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水上居民の家離居健と睡上が拶に閣する文化人類学醜魏究

一中国両広とベトナムを中心に一

委員塚田誠之縄, 師薯認鰹驚鷺
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本研究は、中国両広(広東・広西)地域の河川流域・沿海域とその周辺地域を対象にして、「蛋民」をはじめとする水上居民の居住

生態と陸上がりのプロセス、および陸地定住後の住生活の変容を文化人類学的にとらえようとするものである。ベトナムなどの東南ア

ジアには、現在でも水上に居住する人びとが数多く存在する。一方、中国南部では国家政策による水上居民の陸地定住化が進んでいる。

水上居住から陸上居住への移行には、ときに自発的な動きもみられるが、国家の権力によって急速かっ強制的に推し進められる傾向を

読み取れる。
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循.はじめに

東方アジアにおける水上居民激)の分布は、目本列島

の沿海域から中国南部・東南アジアの沿海域と内陸水域

までひろがっている。これまで日本、香港、東南アジァ

の各地で重要な研究が蓄積されてきた。

東南アジアの沿海域や島嘆部では、19世紀以前から

流動的な家船生活を送る「漂海民」にっいて報告がなさ

れている。なかでも、分布範囲が広く人口の多いフィリ

ピン・スールー海域周辺のバジャウ(海サマ)に関して

は、豊富な研究成果が残されている。

1960年代から、近代国家制度の確立にともない、こ

れら島唄域の漂海民の「陸上がり」(陸地定住化)が進

むと、定住化過程や文化変容に焦点をあてた研究が中心

になっていく。さらに近年では、定住を遂げた元漂海民

と陸上居住者との集団的「境界」に注目する研究もおこ

なわれ始めた注2)。

また中国では、1949年に中華人民共和国が成立して

以降、本土における学術調査の機会が制限され、水上居

民研究のフィールドは香港へ移された。香港では195⑪

年前後、中国本土における社会変動を背景に水上居民の

人口が激増した。これが減少傾向に入った196⑪年代、

B.E.ウォード文1)や可児弘明文2)3)らが、消え行く水上

社会を対象に調査を進め、詳細な民族誌を:書き残した。

これらの研究により、水上居民が陸上から切り離された

集団とする見方は払拭され、かれらもまた陸地との社会

関係を保ちっっ、陸上の政治支配や差別意識に強く影響

されながら暮らしていることがあきらかになった。

一方、中国本土やベトナム、カンボジアなどでは、政

治的な理由から1999年代まで調査し難い状況にあった

が、近年では状況が好転し始めている。ただし、中国で

はここ20年ばかりの問に沿海域・内陸水域とも水上居

民の陸上がりが著しく進んでおり、水上居民の生態その

ものを民族誌的に記述することは不可能になっている。

したがって、調査の対象を「陸上がり後の水上居民の集

*1総合研究大学院大学文化科学研究科*2国立民族学博物館

糧鳥取環境大学環境テザイン学科蛎立教大学

弼鳥取環境大学環境テザイン学科

一65一 住宅総合研究財団研究論文集No.34,2007年版



団」とし、陸地定住化した元水上居民の社会変容・文化

変容の記述に力点をおく。そのうえで、水上居民と陸上

居住者の集団的境界について考察する。

東南アジアにっいては、中国の両広地域に近接するベ

トナム北部を調査地に設定した。ベトナムでは中部のフ

エ市香河および北部のハロン湾におびただしい水上居民

が漁携生活を営んでおり、しかも陸上がりの傾向はほと

んどみとめられない。この点、スールー海域のバジャウ

などとは状況が大きく異なる。ベトナムでは、水上居民

本来の居住生態と漁携文化が維持されているわけで、今

回はその民族誌的な調査に全力を注ぎながら、来るべき

陸上がりへの予察を試みた。

以上、中国とベトナムでは調査対象も研究方法も異な

るが、ベトナムもそう遠くない将来、中国のような国家

権力による水上居民の強制的な陸上がりがおこるであろ

うという前提にたっならば、両者の相違は変化プロセス

のなかの対極にある一対の部分として理解されうるもの

と考える。(長沼)

2.ハロン湾水上集落の調査

2.9ベトナム水上集落調査の概要

2001年より東南アジアにおける水上居民の調査に着

手し、これまでタイの内陸水域、カンボジアのトンレサ

ップ湖、ベトナムの香河やハロン湾などに相当数の水上

集落を確認してきた文4)。本稿でとりあげるハロン湾は

中国南部のカルスト地帯に連続する海域で、世界自然遺

産に登録されている。調査の経緯は以下のとおりである。

第1次調査(2006年9月4日～13日):ハロン湾の

ほかフエ市香河・ドンバー川およびハノイ市紅河で

の予備調査。

第2次調査(2007年3月21日～27日):ハロン湾

水上集落測量の予備調査(簡易測量と実測)

第3次調査(2007年8月21日～31日):ハロン湾

クアヴァン漁村での集落・地形測量と居住動態に関

するヒアリング調査

2.2ハロン湾と水上集落

ハロン湾はベトナムの東北部、クアンニン(廣寧)

省の省都ハロン(下龍)市の南にひろがる海域である

(面積約1553k㎡)。東南アジア有数の風景名勝地で

あり「海の桂林」とも讃えられている。地質学的にみる

と、桂林を含む広西チワン族自治区の南西部からベトナ

ムのニンビン(寧平)省あたりまで、最終氷期に沈降し

たカルスト地形が連続しており、ハロン湾はその南端に

あたる。

1994年、ユネスコは「豊かな生態系」と「生物の多

様性」を評価し、ハロン湾を世界自然遺産に登録した。

2000年には、地質学的価値も評価され、登録のエリア

曜

%罐拳

 、叢
彊

写真2-1集落の景観(ハロン湾)

 ー
鍵講

灘

 ρ⇔ゆ一、O

写真2-2家船(ハロン湾)

 賊「

 
         

榊
桝
㎏
砥
榊
し
一

          亀.

          }噸噛

          躍騨,四5～1踊
          層

          卿嫡一醐
          嵐5

          曙

          脚

                            嘲`孕1哩」
          嘱ぜ

              
      

,の5菖

          調量▼肉}
                   冒,

          桶

          "

          '亡≧晶聰●阜;,奪

          劇
一
◎2s}i

図2-1憲船平面図(ハロン湾)1:100

_醸

一66一 住宅総合研究財団研究論文集No.34,2007年版



写真2-3筏住居と養魚糟(ハ目ン湾)

礪

を拡張した。現在、世界遺産のコアゾーンは434k㎡で、

その範囲内には755もの石灰岩島が散在する。また、

バッファーゾーンはハロン湾全域におよび、島数は

1969を数える。

ハロン湾の地形は急峻な石灰岩質の島々が連なる環境

のため、ハロン湾に住む漁民は島の入海に水上集落を形

成している(写真2-1)。水上集落は15ヶ所以上ある

というが、2006年度からの調査で確認しえたのは9っ

の水上集落のみである。水上集落を構成するのは、漁民

の家船と筏住居である。住居を建設するには石灰岩島は

あまりにも急峻で、地上に設置されるのは寺廟と墓に限

られる。すべての漁民は海水面上で生活している。ハロ

ン湾では、ほんの数年前まで筏住居は少なく、家船が主

流であった。かれらの家船は漁船でもある(写真2-2、

図2-1)。しかし最近、大半の世帯が筏住居に住むよう

になった(写真2-3)。家船は集落内交通用の船に転用

され、各世帯は大きな漁船をもつようにもなった。また、

筏住居に養魚槽を附設する世帯が急増している。漁携だ

けでなく、養魚・養殖を生業とする世帯が増えており、

漁民の定住性はおおいに高まった。(浅川)

2.3クァヴァン水上集落と筏住居

ハロン市バイチャイの港から南へ20kmの沖合に浮

かぶハンライ島の入海に、クアヴァン(CuaVan)水上

集落がある。世帯数は126を数え、ハロン湾水上集落

のなかで最大規模を誇る。集落は4つのグループに分

かれており、第1グループは27世帯、第2グループは

33世帯、第3グループは30世帯、第4グループは36

世帯からなるというが、定住世帯以外に他所からきた漂

海民の停泊地にもなっていて、実際の世帯数は若干多く

なる。集落には寺・学校・売店を含む。また、ハロン湾

遺産管理局は集落の入海の一番奥まった場所にカルチュ

アセンターを最近新設した。寺を除くすべての施設は海

面上に浮いている(図2-2)。

2007年の調査では130棟の筏住居を確認した。世帯

数と若干の誤差があるけれども、原則として1世帯が1

棟の筏住居をもっているようだ。筏住居は海岸線に沿っ

て配置され、住民が隣り合う筏住居を行き来できるよう

に、筏は近接して配置されることが多い。番犬を飼う世

帯が多く、筏を隣接させることによって隣家の防犯効果

をも高める意図が伺える。

筏住居は木造軸組の建物である。漁民が建設したもの

もあれば、陸地から来た大工が建設したものもある。屋

根の材料には苫、板、鉄板、波トタンなどがあり、下に

ビニール防水シートを敷く。屋根形式は妻切平入、妻切

妻入、寄棟の3タイプが多数を占める(図2-3、2-4、2-

5)。外壁材は板か苫で仕上げる。壁や柱は樹木とあわ

せて緑のペンキで塗るものが多い。筏住居の浮きは、ビ

ニール防水シートで包まれた1200×500×500mmの発

泡スチロールである。床面積36㎡当たりに浮きが10～

15個使われる。100～200リッターのプラスチック製バ

ーレルが利用される場合もある。浮きはナイロンロープ

で大引に緊縛される。ビニール防水シートが剥がれ、ボ

ロボロになった発泡スチロールが散見される。汚染が危

惧され、浮きの改良が必要である。筏住居が台風や海流

に流されないように、ロープで背後の島と対岸の島まで

引っ張られ固定されている。

筏住居の平面はシンプルなものである。建物の前面に

「サン」(san)というデッキがある。入口を抜けると

居間兼寝室があり、その左奥に祖先を祀る祭壇をおく。

主室の奥に寝室が1部屋ある。台所は建物の横かサン、

屋外に設置される。ほとんどの家にはトイレがあり、浴

室のある家も少なくない。ハロン湾の波は穏やである。

筏住居での生活は海面から30cm程度の高さで営まれて

いる。家船が連なって停泊する光景がみられるが、船の

大きさの違い、デッキの高低差により、船相互の動線は

連続しているとは言えない。筏住居の場合、生活の場の

高さレベルがほぼ一致しており、住戸間に連続的な動線

が生まれやすい。

2.4居住動態に関する予察

第3次調査では、クアヴァン村4グループの住民

(主に世帯主)を対象として、アンケートとヒアリング

をおこなった。水上居住の実態とその変化、日常生活と

陸との関連性を把握することが主要な目的である。文字

が読めない方が多いため、調査方法はアンケートとヒア

リングを併用した。全126世帯のうち、36世帯の回答

を得た(ヒアリング32世帯、アンケート4世帯)。

大半のインフォーマントは、以前に住んでいた家船の

ほうが、同居者が多かったと答えている。船1隻に9～

10人が居住していたとの回答もあり、家船はかなりの

高密度居住と推測できる。筏住居の建設ともに「分家」

が進行し、小規模世帯に分かれていく。親を含む7～8
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図2-2集藩配置図(ハncン灘・クアヴアン村)1:750

人の「本家」以外では、3～4人の核家族や老夫婦2人

だけの世帯が増えていった。

ある程度の拡張が可能な筏住居では、家財道具が増え

ている。居住者全員が「筏住居に住むようになって良か

った」と答えたが、筏住居は大きければ良いというわけ

でもない。台風が怖いからである。家船の場合、暴風雨

の際には岩陰や洞窟への移動が可能だが、筏住居はほぼ

位置を変えることはないので雨風に晒され、危険がっき

まとう。

家族(親兄弟)は隣りあって住む傾向が認められる。

互いに面倒をみやすいからである。養魚・養殖をおこな

う家では、漁携が副業になるか不要になる場合がある。

漁携を主生業とする世帯に比べ、余暇が増えている。余

暇はほとんど親戚や友人と雑談し、子供や孫の面倒をみ

て過ごす。大人の雑談や子供の遊びは筏住居前面のデッ

キ(サン)でおこなわれる。こういった光景は村中でよ

く見かける。規模の大きい家はサンもひろく、多くの親

戚が集まって雑談が続く。漁携から養魚・養殖への生業
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図2-5切妻型筏住居CGA°一ス

(図2-4、2-5はハロン湾クアヴアン村案灘・柞團:岡垣頼和)

の変化が余暇の構造を変化させ、村人に新しいコミュニ

ケーション形態をもたらした。

クアヴァン村の出身者が陸上がりした事例はごく少数

である。それら例外的「陸上がり」は村の女性が陸の男

性と結婚する場合に限られている。男性の陸上がりは大

変難しいと村民は認識している。その原因は「文盲」で

あること、陸で生きる技術を身に付けていないことだと

いう。村には、これまで陸上がりに成功した男性がいな

いと断言した人がいるほど、陸上がりが難しい(この点

はフエ市香河水上居民の調査でも確認されている文5))。

水上漁村と陸との接点を整理すると、以下の3点が

指摘できる。

①物資流通:船の購入、筏住居の建設材料・魚養殖用

エサ・食料品・医薬品・衣類などの調達、漁携・養

殖収穫の販売先として、陸に大きく依存している。

②親族関係:陸に嫁いだ漁村の女性、または、村に嫁

いだ陸の女性によって親族関係が発生している。

③資産所有:陸に土地をもっている村人がいる。その

すべては、ベトナム戦争の退役軍人であり、土地は

政府が与えたものである。ただし、陸で生活ができ

ないため、土地をもったまま漁村で生活している。

行政のルールとして、陸出身の人が漁村に資産を所

有し、産業活動をおこなうことは認められていない。

今回の調査では、陸で就労している村人を確認できな

かった。陸に親族関係があり、資産をもっているにも拘

わらず、陸に住めない原因は、現役世帯主の陸における
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生活能力・経済能力の欠如に原因がある。その能力不足

は、突き詰めれば「文盲」であることに収敏する。「文

盲」であるため、職種を問わず門前払いされるのである。

一方、将来の展望として、次世代以降の陸上がりを否

定する漁村民はほとんどいない。これを実現するには

「文盲」を克服する必要があり、「教育」の重要性が共・

通して認識され始めている。村には1998年に建設され

た小学校があるが、小学校の教育だけでは陸の就労には

不十分である。世帯主が村にとどまって生活し、子供や

孫を陸の親戚に預け、中学校以上の教育を受けさせたい

と考える世帯が複数いる。

以上みたように、陸との親族関係は男性の陸上がりと

結びっいていない。陸にいる親族とは「嫁」を介しての

血縁関係にすぎないため、村で生まれた子孫の養育や教

育を、積極的に陸の親族に依頼し難い状況にある。ただ、

ヒアリングによると、子供の教育を陸にいる家族に依頼

したいと吐露した陸生まれの女性もいた。教育の重要性

が、封建的な価値観を揺るがせ始めているのかもしれな

い。ハロン市の教育費は高く、給料はほとんど子供の教

育費に費やすほどだというから、陸の親族に教育を委ね

るのは困難ではあるが、観光業・養殖業による収入増が

子供の陸上がりを促す可能性は十分あるだろう。

しかし、たとえ観光業・養殖業により生活が改善され

た場合でも、筏住居の所有や養殖などの既得権を守らな

ければならないわけだから、全員の陸上がりが起こりう

るとは思えない。観光業や養殖業から暴利が出ない限り、

クアヴァン村出身者の陸上がりが急激に起きることはな

いだろう。鍵を握るのは次世代の「教育」であり、それ

が陸上がりに向かう「変化の挺子」になるのではないだ

ろうか。陸上がりは世帯単位で進行するのではなく、世

帯員の一部が「嫁」と拘わる紐帯を命綱にして進行して

いくと予測する。(張)

3.r蛋民』⑳睡上が¥と継会慶審

枷両広のr蟹民』

中国両広地方には、北宋(960～1127年)の時代か

ら、「蛋」という名の水上居民が文献にあらわれる。

「蛋」とは、広東語圏の一部の地域(広東省全域・広西

チワン族自治区東部)、および海南島の一部の地域で通

熱》磁

麟犠灘輪鍵
畿講鱗

写真3-11920、3⑪年代の広弼市内の水上居民文6)

用する水上居民を指す言葉で、文語では「蛋民」(タン

ミン)、口語では「蛋家」(タンカ)と称される。これ

らはいずれも蔑称である。以降の文中では、研究対象を

蛋民と称することがあるが、その意味は「蛋民と称され

る人びと」であることをあらかじめ記しておく。

中国本土における水上居民研究は、1930年代に比較

的まとまっておこなわれた。このころ、広東の珠江流域

にはまだおびただしい数の水上居民が暮らしていた(写

真3-1)。1946年に『蛋民的研究』を著した陳序経は、

国民党広州市政府がおこなった1932年の人口調査資料

と自らの実地調査資料から、当時の広州市内にはおよそ

15万人の水上居民がいたと推察している文7)。しかし、

中華人民共和国が成立した1949年以降、政府による陸

上がり政策が実施され、その数は減少の一途をたどった。

また陳は、当時、広州市内に暮らす蛋民が漁業、渡船

業、水運業など水上での生業のほか、陸上での労働に従

事していたことや、陸上に住み小売店を経営する者もい

たと報告している。このように蛋民の生業や生活様式が

多様であったことは、人民共和国成立後の1952年から

1953年にかけて実施された民族識別工作(後述)の報

告資料にも表れている。当該資料からは、広東省全域の

河川流域や沿海部に広く居住する蛋民の生業、生活様式、

風俗習慣、言語などが、地域によって大きく異なってい

たことを読み取れる文8)。このような蛋民の地域的多様

性の一端は、我われの調査資料からも看取できる。表

3-1は、広東省中山市農村の調査資料をもとに、各地の

表3-1各調査地における蛋民の生業と住居(広東省申山市)

      調査地人口蛋民の生業定住化以前の住居

      中山市北部①YP社区水上新村自然村tOOO水運業船      ②M村行政村3,708内陸河川漁業船

      ③x村行政村7,928農業水辺の小屋、船

      中山市南部④Z村自然村1,300農業水辺の小屋、船

      中山市沿海部⑤Hm社区行政村2β50内陸河川漁業船

※表中の丸数字は図3-1と対応
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蛋民の生業や、定住化以前の住居形式の違いを示したも

のである。同じ市内でも、蛋民の生業は水運業、漁業、

農業と異なっていたこと、その住居も必ずしも船ではな

かったことが分かる。

このような差異が生じる一つの要因として、地理環境

の相違が挙げられる。中山市は中国南部最大の河川・珠

江が形成した広大なデルタの河口に位置する。市の地形

は複雑で、市人民政府所在地である石岐区より南の一帯

は、標高の高い丘陵地帯になっている(図3-1)。この

丘陵地帯より北(以下、市北部)は、広大な沖積平野が

広がっている。かつて塩害の頻発する低湿地を広く含ん

でいた珠江デルタは、明代(1368～1644年)以降、農

耕地として整備され、現在までに広大な田畑へと変えら

れてきた。このような耕作地は「沙田」と呼ばれている

注3)。一方、丘陵地を隔てた南(同、市南部)は山と川

に挟まれた狭小な沙田が点在している。当地での開墾は

市北部よりはるかに遅れ、20世紀初頭に始まった。当

時、市南部周辺で流動的な生活を営んでいた蛋民の多く

が、農業労働者として土地所有者に雇用された。

以上のような地理環境と歴史背景をもつ中山市におい

ては、農業開拓期が前後する北部と南部において、「ど

のような人びとが蛋民か」についての認識が異なってい

る。沖積地の整備、すなわち陸地化が早くに進んだ市北

部では、漁業や水運業など土地を必要としない生業に従

事する人びとが蛋民と称される。これに対して、20世

紀以降、農業整備に着手された市南部では、沖積地の開

墾にたずさわる農業従事者も蛋民とみなされており、語

彙の解釈の幅が広がっている。このような差異は一見し

て、地理環境に応じながら生じた蛋民内部の生業や生活

様式の変化にともなったものと捉えられる。しかし、

「蛋民」という呼称は他称であり、そう呼ばれる人びと

に蛋民としての自己意識は共有されていない。いずれの

地域でも人びとは職業ごとに「漁民」、「船民」(水運

業従事者)、「農民」と称し、「蛋民」と自称すること

はない。それにも拘わらず、「蛋民」という集団が存在

するかのように語られるのは、地域性を保ちながら居住

している人びとを総じて「蛋民」の名で呼ぼうとするメ

カニズムが、当該地域社会に働いているからである

ノルウェーの文化人類学者F.バルトは、エスニック

集団(ethnicgroup)を研究する上で重要な焦点は「集
団が内包する文化的要素ではなく、集団を定めるエスニ

ックの境界(ethnicboundary)である」とし、「境界

が維持される場合には、異なる文化をもつ者同士の社会

的な接触がともなっている」と述べる。集団間の関係に

おいては、集団の成員が境界を越えたり、集団が内包す

る文化的要素が時間軸のなかで変容したりすることが

往々にしてある。にも拘わらず、エスニックの境界が維

持されるのは、そのときどきにおいて、境界を規定する

図3-1講査地地図(中山市)

文化的差異が、成員の帰属意識によって効果的に選択さ

れるためとする文9)。

バルトのこの理論は、蛋民の地域性を考察するうえで

もきわめて示唆的である。つまり、蛋民の地域性とは、

地理環境から発生する「平面的」な差異ではない。歴史

的・社会的背景にもとついて各地の人びとに共有される、

蛋民に対する解釈の差異である。こうした解釈は主とし

て、陸上居住者(陸上人)が蛋民を自分たちとは異なる

人びととみなした際に生じる水陸の境界とともに現われ

る。その際、陸上人は、家船居住や生業など蛋民に特徴

的な生活様式を、自分たちと蛋民の異なる部分(文化的

差異)として意識する。このような文化的差異は、蛋民

が陸上人と自分たちを差異化する際にも意識される。す

なわち、蛋民とは他者である陸上人との対比や、差異に

よって生じる境界に隔てられた相対的な社会カテゴリー

なのである。

32蛋民から職業集団へ

東アジアの各地において、水上居民の陸地定着にもっ

とも重大な影響を及ぼしたのは、近代国家の成立であっ

た。中国広東においても1949年に中華人民共和国が成

立すると、さまざまな国家政策が施され、蛋民の定住化

が促された。表3-2は、20世紀中国の変遷と広東省、

および中山市地域に限定した動向を、年表に示したもの

である。数々の政策のなかでもとりわけ重要であったの

一71一
住宅総合研究財団研究論文集No.34,2007年版



嚢3-120世翻申国の略年嚢

    全国的な動向広東の動向中山の動向

    1937年抗日戦争勃発開随岡

    ■r団●,.●"r.,r■5儒o■1938年r開rhh■門8岨9監■四畳3`愚監聾艦星5■犀9■隠響..L聰1945年"""昌"に唇辱麗畳,騰""""梶鮒"弱隔"搏H輔"冊H"H開""綿""H}P調閥M日本軍、広東占領朋,,開圓P"門""擁H門H瞬制同(占領は中山には至らず)    齢"""5幌e随既械H隔紬雛罫幡闘補""抗日戦争終結""隅梛開5}}HH掃HO昼5.1"■膨.縄H,5畳:彫艦唇}し昼昌8{},}鯛H8阻r●,1`5邑,595H3騨H附匿8巴尋"H門,.ぴ■.L■.r8r,1闘冒閃r開膨
    1r閲,H腿.,.■,.■F"隠」:●冊■■"r■■臨r闘■■開瞥胴h●1949年B8,,""附r忌5隅掃r"""例暁締"留"齢""冊}隠人民共和国成立""""騰踊"η需槻闘隔""門縄瞬"門「…「n棚冨巴"「86暑"隠門鰐臨"槻広東に人民解放軍到達「""岡,舗槻""開H",,B,囲閥騰詩「1「亀■5nH旨隠響}耀同左

    樽ぢ6峯期1958年～"膳傭随櫨監監凹8吋曇3槻哺"`8【ll●土地改革1艦厘1"隔陽闘"開H腕開"開L■■開`■,■開■眺置,開随"開土地改革(52年)騨""1"隔"1,8魯巴1「闘5「■臨■}■酢同左    闘"開8"臨開u陽民族識劉工作開始閥H髄髄H"臨"輔鱒髄団闘闘凶四閃広東蛋民調査(52～53年)H開開""闘"岡囲図「■「"「■,■,,■9,中山蛋民調査
    閥翻冊静"H締麗肋儒"8"鰯"輔集団化政策開始閃"岡n桝"H瞬岡""""縄岡閥"隔価謄随互助組、合作社成立騰騨瞬岡鱒凹"聴闘r臨碍H冊H附■r..門■."岡鴨欄8腸欄.■●闘5,.,.■闘随開.■5.■.8■.監肘9■1..1時闘,閃川岡巳r同左

    :lr.`r闘旨.r8.,開随コr星,`8.「88槻陀■腿■闘.監聖昌}鱈9凶}謄h""H囲曇"●h附肋儲H8,1",人民公社化,,1■■「「監騰亀■●開「8m燭踊■置閃儒"n冊幡障H同左h将1}"H量凶囲"開II.阯1隆,■r,・r隔闘閃帽開同左彫星.闘「..,
    1965～75年1匿",■}星,「3●「「o骸師「陰8"8「""憐"""冊"槻"騨開"易"鱈開文化大革命閥H"隠圓麗謁門"閥"「昌鐸H豚量H「"渦,"8伽"同左"n開岡將闘""""月圏",「,e8擦奪屑■}・H:「■1,P",魯網58,"H「Il,,「監■8■●,漁業公社成立(70年)→漁民移住政策
    開H1978年～L.睡魯随r■rr門門""闘H鱒8星r四樋騨附r闘.樋改革開放岡岡岡N"随隆陽同左囲"岡"岡輔囲"1随同左

は、民族識別工作と集団化政策であった。

民族識別工作とは、中国共産党がこれまでおこなって

きた民族政策の根幹ともいうべき政策で、社会調査から

中国国内のエスニック集団の自称・他称を含む呼称、言

語や歴史、文化的な特徴をあきらかにし、それに基づい

て「民族」を認定した。広東の蛋民に対しても、1952

年から1953年にかけて調査がおこなわれ、結果として

「漢族」と認定された。また、その前後から「蛋」とい

う文字は聞く側に非漢族的な印象を持たせるうえ、差別

的な含意があるとして、「水上居民」または「水上人」

というニュートラルな呼称が用いられるようになった。

これによって変化したのは、文字資料を担う有識者ら

の発言である。有識者は、それまで非漢族として扱って

きた蛋民を、広東の「先住民族」である越族の末商が

「漢化」したものと説明するようになった。政策上の漢

族認定により、「漢化」の二字が挟まれるようになった

のである。しかし、有識者らが語る歴史はときに、あい

まいな集団をカテゴリーとして実体化するカを発揮する

文10)。蛋民や水上人と「古代越族」を問接的に結びっ

ける有識者らの発言は、非漢族的イメージのメタファー

として、珠江デルタの人びとの水上人に対する認識にも

影響を与えている。

また集団化政策は、社会主義中国の経済的、社会的基

礎を築く重要な政策として1950年代から進められた。

各地で生業ごとに互助組と呼ばれる組織がつくられ、人

びとの参加が促された。互助組はその後、規模の大きな

合作社となり、1958年にはさらに大きな人民公社へと

移行した。「水上人」とその名を改められた人びともま

た、これら組織の一端に組み入れられた。また、ベトナ

ムの事例分析でも述べたように、学校教育が陸上がりの

鍵となっているのは、広東珠江デルタにおいても同様で

あった。人民共和国成立直後から、各村1校の小学校

が建てられ、戸籍登録が済んでいるものは原則として、

誰でも学校に通えるようになった。義務教育制の導入は、

水上人の子どもたちに陸上生活を経験させ、陸地定着を

促す契機となった。

水運業や漁業に従事する水上人は、生業に土地を必要

としないため、一定の土地に住まわせることが難しい。

こうした水上人を定住化に向かわせる方策として、まず

は集団組織化が進められた。その好例が、①の勤社区
注4)水上新村である(以下、調査地の丸数字は表3-1、

図3-1と対応)。当地は水運業従事者を集団化する過程

で作られた村である。合作社などの集団組織は、そこに

参加し組織本部に定期的に立ち寄る水運業従事者に対し

て、貨物運搬の仕事を割り振った。仕事の中心を集団組

織に集中させたことで、水運業従事者はその場所を根拠

地とするようになった。また、⑤のHm社区は、1970

年に中山漁業人民公社がっくられた際、市内の船上生活

の漁民を集住させた場所である。且m社区は漁場である

汽水域に近く、古くから漁民が休息地として立ち寄る天

然の港であった。市ではこの地に漁業公社をっくること

で、漁民の移動を抑止した。また、水上人の農民の多く

は沙田開拓にたずさわった貧農層であった。かれらに対

しても、簡素な小屋から固定の家屋へ住居を建て替える

ための支援策が打ち出された。

このように職業ごとに実施された集団化は、それまで

漠然と水上人と称されていた人びとを「漁民」、「船

民」、「沙田農民」という各職業集団として把握する結

果をもたらした。個人が組織に所属させられた集団化の

のち、さらには集団が一定の土地へと定着させられ、水

上人は事実上定住化へと向かった。しかし、特殊な生業

に従事する人びとを集住させた村は、水上人の定住村と

して知られるようになった。また、沙田地区の農民に対

しておこなわれた住居改善政策は、市街地に住む「本

地」(地元の人の意味)や、丘陵地に住む「客家」注5)

など、すでに固定の家屋を持っ陸上人には実施されなか

った。レンガを素材に建てられた家屋は、現在も沙田地

区の一部地域において、当時の外観をとどめている。古

ぼけてもなお、ずらりと並ぶ均質な高さの家屋の群れは、

そこが水上人の定住村であることを知らしめる特徴とな
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っている。

また、先述した義務教育制度の導入もまた、新たな状

況を引き起こした。人民共和国成立後、子どもたちの多

くは村の公立学校に通った。学業を終えると、村で集団

組織に参加し労働に従事した。たとえば①の勤社区水

上新村には、中学校を併設した小学校があった。改革開

放以前に就業年齢の16歳となっていた村民の多くは、

村の小中学校を卒業後、村の水運業の集団組織に参加し

た。教育、就業が村内で行われることから社会関係も村

外に及びにくく、結婚も当時はほとんど村民同士でおこ

なわれていた。このように教育、就業が村単位で成立す

る集団化のシステムは、特殊な経緯から成り立った村を

周辺の村から切り離す要因にもなった。ただし、改革開

放後は職業選択が自由となったため、この限りではない。

少しずつではあるが、高等学校や専門学校などを卒業し

た比較的高学歴の若者が増えている。しかし、経済的な

理由から、他の村に比べその数は多くない。

人民共和国成立後、水上人と名を改められた蛋民は、

政策により強制的に均質化されながら、陸上がりを遂げ

た。それまで水上人を規定する文化的要素であった船上

生活は失われたが、その後も水上人という社会カテゴリ

ーは、以前と異なる文化的要素によって境界を保ちなが

ら、当該社会に残されてきている。

3.3睦上がりにともなう水上人の生活の変審

陸上がりにともない、水上人の生活にはさまざまな側

面において、変化が生じてきている。たとえば、②の

M村は農業主体の村だが、全人口の5パーセントに満

たない少数の漁民も暮らしている。聞き取り調査によれ

ば、漁民らは珠江流域を転々としていた家船居住者であ

ったが、1935年ごろからこの村の浜辺を根拠地に漁業

を営むようになっていたという。その数年後には、川辺

に稲わらや竹などで葺いた簡素な小屋をっくり、陸と船

の両方で生活をするようになった。1949年に人民共和

国が成立、M村で戸籍に登録されてからも、しばらく

は小屋に住む暮らしだった。また、この頃から村に学校

がっくられた。漁民の子どもたちは、就学年齢に達する

と陸の小屋に住みながら学校に通い、両親が帰村するの

を待った。このような経験は、生活の基盤が陸上に移行

する契機となった。やがて、1960年代中期に村がレン

ガ工場を建設、廉価でレンガを村民に支給するようにな

ると、漁民らも家屋を建設した。これは、先述した沙田

地区の住居改善政策の一端であった。

ところで、広東語では小屋を「寮」と呼ぶのに対して、

家屋は「屋」と呼ぶ。「屋」を建てる場合、「蓋」(建

てる)という動詞が使われるが、「寮」には「搭」(組

み立てる)という動詞が使われ、両者は異なる建築類型

として捉えられている。ことに、寮は稲わらや竹でつく

繍灘騨継

写真3-2茅寮(申山市)

った簡素なっくりの小屋で、これを解体し別の場所に持

ち運んで組み直せば、再び住居として使えるものであっ

た。このような住居は「茅寮」と呼ばれており、固定の

家屋に住む陸上人が、水上人を流動民とみなす1つの

要因にもなった(写翼3-2)。以上のような、住居に関

する概念の違いから量るに、かつて船上生活をしていた

M村の漁民は、船から小屋(寮)、小屋から家屋

(屋)へという2つの段階を経て、定住を遂げたとい

える。

船に住んでいた頃から現在まで、漁民が用いる漁船は

木造船で、幅1～1.5メートル、長さ約5メートル、重

さ1～1.5トンと小さなものである(写真3-3)。現在

でも、船には漁具のほかに、生活に必要な食器や鍋、調

味料やガスコンロ、蚊帳や布団が積まれている。陸上に

家をもつ現在も、ひとたび出漁すれば1ヶ月以上は村

に帰れない。船上の生活用品はそのときに用いる。主な

漁場は内陸河川流域で、漁具は刺し網を用いている。漁

獲対象も現在までほとんど変わっていない。しかし、

1980年代に改革開放路線がとられてから職業選択が比

較的自由になると、若い世代はみな陸上の仕事に就くよ

うになった。そのため、今も漁業を続けているのは5⑪

代半ばより上の世代となっている。

このように著しく生業が変わる一方で、風俗習慣にも

変化が生じている。たとえば、土地をもたない船上生活

の頃、漁民は「船頭公」と呼ばれる船の神を船首に祀っ

ていた。しかし、陸に住むようになってからは「土地

公」(土地神)をはじめ、陸上居住者が祀る神々を祀る

ようになった(写真3-4)。このような風俗習慣の変化

は、定住化にともなう環境変化に適応するうえで生じて

きた受動的変化と、漢族の「伝統的」生活様式を自ら積

極的に取り入れようとする能動的変化が重なりあった所

産であろう。

ところで、調査地においては「神祇祭祀などをきちん

とする人が陸上人」という声が水上人の側から聞かれた。

このことからは、「伝統的」な漢族の生活様式に従って

いるか否かという基準が、陸上人となるための重要な判
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蕪'

写真3-3漁船写真3一轟門前の土地公祭記

(いずれも申山市躍村)

写真3--5家内の九位六神(中山布㌶村)

断材料であることが分かる。「伝統的」な生活様式を吸

収することで、水上人が陸上人になることは可能であり、

このことからも水陸の境界とは、ある一定の条件をクリ

アすれば通過しうる、透過性の高い境界であるといえる。

しかし、かれらが現在までおこなってきた風俗習慣は、

市街地に住む本地人や、丘陵地に住む客家などの陸上人

とは異なり、沖積地を開墾した沙田地区に住む人びとに

特有のものである。たとえば、調査をおこなった村の水

上人はみな、家庭の祭壇に九柱の神の名を書いた神祇祭

祀の位牌(九位大神)をおいている。神は仏教から吸収

された観世音菩薩を始め、全国的に信奉される神々から、

広東ローカルの神々に至るまで多様である(写真3-5)

注6)。沙田地区の人びとが九位大神を信仰する理由にっ

いては、「ある種の多神、雑i神信仰」であり「現世利益

的な宗教に基づいている」という指摘もある文11)。こ

れは、先述した「神祇祭祀などをきちんとする人が陸上

人」という見方にも通じる点があり興味深い。なお、客

家や本地はみな「神」の一文字を記した位牌を用いてい

 る。

このような風俗習慣における文化的差異は、政策の名

残である居住環境の違いと並んで、陸上人が自分たちと

水上人を差異化する根拠となっている。つまり、今日ま

で珠江デルタでは、船上生活や水運、漁業といった特殊

な生活様式や生業によって形作られていた蛋民や水上人

という社会カテゴリーが、沙田地区という特徴ある地域

に密接に結び付けられたものへと変化してきている。

34鰯られる水上人

最後に、現在の珠江デルタにおける水上人をめぐる新

たな状況を事例に、水上人の社会カテゴリー維持のメカ

ニズムにっいて考えてみたい。近年の珠江デルタでは、

水上人の民謡といわれる「成水歌」が「民間文化」注7)

として注目されている。また、成水歌をはじめデルタに

居住する人びとによって育まれてきた風俗習慣を「水郷

文化」と称し、観光資源として利用する動きも出てきて

いる。

我われが調査した広東省中山市では、2000年に「嶺

南水郷」(「嶺南」とは両広地方の旧称)という名のテ

ーマパークが建設され、近隣の都市からの観光客を集め

ている。嶺南水郷の敷地内には、往時に水上人が暮らし

ていたとする竹、稲わらで葺いた簡素な小屋や、交通運

搬手段であった小船、船着場が再現されている。展示館

では、人民共和国成立後の沙田開拓にまっわる写真、当

時使われた木製の農具、農閑期に使ったエビ籠などの漁

具が陳列されており、改革開放以前の様子を偲ぶことが

できる。こうした水郷文化表象のなかでは、沙田地区に

住みながら半農半漁の生活を営み、男女ともに好んで成

水歌を歌った往時の水上人の姿が描き出されている。こ

のような、沙田地区に密i接に結びついた水上人像は、イ

ンターネットなどのメディアを通じて多くの人びとに共

有されつつある。

ところで、先ほどあえて「水上人の民謡と"言われ

る"成水歌」という表現をしたのは、農村部において成

水歌は、水上人と呼ばれてきた人びとに、自分たちの民

謡として必ずしも認識されていないからである。つまり、

威水歌を水上人の民謡と称すること自体がE,ホブズボ

ウムの言うところの「創られた伝統」である。すなわち、

「"政治的"伝統の創出というのは、たいてい政治的意

図を持った組織によってなされるので、必然的により意

識的で作為的になる。しかし同時に、その意図的創出が

成功するかどうかは、どれほど一般大衆に受け入れられ

る形で伝えられるかに、主としてかかっている」文12)。

近年、水上人の民謡と言われる「成水歌」が、民間文

化として注目され始めたことにともない、おもに政府の

側から、成水歌の歌い手に対して、水上人としての自己

意識創出を促す動きが出てきている。このようにして与

えられた自己意識は、威水歌の歌い手など一部の水上人

に、しだいに受け入れられつつある。その要因は、民間
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文化の担い手としての水上人が、政治的に評価されたこ

とにある。このように、政府によって創られた水上人像

が今後、どのような形で当該社会に定着して行くかは、

政府とそれらを受け入れてゆく人びととの相互行為によ

って決められる。受け入れてゆく人びとのなかには、水

上人のみならず、水上人を自らと差異化する陸上人や、

水上人の歴史を語ろうとする有識者なども含まれる。水

上人というカテゴリーが生成、維持される背景には、か

れらと異なる文化をもつ陸上人との接触に加えて、国や

有識者の関与が複雑に影響し合っているのである。

(長沼)

尋.京上屠民の居住勤態に関する比較検翻

本研究では、まずベトナム北部の世界自然遺産ハロン

湾で進めている調査の資料をもとに、当地の水上居民の

居住動態に関するヒアリング情報をもとに、今後の陸上

がりへの予察を試みた。ベトナムではいまなお、水上に

住む人びとが数多く存在する。かれらは陸上での生活を

望んでいないわけではないが、「文盲」などの理由から

陸上がりを躊躇している。陸上がりを躊躇する傾向は、

ベトナム中部フエ市の香河の調査でも確認されている。

事実上、陸上がりが困難なベトナムでは、水上居住の

快適性を高めるために、家船から筏住居への住み替えが

進み、沿岸漁労民の場合には、漁携から養魚・養殖への

生業転換が着実に進行し、それが水上居民の定着性に貢

献している。また、「文盲」であることを克服するため、

次世代の「教育」を重視し始めており、これが水上居民

の陸上がりを一気に加速させうる背景となりうる。日本

でも、吉和漁港をはじめとする瀬戸内の家船居住民の陸

上がりが、小学校と寄宿舎の設置にあったことを思い起

こさせる文13)注8)。

一方、中国広東珠江デルタでは、1940年代以前まで

多くの水上居民が河川流域に暮らしていた。その後、中

華人民共和国が成立すると、非漢族的なイメージをまと

う「蛋民」という名で呼ばれていた人びとに対して、差

別的な意味を含まない「水上人」という名が与えられた。

また、共産党政府の方針により陸上に家屋をもたなかっ

た水上人の定住化や、生活改善を目的とした政策が実施

され、徐々にではあるが、定住化が進んでいった。

麟ズ

 驚、

㌦げ
欝

,働 鍮
〉～

鶴
鋤鰍

1980年代にはまだ桂林の滴江など珠江の支流で生活す

る水上居民を観察できたが、現在はほぼ消え失せたと言

ってよい。

しかし、その一方で、政策により新たに創られた村や、

同じ素材で建て替えられた住居群は、かえって水上人の

定住村を周りに印象付けることになった。また、義務教

育制度の導入が流動的な人びとを定住させるきっかけと

なった点は日本の家船居住者の定住化プロセスとよく似

ている。しかし、村を単位にした義務教育制は集団化政

策と複合化して村内における教育、就業のラインを決定

づけ、特殊な生業に従事する水上人の定住村と周囲の村

との差異を際立たせることにもなった。

こうして政策により促された強制的均質化は、定住化

後、従来の水上居民とは異なった概念をともなう蛋民、

水上人というカテゴリーを形成するに至った。そのカテ

ゴリーは、かつて水上人を農業労働者として数多く吸収

していった沙田地区と密接に結びついたものへと変化し

ている。さらに近年では、水上人を民間文化の担い手と

してアピールする観光開発がブームになりつつあり、政

府やメディアが沙田地区の農業労働者としての水上人像

を創り出そうと画策している。その結果、水上人という

存在がしだいに脚光を集めてきている。このように、定

住化後、新たに生じてきた問題は、元水上居民と陸上居

住者だけでなく、国家やメディアを担う有識者らの動向

が複雑に絡み合って変化を続けている。

中国南部河川域の水上居民で確認しえた以上の変容プ

ロセスは、おそらく東南アジアの内陸水域でも起こりう

るであろう。たとえば、ベトナムのフエ市香河に浮かぶ

約2万艘の家船が陸上がりを強制されるケースを想定す

るならば、一っの近未来モデルとなりうるものである。

ただ、ハロン湾にっいてはいくぶん状況が異なってい

る。すでに述べたように、漁携から養魚・養殖への生業

の転換に伴い筏住居が増加して湾内居住の定着性が高ま

っていることに加え、世界自然遺産の点景として水上居

民の集落が欠くべからざる存在になっているからである。

後者における「点景としての水上集落」は、ハロン湾の

「文化的景観」(図4-1)の質を高めている重要な要素

であり、ハロン湾を世界自然遺産から世界複合遺産に脱

皮させようとしているベトナム政府にとって、強制的な

妬 〆ン鷺

図尋一窟水墨画で描いたハ騒ン湾クアヴァン村の「文化的景観」作画:域間美乃
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「陸上がり」によって水上集落を失うことは、大きな痛

手となりかねない。

ここに水上集落の「保全」という問題が浮かび上がっ

てくる。たんに「観光」の媒体として「水上人の村を創

る」のではなく、「文化的景観」のなかに水上集落を

「保全」する手法が今後は避けて通れない検討課題とな

ってくるだろう。陸上がりによって消滅してきた水上集

落を「保全」しようとするからには、その居住性能を向

上させる手段も検討しなければならない。世界遺産ハロ

ン湾は、その特殊な先例になるかもしれない。

(長沼・浅川)

<注>

1)「水上居民」とは、現代中国語で船上生活者を総称す
る語彙である。本論文でも同様の意味でこれを用いる。

2)バジャウなど東南アジアの漂海民の定住化過程と文化
変容、エスニシティを扱った研究は枚挙にいとまがな
い。ここでは紙幅の都合から代表的な著書をいくっか
挙げるにとどめる。文献14)15)16)を参照された
 い。

3)珠江デルタにおいて、「沙田」と対になる概念として
「民田」という語彙がある。デルタでも、やや標高が
高く、明代以前に開拓された耕地のことを指す。民田
区は、「宗族」と呼ばれる父系血縁集団が発達してお
り、居住者のほとんどがその成員である。人民共和国
成立以前の珠江デルタでは、民田と沙田を含む耕地の
ほとんどが、有力宗族の所有であった。一方、沙田地
区には宗族組織がほとんどなく、住んでいたのは民田

区の宗族が所有する耕地を転々としていた流動的な農
業労働者であった。このような人びとを、民田の人び
とは蛋民と呼び差別していた。民田区と沙田区という
地域空間構造が形成された歴史過程についての詳しい
考察は、文献17)の劉論文を参照されたい。なお、中
山市には市北部の一部地域をのぞき、民田区はほとん
どない。そのため、本文中では民田区との対比を省い
 た。

4)「社区」とは、行政村と同等の行政単位で、いくつか
の自然村を内包している。行政村と異なるのは土地を

所有していない点、所属する人びとが「居民」と呼ば
れる非農業従事者である点である。なお、近年、中国
の社会学などでは英語のcommunityを「社区」と訳
すことが慣例であるが、これとは別概念である。

5)「客家」とは、古代中原地域(黄河中流域)から中国
南部に移住してきたという伝承を持ち、自らを正当な
漢族であると主張する人びとである。「本地」が標準
広東語を話すのに対し、客家は客家語を話す。

6)書かれる神の名は、地域や家庭により若干異なるが、
たいていは中央に観世音菩薩、左右に洪聖大王、神農、
華光大帝、北帝(玄武)、天后(婿祖)、関帝、財畠
星君、金花夫人を記している。うち、洪聖大王と金花
夫人は広東で信仰される神である。

7)「民間文化遺産」とは「民間に伝播、あるいは伝承さ
れている文化」を示す(「民間中国」ホームページ

www.folkcn.orgより)。中国民間文芸家協会は、
2003年から「中国民間文化遺産槍救工程」(中国民間
文化遺産緊急救済プロジェクト)を実施している。そ
の影響のもと各地では、民間文化の積極的な保存活動
が展開している。背景には、ユネスコによる「世界無
形文化遺産保護条約」の採択がある。

8)九州地方の家船の陸地定着過程について、義務教育制

の影響を指摘した論文は文献18)、19)を参照されたい。
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