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バリにおける「空間の圧縮」とその帰結胸

１．問題の所在

空間と時間の客観的性質の変化は，社会的闘争を通してもたらされ，また
現にしばしばそうなされているのである。［Harvey 1999: 291］

現代の人類学／民族誌に必要とされているのは，自律的なローカルな文化
をグローバリゼーションによる同質化の動きと対立させるのではなく，地
域とそれを超えた領域とを繋いでいる力関係の中で，支配的な文化を身に
つけ，その際にそれを変化させる仕方を跡づけることである。［Gupta and 
Fergusson 1997: 5］

　終戦後の日本の経済成長を後押しした人口ボーナス demographic dividend は
1990年代までに使い果たされ，現在の日本の人口構造は経済成長を望めない，
あるいはそれを阻害する状態になっている。中国や韓国など東アジアにおいて
も，人口ボーナス期は短く，すでに社会が「老いている」段階にあるという
［大泉 2007］。人口置換水準以下への低下を第二の出生率低下と操作的に定義
し，近代大衆社会の始まりである低出生率・低死亡率の社会への第一次人口転
換とこの第二の出生率低下の二つの出生率低下の間の，出生率が人口置換水準
付近で安定した時期を「第一の近代」 ２ の盛期と考えると，この期間が，欧米で
約50年，日本で20年，他のアジア諸国ではほとんど無いのだ，と落合恵美子は
指摘する［落合 2013a: 13-14; 2013b: 74］。韓国の社会学者チャンは，ヨーロッパ
で長期間にわたって起こった近代化が韓国では短期間に起こった（「圧縮された
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近代」）と見て，韓国の家族関係はこの圧縮された近代の本質的な要素である
か，その結果であるとし，韓国人の家族中心主義的生活は，資本主義的産業化
や都市化の進展および教育熱や福祉の民営化と構造的な関係をもつと主張して
いる［チャン 2013: 42］。
　一方，大泉［2007］でも落合［2013a, b］でも検討されていなかったインドネ
シアについては，佐藤百合［2011］がまったく異なる像を描いている。インド
ネシアにおいて人口ボーナス期の終焉は「早くて2030年，より遅い可能性もあ
る」という［佐藤 2011: 位置No. 462］。そのため，インドネシアの経済成長に
ついては希望的な観測がなされている。インドネシア全体を対象としたマクロ
な観測としてはこの見方は妥当なものと思われるが，地方や地域の状況によっ
ては必ずしもナショナルな傾向と一致するとは言えない場合もあるのではない
か，というのが私の疑問である。むろん，バリという地方社会も，インドネシ
ア全般に見込まれる人口ボーナス期により，経済成長を享受する／しているの
かもしれない。だが，バリ人社会の固有の事情と経済的成長のもたらす社会変
化とは，必ずしも調和的なものとはいえないのではないだろうか。例えば，本
稿で検討するバリの慣習村の例では，経済成長とそれによる空間の圧縮によ
り，伝統的な紐帯を従来可能であったよりもずっと緊密に維持しつつ，現代的
な状況に適応しているように見えるが，その一方で，肉体的には過重な負担を
自らに課して勤務地と出身村との間を往復しているように見える。少子化と就
学率の向上は必然的に出身村の過疎化を招き，同居する親族で処理できてい
た３ 老親の介護が困難になり，村外移住者が頻繁に帰省することにより補って
いる状態に見える。
　本稿の記述の対象は移住者である。移動や境界に関わる人類学的研究は，移
民研究の伝統に加えすでに多くの蓄積があり，豊かな成果を産み出してきてい
る。最近では帰還移民に注目した研究も学会誌『文化人類学』で特集されてい
る［大川 2016］。ただし，この特集では，「戦争や植民地支配の終焉に伴う強制
的な異動によって数世代を経たのちに帰還を経験した人びとに対象を限定し
て」［大川 2016: 535］おり，本稿の対象とした，行事のための一時的な帰還は
含まれていない。また，本稿で素材とするのは，移住そのものや移住先の共同
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体ではなく，移住者と出身の共同体との関係である。このように，伝統的な人
類学の主要な手法であった単数あるいは少数の共同体での集中的研究を離れて
移動が問題となっていた背景には，個々に分離したまとまりとしての「（単数
の）文化」という概念に対する現代人類学の批判的スタンスがあると私は考え
ている。
　Frank の従属理論や Wallerstein の世界システム論のような政治経済学的アプ
ローチに共感的な人類学者は，「文化」の概念に暗黙のうちに含意される文化の
分離・隔離を否定し，広域的・世界的に接続された状況を強調する［e.g., Mintz 
1988; Wolf 1982］。ま た，George Marcus や James Clifford な ど，い わ ゆ る
“Writing Culture”派による1980年代の「ポストモダン的転回」以降の民族誌記
述に関する研究は，“a culture” 概念のもつ，文化の境界や文化内の一貫性と
いった暗黙の前提を暴き出し，批判してきた［e.g., Marcus and Fischer 1986 ; 
Clifford and Marcus 1986; Clifford 2002］。文化という概念は，一方でそれを包摂
する全体を等閑視し，もう一方でそれ自体の「全体性」に過度に依存するとい
う両方向のどちらについても問題ある概念なのである。私は，バリ人自身に
よっても研究者によっても閉じた「宇宙」としてとらえられている共同体（慣
習村）を全体論でとらえることの困難を，共同体内部の「複ゲーム状況」［杉
島 2008］という概念装置を用いて論じたが［中村 2014］，本稿でも，一貫した
まとまりとしてではなく，外部との境界が曖昧で内部の多様な文化という視点
から，共同体の外に出た人びとが保持し続ける共同体（慣習村）との紐帯を記
述する。
　また，Gupta and Ferguson は，フィールドワークを過度に重視してきた人類学
が「場所」や「共同体」を所与のものとしてきたことを批判し，特定の「場所」
と結びついた「文化」の概念を疑問視し，「自律的なローカルな文化をグローバ
リゼーションによる同質化の動きと対立させるのではなく，地域とそれを超え
た領域とを繋いでいる力関係の中で，支配的な文化を身につけ，その際にそれ
を変化させる仕方を跡づける」 ことが必要だと主張している［1997: 5］。彼ら
の主張に私も強く同意するが，しかしまた，ローカルの人びとが「支配的な文
化を身につけ，それを変化させる仕方」には自らの「場所」との関係が強く表
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れているとも私は考えている。
　インドネシア共和国バリ州では，移動性の劇的改善（及び移動手段の入手機
会の圧倒的な増加）により，都市への移住者が出身の共同体（慣習村や相互扶
助組織）にたんに名目上帰属するだけでなく，実際に出身慣習村での諸活動に
参加することが容易になった。携帯電話やスマートフォン（およびインター
ネット）の普及により，遠隔地の親族と，さまざまな慣習的行事日程の周知や
調整が可能となり，出身の村や親族の行事により頻繁にかかわるようになって
いることもそれを助けている。
 （資本主義的）生産様式の発展とともに／によって起きた「空間と時間の客観
的性質の変化」をＤ・ハーヴェイは「（時−）空間の圧縮」と呼ぶ［Harvey 
1999］。ハーヴェイの議論にもとづいて Ｊ・アーリも，近代の西欧社会で，例
えば，19世紀のイギリスやフランスにおける鉄道開通後のような，時間と空間
の圧縮が見られることに注目［2006: 198-199］，高速移動やグローバル化の過程
により起こった現代の流動的な時空間のあり方を検討し，近代主義的な「ク
ロック・タイム」から「瞬間的時間」へと変わった時間の性質が現代社会の特
徴であるとする［Urry 2003, 2006］。アーリはまた，同様にハーヴェイを引きな
がら，「場所の重要性」を強調してもいる。「空間の圧縮」それ自体は，ローカ
ルを超えた，より大きな構造／体系で起こった変化によってもたらされたもの
であり，ローカルな共同体やその内部の個人が自発的にそして／あるいは意図
的に引き起こしたものとはいえないだろうが，ローカルな力や個々人とまった
く関係なく起こっているわけでもないし，また，たんに，ローカルなものが
（ローカルと関係のないところで起こった）グローバル化に抵抗したり，受容し
たりしつつ，変わっているというわけでもない。吉原直樹が言うように，「グ
ローバルをローカルとの二項対立図式の下でとらえ，結局のところ後者が前者
に呑み込まれる／凌駕されるとする立場…グローバルとローカルをいわば「支
配と従属の関係」でとらえるこうした立場では，グローバルとローカルが静態
的な相互連関の相で切り取られ，せいぜいグローバル化への適応の強制かそれ
に対するローカルの清算主義的な抵抗／否定かが強調されるに過ぎない」
［2008: 40］。本稿では，「空間の圧縮」あるいは「時間−空間の圧縮」のもとで，
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バリ人の伝統的共同体や親族集団への関わり方がどのように変わりつつあるの
かを1980年代から調査を続けてきたバリ州カランガスム県スラット慣習村の事
例により記述し，第２代大統領スハルトのいわゆる「新体制（オルド・バルー 
Orde Baru）」政権時以来のさまざまな変化が，現在の（そして未来の）バリの
慣習村にどう関わっているのかを考察する。本稿ではまず，調査対象者および
調査対象の共同体（慣習村）と移住先の都市の概要を慣習村構成員の分類とと
もに示し，移住者が移住先で築いている社会関係と出身村に維持している社会
関係についての事例を挙げる。次に，スハルトの「新体制」政権以降の変化の
中でバリにおける「空間の圧縮」をもたらした変化を概観し，最後に，その帰
結を考察する。

２．慣習村の成員権と移住者

　調査対象の慣習村は，私がこれまで調査を続けてきた，バリ州カランガスム
県スラット郡スラット慣習村（Desa Pakraman Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten 
Karangasem）である。移住先については，ＮＴＢ（西ヌサ・テンガラ）州州都
でロンボク島西部に位置するマタラム市を主な調査地としてバリ州州都のデン
パサール市での少数の事例を加え，スラット慣習村出身者に非構造的なオープ
ンエンド・インタビュー，そして，フォーカスグループ・ディスカッションを
行った。 参与観察を中心とする人類学的フィールドワークにおいて，調査方
法としてフォーカスグループ・ディスカッションを明示的に採用するのは奇異
に見えるかもしれないが，標準的なリサーチ手法の１つとして古くから使われ
てきた手法である［Bloor et al. 2001］。本研究では既に知悉している調査村の居
住者の場合と異なり，都市への移住者を対象としており，参与観察を中心とし
た民族誌的調査をすることは（時間的にも）きわめて困難であるため，フォー
カスグループを調査手法として採用してみた。短期間で一般人の考え方を知り
たいということと，被調査者同士でどのような意見のやり取りがあるのかにも
関心があったからでもある。
　既に述べたように主なインフォーマントは，スラット慣習村から都市（バリ
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州州都デンパサール市およびＮＴＢ州州都マタラム市）に移住した人たちだが，
とくに知識人層の男性である。フォーカスグループはマタラム市においてイン
フォーマントの一人にスラット慣習村出身者に連絡を取ってもらった。参加者
を一度に集める必要があるので調整が困難であり，研究期間中に１度しか行え
なかった。そのため，不十分なものとなったが，これまで被調査者として調査
者の質問に答えるだけであった人びとが，逆に調査者の調査の意図や前提を尋
ねてくるなど，今までの調査とは違った経験があった。
　スラット慣習村の構成員は，土地との関連で次のように位置づけられてい
る。

１．クリアン kelihan：長老職，職田をもつ
２．プマンクー・デサ pamangku desa：寺社管理職，寺社田をもつ
３．チャチャカン・スウィニー cacakan sewinih：中核村民，タナ・アヤハ
ン・デサ tanah ayahan desa（村の奉仕の土地）とよばれる耕地をもつ
４．クラマ・デサ kerama desa：村民，とくに土地との特別の関係はない
５．スサブ sesabu：村の墓地の使用権利だけをもつ（他の慣習村の構成員
であるが，墓地を使用するため，一定の儀礼参加義務を負う）

　中核村民は共同体儀礼に参加する義務があるので，原理的には村内あるいは
少なくとも近隣に居住する必要があるが，タナ・アヤハン・デサを所有する中
核村民がその耕地を交錯する小作人を代理として参加させ，自分は遠方に居住
することも不可能ではない。
　慣習村成員がこのように分類される一方で，慣習村は土地との関係にのみ関
わり，人びとの慣習村への所属はバンジャール banjar という互助組織やダディ
ア dadia とよばれる氏族組織を通じてである。これらの組織には，次のような
成員の区別がある。

１．ンガレップ ngarep 正成員，男女（典型的には夫婦）一組を単位とする
参加形態，世帯
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２．ンガネ nganeh 寡婦（夫）成員
３．ニャダ nyada 引退者
４．ンガラガ ngelaga 慣習村を離れた成員

　本稿で主な対象としたのはングラガにあたる人びとであり，バリ州の州都デ
ンパサール市やＮＴＢ（西ヌサテンガラ州）の州都マタラム市への移住者でか
つ成員として慣習村の成員権を保持し続けている者である。各バンジャールか
らのデータを集計した，慣習村のデータによれば，2011年には1996世帯中567世
帯がングラガ成員世帯であった。全成員の約１／４が村外（郡を超えた遠方）
に移住した成員ということになる。
　デンパサール市はバリ州の，マタラム市は西ヌサテンガラ州の州都で，行政
機構として県と同じレベルの自治体である。デンパサール市の面積は127.78 
挨，人口788,445人（2010）であり，面積61.30 挨，人口402,843人のマタラム市
の広さも人口もおよそ２倍の規模である。
　マタラム市のあるロンボク島の主な住民はササック人であり，かつてはサ
サック人の王国があったが，19世紀半ばバリ東部のカランガスム王家が征服
し，マタラム・チャクラヌガラにバリ人の王朝を築いた４。そのため，マタラム
市を中心とするロンボク西部にはバリ島カランガスム王国出身のバリ人が多く
住んでいる。本稿の調査対象となっている移住者はこれらのバリ人ではなく，
比較的新しく，ほとんどが就職のために移動した者たちである。
　バリでは行政村と慣習村が併存しているので５，デンパサール市への移住者
は移住先の行政村にある隣組組織（行政組織の末端）に自動的に参加すること
になるのに加え，火葬の相互扶助組織である伝統的なバンジャールに加わるな
らばそのバンジャールを通じて，デンパサールの慣習村に帰属するはずであ
る。しかし，一般に，島内での移住では移住先では客員成員クラマ・タミウ
krama tamiu（kramaは成員，tamiuは客を意味する）としてそこの慣習村に関わ
るのみで，主たる帰属先は依然として出身の慣習村である。それにより，移住
先で死んでも火葬儀礼自体は出身の慣習村で行われるのが普通である６。それ
に対し，マタラム市の場合は，バリ・ヒンドゥー教徒の「宗教」と分かちがた
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く結びついている慣習村は存在せず，慣習村に帰属するとしたら，必然的にバ
リの出身慣習村になる。
　マタラム市に移住したバリ人は（バリ人は儀式に不可欠な料理にブタを使用
するため），ふつう，イスラームを奉ずる先住者ササック人に混じって住むので
はなく，バリ人同士が集まって住み，バリと同様に近隣集団バンジャールを構
成する。このバンジャールは，ヒンドゥー教徒のバリ人にとり必須の火葬のた
めの相互扶助組織（いわゆるバンジャール・パトゥス banjar patus）とは異なり，
近隣集団としてのみ機能するバンジャール（部落）である。今回の調査では，
あるインフォーマントＭＳは移住先（マタラム市）において，近隣集団として
のバンジャールに加入するほかにも，無尽講アリサンと慶弔のためのバン
ジャールとを組織していた。
　アリサン arisan とは一種の無尽講で，輪番で会員の家に集まって茶菓をとり
ながらくじ引きで給付者を決める社交をかねた庶民の金融システムである。こ
こでは同時にバンジャール・パトゥスの役割（火葬の相互扶助）を兼ね，バン
ジャール・スカ・ドゥカ（慶弔組織）ともよんでいる。マタラムへの移住者で
慶弔（とくに葬儀に関わる）の相互扶助組織を作り，20人ほどの成員を擁して
いる。また，ＫＡＵＨ（＝Kelompok Arisan  Umat Hindu ヒンドゥー教徒のアリ
サンの集い）と名付けたアリサンも組織，無尽講としての集まりの他にこれを
通じてヒンドゥー教徒としての行事（巡礼を兼ねた旅行など）も組織している。
このように，主要なインフォーマントが移住先のマタラム市で参加している組
織は上の３種類であるが，さらに出身の慣習村で彼は，次のものに属している:

１．ムンティグ寺院の信徒集団プマクサン pemaksaan pura Muntig
２．バンジャール・パルマン・シラダルサナ banjar Paruman Siladarsana と
いう名のバンジャール・パトゥス（火葬のための相互扶助組織）

３．慣習村 desa adat（バンジャール・パトゥスを通じて）慣習村に帰属す
る。（慣習村への帰属は，慣習村内のバンジャールを通じてなされる）。

　プマクサンとは任意に形成される信徒集団で，何らかの契機（例えば，病気
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治癒の願掛けをして，結果，治癒したのでその神の信徒集団に入る）で特定の
家系と関わりなく形成されるものである。ムンティグ寺院は現在，慣習村の寺
院となっているが，もともと村の領主の家系（アルヤ・ダウ Arya Dauh 家）の
屋敷寺院プラ・プナタラン pura panataran として建てられたものである。プマク
サンに所属すると周年祭の参加，ウサバ（慣習村の祭）の際にご神体を慣習村
の中心寺院（プセー puseh）へ出すこと，椰子の実の供出，50,000ルピアの寄付
が義務となる。マタラムに住んでいるので，これらの出費についてはスラット
在住の姉に，労力の供出には甥（この姉の息子）に，それぞれ代理を頼んでい
る。
　彼はまた，（ングラガ ngelaga 成員として）まだ所属し続けているバンジャー
ル・パルマン Paruman に，75,000ルピアを毎月支払っている。バンジャールの定
例会議（サンクップ sangkep）は，祭（ウサバ usaba）の準備の日に開催され，
これに参加する７。上述のように，このバンジャールへの所属を通じて，慣習村
にも所属すると理解される。
　バンジャールに積極的に参加していないと後に自分の火葬儀礼の時にバン
ジャールの成員の助けを得られない恐れがあるので，民営の火葬場を利用する
ことになる。例えば，この村出身で教育文化省バリ州出先機関長となったＧＬ
Ｏ氏の場合，ほとんどデンパサール市で過ごしていて，村の火葬の時に手伝い
に戻っていないため村に住むバンジャールの成員たちの助けを得られない恐れ
もあるので，自分の火葬儀礼を（火葬場を利用することで）デンパサール市で
行えるように夫妻の葬儀費用を用意したとのことである。
　上記のインフォーマントＭＳと同年代（1961年生まれ）の別のインフォーマ
ント（大学教員）は，1978年高校２年のとき，ロンボク島に移る（イトコが警
察官となってでロンボク島で働いていた）。現在，バリには弟が１人，妹が２
人，ロンボクには弟が２人，妹が１人いる。前述のインフォーマントと同様ム
ンティグ寺院のプマクサンに属しているが，これにはスラット在住の弟が代
わって出ている。また別の，ずっと年長のインフォーマントの一人は，1963年
噴火の時に中学２年生でデンパサールへ避難し８，そこで高校を卒業（1967年12
月）し，1968年１月にロンボクへ移住した。1976年12月，ロンボク生まれの女
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性と結婚し，現在に至っている。ロンボクでのバンジャールは，バンジャール・
シダカルヤ banjar Sidakarya９ であるが，スラット慣習村のバンジャールの１つ
ダルマサバ Darmasaba にも所属している。バンジャール・ダルマサバは貴族層
の家系の１つ，シデマン家（Arya Wang Bang Sidemen）のみで構成されるバン
ジャールである。このインフォーマントによると，スラット出身者によるアリ
サンが1992年ごろ始まり，当初は毎月行なっていたが，次第に集まらなくなり，
2010年頃に自然消滅した。
　ＭＳの甥であるＫＡはスラットの高校卒業後，マタラム市に来た（1996年）。
1986年からマタラム市に来ていたオジ（ＭＳ）を頼って移住し，オジが設立に
関わっていた専門学校に通いつつ，マタラム市のホテルで働いていた。マタラ
ム生まれのバリ人と結婚し，ングラガとしてバンジャールの，そして慣習村の
成員権を保持し続けている。ＫＡと同年代の，警官となったＫＭは，1994年卒
業後，バリ北部のシンガラジャSingaraja で教育を受け，1995年にマタラムへ異
動した。バンジャール・パルマンのングラガ成員であり，それゆえ，慣習村に
も帰属している。ＫＡが将来にわたってマタラム市に落ち着く予定でいるのに
対して，同じくマタラム市のバリ人と結婚したＫＭの方は，定年後，バリ（生
まれた村）へ戻ると強調（「必ず戻らねばならない」）している。将来，慣習村
に戻るか否かは，もちろん，個々の家庭の状況による。ＫＡは長兄が慣習村に
おり，また，他にもキョウダイが近くの村やデンパサール市にいるので戻る必
要はそれほどない。この点については，ングラガ成員である移住者自身が
フォーカスグループ・ディスカッションの際に，将来，マタラムに定住するか
帰るかは，個々の状況によると，参加者がみな自覚していた。

３．空間の圧縮

　現代のバリと私が長期のフィールドワークをしていた1980年代のスハルト政
権下のバリ（より一般的にはインドネシア）との間で顕著な違いが見られるの
は経済的な発展／成長である。スハルト政権下のインドネシアは「「開発（プン
バングナン）」を国家目標に掲げ，食糧増産，工業化，社会開発を推進し…（中
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略）…年平均7.0％の経済成長を30年余りにわたって実現し」てきていた［佐藤 
2011: 位置No. 780］。1997年のアジア金融危機に端を発した経済危機のため，イ
ンドネシアの経済は大きく落ち込むことになったが，その時期を除くと経済成
長率は十分伸びているのである ［佐藤 2011: 図４-８参照］。1997年のアジア金
融危機に始まる経済危機の中，32年にわたるスハルトの長期政権は1998年5月
瓦解し，インドネシア経済も一時，大きく落ち込みはしたが，その後，2007年
から2009年までの平均成長率をみると，経済規模と成長率がともに世界平均以
上の国，９カ国の中に入るほどに成長している。
　インドネシアの経済成長とそれと関連して「空間の圧縮」をもたらした社会
的変化は，少なくともバリにおいては，次のようなことだろう。第１に，何よ
りもまず，一般的に中間層（『通商白書』の定義：年間世帯可処分所得5,000-35,000
ドル）が増加し，2010年にはインドネシアの総人口の48％であった［佐藤 2011: 
位置No. 513］ということ，すなわち，住民の購買力が上昇したということであ
る。次に，インフラストラクチャーの整備，とりわけ，幹線道路の完備である。
第３に，情報通信技術の進歩により，携帯電話の通信網が行き渡り，携帯電話
やスマートフォンが一般に取得可能な価格で提供されるようになったことであ
る。第４に，中間層の増加は，一方で就学率の向上につながっている。そして，
これと関連しているのが，家族計画の成功であろう。インドネシア全体でも家
族計画は成功していると言われるが［佐藤 2011］，バリではとりわけ，家族計
画の成果は顕著であった。
　経済成長の結果が顕著に表れたのがインフラの整備である。調査地（カラン
ガスム県スラット郡）と直近の県庁所在地との距離（カランガスム県庁アムラ
プラ市，クルンクン県庁スマラプラ市）はそれぞれ約25娃，バリ州都デンパサー
ル市まで約65娃とどちらもそれほどの距離ではない。東隣のＮＴＢ（西ヌサ・
テンガラ）州の州都マタラム市へはカランガスム県のパダンバイ港からフェ
リーか，バドゥン県のングラ・ライ国際空港から飛行機で行く。どちらにして
も毎日複数の便があり，半日で到着できる。
　私が集中的な調査を行った1980年代には，デンパサール Denpasar，クシマン
Kesiman からバトゥブラン Batubulan，チュルック Celuk, ブラーバトゥ
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Blahbatu, ギアニャール Gianyar, クルンクン Klungkung へと内陸部を通る狭い
旧道が幹線道路であった。県庁所在地などの主要な町の間を結ぶバスや小型バ
ス（ベモ）がこの幹線道路を使用したが，途中主立った観光地に行く観光バス
も通る（そして途中の観光地にある店に寄る）ため渋滞しがちであった。また，
公共交通機関であるバスやベモには，専用の停留所があるわけでなく，乗客が
任意で止めて乗降していたので，これらが停車（そして乗客と荷物の積み卸し）
するたびに片道１車線の道路は渋滞していた。2005年，海岸沿いにデンパサー
ル市からカランガスム県へ片道二車線のバイパス道路（Jl. Ida Bagus Mantra）が
開通し，上り下りや急カーブの連続する旧道とは異なり，高速移動が可能に
なった。もっとも，多くのトラックがこのバイパスを利用するため昼間はかな
り混雑し，結果的に，劇的に時間を短縮できるというわけでもなかった。交通
量の増加が当初の計画での予想をはるかに超えていたということであろう。そ
して，その交通量の増加は，交通手段の所有が一般的になったという，経済成
長の帰結でもある。
　経済成長のもたらしたもうひとつの帰結は，モーターバイクや自動車が大衆
の手が届くものになったということである。1980年代にはモーターバイクです
らすべての世帯が所有しているようなものではなかったが，現在，中流層にと
り小型オートバイは一世帯に一台ではなく，一人一台の所有物になったと言っ
て良いほどだ。また，かつて富裕層のものであった自家用車も中流層の手の届
くものになっている。2004年から2009年まで毎年，乗用車および貨物自動車の
台数は少しずつ増加し，2009年にはバリ州の乗用車168,863台，自動二輪車につ
いては，2004年の898,675台から2009年の1,317,026台へとほぼ50%の増加を示し
ている。［表１-１，１-２］
　オートバイや自動車の普及と表裏一体をなすのは，公共交通機関の減少であ
る。表が示すように，乗用車，貨物自動車がつねに増加しているのに対して，
バスの台数は毎年僅かずつ減少している。バイパスの開通をはじめとする道路
の整備によって短縮できる時間はそれほど顕著ではなかったが，便数が少な
く，満員（以上）になるまで出発しないバスに頼るのではなく，自分の都合で
動ける自家用車（やバイク）で動けると大幅に時間は短縮される10。初期投資費
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用の大きさ（それを経済成長，所得向上によって克服したから普及したわけだ
が）とメインテナンス費用を考慮に入れなければ，自家用の交通手段は，利便
性に加え，交通・輸送の費用に関しても，公共交通機関に対し明らかな利点が
あるように見える11。そこで，自家用交通手段の普及により，乗り合いバスやベ
モ（小型バス）の便が大幅に減少することになったのも当然かもしれない。そ
の結果，道路の整備にもかかわらず，それを超えるペースで増加する交通量の
ため，都市部や幹線道路では渋滞が常態化するようになった。
　マタラム市の移住者については，ロンボク島内の道路整備に加え，海上運行
の整備が重要である。カランガスム県マンギス郡のパダンバイとロンボク島の
レンバルをつないでいるフェリー便がカランガスム県の調査村の人が通常利用
する交通手段である。現在では，船体も新しく運行状態も向上し，桟橋も増え
たので便数も増えた。便数が増えたことから，自家用車ないしはバイクがあれ
ば，早朝に出発して日帰りで用事を済ませて戻ることも不可能ではなくなっ
た。
　たしかにインフラが整い交通手段が豊富になったおかげで頻繁に帰省するこ
とがより容易にはなったが，それだけで近年の帰省の頻度の大幅な増加を説明
することは難しい。何よりも，その性質上，突然行われることになる儀礼，死
に関する儀礼や，具体的な日程を祭司など特別の職能者に諮らねばならない儀
礼（婚姻の日程など）への参加には，通信の発達が不可欠であった。
　インドネシアでは，固定電話は都市部であっても普及が限られており，地方
の村落にはまったく普及していなかった［表２-１，２-２］。1990年代半ば，私
の調査村でもワルテル wartel（民間経営の公衆電話）の営業が始まったが，2000
年代には，Nokia の小型携帯電話が普及し，ワルテルは撤退した。ＨＰ（携帯
電話 handphone）の普及とともに，それまで遠方の親族とは時間のかかる郵便の
やり取りから携帯電話のＳＭＳになり，それによって宗教儀礼や共同体儀礼の
予定の迅速な通知が可能となった。これと上記の交通網の整備や一般的な所得
向上の結果，遠方に居住する近親が頻繁に出身村の儀礼に参加することが多く
見られるようになった。
　携帯電話（スマートフォン含む）は，インドネシア全国で，2010年の211万か
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ら2013年の313万と大幅に増加している［表２-３］。他方，バリでの固定電話の
契約者数は2004年の約20万から2008年の約19万へと漸減している［表２-４］。 さ
らに，2010年代にはＲＩＭ（Research In Motion，現 BlackBerry 社）の BlackBerry 
の人気が牽引力となってスマートフォンが普及した。当初はBlackBerry 限定の
メッセージング・サービスであるＢＢＭ（当時は，BlackBerry Messenger）によ
るメッセージ通信が広く使われるにすぎなかったが，Android ベースの中国製
の安価なスマートフォンが登場し，スマートフォン使用者の間で FaceBook の
ようなソーシャルネットワーキング・サービスや WhatsApp Messenger のような
メッセージ通信が携帯のＳＭＳに取って代わる（あるいは併存する）ようになっ
た。これまでＳＭＳを用いた（通信費軽減のため）短縮化したメッセージのや
り取りで儀礼の予定を含む家族間の通信が行われていたが，さらにインター
ネットの接続や FaceBook のようなＳＮＳを通じて，より日常的に遠方の友人，
親族とのコンタクトが取られるようになっていた。
　つねにコンタクトをとり続ける家族や親族が遠方にいるというのは，逆に言
えば，その共同体を離れる者がいたということである。インドネシアにはミナ
ンカバウのようにムランタウ merantau（故郷を離れる，出稼ぎに出る）で知ら
れるような民族もあるが，バリ人は一般的にいってそれほどムランタウを好ん
でするわけではない。また，伝統的なバリ社会の仕組みでは，バリ人の信仰は
「共同体に縛られた」ものであった12。それなのに共同体を離れる者がいるのは，
経済成長の続くインドネシアにあっても中山間地の農村では労働力を吸収でき
る産業がほとんどないことが主要な原因のひとつであったろう。農業を基幹産
業としている限り十分な土地がなければ余剰の人口は職を求めて外へ出る他は
ない。人口抑制のために国家的に家族計画の政策がとられてきたが，上述の全
般的な所得の増加に加え，家族計画政策の成功のもたらした少子化により，親
による子への教育投資は大きくなり，就学率の向上に結びついたと，少なくと
もバリにおいては，考えられる。そこで，たんに労働市場の問題で余剰人口が
村を出たというよりは，より収入の良い，より権威のある，などさまざまな意
味でより〈良い〉職業を求めて都市に出る，あるいは，そのような職業に就け
るような，より高い学歴のために都市に出る，という選択がなされているのだ
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ろうと考えられる［表３-１，３-２］。
　現代バリでは経済成長と人口抑制が，少子化と子への投資の増加により就学
率を向上させ，結果として都市部への中間層の流出を引き起こし，相乗的に農
村部は過疎化している。植民地支配下のジャワで労働集約的な〈貧困の共有〉
により過剰な人口を支えてきた「農業のインヴォリューション」［Geertz 1963］の
ように13，正のフィードバックが次々と錯綜して，ますます強まっていくような
ものだ。

４．「圧縮」の帰結

　経済成長の結果としての交通や通信の発達が引き起こした「空間の圧縮」は
それでは，何をバリの社会にもたらしたのか？ すでに見てきたように，直接的
には，移住先と出身村との頻度の高い行き来が可能になったこと，日常的に連
絡を取ることが可能になったこと，就学率が高まり，都市で高等教育を受ける
人間が増えたこと，高等教育を受けた人間が都市で職に就くようになったこ
と，である14。その結果，出身の慣習村で行われる行事（私的行事にも，慣習村
の行事にも）により強く関わることが可能となった。
　これまでも，ングラガ成員としての義務（納付金）を果たし，実際の参加が
必要ならば出身村に残っている親族に代理を頼むことで，慣習村の成員であり
続けることは可能であった。しかし，「空間の圧縮」により，州都デンパサール
市などバリ州内の都市であるならば通勤すらも可能となり，隣の島のロンボク
西部のマタラム市ですら日帰りすることも不可能ではなくなった。むろんデン
パサール市への通勤やマタラム市からの日帰りは可能ではあっても現実的では
ないが 15，以前に比べて圧倒的な頻度で「里帰り」をングラガ成員はすること
ができるし，また，している。人びとの生き方に及ぼす，この「圧縮」の効果
は２つの方向に考えることができる。つまり，一方で，出身村によく戻るよう
になったと同時に，他方，老後再び出身村に戻って余生を過ごす必要はなく
なったのである。第１に，既に述べたように，ングラガ成員はより頻繁に帰省
が可能となったため，より〈深く〉慣習村に関わるようになってきている。〈深
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く〉，というのはたんに儀礼により頻繁に参加できるようになったというだけ
ではなく，中核村民でないにもかかわらず，慣習村組織に関わるようになった
ということである［中村 2014］。第２に，それと同時に，老親の介護の必要か
ら，あるいは自分の定年後に，村に戻るという生き方を選ばずとも，移住先の
都市に生涯住み続け，なおかつ，出身村に残った老親の面倒を見たり家産の管
理をするという選択が可能となった。例えば，（慣習村に住んでいた）あるイン
フォーマントは，1972年にインドネシア国民銀行（Bank Rakyat Indonesia）デン
パサール支店に就職した後，ジャカルタ，デンパサール，バンドゥン，ジョグ
ジャカルタと異動した後，早期退職し，国民信用金庫（Bank Prekreditan Rakyat）
に転職，1998年に，病気の老親の介護のために村に戻って以来，再び出身村に
住むようになっていた。それに対し，デンパサール市に移住した大学教員は，
週末毎に村に帰っている（自分自身の親はないが妻の母がいる）が，デンパサー
ル市で余生を過ごすつもりであるという。あるいは，上述のマタラム市のイン
フォーマントの一人は1968年から公務員としてロンボクに赴任しており，在任
中は年次休暇を使って年に１度帰省するだけであったが，2012年に亡くなった
母が病気のときには，毎月帰っていたという。
　従来であれば，若干の納付金の支出と時折の帰省（の際の参加）のみであっ
たのが，「空間の圧縮」により実際に慣習村組織や親族集団の運営に実質的に参
加することが不可能ではなくなってしまった。一面ではそれは便利になったと
いうことではあろうが，人びとはそのために，ヒンドゥー教が「携帯可能」に
なったにも関わらず，依然として共同体に縛られているのである。

５．結語

　落合恵美子［2013a: 13］は前述の「圧縮された近代」としてアジア近代をと
らえる枠組みで，アジアの家族主義を説明している。アジアの家族主義とは，
福祉国家を発展させるに充分な時間や富の蓄積が得られない「圧縮された近代」
という条件のもとで意図的に選択された政策ではないか，さらに，アジアの「伝
統」はその政策的選択を正当化する根拠として使われているのではないか，と
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指摘している ［落合 2013a: 27］。2030年まで続くと予想される人口ボーナスの
時期にインドネシアがうまく福祉国家を発展させることができるかどうかは私
には予想できない。
　ただ，本稿で見てきた事例を考えると，これまでのところングラガ成員は慣
習村と都市との二重の帰属を巧くこなしてきているように見える。そして，慣
習村に積極的に関わることは自分たちにとって決して強いられた「苦行」では
なく，むしろ「祝福」なのだという16。バリ人の社会は，ちょうど韓国や日本の
「家族主義」のように，いまだインドネシア国家が達成し得ていない福祉や社会
保障が個々の人びとや親族の努力で解決されることを，慣習村への帰属という
「伝統」によって正当化するのかもしれない。

註

１　本稿は2012-2015年度科学研究費補助金（基盤（C））「バリ＝ヒンドゥー教徒の
社会における『空間の圧縮』とその帰結」（課題番号24520910）による調査の成果
の一部である。調査に快くご協力くださったスラット慣習村のみなさん（そして
デンパサールとマタラムへの移住者のみなさん），とくに，最初の調査時からの友
人，Made Suyasa 氏とご家族には，ひとかたならぬお世話になった。ここに謝意
を表したい。
２　詳述は避けるが，落合恵美子は，低出生率・低死亡率の社会への転換である第
一次人口転換後の出生率の安定した時期である「第一の近代」（近代大衆社会），
そして，人口置換水準を割り込む出生率の低下と並行して離婚率の上昇が始まっ
た第二次の人口転換後の社会を「第二の近代」（後期近代）と考える［落合 2013a: 
7-8］。

３　また，平均寿命もそれほど長くはなかったので，老いた親族を介護するという
のもそれほど頻繁に起こるわけでもなかった。世界銀行によれば，インドネシア
の平均寿命は48.6才（1960年）から68.9才（2014年）へと伸びている［URL: 
http://data.worldbank.org/country/indonesia］。
４　19世紀末にはしかし，カランガスムもロンボクの王朝もオランダの支配下に置
かれることになる。
５　新体制期にはバリを例外として伝統的な共同体は解体し行政村に置き換えられ
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ていた。改革期になって新たな地方行政法の下，西スマトラのように，行政村で
はなく伝統的共同体が村落組織となる場合もあった［鏡味 2006］が，バリでは結
局，行政機構の末端としての行政村と伝統的宗教行事や慣習法にのみ関わる慣習
村の二重構造が維持されることになった。
６　cf. 後述の元教育文化省出先機関長の例。
７　以前は祭の時に会議を行っていたが，祭礼が終わると早々にみな帰ってしまう
ので変更された。
８　Selat 村はアグン山山麓にある。1963年，アグン山は噴火し，麓の村は溶岩の被
害を受けた。Selat 慣習村北部の Muntig 寺院の辺りは溶岩に吞まれたが，そこか
ら，村の西側を流れる Langon 川に溶岩は流れ込み，村の中心部は被災を免れた。
村人の多くは噴火以前に，避難をしていた。とりあえずは慣習村最南端で川を挟
んだ集落テレンギスへ，さらに親族を頼って，デンパサールなどの町へ多くは避
難した。
９　同名のバンジャールがスラット慣習村にもあるがこれはロンボクの慶弔組織。
10　私が長期の住み込み調査をしていた頃，当初はバスで４時間ほどかかって村と
デンパサールを行き来したが，自分でバイクに乗って往復すると１時間半ほどで
すむようになった。現在，バイパスを使った場合でも時間はほとんど変わらな
い。
11　もちろん，使用頻度によっては税金，メインテナンスなどの諸費用を考慮する
と，タクシーやレンタカーの利用の方が実際には安くつくということはある。
12　バリ人の信仰が公的な宗教として認められ，バリ人の「宗教」は「携帯可能」
なものに，つまり共同体に縛られることがなくなったのである［福島 1991］。

13　念のために付け加えておくが，ギアツのインヴォリューション・テーゼの当否
に私はコミットしていない。
14　これらは相互に関連しているはずである。
15　カランガスム県の県庁所在地アムラプラや隣県のクルンクンの県庁所在地クル
ンクンになら通勤しているものもいる。
16　なぜそれが「祝福」なのか，彼らの論理は何なのかについては稿を改めて論じ
たい。
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表１-１：自動車類の車種毎の増減

年（台数）車　種No.
198619851984198319821979
［5］
3,47712,93512,02510,1458,3125,575

乗用車１

1,5671,6371,5701,6631,636908バス２

11,23516,55816,964
［2］

166,99014,3178,464
貨物車３

164,254132,033132,143112,143107,48057,240自動二輪車４

177,056163,163
［4］

162.432
［3］

141.443
［1］

135,74572,187
計

Sumber Polisi Daerah XI NUSRA
［出典：DATA BALI MEMBANGUN 1986 V-13, Tabel 5.2.7］
註：  ［1］- ［5］sic.［2］ および ［5］ は桁数も大きく異なり，記入ミスと思われる。他は計算の間
違い。

表１-２：バリにおける自動車類

200920082007200620052004種　　類
168,863158,743148,885141,949139,586128,141Ⅰ．乗用車
26,54727,08927,61528,08529,49328,234１．セダン
28,58428,86529,23828,81128,74727,883２．ジープ
−−−−−−３．小型車

113,732102,78992,03285,05381,34672,024４． ステーションワゴン
−５．自動三輪車
−６．救急車

58,24056,30554,95153,98153,77550,705Ⅱ．貨物自動車
17,20316,53113,044−−−１．トラック
41,03739,77441,907−−−２． ピックアップ
−−−−−−３．トラクター
−−−−−−４．消防車
−−−−−−５．タンク車

3,5163,4803,5643,7303,7343,673Ⅲ．バス
845925983−−−１．大型バス
2,6712,5552,581−−−２．小型バス

1,317,0261,227,6171,157,2051,088,6271,027,136898,675Ⅳ．自動二輪車
1,547,6451,446,1451,364,6051,288,2871,224,2311,081,194計

データ出所：バリ州税務局
出典：TRANSPORTASI & KOMUNIKASI  BALI DALAM ANGKA 2009 (2010) 
 •BPS ProvinsiBali
Tabel/Table-9.2.4 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Bali: 2004-2008/ 
Number of Motorized Vehicles by Type of Vehicles in Bali, 2004-2008



系42

胸人文科学研究　第139輯

表２-１：接続予約数および容量増加計画

1987年末までの
接続増加予定

1986年までの
予約待ち所在地No.

6,0009,175デンパサール1

−761サヌール2

−288ヌサ・ドゥア3

−856クタ4

−772ヌガラ5

−562タバナン6

−284ギアニャール7

−491クルンクン8

−234バンリ9

−236アムラプラ10

−9シンガラジャ11

−−スリリット12

6,00013,796計

出典：KA Perumtel Wilayah Usaha VIII
　　  Data Bali Membangun 1986 Tabel 5. 5. 2
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表２-２：親回線と子回線別電話回線数および容量1986年（DATA BALI 
MEMBANGUN 1986 Tabel 5.5.2）

容量
子回線親回線

局No.
手動自動手動自動

48077−270−ヌガラ Negara１
64027−617−タバナン Tabanan２
6,800−1,241−6,687デンパサール Denpasar３
800−66−778ａ．サヌール Sanur
1,448−48−236ｂ．ヌサ・ドゥア Nusa Dua
1,000−26−849ｃ．クタ Kuta
40027−207−ギアニャール Gianyar４
−−−−1＊）ａ．ウブッド Ubud
40019−342−クルンクン Klungkung５
−−−−1＊）ａ．ヌサ・プニダ Nusa Penida
40010−189−バンリ Bangli６
2007−191−アムラプラ Amlapura７
−−−−1＊）ａ．パダンバイ Padangbai
−−−−1＊）ｂ．チャンディダサ Candidasa

2,000−282−1,833シンガラジャ Singaraja８
−−−−1＊）ａ．スリリット Seririt
−−−−1＊）ｂ．ロヴィナ Lovina
−−−−1＊）ｃ．チャンディクニンCandikuning

14,5681671,6631,81610,383バリ：1986
14,7681851,6632,039−7＊）

14,3682542711,8949,323　　　1985
12,5401561,4351,6857,176　　　1984
12,4801331,3871,4626,676　　　1983
8,6604041,0902,4075,344　　　1982
−−−−−　　　1979

備考　＊） ＝ Wartel（Warung Telepon）民営公衆電話
出典　Perumtel Wilayah Usaha Telkomunikasi VIII 電話公社
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表２-３：電話契約者数 2010-2013

2013201220112010通信の種類
10,085,6247,667,1848,650,7169,349,998有線電話
331,709,063312,279,336279,772,383243,779,422無線電話
18,482,14930,315,67129,966,76432,579,125　固定無線電話
313,226,914281,963,665249,805,619211,200,297　携帯電話
341,794,687319,946,520288,423,099253,129,420契約者総数

出所：通信情報省および通信ネットワーク管理企業
出典：統計局資料

表２-４：バリ州および県毎の契約者数 2008
　　　　（出典：Bali Dalam Angka 2009 表 9. 5. 3 より作成）

契約者数県／自治市
4,349１　ジュンブラナ
9,970２　タバナン
36,382３　バドゥン
20,642４　ギアニャール
5,737５　クルンクン
2,742６　バンリ
3,283７　カランガスム
13,051８　ブレレン
94,505９　デンパサール
190,661計：2008
191,149　　2007
192,194　　2006
179,217　　2005
201,350　　2004

データ出所：PT Telekommunikasi Indonesia Tbk - Kandatel Denpasar
Source: Limited Company of Indonesian Telecommunications Region of Denpasar
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表３-１：1986年県毎の出産可能年齢カップル数と家族計画参加者数
　　　　 (出典：Data Bali Membangun 1986 XI-33, 表11. 4. 7)

参加者／
カップル数

家族計画
参加者

出産可能年齢
カップル県No.

83.76％29,09134,730Jembrana１
87.21％50,84658,305Tabanan２
84.47％70,64283,625Badung３

＊69.85％35,66351,053Gianyar４
＊68.82％17,55325,505Klungkung５

85.97％23,13626,911Bangli６
65.44％34,88153,303Karangasem７
77.18％64,11383,072Buleleng８
78.25％325,925416,504Bali 1986／1987
77.08％316,220410,232　　1985／1986

＊74.69％300,827402,793　　1984／1985
＊72.98％288,268395,017　　1983／1984

66.60％257,075385,994　　1982／1983
46.01％161,790351,619　　1979／1980

データ出所　バリ州家族計画調整庁
備考　＊元データを修正
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表３-２：バリにおける出産年齢カップル数と家族計画受容者数
（Bali Dalam Angka 2009 表5. 2. 5 お よ び Bali Dalam 
Angka 2014 表4. 2. 5 より作成）

データ出所：バリ州国家家族計画調整庁 
　　　　　　Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali

出産可能年齢
カップルに対
する新たな家
族計画参加者
の割合（％）

家族計画参加者出産可能年齢
カップル

85％449,512529,3591999

81％441,208541,9832000

83％453,845548,6262001

83％463,126556,6412002

84％478,988572,3552003

83％486,970583,8782004

84％491,184586,5812005

82％496,900607,9982006

83％512,986619,2742007

83％529,827635,1512008

85％547,348642,9682009

85％562,484659,5462010

86％573,932669,9442011

86％584,609678,8852012

85％583,279685,3242013


