荷運び
をすると言うと小さく軽めの荷物を渡すとい
うことを繰り返した。筆者が 20キロ以上あ

る薪を運んだのを実際に見て知っていても，
小さく軽い荷物を渡そうとする行為は変わら
ず続いた。ゴリカラが筆者に運ばせないのは，
リンゴなど落としてはいけない大切なものだ
けではなく，薪など落としても大丈夫なもの
も多く含まれており，筆者に運ばせることで
大切なものが壊れてしまうことを恐れてのこ
とではない。ゴリカラは筆者が実際に荷運び
ができるか否かを確認せずに，始めから筆者
は荷運びができないに違いないと思い込んで
おり，それがなかなか変わらなかった。
なぜ，ゴリカラは筆者が重い荷物を運ぶこ
とができないに違いないと考えているのだろ
うか。それはゴリカラやその場にいた他の人
達の言動からわかる。彼らは「外国には様々
な設備14）（suvidhā）があり，重い荷物を運ぶ
ことはない。だから，外国人は自分たちのよ
うに重い荷物を運ぶことはできないに違いな 
い。」ということを繰り返し言い，外国人であ 
る筆者も重い荷物を運んだことがないに違い
ない，だから軽い荷物しか与えないと判断し
ていた。このように，ゴリカラは外国には様々
な設備があるために外国人は重い荷物を運ぶ
ことができないと考え，筆者が実際に運んだ
としてもその考えを変えることはなかった。
ゴリカラの外国に対する想像は次のような
出来事からも読みとることができる。雨季
で 1日 10時間以上草取りと移植の作業が何
日も続いて疲れ果てていた時，ゴリカラにつ
きっきりで手伝っていた筆者に対し，草取り
の手をとめてゴリカラがふと言った。「あの
飛行機（上空を飛んでいる小型の国内線）に
乗ってあなたの国に行こう，あなたの国は豊
かで設備があってとても楽な生活をしてるん
でしょ。こんな大変な仕事はないんでしょ。」
筆者も連日の草取りと移植で疲労困憊してい

14） suvidhāには設備だけではなく利便，便利という意味もある［三枝 1997: 935］。ここで設備と訳し
ているのは，調査村において suvidhāの話がされる際，車道がない，水道がない，suvidhāがない
という形でインフラ設備と同列で語られることが多いためである。ここでの発言も調査村に車道や
自動車があれば重い荷物を運ぶ必要はないが，ないために人が重い荷物を運ばなければならないと
いう意味ととれるため，設備と訳している。



117岩間春芽：世帯間比較から見える「理想的な世帯」

たので楽な方に逃げたくなる気持ちはよくわ
かったのだが，「私の国にも大変な仕事はあ
る。どこにいても生活していくのは大変だ」
と答え，彼女の望みをかなえようとはしな
かった15）。この彼女の発言からわかるのは，
外国は楽で豊かな生活ができるところに違い
ない，と想像しているということである。こ
のような形で，「楽で豊かな外国」を想像す
る人は調査村に少なからず存在し，時と場合
によっては「楽で豊かな生活のできる外国に
連れて行ってほしい」と筆者に訴えた16）。
ゴリカラや一緒に働いている女性達は筆者
のような外国人だけではなく，都市の人達も
自分たちのように重い荷物を運ぶことができ
ないと言い，外国人と都市の人達を同じよう
に捉えている。しかし，外国人と都市の人達
は全く同じではない。それはゴリカラと一緒
に作業をしていた女性の次のような発言から
わかる。

「あなたは，こんなに開発（bikās）のない，
設備（suvidhā）のないところへ来て，薪
運びをしたり，農作業をしたりわざわざ大
変な思いをしているけれど，どうしてそん
なことをしているの。外国では楽で豊かな

生活ができるんだから，そちらで生活して
いたほうがいいはずなのに。私は都市には
行ったことはないけれど，都市のことは話
に聞いたことがある。都市にはここよりも
開発があって，車道があって車が走ってい
て，設備がたくさんある。都市にはこの村
のお金持ちよりもお金持ちな人がたくさん
住んでいる。外国には都市よりも開発があ
るんでしょ。都市のお金持ちよりもお金持
ちな人がいるんでしょ。都市のお金持ちは
土地をたくさん持っていて農業労働者や使
用人に全て仕事をさせて，自分は働かずに
椅子に座って指図をしているだけだから，
外国人はもっとたくさんの人を雇って仕事
をさせて楽で豊かな生活をしているんで
しょう。」

この発言からわかるのは，外国と都市は調
査村よりも開発が多いという点は共通してい
るものの，外国の方が都市よりも開発が多い
と考えられているということである。これま
での事例から教育有・開発有，教育無・開発
無の軸と，カーストが上位，カーストが下位
という軸のある羅針盤を示し，教育有・開発
有でカーストが上位の方が理想的な世帯であ

15） 調査村の人達にとって外国はとても遠い所である。ネパールの他の地域と異なり，調査村において
海外出稼ぎを行う人はほとんどおらず，数世帯がビザなしで行けるインドに行くのみでありそこで
得られる収入も限定的である。海外移住や留学もほとんど見られない。海外に行く人が周囲にいな
いため情報がなく，そもそもそういう発想のある人がいない。外国人の旅行者も滅多に訪れない。
新聞もテレビもほとんどないため，メディアでの情報もほとんど得られない。そのため，外国は伝
え聞いた断片的な情報から想像する世界となる。外国に比べると都市への進学は一般的であり一部
の世帯で見られるが，都市に行くのは主に現金収入の多い世帯の子供（主に男児）であり，女児が
都市に行くことはほとんどない。都市では家賃を払わなくてはならず食糧も購入しなければならな
いため生活費がかかり，有力なネットワークがないため就職も難しいという理由から，都市に進学
してもその多くは調査村へ戻り，調査村周辺のネットワークからバザール等，調査村の近くで就職
する。都市に世帯ごと移住するということもほとんど見られない。ここ数年はマオイストによる恐
喝により都市への移住を余儀なくされた人達もいるが一部にとどまる。ここでのゴリカラ達の会話
では外国での生活が理想とされているが，彼女らは外国での生活を送ることが現実的ではないとい
うことをわかりながらも，外国人である筆者がもしかしたら何かをしてくれるかもしれないという
考えからこういったことを言っている。

16） このような外国の想像と乞う行為はリムの指摘と重なる［Lim 2008］。リムは外国人旅行者の多い
地域において調査を行い，アーリの『観光のまなざし』の議論を引用しつつ，外国の想像が生じる
過程を論じている。ただ，本論文の調査地であるネパール北西部は観光地ではなく，このような枠
組みで論じることは難しい。よって，社会的位置づけの羅針盤の先に外国を想像している，と指摘
する程度にとどめておく。
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るとしてきた。これまで見てきたゴリカラた
ちの会話から，都市や外国には調査村以上に
教育・開発があり，豊かで「楽な仕事」をし
ていると考えられており，つまりこれまで示
した羅針盤の「理想的な世帯」像の先には都
市が，そしてその先には外国が想像されてい
るということがわかる（カーストについては
都市や外国には高カーストばかり住んでいる
という話にはならず，よくわからないカース
トや民族が住んでいると考えられており，羅
針盤の「理想的な世帯」像にぴったりと当て
はまるわけではない）。このように，社会的
位置づけの羅針盤は調査村だけで完結するも
のではなく，その先へ続くはずの外国をも含
めたものとなっているのである。

4. 結論

これまで見てきたように，調査村において
援助と教育の広まりに伴い，新たな理想像が
生じている。調査村における「理想的な世
帯」とは，高カーストで教育レベルが高く，
豊かで「楽な仕事」に従事している男性がい
る世帯である。高カーストで教育レベルが高
く，給与生活者の職に就いている人達は周囲
から少なくとも表面的には尊敬されサールと
呼ばれている。このような条件は偶然重なっ
ているのではなく，高カーストで有力なネッ
トワークのある親の元に生まれ，そのため教
育を受ける機会に恵まれ，給与生活者の職も
親の有力なネットワークから得られた，とい
う形でつながっている。こういった世帯は調
査村には一定数あり，調査村において強い影
響力を持つ存在となっている。
その一方，「理想的な世帯」とは乖離した
世帯も見られる。調査村には高カーストで，
教育レベルが高いが，収入が限定的で「大変
な仕事」に従事している人達も一定数存在す
る。こういった人達はできることならば「楽
な仕事」に従事し多くの収入を得たいと考え
ているが，有力なネットワークに属していな

い等の理由からそれがかなわない状態にあ
る。こういった状態の人達は既に述べた「理
想的な世帯」像と自らの置かれた状況が乖離
しているという自覚があり，それが故に「教
育がある」「高カーストである」など「理想
的な世帯」像に近づく上で都合の良い条件を
声高に主張し，「収入が低い」「大変な仕事を
している」など「理想的な世帯」像と外れる
部分は主張しないということも少なくない。
高カーストである程度の教育レベルにありな
がらも，給与生活者の職にありつけないとい
う若い男性は少なからず存在し，そういった
人達は家族の収入に頼りながら学生を続け
る，あるいはあきらめて学歴や有力なネット
ワークを必要としない職に就くという形で生
計を立てている。
「理想的な世帯」は高カーストであること
が前提となっているが，調査村のダリトはこ
のことについてどのように考えているのだろ
うか。本論文ではダリトで，教育レベルが低
いが収入が多く「大変な仕事」に従事してい
る世帯を事例として示した。事例で示した世
帯は調査村のダリトの中では最も豊かな世帯
であり，事例としてはやや極端なものである
が，調査村には大工やカースト的職業から現
金収入を得て中層程度の収入を得ている世帯
は多く存在する。こういった世帯はダリトに
生まれてしまったがゆえに「理想的な世帯」
になることができないことに対する不満を全
く抱いていないわけではないが，それを認め
た上で，カースト以外の点において社会的位
置づけを高め，「理想的な世帯」に近づくべ
く努力している。
調査時点では，ダリトの給与生活者はおら
ず，給与生活者になれるような学歴のある人
は見られなかった。ただ，現金収入の多いダ
リトの世帯は子供への教育も熱心な傾向にあ
るため今後この状況が変わっていく可能性が
ある。ダリトは有力なネットワークに属して
いないため，給与生活者の職に就きにくいが，
ダリトを支援するNGOの職員など例外が
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ないわけではなく，将来的にカーストは低い
ものの教育レベルが高く，収入が多く，「楽
な仕事」をする者が出現する可能性は否定で
きない。こういった世帯の存在は，「理想的
な世帯」像との乖離を自覚している高カース
トの世帯にとって，自らの立場を脅かす脅威
的な存在となっている。
調査村では楽で豊かな生活が送れる外国と
いう想像をする人も少なくない。しばしば，
外国と都市は調査村よりも開発が多い所とし
て語られる。しかし，外国と都市はやや異な
り，外国の方が都市よりも開発が多いと考え
られている。これまでの事例から教育有・開
発有，教育無・開発無の軸と，カーストが上
位，カーストが下位という軸のある羅針盤を
示し，教育有・開発有，カーストが上位であ
る方が「理想的な世帯」であるとした。都市
や外国には調査村以上に教育・開発があり，
豊かで「楽な仕事」をしている人達がいると
考えられており，羅針盤の「理想的な世帯」
像の先には都市が，そしてその先には外国が
想像されている。このように，社会的位置づ
けの羅針盤は調査村だけで完結するものでは
なく，その先へ続くはずの外国をも含めたも
のとなっているのである。
冒頭で述べたネパールの他の地域における
先行研究で言及されていることと同様に，北
西部においてもカテゴリー化の中心はカース
トよりも開発や教育へと移ってきており，「教
育のある人」「教育のない人」「大変な仕事」
「楽な仕事」といった新たなカテゴリーが生
じている。調査村における社会的位置づけの
羅針盤も，カーストを軸とする従来のものか
ら，開発や教育の有無を軸とするものへと変
化してきている。そこではカーストの上下と
開発や教育の有無とはある程度の相関関係が
みられるものの，「高カースト」で「開発有」
「教育有」という「理想的な世帯」像を満た
す世帯はそれほど多くない。高カーストでも
教育がなかったり，あるいは，低カーストで
も高収入だったりという，「理想的な世帯」

像からの乖離が頻繁に見られ，それが新たな
葛藤を生んでいる状況にある。ただし，「開
発有」「教育有」が望ましいという認識が調
査村にしっかりと根付きつつあることは確実
である。さらにこうした社会的位置づけの羅
針盤の延長線上に「楽で豊かな生活ができる
外国」を想像するといった形で，調査村の人
達の社会空間的な認識は，もはや調査村の中
で完結せず，調査村外との関係の中にあるも
のとなってきている。
本論文で述べてきた開発に基づく単線的な
社会進化のイメージは，既にピグや南により
言及されてきたことである。本論文が付け加
えられることは，ネパールにおいてこのよう
なイメージが，マスメディアによる情報が十
分に共有されておらず，海外出稼ぎ等，人の
移動が極めて限定的な地域の，学校教育を受
けていない非識字の人達の間でも広く共有さ
れるようになってきているということであ
る。ネパールにおける開発による人々の意識
の変化は，マスメディアの発達した都市部や
人の移動が盛んな地域に限らず，そういった
変化の見られない地域においても広く見られ
るようになってきているのである。
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