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この小論では北イソドの固定的，または超歴史的農村像が，超歴史的な過去をもたず，近

世北イソド社会の解体過程で形成され普及したことを述べる。Partlcipant　observa恥nにょ

る伝統的北インド農村の研究上，この毬の分析が方法論的に必要なことが判明したことが，

ヒの小論作成の動機であり，社会思想史的研究をこの小論が目的としているわけではない。

王nfo㎜ntの非伝統的思考が伝統的社会の科学的復原の障害となるのは，一般的現象である

が，イソド研究では近代思想が復原を困難にする程度と，この障壁を克服すべき関連分野の

発達の程度とが著しく不均衡なので，文化人類学者自身がこうした分野をも考察する必要が

特に大きい。またこうした分析は都市社会の研究を含むから，考察の過程で農村都市の伝統

的関係及びそρ近代的展開も明瞭になる。農村社会とは関連しない分野でもこの問題を体系

的に考察することはいままで試みられていないので，波及的に農村社会の文化人類学的研究
の明瞭性を増大できるという展望に基づいて，以下の論述を行なう。　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸

（1）

近現代インド農村の文化人類学的研究は対象社会と前中近世文化史（Dumont，1967；P31）

とをapdodに関連させがちであったが，奇妙なことに時代的に連続する近世文化史は視野

から除外されてきた。古代文化と研究対象となる現代幾村を関係づけるには，中近世農村が

固定・停滞的だったことを実証する必要がある。南アジアでも社会経済史的研究がある程度

進行して，農村1eve1でも特異的停滞性が実証されないことが予想され，定説的文化史解釈

の科学性に疑問がもたれるようになってきた。文化人類学的調査者は文化史的解釈の放棄を

自明の選択と考えて，超歴史的農村像を対象社会の流れのなかに位置づける試みを行なわな

いが，そうした位置づけの必要が生じていることは確実である。前中近世文化史からの解
釈・意味づけ，つまりSan5㎞tization．は最も早くは19C．初めから（Khare，1965；P233）開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

始し，解釈対象は19C．の社会現象を主体としていた（Matsui，1966；P30，特に19C，後半

：S憾n，1969；P51）から，絶対年代に関しては早くから予測が可能だった。寡婦殉死が一

旦消滅したあと英領下の都市社会を中心に再拡散したこと（Gupta，　K　n，1974；P30），上

層身分の再婚禁止は植民地政策への抵抗であったことにみられるように（McCo㎜ck，

1966p31），政治的背景に英領化があることも重ねて示唆されている事実である。

英領化への反動としてSanskdtizationが進行したことは，伝統的文化要素，特に宗教の

過度の実体視に端的にあらわれている。伝統的なHindO教には寺院組織がなく（Anant，　S，

1972；P127），したがって高等宗教にあるような宗派もない（Lepski，1970；P277）。それゆ

え，実地調査を主たる研究方法とする文化入類学的研究者からみれば，観察対象と古代イソ

ドを関係づけるのは理解を越えた操作である。この種の考察から，Hlndu恕nの高級化，理
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論化が伝統的ではない外来思想に基づく現象であるとり仮説が可能である。宗教的・政治的

指轟者の用いた古代インド文献のtext及び彼等の経歴に蘭する思想史的研究がこの仮説を

支持する。たとえば，Ghandlの用いたGitaのtextはAnnie　Besantの英語訳（Bharati，

　　　　　　　　　　　　　　　　　輯P970；P274），北インドで影響の強いArya　Sam巨jを創設したDay盃nandの用いたV6daの

textはMax　M〔皿lerの独語訳（Leopold，1970；P288）であり，形成期のBengal　Renaissance

の指灘者であったRam　Mうhan　R砂とこれをA…髄mに拡げたJaggOramはいつれも

Perso－Arabic初等教育をうけ，中等教育は英語媒体であり，後年現在でも古代インド文献

の世界的集積地であるTibet語に関心をもつに至ったが，インド国内でSan5kritの体系的

習得を行なった形跡がない（Guha，　A，1972；P291）等の事実が知られている。

近代イソドの宗教的指導者のかかげた哲学的思想が近代起源であったことは，毛れ以前の

南アジアの高文化の欠落を意味しない。他地方はともかく，北イソドでは19C．第三・四半

期までPersia文化の影響が強く，支配階級たる都布の上層Muslimが主としてこれを支え，

18C．のUldU文学の興隆など文化的創造力は旺盛だった（B㎝℃e，1965；P6，10，16）。

中近世北イソドのPersia文化の優勢は農村社会にまでこの高文化が浸透していたことを意

味しないが，Bra』minの口伝的Sanskrit伝統の相対的貧困は明白である。近世北イソドに

はHin曲寺院san5k孟の知的体系が存在せず，‘Hind貢’（Persia語源）がMusliInと異な

る点は，牛肉をたべず，口ひげをのばさず，割礼をせず，agniの前で結婚式を行ない，火

葬にされ墓がない，等の事項に限定された（Chanana，1961；P418）。こうした状況下で，部

分的例外を除けば，北イソドの近世HindOがlslamイソ’ドにおける被支配層以外の意味を

有していたかどうかには多大の疑問が生ずる。やや支配的な位置にいた近世北イソドの非

MusllmはMuslim法の利子禁止に関係した特定業種に従婁する商人だった（Bearce，工965；

p5）。中近世都市の機能的発展とともに必要とされ，近世政体崩壊後もこの部分の社会的安

定性はやや高かった。近現代都市に移動したHind種が商業指向的なのは（Gouユd，1962；

P50），この歴史的事情によるのだろ、う。

古代インドとの関係を強調する近代思想が近世文化の解体後に形成される過程で最も大き

なimpactを与えたのはキリスト教伝尋運動であり（Sri　nivas＆Pani㎡，工973；p184），

Sanskriticな‘twice門born，の概念もその影響で強調されるようになったと考えられている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偶iAnant，　S．，1972；P127）。北イソドで優勢な．Arya　Sam巨jもキリスト教伝導ぺの反動であ

り（Ahmad，11971；P183），創始者Day勘andの段階で既に西欧的価値観（Sebling，1972；

P589）の影響を強くうけていだ（Freed，1966；P675）。ただし都市の非Muslim商人が英領

化によっても著しい地位の低下を蒙らず，近代思想がこの部分のidedogyとならた（Bayly，

1973；P382）点で，近世文化との連続性が皆無だったのではない。また・Sahskdtizatio且の

上層模倣fnechanismからみて，近代思想の理念のなかに19C都市上層MusHmの文化要素
が無意識に，しかも多量に入りこんでいるのは確実である。　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　」

（H）　　　　　　　　’

以上の考察から；筆者の研究領域から多少離れるが，北インド近世都市社会ど毛の解体過

程’（つまり近代都市の形成過程）を把握することが，固定的農村像の位置づけに不可欠なヒ

とが明らかであるガ近世北インド都市と農村社会の関係は限定的だったが，農村支配層は主
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として納税目的で都市市場で農産物（量的には小麦）を換金し，都市手工業産品を直接，ま

たは行商人を通じて間接的に購入していた。小市楊都市は10km弱毎に成立し，小麦が年間

を通じて売買され，畜力によってより大きな都市に集荷され，一部は舟運にょって東インド

まで運ばれた。都市的機能をもつ非Muslim・職業は，金融・卸売・豆穀業に隈られ，近世都

市のMuslimは治安・文化・医療を掌握し，農園所有者（不在地主）層を形成し，手工業

的製造業・運輸業・小売業に就業していたことが20C初めの統計から知られる（Brass，

1970；P178）。大規模市場は19　C中葉までに消滅し，後述するMu51imの没落によりその社

会的地位が極端に低下したので，非歴史学的方法では以上の状況を理解し難い。

近世都市Mロslimの文化的優勢の反証としてあげられるのは現代都市Mu醐m文盲率の

高さであるが，前近代的都市で文盲率が高いのは当然であり，上記纂実はMuslimが伝統的
都市からの継続的居住者であり，1貧困化により教育が阻害されていることを示すにすぎない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ

ﾟ代史研究でぽ独立前のUτd亘教育，及び英語教育受容がMu81imで顕著であり，　HindO

の文化的優越が現代的現象であるごとを明らかにしでいる。近世都市の法的支配はMusHm

によっており，農村と関係の深い法・行政用語がPe庶卜A阻bic語源であることはMu甜m

の知的分野における支配性の反映でもある。こうした西アジア的概念に先行する南アジア固

有の用語体系が漠然と予想されているが，いままで一例も発見されていない。つまり伝統的

北インドの枠組はIslamイソドの所産であり農業隼産の1／3～1／2は徴税により近世都市に吸
収されていた。農村社会は都市社会から宗教的帰属の有無により身分的に切り離なされなが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

轣C後者の社会思想の間接的な，しかし他に選択がない点で決定的な影響をうけていた。

現代北インド都市に多機能・非工業的性格が顕著なのは（Mahmood，　A，1975；P77，81），

北イソド都市の多くが近世起源であることの反映である。Panjab都市の被差別人口比の研

究（D’Souza，1975；P7＆9）の再分析から現代都市を三分することができる、周辺幾村と被

差別人口比がほぼ等しく手工業的で非生産的な人口5，000人程度の近世都市的様相の強い町，

被差別人口が少なく英領期に急成長したとみられる非主穀農産物市場型の小都市，工業化の

進んだ近代都市，の三つである。つまり北イソド近世都市は周辺農村から流入する大量の小

麦によって非生産的人口を支持し，原材料（綿花）を加工することによって主たる経済活動

を行なった（Habib，1969；P51）。綿布業を主とする手工業的生産の発達は顕著で，北イン

ド及びBiharの32の都市ではMexico銀の流入が最高潮に達するAkbar帝期から良質綿布

を大量に生産していた（Na旦vi，1972；P409）。したがって北イソド近世都市の経済的崩壊

（Siddiqi，1969；P17）の主因は，定説的な近代工場商品の流入であり，副次的には銀流通

量の増加停止によるとみられる近世後期の非主穀畏産物生産の停滞（Habib，1963；P52）を

あげるべきである。

SRJainにょる現代北インド小都市の研究は近世都市社会の解体を理解するのに好適で

ある。この町でMu組im力現代でも40％を占め，都市機能が農業・行政的である点σa画

1967；P趾0）は手工業が解体し，しかも近代化の進行しない停滞的様相をしめす。就業構造

（」瓠n，1968；P201）では，農民・半熟練労働者にMusHπ1　Hind眞の区別がないものの，近

代的管理職・技術者にはHin面が多く，一方未練熟労働者にはMuslirnが多いから・

Hi且durwhite　oollar；Mu訊im－blue　co1ぬrの通説的構成が観察される。ところが意識的には

Muslimの半数以上が上暦身分に属するとしている一方，　Hiロdoの約20％が上層casleに属

するとしているのは，現代の経済状態からみるかぎり，矛盾が大きい。この矛盾を合理的に



96

説明するには系譜的には上層身分の大量のMu幽mが経済的に没落したと考えるのが最も単

純な仮説である。上層珊nd自と意識する人口の40％近くが都市近代化に並行して参入した

とみられる小商人であることも示唆的である（Jain，1967；p315）。

近世都市の上偲Muslimの近代的没落を立証するのは3代にわたる地位変化である。　Jah

の統計（Jain，1969；p1710）を再分析するたあに，隣接する階層に移動1した際の階層移動量

を1，一つ隔った階層への移動量を2，さらに上方移動を（十），下方移動を（一）として合計

すると次の傾向が知られる。

（i）H1nd丘の二世代前→一世代前の階層移動量：0

（i呈）HindUの一世代前→被調査者世代の階層移動量：十1

（iii）Muslimの二世代前→一世代前の階層移動量：－16

（lv）Musl三mの一世代前→被調査者世代の階層移動量：－36

つまり3世代の間にHin面の階層カミほぼ同水準にあったのに比し，　Mus丑mのそれは顕

著に全体として下降した。上層身分Mushmのblue　ODnar化により，近世思想・文化活動

は痕跡的に残存はしても，社会的影響力をもたなくなった。現在では都市Musllmのかって

の文化的卓越は高等教育をうける率の高さ（Jain，1968；p202）にわずかに観察されるだけ

である。

旧近世都市の中上層Musllmが徐々に労働者化して労｛動市場を形成し（Papola＆Subエa一

hmanian，1973；P290），　Hi　n面地主・工場主・大商店主が行政・政治機構を通じてcontro1

する（Gupta，　Kん，1971；p1882）のが近代北イソドの都市である。経済的階層構成に農

村都市の差がなく（1（upPuswam・y＆Balvir　Singh，1967；P66），農村貧民が都市に流入する

背景は欠如している。人ロの社会的移動が抑制されつつ近世都市が連続的に近代化したのは，

近代化初期に近世都市の残存的主穀集中機能が働き主食糧品が低価格で（Chaterjee，1969；

P850，852），遊休人口を支持する力が大きく，これを利用してまずルソペソ人口が近代工場

に主要労働力を供給し（Misra，1975；P217），次第におちこんでいく都市Mushmが労働力

需要を満たしていったからである。近偉都市の発達しなかった地域では農村都からの人口流

入が近代都市的生産の前提となった（Omvedt，1974；P202）が，北イソドで大量の単純労

働者の需要が生じ，幾村部にまで労働市場が拡大したのは2d　c．後半の現象である（D’Souza

＆Sethi，ユ972；p38，　Gupta，工R，1961；p1601）。農村出身老の近代都市への参入はどち

らかといえば支配側に行なわれ，全体として「農村が都市を支配する」形態をとったから，

都市でも従属的地位につかざるをえない農村の被差別casteが都市に移住するようになった

のは1950年代以降である（Cohn，1959；b965）。

都市Musllmの没落過程はまた近世政体の解体過程だった，都市Mughal支配の長期的崩

壊傾向は，．財政基盤である徴税組織に農民内身分が不可欠である一方で農村内の支配的人口

が中間領主化するのを抑制せねばならないdilemmaを解決できなかつたことによる（Naqv量，

1972；P40）。北インド全般にみられる納税方法は農業経営者の親族組織の代表者だけが徴税

行政と関係し，他が代表者に従う形態をとったので納税者・支配ca5teの内部的分化がおこ

りやすく（GroΨer，1965；P268），18C．中に納税者が小政体を形成した例も出た（SrivastaΨa，

1969；P23）。北イソド周辺では18G．以降の租税負担率増大ばより流民化した小耕作民が肥

大化する中間領主的寄生地主に集中し私兵化し慣性的な戦斗状態に陥いり（Habib，’1963；
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P338）・新しいが不安定で整備不良の政体が多数成立した。このsystemの頂点がmaha路」

と呼ばれる「封建領主」であり，多くの場合彼等の領主的起源がユ8C．に求あられる（Cりhn，

1970；p132）のはこのためである。北イソドでは後述の瑛情から近代的寄生地主が部分的に

形成された程度で，政治的不安定は変貌しつつある都市社会内に封入され，農村部には波及

せずた安定的に英領期に移行した。

中近世農村社会の固定性を強調する通説的社会史ではこの時期に社会的大変動（Chan｛地，

1969；p44）がなくてはならなかった。中近世の社会変化を認めないとすれば，規施的な

Hih面農村からの逸脱をすべて近代的現象としなければならないが，この際1890－1921の

人口学的撹乱がこの大変動を示すように考えられたからである。ところがこの人口的不安定

が近代化にともなう一過的な疫学的現象であることが明らかにされ（Kle…n，1973；P645），

社会的混乱が生じたことは否定されている。1900年前後に耕地拡大が停止し（N由1e，1961；

P143），過剰耕作が行なわれるようになったことは認められても（Whltcombe，1971；P58），

他方で19C．後半以降，特に灌漉技術の導入により生産性が上昇したので（Hhbib，1963；

p27），短期的な経済破綻をもたらす農村危機がおきたとは考えられない。近世以降の着実な

人口蓄積は，一夫婦あたりの子供の数の高水準にみられる（Bardhan，1974；P1703）ように

現代北インドでも進行中であり，北インド三州（Panlab，　Haryana，　Uttar　Pエadesh）は近現

代をとおして人口流出癖となる（Husain，1969，　Kaセenstε三n，1975；P158）安定し肉入口状

態にあり，近世農村が変質しながらも連続的に発展してきた地域でもある。　　一

この発展過程は農業経営の利益拡大の過程でもあった。近世市場むけの商品的主毅中心の

乾燥農法に近い近世的経営から，灌概を用いた近代市場を目的とする非主穀商品作物の比重

のより大きい近代的経鴬に変換することによって，19C．後半に土地生産性は増大し，支配

caste地主自作農の資本形成力～進行した。支配casteの人口蓄積が進み経営者家族労働の多

投下傾向が生じたことも土地生産性の増大を加速したとみられる。農業生産性の増大が大き

かったから，余剰の一部を新しい不在寄生地主に地代として名目的に配分することも可能で

あり，一部に支配caste経営者群の上に立づ寄生地主が形成された。農村内に対して支配

casteは蓄穣する富と人口を背景に，非支配casteの不安定な耕作権を回収し身分的な土地

占有をむしろ強化し，またこの段階では非主穀商品作物が集約的労働需要を生んだので支配

casteは農村内の農業労働組織を強化した。このような支配caste農業経営者の経済的・社

会的向上は現代農村でも進行中であり，農地解放は地主自作農的支配casteの権利をやはり

強化している。この傾向が今後もつづけば支配casteの人口比率が徐々に拡大し，長期的に

は単一一身分からなる自作農社会に近い形態へと移行するはずである。固定的北イソド盤村像

が上昇しつつあるこうした階層によって受容された思想であり，近世都市支配層の没落を目

撃した人々の現代思想の・一部を構成することを瘤過することはできない。

（皿）

インドの近現代農村を古代インドと関係づけ，中間にあたる中近世社会の固定性を強調す

る近代イソドの社会思想が定着する時期の北イソドの社会動向を以上で明らかたした。以下

には近代思想の形成過程と北イソドへの浸透・定着過程を述べる。西欧から徐々に流入する

古代インド文化に関する知識と近世末インドの社会思想とを恣意的に選択・関連づけて近代
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イソドの社会思想が形成されたのは19C．第二・四半期のBengalである（Chakrabarty，

1974；p102）。形成期の状況から明らかなようにこの段階での近代思想の必要条件は植民地

化の障害になったMusl三m支配を支持せず，植民地統治と矛盾しないことであった。たとえ

ばHlnd且王権が全領土の占有権をもつ，とされたが，この思想が古代イソドと無関係なご

とが早くから指摘され（Baden－Powel1，1972；P209），実際には中近世的支配者Mus聾mで

ない上級権力者が全領土を占有し借地料をとるという，英領統治下の徴税理念に合わせてつ

くられたとみられる。

古代イソドの「復活」を意図したこの近代思想運動をBengal　renaissanceとよぶ（Guha，

A．，1972；P288）。特別な精神的風土等があったことがBengalにこの運動がおきた背景で

あったのではなく，植斑地政府とそれに雇用されるインド人官吏の出身地がこの時期には主

としてBenga1に限定されていたことが要因である。植民地化の初期からcommo且1aw理

念に従ってMuslim法学者とPanditが司法顧問として招かれ，18C．後半には英国人司法

官のためのHlndα法が準備される（Sdnivas　and　Pani　ni，1973；P183）など，．renaissance

の基盤は英国人官吏によって作られたといってよい。こうした編纂活動の対象となったtext

の社会的出典に関する研究がないので，文化人類学者がこれ以上言及するのは危険であるが，

一つだけ確実なのは古代からの連続性が強調された農村部にtextカミ全く欠如していたこと

である。近世都市の成立過程からその内部に古代文献が保存されていたとは考えられないか

ら，近世以降Benga1外からもちこまれた文献が，例外的な都市Hindaにより保存されて

いたのではないかと考えるのが妥当だろう。

Bengal　renaissanceはこの地での英領統治の開始から独立前後までっ．つい、た（Bharati，

1970量P268）長期的な政治思想運動であり，その過程で非科学的な予断にもとついて（Stein，

1969；P41），古代インド関係文献は非学術的目的のために非理性的に利用され（Khare，19

65；P936），無意味な合理化の体系がつくられたことが指摘されている（Galanter，1972；

　　　　　　　　　　　　　　　　■o67）。たとえば古代的概念とされるAr塑はPersia語源のHindO力二不整合と感じられて，

擬装的古代化によって撰択された用語であると近年では考えられている（Leopold，1970；

p279）。こうした擬古的体系は英領時代の文化的統合手段であった（Sengupta，1969；p79）

英語教育，とりわけ相対的に肥大した（Basu，1971；P284，293）官吏養成目的の中・高校水

準の教育によって全イソドに拡がり，やがて柚域的罠族主義の枠をこえて，反植民地運動化

していった（Chakエabarty，1974；P101）。資金を出して新奇なHind血寺院を建設し，英語

教育をうけた人々によって各地から集めたBlahminを教育させ，　H1nduismの高級宗教的

外観を整えたのは，伝統的もしくは新興の都市上層Hユn面であった（Chan且na，1961；

P411）。このような思想活動を復興主義というよりは，－18C．以来のMuslim改革の影響を

うけた新宗教運動とみることもできる。

インド各地の大都市を中心として後背中・小都市に支店をもつ商社組織が19C．後半につ
くられ（Panchinadikar，1965；P12），北インドでも英領化に並行して拡大しはじめた非主穀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

商品作物市場に関連する金融業がこの時期から活況を呈してきた（Whit。ombe，1971；P161）。

近代思想活動の経済基盤は全国的な規模をもつにいたり，民間組織の拡大，植属地官吏の拡

散は非Mu忌1i愉の広域的身分秩序の必要性を感じさせ，擬古的なvarna的ca』te思想を形成

させた（McCd㎜ack，1966；P29）。19C．第四・四半期になると，北インドの地主自作農経

営がi英領下の市場経済への適応をおえ，しかも法的にも優遇され．（Whitc。mbe，1971；

，
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p203），農村支配casteの子弟が植民地官吏として採用される経済的基盤が形成された。こう

して20C．初めには北イγド盤村の支配casteの間にも，都市の新しい擬古的宗教活動を受

容する素地ができてきた。

近代的思想運動には都市上層の非Muslim商人が直接出資したcaseが少なくない（Bayly，

1973；p350）。彼等は多くの場合近世経済のなかで農産物（主として小麦）運輸・綿布取引・

金融業に従事した都市居住のBrahminであり，植民地化にともなって農産物・手工業品取

り引きがら後退し，金融業専業化した。巨大化した場合には不動産に投資し，これを基盤と

する持株会社に発展し（ibid；P372），現代インドの支配的立揚にのぼった。1gc．後半には

新興金融業者の膨大な利益を吸収すべき消費，投資が限定されていたから，保守化しつつあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炉驍ｱの層の資金の一部が，古代インドとの関連を強調する復古主義的新宗教運動に流入し，

中近世都市での1これら商人の歴史的地位を意図的に無視し，近代的支配性を古代からの継続

．の如く紛飾し‘ようとする努力が払われた（ibid；P360，363）。大商人層の活動が北インド農村

部での非主穀商品作物取り引きを通じ，地主自作農に先行して小資本を蓄積したMahajan

casteによって広い支持を得たことにも言及しなくてはならない。

UrdO語教育をうけた近世都市の中間層にかわって，英語教育をうけ復古主義的思想をも

った東イソ’ド出身の中間層が北インド都市の思想的指導者になう・た。これをBengal　elite

σones，1966；P391）と呼ぶ。北イソドの住民がBengal人をcaste主義者とみな，している

（Anaムt，　S，1972；P127）のは，近代的caste差朋を北イソドにもたらしたのが7この層だ

．ったことを暗示している。Bengal　eliteの社会観の特徴は，彼等が伝統的都市住民でなかっ

牝ことを反映して，農村社会の目で近世都市・近世政体を解釈し（G幽nter，1972；P65），

盤村社会の安定性を強調した点にある。復古主義的思想をBengal』e1量teからまずうけついだ

のは北インドでは前述のMahajaロとBrahminである。現代北イソド農村のBrahminが復

古主義的思想により彼等の伝統的職業とされる司祭・占星術師・医師・教師等につく率は10

％程度（Her士e1，1975；P191）である。この状態も逆説的ではあるが近代化の結果であり，

近代的または半近代的教育機関を通じて技循を習得したり，近代的なHin鵡の知識を得て

活動するのが実情である。Bengaliの与えた近代思想・知識（～瞬na，結婚式等）をB職hmin

が農村にもちかえってその地位の維持のために強調した（Khare，1972；P611）ことが，北

インド農村文化の表面的古代化・馳nskhti2atio皿の端緒となったことは筆者の調査村でも確

認された。

Brahminの尊重にはじまうた復古主義的思想運動はもと1』▼と近代都市の現象であり，これ

・に従って伝統的北イソド農村を解釈することがparticipaロt　obs6rvation等による文化人類学

的研究と相容れない惟格のものであることは，いままでの論述から明らかである。現実的に

も農村社会への波及は近代思想の流れのなかでは副次的現象にすぎない。都市における復古

主義的思想運動の風点を形成するのはMu“i：n法を基盤とするIslam中間層と‘Hind丘，法

を主調した非Islam新中間層の「宗教的」競争関係（B副y，19731；・P363）を反映した

｛ind呈genous　Iaw・運動であったとされる。植民地統治が近僅支配の残存機能と近代法の複合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ﾉ法的支配の基盤をおいていたから，極端な復古主義によって実体姓の乏しい法体系に依存

、することはできず（Gaぬnteち1972；⇒61r63），・この運動は失敗したが，新中間層の数が増

えるにつれ，政治的係争はさらた激化した。Mu証mを多数決的に排除する力が強まり，最

終的には分離独立時の混乱に至ったのだから」近世Islamの知的支配を終らせたのが近代イ
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ソドの復古主義思想だったといっても過言ではない。こうした史的性格を考慮すれば，内容

的には擬古的であるものの，復古主義思想の機能の近代牲・反伝統性は明白である。

近代的教育機関を通じて復古主義的思想をもつ新中間層が大量に創設され，政治的に優位

にたったのは，近世的思想が都市の支配的人口に限定されていたのと対照的である。近代教

育をうけた地主自作農の子弟は出身村の農村居住者との関係を断たず，不在地主となつて村

外雇用の定年退職後に戻ってくるのが通例だったから，復古主義思想はこのchahnelを通

じて村落に流入した。この思想的変化の農村部における最も顕著な影響は，実体的には強固

な北イソド農村の非形式的なcaste規制（Freed，1969；P349）が，類型的に…異なるBenga1

の非実体的だが形式的なcaste規制の影響をうけ，意識的にはかえって強化された（Gopa1，

S，、1967；p86）点に求められる。19　C．後半から公的資金が地主自作農層に流入し、（Klein，

1973；p644），新中間層の出身母体は経済的上昇をつづけ，官吏以外にも在村のまま小都市

で商人化するcaseもあって（Panchanadikar，1965；P20－21），都市の復古主義思想は，支

配caste地主自作農上層のopinio皿1eaderの思想を支配するようになった。農村居住者の内

部的身分分化の著しい北イソド農村では，支配層の社会思想が転換することが，そのまま農

村全体の意識的大変革を意味した。

蔑村社会には都市でみられた新・旧中間層の対立現象はなく，宗教的係争をおこす積極的

理由はなかったが，復古主義的近代思想が成立期の政治的目的を反映して宗教的biasをも

っていたため（Bayly，1973；P64），これを受容した農村部でも宗教的対立が生じた（K㎡shna，

G，1971；P367）。　PanjabではSikhとHindロは排反的でなかったが，ここでも復古主義

思想の普及｝こよって宗教的対立が生じた（Chanana，1961；P409）。しかし近代インドの人

々にとってより重要なのは明らかに西欧化・近代化思想であって，農村が過去に固定的であ

ったかどうかが深刻な問題と考えられているとは思えない。復古主義形成期ですら西欧化が

先行し，復古主義は反射的に形成され（Chalcrabarty，1974；P104），現在でも西欧化の進行

の方がSanskriti2ati。nよりも顕著である（Herte1，1975；P197）。例外的な特定職業人ロを

除けば，古代インドもIslamインドも一極の昔物語程度に考えられているのであって，現実

には生活に直結する近代化を志向していることを調査者は基本的認識としなければならない。

（w）’

近年の社会経済史的研究と社会思想的分析の試行的総合から，英領期以降に固定的農村像

を生んだ近代思想が北イソドに普及した具体的過程を明らかにすることができた。概観的に

はMugha1政体と近世都市文化の解体といれかわりに，西欧の影響を強くうけながら，しか

もそれに反発する復古主義的民族主義思想が都市と行政的機構に入りこみ，・経済的上昇をし

，めしつつある上層農民に近代的教育を通じて受容され，全般的な卓越性を示すにいたった，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一ﾆいえる。したがってpaltici輿nt　ob5ervatio且による調査・研究でも，伝統的盤村が固定

的・自給自足的であった（Neale，1956；p888）とする仮説を出発とすることが現在ではで

きない。このような基本的認識が文化人類学的研究でなされにくいのには二つの原因が考え

，られる。一つは文化人類学が歴史学的方法になじみにくいために，処理の難しい中近世文化

を否定する明解な図式をもつ復古主義思想に対する抵抗力をもっていなかったことである。

中近世文化の否定は確立し牟Islaln支配に対抗する政治勢力が18C．以降とりつづけてきた
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文化政策であり・（Bayly，1973；P364），文化人類学的研究で通常充分とされる歴史的深度を

もち，しかも西欧の歴史学が充分な実証なしに‘Hindu　pedod’等の概念を高級化させた

（Thapar　et　aL，1970；770）ので，イソド人植民地官吏と同じく文化人類学的研究もこれら

の諸概念を出発点とせざるをえなかった。

’第二の原因は現代イソドにおいて復古主義的思想が極めて支配的であるので，これを学術

的に分析する作業が行なわれにくいことである。近代民族国家イソドを生んだ独立運動の支

持層（Edler，1962；P17）と復古主義思想の支持癌とが共通し，二つの思想が一体的である

と考えられがちである。こうした状況下で圃有文化の強調が（Tr1Ψedi，1974；p278）極限的

になると，ethn㏄entrismと国家主義に傾むき，その基盤となる思想の分析に著しくnervous

になることは経験的に明白である。農村部でも復古主義的宗教運動の民族主義的性格は明瞭

で（Tiwari，1968；P76），政治運動化しやすく（K五shna，197王；P778），この小論にみられ

た考察を学術的というよりは政治的意図によるものと考えやすい傾向が存在する。

このことは文化人類学的調査研究を行なう外国人の対応と重大な関連をもつ。外国人研究

者からみれば中世Mu51imが古代イソドのKsha面yaに相当しra／4加r膨を行っていた

（Dとnda，1968；P78）と考えるのが空想的な合理化解釈にすぎないとみえるかもしれず，ま

た古代イγド文化がインド史を通じて南アジアに一体性を与えてきたとするイソド人の常識

（Sengupta，1969；p77，79）は歴史的常識（Stein，1969；p50）に反すると考えられるだろう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ｪ，インド国民にとっては民族主義と結びついた価値のある解釈であり，外国人調査者がこ

のような点に充分配慮することが極めて望ましい。もともとこの小論ほ（特に初期段階の）

調査研究の障害を減少させるための方法論的考察を目的としている。より単純で歴史的背景

をもたない社会の調査研究であれば，こうした方法論的課題は実地調査の体験談程度で充分

であろうし，また多様な角度から社会科学的分析のなされている社会を対象とするなら，文

化人類学的研究者が不馴れな分野の考察を自ら行なう必要がない。しかしイソドのように中

間的で微妙な段階にある複合社会では，やや離れた複数分野の研究成果を総合して分析する

必要がある。このような考察によって復古主義的民族思想を中世的状態からインド社会を解

放した近代思想として積極的に評加し，表面的には擬古的だが本質的には近代的志向をもつ

現代インド人の集合としてのインド社会をよりよく理解する手がかりを与えることも，イン

ド政府奨学生（General　Cultural　Scholar5hip　S6heme，1973）として留学・調査した筆者の

なすぺきことの一つである。
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