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国立民族学博物館 共同研究会「ストリートの人類学」 
第７回研究会（2006 年 2 月 18 日（土） 於：国立民族学博物館） 
発表題目：「ストリートに生きるヒジュラの実践知―インド、グジャラート州の事例から」 
スピーカー：國弘暁子（お茶の水女子大学大学院*） 

 
インド北西部に位置するグジャラート州でこれまで調査をおこなってきた國弘暁子氏は今

回、博士論文で論じた社会の周縁に生きるヒジュラの生活戦術に関して映像資料を交えな

がら報告する。氏はさらに、単なる再生産ではない既存の文化資源の模倣によって俗世界

の人びとと＜顔＞のある関係を構成するヒジュラの実践知は、条里空間上に埋め込まれた

差異の境界線を超越したところにストリート空間を構成させるものであると論じる。 

 
＜発表内容**＞ 

ヒジュラとは、男性としてこの世に生をうけながらも女性同様にサリーを身にまとい、

生まれ落ちた親族メンバーの元を離れてヒジュラの擬似的親族組織のメンバーの一員とし

て生きる人びとを指す名称である。親族系譜を継承するための生殖に関与しない彼らは、

男性でもなく女性でもなく、異性愛規範に基づくサンサール sansar（俗世界）から逸脱し

ているといえる。 
 ヒンドゥー女神バフチャラ寺院という聖なる空間において、彼らにはヒンドゥー女神と

近接した女神のバクタ bhakta（帰依者）としての地位が与えられる。彼らは頭部を手で触

れるという身体接触を通じて、女神寺院に赴く参詣者に、女神のシャクティ shakti（聖な

る力）をアシルワダ ashirvada（恩寵）として授ける。また参詣者はこのときヒジュラに

対して、「マシ（母方伯母・叔母）」あるいは「マタジ（女神）」という目上の存在に対する

呼称を用いて敬意を示す。サンサールに生きる人びととヒジュラは、女神との関わりにお

いて、M.オジェがいうところの＜関係的同一性 relative identification＞を構成すること

によって、両者のあいだに元々ある差異を相対化し、同じ地平に立つ者として係わり合い

をもち、女神のバクタと女神を信仰する参詣者という関係を一時的に構成する。 
 この＜relative identification＞が参詣者の側から構成されない場合、ヒジュラは己の存

在を顕示し、女神のバクタとして位置づける＜手叩き＞のパフォーマンスをおこなう。彼

らは通り過ぎようとする参詣者の前に＜手叩き＞をしながら立ちふさがり、一方的にアシ

ルワダを与える。これによってヒジュラは、相手を己との関係のなかに巻き込んで劣位に

押し下げてしまおうとする。 
 女神寺院におけるヒジュラと参詣者の係わり合いは、ヒジュラが参詣者にアシルワダを

授けるほかに、ヒジュラが参詣者から、一般にダナ dāna と称される贈与を受け取ること

でも成り立っている。ダナの実践は、あの世から再びサンサールに生まれ落ちる来世にお

いて苦しみのない人生を送るためのプン pun（功徳）の蓄積に結びつくと考えられており、

全くの他者を対象として行われる。先行研究では、ダナとは贈与者に備わる負の性質を他
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者に移行させる危険なモノであり、受け取る側もその危険性を認識していると指摘されて

いる。しかし実際にダナを受け取る側であるヒジュラは、それを危険なこととは認識して

いない。彼らは、参詣者が女神の住むあの世に向けた贈与の実践を成立させるために、間

接的にそれを受け取るだけだと考えている。 
 ところで、女神のバクタというヒジュラの聖性は、去勢という通過儀礼によって得られ

る。去勢儀礼を経たヒジュラは、グジャラート語のバイロ(女々しい男性)とは区別される。

そして彼らは男性器の切除によって、象徴的な死を一度経験し、再びあの世からこの世へ

と移行する。このとき彼らはスタック sutak と称される境界現象のなかに置かれる。スタ

ックとは生や死に伴う儀礼的ケガレである。またこの儀礼は、あの世からこの世に移行し

てきた境界的存在である赤子を出産する女性がその直後にスタック現象を体験することか

ら、女性の出産と類比的に捉えられる。 
こうして生殖という世俗的目的を有さない宗教環境において、女神という存在を媒介と

して俗世界に生きる人びととのあいだに＜関係的同一性＞を構成するヒジュラは、「ある性

質ともそれとは正反対の性質とも有意に結びつくことがなく、ふたつのどちらでもないも

のとして定義しようのない第三の性質と結びつく」両義的 ambiguous な存在である[オジ

ェ 2002:126-127]。 
 つぎに、宗教の文脈から視点をずらし、ヒジュラたちが個々の人間として生きる生活の

場に焦点をあてる。日常の場において彼らは、女神のバクタとしての地位を前景化させる

ことはなく、既存の世俗的親族関係を媒介として、血縁関係にない他者とのあいだに親密

関係を構成させる。 
 國弘氏が対象とするパワイヤ・サマジ（コミュニティ）の傘下に入るヒジュラたちは、

既存の父系リネージ集団と同様の関係名称により繋ぎとめられている。ヒジュラになった

新参者は、師が属す擬似的父系リネージ内で特定のポジションが与えられる。師と新参者

（弟子）の関係は、父 /息子の上下関係および夫 /妻の上下関係に置き換えられ、新参者と

他のメンバーは、兄弟、父方伯父・叔父、甥という関係で結ばれる。また、ヒジュラのサ

マジでは、姉妹、母、祖母という女性の立場も必要となることから、ひとりのヒジュラが

相対するメンバーに応じて、男性、女性という異なるジェンダー役割を使い分ける。サマ

ジ内部において彼らは、「男性」でもあり「女性」でもある。 
 ヒジュラのジェンダーに係るこうした流動性は、彼らが＜サグ sagun（身内）＞カテゴ

リーを用いてサンサールの他者とのあいだに築く親密関係においても確認することができ

る。彼らは身近な他者である近隣住民とは親族の関係名称を用いて呼び合い、親族のよう

な親密関係を形成する。このとき、ヒジュラのジェンダー・ステイタスは固定されておら

ず、向かい合う相手との関係において決められる。この＜サグ＞カテゴリーはまた、同じ

村落に暮らす村民全体にまで、さらには、ヒジュラが年次の習慣としてバジリ bajri（雑穀）

を貰いに訪れる他村の農民たちにまで拡張される。バジリを与える農民たちはヒジュラを、

「マシ」あるいは「マタジ」として迎え入れ、ヒジュラの側も彼らを＜サグ＞と認識する。 
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 ヒジュラが用いる＜サグ＞カテゴリーはこのように、身近な他者から遠方の他者にまで

拡張可能なものである。親族の関係名称や呼称を擬似的に用いることで、「女性」あるいは

「男性」という立場に設定される彼らはここでは、男でもあり女でもある、「ある事象が二

つの性質をあわせもつ」両価的な存在である[オジェ 2002:126]。そして彼らは既存の世俗

的親族関係を媒介とすることで、独自の規範に拠って形成されるサマジと、俗世界の人び

ととの親密関係の二つの領域に跨りながら日常生活を生きるのである。 
 以上論じたように、宗教環境においては「男でもなく、女でもなく」という両義的な存

在であり、生活環境においては向かい合う他者に応じて「男でもあり、女でもあり」とい

う両価的な立場をとるヒジュラは、さまざまな文化資源をその状況に応じて使い分けてい

る。彼らの生き方は、すでにある材料を即興的に流用しながら生き抜くブリコラージュ（器

用仕事）的な戦術として捉えることができるものである。そして彼らの存立は、サンサー

ルに生きる人びととの繋がりに支えられ、また、今日のグジャラートの人びとによる女神

信仰の盛衰にも影響されている。 
 最後に「ストリートとは？」という問いを、ヒジュラの実践知と関連させて再考し、今

後の課題を示す。 
小田亮先生はストリートを、条里空間の境界が流動的なものに変容される空間、言い換

えれば平滑空間と定義し、平滑空間において必要とされる実践知は、日常的なもののやり

かたにみられる「野生の思考」であり、そこで重要なのは、人と人との＜顔＞のみえる関

係とその延長によって作られる固定された境界のない「共同体」に支えられているという

ことと論じている。そこでこのストリート定義に依拠しながら、宗教空間においてはヒン

ドゥーの現世放棄モデルを、そして生活世界においては親族組織モデルを模倣する―この

模倣は既存の文化資源の単なる再生産ではない―ことでサンサールの人びとと＜顔＞のあ

る関係を構成するヒジュラの実践知を再考すると、それは、条里空間上に埋め込まれた差

異の境界線を超越したところにストリート空間を構成させる実践知であると考えられる。

そして、ヒジュラが生きられる場をストリート空間として捉えるならば、今後、ヒジュラ

の実践から、日頃は条里空間が保たれる家（ホーム）が、常にストリート化する可能性を

持つことを論証できるのではないだろうか。 

 
＜質疑応答＞ 

木村：カネを稼ぐためにヒジュラに戻るという話と去勢儀礼をしてヒジュラになるという

話があった。いろんなかたちでヒジュラになるという話が一方にあって、もう一方に去

勢儀礼によってなるというかなりかっちとした話があったが、この辺はどうなのか。 
國弘：父親として子どもを育ててお金を稼ぐためにヒジュラになったというのは、映画の

なかのストーリーである。私が関わっている人たちは去勢儀礼を経ることをほぼ強制的

におこなっている。彼らは去勢をおこなわずにヒジュラとして活動している人びとのこ

とを「偽者だ」と言っている。映画のなかのヒジュラが本物かどうかを判断できないが、
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どちらにも（解釈）可能なように描かれている。それはあくまでも映画のなかの話であ

って、私がとりあげている事例のヒジュラは、女神のバグタとして現世放棄をおこなう

ことを盾に生きている人たちである。 
木村：彼らは認めないけれども、それ以外に去勢儀礼を受けずにヒジュラとしてダンスを

したりする人がいるということは彼自身もわかっているのか。 
國弘：はい。わたしもそういう人がいることを彼らから聞いている。 
鈴木：一般の人はヒジュラを受け入れているということなのか。 
國弘：そうですね。外見からはわからないので、中には本物かどうかを試すそうとして「本

物か証拠を見せろ」と言う人びともいる。そのときヒジュラはスカートをめくりあげて、

「ほらみろ、去勢しているだろ」というパフォーマンスをおこなうこともある。 
鈴木：一般の人びとのなかには、去勢している人がヒジュラであるという考え方があると

いうことか。 
國弘：ヒジュラの側がそう考えているのを見せるのであって、一般の人びとはよくわかっ

ていない。去勢儀礼がどこまでおこなわれているのか、たとえば、性器の一部を切り取

っていると考えている人もいれば、性器が未発達なためと考えている人もおり、まちま

ちである。 
内藤：ヒジュラはどれぐらいいるのか。 
國弘：ヒジュラの人口はわからない。一度去勢すると元の世界に戻ることはほぼ不可能だ

が、去勢儀礼を受ける前の新参者という人がおり、彼らはいつでも戻ることができるの

で、（ヒジュラの人口は）常に流動的であるといえる。調査中に女神寺院に在住していた

のは 10 人ほど。参詣者が大勢訪れる、女神寺院の満月の日には各地からお金を稼ぐた

めに多くのヒジュラがやってくるので、50 人以上が集まることもある。ヒジュラの葬式

儀礼に参加したときには、200、300（人）のヒジュラがひとつの家に集まった。これが

すべてではなく、みな代表として来ているので、その倍はいるのではないかと想定でき

る。 
鈴木：カーストとヒジュラの関係だが、ヒジュラは何にあたるのか。 
國弘：聖なる次元に属している人びとである。皆、もともと生まれはどこかのカーストに

帰属しているが、ヒジュラになるということはその生まれを捨ててヒジュラに変わると

いうこと。カーストがなくなるわけではないのだが。 
鈴木：なぜヒジュラになるのか。 
國弘：人によって違う。ヒジュラになることを現地では、「女神の詔令がくだる」と表現す

る。あるヒジュラに「あなたの女神の詔令はどのようにくだったのですか」という表現

をつかって理由を聞いてみると、自分の手の甲をわたしの側に向けて「このようになっ

てしまう」、つまり、手は男性器を意味していて、「男性器が硬直してしまったからヒジ

ュラになった」と話してくれた。 
鈴木：その症状が現れたからなったのか。 



 - 5 - 

國弘：その方はそういう表現だった。なかには曖昧に、「夢で女神の命令が下ったからこの

ような格好でやっている」という言い方をする人もいる。 
鈴木：こうしたことを調査した事例はないのか。 
國弘：すでにアメリカの人類学者がボンベイの近くの町でヒジュラの研究をしている。そ

の方はヒジュラのライフヒストリーを取り上げた研究をおこなっている。その研究はラ

イフヒストリーのなかで売春をおこなっているという内容で、わたしの集めたデータと

かなり異なる状況が表されている。米国人の研究は 70,80 年代で、わたしは 2000 年以

降におこなったのでかなり時間差がある。また、現在インドでは宗教復興運動があって、

女神信仰が再び盛り上がってきているところもあるので、そことの兼ね合いも考えてい

かなければならないと思っている。（米国人の研究では）4 つのライフヒストリーが挙げ

られていて、西洋的なトランスジェンダーを生きる人たちと似た語りがあったと記憶し

ている。 
近森：インド社会において宗教的でないトランスジェンダーというのもあるのか。 
國弘：グジャラートではあまり明確に出てこないが、ボンベイのなかではゲイ、レズビア

ンを対象としたマガジンも活発に出版されているので、たしかに（ゲイ、レズビアンも）

いる。ヒンディー語映画のヒーローでカミングアウトした人もいるので、首都圏ではい

るが、グジャラートのあたりではあまりみられない。 
近森：カミングアウトするという概念が西洋っぽく、トランスジェンダーの感じがする。

職業的なヒジュラとトランスジェンダーではだいぶ違う感じがして、性質が質的に違う

気がするが、どういう分かれ方をするのか。 
國弘：グジャラートのムラ社会にいるとゲイという概念はわからない。女っぽい男に対し

ては「バイロ」という民俗タームを使って呼んでいる。バイロと呼ばれる人たちは、一

般の人と同じように農業を営むこともあるし、普通に経済活動産業に関わることもあり、

乞食
こつじき

はおこなわない。その違いはある。 
木村：バイロというのはカテゴリーになるのか。 
國弘：差別用語だと思う。そういう集団があるというわけではない。日本語で言うおかま

みたいなものに相当すると思う。 
木村：バイロからヒジュラになるというのは必然的な傾向ではないということか。 
國弘：必然的ではないが、その傾向が高い。 
鈴木：ヒジュラの師弟関係は、父と子であり、夫と妻でもあるという理解でよいのか。 
國弘：そうです。 
鈴木：師弟というのはいいが、「私と彼は親子である」、「私と彼は夫婦である」言うときは

社会的分類がどのように違うのか。 
國弘：親子だといういい方はほとんどしない。一度だけ聞いた。わたしがここで親子に置

き換えられると言っているのは、身近な関係のなかでは父系のリネージがはたらいてお

り、師と弟子の関係を親子に見立てて他のメンバーと関係性を結んでいると思ったから
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である。 
鈴木：そう観察されたということか。 
國弘：そうです。しかし夫婦は彼ら自身が言う言葉である。ヒンドゥーの典型的な考え方

では、妻が夫の足を揉んであげるとか、料理をするといった上下関係があるとされてい

る。そのモデルを弟子がグルの世話をする師弟関係に置き換えた。とくに、「夫婦関係に

ある」と私に語るときは、上下関係にあるというよりもむしろ、性的に結びつきがある、

つまり、同じ床に寝ている状況にあることを言うときで、笑いながら言う。 
鈴木：性的な結びつきがあるのか。 
國弘：私が泊まっていたお宅ではやっていた。 
小田：ダナがよくわからなかったのだが。 
國弘：ダナというのはおこなう人の側から言うものだと思う。 
小田：それともうひとつ、農民たちからバジリをもらうというのがあったが、これはダナ

とは違うのか。 
國弘：これはダナとは違う。100 年ほど前の植民地時代の記録を読むと、ヒジュラが地元

の権力者から支えられていた、たとえば、土地を与えられていた、臨時の収入をもらっ

ていた、という、村落社会のなかでサポートをもらっていたという記録が残っている。

私はその名残りではないかと考える。ヒジュラは今日でも収穫が終わると村々をまわり、

くださいと言うと皆くれる。 
小田：それはやる方もダナと認識していないのか。 
國弘：していない。 
小田：では何と認識しているのか。 
関根：一種の特権である。とくに王権的な構造のなかでは、そこの上がりはお前が取って

いいという経済的基盤がある。それは宗教性と関係していると思う。おそらく寺院との

関係で、寺院はみなそうした権域を持っている。それとヒジュラとの関係のあたりがよ

くわからない。ダナはダーナではないのか。 
國弘：ダンという。 
関根：ヒンディー語でダンなのか。 
國弘：グジャラート語でもダンと言う。それをローマ字表記して、カタカナ表記にすると

ダナ、ダーナになる。 
小馬：映像で出てきた手叩きのやり方は。 
國弘：手の位置が決まっているらしく、大きく開いてバシンバシンと叩く。普通の拍手と

は違って、他の人がすることはない。 
小馬：拍手（かしわで）のように作法はないのか。 
鈴木：リズムはないのか。 
國弘：とにかく大きな音をだす。 
小馬：数などは違っていいのか。 
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國弘：わたしの地域ではとくに数は決まっていないが、他の研究者の記録によれば、何回

叩くとどういう意味を示すということがある。 
小馬：条里空間というものの境界部分的なものを持ってきてストリートという話だったが、

そういう可能性はもつかもしれないが、寺院とかアジールとかサンクチュアリでいうと

思う。そして、ヒジュラが訪れてきたところもアジールやサンクチュアリに似ていた、

と解釈した。ここであえてストリート空間という問題提起をする意図は何か。 
國弘：世俗世界とこの世の世界を結びつける道と作るということができると思う。 
鈴木：映画のなかで子どもが生まれた家に行って歌っていたが、こちらでは歌とか踊りは

ないのか。 
國弘：あるが、お金を多く払った場合に歌って踊ってくれる。 
鈴木：新参者のヒジュラがいると思うが、ダンスのリズムや形式は決まっているのか。 
國弘：グルから教え伝えられるもの。メロディーはどこにでもあるものだが、歌詞は決ま

っていて、「女神の子どもが生まれた」「めでたい子どもだ」といった内容である。 
鈴木：言葉は現地の言葉か。 
國弘：そうです。 
鈴木：師が弟子に一体何を伝えるのか。伝える知は何か。 
國弘：まず、家のしきたり、掃除、洗濯といったすべて。あとは、サリーの着方。体をく

ねくねさせて歩くが、そういった歩き方、しぐさも家の中で練習する。鏡の前でダンス

のポーズをとって練習する。 
鈴木：女性としての振る舞いか。 
國弘：女性よりもかなり強調されているといったほうがいい。 
鈴木：女形になるということか。 
國弘：それに近い。 
玉置：手を叩いたり、歩き方でヒジュラであることを知らしめようとすることの意図は何

か。 
國弘：手を叩くのは、至近距離の相手に対してよりも遠くにいる相手に対して知らしめる

ための行為である。歩き方の強調はダンスのときに見せるもので、普段からそうした歩

き方をしているわけではない。 
野村：ヒジュラのダンス・音楽とグジャラート州内の一般の人たちのダンスや音楽とどの

程度の違いがあるのか。 
國弘：一般の人びとが普段おこなうダンスは、円を描いた盆踊りスタイルのもの。ヒジュ

ラは、これと少し違う形で同じように盆踊りスタイルで踊る。盆踊りスタイルのダンス

は男性スタイルと女性スタイルがあって、ヒジュラがおこなうのはどちらかというと女

性スタイルの方。ほかにヒジュラはジャンプするようなダンスをする。 
野村：ダンスをしないヒジュラはいないのか。 
國弘：うまい下手があるので、なかには歌専門、ドラム専門という役割分担をしているグ
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ループもある。 
鈴木：楽器を演奏するのか。 
國弘：調査地にはいなかったが、一人がドラムを打ち、一人が歌、一人がダンス、という

グループもいる。楽器がない場合には、手拍子をしてみんなで合唱している。一人が歌

って、次にみんなで合唱というスタイル。 
加藤：師匠になるタイミングはあるのか。 
國弘：師が亡くなったらすぐに弟子をもてるというものではない。弟子入り志願者がヒジ

ュラのところにやってきて、お互いの了承が得られれば「家にきなさい」という関係に

なる。ヒジュラがこいつはいらないと思えば、別のところへ行きなさいと言って追い出

す。グルがいなくなって自分が一人になっても、弟子を取らない人もいる。 
加藤：グルは弟子を複数とるから、一夫多妻の状況になる。 
國弘：ふたり以上の弟子はホシオ（妻同士）、つまり一夫多妻を意味する卑語を使う。 
鈴木：喧嘩をするか。 
國弘：師をとりあってということはないが、喧嘩はする。わたしがお世話になっていた家

では、師弟の 2 人暮らしだった。しかし以前は弟子が 5 人いて、喧嘩が続いて結局 2 人

になってしまった。 
関根：14 頁右上の「両義性と両価性を併せもつ多義的な存在」という表現で何を言いたい

のか。あなたの言葉で説明するとどうなるのか。 
國弘：男でもあり女でもありというどちらの選択肢ももっているという意味であって、両

方を括れるような言葉として多義性をつかった。 
関根：両義性と両価性は。 
國弘：オジェの定義を使って説明したのだが、両義性というのは、ひとつの性質、またも

う一方の性質とも結びつかない、第 3 の性質。しかしそれはトランスジェンダーのよう

な第 3 の性、別個の性があるという意味ではなく、その超越したところの第 3 の性質と

いう意味で両義性を使っている。 
関根：両義性、両価性といったあとに多義性といわない方がいいのではないか。 
野村：2 頁で「第三の性質と結びつく」と書いてあって、続いて「両義的である」とある

が、第三といったら両義ではないのではないかと思うし、文法用語では通性という言葉

がある。中性ではなくて通性、英語では epicene。そうすると両義的でなくなる。映画

で観たダンスは、epicene だと思う。つまり、男の踊りでも女の踊りでもない。ダンス

は世界的に通性的なものが多い。ではそれが両義的か、というとどうかと思う。 
関根：オジェの ambivalence の使い方はこうだったか。コンテクストとしては、もう少し

意味深く使っていたと思うのだが。 
國弘：アンビバレンスの例としてあげていたのは「～人でもあり、～人でもある」という

もの。 
関根：（オジェは）かなり強調して使っていたと思う。この説明では、女でもあり男でもあ
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ることを両価性と言ってしまっている。（オジェは）2 つの別なイデオロギーが出会うよ

うなところにアンビバレンスを使っていたと思う。 
國弘：オジェは、ambivalence と ambiguity の 2 つの出会いが何か別のものを生むという

ことで儀礼装置といっていたと思う。 
関根：ということで、ここのところは勉強し直したいと思います。しかし言葉の問題はあ

るものの、「多義的」という言い方はやはり混乱を生じさせてしまうから使わない方がい

いとおもうのだが。それと、「おわりに」は、小田さんを使って博論の内容をまとめてく

れたと思うのだが、サマジというコミュニティだが、これはまさに小田さんが共同体論

で論じている、普通の社会のなかにある社会資源をいろいろに使って擬似コミュニティ、

これは一種のリアルなコミュニティなんだけれどしかし流動性がある。ここでは、ヒジ

ュラというものの存立構造自体のストリート性ということを書いているんだと思う。さ

きほどの小馬さんの質問だと、サンクチュアルなものが持ち込まれることがストリート

的という理解だったが、補足しておきたいのは、セレナ・ナンダによるボンベイ周辺の

ヒジュラの民族誌は、彼女のフィールドと違って宗教性が非常に低く、売春婦が多くて

悲惨な内容になっている。最後は路上暮らしになっている。今日は、中立に自分の民族

誌をふまえての話だったが、ほかの民族誌にも広げれば、ヒジュラとストリートの問題

をさらに考察することができるのではないか。そうすると、宗教空間とストリート性と

いう結び方ではない広がりをみせ、小田さんの新たな共同体論のある意味での具体例に

もなるだろうし、今日の平滑空間の議論もかなり広がりをもってくると感じる。 
小馬：サンクチュアリや寺院は、平滑空間と条里空間を繋ぐためにあるのだと思う。サマ

ジを内側からみたらコミュニティそれ自体としてみることもできるだろうが、しかし外

側からみるとそうではない。面白いアイディアはあるのだが、そういった点を整理して

いかないと共通して捉えられないという感想をもった。 
長谷：結論のところでヒジュラは平滑空間で撹乱を引き起こすという話になるのかと思っ

たが、そうではないといっている。また、条里空間の再生産ではないともいっている。

撹乱がなく、再生産でもないといっているが。 
國弘：生まれ落ちた親族の男性女性という役割を担うことのできない、どちらでもない存

在になってしまったという意味では撹乱を起こす可能性を秘めていると思う。だが、そ

の親族を離れてヒジュラとなり、そこでは女神のバクダとして人びとと関係を結ぶ。つ

まり、俗レベルにおけるジェンダーとは全く関係のない存在であり、また、俗の人びと

との顔のある関係性を宗教空間で結んでいるので、そこでは撹乱が起きないと言った。 
関根：俗レベルでいったら撹乱を起こすような存在であるわけだが、シャーマンという宗

教的カテゴリーにすれば役に立つ、まさに、生産的な方向で宗教の場で使っているとい

うこと。國弘さんはもっと歴史化の問題をやったほうがいいと思う。歴史化というのは

時間軸をしっかり取るということで、現代を生きているヒジュラを描くということ。ナ

ンダがやったボンベイの零落していくヒジュラがいるということも含めるとさっき言っ
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たのは、女神に存立基盤を訴えられるヒジュラが何パーセントいるかということも含め

て、現代を生きるヒジュラということを総合的に描いたほうがいいと思う。長谷さんの

質問はそこに関わっていると思う。シャーマンにするというのは、一種の条里空間のな

かに組み込んでしまうと捉えられるのか、さらに平滑空間を考えるのか。宗教的な平滑

空間を持たない今のヒジュラを含めてこそ、平滑空間の撹乱性、きれいに閉じないコス

モロジカルにならない議論が必要ではないか。 
松田：社会のなかで周縁化された人びとの生活戦略という話で、汎用性のある問題提起。

彼らは、メインストリームの価値規範とその行動背景から完全に隔絶するとつぶされて

しまう。むしろ、それをサポートしたり、補強したり、再生産しないと生きていけない

というのはあるだろうから、サンサールの価値規範を乱さない。しかし単なる再生産で

もない。周辺化されている人が生きていくときに、メインストリームに対してある種の

撹乱要因とそれを補強したり再生産する多義性、両義性、両価性みたいなものを見たい

という、汎用性がある面白い内容。しかし、撹乱する側とメインストリームのものを単

なる再生産ではなくて、再生産するように言わないと。両方があって、状況にあわせて

使い合わせているというだけではあまり面白い刺激はない。その先を考えているだろう

が、この 2 つの関係が具体的なかたちであらわれて、撹乱する側の方法をどのように検

証していくのか。単なる平板なスイッチのオンオフではなくて、もっと厚みを持たせよ

うとするならば、14 頁の右側に書いてあるところのもう一歩先にいく必要があるのでは

ないか。 
小田：今回の発表で模倣概念を前面に出せばよかったと思う。ヒジュラは女性の模倣であ

る。バトラーを文献で挙げているのだから、彼女の用語で撹乱と模倣。バトラーの問題

点は、「いい模倣と悪い模倣のどちらにするのか、それが問題なんだ」で終わっている。

彼女はその先がいまだにいえてない。いえるはずだが、バトラーは問題の立て方がおか

しいと僕は思う。いい模倣、悪い模倣ではなく、実は模倣からは再生産は起こらないと

いったほうがいいと思う。バトラーに対するドラッグの批判も、結局それは異性愛を模

倣しているだけだという議論で、ヒジュラも夫と妻みたいな関係を模倣しているが、そ

れはあきらかに異性愛と違う。決してそれを再生産にならないともっと簡単にいえるは

ず。 
関根：國弘さんの仕事のすごさはヒジュラ・コミュニティに入り込んで、これだけのサー

ヴェイをこなして、夫と妻の模倣のようなデータを持っている人はほとんどいないこと。

全くなかったわけではないが、具体的な名前をもってサマジ・コミュニティの内実を明

らかにした点はオリジナルである。その上で私は希望を述べている。 
鈴木：いまのコメントを次の研究に生かしていただくということで終わりにします。 
 

*2006 年 4 月より神奈川大学 21 世紀 COE プログラム COE(PD)研究員  

** 発表内容は國弘さんの発表原稿を参考にしてまとめました。  
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（文責：山田香織・国立民族学博物館外来研究員）  


