Dhadeki‑Salhapurの物質文化
―北インド農村の社会と生活(IV)―

佐々木明
、

本稿の目的は物質文化の主な要素について記述し，インド農村の特微とされてきた分業的
casteが実生活に果してきた役割を検討するための素材を準備するところにある。衣生活，
燃料，運搬等についての記述が概観的なのは，この限定的目的による。また，農村の主産業
である濃業と関連する食生活，家族構造と関連する住生活についてやや細かく記述した。
（衣）

成人男子の伝統的服装は季節に関係なくkurt翫・dh5tiで，この組み合わせにpag麺（ター
パソ）をつけたのが伝統的盛装である。K賦a（？，，tP

kurtu

t

（正｛）1乍業）はゆるい長袖・開

襟の上着，綿布を腰にまき脚の間を通して後ろでむすんだのがdh6t1である。ゆるいズボ
ソ状のpijm巨をdh6tiのかわりにはく，あるいは本来女性用のkaml呂（半袖開襟）・kurti
（長襟閉襟）を成人男子が着るのは近代的である。男児はkurtaにpijm翫をはく。最近の

若い男性は欧米風のシャツまたはkur蝕にズボンをはくことが多い。既婚女姓の伝統的服
装はkami猛一1記he願で，

du3ha1百をかける。

L記hepaは繰まである木綿製腰布，

dush鼠1蕊は

凸
ｪにかぶる大きなスカーフ状の布で，pardahによりあえない男性から顔をかくすのに用い
るD。この他kamiz一ゆるいpijlnざのくみ合わせもある。若い女性は・ka揃i揖こきつめのpijm証
を用い，外出時にはsalwa卜ju血ferを着る。女児はk廿rti−pijm酉を蔚る。

等の近代的服装にかえられる傾向にあり（紐adhan，19663P．202），

L肥hεDaはsarΣ

pijmロの着用にも

Punjabからの避難民の影響（Mathur，1968；μ260）が強く，その普及は近代的である。
厳oiya（ブラジャー：近年の普及）−1艶heg瓢十dushalaを夏の暑い日に組合わせる。寒冷
期の服装は特になく，男女をとわず寒い朝夕には服の上に毛布2）をかぶる。

これらの衣料は小都市から購入する。村内では縫製できず，dhotaiと1θ巳heg颪以外は自
給不能である。この二つも後述するように小都市で生産されたものを行商人経由で購入した
とみるべきである。「衣服の時代」（Natk，

K．ユ965：P．813）とよばれるほど大量の衣料

を贈答用に購入する現状（Eglar，1960：P．63）は明らかに近代的だが，縫製技術および後
述する使用綿布からみて衣料の村内自給度がもともと低かうたのは確臭である。つまり上半
身をほとんど裸に近い状態でほぼ通年すごしたとしても，衣服を小都市からの供給に頼うた
と考えられ，村内でのcaste分業による衣料自給を想定しにくい。
寝具には夏用のchadal（敷布）・dotai（夏掛け様の厚い粗弗），冬用のgadd直（敷，掛両
−用の蒲団：別名bichrδ）q｛taf（キルティング）がある3）。毛布・敷布・蒲団をつくる施設・

技術はも一ともと村内になく，古いgadd五ちlitafの綿からつくるdota1のみを自給しえた4）。

Dotai用に古いgad面の綿を紡く・のは，近年では少なくなったとはいえ（Muthur，1968：
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p．260），村内ではしばしば目にする光景である。村には設備がないので，gaddaが古くなる
と小都市の工揚で打ち直すが，いよいよ古くなると解体し，手のあいた既婚女性（多くは寡
婦）がcharki（糸車）で紡く・。

Ghar（家）の女性労働力が少なければ他家に頼むこともあ

る。紡いだ粗綿糸をJulai（「機織」caste）に渡すが，

J敬がJula三に直接手渡たすのは，

いやしい手間賃稼ぎと考えられており，J酢の社会的地位を下げる行為とみなされるから，

粗綿糸がある程度たまると，gharの掃除に出入りしているBhangiの女性に「施し物」と
して渡し，Julaiまでもっていかせる5）。

Julaiはdotalを織るが，完成した品物の原料が受

け取り人が前以て渡した綿糸であるとは限らないの。

Pagτi（ターバソ）は，長い綿布を頭の周囲に．6〜7回まき，最後におりこんでつくる。
現在では年寄のみがまくが，独立前にはpagrlの着用が地位の象徴で，
に行く際には必ず用いた（cf．

Gangτade，1975：P．259，

J酢が小都市・他村

Mathur，19683P．260）。女性の装

身具の種類は数多く（Sangar，1966），持参品として重要だが，日常身につけるのは特に現
代の着い女性では稀である。外出時等に用いるのはbale（（H）イヤリング）・har（H．

E

S．

首飾り）・chir『i（（H）腕輪）・P號b（（P）躁飾り）・169（（H）鼻飾り）の五．種（主とし

て銀製）である。Pa短bは外されにくく持参品として身につけやすいので，30才以上のJ町
女性は常時身につけている。J町以外のca5teでも多少の装身具を持参品とする。この他，
行商人から安価なガラス製腕輪を購入してはめていることが多い。

男性は農作業から帰って昼食をとる前に（熱い時期には汗をかく昼寝後に）gherで，女
性は昼食完了後gharの中庭で水浴する。昼に入るのは水・気温ともに高いからである7）。

現在でも，支配casteですら石鹸をほとんど使わず，ただ水浴する8）。女性の洗髪には
chhachha・dahiを用いたが，現在では他でつかわない石鹸を使う9）。儀礼的入浴として結
婚式一週間前からNaiとJinwarのつくる曲tan（香湯）に新郎・新婦がつかる習憤もあっ
た。洗濯用石鹸は今世紀始めからつかっている。以前はIithaを用いた10）。主要衣料材料で

ある木綿は，以前はusa（滞水不毛地）の把h（粘土）を恥6biが採集したものを買い，、
すりこんで用いたエ1）。洗い方はたたき洗い（手・棒）が主で，洗濯用水容器はない。木の枝

にかけてかわかすザ

（食）

Ja㌻の常食（kac。h匪kh琶na）はr6書1（主食）とdal，

achar（副食）である。小麦粉をね

って小型のモチをつくりのばして焼いたのがr弓μである。上層は精製した小麦粉（maida
（P））を用い，貧困になるに従って麩（s吐ji（H））・大麦の混入率の高い粉（a恒（H））をも

ちいる。冬期には雑穀・米12）・皿aizの粉でつくることがある。あらびきした各毬のマメ13）

に黄色顔料・調味料を加え長時間加熱調理したスープ状のd烈をすくうのには，ちぎった
rO算をまるめてスブーソにする。経済的余裕があれば大量のgheeをエO専iにぬり；da1に
も加えるbA己h巨rは未熟なa皿（マンゴー）・nimbロ（レモソ）を塩・唐辛子等でつけた副
食物で貧困層でほd巨1を常食せずach翫rのみを食ぺる。この他に各稚の野菜を盗・香辛料
を茄えて煮たsabji（（R）「野菜」）が一般的である14）。富農ではsabji・米飯を夏の副食とし，

冬にはこれらにsag

P

kichriを加える。夏には朝食（n酌hta（P））を6：00〜7：DO，昼食
一
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（dδP翫ka

kh直n匹またはbhatta）を正午すぎ，：夕食（sh謹m

ka

kbanのを20：00〜20：30

にとる15）。冬には二食のみで，朝食を9：30前後，夕食を17：30箭後にとる16）。

6種類の真鋳製食器を使用している17）。D琶1を入れる直径13cm・深さ5cmの椀（ka魯ora・
k三rona），直径10cm・深さ3・5cmの小型椀（kalori・ki『onl）18），椀およびr6㌻i。米飯・砂糖・
ac聴rなどを直接おく直径4〔㎏mの盆兼皿（thali）1曾〉，飲用・洗澗用の水いれ（1δta）節），コップ

（9三王as）21），スプーン（ch乞mach）鋤である。一定の順序（佐々木，1982：P．53）で食亦す

るから，食器の数は家族数より少なく，2・3揃いで充分であるお）。結婚式等では，数世帯
で食器を融通するが，それでも客を数グループに分けて，食器数の少ないのを補なう助。真
鋳製食器が現在のように多様になったのは，今世紀後半の現象で，それ以前にはbさ溢（駐18

参照）のみを用い，土器製の16鷹から直接に水を飲んだ。真鋳製容器の多様化は持参金慣
行の普及と並行的な近代化・富裕化の一現象である25）。
台所rusai

ghar26）

はchu11ah（炉）を中心とする食事の場でもある27）。

Chullahは日乾

煉瓦製26）の一辺約30Clnの立方型である。加熱副食物を食べることの少ない中下層では，

をあぶる。hullahが台所の唯一の固定施設であることが多い紛。

chuHahでは，斑krl（火
．、

吹き）・chimta（火ばさみ）を用いる30）。

r6μ

・

■

R石tiをつくるには，粉をふるい（ja卯a）にかけ，

ねり鉢（pr琶t）またはねり板（chakla）でねり鋤，手またはのし棒（beilan）でのばし鋤，

chullah上の専用鉄板（tawa）でやいたあと，

chullahの内側側壁であぶる。焼いた15tiを
＿

略

・

入れる専用容器がある33）。副食物をchullahで加熱するには主にh琵ndl（土器のっぽ）ま
・

・

o

●

たはpatili（真鋳製のつぼ）を用いる鋤。この他に水をあたためるつぼのgha声（土器）・
patila（真鋳製），五算・achほrをいれるかめ（bartan）35），かごqokri）・袋（b証n）類，包

．

丁36）と香料関連用具類37）がある鋤。

琳
ｱの項でのべた食生活用具のうち，chullah・h琵ndi等の加熱用具を2つ以上単備するこ
とはあるが，他は1っづっで充分である。貧困になるのにつれてr醐・achar以外の食物の
消費が減少するのに伴い，副食物調理に要する調理具が欠落する。都市からの高価な購入物

資である真鋳製用具も貧困層では少ない。上層でもbe1巨を除く真鋳製用具が普及するの
は，大量の生活用具を花嫁の持参品とする慣行が成立した1930年代以降である。最貧層では
できるだけ自家・村内製の安価な土製用具・土器を用い，町でつくる若干の石器・木器の購

．

入すら困難な場合が少なくなかった。貧困屈では，食器・調理用具が貧弱なだけでなく，穀

ｨの播種・収種・売却等の農業経営行為を行わないから，穀物を貯蔵せず，以下にみるよう
な貯蔵用具・精製用具も欠落する。

用具を用いて調理するのは女性の仕瑛である。午前4時〜4時半に起床し，夜明け箭に畑
で排便し，家にかえってgheeをつくる39）。朝食には前夜焼いたr6㌻iを出すことが多い。
冬には起きる時間が遅くgheeをつくり終えると7時頃になるが，昼食がないので日程上重
大な支障はない。昼食の準備が始まるまでは粉ひき・豆ひき・sabjiの下ごしらえをする。
日乾煉瓦と粘土で手づくりした家庭内の大型容器に穀物部屋から小出してある穀物をとり出
し約一週間分づっ，すり面のみ石製の日乾煉瓦・粘土製の臼（chakki）であーらびきした40）。

収穫したd削用豆もそのつど臼であらびきにした41）。米は副食用で多量に食べないから，

そのつどkh田（床に固定した小型臼）−masu1（杵）で脱穀・精米し，火であぶって保存し
た42）。瘤祭の日には特別な料理をつくることが多い（佐為木，1981b：P．29）。

Pakka

kh加a
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（祭時食）には塩・香料（特に唐辛子）を多く使用しない。

調理作業，特に粉ひきには大髭の労働力を要し，女性労働力の多寡が作業量を決定する。

下層では家族構成渉もともと小さい上に女性が家外で働く必要があり，多種の副食を調理し
粉を自家精製するのは労働力配分からみて困難である。これらの世帯の女性は排泄から帰宅

後働きに出るまでの短時間に昼食用のrδ拝をつくり，塩・少量のach翫をそえて畑までは
こぶ。下層家庭で粉をひく施設がなくその労働力を常時家庭内に準備できなくても，収痩物

を収納する農業経営者たるJ碑がひいた粉（百ta）を現物賃金として支払うから，特に支障
はなかった。地主自作堤の家族の女性，およびかつてはfaiya（世襲的常雇人）の女牲が地
主自作農の家でその施設をつかって，分配すぺき穀物をあらびきする慣行は，食糧の生産・
消費のプロセスのなかで，地主自作農の家（gha1）に製粉工場の機能をもたせていた43）。

煙草は重要な嗜婦品で，近くの小都市でまとめて購入した。切れた時には村の店で少しづ
つ買える。大量に買ったタノミコはgharの中庭で干してから用いる。女性の喫煙もあるが，

主として男性がg漉rで喫う。水煙管（hukka）を一日中出入口におき，

gherの主人と同

casteの者が随時立ち寄って喫う。水煙管は，煙草と火をいれる上端部（土器・chilam），土

台と水いれを組み合わせた下端部（真鋳製だが近年まで土羅：hukka），両端をつなぐ支柱
をかねた煙管（hecc拡）からなり，土器部分を村内で，他を小都市で買う。

Gh6rの一隅の

灰のなかに火のついたupla（固形乾燥牛糞）をうめておき，水煙管の火種として用いる。
酒・麻薬は飲吸用しないことになっているが，下層民男性はサトウキビの醸造酒（d6shi）を
比較的瀕繁にのみ，中上層でも蒸留酒を飲むことがある。麻薬に関しては寛容な面があると
される（Hasan，

K．1964；P．9）が，調査期間中には観察できなかった。
（住）

伝統的な農民家屋であるkacch互mak且nは現在では主として中下層にみられる翰。図は

N

中間c且steの貧困層であるJulhalの5世帯からなる密集

＼鍮嘉豫謂撃福野麺綴ぷ

（L）

幽
（R｝

iK｝

・（Q）

大体西を向いている点が異なる45）。家の向きは曇｛indulsm

の通説的解釈によれば東向きを理想とすることになってい
るが，敷地と道路の位置とから東向きにできないのが多い

⑰

（C）

（L，

のは当然である。特に近代の密集したa胎diでは，理想

くP）｛K）

が仮に存在してもそのとおりの間取りを実現でぎる余地は

（」｝

小さく，敷地と道路の位置関係から一っの方位を撰択せざ
鳳

るをえない。中高緯度地方と異なり，どの方向を向いても
日差しの差が小さいことにも注意すべきである46）。また

図Julhaiの寡置

（1／250）

Muslimの住居に比してHi皿面の住居がより東をむく明

白な傾向があるとは観察されないから，東側に向ける理念の存在自体が疑問である。
以下にこの家屋の間取りをJ雛のghap

gh6r（ibid．，

toe．

cit．）と比較しながら間取り

をのべる。（A）961riは，周壁がないので，ない47）。（J）：maid融に相当するのはbaggal
，
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（st・H・bagal（P）わき）とよばれる高い面である。（C）sabanに相当するのがch副ka
chamk百（「寡畜つなぎ」P）である。（K）bara踏daに相当するのがjag5（st．

H．

j乱gah（P）

場所）で，のき先である。（L）kam癒に相当するのがagga（「前（室）」）で寝室に用い
る48）。（M）ru3ai

gharはなく，それに相当するのがjag弓の北側の一隅である。この家屋

には兄弟の基礎家族計2が居住するが，jag6北側の一っのchullahを共用する，つまり2
っの基礎家族は限定的な意味49）ではあるがcommensa聖な拡大察族を形成する。貧困層では
特に燃料入手が困難で，炉数を少くして節約効果を上げる必要があるのが，炉を共用する主

要な原因の一つである。J勘の間取りには該当部分がないのが（Q）pacch6（（H）「奥（の
部屋）」で若干の荷物をおく。（P）kδ鉢（H．くk5仙ar穀物部屋）は一番実まった場所にあ

るが・農業経営をしないので・大量の穀物を貯蔵することはない。J碑の間取りにないのは
（R）chatrl（（H）「飾り天幕」）で，扉鋤のない闘放空間である。

J融とJu蓋haiの家屋の部屋の大きさがほぼ等しいのは小都市から購入する材木の長さ（約

3m）が共通だからである。材木の規格が寝室の大きさを限定し，この面積には最大4つの
箇易ベッド（ch翫pai）をおける。しかし実際には種々の理由51）から2つの簡易ベッドしかお

けない。1つの簡易ベッドで眠りうる人数は成人1十子供2〜3が限度だから，2つの簡易
ベッドをおいた1つの寝室に眠る人数はほぼ基礎家族規撲である。つまり，拡大家族を構成
する護数の基礎家族が他の部分を共用しながら個別の寝室をもつ慣行は，都市で生産する家
屋建築用木材と簡易ベッド木枠のサイズと密接に関連している。

煉瓦積みが外からみえるpakk亘makanとは異なり，kaccha

makほロは，衷面に泥を塗る
「
ﾌで煉瓦積みがみえないから不注意な観察者は「泥の家」と形容するが，正確には日乾煉瓦
家屋である。その主要素材である日乾煉瓦は当然ながら村内で自給し，煉瓦以外の材料の
うち木製部分（梁・扉・天井用）のみを建主が村のkhattiまたは小都市で購入した52｝。

日乾煉瓦家屋の建築には雇用労働力を用いたから，その建設は雇用能力のある支配casteが
瑛実上独占した53）。支配casteが建築するときには適当な被差別casI￠を雇用し，完成後
賃金を払った斜）。契約の対象は，煉瓦造り・運搬・つみ上げ・表土ぬり・屋根ふきだうた。
煉瓦造りはrab三（冬作）収穫後の暇な時期に行った。村の近くの適当な溜池が蛇期になっ

凸て干上がりかかると，底をほって残っている水とよくまぜ，砂をひいた平地に運び出して，

木枠にいれて型をとり，糸・guuda鉛駈）を用いて調整し，平地にならべて干す。少し乾いた

所で積みかえてむらなく乾かし，約一週間で乾き上がった。大きさは約28x15x13c皿で，

焼成煉瓦（23x10×8）に比して大きい。日乾煉瓦の乾燥にはこの時期（4月後半から5月
中旬）の強い日射と寡雨が不可欠だった。日乾煉瓦を一つ一つ手で運ぶことはなく，牛車を
用いた56）。壁の土台には古い目乾煉瓦の大きめの破片をうめ，石材等を用いなかった。煉瓦
積みには10−−15cn1のkarhl（コテ〉とsδt（糸）を用い，2，7m3の部屋を一人一日で積み上

げ，図の家屋を積むのには約7人日を要した。壁の厚さ（asan）は土台面で約90cmあるが，

上（4−5m）にいくにつれて薄くなる。複数の部屋よりなる場合には先に外壁をつくり，
後に部屋の間じきりをつくる。家のまわりに壁の衷面積に応じた適当な大きさの穴をほり，

この穴のなかの土を水でといてg町a5わをつくり，煉瓦積みの上に手でぬると，煉瓦積みが
みえず「泥の家」と形容される外観が完成する。
1（addar（滞水池）に多く自生したf恥（Eriaロtus

ravenna1）で屋根をふいた58）。急傾斜
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のf己sぶき屋根の家屋がkothiである59）。

Ko㌻hiの建築には，家屋両端の位置に各1枚の

切妻擁壁を不正五角形に日乾煉瓦でつみ上げ，五角形の頂点・2つの肩・肩と頂点の中間2
点に計5本のはり（khai：s護1材60））をわたし，はりに直交させ約30cm間隔に木材をならべ
はりにゆわえ，次にはりに並行して竹をならぺて木材部に固定し，最後に屋根組みの上に採

取したfUsを一面において結んで屋根ふきをした。現在では木材で直交する天井組をつく
り，f面sでふいてから覆土する陸屋根で雨のもりにくいhaweli（（A）「邸宅」）をつくる，

天井組にゆわえたf面sに泥をぬって目どめをして，その上に土を10〜15cmかぶせて棒でう
7
ｿかため，さらに乾いた砕土を表面にまく。ko書hiにくらべるとhawelfには資金と労働力
を要するが6P，耐用年数はk磯hlよりはるかに長く100年近い働。
日乾煉瓦家屋を一世紀近く維持するには，屋根を二年に一回雨期あけに修理する必要があ
る上に，表面からの雨水の浸透を防ぐために表泥（ch￠ppi）をできるだけ完全に保つ必要が

ある。家をたてる時とは異なり，水の汚れていない溜池の底の泥をとり⑬，切りわらをまぜ

てぬる。表i泥は放置しても4〜5年はもつが，年に2回（H61iとDusher百『またはDiwa11
の前）はぬるべきと考えている倒）。床の泥（kicchar）は水の汚れていない溜池でとった粘土

に牛i糞・水をまぜたもので，一週間に1回多くは午前中に手のあいた女性がぬる65）。床泥を

ぬるのは近代的水準からみれば非衛生的だが，清潔な材料を用いるように努力し，他に適当
な床材料がないのだから，伝統的生活状態からみれぱ充分衛生的である66）。適当に修理して
いても次第に木質部が損なわれ訂〉，日乾煉瓦家屋を一世紀以上維持するのは困難である。

以上から明らかなとおり，木質部分をのぞく日乾煉瓦家屋の材料がほとんど自給的な点は
この建築方法を有利にしていた。木質が固く加工が困難な上に長直材をえにくい植生の自然
条件と，伝統的には大鋸を利用できず非効率的な短鋸（または鉄斧）で伐採・整形する技術
条件から，恋林面積が現在よりはるかに大きかった18世紀以前でも木材の価格は高く，農村
居住者が長直材を主素材とする家屋を建築するのは事実上不可能だった。土壌の堆積が極め
て厚い北イソド平原では石材産地がないので，石造建築には莫大な運搬経費を要したから，

農村家麗を石造するのは経済上不可能だった。薪木を用いた近代以前の焼成煉瓦の価格は高
く，焼成化もできなかったから，日乾煉瓦家屋は消去法的にほとんど唯一の選択だった。日
乾煉瓦象屋を可能にした気候的要因として，日乾煉瓦およびつみあげた壁の乾燥に要する2
週間以上の極乾燥期の存在と無積雪をあげるべきである。
Dh記ekiのJ酢の家屋のほとんどは焼成レソガ積みで，基本間取り（佐々木，1982：P．55）
に比し建坪で四倍以上，日乾煉瓦ではできなかった二階化66）により，延床面積は8倍以上に

なった。一人あたり部屋数・一人あたり寝室面積・一世帯あたり夫婦数はいつれも基本間取

りに比し約2倍になった。巨大化しても間取りは基本的には変らず，出入り口側を除く中庭
の三方にベラソダがあり，その奥に各1個の寝室，四隅に物置・倉庫を配置し，二階は中庭
■
ｪ吹き抜けになっている他は一階と同様の間取りをもつ。技術的にも，平屋なら村の溜池の

泥を目地につかうから日乾煉瓦家屋と大差はない69）。泥目地平屋ならば中間casteの数家
族が相互に賃金を払って建築できる。二階建てにはコンクリート目地を用いるほカ㍉屋根・
壁面に防水用コγクリードを一面にぬることがある701。レンガ家屋でもはり等に小都市で購
噛
?ｷる木材をつかう他に日乾煉瓦家屋にはない窓枠を用いる71）。
・phadekiで最初の焼成ヒンガ建築は20

C第一・四半期にたてられた「古い」shibji

mandir
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である鋤。そのあとしばらく新築がなかったが，館二次大戦が始まり，主要な非主穀商品作

物の甘蕪価格が3倍弱｝こ暴騰すると，この村のJ碑の家計に焼成レγガを大量購入する余
裕ができた。J融の寓裕世帯が出資して、隣接県県庁所在地からレソガ屋と石工をよび73）・

現在でも跡地が凹面に残るabadiの北側に炉を築いてレンガを焼かせた。現在用いる焼戒
レソガは国道沿の工場で焼成する。これらの工場の労働者は都市のLlam貧民で，附近の
村人を雇うことはない。粘土は附近の畑を掘り，石炭を燃料に用いる。化石燃料の使用が焼
成レンガの農村部普及に決定的な段割を果したことにも注意すべきである74）。

村内にはレソガ（焼成・日乾）を使用しない仮設家屋をみうける。最も多い材料は甘薦で，

その収穫・加工期には作業場（charki）によくつくる。この時期には東進してきた地中海低
気圧による弱いが長い冬の雨がふるので，作業場の加工施設をぬらさぬように，ありあわせ
の木の枝等と甘庶の葉を組んで重apriをつくり，なわでしばりつけて小屋掛け（lcutti）を
かける75）。短かい間だけ人の住むchapparはko専hiの屋根に類似した書ap：1をたてかけた
方形の仮設小屋で，収穫期に耕地につくり，盗難防止の監視をするために泊り込む。甘薦栽

培が拡大した現在では，甘庶の収穫・加工期に村から離れた作業場に労働者宿舎を兼ねた
cllaPParをつくることがある。この時期が厳寒期にあたるので，些apr1の上に大量の甘庶の
葉をおいてドーム型にし，あるいは円錐形に葉をつみあげるなどの変形がある。

，

、

建築素材には地域差が多少認められるが（Mukberji∴A．

B，，1967：P．123），北インド平

野の盤民家屋はD施dekiのそれと同椥とっくられる。壁を共有してつづくJ融の焼成レン
ガ家屋群と中下層caste群の低い日乾煉瓦蒙屋群の対比は一般的で（Pradhan，ユ966：P．
39），焼成レンガと日乾煉瓦を一つの家麗に混用するのも一般的である（Mukerj1，

A．

B．，

1967：p．118）76）。北イソド農村の焼成レソガ家屋は一般に非伝統的である。近世中は慣習的

に焼成レンガ使用を禁じたとの報告（1侮are，1962：pμ203・4）もあり，使用は制限されて

いたとみられるが，英領期以降の経済的態の改善（佐4木，1980：P．97）につれて徐々に使

用が普及した，北インド盤村一般に焼成レンガが普及するのは，Dhadekiよりやや遅れた独
立後で，まずbai書akkの焼成化がはじまり（Rao，1962：P・1548），急速に大きなgher〒ghar
をつくる慣行が拡がった77）。

焼成化は家族形態を変化させた。北インドの大部分ではモソスーソ降雨畳が1，㎜mm近
、く，日乾煉瓦二階建ては雨水浸透による崩落の危険が大きいので，今世紀初頭以前の畢眠家

屋は日乾煉瓦平屋だった。二階建てが焼成化により可能になる今世紀前半までに，行政的に

制限されていた村（abadDのなかには，近世以降の人ロ増加によワ家屋がたてこんでいた。
この状態下で二階建てをつくるから，＃階から隣家に内部を覗かれかねない。自分の家の女
性を隣家の男性が見るのはpardahに抵触する重大凄と考えられるので，家の周囲に高い壁

と塀をつくり（Mukerji，

A．

一

B．，1967：P．122），視線を遮る必要が生じた。他方では焼成

1

二階化により一？のgharの収客人数が飛躍的に増大し・多数の夫婦とその未婚の子女が伺
一家屋内で生活しうるようになった。複数の非共卓的な単位的基礎家族集合が単一一の居住蝋
位を構成する拡大家族形態の一般化は家屋の焼成レンガ化，つまり住宅資材の近代化によっ

㌔

てはじめて可能になったことを結論できる7ε）。塀をつくって敷地を囲い込むから，中庭の農

作業場としての機能が低下し，農作業場であるgh動をgharとは別につぐる必要が生じ，
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gharの中庭は都市Islam・の住居中庭に機能上近接する79）

近代的要素を除去して復原されるJ母の伝統的家屋は，機能の異なる小さい日乾焼煉瓦
平屋の集合だった。壁をつくる手聞を省くので，既存家屋の壁を共有し，各時点で方向を適

当に選んで増築したから，方向等については一貫性のないk可h1家屋の集合だった。この
条件下では，各世帯が長方形80）ko㌻h1を家畜を飼う中庭を中心に配置するのが最も合理的

で，全体的景観は現在の被差溺caste居住区と大差がなかった。主屋は二室よりなり，一室

が奥の貯蔵部屋（図のpacc聴）で，この部屋がko㌻hi（＞k6鼻ar「穀物庫」）の語源とみ
られる。その手前に男女を問わない寒冷期の寝室を設けた（図のagg6）。暑く雨のふらない
時期には庇の下のベランダ状の場所（図のjaggo）81）で眠った。独立した台所部屋はなく，

庇下に炉を設け，主食穀物の入っているag96の土製容器からとり出して加熱調理した。小
さな燃料置場を炉に隣接した下屋に設けた⑰耐3μ125）。

上記の間取りは，現在のcham翫家屋に似るが，穀物室（pacch壱）の存在は大きな相違
である。Pacch邑の使用が農業経営と密接に関連するからである。それゆえ複数の基礎家族

が単一の農業経営を行う場合には，後から結婚した家族の眠るagg6の背後のpacch壱を空
室にしたままにしておく（Eglad960：P．23）のが慣行だった。富裕な世帯では，多数の家
畜を飼養するのに冬用家畜小屋・飼料貯蔵小屋を設け，来客が多ければbai㌻akk（さらに
その背後pacc短に寝具をおく部屋）を中庭を囲んで建て，塀のない敷地に家屋群をつくっ

た。共卓的家族が分裂すると，各自のpacc漉を自家の穀物室とし，申庭に15−20cm高の
日乾煉瓦製の仕切りをつけた。Ag9範．はそのまま寝室として用い，補助的家屋群を適宜分
割所有し転用した。分割してせまくなった中庭を中心に新しい家屋群を形成すると分裂が完
了した。1共卓的家族の分裂にともなう敷地と家屋群の無方向的分裂がくりかえされてab翫dI
のなかに家屋が充満して現在の集落が形成された。

@

：
（燃料と運搬手段）
農作物の枯葉・枯技も用いるが，燃料の9割以上は牛糞をかためて乾したupl査である。

冬（mb三）作物の栄養体のほぼ全部を飼料用につかい，燃料用は夏（khaエif）作物を主とず

るから，これを燃し尽す1月から夏作物の枯れる11月頃まで，つまり1年の大部分でup猶
のみを用いる。

Uplaをつくるのは雨期（7月中旬〜9月）助以外の全期間だから，1年間の牛糞生産量の
3／4量がuplaになるはずだが，
量前後である（Harris，

up1きにするのはgher

凾ﾌ管理しやすい地面こおちた3／8

M．，1966：P、54）。全量を肥料にするのに比せば，牛炎を燃料にす

るのは土地の肥沃度を減退させる（WLitoombe，19713P、96）のは多分事実だが，伝統的穀
物生産は無施肥で，施肥を要する野菜造りは特別なcaste（Mali）のするべき不潔な農業と

みなされ，近年までJ礁の経営する麗業には施肥が欠落していた上に，他に燃料がないか
らupl芭を燃す。

Uplaの灰を肥料にすることもあるが特に効果的とは考えていない。

Bhangiの女性が賃金をもらってupl巨をつくるが，時にはJ母の年長女性も自分の家族
のgh6rの牛炎をひろって・uplaをつくることもあるから，

caste分業があるのではない。

ただし性的分業の傾向がみられ，男性がup1琶をつくるのは稀である。

J融の女性がpaτdah

規制によりgherに入れない場合が多いので，働かざるをえないBhang茸女性が支配caste

28
の女性の代理をしてuplほをつくると解釈した方が適切である。

Bh寂ngiはつくったup！5

の一部を現物賃金として取得し，牛を飼わない，または牛を飼ってもup揃の不足する非支
配casteの世帯に売却して収入を得る。

Uplaをつくる場所（pathw且ri？＜P証t㎞nほ「固め

る」）がきまっていて，ここで積み上げた牛箕からBhangi女性が手でたたきながらup1瓢
を成形する。Pathwariから使う場所まではカゴ＠kr1）に入れて，頭の上にのせて運ぶ。
Upl芭を乾かせない雨期にそなえて冬作物破穫後の農閑期にupl蔑を作り貯めして，防湿

用のuplaの山（bug9のをつくる。

Bug96をつくるにはまず円錐台形にuplaをならべ，

その外側に牛糞を壁土状にぬり，その上にやや小さい円錐台形にならべて外側を牛爽でぬり，

これをくりかえして大きな円錐形のbug塵をつくる。

Bug9δの下に穴をあけ内側からとっ

たuplaを雨にぬれないようにgh6r・gharに小出しにして用いる。
ので，水煙管用の火種をgh6rの一隅におく前述の慣行の他，

Upl翫の火i持ちがよい

ghaτではdUdb−haraに火癒

としてもえさしのuplaを置く。火樋のuplaが消えた時には現在ではマッチをつかう。
冬期（11月一1月）にはdaich謹，

san

i，

tahar（arharの一種）などの畑の端にうえる夏

作豆科植物を，丁6μを焼く燃料として補助的に使用する。補助燃料は家屋のなか，または木

の上に置いて保管する。充分なup1且も畑の補助燃料も用いえない貧困層は，収穫完了後の
作物の根を採集して燃やす朋）。燃料のほとんどを調理に用い，料理内容により燃料を多少選
択する。牛乳の加熱炉（dロdh−hara）では一日中弱火で加熱するのでupl且のみを用いる。

Dal・sabjiの加熱にはおろす直前に急加熱を要するので薪木が好ましいが，薪木が高価なの
でup！aで代用するのが現状である。

ROtiを焼くににはuplaでよいが，

tew百からおろし

層

たrO算の表面を焦すときには草本燃料のやや低温の炎を好む。薪木は高価なので祭事用加熱
に用い，通常は小枝を用いる程度である。大きな薪木を用いるのは火葬の際にかぎられる。
村で自給する薪材は，小都市での売却目的に伐採した残り位にすぎない。
現在では灯油を照明用燃料として近代的ランプ（harik6n

lamp）に用いる。灯抽ランプの

普及以前には，現在ではDiwaliの祭りにしかつかわないKumh翫（土器づくりcaste）の
つくる小型の灯明皿に木綿芯と菜鍾油（すぺて自給的）をいれて用いたとされるが，菜種油

の価格から考えて，J酢の間ですらこの方法が普及したとは考えがたく，ランプの導入以前
には夜間の照明はないに等しかったとみるべきである。今日の生活のリズムも無照明の近過

去を推測させる。J恥では意外に懐中電灯が普及している。

Ghafとghδrが多少離れてい

ることがあるのと，夜間に作業，特醇毎日行う家畜飼料の用意を月齢に関係なくできるから

である。Dh記ekiには調査当時電気がまだなかった。村の土地のはずれを高圧線が通り，
隣村は電化されていたので，．照明用ではなく灌瀧ポンプ用動力として電気をひくことを村の

panchayatが画策していた。

道路の幅員が5mをこえるのは稀で，近年村のなかに焼成レソガを敷いたのを除けば，す
べて無舗装の小径である。最頻用運搬手段は人力で，荷物を運ぶ際には頭上にのせた円環状
の布巻上にのせ，型のないものは，カゴ￠5kr1），フ胃シキ（riimal）に入れてのせる。家
畜荷車があるので，手押し車・人力でひく荷車はない。雨期および冬の長雨のつづいた時に
は多少低い揚所に滞水するので，人間の往来は可能で人力迎搬には特に障害にならないが，

牛車の交通を妨げる。溜池ほどでなくても，日乾煉瓦用土の採取・敷地のかさ上げ等で村の
出入り口の路面は，周囲の家屋敷地等より一段低いのが普通である。この地点は乾期には単
なる凹地にすぎないが，雨期には車輪を没する水溜りになる上に，北インド平野には起伏が

24

Db記eki−S罰h百p五rの物質文化

少ないために，水溜りの水を溜池に排水するのが困難だから，長期にわたり滞留する。この
水溜りを車輪が掘りかえすので，いつまでもぬかって交通を妨げる。

Boggl（牛車）には2種類がある。一対の雄牛がひく伝統的な牛車と，一頭の水牛がひく
新しい水牛車で，ゴムタイヤの普及により近年爆発的に拡がった雄水牛（jo鮭ののひく後

者は，荷台面稜が約5m2で前者の5倍もあるので，前者を駆遂しつつある。繁殖用以外に
利用できなかった雄水牛を利用でき，かつ雄牛を耕地で用いる問も牛車を利用できることも，

水牛車の普及の一因である。特に春秋の農繁期の家畜役力不足を補なう技術革新である。水
牛車を収穫物・飼料・粘土等の運搬，特に小都市への粗糖集荷に全面的に用い，全運搬量の
60％が水牛車によるとみられる。多少余裕のある世帯では，荷物をもたずに小都市へ行くの
に自転車を購入する。もっと富裕な家庭では；トラクターの後部に専用車をつけて農作物・
人間をはこぶ。専用車がなければ人々がトラクターの車体の上にすずなりになって乗ること
もある。馬力の強いトラクターは雨期のぬかるみを突破する有力な運搬手段だが，時にはそ
れでも動きがとれなくなる。

小都市間には舗装道路があるので営業的運輸を利用できる。隣村と郡役所所在地との間に
は三時間に約一本の州営パスがあるが，この瀕度では歩いて行くのと大差ない。個人の営業

する一頭建て二輪馬車（tonga）があるが，農業労働者の日当の半分を要するので，余裕の
ある旅行者にしか利用できない。一番近い小都市にはriksha（人力車）・tonga等の軽車両
があるが単価が高く，30分に1台出る料金が半分ではるかに速い州営バスの利用者が多い。
農作物は村か15水牛車で小都市まで運び，小都市からトラヅクまたは鉄道で運ぶ。農産物売
却を除けば，小都市と農村の往来の主目的は買物である。小都市では，衣類・道具類・皮製
品などを大貴に生産し（Pradhan，1966富P．10），買い物の女性が何人かででかけることも現
在では少なくない（Eglar，1960：P．263）。

（まとめ）

L
ﾈ上にみたように，近世からつづく小都市市場への依存は北イソド農村の物質文化の第一
の特徴である。現代あDhadek1では，主食糧・飼料等の農産物および燃料・住宅資材等め
重い大猛消費物資以外のほとんどの消費物資（表料・装身具・食器・木製品および主たる副

食贔d吾1用豆）のほとんどを小都市市揚経済に依存し，cast6分業が供給しうる部分は小き
い。重い大燈消費物資の村内供給は，伯給が有利だからであって，栓会的に自給しようとす
る規範があるからではない。良質で安価な大量消費物資を購入・運搬できれば，小都市経由
で獲得する方を貯ましいとする考え方が伝統的に存在していた，とみるのが農民社会め通常
のあり方と適合する鋤。

ヤDh苞dek1の物質文化のもう一つの特微は身分的分化である。食生活では近代化が身分的分

を拡大させド上層が加熱副食物（二品以上）を金属容器多数を用いて食べるのに比し，下層
では燃料を充分に獲得できないこともあって，組末な主食さえ満足に食べられないことが多

い。しかしこの分化の原因が特にcaste分業と関係するとみるべき根拠はない。換金作物栽
培をふくむ大量消費物資自給に要する諸権利を農業労働者である中下層が有さず，市場での
購買力がないことがこれらの人々の物質文化の貧因の原因である。つまり北インド農村の伝
統的物質文化は「村落共同体」と「caste分業」の強固な存在を想定させない性格をもつご
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とを推測せしめる。

（註）

、

●
●
P）女性が公衆の面前に出ることはなかったから，伝統的盛装は存在しないが，pagriとdushal且を

対比的に考えることはできる。なお冬用の毛織1a…he碑を現在ではみかけない。
2）毛布にはkambal，

khais，1ayak，1ij距i，

saurなどの種類がある．

3）北イソド農村で唯一かつ万能の伝統的家具であるch訂pa1も戦具の一種である。木枠と木枠には
る綿布とを小都市で購入する。綿布でなく，村内で自給できる麻ひもをはることもある。木枠の価格
は調i査当時12ルピーだった。

4）多少の棉作を行い・自給綿花からdota1用の綿糸をつくったことは考えられるが，敷布・蒲団用の
布を村内で自給できないのは明白である。ただし，毛布をふくめた他の寝具を一切用いず，dotaiだ
けですませるのも可能で，その場合には全部自給できたことになる。

5）儀礼的機会，特に葬式の「施し物」とするのが好まれる。この村にはJulaiがいるのでJu：aiに
渡たすが，Julaiがいなければ行商人にうった。

6）Julaiの仕那の内容はこの程度で，細糸を用いた織布をおったとは考えがたい。小規模棉花生産を
みた時期にも，農村居住者の？むいだ綿糸の一部をJulaiが粉布にすることはあっても，生産綿花の
大部分を自ら紡績・織布したとは現状からみて考えがたい。つまりJulaiの主要な伝統的機能は，
収穫棉花を仲買いして小都市手工業者に搬入するところにあったとみられる。現状からみるかぎり，

棉花の収穫・搬入時以外の少なからぬ期間，Julaiが小都市の手工業に従堺していたとみるのは，か
ならずしも非現実的な想像ではない。（佐々木，ユ983；p．89駐11参照）
一7）入浴回数は手押ボソプの普及により水を使いやすくなってから，全般的にふえる傾向にある。
8）石鹸の質が粗悪で，良質の石鹸を購入する購買力がないからで，石鹸が入手できないからではない．

9）この他にau拒を用いた。

Au1互は15〜209の甘酸味のある果爽でゴ蔭干して紛にひき一晩つぼに

水でといてつけ，朝うわずみをとって用いると創髭・禿頭をさけられると考えたという。

10）ri傾aはr10g位の重さの黒い芋状の植物体で丸いカラがつき黄色粉状奥質を内包する。組の洗濯に
は今でも用いる。

11）現在で竜安価なr曲をDhOb1は用いている。
12）たいてから洗った米飯には砂糖・ghee・d齪をかけて副食とする。米に豆（urdまたはmung）
をまぜてたいたkichri仕日常食でない。
1
13）二つ以上の種類のマメをまぜて煮ることはない。
14）aI直（ジャガイモ）が最も多く，gajjRr（人参）・kaO面（カボチャ）・1δkI・（ウリ）も用い，二・三

種類を一度に食卓に上げることがある。冬季にはpa！隷k（ホ』レソソー）・グラム豆の柔葉・ナタネ

の葉・bathuwa（麦畑にはえる薬用雑革）の葉をすりつぶし少孟の調味料を加えて煮たs且gを日常
的に食べる。s吾9

ととも

にbaj慮r6口を常食する習慣（Ma愉ur，1968：P．260）はない。

15）8時半前後に就寝前の牛乳を飲む。上閣では毎晩のむが，貧困になるに従って瀕度と濃度が下がり，
最下屈では極く寒い晩にうすめた牛乳を飲むだけである。

16）富農の朝食はgheeつきのrδロに牛乳500

g程度を飲むのに比し，幾業労働者は酸乳（ohh乱cch置

またはna憶：gheeの副産物）を雇用者にもら「うて飲むか，

gur（粗塘）・ach吾rまた塩を副食とし

た朝食をとる。朝食または接客用に紅茶を飲む習慣は第二次大戦後普及し，それ以前には牛乳を用い

ﾖた6、㌧

｛

一

f

17）金属製食器の使用は伝統的とみられる。土器づくりcasteのつくる多孔質の（つまり病源の緊殖し
やすい）容器の利用を経験的に忌避しなかったとは考えにくい。素材の真鋳は銅成分の多いやや高価

26

Dh百deki−S創h盃P丘rの物質文化

なkansiと錫成分が多いpita1に分ける。
18）Kator直・katoriが普及したのは20世紀瑛半で，それ以前は直径16じπ1・深さ5cmのやや厚手の浅
鉢状真鋳製容雅（b巨1のを用いた。

19）Th豆1iの普及も20世紀後半で，それ以前は副食物が少なく，類似食器を用いなかった。

2の今世紀前半までは土難の10伍を用いた。男性が手を洗う際には，家族の未婚の女性が撤互で水

を注く㌔

一

21）今世紀後半の普及（〈g互as5）。

22）

〃

。

23）つまりcommen5a1な家族を想定すべき物質文化上の必要条件が欠落している。後述する炉（chu・
●

●

●

●

Uah）でco皿鳳ensa1な集団を象徴させるのは，実際の食事がCOmme服i1ではないので，調理の共
通性で代用する必要があるからとみられる。

24）交代で食亦をとる慣習の背後には，pardahが家族内での会食を制限することの他に，ほぼ等しい
順位の人々の会食しか認めない基本的認識を想定すべきである。

25）現代では持参品として食器を持ってくるのが慣習なので，息子が嫁をとれば数が増え，新しい食羅
を買えない世帯では娘が嫁にいけば数力1減る。持参金制度の普及以前（佐々木，1981a：P．299）に真

鋳製食器を婚資（ibid：298）として贈与する習慣がなかったと断定すべき確実な根拠はないが，
b曲の普及状況からはこの種の慣行が一般的だうたとは考えにくい。
26）直訳すれば独立した家屋を意味するが，中下層では雨のあたらない軒下においた炉の附近をこの語
でよぶ。

27）炉を蹴族的連帯の象微とするのは交代で食亦をする結果（註23）であり，炉そのものは質素であり，
他匹もっと大きな加熱装置がある（註29，39）。

28）炉でもす燃料の燃焼温度が低いのでこの素材でも充分である。油であげるpakk五kh融置（祭時食）
をつくるには火力の強い薪を用いる必要があり，chullahでは耐えがたいので，中庭の地面を掘り下
げて臨時の炉とする。

29）加熱副食物を数種類（sabji数種とdal）調理する密裕な家庭では，二つ以上のohuHahを用いる。
肪1を長時間加熱するのに日乾煉瓦製の高い専用かまど（h且ri）をつくる家庭が多い。一
●

◎

●

30）この他に加熱容羅をあげおろしするはさみ（sands1）があるが，

rδtiしかやかない家庭には必要な

い。

31）Pratは，今世紀前半までは底板に木枠を釘づけした木製の，現在では真鋳製の直径35cm幽・深さ2
cmの盆である。

Maid五（小麦粉）は粘り気が多いのでPr5

tでねる。石製・木製のchak1議をすえ

つけ，その上で粘り気の少ない且恒（大変等の混入するあらびき粉）をねり，のばす。

32）Maid互は手でのばし，

at且は直径4cm長さ40cmの木製棒（beilan）を用いchak1五上でのばす。

33）直径18cm深さ5c血の真鋳製または木製のkandiを上層では用いる。
34）D瓢1・米飯はどちらでも調理できるがs五9（（14）参照）には土器を，gheeには真鋳製を用いる。
門
?冾獅р沿黷ﾂはどの家庭にもある。

35）砂糖をbar㎞に大量にいれておくのは近年の慣行である・（佐々木，1982：P．56）。〕Bartanが多
ければ，rusai

gharに隣接して別室を設ける。

36）鎌状刃を？けた板で，足に板をはさんでおしながら切る。包丁はsabj

iの調理に用いる程度だから，

上屈のみに必要である。
37）香料をする石板と石（siトbatta）とすった香料を入れる箱（mas1葎一ch直且i）。
■

■

●

壷

38）この他に語9をつくるすりこぎ（go加の，

pakk互kh蓋畷（祭時食）のPUri（あげたr5ti）・jdchri
●
●
halIow註（牛乳・粉でつくるかゆ状菓子）を

igheeの入った豆御飯）をつくる大なべ（k町ha1），
●

■

つくるへら（konchのがある。
●

Caste職業｝ご関係しないかぎり，中下屈はこれらの道具をもたない。

■

39）木製の掘搾器（rai）をつぼのなかにいれてひもで回転させて牛乳を蝿搾し，1寵をひきだしてぬぐ
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●

■

い，つぼをゆすって9血eeを一ケ所にあつめ，

pa出iに入れる。

Gh肥を採ったあとに残る酸乳

（ohh記hhのは滋養分の多い飲物とされ，雇人に与えたり産後雌牛の飼料にまぜることがある。当
●

壷

日のchh巨cch且約5009を牛乳に加えてつぼにいれ，β乾煉瓦製の高い専用かまど（面dh

h酒r葦）で

終日弱火で加熱し・翌朝概搾する。Chullahでも加熱できる。

40）現在では機賊でひくことが多い。Mai萌をとるのには数回ひく必要があるから，手びき時代には
a恒を食べることが多かった。

41）自給率の低下したda1豆は現在でも一度にひく量が少ないので手びきしている。米・mai：eのr6tI
用粉も臼でひいた。

42）接客用には特に2年以上保存すべきと考えている。
一つに，製粉労働力を最低限確保する必要があったことを認めるべきであろう。

44）日乾煉瓦（kacc臨In、t）と焼成煉瓦（pakk激nt）を混用するので，家屋全体が日乾・焼成の二つ
のいずれであるかを厳密に判定するのは困難である。焼成煉瓦が普及しはじめた今世紀前半のJatの

間ではkacch且mah融の一部に焼成煉瓦1・瓦を用いるのが一般的だった。焼成煉瓦化の進んだ現在
では焼成煉瓦家屋の内部に簡単な日乾煉瓦構造をつくることがある。現在の申間casteの多くが今
世紀前半のJ導に類似した家屋に居住する。焼成煉瓦の価格と世帯の経済状況によって家屋に使用

する素材にしめる日乾・焼成煉瓦率が変化するので，現状では支配casteがpakk巨makanのghar

とgh百rを，被差別casteがkach蓋mak甑のgharを，中間casteがその中間をそれぞれの住
居とする傾向があることのみを指摘する。厳密な数量的調査により日乾煉瓦寂屋率をCaste毎に算
出するのは可能だろうが，特に意味のある分析とは考えられない。

45）このgharを含む密集住居群は東向きの大きな敷地を分割して次々に増築して形成された。ところ
が敷地東端をJ駄の家屋示ふさぐので面積を拡大できず，西向きにさぜるをえなくなった。特に中間

casteでは，かつての村の周辺部にあたる住居敷地の外側への発展をJ自tのgh6rが妨害するので，
敷地を拡大できず，村の中心部にとじこめられ，内部で分割・増築して劣悪な居住条件を強いられる

ことが多い。周囲を支配casteに囲まれた中間casteよウも，空間的に隔離された被差別casteの
方が，建物が小さくても，広い中庭のある場合が多く｝中間casteよりもはるかに衛生的な居住環境
に恵まれることもある。

46）日差しが夏期に強すぎる南側を避ける。西・北側をそれぞれ乾期の熱風・冬の寒風がふくのでさけ
るから，消去法的に東側に向けるべき理由が，宗教的価値観とは無麗係に存在する。
47）ただし中庭から流れ出す開溝下水の出口周辺が少し低くなっていて，そこから出入りしている。

48）この家屋では北側のagg且に40才男性とその套・子供が眠る。東側のagg五には北側の部屋の男
性の弟とその妻・子供が眠る。

49）（C）ch61

ka

kam瓶の南側にもohu11ahがあり，補助的に用いるから，いつでも炉を共用して

いるのではない。また前述のように家屋共住者が一度に食亦をとらず，交代で炉のそばに来て食べる
から，commensa！it￥が元来もつ食卓をともにするとの賠義をこのcommensa1な拡大窟族が満足

τ

させるのではない。

50）扉はこのgharで最も高価な家具で，

ag9直の出入り口（2）・k5thの出入りロ（2｝，

ag9…レpacc焼の

間（1）の計5枚を使用している。貧困屈では現在でもkutti（よしず）をたてかけて扉の代用にする。
日乾煉瓦家屋では，扉の下の敷居の高さまで煉瓦を積み・扉の木枠を竹の支柱で内側と外側から瞬定
してたて，木枠のまわりに煉瓦を積み，木枠を壁に固定するために扉中程の高さの両側にうった20〜

30cmの木製くさびを壁にうめこんだ。英領期以降丈夫な鉄製蝶番が普及したので扉を簡単に枠に固
定できるようになったが，それ以前には大きな一枚扉を固定できず・扉枠の上下の横木の片側にそれ
それ一つづつ孔（3−5cロ1）をうがち，両孔に摂い捧を一本はめて上下にとおし，この棒に縦長の三
枚の板をアコ「ザィオソ式につなげた扉を用いた。

28

Dh巨deki−S且lh盃POrの物質文化

51）歩くスペースが必要である上に，余裕のある世帯では家具等をおき，余裕のない世帯では簡易ベッ
ドを2つ以上買えないので，結局2つ置くことなる。
52）日乾煉瓦尿庭では，窓より上の壁の重量を分散させる強度が壁自体にないので，窓枠が唖がんで全
体が崩落する危険が大きいから窓がつくれないので，窓枠は不要である。通気をはかるべき窓がない
ので，扉を単闘きにして眠るのが普通だから，密閉の不完全な扉・よしず等の方がむしろ好まLい。
ただし冬の朝の室温はかなり低くなる。

53）中間casteが自力で建築する場合には，支配casteが強権的に雇入する場合のような有利な条件
（つまりほとんど無料）で被差別casteを雇用できないので，原則として家族労働に頼った（Mukerji，

A．E，エ967：P．124）。非支配casteが居住する家屋は入村当時に支配casteが与えたものだから，
非支配casteが独自に行う必要があるのは世帯内労働力で充分な程度の簡単な増改築のみだった。
54）土台ができた時に祝儀若干を与えることもあった。
55）かつて飼料切りに用いた大型包丁。

56）牛車をもたない家庭が日乾煉瓦を池から運ぷときには，牛車を有料で借りる必要があったから，運
搬は非支配casteの家屋建築上の障害の一つだった。
57）建築地点でつくる点で，後述する表泥（kicchar）と異なる。その場の土を用いる点では日乾煉瓦

に似るが，garaには切りわら（busshのをまぜる点が異なる。
58）かつては村の土地のなかに空き地が多かったが，現在では一面に耕地化して充分なf且sを入手し
にくい。

，

59）標巡語では人の棲まない平屋の建造物をさすが，ここでは傾斜のついた草蘇屋根の住居をさす
（Sillgh，

R．，1974：臥55参照）。

60）S飢（Shorea

gh

robusta）材は植生上・利用上北イソドで最も一般的だが，水に強いsisam（Dalber」

sisoo：ヒマラヤ亜高山帯産）あ方が堅牢である。この他にsugUn（チーク）・qirU（松）も用

いた。．

61）貧困層がhaweliをつく一り1こくいのは，天井組用の木材と覆土用労働力とを調達できないからであ

る。やや雨の多いこの地方にはむしろkothiが伝統的で・haweliの普及は近代的である。被差別
casζeの住居に、

ko函iが多く残るのは・hawel正をたてることができないからで・特に意識された差

別があるからではない。
62）強い雨が降る

と魚sをとおして雨が室内にもりがちなkothiに比べると，

haweliでは雨もりはな

昌

いものの陸屋根（両端で約8c皿差の緩傾斜ンなので屋根面上に水が滞留しやすく，少しつづ水が浸
透して，木材が腐り琶根全体が崩壊する危険がある。kothiならばfαsのみをふきかえて更新でき
るρ家屋両端の日乾煉瓦製擁壁が古くなればたてかえても大きな費用を要さない。h自weliの屋根に
浸透するのは主として雨水だが，弱い傾斜があるので・特に強くふらないかぎり雨水は滞留せず，強
い雨のふる雨期でも長くはないが強い日射により，多少の滞留雨水の大部分は蒸発するからゲ雨水の
浸透により崩壊の危険が生じるのには長年月を要す。雨よ，り危険なのは雪・あられで，屋根にたまる
と徐々に融けて確実に浸透するので，直ちに除去しないと屋根全体を短時間に崩壌さぜる二，とがあ
る。降水のほか，特にho辱hiでは火亦の危険力1大きいことを意識している。

63）衷泥のぬりかえ期にはその材料であるgaraを米lkgに対して2k9の価格で町から売りに来るこ
とがある。．床泥用にすることもある。
L

も

U4）表泥を1年に1回床にも塗る。

一

、．

、

65）表泥は日乾煉瓦家屋だけだが・床泥は焼成煉瓦家屋の床にも履物をはいて歩くと破損するほどきれ
いにぬる。

66）表泥・床泥中の牛糞中の繊維質・麦ワ．ラが熱伝導を妨げるので最寒期で裸足でふんでも冷たく感じ
ず，最い時期には汗をすいとるので快適である。炉

ピ

67）浸透した水分で白蟻が繁殖Lやすくなって木質部が損なわれる6また屋外にはり出したひさしが破
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損しやすい。

68）部分三階延てにすると，天井が高いので周囲を圧する高さになる。

69）コソクリート目地の方が堅牢なことを意識しているが，セメγトがやや高いので使用には耐える泥
目地を用いている。

70）大型のレンガ家屋ではレソガ代だけで小型寂屋の40倍以上かかる上に，町からIslamの職人を雇
う必要がある。レンガエがIslamなのは｝近世中焼成レンガ家厘が都市に限定されていたことと関述
する。

71）窓枠・扉は付加価値が大きいので，現在では村のkhattiもつくっている。
V2）現在でもSaharaロPUr県中央の非運河漉瀧地帯では，地主良作畿の資本蓄積力〜すすまず，・一般農
家は日乾煉瓦の平屋で，HindOの「寺院」だけが低い家並みの上に屹立する。

D埴de』iでもこの状

，

1

ﾔが1939年までつづいた。

73）村々を移動するレンガ屋は迎搬費をカットできるので，小規模だが利益の高い（Pradhan

1966：

p．12）職業であり，Dh芭dekiでレソガを焼いたレソガ屋は今でも同県内をまわっている。この仕事
を試みた村民もいたが，村民同志では信用問題が複雑で失敗した。
74）前述のとおり薪木で焼成したレンガが高価で農村居住者の購入が準爽上不可能だったからである。

つまり経済的に焼成レソガ家屋を建築できるのは都市住民だけだった。ただし都市の焼成レンガ家屋
独占には，近世政体の政治規制が影響したとみられる。
75）特に作業をするcaste規定はない。その作業場で働く中下層casteがひまをみてつくる。

76）60年代後半の，Ludhiana近郊の調査事例ではJ敢の家屋で日乾・焼成比1，被差別caste欝同比
2，中間caste群同比5−10と報告されている（Nath，

V．，1965：P．750）が・混用状態を考慮す

ると日乾・焼成を判断すべき基準を示すべきにもかかわらず，同報告にはその記述がないので，特に
意味のある統計ではない。

77）家屋焼成化が，嫁側の持参金慣行の成立（佐々木，19自1a：p．299）と並行し，持参金を相穀すぺき婿

側の婚資的義務の重要項目になった（Mathur，1968：P260）ことが急速な普及をさらに加速した。
78）逆にいえば，焼成化以前には共卓的家族が分裂すると、共住的集合を収容すぺき大きな家屋がない
ので共住的拡大家族は存在しえず，i些礎家族集合（特に一世代槻夫婦家族）ぽ存在したとしでも；極
短期間しか継統しなかったことを指摘できる。
79）都市IsiamとJ猷農民め家屋中庭の機能差を宗教的理由に求める（Muiζerji，

A．

B．1967：pU9）

F1

のは不正確であり，後者の機能が完全に都市化していないことに求めるづきである。前述のとおり出
入り口の方位にも宗教的理由がないが，ここではさらに塀がなければ出入り口がいらないことから出

入り』

層

ｩ自体が近代的であることを指摘する。家の落成時の儀礼も一例（Rowe，1960：P305）報告さ

れているだけだから，北イソドの醍村家屋に宗教的・儀礼的な要素を関連させる早）は危険である。

一

80）Punjabの寡雨地帯では奥行きのある家屋（Eglar

1960：p23）が可能だが・北イソドの大部分では

正方形家屋をつくると屋根の重量が重くなりすぎ，擁壁ごと崩落する危険があるので，一般に長方形，

だった。現在のJat家屋の一扉正方形間取りは焼成化により可能になった都市15alamの伝統間取
り（Mukerji，ムB．，し1967：pp118，工26）の近代的模倣である。

W1）寝室の男女共用は現状と異なる。前述のとおり，伝統的には基礎家族形態が多かったから，特に男
女が別れて眠る必翼が小さかったので，この点が問題とされなかった。
W2）雨期の牛糞を積んで肥料にするρは近代的慣行である。

L

し

r
84）幾村居住者の関心が都市での近代的商品にむけられているのは，この一般的傾向と同一である。た
とえば1q70年代の農家投葺順位垂㍉尿屋の蝿成レンガ化、（全投資の50％以上），農業投資（役畜，灌
漉用井戸・トラクター等：同40％強），耐久消狸財（手押ボンプ・ラジゴ・自転車・ミシソ・石油コ
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ンロ（Nath，

K．，1965：p814）：同10％以下）と報告され（舗趾h＆Ta皿kha，1972：P723）・oaste

分業に関係する項目が一つも壮いのが明らかである。ただし近代的慣行である持参品購入が近代的商
品の購買意欲をたかめていることも鱈過できない（Ed1er，1962：P35，

Gangmde，1975：P261）。
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