
第５章 
聞き取りによるメエ人の社会と文化の素描 

遠山登志男 
 

2018年9月の言語研修および2019年2月の追加調査において、またそれぞれの合間に、

Nawipa 講師より聞き取りしたメエ人の社会と文化の一端について、言語生活の背景

を理解する手掛かりとして、素描する。 
 
キーワード：メエ人、モニ人，塩の交易、農耕、親族組織，氏族，リネージ，家族，婚姻，外婚，婚資，

男の家，女の家，キリスト教，トーテミズム、アニミズム，精霊，分身霊，夢，パンダヌス

言葉，豚，祭宴，金持ち，人生儀礼，葬制，亡霊，説話，色彩語彙 
Keywords: Mee, Moni, salt trade, agriculture, kinship, clan, lineage, family, marriage, exogamy, bride-price, men’s 

house, woman’s house, christianity, totemism, animism, spirit, alter-ego spirit, dream, pandanus 
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1. メエ人の居住地、周囲の環境、生業、行政区分 
2. メエ人の親族組織と婚姻 
3. メエ社会における男女の位置づけ 
4. 伝統的な超自然の観念 
5. 豚の大量賭殺祭宴 (yuwo) 
6. 人生儀礼 
7. 説話のジャンル 
8. 色彩語彙と味覚語彙 
 

1. メエ人の居住地、周囲の環境、生業、行政区分 

メエ人が住む地は、ニューギニア島西部、インドネシア共和国パプア州の中高

地にあるパニアイ (Paniai) 湖、タゲ (Tage) 湖、ティギ (Tigi) 湖という三つの湖

を取り囲む領域とその近辺である。季節には、1月から5月にかけての乾季 (awiiwa 
[shine-season]) と、6 月から 12 月にかけての雨季 (ediiwa [rain-season]) がある。雨

季の終わりには南風 (woogee bou [over.there-dry wind]) が吹く。この南風が吹くと

雨がすぐ止むと言われている。またメエ人にとって花の代表はワガデイである。 
 

(1) wagadei pii ewaa kipa  
 wagadei pii ewaa ki-p-a  
 Wagadei flower being become-MP-3SG.F.S  
 ワガデイの花が咲いた 
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一般にメエ人は平地の農耕民であり、パニアイなど湖のある地域ではエビ (udi)
などの漁労も大事な生業である。クスクス (woda) やツパイ (tubai) や野ネズミ

(kedei) などの猟獣の狩猟も行う。パニアイ地域では定まった畑地で農耕している

が、西のカム (Kamu) 地域やマピヤ (Mapiya) 地域などでは移動耕作をしている

ところが多い。主な作物はサツマイモ (dugi)、タロイモ (nomo)、サトウキビ (etó)、
バナナ (mapi)、葛根 (idee) などであるが、サツマイモ栽培と豚 (ekina) 飼養が基

本的な生業である。また商品作物としてコーヒー（アラビカ種）を栽培する。オ

ランダ人が導入したものだが、パプア州では有名である。 
畑・耕地の単位には表 1.の語彙がある。 
 

表 1.  耕地の単位 
語彙 意味 

pegoona 1m x 2m くらいの広さの畑 

owaana 一列に並んだ数単位の pegoona のまとまり 

pagaana 
横に並んだ数単位のowaanaのまとまり 

40~50m x 40~50mくらいで柵（eda）で囲まれている 

 
豚について、他人の豚が自分の畑に入って荒らしたら、畑の持ち主はその豚を

殺してもいい。トラブルを回避するために殺した豚は元の持ち主と折半すること

も多い。豚の持ち主は、自分の豚が禁止されている場所 1に入ったり崖などから落

ちたりしたら、それを殺さないと、自分の子供が病気になると考えられている。 
東隣のモニ人 (Mou) は山腹に居住している。モニ人の地には塩が堆積した河川

があり、伝統的に近隣の他民族と塩を交易している。この地域一帯ではモニ語が

共通語となっている。パニアイ地域などにモニ人が交易に来ると、メエ人もモニ

語で話す。基本的にメエ人はモニ人とは結婚してはいけない関係にある。モニ人

にはメエ人のと同じ名前をもつ氏族があり、おそらく同じ先祖に遡るのだろうと

言われている。 
パニアイ地域を含む行政区は表 2 の 6 つの下位区分からなる。 

  

1 dáá-ida [prohibited-place] = dáá~dáá-tee tai-da [prohibited~RDP-do do.INF-place] ― とくに儀礼的な意味合い

に限らず、何かの行動が禁止されていることをdá または dááと言い、自由にできることをpiyoという。 
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表 2. メエ人の居住地域を含む行政区分 
Paniai  

Deiyai ティギ（Tigi）の町がある区分 

Dogiyai  

Intan Jaya モニ人の住む区分 

Timika アメリカの鉱山会社 Freeport-McMoRan2の鉱山町がある区分 

Nabire 北岸の港町 

 
メエ人が元来住んでいるのは Paniai、Deiyai、Dogiyai の 3 地区である。パニア

イの町の人口は 20,000 人くらいだが、減少気味である。公立の小中高校があり、

カトリック系私立大学（社会科学、政治学、行政学の学科がある）もある。 
さらに外の世界では、Timika に 5,000 人くらい、Nabire に 5,000 人くらい、

Jayapura に 2,000 人くらいが暮らしている。Nabire にも 2002 年にできた大学があ

り、Jayapura には国立の Universitas Cenderawasih がある。 
メエ人はキリスト教徒だが、おおよそ半分がカトリック教徒、半分がプロテス

タント系のアライアンス教会 (The Christian and Missionary Alliance) の教徒である。

カトリック系教会では欧米人の司祭がいるが、プロテスタント系教会では今では

現地の人が司祭をつとめ、欧米人はほとんどいない。 

2. メエ人の親族組織と婚姻 

メエ人の社会では tuma と呼ばれる父系氏族組織が重要な機能を果たしている。 
tuma には起源の伝承やそれに関連するタブーなどがある。パニアイ地域には全部

で 3 つの tuma があり、それぞれの tuma には表 3.のような下位集団（以下「リ

ネージ」）がある 
講師の姓の Nawipa というリネージは、Maki tuma（土の男たち、土から生まれ

た氏族）という氏族に属している。。-pa という語は、maki と同じように、「土」

という意味合いがある。このような下位集団（リネージ）のことをメエ語では

uguwoo というが、同じ語でさらに下位の単位の家族も指す。Maki tuma の先祖は

東から来た、土の中へ入ってパニアイに出て来た、と伝えられている。Maki tuma
の人たちには食べ物のタブーはとくにない。しかし思い通りにならないことなど

で地面を踏みつけ踏みつけしてはいけない（地団駄を踏んではいけない）。 
パニアイ地域には Maki tuma の他に、Eguwai tuma と Mogopiya tuma という氏族

がある。Maki tuma はある川の下流域に、Eguwai tuma は隣の川の上流域に、

Mogopiya tuma はさらに向こうの川の下流域に主に暮らしている。 

2 同社はグラスベルグ Grasberg 鉱山（パプア最高峰 Puncak Jaya 山麓に位置する金鉱・銅鉱）を運営。  
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 Eguwai tuma 氏族は、大蛇 (eguwai) を始祖とする氏族で、先祖はあるところか

ら今のところへ大蛇の姿で来た。その人たちは蛇やそれに似た形の魚などは食べ

ない。 
Mogopiya tuma は、Mogopiya（mogo-piya [stone-tree]、木＝男なので「石の男た

ち」）であり、その氏族の先祖は、石から石へと跳んでパニアイ地域にやってき

たクスクス (woda)3である。Mogopiya tuma の人たちには食べ物のタブーはとくに

ない。Mogopiya tuma 氏族には 3 つのリネージがあるが、そのうちで Gobai が元々

の氏族である。 
 

表3. パニアイ地域の3つの父系氏族のリネージ 
Maki tuma のリネージ Eguwai tuma のリネージ Mogopiya tumaのリネージ 

Nawipa Edowai Gobai 

Yuma Mote Ogobai 

Kayame Pekei Epagobai 

Kadepa Degei  

Kedepa   

 
メエ語で友達にあたる語に表 4 の語彙がある。友達は同じ氏族の者同士で、他

の氏族の者とは友達関係にならない。 
 

表 4. メエ語での友達の語彙 
語彙 意味 呼び手  呼ばれ手 

noogei 男の友達 男/女 ⇒ 男 

ogeuwau ~ ogeuwou 女同士の友達 女 ⇒ 女 

ani paneka 異性の友達 
男 ⇒ 女 

女 ⇒ 男 

 
氏族の下位区分の各リネージにはそれぞれ領地があり、他のリネージの領地で

は狩猟はできない。リネージの領地のなかに、各家族の領地がある。Jayapura など

都会に出た人の農地は休耕地 (mude) として兄弟などの近親の人たちが面倒を見

る。パニアイのような町では公立の組織に土地を売るなどの土地の売買ができる

が、他の地域や山の方ではできない。 
リネージのなかでその下位グループを指す語に表 5 の語彙がある。 
 

  

3 獲物となる樹上に棲息する有袋類 (phalanger)。 
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表 5. リネージ内の下位グループの語彙 
語彙 意味 

ibopaa 長男の系列の者たち 

ipouwapaa 次男の系列の者たち 

mabiipaa 三男の系列の者たち 

amoyepaa 四男の系列の者たち 

 
何代も前の先祖からその ibopaa、その長男の ibopaa、またその長男の ibopaa と、

長男の系列が続く。ibopaa は、他のグループとの争いのときにアドバイス役をつ

とめる。 
それぞれの氏族、それぞれのリネージには先祖からの系譜を伝える話し（miyo 

makiimakii manaa [downward-set.INF~RDP story]）がある。始祖は動物などに辿るこ

とが多い。娘たちは結婚で出てしまうので、基本的に父から息子たちへと男だけ

に話すものだが、女たちも脇の方で聞いているものである。 
家族の中で子供の生まれ順を指すのに表 6 の語彙がある。 
 

表 6. 子供の生まれ順の語彙 
息子 娘 

語彙 意味 語彙 意味 

ibouto 長男 oumau 長女 

ipouwa 次男 maga 次女 

mabii 三男 mabii 三女 

amoye 四男 amadi 四女 

 
後継者となる男の子供のない人、女の子供だけの人（男とその妻も）を、utó 

[stump]（切り株―上に伸びる幹と枝がない）と呼ぶ。蔑称であり、その人の前で

は使わない。中立的な yoka beu [child-less]（子供無し）という言い方をする。また

父母を亡くした孤児を dobiyaa yokaa [orphan child]あるいは dobiyo [orphan]という。 
再婚などによる一夫多妻家族ではその子供を指す表 7 の語彙がある。 
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表 7. 一夫多妻家族の子供の語彙 
2人妻の場合 意味 3人妻の場合 意味 

epakopaa 第1妻の子供たち epakopaa 第1妻の子供たち 

  yupikaapaa4 第2妻の子供たち 

imudapaa 第2妻の子供たち imudapaa 第3妻の子供たち 

 
また、両親それぞれとの親子関係を指す表 8.の語彙がある。 
 

表 8. 父母と子供の関係の語彙 
語彙 意味 語彙 意味 

naa ka bagee 父とその子供たち ukaa ka bagee 母とその子供たち 

 
メエ社会では同じ氏族の者同士は結婚できない。ましてや同じリネージの者同

士は絶対結婚できない。結婚が禁止されている氏族・リネ－ジのことを wiye とい

い、例えば次のような表現をつかう。 
 

(2) ani ya wiye kou ko pooge 
 ani ya wiye kou ko pooge 
 1SG GEN.DEF prohibited.lineage DEM.SG.F DET.SG.F Pooge 
 私の結婚禁止リネージはポーゲ家だ 

 
結婚相手 (waka) を探すとき、縁戚関係のつながりで自分と世代が違わないか良

く調べ、めぼしい嫁の候補について父の母がよく働く娘かどうか方々に話しを聞

いて回る。 
父方親族も母方親族も含む人たちを指す uguupuguu という語がある 5。naama（母

の兄弟）、naamaama（母のリネージの男性親族で母と同世代の者たち）は、よく

母を訪ねてくる。noone（naama、naamaama のこども、交叉いとこ）は aniiyoka（母

の姉妹のこども、平行いとこ）と同じような関係にある。 
他の氏族の女性を妻に娶るとき、昔は貝貨で婚資を払った。嫁を貰う側の家族

の中で年寄りの貢献が多かった。今の時代は、嫁にもらう女性がどこの大学を出

たのか、教育にいくら支払ったのかを考えて婚資を払う。離婚したばあい、その

原因の責任が女の側にあれば婚資を返す。男の側にあれば返さない。離婚した夫

婦に子供がいなかったばあいに、男は、婚資が自分の周りの親族からもらったお

4 yupi-kaa-pa [in.between-APS-stock/side] 
5 日本語の親戚、英語の kindred にほぼ相当する語と思われる。 
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金だったら、自分で金策して返済する。パニアイの町だけだが、最近はキリスト

教（アメリカ系ミッショナリー）の影響で婚資がない結婚もある。 

3. メエ社会における男女の位置づけ 

人の名前では、男の名前には piya（木＝男）、bago（山）などの語を入れて作る

ことが多く、女の名前には yebaa（山崩れ）、uwo（湖＜水）、tai（畑）などの語

を入れて作ることが多い。 
 

表 9. メエ語の人名の例 
男性の名前の例 magago-piya tani-tuma  

 waterfall-man sun-clan  

 滝の男 太陽の一族  

女性の名前の例 tou-to-yebaa abata-yebaa adama-yebaa 

 stay-CONT-landslide morning-landslide old-landslide 

 残る山崩れ 朝の山崩れ 老いた山崩れ 

 
女で狩をするようなタイプを yamee kita yagumo [man become-IP woman], yamee 

dani yagumo [man like woman]（「男になった女」「男のような女」）といい、男は

そういうタイプと結婚してはいけないと言われる。 
話し方でも男女の違いがあることがある。たとえば「さあ食べよう」というと

き、男女で違う言い方をつかうことがある。 
 

(3) mewei inii dugi nai nu 
 mewei inii dugi na-i nu 
 come.IMP.PL 1PL potato eat-INF NI.VOC 
 さあ食べよう［男女ともつかう中立的な言い方］ 
 

(4) inii dugi nai kodo mee naa ka bagee 
 inii dugi na-i kodo mee naa ka bagee 
 1PL potato eat-INF COMP Q father GEN.INDF people 
 さあ食べましょう、あなたたち 

［母親から夫と子供たちに言うときの言い方］ 
 

(5) inii dugi nai kodo mee ukaa ka bagee 
 inii dugi na-i kodo mee ukaa ka bagee 
 1PL potato eat-INF COMP Q mother GEN.INDF people 
 さあ食べましょう、お前たち 
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［母親から自分の子供たちに言うときの言い方］ 
 
すぐ後で見る精霊 (eniya) の住まう高地のパンダヌス園に赴いて果実の収穫と

精霊への祈祷をするのは基本的に男子だけである。初潮前の女児は行くことがで

きるが、それ以上の年代の女性は行けない。パンダヌスの精霊 (tekeepooniya) が
こころよく思わず、パンダヌスの実の成りが悪くなると信じられている。また豚

の大量賭殺祭宴 (yuwo) では、精霊を夢に見て梁渡りをするのは男性であり、村

の精霊 (makeeniya) に供犠するのも男性長老である。このように、男女の間では

聖性を帯びた領域へのアクセスに違いがある。 
居住形態でも男女で違いがある。今でも山奥の方の村では男の家 (yameewaa 

[man-house]) がある。男の家は村の中の金持ちの村長  (tonawii mee [rich.man 
person]) の家の隣に作る。男たちは夜には男の家で寝泊まりする。女の家

(yagumoowaa [woman-house]) は休耕地に作る。村の中とは限らず、遠くにあるこ

ともある。子供たちは女の家で暮らす。女の家で寝泊まりする男もいるが、女み

たいだ (yagumo dani [woman like]) と言われる。 

4. 伝統的な超自然の観念 

eniya という精霊に当たる存在の考え方がある。例えば以下のような精霊がいる

ようだと考えられている。6 
表 10. さまざまな精霊たち 

語彙 gloss 役割 

uwooniya water-spirit 子孫と農作物の豊穣を司る水流の精霊 

wodaaniya phalanger-spirit 獲物のクスクスを司る主の精霊 

ikaneeniya fish-spirit 魚を司る主の精霊 

piyaaniya tree-spirit 樹木を司る主の精霊 

tekeepooniya pandanus-spirit パンダヌスの実りを司る精霊 

ekinaaniya pig-spirit 豚を司る主の精霊 

mogooniya stone-spirit 顕著な特徴のある石を司る精霊 

 
これらの精霊は、担当する分野（水流、獲物、魚、森の木、パンダヌス、豚、

石）を司る存在であり、人は夢で精霊に会ってその指示を受けると、幸運に恵ま

れる。獲物の精霊に「あの森へ行け」と言われて森に行くと、そこここに獲物が

いて捕まえられる。木の精霊に指示を受けると材木にするのにいい木が得られる。

自分の父親が木の精霊を持っていると信じている人もいる。水流の精霊は、サツ

マイモなどの作物のでき具合や、子供の生まれ具合を司る。水流が良いと作物も

よくできる。 

6 ugeeniya [fallow.field-spirit] は語彙化して蛇の意味である。 
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そのような精霊に祈ることを、「石／木／土地にお辞儀して祈る」 (mogo / piya 
/ maki migaakobee (tai) [stone / tree / land bowing.praying (do.INF)]) という。夢を見て

精霊に祈るとき、豚や野ネズミ (kedei) を捧げる。野ネズミは胸や臍や内臓を土や

水の中に入れて捧げる。小川に泥が詰まって水が流れないときには、豚を 1～2 頭

殺して水に沈めたり、石焼きにしてみんなで食べたりする。川の源流に行って、

子供が増えるよう、病気が良くなるよう、食べ物の精霊 (nai ya agiyo eniya [eat PMS 
thing spirit]) に祈ったりする。 
頭のおかしくなったことを eniya aniya といい、「あの人の中に精霊が入ったか

ら」と言う。 
 

(6) okai duba eniya awidoke tiyake 
 okai duba eniya awi-doke ti-yake 
 3SG inside spirit put.in-RES do-CVM 
 精霊があの人の中に入ったから 
 
精霊は人間と同じような人格的存在であり、以下の文例のように動詞の人称接

頭辞が人間と同じように用いられる。 
 

(7) ani ki eniya ke tee edoota 
 ani ki eniya ke tee e-doo-ta 
 1SG DET.SG.M spirit DET.PL.M NEG 3O-see-IP 
 （精霊たちがいたけれど）私は精霊たちを見なかった 

 
また言い伝えで触ってはいけない石などを精霊と考えて人に使う語を用いるばあ

いもある。 
 

(8) mogo ko onipa   
 mogo ko oni-p-a   
 stone DET.SG.F bathe-MP-3SG.F.S   
 石が水に浸かった（石を精霊と考えて onii [bathe.INF] を使う） 
 
テケーポー (tekeepoo) というパンダヌス属の喬木果樹が儀礼的に顕著な位置

にある。poo は果実の意味であり、年寄りがその実を噛むと tekee tekee という音

がすることからその名前がある。海辺の地方のココナッツ (makai kaa tekeepoo 
[coast APS pandanus.nut]) と同じ味がする。万年雪 (toutou es [staying~RDP ice]) に
近いような冷涼な高地に育つ。テケーポーは果実のプロトタイプであり、豆を 
maki tekeepoo [earth pandanus.nut]と呼ぶように外来作物の果実の名称の語基に転用

される。 
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各地の高地にある名高いパンダヌス園 (tekeepoopa) には精霊がいると考えら

れ、そこへ一日がかりで赴いて数日間滞在し、果実を収穫し、罠で捕らえた野ネ

ズミを犠牲に捧げて祈る。パンダヌス園が聖なる場所であることは、精霊が嫌う

ので経血のある女性は行ってはいけないこと、やはり精霊が嫌うので外来の物を

持って行ってはいけないこと、そこでは村に残してきた人たちを「糞を食べてし

まった人たち」(ba daganota bagee [feces seek-eat-IP people]) と呼ぶこと、などから

わかる。また、村で悪い事を犯した年少者はパンダヌス園に滞在する間に同行す

る年長者たちにそのことを告白しなければならず、そうしないと災難に会うと信

じられている。 
そのようなパンダヌス園では普段の言葉を話してはいけない。別の言葉（語彙）

を使う。 
 

表 11. パンダヌス言葉の語例 
事象 村での普段の言葉 パンダヌス園での言葉 gloss 

雨 edi mogoodiyo mogo-odiyo rock-drip 

水 uwo dubauga duba-uga stream-LOC 

サツマイモ dugi upeiyee gekee upe-iyee gekee grass-mat noise 

オベ7 obe enaa kigikigi enaa kigi~kigi one exchange~RDP 

 
単純語を複合語で言い換えることから、精霊が聞いても解らないようにするため

かと推測されるが、よくわからないとのことだった。 
人間には誰にも分身霊がいると信じられている。自分が何か間違いをしでかし

そうなときに諭してくれる、良い存在である。そのような関係を以下のように表

現する。 
 

(9) ani ya natawata ewaa 
 ani ya na-tawa-ta ewaa 
 1SG GEN.DEF 1SG.O-join-IP exist 
 私には分身霊がいる 

 
各人称に対応する表現は以下の通り。 
 

(10) natawata katawata etawata 
 na-tawa-ta ka-tawa-ta e-tawa-ta 
 1SG.O-join-IP 2SG.O-join-IP 3O-join-IP 
 私の分身霊 君の分身霊 あの人の分身霊 

7 火の中から芋を挟み取る道具。 
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獲物がよく捕れたりすると、「私の分身霊は獲物のクスクスの精霊だ」という言

い方をする。 
 

(11) ani ya natawata ko wodaaniya 
 ani ya na-tawa-ta ko woda-eniya 
 1SG GEN.DEF 1SG.O-join-IP DET.SG.F phalanger-spirit 
 私の分身霊は獲物のクスクスの精霊だ 
 
夢、夢見 (bagume) は、精霊からの指示を受けたり、将来の暗示を得たりする場

であり、重要視されている。豚の大量賭殺祭宴 (yuwo) では、精霊を夢に見た男が

梁渡りをする。良い夢は実現するまで他人には漏らさないようにする。悪い夢は

すぐに他人に話してしまう。とくにパンダヌス園に初めて赴いて見た夢はかなら

ず実現すると言われている。 
 

(12) tekeepoopa edoogamedooga uwiyake kouda make 
 tekeepo-epa edooga~medooga uwi-yake ko-ida make 
 pandanus-place first.time~RDP go-CVM there LOC 
 doota bagume kou umiitou duba ewa 
 doo-ta bagume kou umii-tou duba ewa 
 see-IP dream DEM.SG.F living-staying inside existence 
 te duwai ko dáá   
 te duwa-i ko dáá   
 NEG cut-INF COMP must.not   
 パンダヌス園に初めて行き、そこで見た夢は生きてゆく中で必ず叶う 
 

5. 豚の大量賭殺祭宴 (yuwo) 

地域の村々の持ち回りで、1 週間くらいかけて豚を 100～150 頭くらい賭殺して

連日石焼きにして食べる yuwo 祭宴が開かれる。この祭宴は主催者側が参加者に

豚肉などの食べ物をタダで配る祭宴であり、豚肉の売買は絶対にしてはいけない。

しかし誰が誰に何をどれだけ贈与したかということは記憶されていて、貰い手は

自分のところで祭宴が開かれるときには贈り手にその借りを返さなくてはならな

い。 
昔は毎年くらいの頻度で yuwo 祭宴が開催されていたが、最近は作物がよくで

きた年に開くようになり、2～3 年に 1 度くらいの頻度になっている。 
yuwo 祭宴を開催するには、豚を多く持っている金持ちの人  (tonawii mee 

[rich.man person]) が言い出し、開催の2～3年前から主催する村の家々に通知して、
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休耕地で作物をよく作って豚を増やして準備するように知らせる。祭宴のときに

は村の各家族は豚を 5～10 頭供出することになる。 
yuwo 祭宴には近隣の村々から人々があつまるが、主催者側では近隣で有名な

人たちをとくに招く。準備として、他所からくる客人たちが開催期間中に寝起き

する祭宴の家 (yuwoowaa [pig.feast-house]) を、迎える側の家々の近くに全部で 10
棟くらい建てる。祭宴のスケジュールは金持ちの人が決める。 
とくに村の中心にある男の家 (yamoowaa [man-house]) の傍らに建てる祭宴の

家では、儀式が執り行われる。家に屋根を置く前に、両端の梁と梁とのあいだに 
owaa wai [house lath] という滑りやすい棒をわたす。この棒は uwó という木で作

る。村人か否かを問わず、精霊の夢を見た男一人がその棒の上を端から端まで渡

って歩く。精霊の夢を見た男は必ずいる。もしも滑り落ちるとその男は次の日か、

次の年か、きっと死ぬと言われている。もしうまく渡り切れば、その男は運がよ

い (umiitou duba enaa [life inside good]) とされ、yuwo 祭宴もうまくゆくと言われ

ている。 
yuwo 祭宴の初日は豚やバナナなどの食材を集める日。金持ちの人が参加者を

前にして演説する (emeemee tai [oratory do.INF])。畑の作物がよくできて豚が多く

育ったことを村の精霊（maki ipuwee [land belonging.to]または makeeniya [land-spirit]）
に感謝する挨拶をする。そして川の流れの中や山のふもとで犠牲を捧げる。切っ

た豚の足と内臓を川の中に沈めたり土の中に埋めたりして捧げて感謝する。 
二日目以降は食べ物を配る日。金持ちの人の指示で豚の供出を担当する家々を

毎日変えて豚を屠り、切って肉にして石焼きにして、参加者に配分する。 
石焼きの日の翌日は歌と踊りの日となり、表 12.の演目が演じられる。 
 

表 12. yuwo 祭宴での演目 
ugaa 

歌 

参加者の男たちのうち若者たちが昼夜と、年寄りたちが時々、歌を歌う（ugaa keitai [song 

work-do.INF]）。男性たちが女性たちのために歌う歌や、故郷に感謝する歌を歌う。主催

者のグループ、客人のグループと、順々に歌う。 

waitaa 

隊列周回 

みんなが大声でワーワーと言いながら、隊列を作ってグルグル回る（waitaa tai 

[circling.in.ranks do.INF]） 。 

wiyaane 

反復唱和 

2 人の人が話した言葉を、グループの者たちが立ったまま繰り返し唱える（wiyaane [two-

ne]）。 

 
yuwo 祭宴の衣装として、男はヒクイドリ (íyopiyaa [feather-man = cassowary]) の

羽毛をあしらったヘッドギア (waiya [head.dress])、ゴクラクチョウの尾羽 (wiiyai 
puga [bird.of.paradise tail])、腕輪 (ebá [arm.ring]) を身に着け、弓 (uka [bow]) を手

に持つ。顔に色を塗ったりはしない。女は網袋 (agiya [net.bag]) を持つ。こうして

石焼きと歌の日々を繰り返す。 
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yuwo 祭宴はまた若い男女の出会いの場でもあり、娘たちは若者たちの豚を育

てる技量を見極める。長身で鼻が縦に長くて長面の男性に人気がある。 
最後の日は感謝の日となる。パニアイ地域の金持ちの人たちの代表が参加者を

前にして感謝と終了の言葉 (muumai yagoo mana [end with speech])を述べると、次

の祭宴主催者が手を挙げる。最後の隊列周回をして yuwo 祭宴は終わる。後片付

けは主催者側の村人が行う。 

6. 人生儀礼 

出生から死去にいたるまで執り行われる主な儀礼を順にみる。 
まず妻が不妊のばあい、その原因について超自然的な説明がなされる。男は婚

資を貰った人にそれを返済しないと子供ができないと言われる。また、男が結婚

以前に女の精霊 (yagumo kou eniya [woman DEM.SG.F spirit])／女の分身霊 (yagumo 
kaa etawata [woman APS 3O-join-IP]) と気付かずに結婚していると子供ができないと

言われる。 
妊娠期間中に妻や夫がやってはいけない事や食べてはいけない物はとくにない。

出産は女の家 (yagumoowaa [woman-house]) で、床に葉を敷いたうえに産み落とす。

赤ん坊に臍の緒が巻き付いていたら有名人や金持ちになると言われる。 
男児が 4～5 歳くらいになると先祖の誰かに似ているというような話しもする。

子供にはその時の出来事にちなんだ名前をつける。男の子の名前にいれる語には

piya（樹）、mogo（石）、bago（山）などがあり、女の子の名前にいれる語には

yebaa（山崩れ）、wadii（川）、pekuu（湖） などがある。子供の親は「～の父」

などと呼ばれる（テクノニミー）。 
 

(13) debidaayebaa nakame 
 debi-daa-yebaa nakame 
 wet-SPN-land.slide 3.father 
 デビダーイエバー（女性名）のお父さん 

 
母親か子供は自分の子供が精霊を持っている人  (eniyaawaa mee [spirit-exist 
person]) かどうかを夢で見る。成人の儀礼などはとくにない。 

結婚にあたって、婚約すると新郎側から新婦側へ貝貨の婚資 (mege) を贈る。結

婚式は男の家で執り行う。女の親と友達が出席する。豚を屠って会食する。式で

は村の金持ちの人が祝宴の言葉を述べる。 
人が死んだときには、葬式は死者の家族と友人で執り行う。遺骸は家の中に２

日間安置する。現在の一般的な葬法では、普通の人の遺骸は棺に入れて地面に穴

を掘って埋める。墓は山のふもとにあり、埋葬して上に十字架を立てる。しかし

金持ちの人の遺骸はその遺言にしたがって葬る。精霊を持っている人の遺骸は特
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別の森に持って行って立った姿にして (yooniyaawii [stand-CAUS.INF])、そうして葬

る。生前に本人が自分は精霊を持っている (eniya ewaa [spirit exist]) と話すので皆

が知っている。 
昔の葬法では、普通は遺骸を特別の森に持って行って立った姿にしてそうして

葬ったり、樹の枝の上に置いて葬ったりした。伝染病人は居住地から遠く離れた

ところに住まわせ置き、家族が食べ物を運んだ。亡くなるとそこで埋葬した。 
不幸な死に方をした死者の網袋や財布を自分の物にして寝ると、死者が来てそ

の死因を話すと言われる。 
人の死後 3 日目と 7 日目に「亡霊が来た (tené meta [ghost come-IP])」と言ってみ

んな集まり、豚を屠って宴をもつ。父親の亡霊 (tené) が悪い亡霊だと、残された

母子を殺すと言われる。良い亡霊だと、残された妻が良い新しい夫に巡り会うよ

うはからうと言われる。死者を基準にした子孫の呼び方（ペンソニミー）は無い。 

7. 説話のジャンル 

メエ人の説話のジャンとしてはまず、前述の先祖からの系譜を伝える話し 
(miyo makiimakii manaa [downward set~RDP story]) がある。また、昔話に相当するジ

ャンルの説話で「昔あった話し」 (totá manaa [be-IP story]) という、子供に対して

寝る前に話してやる楽しむためのウソの話しがあり、そこでは人や動物が主人公

となる。またことわざもある。 

8. 色彩語彙と味覚語彙 

基本的な色彩語彙は、wakiyo、dege、buna の 3 語と思われる。講師に簡易な色

彩表を示して、それぞれの語で焦点となる色を指さしてもらったところ、wakiyo 
は日本語の「白」、dege は「薄茶色」、buna は「黒」に当たる色が指さされた。

日本人や白人は dege bagee [light.beige people] とされ、パプア人などは buna bagee 
[dark.color people]とされる。 

この 3 色以外の多くの色は、wakiyo と組み合わせた複合語や、dani を用いた語

句で表される。wakiyo という語は wakii [shine, glitter] から派生して、「明るさ」

から「色」へと意味が拡張されているものと思われる。調査で挙げられた wakii の
文例をみる。 

 
(14) wakii teete 
 wakii te-ete 
 shine do-PROG 
 （目が）光っている、光が当たってピカピカしている 
 
色彩を表す複合語として調査では表 13.の語例が挙げられた。 
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表 13. メエ語の色彩語彙（複合語）の例 
語彙 gloss 相当する日本語の色彩語彙 

emo wakíyo blood color 赤 

wawato wakíyo fine color 黄色 

piyaiye wakiyo tree-leaf color 緑 

epege tipuwo soot black-LOC 黒 

tokodaati dani knock-SPN-do like 茶色 

 
インドネシア語の語彙も、たとえば meda （赤）、meda dani [red like] （濃いピ

ンク）、kunini （黄色）、beiru （青）、itama （黒）、puti （白）などが、用い

られ始めている。 
 

(15) kou pii kou maiya emo dani meda 
 kou pii kou maiya emo dani meda 
 DEM.SG.F flower DEM.SG.F also blood like red 
 この花も真っ赤だ 
 
味覚については表 14.の語例が挙げられた。 
 

表 14. メエ語の味覚語彙の例 
語彙 gloss 相当する日本語の味覚語彙 

igi taste 味 

iginaa tasty うまい 

igi enaa taste good = sweet 甘い 

igi peu taste bad = sour 酸っぱい 

enege hot, pungent 辛い 

umina enaa much good = rich-tasting コクがある 
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略 語 一 覧  

1: first person（1人称） IP: indefinite past（不定過去） 
2: second person（2人称） LOC: locative case（所格） 
3: third person（3人称） M: masculine（男性） 
APS: appositive case（同格） NEG: negation particle（否定詞） 
CAUS: causative（使役化） NI: new-information（新情報） 
COMP: complementizer（補文標識） O: object（目的語） 
CONT: continuous aspect（持続アスペクト） PL: plural（複数） 
CVM: converb marker（副動詞標識） PMS: permissive mood（許可モード） 
DEF: definite（定） PROG: present progressive（現在進行） 
DEM: demonstrative（指示詞） Q: question particle（疑問助詞） 
DET: determiner（限定詞） RDP: reduplication（反復） 
F: feminine（女性） RES: resultative aspect（結果アスペクト） 
GEN: genitive case（属格） SG: singular（単数） 
IMP: imperative mood（命令モード） SPN: spontaneity（自発） 
INDF: indefinite（不定） VOC: vocative suffix（呼びかけ） 
INF: infinitive（動詞不定形）  

 

101


	第５章 聞き取りによるメエ人の社会と文化の素描



