
ホモ・ドゥプレックス（HomoDuplex）

－ギリシアにおける輪踊りの場から

山 口 恵里子

「わたしもまた、輪のなかで踊ったことがある。」

ミラン・クンデラ『笑いと忘却の書』

Ⅰ．はじめに一ヨーロッパとバルカン

ヨーロッパという名称は周知のごとく、ギリシア神話で牝牛に変身したゼウ

スがフェニキアからクレタ島に連れてきた王女エウロぺに由来する。はじめ、

彼女が牛に乗って歩いた小さな地域がエウロバと呼ばれ、やがてそれが拡大さ

れて大陸名になったのだが、ギリシア語のエウロピ（ELわdmi）は本来「日が

沈む地域・土地」を意味する語であった。その語から派生したヨーロッパが、

地域名として地中海ヨーロッパを越えたアルプス以北もふくむ、北海にいたる

地域をさししめすようになるのはルネサンス以後のことであり、一般に用いら

れるようになったのはさらに遅く18世紀になってからのことである。

ヨーロッパという地理的ひろがりは、地政学的にも、歴史的、宗教的、そし

てまた文化的にもつねにゆらいできた。地政学的には、たとえばピレネー山脈

を越えたスペインやポルトガルはヨーロッパにふくまれるかどうか、あるいは

また東方のステップ地帯におけるヨーロッパの境界線はどこにひかれるのかと

いう議論がおこなわれてきた1。そのいっぽうで、大西洋からウラル山脈までの

広大な地域を、地理学的にヨーロッパとする見方もある。

しかし、ヨーロッパの概念のそのような地理的ゆらぎ以上に、その中心地域

の変遷がここでは重要である。ヨーロッパという領域を最大限にとってその首

都をもしかんがえうるとしたら、ローマ、コンスタンティノポリス、モスクワ、

アントワープ、ウィーン、パリなどがあげられるだろう。いずれにしても、15

世紀末に「新世界」が発見されて以降、大西洋岸地域に中心が移り、古代に中

心であった南東ヨーロッパは決定的にヨーロッパの周縁地域に位置づけられる

1Wi11iam H・McNeill，且㍑，申〆55吻坤gfわ乃fわれJ5仇1JββαA励打み〆肋g血ざ加α〟肋γβ桝g〃＝乃

血γ坤g（ChiGlgO：TheUniversityofChicagoPress，1964）．
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ようになった。

古代以来ヨーロッパの先進地域であった南東ヨーロッパの境界は、つねに複

雑な様相をみせてきた。ヨーロッパをキリスト教世界と同一視する見方がある

が、イスラム教徒とキリスト教諸派はこの地域でひじょうに入り組んだ関係を

保ってきた。すでに十字軍の時代にイスラム教徒とキリスト教徒はきわめて複

雑な同盟関係を結んでいたが、15世紀以降、オスマン帝国が「ヨーロッパ」

の一部を版図におさめ、大量のキリスト教徒を統治下におくことになり、その

宗教間の関係はいっそう微妙になるとともに、文化的差異が減じていった。じ

っさい、キリスト教徒のイスラム教への改宗が大規模におこり、異教徒が混任

する地域が出現した。

ヨーロッパは、一言でいえば、そこでは「他者」と隣りあわせ、向かいあい、

ときには囲まれてきたのである。文化人類学者の川田順三は『ヨーロッパの基

層文化』のなかで、ヨ一口ッ／ては、隣接する「他者」あるいはヨーロッパ内の

「他者」との関係としてある主体の理念であることを強調する。川田は生態学

的条件、地域内の社会に共通の「捉」、そして地域内の交流のありようを論じ

たうえで、「『ヨーロッパ』は、地理的に固定して貼りつけられたラベルではな

く、その内側の人と文化の交渉の『場』としてのあり方と、他者との関係での

意識にあり方によって、『地域』でありうるのだろう」と述べている2。さらに

川田は、「ヨーロッパそのものがまさに東方からの王女の略奪の結果生まれ、（中

略）ヨーロッパ全体もとくに海外大進出以後の、世界各地からの無数の略奪の

結果『近代』を形成した」3 とする。つまり、ヨーロッパという「主体」そし

て「近代」そのものが、非ヨーロッパ世界の「他者」との関係のうえに成立し、

しかもその関係いかんによってゆらぎ、可変的でありつづけてきたのだという。

ヨーロッパが精神的に構築されるために必要とされた概念は、他者と境界だっ

た。

じっさい、冷戦終結後の「ヨーロッパ」のスペースの再編成は、そのスペー

スを画定していた「他者」バルカン半島内部での境界の書き換えを要求する紛

争の引き金となった。だが、ウッドワードによれば「西洋の指導者たちは旧ユ

ーゴの紛争を、ヨーロッパを再定義するためのヨーロッパ国家間の競争、ある

いは冷戦終結にたいする反応といった同時代の動乱の一部として認識したので

2川田順三「ヨーロッパ、近代、基層文化」『ヨーロッパの基層文化』（岩波書店，1995）43．

3川田順三44．
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はなく、時代錯誤のものとして定義し、ネーションの『異質性』ないしは『他

性』がそのような非道を可能とするとみた」のだった4。異質でない、すなわ

ち「ヨ一口ツ／て」であるクロアチアの独立をヨーロッパ連合（EU）の決定を待

たずにいち早く認めたドイツの判断は、カトリック教徒のドイツ系住民が多い

クロアチアの独立が自国に利益をもたらすことを期してのことだった。だが、

ドイツのみならずクロアチア独立支援に傾いた国際的な世論は、西欧人の地政

学的、文化的な偏見、つまりヨーロッパと東洋（＝クロアチアとセルビア）の

あいだには文明上の差異があり、セルビア人は侵略者であり、マケドニア人と

ボスニア人は無意味であるという偏見を受容していたのだ5。セルビア正教を

信奉するセルビア系の人びとにとってみれば、カトリック圏の「ヨ一口ッ／て」

は自分たちにとって全く異質であり、「自分たちの国家の激しい決意」に頼る

しかなくなったのだった6。「ヨーロッパ」の再編成は、バルカン半島内部にあ

らたな境界を引き、ひとつの民族が連なりをもつ衛士を所有し、可能な限りひ

とつの民族のアイデンティティを確定するという希望を実現する「ステーツ」

の建設の戦いになった7。そのステーツの境界の危うさは、いまここであえて

確認するまでもない。

現在、ユーゴはEUへの加盟を目指す考えを表明している。ユ」ゴスラヴイ

ア連邦セルビア共和国のジンジッチ首相は「バルカン地域の未来はEUに入り、

EUと同じような司法、政治、経済の仕組みを作り出すことだ」と述べた（『毎

日新聞』2001年5月2日朝刊）。その半年はど前、コシュトウニツア大続編を

欧リII一連合特別首脳会議に招いたフランスのシラク大統領も、「ユーゴは今、欧

州の家に帰る途中にある。EUは全面的にその努力を支援する。ユーゴの民主

化がバルカン半島の安定に果たす役割は大きい」（同10月15日朝刊）との認

識を示した。家路についたというユーゴに対して、東欧史研究者の伊東孝之は、

老父が放蕩息子を子牛を屠って歓待したという旧約聖書の寓話に、蕩児ユーゴ

■Susan L．Woodward，■■IntemationalAspects ofthe Warsin Fomer Yugoslavia：1990－1996，‥β㍑和

乃クセ凡）〟ゴビご7協ど肋如7好α〃dこ加桝α如〝g〆抗J伊5血〃ね，reVisedandexpandededition，ed．Jasminka
U血vi亡kiandJamesRidgeway（Durham：DukeUP，2000）218．

5susanL．Woodward（2000）231．

hMichelFoucher，‖WestemEuropeandtheBalkans，－一乃gαα〃少将5あゅβ〆肋g月α伽〃5，ed．F．W．

Carter＆H．T．No血s（London：UCLPress，1996）129．

7J（）hnIi・Allc∝k，‥Borders，States，Citizenship＝UnscI訓IblingYugoslabia，‖乃βαα，癖曙助ゆ〆伽

βαJん〟乃5，ed．F．W．Ca止er＆H．T．Nonls（London：UCLPress，1996）65．
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スラヴイアのヨーロッパヘの帰還をなぞらえ、自分たちに爆弾を落とした欧州

の扉を叩こうとするセルビアと、セルビアを迎え入れるヨーロッパが直面する

課題を論じている（同10月23目朝刊）。いままさにユーゴはヨーロッパの扉

を叩こうとしている。ヨーロッパは老父のようにバルカンを歓待できるのか。

そもそもバルカンは「ヨーロッパ」なのか。

このような問いを現在に向けて発している非ヨーロッパを抱え込んだヨーロ

ッパの地、あるいは非ヨーロッパに囲まれたヨーロッパである南東ヨーロッパ

ないしはバルカンが、ヨーロッパにとってもつ存在意義は、もはや明らかであ

ろう（今日のバルカン諸国の情勢が、たんに国際平和の課題だけではなく、ヨ

ーロッパにとって文明上の問題であることはいうまでもない）。

しかしながら、南東ヨーロッパは、「異文化の海に囲まれてきた『われわれ』

の文化」を研究するヨーロッパの人類学や民族学からは、むしろ排除されてき

たのだった。第二次世界大戦後の民族間題の研究では、そのような態度への反

省がみられるが、それでもなお大西洋側の「われわれ」の文化と南東ヨーロッ

パのいわば「かれら」の文化を同等にあつかってきた研究は少ないと、ヨーロ

ッパ民族学の再検討の動きを率いるひとりであるクラウス・ロスは述べてい

る 8。ロスはそのうえで、「ヨーロッパ民族学の再出発に携わった人びとは、
トノヨナルな

民族的境界と限界を克服することを意図しただけでなく、ヨーロッパ人のあい

だの共存、『われわれ』と『他者』の文化、『われわれ』と近隣諸国の『近接す

る他者』の相互関係に光をあてることをその目的とした」と述べ、さらにヨー

ロッパ民族学の中心的課題は「『われわれ』の一部としての『他者』研究と、

文化交流と異文化接触による相互の文化変容の過程の研究」であると主張す

る9。

身体の問題に焦点をあてた本研究は、そのような課題の責めの一一部を塞ぐは

ずである。
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まり南東の境界におけるヨーロッパ人の身体イメージの検討が不可欠だろう。

Ⅱ．北ギリシアのイピロス地方

その地域のヨーロッパ人といえば、かれら自身が自負するように、まず第一

にギリシア人だろう。古代ギリシア文明が民主制、市民社会などの近代ヨーロ

ッパ文明の母胎だったことは、自他ともに認めている。そのいっぽうで、19

世紀における近代ギリシアの成立まで国家をもたなかったギリシア人は、ギリ

シア本土、小アジア、北アフリカなどで非ヨーロッパ人に囲まれるようにして

混任してきた。5世紀にもわたってバルカン半島を続治下においたオスマン・

トルコ帝国では、ギリシア人は隷属状態におかれると同時に、官僚や軍人とし

て中枢部にくいこみ支配する側に立つ者もいた。

「悪い天気は去りゆくが、悪い隣人は立ち去らない」（O KαKd；Kαしβd；

花印レα㌔（）Kα結わ；γE乙70レα；∂∈ソ花EPレα0。わたしが調査地に選んだ北ギリ

シアのイピロス地方の村のカフェニオ（コーヒーハウス）でくりかえし聞かさ

れたこの諺には、こうしたギリシア人の歴史的苦渋と怒りが表れている。この

場合の「悪い友人」とは、ギリシアを取り囲むアルバニア、マケドニア（ギリ

シアではマケドニアといわずにスコピエとよぶ）、ブルガリア、そしてとりわ

けトルコである。トルコ、トルコ人というたびに、村人は上着の右の身ごろを

つかんではたはたさせる身ぶりをして「最悪、最低」と暗にいうのである。

けれども、そのイピロス地方は、トルコ以上にトルコ的といわれる10。村人

たちが「コンスタンチノポリに行ってみたらいい。トルコ人はみんなギリシア

人の生活を真似している」というはど、イピロス地方の生活様式とトルコのそ

れは共通している部分が多い。

その背景のひとつには、イピロス州の90パーセントが険しい山岳地帯であ

ることが挙げられる。エーゲ海の島々とことなり、観光化がすすまなかったた

めに、西洋式の生活様式に侵食されてこなかったのだ。イピロスの州都ヤニナ

はヤニナ湖畔にひろがっているが、村々のはとんどはギリシア本土を南北に貫

きアルバニアまで連なるピンドス山脈のなかに点在している。山波が切れた西

側はイオニア海に臨む。雨量が多く、山林資源に恵まれたが、観光と海運業を

おもな収入源とするギリシアのなかで「真のギリシア」とも称されている。

また、イピロスには1422年から1913年まで続いたオスマン・トルコの支

】‥イスタンブールで生まれ育ったギリシア人のイタリアの大学教師から聞いた話。
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配の影響も少なからず残っている。トルコからの解放からまだ80年余りしか

経っておらず、家の建物も家具もその当時からほとんど変化していないという

家が少なくない。そのような家には、祖父がボヘミアから持ち帰ったというボ

ヘミアングラスのランプが天井から垂れ下がっていたりする。イピロスには、

材木業や運送業でバルカン半島の諸地域やロシア、ウィーン、ヴェネツィアな

どのヨーロッパの都市の商人との交易を営む出稼ぎ商人が多かった。オスマン

・トルコ時代、商人たちは特権をあたえられ、領内を自由に行き来し、男たち

は長いあいだ家を不在にしては、交易先から珍しい品々を持ち帰ったのだった。

イピロス、ことにヤニナの繁栄にかんしては、18世紀後半からヤニナを管轄

した、内陸都市トリカラのパシヤ（太守）だったアルバニア出身のアリ・パシ

ヤの功績が大きい。アt」・パシヤはヤニナ湖畔に住まいを定め、モスクや修道

院をつくったほか、ヤニナを整備し、村々の商人に対しても寛容な措置をとっ

た。

わたしは、山間の小村チェペロボを調査の中心にして、その周辺の村々でも

調査をおこなった。村の1997年の登録人口は540人、一年を通しての居住人

口はおよそ380人だが、夏になるとアテネやヤニナなどの都市から帰ってく

る人びとで500人はどに人口が増える。村にはその村や近隣の村の出身者と、

羊を飼いながら移動生活をおくってきたサラカッチャニとよばれる遊牧民が混

在して住んでいる。周辺の村では村離れがすすみ、居住者数が減るいっぽうだ

が、この村は整備を整えたり、観光客の誘致に力を入れたりと活気がある。現

在はバルカン半島の商人たちとの交易は以前ほど盛んでないが、オスマン・ト

ルコ時代のバルカン半島と地続きの文化的背景は色濃く残っている。

Ⅲ．「エリネス」と「ロミ」

クロアチア出身の現代作家ウグレシイチは、バルカンの人びとや東欧人の生

きようをこのように書いている。「呪わしい『ホモ・ドゥプレクス（homo

duplex）』［二重の生をもつ人］は、精神的には自分の私生活を集合的生活から

区別するように訓練されている。かれは未来をめざして生きるというつねに変

わらないイデオロギー的プレッシャーに飽き飽きし、自分に降りかかった『歴

史』の過剰な総計に精根尽きはて、どこからかたえず飛びだしてくる記憶に恐

れおののいている。」11

11ドゥブラヴカ・ウグレシイチ『バルカン・ブルース』岩崎稔訳（未来社，1997）189．
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ギリシア人もさまざまな記憶を抑え込みながら、あらたなアイデンティティ

を「身につけよう」としてきた。

ギリシアという国民国家が19世紀に誕生するにあたり、ギリシアの衛士内

の民族には一様にギリシア人というナショナリティがあたえられた。オスマン

・トルコの支配下では、すべての正教徒は、民族を問わず、自治的ミレット

（millet＝ネーション）に属しているとみなされていた。しかし、民族主義が

出現すると、正教徒は自分たちをまず民族あるいは言語の点から帰属先をかん

がえるようになり、トルコの支配者は逆にこの民族主義的覚醒を利用して、バ

ルカンを敵対視する小国に分裂させる政策（‖血videandmle‖）をとったのだが2、

ギリシアにあっては「ギリシア語」を話す「ギリシア人」が居住する地域を「ギ

リシア」とする悲願が生まれた。ナショナリティの操作が言語と密接に関わっ

ていることは、ベネディクト・アンダーソン（『想像の共同体』〔1983，1991〕）

らがすでに論じているが、ギリシアでも「国民」を創出するにあたり、言語の

整理が試みられた。ギリシアでは古典ギリシア語が公式の言語カサレヴサ（pure

Greek）として、民衆の言葉ディモティキが口語として別々に用いられてきた。

16世紀半ばにディモテキを書物に用いようとする動きの発端がみられるよう

になった。西欧との接点をもったギリシア人によってギリシア語の本が印刷さ

れるようになり、外国で暮らしていたギリシアの人文学者たちまでが民衆の言

葉で書くようになったのである。しかしそのいっぽうで正式な言葉としてはカ

サレヴサが用いられており、ギリシアの民族的な覚醒には、古典ギリシア語と

ディモティキという二つの言語が想定された。

1829年、ギリシアがオスマン・トルコから独立したときヨーロッパが支援

したのは、ヨーロッパの始源であるギリシア文明の流れを受け継ぐギリシアだ

つた。そこで、古典ギリシア語を再生させ、言語を純化させようとする傾向が

つよまった。国民国家を成立させるにあたって、言語を均質化、純化させる必

要があったのである。しかし1880年代に言語の大衆化運動がおき、人びとは

ディモティキで散文を組み立てはじめるようになった。こうした言語の二重性

（diaglossa）がギリシアに残ったままとなり、国民国家成立にあわせて言語が整

理しきれなかったということになる。カサレヴサの使用は、伝統を重んじ、所

与の秩序や階層を遵守するという意をふくんで権力の行使に利用され、ディモ

ティキはラディカルな政治的立場を表明するといったように、それぞれの言語

12c．M．ウッドハウス『近代ギリシア史』西村六郎訳（みすず書房，1997）244．
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12c．M．ウッドハウス『近代ギリシア史』西村六郎訳（みすず書房，1997）244．



42 山 口 恵里子

が社会的な機能をそなえるようになったl＝－。さらにこの二重性にくわえて、日

常で用いられる話し言葉や書き言葉のデイモティキは、文学で使われたディモ

ティキとは明らかに異なっていだ4。

このいわゆる「言語間題（γ血刀ロLKd；乃叩〃α）」は、1976年にディモティ

キをギリシアの公式の言葉とするというギリシア政府の決定によって一応の収

束をみたとされるが、それまでカサレヴサで善かれてきた公式な文書の言語を、

それぞれの語がもつ含意、メタファーもふくめてディモティキが代用すること

の困難さ、ディモティキの文法教育の普及の問題性、カサレヴサとデイモティ

キの混成など、いまだに問題が残されている15。

また、ギリシア語をディモティキとしたことによる「ギリシア語の衰退」を

危惧する声があがった。衰退論者は、言語の「ルーツ」を切り離してしまった

ディモティキの使用は、通時的に統一されてきたただひとつのギリシア語を否

定することであり、それはすなわちギリシアの「歴史」の否定でもあり、国民

意識の危機にもつながると主張し、言語の欠陥と道徳上の退化や知的能力の劣

化を結びつけた。このかんがえは、A・フランゴウダキによれば、ギリシア語

そのものの変化ないしは歴史を顧みることなく、古代ギリシア（の言語）に国

家のアイデンティティの基盤を求めて、理想的な過去と理想的な未来を橋渡し

して現在を否定するものであるが、このような見方は、ギリシアがヨーロッパ

13AnnaFrangoudaki，‖TheMetalin糾isticProphecyontheDeclineoftheGreekLan即age：ItsS∝ial

Function as the Expression of a Chsisin Greek NatinalIdentity，■■血JgmαJわ乃βJ♪ぴmαJ〆肋ピ

5βCわ也〆エβタ伊聯．126：AspectsofS∝iolin即isticsinGreece，ed．JamesE．Alatis，C．A．Stmehle，

＆M．Ronkin（Berlin，NY：MoutondeGruyter，1997）：64．

14E．P．C∝hlan，‖AnInsbnce ofTdglossia？：Codeswitching as Evidence丘）r the Present State of

Greece■s’hn釘1age Question■．”加ゎ和αJわ〃αJ♪〟川αJ〆肋β50Cわ也〆エα御呼，126：Aspectsof

S∝io】inguisticsinGreece，ed．JamesE．Alatis，C．A．Stmehle，＆M．Ronkin（Berlin，m：Moutonde

Gmyter，1997）：4a

▲51976年以前の「言語間題」については、E．P．C∝hlan，33－62．1976年以降のギリシア人のディ

アスボラ・コミュニティの言語やジェンダーをふくむdiaglossiaの問題については、ChIIs亡ina

Kakav孟，■■S∝iolin訃1isticsand Modem Greek：Past，Cu汀ent，and Future Directions，’■ 血おγ〃αJわ〃αJ

♪〟和βJ〆伽50Cfoわ紗〆エα乃節l喝g，126：AspectsofS∝iolinguisticsinGreece，ed．JamesE．Alatis，

C．A．Stmehle，＆M．Ronkin（Berlin，m：MoutondeGmy亡er．1997）：5－32．ギリシア語の二重性の

みならず、ギリシアはさらに、オスマン・トルコ時代からつづくギリシア語以外の言語を話す人

びとの言語間屈も抱えている。同論集に含まれるEleniSella－Mazi，‖LanguageContactToday：the

CaseoftheMuslimMino山中inNortheastemGreece‖と、LukasD．Tsitsipis，”TheConstructionof

an℃山tsidertst VoicebyLow－Pro丘ciency SpeakersofanAlbanianVarie亡y（AⅣanitika）in Greece：

hn即ageandIdeolo野‖は、ギリシアのマイノリティ（モスレムとアルバニア人）の言語の二重性

について論じている。
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連合（EU）の一員となったことと大きく関係している。つまり、古代ギリシア

の言語とのつながりを維持することが、現在のギリシアとヨーロッパ文明の源

流の古代ギリシアとの連続性をしめすことになり、ギリシア語を普遍的な評価

に値する言語にすることができるというのだ16。フランゴウダキは、そのよう

な論者たちは、古代ギリシアと切り離された言語を話す劣った「現代のギリシ

ア人（ModemGreeks）」とみずからを同一視することを拒否していると批判し、

さらに多くのギリシアの知識人は、過去の言語に戻ることによって古代ギリシ

アに対してなされる評価を我がものにしようとしていると嘆じる。

このように、言語の二重性はそのままギリシア人のアイデンティティをも二

重化することとなった。かれらは独立前は、東口ーマ帝国のローマ人だという

意味でみずからを「ロミ」と呼んだ。しかし、独立を境にヨーロッパが理想化

した古代ギリシア人を継承する人という意味で「エリネス」という民族意識が

くわえられた。エリネスはヨーロッパ人であり、ロミは東口ーマ帝国、オスマ

ン・トルコ帝国を経て、オリエント文化に育まれた民族であり、バルカン全域

に散らばる民族である。国民国家の誕生にあたって、ギリシア人としてロミか

ら区別するために、エリネスであることが求められた。しかし、lェリネスたる

所以の古代ギリシアはかれらの記憶にはない世界であるのに対し、ロミの世界

はかれらの日常生活に根ざしたところにある。人類学者のマイケル・ハーツフ

エルドは、このようなギリシア人の意識に、ギリシアがヨーロッパとオリエン

トの境界に地理的にも精神的にも位置することから検討をくわえている。この

地理的位置によって、独立を境にギリシア人が自己を同定するさいに、「エリ

ネス」と「ロミ」の狭間で緊張し、両義的にならざるをえなかったと述べる17。

現在、ギリシア人は自分たちのことを「エリネス」といい、「ロミ」という

lhAnnaF柑ngOudaki，74－77．

t7MichaelHer地Id，A乃加坤βJ咽′肋和昭ん肋g血∂如徽如55ごC拓〟cαJE肋乃桝如才〝肋β〟b癖〃5〆

血叫，β（Cambddge：CambddgeUP，1987）41－42．

『バルカンの亡霊』の著者ロバート・カプランは、イギリスの旅行作家パトリック・ファーモ

ーがあげた「エリネス（へレネ）」精神と「ロミ」精神の違いを次のように書いている。「『へレ
ネ』精神が原則と論理を大切にするのに対して、「ロミオス」精神は本能を重視する。また「へ

レネ」精神がギリシャをヨーロッパの一部とするのに対して、「ロミオス」精神はギリシャをヨ

一口ツ／てから排除する。「へレネ」精神は啓蒙された無神論者であるのに対し、「ロミオス」精神
はイコンの起こす奇蹟を信じている。「へレネ」精神は名書を重んじるヨ一口ッ／て的な考え方を

するのに対して、「ロミオス」精神は自制ということを知らない（中略）この「ヘレネ」精神と

「ロミオス」精神が、一人の人間のなかに同時に存在することが多い。」（ロバート・D・カプラ

ン『バルカンの亡霊たち』宮島直機・門田美鈴訳（NTT出版，1996）358）

ホモ・ドゥプレックス（HomoDuplex） 43

連合（EU）の一員となったことと大きく関係している。つまり、古代ギリシア

の言語とのつながりを維持することが、現在のギリシアとヨーロッパ文明の源

流の古代ギリシアとの連続性をしめすことになり、ギリシア語を普遍的な評価

に値する言語にすることができるというのだ16。フランゴウダキは、そのよう

な論者たちは、古代ギリシアと切り離された言語を話す劣った「現代のギリシ

ア人（ModemGreeks）」とみずからを同一視することを拒否していると批判し、

さらに多くのギリシアの知識人は、過去の言語に戻ることによって古代ギリシ

アに対してなされる評価を我がものにしようとしていると嘆じる。

このように、言語の二重性はそのままギリシア人のアイデンティティをも二

重化することとなった。かれらは独立前は、東口ーマ帝国のローマ人だという

意味でみずからを「ロミ」と呼んだ。しかし、独立を境にヨーロッパが理想化

した古代ギリシア人を継承する人という意味で「エリネス」という民族意識が

くわえられた。エリネスはヨーロッパ人であり、ロミは東口ーマ帝国、オスマ

ン・トルコ帝国を経て、オリエント文化に育まれた民族であり、バルカン全域

に散らばる民族である。国民国家の誕生にあたって、ギリシア人としてロミか

ら区別するために、エリネスであることが求められた。しかし、lェリネスたる

所以の古代ギリシアはかれらの記憶にはない世界であるのに対し、ロミの世界

はかれらの日常生活に根ざしたところにある。人類学者のマイケル・ハーツフ

エルドは、このようなギリシア人の意識に、ギリシアがヨーロッパとオリエン

トの境界に地理的にも精神的にも位置することから検討をくわえている。この

地理的位置によって、独立を境にギリシア人が自己を同定するさいに、「エリ

ネス」と「ロミ」の狭間で緊張し、両義的にならざるをえなかったと述べる17。

現在、ギリシア人は自分たちのことを「エリネス」といい、「ロミ」という

lhAnnaF柑ngOudaki，74－77．

t7MichaelHer地Id，A乃加坤βJ咽′肋和昭ん肋g血∂如徽如55ごC拓〟cαJE肋乃桝如才〝肋β〟b癖〃5〆

血叫，β（Cambddge：CambddgeUP，1987）41－42．

『バルカンの亡霊』の著者ロバート・カプランは、イギリスの旅行作家パトリック・ファーモ

ーがあげた「エリネス（へレネ）」精神と「ロミ」精神の違いを次のように書いている。「『へレ
ネ』精神が原則と論理を大切にするのに対して、「ロミオス」精神は本能を重視する。また「へ

レネ」精神がギリシャをヨーロッパの一部とするのに対して、「ロミオス」精神はギリシャをヨ

一口ツ／てから排除する。「へレネ」精神は啓蒙された無神論者であるのに対し、「ロミオス」精神
はイコンの起こす奇蹟を信じている。「へレネ」精神は名書を重んじるヨ一口ッ／て的な考え方を

するのに対して、「ロミオス」精神は自制ということを知らない（中略）この「ヘレネ」精神と

「ロミオス」精神が、一人の人間のなかに同時に存在することが多い。」（ロバート・D・カプラ

ン『バルカンの亡霊たち』宮島直機・門田美鈴訳（NTT出版，1996）358）



44
山 口 恵里子

ひとは少なくなった。ギリシアがEUに加入し、われわれはヨーロッパ人だと

いう政治的な意識が浸透した結果だとかんがえられる。しかし表面上は「エリ

ネス」を主張したとしても、かれらの身体に長いあいだ刻まれた「ロミ」の記

憶は消去されることはなく、ふだんの会話のはしばしにみてとれる。たとえば、

ギリシアでは夏にはインスタントコーヒーをシェイクしてあわだてた飲み物、

フラッぺを好んで飲むのだが、中学校の先生が「フラッぺはわれわれが発明し

たものであってエウロビにはない」と嬉々として私に話してくれた。こんなな

にげない会話でも、かれがギリシアとエウロビのあいだに境界をひいているこ

とはあきらかである。かれ自身、自分がヨーロッパ人であることを疑わないの

だが、「われわれヨーロッパ人」とはいわず、「われわれとヨ一口ッ／て」という

言い方をするのだ。

ギリシアの村人によると、EUに加盟するだけの経済力をそなえた国がエウ

ロビであり、地域的には人によってバルカン諸国がふくまれたり、ふくまれな

かったりする。かれらが一貫して、また共通して否認したのは、トルコはヨー

ロッパではないということだけだ。しかし、ギリシア人がイスタンブールとは

いわずに、ギt」シア名のコンスタンチノポリといまも呼ぶように、かれらにと

って少なくともイスタンブールまではギリシア、エウロビでもある。

そういうかれらはトルコやアルバニア、マケドニアが生活様式の点ではおな

じであることを十分認識している。つまり、自分たちもかれらも「ロミ」であ

ることを実感しながら、自分たちがEUに加盟するヨーロッパ人「エリネス」

であることを強調することによって、周囲の「悪い友人」を差異化しているの

である。しかし、その「エリネス」とヨーロッパ人は等価ではない。かれらに

とってヨーロッパ、とりわけ西欧はカトリック圏であり、正教と長い反目を繰

り返してきたカトリックのヨーロッパ人と自分たちは異質だとかんがえている

からである柑。

この両義性は、ヨーロッパ人「エー」ネス」という外的なself－preSentationと、

オリエント文化に育まれた「ロミ」という内的なself－knowledgeの相違を生ん

l且アテネの政治学者の一人バナヨテ・ディミトラスは、ロバート・カプランに1990年にこのよ

うに話している。「ギリシャの政治は、まるでオリエント的です。ヨーロッパとの違いというこ

とでいえば、われわれは中東の人間と同じです。アラブ人と同様、われわれ正教徒も十字軍の犠

牲者でした。・・・ギリシャはオリエントと正式に結婚したんです。ヨ一口ツ／ては、われわれに

とって愛人にすぎません。愛人の例にもれず、ヨ一口ツ／てはわれわれを興奮させ魅了するが、そ

の関係は一時的で表面的なものにすぎません。」（カプラン，381）
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だ。たとえば前出のハーツフェルトは、ギリシア人は、客観的論理をそなえる

法を遵守するヨーロッパ人だと自負するいっぽうで、ルースな服を着て、取り

決めや自己抑制についてもルースで、必要に応じて物事を決める能力や自然発

生的な欲求を楽しむという典型的なオリエント人と寸分も変わらないという1三

こうした意識は、「日常生活のもっともふつうで、親しみがあり、例外的で

はない［オリエント的な］ものを、望んではいないエキゾチックな過去の遺産

としてうけとめる」という奇妙な結果を生んだ20。けれども、フラッペの話に

みたように、エキゾチックな「他者」を拒絶するというヨーロッパ的な「自己」

保存はすでに崩壊している。カフェニオなどで村人と話していると古代ギリシ

アの話ははとんど聞こえてこず、せいぜい「ギリシア人にかつてソクラテスの

ような哲学者がでたのは、よくギリシア人がボルタ（散歩）をするからだ。わ

れわれも歩きながら哲学をしている」というようなジョークがでるくらいであ

る。ところが、アレキサンダー大王の東方遠征は頻繁に話題にのぼる。アレキ

サンダー大王は身近な存在としてくりかえし語られ、そのとき村人たちの「自

己」意識は、オリエントのほうを向いている。そのアレキサンダー大王は、大

王が治めた古代マケドニアとかれらの連続性を弓垂調するシンボルでもあるので

ある21。

さらに、かれらがみずからを「ギリシア人（ギリシア語でエリネス）」とよ

ぶときに、自分たちをヨーロッパ人からもオリエント人からも、ロミからも区

別しているばあいがある。ハーツフェルトは、両義的な「自己」イメージは両

極ではあるものの、共通して「他者」を克服するイメージから発生していると

いう。いっぱうはオリエントという「他者」を、もういっぽうはヨーロッパと

いう「他者」を克服するのである。しかもそれらのイメージの理想のタイプが

はとんどの社会生活において絶えず弁証的に活用され、ギリシア人の外的な自

lリMichaelHer比良Id，112．

2りMichaelHe止Zね1d，102．

2一

このアレキサンダー大王をめぐる古代マケドニアと古代ギリシアの関連性と、大王はギリシア

人なのか、マケドニア人なのかという問題は、きわめて微妙な問題である。ギリシア政府とマケ

ドニア共和国のあいだでは、とくに1977年ギリシアのテッサロニキ近くの村Ve曙inaでアレキ

サンダー大王の父フィリッブの塞が発掘されて以来、出土したフィリッブの骨を納めた金のチェ

ストを装飾していた16本の光線を放つ月または太陽を模したエンブレムの使用と、アレキサン

ダー大王の民族名をめぐって抗争がつづいている。LohngM．Danfo止h，乃β肋αゐ〃iα〃α柳放

E肋乃オc∧bJわ”αJぉ粥よ〃〟7九〝ざ〃αわ乃βJI仙〟d（Phnceton：肘ncetonUP，1995）163－174を参照．
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己表示と内的な自己認識のバランスをとっている22。つねにヨーロッパとオリ

エントの境界に立たされたギリシア人は、両方の他者をたがいに排除しあわね

ばならなかったのだ。その結果生じた意識が村人たちのいう「エリネス」なの

である。ここにおいては、ハーツフェルトのいう近代的自我のエリネスも、ロ

ミのうちに潜む「他者」への意識は克服され、かれら独自のエリネスの概念が

できあがっている。つまり、村人のいうエー」ネスは、「他者」を排除したかれ

らだけの同胞意識に支えられているのである。

このような共同体が言語以前に身体の表現として現れるとき、「エリネス」

と「ロミ」に二重化されたアイデンティティはどうなるのか。身体は、そうし

た二重性を操作して、使い分けることができるのか。このことを、ギリシア語

で「ホロス」とよばれる輪踊りの場にみていこうとおもう。そのホロスの場と

して、イピロスの山村チェペロボとイピロスに広く住むサラカッチャニの輪踊

り、それにカルパトス島の輪踊りをとりあげる。

Ⅳ．ホロス（xopo；）一手と手をつなぐ共同体的身体

イピロス地方の村々では、それぞれの守護聖人の日に、夏祭り（花α叩γむPLα）

が開かれ、広場で村人が手をつないで輪になって踊る。その輪のなかには「だ

れでも」入ることができ、幾重にも輪ができあがる。先頭に立つ者は、輪をリ

ードするように踊り、最後尾の人と手をつなぐことはないので、輪が完全には

閉じられることはない。人びとは、このホロスを、結婚式や復活祭、新年のお

祝のときなどにも踊る。

しかしこのホロスは、地域的、民族的にギリシアに限られているものではな

く、ブルガリア語では輪踊りを「ホラ」、セルボークロアト語では「コロ」、ル

ーマニア語では「ホラ」と、ギリシア語の「ホロス」と同族のことばをもちい

るように、バルカン全域に輪踊りがひろがっている∠■l。輪踊りは、「ロミ」のダ

ンスなのである。

22MichaelHer比良ld，111－114．

2ニ｝20世紀のはじめ、イギリス人女性M・E・グラムがバルカンを旅したとき、復活祭のときにア

ルバニアの牧民（ブラヒ）の村で、村人たちが歌をうたいながら踊っていた踊りも輪踊りであっ

たとおもわれるM．E．Durham，血桝g7袖βJOr如乃5上β紺5β〝d G‘Sわ椚S〆肋g血胞α乃5（London：

GeorgeAllen＆UnwinL亡dリ1928）132．ダラムによれば、セルビアやブルガリアでは輪踊りは

「太陽の踊り－サン・ダンス」といわれている。M．E．Durham，乃β月〟dg〃〆肋gβαJんαれざ（London：

ThomasNelson＆Sons，1905）309にダンスの記述がある。
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1．イピロス地方の輪蹄り一社全的身ぶりとしてのホロス

チェペロボの守護聖人は聖ニコラウスだが、祭は例外的にバナイア（正教を

奉じるギリシアでは聖母マリアをバナイアとよぶ）の8月15 日の生神女就寝

祭（カトリックでは聖母被昇天の目）をはさんだ3日間（8月14日～16日）

に催される。

14 日の晩にバナイアに捧げられた小さな教会でミサがおこなわれた後、夜

も9時をすぎると、クラリネットやヴァイオリンの音が、広場に設置されたス

ピーカーから響き渡りはじめる（写真1）。演奏の主は、定住して楽士として

写真1 オルガノの音楽が聞こえてくると、輪踊りが始まる（チエペロボ）

の職業をもつロマである。かれらは移動して生活する移動民（ギリシア語では

イフトス）とは別だとかんがえられており、夏祭りや結婚式にはなくてはなら

ない存在である。クラリネット奏者のクラリノ、ヴァイオリンを弾くヴィオリ

ノを中ノL、に、タンバリンを叩く人もくわえた「オルガノ」（バンド）を組み、

かれらは、広場の中央に植えられたプラタナスの木のそばにすわり、村人たち

の細りのためにギt」シアの民族音楽を演奏する。この民族音楽のことを、言語

同様にディモティキという。上下いクラリネット奏者は人気が高く、ひっぱり

だこである。かれらはスーツとネクタイ姿で、踊りの輪にくわわることはなく、
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休むことなく朝方まで音楽を演奏しつづける。

オルガノの音に誘われて広場に集まってきた人びとが、周縁に並べられた食

卓に家族ごとに席につく。食事は村にあるカフェニオ（コーヒーハウス）が数

日がかりで用意する。メニューはどこにいっても大方決まっており、アルニと

よばれる羊の肉とスブラキとよばれる豚肉の串刺し、それにレタス、キュウリ、

トマトにフェタ（羊の乳のチーズ）を乗せたホリアティキ（田舎風サラダ）で

ある。これにピールやぶどうの蒸留酒チブロなどのアルコールがくわわる。こ

れらの料理は集団で食べるものであって、個々人が自分だけのために注文する

料理はテーブルに並ばない。あくまでおなじメニューを、みなが集団で食する

ことが大事なのだ。

女性がほとんど広場に姿をみせないギリシアの村社会にあって、共食は、家

族を公にアピールする数少ない機会のひとつである。ギリシアの家族は、広義

には親戚までをふくむので、皆が集うとテーブルは大人数になる。北ギリシア

の輪踊りを人類学的に研究したJ・K・コーワンは、こうしたテーブルを「既

存のバレア（連れという意）の身体的な表現であり、シンボルである」とみる24。

テーブルに共にすわることが、バレアの証明となり、またそうすることによっ

てひとりひとりにバレアと「共にある」という感覚を高まらせる（写真2）。

自由勝手に食をとっているかのようにみえるテーブルでも、食べ方、飲み方、

話し方（話題の選択）には決まりがある。空き瓶やコップ、皿はすぐに片づけ

られることはなく、逆にその数の多さが消費の大きさ、つまり家族の豊かさを

しめす指標となる。

このテーブルがまた、ダンスのユニットを形成する。輪踊りといっても個人

で輪に入るのではなく、大抵家族のグループ（全員でなくてもよい）がユニッ

トをなして輪の一部分となる（写真3）。ひとつのグループが踊りはじめると、

それに人びとがつづき、手をとりあって輪をつくっていく。輪に入ったり、抜

けたりという選択は自由に任されるので、踊り手と輪をとりまく観客のあいだ

には明確な区別はない。ただ不幸があった家のものは食事はしても、踊りの輪

に入ることはない。

このような取り決めから服装やふるまいにいたるまで、ホロスのあらゆる側

面に入りこんだ共同体の「コード」を共有する村人が、みなで芋をつなぎあっ

2’JaneK．Cowan，加〝Cgα〃d如月吻凡J批よ〃州）肋g和CγggCg（Pdnceton：PhncetonUP，1990）

154－155．
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て踊る。それゆえ、「輪踊りを踊る」ことは、集団の「知」を共有する共同体

のメンバーであることの表明でもある。けれどもそうしたパフォーマンスも、

みなが輪をつくり、共に踊ることができるというホロスの「日常的な」あり方

を前提とする。サラカッチャニのダンスの先生をしている男性が「ヨーロッパ

のダンスが対面になるのに対し、ギリシアの輪踊りは横に手をつないで踊るの

でだれでもが参加でき、より平等で、より全体的な一体感が生まれる」と自慢

したように、ホロスは年齢、性別を問わずまずみなで踊るものなのである25。

まだよちよち歩きの子供も大人のステップを真似て踊ることができるほど容易

なステップもあり、いつもの歩く姿勢でそのまま輪のなかに入ってステップを

踏みさえすれば、だれもが輪の一部となることができる。またこうして、人び

とは幼少の頃から音楽とステップを学んでいく。

人びとは、音楽が変わったとたんに、その音楽にふさわしいステップヘと一

斉に足の動きを変える。だがひとつひとつのステップじたいには大きな違いは

なく、右足、左足の出し方が、一回ずつ踏むところを、一回半ずつにするとい

つたきわめて微妙な差異がステップと曲の組合せを決めている。また曲にして

25けれども、「ヨーロッパ」でも、ダンスが人びとに一体感をもたらす媒体となることもあった。

たとえば、18世紀フランスの画家ワトーはそのようなダンスの場面を好んで描き、ジャン・ジ

ャック＝ルソーはダンスの場で個人的な自我を集団的な自我のなかに喪失することよって生じる

一体感のなかに身を置く人びと描写した。『新エロイーズ』（1761）で、ルソーは、ジュリー家と
サン＝ブルーが暮らすクラランでの葡萄の収穫後の集いをつぎのように書いている。

夕方になるとわたしたちはみな打揃って朗かに帰ります。労働者たちは収穫期の間中、食と部

屋とを与えられますし、のみならず日曜日には夕の説教の後でわたしたちは彼らと共に集い、

夜食の暗が来るまで踊ります。（中略）夜食の後でなお一、二時間ばかり夜なべに大麻の皮剥

ぎをします。一人一人が代る代る民謡（chanson）を唄います。葡萄摘女たちは時折りみんな揃

つて合唱したり、あるいは交互に一人だけで折返して唄ったりします。それらの歌は大部分古

い恋歌（romances）で、曲はぴりりとしたところがありませんが、何か知ら古代的で甘美なとこ

ろがありまして、それが遂には人の胸を打つのです。

UeanJacquesRousse叫 仇ひ柁5αI坤船お5，lI，血肋加〃gJJβ月〟ぬらteXteebbliparHenriCoulet

etanno絶parBemardGuyon（P血s：Gallimard，1964）608（pa什ieV，1ettreⅥⅠ）．邦訳ルソー『新

エロイーズ』安土正夫訳 全4巻（岩波書店，1997）4．42一山（第5部書簡7）．）

ルソーが理想としたのは、人びとが共同体の交流において相互に意識を開きあうことによっ

て、「障害」のない「直接的な魂の交流」の状態を生むダンスであり、音楽である。陶酔しなが

ら人びとは全体性のなかにいる自分をみるようになる。このみずからによって凝視された自我こ

そ、他者との自由で透明な交流で生まれる「共通の自我」である。この共有の自我が立ち現れた

とき、「空間は踊りに、そして孤独の懸念から解放された肉体の躍動に開かれる。」つまり、祭り

は、劇場の舞台とはちがって何も客体として見せるものがない「透明な視覚的場」、あるいは

「目と存在の場で具体化」する（スタロバンスキー『透明と障害－ルソーの世界』山路昭訳（み

すず書房，1973）155－6）．ルソーは、家族のダンスパーティと同様、パブリックなダンスパーテ

ィも好ましい、とダランベールヘの書簡に記している。α滋〃柁5α叫，J∂お5，nOteS，1706．）。
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も、わたしのような外部者が聞けば、ステップを変えなければならないといっ

た違いがあるとはおもえないはど、抑揚や調子が似ている。しかしその小さな

差異に、やはり微妙に差異化されたステップを組み合わせるところに意味があ

る。村の人びとは、ステップや曲の微妙なずれに身体の動きを合わせることに

よって、運動的かつ感覚的なレベルでの感応的同調のなかに身を置く。ステッ

プと音楽が村人のなかにいわゆる「身体共鳴」を引き起こしているのである。

男のダンス

輪の先頭に立つ者のことを、英語でthe丘rstという意味のブロト（男性名詞）

とよぶ。女が最初に輪の先頭に立って踊ることはない。プロトはオルガノに自

分の好きな曲をリクエストにいき、このとき金を渡す。盛況となった祭では、

ヴァイオリンのケースが金で溢れることもある。またこうして惜しみなく金を

使うことが祭を盛り上げる。自分が依頼した曲が鳴りはじめると、プロトに立

つた者は、後ろの者と手をつなぐかハンカチでつながりながら、空いている手

を高く振り上げたり、腰を沈めて片足を上げたり、足を交差したり、回転した

りして、みなの注目を浴びる（写真4）。ハンカチをねじり、時にはビールの

写真4 プロトのダンス
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空き瓶に足を乗せ、バランスをとりながら踊るという妙技をみせることもある。

このブロトが男のダンスのみせどころになる。

男のダンスはまず、社会のなかで理想とされる男性像の表現とされる。その

理想像は、社会的に規定された「男」としてあるべき姿であり、そのイメージ

にはギリシア語でエゴイズモス（Eγ0し叩d；）といわれる利己意識（self－regard）

がつよく働いている。イピロスの牧民サラカッチャニを調査した人類学者J．K．

キャンベルはつぎのようにエゴイズモスを説明する。「エゴイズモスの自己意

識は基本的に、理想の自己のイメージに沿うアイデンティティを達成するため

の内なる必要性と義務から生じる。もちろんこのイメージは社会から呈示され

るステレオタイプであり、個人的な考え方が入る余裕はほとんどない。」26社会

が規定する理想の自己像は、「特別な道徳の質のみならず、ある物質的な属性

をともなう社会的人格の理想」を目指すもので、その過程は周囲の評価にさら

される。さらに、キャンベルによれば、

自己意識はその人がじっさいどのようであるかということと、どうある

べきかということの一種の本能的な緊張関係にある。このコンテクスト

においてどのような人物かということは、コミュニティがその男がこう

であるべきと断言することやこうしたと主張したことによってなされる

評価によっている。男にとって、コミュニティの評価とかれ自身の理想

像を一致させるために必要なことは、社会的にも、心理的にも、あまり

にも大きなことなので、しばしば現実よりも見かけにより大きな関心を

抱くようになる。むしろ、見かけが現実となるのだ。27

この外見には、期待されるべきことを成し遂げるという積極的な意味あいが

あり、期待に沿うことは名書（ティミ）だとかんがえられる。逆に、期待を裏

切ることは、恥となる。また親しい者が期待に背くときも恥を感じる。それゆ

え、「恥の感覚は、行動を内的に是認しても、社会的に放棄されることへの外

的な恐怖心、つまりコミュニティによってその人が『失われた』と判断される

26J．K．Campbell，上わ〝∂〟れ凡桝砂α乃d拘ゎ乃呼ごA蝕み〆加f加ゎ耶α乃d肋和J帖J〟g5古刀αC，マβゐ

肋〟〝ねf〝G仰桝〟乃妙（0Ⅹbrd：ClarendonPress，1964）307．

27J．K．Campbell，310．
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にはギリシア語でエゴイズモス（Eγ0し叩d；）といわれる利己意識（self－regard）

がつよく働いている。イピロスの牧民サラカッチャニを調査した人類学者J．K．

キャンベルはつぎのようにエゴイズモスを説明する。「エゴイズモスの自己意

識は基本的に、理想の自己のイメージに沿うアイデンティティを達成するため

の内なる必要性と義務から生じる。もちろんこのイメージは社会から呈示され

るステレオタイプであり、個人的な考え方が入る余裕はほとんどない。」26社会

が規定する理想の自己像は、「特別な道徳の質のみならず、ある物質的な属性

をともなう社会的人格の理想」を目指すもので、その過程は周囲の評価にさら

される。さらに、キャンベルによれば、

自己意識はその人がじっさいどのようであるかということと、どうある

べきかということの一種の本能的な緊張関係にある。このコンテクスト

においてどのような人物かということは、コミュニティがその男がこう

であるべきと断言することやこうしたと主張したことによってなされる

評価によっている。男にとって、コミュニティの評価とかれ自身の理想

像を一致させるために必要なことは、社会的にも、心理的にも、あまり

にも大きなことなので、しばしば現実よりも見かけにより大きな関心を

抱くようになる。むしろ、見かけが現実となるのだ。27

この外見には、期待されるべきことを成し遂げるという積極的な意味あいが

あり、期待に沿うことは名書（ティミ）だとかんがえられる。逆に、期待を裏

切ることは、恥となる。また親しい者が期待に背くときも恥を感じる。それゆ

え、「恥の感覚は、行動を内的に是認しても、社会的に放棄されることへの外

的な恐怖心、つまりコミュニティによってその人が『失われた』と判断される

26J．K．Campbell，上わ〝∂〟れ凡桝砂α乃d拘ゎ乃呼ごA蝕み〆加f加ゎ耶α乃d肋和J帖J〟g5古刀αC，マβゐ
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ことへの恐怖心にむすびつく」ことになる。2H

プロトの踊りは、こうした理想像に即した自分を村人の前で表現する絶好の

機会となる。だがそれゆえに、その表現はまったく自由であることはない。腰

を沈め、足を上げ、手を振り上げるといった一見自由に踊っているかにみえる

ブロトの踊りの構成要素は、ブロトの踊りの要素として決まっているものであ

り、そのパフォーマンスの出来は個人の技量によって決定される。この技量に

個人の表現が問われるのであり、プロトは、プロトの踊りとしての集団の規則

と個人的表現のバランスをとりながら、理想像にしたがう自己とそれに抗う自

己のあいだで「自己」を表現する。こうして、いわば男性性を競うアレーナに

身を置いたブロトは、「『内的』な自己の公的なパフォーマンス（‖a public

perbmanceofthe■inner■selrり」をおこない、人びとの前で（in丘・OntOf）踊りな

がら、人びとに対しても（against）踊っているのだ29。

たとえば、若者のブロトは祭を管理する既婚者集団への抵抗であり、まただ

れがブロトを踊ったとしても、その踊りにはある程度の政治的意味合いがふく

まれる。第二次世界大戦後に激しい内戦を経験したイピロスの村では、今なお

敵となって戦った者同士が混住している。ダンスの場でその対立は表面化しな

いが、政治的立場の違いは家族相互の親交にも影響をあたえており、それがテ

2“J．K．Campbell，310．

エゴイズモスは外面的な評価による自己イメージを形成するものだが、内面的な自己意識を支

えるものとして道徳的な価値観をいうフィロティモ（小L入dTし〃0）がある。フィロティモは、プラ

イドと訳されることがあるが、プライドとは真なり、名誉によって高められるものである。ギリ

シア人の母親は息子を自慢する（pllde）ことはなく、息子によって名書をあたえられる

（honoured）。これが母と息子のフィロティモの意識を促す。フィロティモは、家族、とりわけ母

親によって養われ、個々人の意識は家族の一員としての自分の立場をかんがえることなくしては

ありえない。J．R．リースによれば、ギリシア人は、個々人として、家族の一員として、そして

ギリシア人としてのフィロティモをもっており、ギリシア人の個人意識はこれに基づく。フィロ

ティモに則せば、すべてのギリシア人には上下もなく、平等である。フィロティモはまた、ナシ

ョナリズムの意識に支えられている。ギリシア人であるという自覚がフィロティモを形成し、そ
れが個々人のありかた、家族、あるいは村、地域におけるその人の立場の礎となる。国のために

戦うことをさければ、フィロティモがないとされる。また、フィロティモを無傷にたもつために

は、内面的な自己、核となっているものを、裸にして外部に曝さないことが大切である。リース

は、ギリシアの成功者はその成功を自慢しないという。自慢すれば、自分の村の貧困さや家族が

扶養の義務を果たせなかった事実を明らかにするようなものであり、結局は自分のフィロティモ

の欠如をあらわにしてしまうからである。J．R．Rees，C〟肋和J凡仙川Sα〝d乃cゐ〝血J（泡α，聯

（From the Tensions and Technology Sehes），a Manualprepared by The World Federation丘）r

Men亡alHealthandeditedbyMargaretMead（Unesco，Mentor，1955）60－63．

■∠リJaneK．Cow叫176．
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－ブルの取り方やバレアの選択、ブロトの踊りにたいする評価にも関係してく

るニ10。しかし、このような対抗のパフォーマンスもコードからはみ出ることは

ない。プロトのダンスは反抗と協調の「あいだ」で表現されるダンスなのである。

そのあいだでブロトは、没頭して、陶酔して踊る。ゆっくりと腰を落として

回転したかとおもうと、隣の人とつながれたハンカチを握りしめ、足をぐいっ

とふりあげる。この陶酔状態のダンスは、ギリシア語で忘我の境地のことをい

う「ケーフイ」を体現するものとされ、「あらゆるものを包括する欲望で生気

をあたえられ、地上の物質的な関心を離れていわゆるコミュニタス［Ⅴ．ターナ

ー］の状態にいたった高揚した身体は、ケーフィの美学を捕らえている」と述

べられるニil。19世紀のイギリス人旅行家リチャード・バートンは、ケーフィは

東洋のエロティシズムの核となるシンボルであるといったが、まさにブロトの

ダンスは、このバートンのいうほとんど官能的ともいえる男の1光惚した状態を

しめすものである。これは「東洋」、すなわち「ロミ」の男だけが知る悦びの

絶頂を体験した境地なのである。プロトの高揚した身体はまた、「この世界に

おける救いの状態」の表現でもある＝i2。つまり、「ロミ」の集団に属す者として

踊ることが、かれらにとってのこの世における救済となるのである。ステップ

をふむことによって、かれらの身体は「ロミ」の世界に置き入れられ、恍惚と

して自己をその「ロミ」のリズムの海に舞い降ろさせる。

女のダンス

女たちは、ホロスに出かけるために身なりを整える。村の女性にとって、広

場でみなとダンスに興ずるホロスは、数少ない「楽しみ」の機会である。

ギリシアでは他の地中海地域もそうであるように、男と女の居住空間が明確

に分けられている。男たちは仕事の合間や休みのときは、広場やカフェニオに

すわって男の連れとコーヒーや酒をのんで過ごすのだが、女たちはそのような

他人の視線を浴びるいわばパブリックな空間に姿をみせることははとんどな

こ’nJaneK．Cowan，179－180．

：11EvthymiosPapabxねrchis，’’FdendsoftheHea比MaleCommensalSolidahty，Gender，andKinship

inAegean Greece，－－G）〃5f5おd肋乃仙e5ごCg乃dgγα乃d瓜〝5Jゆf乃必）血γ乃CγgβCg，ed．PeterLoizos＆

EvthymiosPapaヒⅨiarchis（Phnceton：PrincetonUP，1991）170．

：’ZpeterLoizos＆EvthymiosPapat拡iarchis，”Gender，Sexuality，andthePersoninGreekCulture，”

（b乃Sよ5′gd〟g乃仙gs．・Gg〝dβγβ〝d 此〝5んゆ才乃肋血糊 Grggcg，ed．Peter Loizos ＆ Evthymios

Papataxiarchis（Phnceton：PhncetonUP，1991）232．
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い。彼女たちは、家事や家畜の世話などにいそしみ、手があくと近所に住む親

戚の女性とどちらかの家の台所や庭で雑談などをして過ごす。こうしたギリシ

アにおける男女の居住空間の分離や、それに象徴される女性の社会的地位つい

て、これまで多くの研究がなされており’－‘－、そのはとんどが、私的空間に閉じ

込められた女性の地位の低さや、危険視される女性のセクシュアリティなどを

研究対象として分析している。ところが、女たちはじっさいは家政の実権（時

には経済的な実権）をにぎりニー4、さらには男たちのいないところでむしろ解放

されて自由を謳歌していることも忘れてはならない。

日常、村の女性は、からだの線を目立たせないゆったりとした服を着ている。

とくに年配の女性は、頭を黒いスカーフで覆い、ゆるやかな黒いワンピースを

身にまとう。民族衣装でも、ベストやエプロンなどを重ね着するため、乳房や

腎部のふくらみは目立つことがなかった。たとえば、前出のJ・K・キャンベ

ルの観察によれば、1960年代のサラカッチャニの女性の日常の服は「黒い厚

手の手織のブラウスと、毛織りのカーディガンは首からウエストまでボタンで

閉められていた。胸部に支えを纏わず、ゆったりとした胴着を着ることによっ

て、刺激的な身体の曲線をわずかにでも感じさせないようにしている。毛織り

の窯いスカートは躁まであった。その下には大抵三枚はどの厚いアンダースカ

ートをはいていた。服装について抱く一般的な印象は、形がなく、不格好だ

（shapelessness）ということだ。」ニ15この「形のない」という形容は、サラカッチ

ャニの女性に限らず、村の女性の服装にもあてはまることだった。チェペロボ

に住むサラカッチャニの羊飼いだったという70歳代の男性は、「結婚するとき

まで妻の手以外はみたことなかった」といっていたが、それほど女の身体は隠

されていたのである。

現在、若い女性は、身体にぴったりした「ヨーロッパ」の服装を、日常生活

Llたとえば、JillDubisch∴■GreekWomen＝SacredorProbne，‖♪〟mαJ〆肋dg川Gγ℃gた5J〟d才gs，1

（1983）：185－202．JillDubisch（ed．），Gピ〝血γ＆A）紺gγオ〝尺〟mJGγβgCg．Phnceton：PhncetonUP，

1986．U．duIioulay，－’Women－－ImagesofTheirNatureandDes亡inyinRul召1Greece‖を含む。）R．

Hirschon∴■OpenIiody／Closed Space：The Tmnsbmation
ofFemale Sexuality，”Shirley Ardener

（ed．），β¢〃古材凡桝βJgs．・乃g肋J〟柁〆恥∽β〃才〃50C吻．London：CroomHelm，1978．P．Loizosand

E．Ⅰ）apatax血chis（eds．），α〃おざおd〟g乃仙ど5．・Gg〃滋γα〝d此〝5んゆわ7肋血糊GγgβCg．Pdnceton：

PriIICetOnUP，1991．

、l‘E．Fhedl，”ThePositionofWomen：AppealコnCeandReali亡y，■■加肋坤OJ廟cαJ伽β〟βゆ，40．3（1967）

：97－108．

l－’J．K．Campbell，287．
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：97－108．

■lriJ．K．Campbell，287．
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でも輪踊りの場でも好んで着る：－6。チェペロボから車で1時間ほどの都市ヤニ

ナでは、ここ数年の間、ヨーロッパの流行をとりいれた服を売るブティックが

立ち並ぶようになった。若い女性ほど身体の線をみせることはないが、ほとん

どの村の女性も男性も「ヨーロッパ」の衣服を着て、ダンスをする。ギリシア

の民族舞踊の研究では、第二次世界大戦後にダンスが「都会化」されたこと、

また「ローカル」なものと、観光客やフェスティバルのための「パフォーマン

ス」としてみせるダンスに差異が生じていることなどが指摘されるがニ17、チェ

ペロボがあるイピロスでは、踊り自体にはそうした変化は顕著に認められない

ものの、身体の線を弓虫調する衣服を着るようになった外見上の変化には明らか

に「都会化」の現象がみてとれる。しかし、そのような変化を経験しながらも、

人びとの身体は外見とは裏腹に、「ロミ」の時代から踊りつがれた輪踊りを踊

るのである。

若い女性と既婚の女性は、踊り方にも違いがある。若い女性は、速いテンポ

のダンスを好むが、既婚者は歩幅を小さくし、歩行に近い落ち着いた踊り方を

する。そのさい、上半身をまっすぐにして誇り高い態度をとり、あまり顔の表

情を変えない。そのようなダンスには、ふくよかな女性の物腰が理想とされる

が、そこに女性の身体に注がれた男性側の視線があることは否めない。

そのセクシュアリティが、「楽しみ」とは対極にある「恐れ」の感情を、女

のダンスのなかに潜ませる。男がプロトのダンスでみせるような官能性は容認

され、その表現と人物の評価は区別されるのに対して、女のダンスに求められ

る開放性、快活さ、自信、独創性は、逆に性的なアピールとみなされることも

あり、コーワンはここに女性がつねに意識しなければならない二重性をみる3d。

この二重性ゆえに女たちには絶えず自己抑制が課せられる。ある程度祭の時間

が経つと、女性が「ブロテイ」（プロトの女性名詞）に立ってソロダンスを踊

ることがあるが、ブロティは女性の「エゴイズモス」を表現しつつも、他人の

視線と誤解を恐れなければならない（写真5）。村のある女性と隣村の祭にい

llhこのことについての考察は、拙稿「お尻の時代をめぐる考察」『中央公論』3月号第113年第

4号（中央公論社，1998）：238－249貢。

・17MariaKoustouba，‖℃utsider■inan－Inside・World，OrDanceEthnogmphyatHome，■・加〝Cどょ〃肋g

爪gは乃goり・，〟白地0ゐα乃dゐ5㍑gS才〃伽〝CgE伽卯砂，ed．TheresaJ．Buckland（London：Macmi11an

Press，1999）190．外見上の変化が今後ダンスそのものを変えていくこともありうるかもしれな
い。

1”JaneK．Cowan，200．
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写真5 プロティのダンス

つたさい、その女性がブロティを踊ったことがあった。翌日にはこのニュース

が村のなかに広まり、隣村の祭に参加しなかった女性からも、「彼女がブロテ

ィを踊ったのでしょう」と聞かれた。女性が誤解を恐れるのは、このように祭

の後も「ダンス」のなかの出来事が村の話題にのぽるからである。自分のダン

スや振舞いはコントロールできても、他人の見方はコントロールできない。女

性側にはそれに反論する機会もあたえられないのである。

そこで、女たちはダンスの場で他者からの誤解から逃れるために、誤解され

ることのない家族や親戚とつねに「共にいる」。そうしながら女性には、共属

感覚を育む「母」のような役割が求められるニ｝9。村の共同体の「母」として、

1qJaneK．Cowan，196，201－205．
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女性が家で焼いたピタとよばれる／てイを皆にふるまうこともあるが、このよう

なふるまいができるのは、年配の限られた女性だけである。男が家族のしがら

みから脱して「忘我」のケーフィに至ることができるのに対して、女のケーフ

ィは、家族と「共にいる」こと、つまり誤解のないところにいることによって、

得られる喜びの状態なのである。ケーフィという語が、もっぱら男性に対して

用いられるのも、このような違いによるものだろう。

手をつなぐ一自他の過剰な接触

上にみたようなダンスする身体の緊張についてかんがえるとき、メアリ・ダ

グラスが論じた「社会的身体」と「生理的身体」という二つ身体のあり方が参

考になるだろう。ダグラスはこのように書いている。

身体の生理的経験は、身体を知覚するさいの煤介となるさまざまな社会

的範暗にたえず減退されつつ、社会に対する独自の見方を支えている。

つまり、これら二種類の身体経験の間には絶えずお互いに意味の交流が

行われており、それぞれが他方のさまざまな範暗を補強しているのであ

る。このような相互作用の結果、身体そのものが高度に制約された表現

手段になっているのだ40。

ダグラスがいうように「身体そのものが高度に制約された表現手段になって

いる」のならば、身体がしめすさまざまな姿勢や表情は、社会的圧力の表現で

あり、ダンスもこれまでみてきたように、そうした表現のひとつだといえる。

こうした社会と身体の使用とのかかわりを最初に論じたのは、マルセル・モ

ースのいう「身体技法」論である。モースは、あらゆる身体行動は学習によっ

て獲得されるとして、身体表現とその他の媒体によるものとの同調性、すなわ

ち社会や文化にたいするあらゆる回路の同調性をしめした41。社会体制から課

せられる制約は、身体を媒体として用いる方法を限定するのである。つまり、

4りメアリ・ダグラス『象徴としての身体－コスモロジーの探究』江河徹・塚本利明訳・木下卓訳

（紀伊国屋書店，1983）129．Ma叩Douglas，∧bJ加和J砂椚∂0たごEゆわ和如〝S才〝αs∽OJ（砂（London：

Ba血e＆Jenkins，1973）．

41Man：elMauss，‖Lestechniquesduco叩S，‖♪比和βJ血♪サCんoJ由才g刀0乃乃αJβgf♪α伽J岬々〟ピ，32（1935）．

English加ns．BenBrewsterin且：0〃叩β乃d助ciゆ，2．1（Feb．1973）：70－88．邦訳マルセル・モ

ース「身体技法」『社会学と人類学ⅠⅠ』所収
有地享、山口俊夫訳（弘文堂，1976）
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身体的規制は、社会的規制のひとつの表現であり、身体を規制しようとしても、

それに対応する社会的形式が存在しなければ成功する見込みが少ないというこ

とになる。

このような社会的身体にたいする視点を空間のなかに置き入れると、社会的

な境界を身体の境界と重ねることができる。前出のメアリ・ダグラスはまさに

『汚稜と禁忌』（1969）で、身体の境界を社会そのものの範囲として分析した。

肉体はいかなる有限の体系をも表わし得る雛型となる。つまり肉体の境

界は、危険もしくは不安定なあらゆる境界を象徴し得るのである。また

肉体は複雑な構造を有している。従って肉体のさまざまな部分がもつ機

能やそれらの部分の相互関係は、他の複雑な構造を表わす象徴の源泉と

なり得るであろう42。

自然の身体でさえ、その境界を決めているのは、皮膚でも物質でもなく、社

会的汚稜への恐怖、すなわちタブー侵犯への禁止のその表面への書き込みであ

る。したがって、身体の表面をおおうもの、浸透していくものにたいする不快

感は大きくなる。いわば「あらゆる周辺部は危険を秘めている」のである43。

とくに身体の開口部の傷つきやすさ、そこから出される唾、血、乳、排泄物、

涙、あるいは爪、毛髪などの周辺部の特徴をもった物質が、身体の限界を超え

るものとして稜れの対象とされ、なかでも身体の表面をおおう皮膚は、その周

辺部の危険性をまるごと吸収するものとみなされる。

このメアリ・ダグラスの論を敷延して、ジュデイス・バトラーはこう述べて

いる。「『わたし－でない』ものを『おぞましきもの』として構築することは、

主体の最初の輪郭である身体境界を確立することでもある。（中略）内部と外

部の区分と同様に、身体の境界も、アイデンティティの始原的な部分を、汚れ

た他者性のなかに放逐して価値転換をはかる行為によって、確立されるもので

ある。」さらに、「『内部』と『外部』は、両者を媒介し、かつ安定的であろう

とする境界に言及してはじめて、意味をなす。そしてこの安定性や首尾一貫性

を定めているものは、たいていの場合、主体を認可し、主体をおぞましきもの

‘－2メアリ・ダグラス『汚稜と禁忌』塚本利明訳（思潮社1995）219．MむγDouglas，几ゆα〝d

βα聯rA乃A乃α妙5〆凡〟〟血乃α〝d乃∂00（bn∝10n：Routledge＆KeganPaul，1969）．

【lメアリ・ダグラス（1995），230．
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身体的規制は、社会的規制のひとつの表現であり、身体を規制しようとしても、
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（a叫ect）から差異化する文化の秩序なのである。」叫文化ないしは社会が、主体

の身体をおぞましい他者から境界づけているというのだが、逆にいえば、その

境界となる身体の表面は文化による書き込みの場となっており、その書き込ま

れた意味に守られながら、わたしたちは、身体を文化のなかに位置づけている

ことになる。その意味において自分の皮膚を、「わたし－でないもの」と接す

るためには、そのものが異質であっても「異例なもの（anomal）」ではないこ

とがまず第一の条件になる。接触できるのは、他者の身体を「わたし」の境界

のなかに迎え入れることになるからである。

こうかんがえてくると、輪踊りで人びとが手をつなぐということは、ダンス

の手法という以上の、さらには先にみたような集団的な「知」を共有する共同

体であるという表明以上の意味がある。手のふれあいは、相互に身体の境界を

分かちあう行為そのものなのである。手と手をつないだ部分では、自分の右手

はふれる他者の左手によってふれられ、身体の境界そのものが共有されること

によって、自他という共存不可能な経験が、その異質性を保ったまま共鳴する

場が出現する。この差異をふくみつつ共鳴するという「過剰な接触」が、ひと

つの輪のなかに共同体的な身体の場を生起し、その場の統一性を支えてくれる。

村人ひとりひとりの身体はまた、この身体的な場で手をつないで踊ることによ

って、その共同的な場に置き入れられるのである。ここで注記しておきたいの

は、その輪が完全に閉じられているのではなく、最後尾の人の片手はつねに空

いており、村人以外の他者にも開かれていることだ。なぜ閉じながらも開かれ

ているのか、この半ば開かれた場については後述する。

奈の終わり

8月14日の夜から始まった輪踊りは、15日の夜もくりかえされる。そして

翌朝、村の男たちがオルガノの音楽にのって集団になって広場から村の泉まで

踊りながらいき、泉の水を浴びる（写真6）。村人たちも男たちのあとを歩い

て泉にいき、男たちが水をかぶるようすを見守る。水浴びをしたあと、男たち

も村人もふたたび広場に戻り、男たちが一団となって踊った後、祭が終わる。

このような泉や水に大地母神との関連が指摘されていることをふまえれば、こ

44ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブルーフェミニズムとアイデンティティの披乱』竹

村和子訳（青土札1999）235－236．JudithButler，Gg〝滋γ7わ〟∂k・乃桝オ〃ね桝α〝d肋g5〟血g作わ〃〆

〟β乃均・（m：Roudedge，1990）．
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写真6 バナイアの禦は、泉の7kを浴びて終わる

の男たちの水浴びも土着の信仰形態が正教のバナイアの祭のなかにくみこまれ

たものと推測できる45。

こうして祭のあいだ、身体に埋もれたさまざまな記憶の層が、村人の踊る身

体に出現する。しかしながら、その場がヴィクター・ターナーのいう「コミュ

ニタス」の状態を経験しながらも、それは日常から明確に区切られている場で

はなく、むしろ日常に連ねられている場であることがたいせつである。ホロス

は、日常の姿勢や運動を延長したダンスなのである。じっさい、祭が終わりま

′‘5JillDubisch，’－PilgrimageandPopularReligionataGreekHolyShrine，‖月βJ蜘“ざα伽血町α〃d

叫〟Jαγ凡才肋わーE〟，叫どα〃血ci吻ed．EllenBadone（Princeton：Phnce亡OnUP，1990）115．Dubisch

は、正教がヘレニズムを吸収してきたことを指摘する。
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もなくすると、ダンスとおなじような歩き方をして、おなじような身体接触を

求めてバレアと共にいる村人たちの姿をみかけることになる。

2．サラカッチャニの輪飾り一アイデンティティのパフォーマンス

しかし、ホロスの場を日常の営みのなかにもてないこともある。たとえば、

サラカッチャニはかつて遊牧して移動しながら暮らしていたため、祭をおこな

う広場のような輪踊りの場をもつことはなく、遊牧地で踊っていた。けれども、

定住がすすんだ近年、イピロスのサラカッチャニは、山間の「イフトカンボ」

とよばれる木々に囲まれた土地を買い上げ、遊牧の民があつまる場所をはじめ

て所有することになった。そこにかれらは、遊牧時代の藁で編んだ家や道具を

復元して、「サラカッチャニ」としての伝統的な生活様式を紹介する場をつく

ったはか、レストハウスを建て、民族衣装や写真を展示するなど、イフトカン

ボに民族集団の確認の場所を創設した鵬。その場につくられた教会には、かれ

らの守護聖人聖ヨルゴス（ジョージ）を示巳る。この特別に用意された「場」で

あるイフトカンボで輪踊りがおこなわれる。

かれらの輪踊りの祭は、8月最初の土・日曜日におこなわれる。土曜日の夜、

真ん中に炊かれた火の周りに踊りの輪がつくられ、夜通し踊りがつづけられる。

人びとは合間をみて教会に祈りを捧げにいく。翌日の朝9時すぎから始まる輪

踊りはセレモニーとなり、より公的な性格を帯びる。観覧席が設けられ、特等

席には招待されたイピロス州やヤニナの役人がすわる。セレモニーは、ヤニナ

のサラカッチャニの会長のスピーチから始まる。わたしが聞いたときは、イフ

トカンボの運営に協力してくれたイピロス州の役人をはじめとして、次々に名

前をあげながら、謝辞を述べたあと、サラカッチャニとしての伝統をうけつぎ、

結束を強めることを訴えていた。つづいて祝辞が述べられた後、複数の男女が

中央に集まり、サラカッチャニのあいだで伝えられてきた歌を歌う。

その後、オルガノの音楽にあわせて、民族衣装を着た少年少女、若者、年輩

の人たちのダンスが始まる。このダンスは「パフォーマンス」としておこなわ

れるもので、とりわけ若者のダンスでは、男の列と女の列が交互に踊ったり、

その列が重なったり、四人一組になって踊ったりするなど、観客を意識した踊

りとなっている（写真7）。そのさいプロトとなった青年は、練習を重ねた巧

1月EupLが乃n．MαK仰，盈ノ〃 〝批J砂0α〝 託リレ 伽α糊口刀プレα乙山レご姫乙αrOβ乙由♂㌃0乙ズど乙α

〟此 ど乙♂乙〟∂rどαどg抄d中叩きgαr〝レ′肋β0（Ⅰ比αソレLソα，1997）．
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写真7 イピロス地方ヤニナのサラカッチャニ

みなダンスを披露して、観客の視線をひきつける。若者がダンスの敏捷さでし

めす身体の頑強さは、理想の青年像（花α入加K如dの重要な属性とされてきた。

若者のみならず、男たちが長時間つづく踊りや祭の後で眠りに落ちることは弱

さのしるしであり、多くの歌を歌えること、姿勢よく踊れること、祭のときに

外見を調えることは、男の社会的威信を保つための必要な条件である。男の威

厳とブライドが踊りにも問われるのである47。女のダンスも、胸を張った姿勢

が美しいとされる。以前は16、17歳になると、あらゆる家事においてせかせ

かとした動きが禁じられ、歩行にもゆったりとした落ち着いた足どりをみせな

ければならなかったように、踊るときも地面から1～2インチ（2．5～5cm）以

上足を上げてはならかった仙。このダンスの規律はいまも守られている。また、

男女が同じ輪で踊るようになったのは、前出の人類学者キャンベルがサラカッ

チャニのダンスを観察した頃（1950－60年代）であり、それも女性の両側には

■TJ．K．Campbell，279，285，305．

■“J．K．Campbell，287．
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■TJ．K．Campbell，279，285，305．

■“J．K．Campbell，287．
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親戚の男性が位置しなければならなかった49。現在は、親戚とは限定されない

ものの、男性が隣に位置するばあいは、知り合いの男性であることが多い。

ヤニナのサラカッチャニの踊りが終わると、ギリシアの他地域、さらにはバ

ルカンの他国から招待されたサラカッチャニの踊りが披露される。わたしがみ

た二回の祭では、カバラ（ギリシアのマケドニア地方の都市）とブルガリアに

住むサラカッチャニをそれぞれ招いていた。ギリシアのサラカッチャニとブル

ガリアのかれらとは言葉はつうじない。だが、ヤニナのサラカッチャニとは異

なる民族衣装を身にまとった男女が、ほとんどおなじステップの輪踊りを披露

したのである。ギリシア、ブルガリアという国境が画定される以前、かれらは

バルカン半島をひろく遊牧しながら移動して暮らしていたのだった。いま、言

語や国籍、居住地域がちがっても、輪踊りのステップはかつてのままであり、

祭の場でブルガリアとヤニナのサラカッチャニ、マケドニア地方とイピロス地

方のサラカッチャニは、ひとつの輪をつくって踊ることができる（写真8、9）。

写真8 ブルガリアのサラカッチャニ

49J．K．Campbell，273．
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写真9 マケドニア地方カバラのサラカッチャニ

輪踊りのステップとリズムは、ナショナリティを簡単に飛び越えてしまうのだ。

ステップを踏む身体は、バルカン内で何度も引き直された国境をすりぬけてし

まうかのように、またそうした国境とは無関係にバルカンを生きる「サラカッ

チャニ」としての記憶の糸をたどるかのように、手をつないで身体の境界を他

のサラカッチャニとこともなげに重ねることができる。イフトカンボは、境界

と無縁でありながら境界を多重に重ねあう、おなじステップを踏むリズムの身

体を生みだすホロスの場になったのだった。この場は特別に設えられた、サラ

カッチャニとしての記憶を身体で「踊りつづける」ための場である。かれらの
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身体からこの記憶は忘却されるものではないが、サラカッチャニの遊牧の記憶

が薄れてきたとき、記憶のパフォーマンスのための場がイフトカンボに要請さ

れたのである。

一連のセレモニーの後、賓客も帰ると、サラカッチャニの人びとが数時間踊

りつづけ、酒の力もかりていよいよ踊り疲れたときに祭が終わる（写真10）。

写真10 踊りあかしてバレアとケーフィに至る

この奈は、ギリシア各地やバルカン半島の諸地域に住むギリシアのサラカッチ

ャニが集まる場となるほか、民族衣装を着て踊るパフォーマンスを見るために

観光客や近隣の人びとが集まるフェスティバルともなっている。サラカッチャ

ニの知人によれば、年々規模が大きくなり、運営も難しくなっているという。

サラカッチャニはこうしたダンス・パーティをイフトカンボでの祭以外にも

度々おこない、またこのような機会にそなえて、各地区でダンス教室が開かれ

ている。ヤニナのサラカッチャニのクラブで開かれているダンス教室では、ヤ

ニナ近郊に在住するサラカッチャニがダンスや歌を練習している。年齢によっ

て練習日や時間帯が異なり、小学生までのグループ、中学生と高校生のグルー

プが男女いっしょにそれぞれ練習にやってくる。年に数回、ギリシア各地のサ

ラカッチャニの集まりに参加するため、集まりの性格等に応じて決められた参
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加者がヤニナから開催地まで赴いたりもする52 かれらにとって、サラカッチ

ャニのホロスを踊り、歌を歌うことは、たんなる祭なのではなく、アイデンテ

ィティを確認しあい、「公に対して」自己表明することなのである。それゆえ、

そのようなホロスを祭の場で自然に覚えることだけをよしとはせず、教室で細

かなステップにいたるまで教授することによって、観客に「サラカッチャニの

輪踊り」をみせるための踊りを維持していくことが重要となる（写真11）。ま

た、そのためには、ステップはギリシアという国境を越えねばならない。

写真11ヤニナのサラカッチャニのクラブ（J占入入0γ広）での練習風景

幼児も輪踊りにくわわり、ステップのリズムを覚える。

3．カルパトス島の輪飾り－ディアスボラをつなぐダンス

じっさい、ナショナリティを違えても、ギリシア、そしてバルカンの人びと

は踊るためだけに集まることがある。カルパトス島でみたホロスは、そんなダ

ンスだった。

糾わたしが出席したヤニナ大学の学生会館で3月におこなわれたダンスパーティは、学生のサラ

カッチャニが企画したものだが、やはり会長のスピーチがおこなわれ、サラカッチャニとしての

自覚を出席者に促していた。ここでも民族衣装によるダンスの披露の後、ドレスアップした男女

が夜更けまで踊り明かしていた。
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山 口 恵里子

カルパトス島では人口の8割が海外への移住経験をもっており、現在も主と

してアメリカに移住してギリシア人コミュニティなどに住む者が多い。夏祭り

は、移住者が帰島して親交を確認しあう機会となっている。ここでは、カルパ

トス島での調査地とした島中央の山間部に位置するアペリ村の夏祭の輪踊りを

みていく。

アペリでは教会の前庭におかれたひとつの横長のテーブルを囲んで人びとが

席につく。広場に人が溢れるチェペロボの祭とは違い、アペリの祭は20人ほ

どの集まりからはじまった。ここでも、家族の単位がこわされることはない。

食事は村の女たちが手料理を持ち寄り、ふるまう。やがて村の男性が教会のポ

ーチでカルパトス島独特のリュートを弾き、歌いはじめると、村人や帰島した

人びとがポーチに集まり、その歌にあわせてみなで高揚しながら合唱する（写

真12）。

写真12 カルパトス島アペリ。合唱する人びと

この合唱によって生じる一体感が人びとをとりまいたころ、テーブルを取り

囲んで踊りの輪ができる。イピロスの山村では幾重にもひろがるダンスの輪を

食席が囲むのだが、アペリでは踊りのスペースが教会の前庭と限られているた

め、ダンスの輪が食席を囲むのである（写真13）。またイピロスでは、手は隣
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写真13 アペリの輪踊り

の人とそのままつなぐ（右手は隣人の左手をにぎる）が、アペリでは手をつな

いで鎖状の輪をつくる（写真13のようにひとりおきに）。こうすることによっ

てより身体を接触させた輪ができあがる。しかし、手の組み方は異なっても、

ステップはイピロスのステップとほとんど変わらない。また、若い男女の大半

は、この踊りのみに参加して、テーブルについて食事をとるものはいなかった。

テーブルにつくことは、年を重ねた者の特権であるかのようだった。

踊りのあいだアメリカから一時帰島した女性が、ナブヰンになにやら書いて

いた。みなが席につくと、その女性が書いたものを朗読しはじめた。みながそ

の朗読に耳を傾け、朗読の声以外はなんの音も聞こえない。女性は、死んだ両

親や友人のことを詩にしていたのである。哀歌ともいえる詩を読んでいく女性

の目には涙が浮かび、周囲の人もじっと彼女の声に聞き入っていた。この朗読

は自発的なものであるという。彼女の朗読によって、チェペロボの祭よりも、

より親密なエモーショナルなレベルでの響きあいがその場に生じていた。朗読

が終わると、この感情の震えが人びとをさらなる身体的な共鳴へと誘い、ふた

たび音楽が聞こえてくると、輪踊りが夜半まで続けられるのだ。
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アペリの人のなかは、アメリカ国籍を取得して「アメリカ人」になった人も

いる。カルパトス島よりもアメリカに長く住む人もいるし、数年に一度しか帰

島できない（しない）人もいる。そのような人たちは、ギリシア人とアメリカ

人という二重のアイデンティティをもち、ギリシア語と英語も自在に使い分け

ている。また、村に残った人と移住した人という二重性も、祭の席に反映され

る。しかし、祭に参加した者は、自分は、アペリという村、カルパトス島、さ

らにはギリシアに根源的に帰属するとおもっているからこそ、踊りの場に集ま

ったのである。

「マケドニア」からオーストラリアに移住した人びとを調査したダンフォー

スの研究は、一層複雑なディアスボラ・コミュニティの反目、葛藤、矛盾を描

き出している。北ギリシアのマケドニア地方に住み、マケドニア語かその方言

を家で話してきたギリシアーマケドニア人のなかには、ギリシア国籍をもつギ

リシア人だが生来はマケドニア人であるという意識をもつ人が少なくない。か

れらは、居住地域のアイデンティティと民族的アイデンティティは「マケドニ

ア人」でありながら、ナショナル・アイデンティティは「ギリシア人」である

という二重、三重の生を抱え込んでいるのである。そのかれらがオーストラリ

アやアメリカのような多民族主義を謳う国家に移住したとき、おなじ村の出身

でもギリシア人にとどまる人もいれば、マケドニア人になる人もいる、あるい

はどちらかに決定しえない人もいるという、アイデンティティの振り分けがみ

られるようになった。

また、1991年に「マケドニア共和国」が独立したさい、マケドニアという

名称を用いた共和国の認定をめぐるギリシア政府とマケドニア政府の激しい抗

争がディアスボラ・コミュニティにも波及し、旧ユーゴスラヴィアのマケドニ
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きていると指摘する51。

こうした拡がりのなかで、人類学者のクリフォード・ギアーツがエスニシテ

ィ、民族のアイデンティティの根拠のひとつとしてみなした、宗教、言語、文

化といった「primordialattachment（本源的紐帯）」もグローバル化することに

なる。ギアーツによれば、論理を超えたところにある、動作、音楽、言葉、宗

教といったものが小さいときから血肉になり、共属感覚を生みだすのだが52、

そうした愛着を共有していても、ギリシアのマケドニア地方の居住者は、移住

前はギリシア政府の同化政策によって「ギリシア人」になり、移住後は「ギリ

シア人」あるいは「マケドニア人」のどちらかを「選択」しなければならない。

ギリシア人として教育を受けてきた者が、オーストラリアでディアスポラのマ

ケドニアン・コミュニティに出会い、本来の自分のアイデンティティに「目覚

め」、マケドニア語を習い、マケドニア名に変更し、「マケドニア人」になるこ

とを「選択」した人もいる。おなじ文化のなかで育まれながら、民族としては

異なる選択をする人びとにとって、ナショナリティは、本源的なもの、生物学

的なものだけによって決定されるものでもないし、また共有する文化によって

決定されるものでもない。むしろダンフォースは、民族やナショナリティが自

己決定（self－aSCription）されるもの、選択されるものであることを主張する。

このような選択に揺れ、あるいは仲間の選択に怒りを覚える人びとが、ディ

アスボラの地でダンス・パーティを開いたばあい、おのずと政治的な色あいが

つよくなる。1992年1月のおなじ夜、おなじ村の出身者がギリシア系コミュ

ニティとマケドニア系コミュニティに分かれてダンス・パーティを開くことに

なった。前者のパーティにはかつて300人が集まったが、この年はわずか40

人しか姿をみせなかった。いっぱう、後者のパーティではマケドニアの愛国主

義的な歌が流れるなか、250人が集まった。また、ギリシアのある村の出身者

が主催した別のパーティでは、主催者は英語でスピーチをし、ギリシアとマケ

ドニアの政治色のない音楽を演奏するよう、しかもマケドニア語で歌うのでは

なく曲だけの演奏にするようにバンドに依頼しなければならなかった。ギリシ

ア人あるいはマケドニア人としてもみずからを決定できない男は、村の出身者

㌔－LonngM．Danb仙，80－81．■tGlobalcultura川ow‖はArjunAppadumi，”DisjunctureandD此汀enCe

intheGlobalCul亡uralEconomy，－一戸〟批C〟JJ〟柁，2（1990）：1－24より。Danforthに引札

h∠cli鮎Ⅰ一dGeerk，乃ピルβゆ柁ね血〝〆仇Jf〟柁5（m：BasicB00ks，1973）259．邦訳『文化の解釈

学Ⅰ，ⅠⅠ』吉田禎吾・柳川啓一・中牧弘允・板橋作美訳（岩波書店，1987）118．

ホモ・ドゥプレックス（HomoDuplex） 71

きていると指摘する51。

こうした拡がりのなかで、人類学者のクリフォード・ギアーツがエスニシテ

ィ、民族のアイデンティティの根拠のひとつとしてみなした、宗教、言語、文

化といった「primordialattachment（本源的紐帯）」もグローバル化することに

なる。ギアーツによれば、論理を超えたところにある、動作、音楽、言葉、宗

教といったものが小さいときから血肉になり、共属感覚を生みだすのだが52、

そうした愛着を共有していても、ギリシアのマケドニア地方の居住者は、移住

前はギリシア政府の同化政策によって「ギリシア人」になり、移住後は「ギリ

シア人」あるいは「マケドニア人」のどちらかを「選択」しなければならない。

ギリシア人として教育を受けてきた者が、オーストラリアでディアスポラのマ

ケドニアン・コミュニティに出会い、本来の自分のアイデンティティに「目覚

め」、マケドニア語を習い、マケドニア名に変更し、「マケドニア人」になるこ

とを「選択」した人もいる。おなじ文化のなかで育まれながら、民族としては

異なる選択をする人びとにとって、ナショナリティは、本源的なもの、生物学

的なものだけによって決定されるものでもないし、また共有する文化によって

決定されるものでもない。むしろダンフォースは、民族やナショナリティが自

己決定（self－aSCription）されるもの、選択されるものであることを主張する。

このような選択に揺れ、あるいは仲間の選択に怒りを覚える人びとが、ディ

アスボラの地でダンス・パーティを開いたばあい、おのずと政治的な色あいが

つよくなる。1992年1月のおなじ夜、おなじ村の出身者がギリシア系コミュ

ニティとマケドニア系コミュニティに分かれてダンス・パーティを開くことに

なった。前者のパーティにはかつて300人が集まったが、この年はわずか40

人しか姿をみせなかった。いっぱう、後者のパーティではマケドニアの愛国主

義的な歌が流れるなか、250人が集まった。また、ギリシアのある村の出身者

が主催した別のパーティでは、主催者は英語でスピーチをし、ギリシアとマケ

ドニアの政治色のない音楽を演奏するよう、しかもマケドニア語で歌うのでは

なく曲だけの演奏にするようにバンドに依頼しなければならなかった。ギリシ

ア人あるいはマケドニア人としてもみずからを決定できない男は、村の出身者

5－LorlngM．Danb仙，80－81．■tGlobalcultura川ow‖はArjunAppadumi，”DisjunctureandD此汀enCe

intheGlobalCul亡uralEconomy，－一戸〟批C〟JJ〟柁，2（1990）：1－24より。Danforthに引札

h∠cli鮎Ⅰ一dGeerk，乃ピルβゆ柁ね血〝〆仇Jf〟柁5（m：BasicB00ks，1973）259．邦訳『文化の解釈

学Ⅰ，ⅠⅠ』吉田禎吾・柳川啓一・中牧弘允・板橋作美訳（岩波書店，1987）118．



72 山 口 恵里子

が集まるピクニックで「ローカルな」ダンスを踊る人びとをみながら、「この

人たちは私の人たちだ（my people）。これが私の村。このことしか言えない」

というのだ5：｝。

この男性のような自分が何者であるのか、選択できない人たちにとって、ア

イデンティティの形成は、時に不安、孤独、痛みを伴う。かれらは、ギリシア

あるいはマケドニアのどちらの国家（state）でも周縁にしか位置できず、デ

ィアスボラの地でも、複雑化し、多層化したアイデンティティから、ひとつの

一貫した自己意識を構築するのにもがぐ4。カルパトス島のアペリの人たちも、

これほど多重化していないにしても、アメリカ人とギリシア人という複数のナ

ショナリティに支えられたアイデンティティを生きている。かれらのダンスは、

そのようなアイデンティティを越えた、あるいはそれを支える「本源的紐帯」

でつながれた輪でありつつ、アペリで踊ることを「選択」した輪でもあるのだ。

オーストラー」アやアペリの輪踊りに対して、イピロスのチェペロボの輪踊り

では、村人とアテネやヤニナなどの都市に住むチェペロボ出身の人たちが輪を

つくる。なかにはドイツに働きにいっていたという人もみられるが、かれらに

は「国民」のレベルでの二重性はみられない。いっぼう、サラカッチャニの輪

踊りでは、国境を越えて他地域に住むサラカッチャニを招待することによって、

バルカン半島に広くすむサラカッチャニとしての民族集団のアイデンティティ

の確認がおこなわれる（セレモニーのスピーチでこのことが宣明される）。こ

のアイデンティティは、「ギリシア」という国民国家の枠にはおさまらないサ

ラカッチャニとしての自己意識なのである。かれらは、定住していたギリシア

の人びとと時には反目しながら、サラカッチャニとして生きてきた「ギt」シア

人」なのだ。

輪踊りの場は、共同体の日常が延長された社会的な身体が表現される場であ

り、「ロミ」として踊りに陶酔する場であり、民族集団としての、あるいは個

人的選択にもとづいたアイデンティティ表明の場ともなる。その場は、そうし

たさまざまなレベルにおいて人びとの身体がステップで共鳴しあうからこそ出

現する場である。この共鳴を人びとの「あいだ」にもたらすのは、ステップと

音楽の「リズム」である。

53hhngM・Dar血止h，9－10，236－37・

5‘LodngM．Danfoth，249．
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V．リズムの同調一問じられる輪

輪踊りにみられるような姿勢や動作における集団的同調（シンクロナイズ）

を指摘したのは、アメリカの人類学者エドワード・ホールだった。その同調は

人びと相互のリズムの同調によるものであり、リズムがなければ、二つの出来

事の同調は起こりえない。ホールによれば、人間の行動のほとんどの側面は、

リズムのプロセスと関わっているのであり、目に見えないリズムが個々を網の

目のようにとりまき、それが他者とのコミュニケーションの同調に作用する。

他者のリズムを妨害する能力をもつ人がいるいっぽうで、つねに他者と同調を

し、他者のつぎの動きを読みとる能力をそなえた人がいる。後者のような人と

物事を行うと、あたかもダンスをしているような感覚をもつことができる55。

このようなリズムは、「音楽」としてつくられるものではなく、人間の「なか」

にすでにあるものであり、たがいに感応しあうものである。「音楽」は、むし

ろひとりひとりのなかにすでにあるリズムを高度に特殊化して解放したもので

あり56、ホールが同調の動作をダンスにたとえるように、ダンスそのものも同

調が様式化したものなのである。

このミクロなリズムが人びとを相互に関係づけているとすれば、自己そのも

のも、他者とのリズムの同調のプロセスに深く埋め込まれていることになる。

ホールはこう説明する。自己がリズムに根づくのは、「構成に固有のリズムが、

人格の構成においても基本的構造力の機能を果たすからである。リズムはプロ

セスと構造から切り離すことはできない。（中略）リズムのパターンは、自己

を他者と区別する最重要な基本的な人格の一傾向となりうるだろう。」57ひとり

ひとりのリズムこそが、自分と他者とを区別し、またその他者と同調していく

プロセスに自己が到来するのである。したがってあらゆる人間のリズムは自己

55ホールはその例のひとつとして、校庭で遊ぶ子供たちを物陰から観察した者の報告を分析する

子供たちはいくつものグループに分かれて遊んでいたが、なかに活発にグループ間を動き回る女

の子がひとりいた。彼女が近づくと、どのグループもそのなかで同調が起きただけでなく、彼女

の動きとも同調した。さらに、スキップしたり、踊ったり、回転したりという女の子の動きが、

校庭全体の動きを同調させる役割をし、動きのパターンをひとつのビートに翻訳した。しかもそ

の校庭のビートは、特殊なものではなく、観察者にもなじみのあるものだった。子供たちはその

時共有していた基本的なビート、リズムで動いていたのであり、それを観察者も、また観察者に

依頼されてそのビートにぴったりあった音楽をみつけだした音楽家も共有していたことになる。

つまり、リズムのコンセンサスは文化的な核のコンセンサスでもある。

EdwardT・Hall，乃β加ゎCg〆上申ご乃gO肋gγβわ乃β椚わ乃〆乃∽g（m：AnchorPress，1983）154－5．

5hEdwardT．Hall，162．

57EdwardT．Hall，164．

ホモ・ドゥプレックス（HomoDuplex） 73

V．リズムの同調一問じられる輪

輪踊りにみられるような姿勢や動作における集団的同調（シンクロナイズ）

を指摘したのは、アメリカの人類学者エドワード・ホールだった。その同調は

人びと相互のリズムの同調によるものであり、リズムがなければ、二つの出来

事の同調は起こりえない。ホールによれば、人間の行動のほとんどの側面は、

リズムのプロセスと関わっているのであり、目に見えないリズムが個々を網の

目のようにとりまき、それが他者とのコミュニケーションの同調に作用する。

他者のリズムを妨害する能力をもつ人がいるいっぽうで、つねに他者と同調を

し、他者のつぎの動きを読みとる能力をそなえた人がいる。後者のような人と

物事を行うと、あたかもダンスをしているような感覚をもつことができる55。

このようなリズムは、「音楽」としてつくられるものではなく、人間の「なか」

にすでにあるものであり、たがいに感応しあうものである。「音楽」は、むし

ろひとりひとりのなかにすでにあるリズムを高度に特殊化して解放したもので

あり56、ホールが同調の動作をダンスにたとえるように、ダンスそのものも同

調が様式化したものなのである。

このミクロなリズムが人びとを相互に関係づけているとすれば、自己そのも

のも、他者とのリズムの同調のプロセスに深く埋め込まれていることになる。

ホールはこう説明する。自己がリズムに根づくのは、「構成に固有のリズムが、

人格の構成においても基本的構造力の機能を果たすからである。リズムはプロ

セスと構造から切り離すことはできない。（中略）リズムのパターンは、自己

を他者と区別する最重要な基本的な人格の一傾向となりうるだろう。」57ひとり

ひとりのリズムこそが、自分と他者とを区別し、またその他者と同調していく

プロセスに自己が到来するのである。したがってあらゆる人間のリズムは自己

55ホールはその例のひとつとして、校庭で遊ぶ子供たちを物陰から観察した者の報告を分析する

子供たちはいくつものグループに分かれて遊んでいたが、なかに活発にグループ間を動き回る女

の子がひとりいた。彼女が近づくと、どのグループもそのなかで同調が起きただけでなく、彼女

の動きとも同調した。さらに、スキップしたり、踊ったり、回転したりという女の子の動きが、

校庭全体の動きを同調させる役割をし、動きのパターンをひとつのビートに翻訳した。しかもそ

の校庭のビートは、特殊なものではなく、観察者にもなじみのあるものだった。子供たちはその

時共有していた基本的なビート、リズムで動いていたのであり、それを観察者も、また観察者に

依頼されてそのビートにぴったりあった音楽をみつけだした音楽家も共有していたことになる。

つまり、リズムのコンセンサスは文化的な核のコンセンサスでもある。

EdwardT・Hall，乃β加ゎCg〆上申ご乃gO肋gγβわ乃β椚わ乃〆乃∽g（m：AnchorPress，1983）154－5．

5hEdwardT．Hall，162．

57EdwardT．Hall，164．
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の中心から、つまり自己同調からはじまると、ホールは述べる。人は、他者と

共にいるとき、自己同調をはかりつつ、その集団に現れるより包括的なリズム

のなかに組み入れられる。この集団内のリズムのメッセージカは弓金力であり、

集団を束ねる重力のようになって、個々のアイデンティフィケーションの基本

要素ともなる5d。

この集団を民族集団に拡大することが可能である。なぜなら、このような個

人間に同調をもたらすリズムは、原初的には文化に起因するからだ。集団を束

ねるリズムは、民族を境界づける力でもあるのだ。それゆえ、リズムの問題は、

自己のリズム、自他のリズムというレベルに止まらない大きな問題を季むこと

になる。ホールによれば、ある文化のなかに発生したリズムは、ほとんどの成

員に受け継がれる。リズムは何世紀にもわたって徐々に導き出されてきたもの

であり、人びとは幼少の頃に知らず知らずにリズムを習得するので、しばしば

あたかも生来のものであるかのようにリズムを無意識に扱うが、リズムはむし

ろ獲得する文化的要素であり、生来的に人間にそなわるのは同調する能力の方

である。そうした同調性は、おなじ文化のリズムによって促されるものである

いっぽうで、時間を越えたリズムの海のなかで人と人を繋ぐこともある。

人類学者J・グッドリッジは、ホールが論じた同調のリズムヘの視線を敷延

し、民族舞踊や宗教儀礼からモダン・ダンスにいたる広範なパフォーマンスに

おける時間と空間の把握のされ方を、身体とリズムの関係から分析したが、こ

のなかでグッドリッジはリズムを「エネルギーの流れ（且ow）、パターン」ない

しは「エネルギーの処理法」と捉えている59。このエネルギーとリズムの関係

はすでに演劇人類学でも探究がすすめられており、当分野を率いるE・パルバ

とN・サヴァレーゼは、筋肉と神経の働きによる外的な刺激によって空間に拡

張されるエネルギーのみをみるのではなく、内的なもの、すなわち「不動の、

沈黙の状態でも脈動している何かであり、空間に拡散することなく時間の中を

流れる保留された力」である時間的エネルギーのありようにも注意を促した60。

両方のエネルギーとも、パフォーマーの意図によって決定され、奮起され、パ

58EdwardT．Hall，167－168．

59JanetGoo血dge，物肋桝α乃d乃∽わ好〆肋γg桝β〃＝〃乃ゆγ∽α”Cgごβγα桝α，βα乃Cgα〝dα柁仰町

（London：JessicaKingsleyPublisher，1999）25．

付’Eugenio Barba and Nicola Savarese，乃g5βC作fA〝〆伽凡ゆ珊grA加ゎ〝αり〆乃βαJ柁

A〃肋叫，0吻，Englishtrans．Richard Fowler（Lonodon：Routledge，1991）81．邦訳『俳優の解剖

学』中嶋夏、鈴木美穂訳（PARCO出版，1995）79．
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ターン化（型どり）されるものであり、その処理法は、日常的な技術がそのま

まパフォーマンスとなるばあいと、超日常的な技術が訓練によって探求される

演劇的、芸術的なパフォーマンスでは異なってくる。しかし、いずれのパフォ

ーマンスにおいても「行為のエネルギーの流れをパターン化」するリズムが求

められる。

この「流れ」を生みだすのは、空間的なエネルギーである。エネルギーの流

れは、運動にともなう諸々の強調や方向変換によって身体に印しづけられ、ま

た強度、スピード、持続のレベルにおける変化によってもしめされる。逆にい

えば、パフォーマーのエネルギーは、行為の流れを促進するために、集められ、

使用され、形づくられるのである。その「かたち」がリズムをなすのであり、

それゆえリズムは行為のエネルギーの全般的な「流れ」でありながら、その流

れに制限をくわえる「かたち」でもあるという二面性をもつことになる6l。

エネルギーの流動に「かたち」をあたえるt」ズムは、必然的に沈黙と休止を

ふくむ。沈黙と休止を自覚しないt」ズムなど存在しないからだ。しかもE・パ

ルバによれば「それらの休止は決して静的なストッブではなく、むしろ推移で

あり、ひとつの動きから他の動きに移る間の変化である。」その「動きを持続

しようとする衝動」を伴う「ダイナミックな沈黙」は、空間に費やされる外的

なエネルギーの流れに抵抗するものであり、身体の静止、リズムの沈黙によっ

て身体内部に留められた時間のなかのエネルギーとして現れる（いわば日本語

でいう「矯め」）62。その不動の身体にもさらに微小化したリズムが脈動のよう

に持続している。

このようにして、エネルギーに空間的・時間的なあるパターンをあたえるt」

ズムは、民族ダンスにも決定的な役割を演じているはずである。グッドリッジ

は、人類学的なダンス研究で提出されたリズムの分析のなかで、ダンスを「リ

ズム的に秩序づけられた象徴的な経験の変容」として捉え、そのようなダンス

はそれぞれの文化（圏）の習慣的な運動のパターンが強化されたもの、日常的

な動きの特徴的で本質的な要素がパターン化されたものとみる見方を重視す

る6三

blJanetGoo血dge，43．

h2Barba＆Savarese，朗，211．邦訳86，209．

hゝJanet Goodhdge，99－1仙 この見方以外に、リズムをたんにダンスのなかの「かたち」をつく

る要素とみる視点、リズムを時間と空間において組織化されたエネルギーの流れ方とする見方

（この意図的なダンスのリズムは、コミュニケーションなどで自律的で相互作用的に流れるリズ
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ここでいう文化が決定するリズムのパターンは、先にふれたホールもすでに

指摘したことであり、またギアーツのいう民族のなかで共有される「本源的紐

帯」の一つとしてみなすことが可能だろう。そのリズムはさらに、グッドリッ

ジが注目するエネルギーとリズムの関わりに引きつけていえば、文化的、習慣

的に獲得されたエネルギーの処理法でもある。そうだとすれば、民族固有のダ

ンスは、集団内で共有するエネルギーの処理法がリズムとして表現されるとき

に、エネルギーが一体化され、踊り手に共属感覚をもたらす行為としてみるこ

とができる。そのリズムには、ステップを刻む手足の運動による空間的なエネ

ルギーだけでなく、「ダイナミックな沈黙」に矯められる時間のエネルギーも

ふくまれることになるだろう。この沈黙の共有、すなわち休止のあいだも流れ

る微小なリズムを共有することのほうが、ステップの歩みを揃えることよりも

むしろ難しい技術であり、それゆえ沈黙のリズムは共同体にとってきわめて重

要な意味をもってくる。沈黙のなかの脈動を失えば、エネルギーの流動性、ダ

ンスの「かたち」は凝固し、死んでしまうからだ。

ステップを微妙に違えて身体を共鳴させるギリシアのホロスは、まさにこの

ようなリズムのダンスである。しかもいつもと変わらない姿勢で踊ることがで

きるホロスは、日常の同調の経験がダンスとして様式化されたものとみること

を阻まない。いつもの歩行とほとんどおなじ速度がホロスの規準であり、アッ

プテンポのダンスは駆け足のスピードとなる。一瞬の休止がステップに織り込

まれ、そのたびに輪のなかに緊張ないしは力が矯められ、つぎのステップがそ

の静止にたいする反動として投げだされる。村人が日常の営みに用いる空間と

時間の協調と抵抗のリズムが、そのままダンスに生かされているのである。そ

の日常的なリズムは文化的に獲得されたエネルギーの使用法であり、それがダ

ンスへと様式化、一体化されたときのt」ズムを、人びとは幼少の頃からホロス

の輪にくわわることによって習得する。リズムが人びとを連ねて、共同体が知

るリズムの輪を閉じるのだ。

ただ、個々の身体レベルで考えたばあい、村人ひとりひとりの身体に持続す

るリズムは多様であり、さまざまな「時の様式（リズム）」をもった村人の身

体が、ホロスがおこなわれる広場に集まり、おなじステップを踏むことになる。

ムと対照される）、そして、身体が空間を動く一定の型と様式をもった表現形式をダンスとする

ならば、そのダンスを可能とするのはある目的をもって選択され、抑制されたリズムであり、こ

のリズムの作用によって出現した現象が、所与の集団に属する踊り手と観客の双方から「われわ

れのダンス」と認識されるとする見方がある。
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個々のリズムの上でも異質な自他の身体が手をつなぐ「過剰な接触」によって

リズムの波のなかで共鳴したとき、エリアス・カネッティが「リズミックな群

衆」とよんだようなひとつの身体がダンスの「場」として現れるのだろう。

踊り手たちの等質性が生じ、そして、それは、かれら自身の手足の等質

性にまで拡がって行く。（中略）それらの動きはすべて完全に等しく、

どの脚も、どの腕も互いにぴったり重なったように見える。それらは、

ほとんど隙間もないくらい寄りあい、しばしば一方の脚が別の脚や腕に

載ってしまい、こうして、緊密さがそれらの平等状態に加わる。緊密さ

と平等さとは全く同一となる。ついには、たった一匹の生きものが踊っ

ているようにさえ見える。（中略）これらの人びとの興奮が絶頂に達し

たとき、かれらは自分たちが真に一体となったと感じ、そして、かれら

の踊りを止めさせることのできるものは、ただ肉体的な疲労だけであ

る64。

このような時間と空間のエネルギーの流れの一体化が、毎年一回輪蹄りとい

う儀礼の場でリズムによってなされることは、共同体にとってきわめて重要な

意味をもつ。チェペロボの輪踊りがバナイアに捧げるミサの後に始まり、サラ

カッチャニも踊りのあいだ教会で祈りを捧げ、アペリでも教会の前庭が踊りの

場になったようた、ホロスは、教会で文字通りの「コミュニオン」を交わした

村人たちの身体が、さらにリズムによって共振するひとつの共同体的身体に変

容する儀礼である65。個々のt」ズムないしはエネルギーの流れは、人びとが手

を握りあい、ステップを踏む過程で、共同体に固有なリズムと共振してひとつ

になり、そのことが共同体的な身体の場を「輪」として出現させる。輪踊りが

儀礼として反復されることは、この輪の生成を、共同体の行為としてまさにリ

ズム化することなのだ。

h■エリアス・カネッテイ『群衆と権力』上下，岩田行一訳（法政大学出版局，1971）上30．

桁グッドリッジは、儀礼におけるリズムの重要性を、アメリカのシェーカー教徒のミサを例にあ

げて述べる。ミサでは、会衆が身体を接触させて幾重にも輪をつくり踊るのだが、そのときのリ

ズムの一一体感が、集団としての結束と個々の信仰心の高揚という両方に作用して、人びとを集団

として、かつ個々人としての神との交感に導くという。このばあい、リズムは、教会に集う教徒

の身体接触から出現した共同体的な身体的場のなかに刻まれ、さらにそのリズムが神、そして世
界と共振する（Goodddge，61－62）。ヨーロッパ中世では、神は書ないしは振動そのものであった。E・

′r．Hall，156．R．MumyScha血r，乃β几乃吻〆伽恥〟d（1977）より。
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この輪は、「何もない空間」には生まれない。空間が輪の生成する「場」に

なるのは、村人たちの身体がステップをとおして共鳴するからだが、しかしそ

のステップを踏むためのホロスの場は、踊り手たちがつねにすでに「共にある」

ことをその出現の前提とする。輪は、村人が日常においてすでに身を置く「共

にある」ということそのものなのであり、この「共にある」ことが「かたち」

として出現する出来事なのである。クラリネットの音に誘われて広場に集まっ

た人びとが、音楽にあわせて、個々のエネルギーの流れを、ステップによって

空間的に拡げ、また身体を静止させて時間的に束ねることによって、ひとつの

リズムに同調させる。この空間と時間にそれぞれ変化をもたらすエネルギーの

動と静のリズムが、輪を出来事として出現させるのだ。こうしてホロスの場で

村人たちはリズムのなかで「共にある」という出来事を身体化する。この出来

事を触発するオルガノの「ディモティキ」の音楽とステップのリズムは、先に

いったようにあくまで日常的なリズムであり、いわば身体に記憶されたリズム

である。おなじリズムを「潜在的に」共有する人たちと輪を作ることによって、

村人たちはリズムを育んできた民族集団の輪に自身のリズムを同調させ、その

過程で出現する自己をその輪のなかに帰属させるのだ66。リズムが、輪の「か

たち」となり、共同体の身体的場に境界を、繋ぎ目をつくる つまり、ステ

ツブで大地を踏みならすことによって、空間はリズムの「場」に変わり、その

場はさらに人びとの身体を迎え入れる世界になるだろう。

Ⅵ．リズムの記憶一閃かれる輪

このように、個々の身体に刻まれたリズムが同調するのは、多様なあらゆる

リズムを包みこむ共同体的身体のリズムがその場に流れているからだ。前にふ

れたように、ひとりひとりの「持続のリズム」は異なり、さらにひとりのなか

にも多様な持続のリズムが潜在しているが、このリズムが他者のそれと共鳴す

るのは、自他の持続のリズムが同じだからなのではなく、それぞれのリズムを

共鳴させる第三のリズムがあるからだ。それぞれのリズムは第三のリズムと共

振し、その共振をとおして自他のリズムが通じあうのである。第三のリズムは、

00JanetGoo血idge，107．エネルギーの使用法、すなわちいかにリズムが踊る身体に置かれるかと

いう問題を、文化的要因のみに帰するのではなく、精神性、歴史、環境、固有性といった要素、

いわば‖内ectionalquality‖を考慮する必要もあるという指摘もなされているJ．L．Hanna，
－－Towardsa Cross－CultumlConceptualization ofDance andSome

Co汀elate Considem亡ions，‖ed．J．

Blacking＆J．Kealiinohomoku，乃g乃ゆ乃乃f曙A始（TheHa即e：Mouton．1979）29－30．
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それぞれに固有のリズムを抱えるようにして、身体が置かれる世界、すなわち

輪に流れる「時とリズム」を構成する。その世界のリズムが個々の身体のなか

にも記憶として刻まれているからこそ、個々のリズムがそれと共振しあうこと

ができる。このリズムとしての記憶が世界と出会うのは、ステップによって空

間的なエネルギーが拡張され、かつその動きが一瞬不軌となって時間的なエ

ネルギーを内部に溜めるというリズムの反復においてであり、その反復のうち

に、輪が世界へと拡げられる。そのとき、共同体的な身体が、世界のリズムの

場として創出されるのだ。このすべてのリズムを抱きとめ、異質な時の様式に

充ちた根源的な輪のリズムを、言語以前の、音楽以前の「ノイズ」 音とし

て刻まれる以前の、身体に惨みだして潜在するノイズといってもいいかもしれ

ない。

リズムとして存在する身体の在り方を論じたジャン＝リュック・ナンシーは

「身体－のうちの一思考はリズム的であり、舞踏の時間を、世界の／て［ステッ

プ］（1e♪αJdumonde）を与える空間化、反復的打撃である」と記した67。身体の

言表は、対話でも独話でもなく、なにかを意味するのでもなく、口から出て意

味をなす言葉でもなく、身体内部で惨みでているノイズであり、拍子、リズム

であるという。

近代ヨーロッパ人の身体イメージが形成されるとき、このリズムあるいはノ

イズ、感覚は身体から排除され、ヨーロッパ人は、輪郭が明確で方向性をそな

えた「身体」をもった。前出のメアリ・ダグラスが論じた他者と境界を画すこ

とによって画定する社会的な身体空間にしても、「おぞましきもの」と接する

身体の境界は、危険を秘めた場であり、ゆるがしてはならないものだった。ま

た、ジュディス・バトラーのいう身体は、この傷つきやすい境界になんらかの

社会的・文化的意味を書き込むことによって創出される身体であり、その書き

込みも明確な境界を想定してはじめてできる作業である。このような「身体」

は、それが置かれる場とは切り離されて、精神が授ける「意味」を身にまとう、

あるいは文化や社会が書き込んだ「意味」を遂行する。そのためには、身体そ

のもののノイズ、リズムを、境界で遮断しなければならない。

だが、ナンシーにとって、身体はつねにどこでも均質な身体でもなく、ひと

つの輪郭をもつものでもない。「身体」はそもそも自己にとって異質なのであ

h7Jean－Luc幣粁y，α坤〟5（Pahs＝由itionsMebilie，1992，2000）100・邦訳ジャン＝リュック・ナ

ンシー『共同一体』大西雅一郎訳（京都：待栢社，1996）81－82（一部訳を変更）。
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り、その異質な「身体」が他者と境界をふれあい、そのとき相互の重みも量り

あうことによってはじめて具体的な感覚に満ち、重さをもつひとつの場を生起

する。このひとつの身体に固有な場は、他者と分有する共同の場、世界でもあ

る。この世界に身体が身を置き入れたとき、自己も他者もその境界の場に「出

来事」として到来するのである。

この出来事は、世界へと「舞踏の時間」と「パ」（ステップ）をもたらす。明

確な輪郭を欠いて方向性を失い、ただ「塊」となった身体は、他の身体と境界

をふれあい、重みを量りあうとき、縁の襲をさまざまに折り畳み、拡げ、填め

てリズムを刻み、ノイズを出す。この喰りが、個々のリズムを他の身体のリズ

ム、さらには共有する身体的場の、世界のリズムと震えあわせる。世界もまた、

身体のリズムと振動して「パ」、ステップを踏むのである。つまり、ステップ

を踏むという運動は、身体が重みをなす場として世界に出現する「出来事」、

世界に「重み」を携えた「歩み」をもたらす「出来事」そのものなのである。

こうして絶対的な重みの経験としての身体的場が到来した瞬間を刻印する世界

の「／て」は、場に「足音」を立て、場の「足跡」を残す。この「パ」とともに

世界は、リズムとしての身体の下で「リズム的な世界性（une mondialite

rhthmique）」を展開しはじめる00。身体と自己をステップとともに迎え入れる

この世界は、「舞踏の時間」をたえまなく刻んで、根源的なノイズの坤きであ

たりを充たすだろう。身体の境界における「異質の自他の過剰な接触」は、も

はや自他を境界づけるのではなく、むしろリズムの作用によって、境界の場を

共同体的な身体の場へ、さらにはダンスのリズムの場へと変成していく。

ギリシアのホロスでは、まさに人びとが手をつなぎあい身体の境界を分かち

あってステップを踏むことによって、共同体的な身体の場を「輪」として出現

させる。その場のなかにステップとともに身を置き入れた人びとは、個々のリ

ズムをその場のリズムと共振させつつ、手をつなぐ他者の身体のt」ズムとも共

振させている。前述したように、人が相互にリズムを共鳴しあうことができる

のは、おなじ世界のリズムを共有するからである。その世界のリズムは身体に

すでに記憶として潜在するものであり、それがホロスを踊ることによって輪と

して生起した共同体的な身体の場に「現れる」のである。この場に踏まれるス

テップの外的な空間的なエネルギーは、身体の境界を他の身体へと延長し、そ

の境界の場、世界に「重み」ないしは「歩み」をなす場としての身体を誕生さ

6リean－LucNancy，100．邦訳82．
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せる。その瞬間、身体は静止して、内部に矯められた時間のエネルギーのなか

に脈動するより微小なリズムの震え、ノイズのざわめきを聞いて、おなじノイ

ズを出す世界へと身を投げ入れ、世界を舞踏の時間へと変えるのだろう。そう

してリズムが詰まった輪踊りの場で、身体と世界は共に「パ」を踏み、ダンス

を踊るのだ。

＊ ＊ ＊

サラカッチャニは、「ギリシア」という国境が「バルカン半島のサラカッチ

ャニ」を分断してしまう以前のかれらの記憶を踊りで紡いでいる。チェペロボ

などのイピロス地方の輪踊りが、サラカッチャニの踊りとはとんど変わらない

のは、バルカン半島を商人あるいは牧民として自在に移動して歩いた「ロミ」

としての記憶があるからである。このおなじ「ロミ」の記憶を、アルバニアや

クロアチア、マケドニア、ブルガリアなどバルカンの他地域のダンスも、その

ステップとリズムに刻んでいるのだ。踊りさえすれば、集団やナショナリティ、

民族を越えて、人びとは通じあうことができるのである。カルパトス島の人び

とも、アメリカに移住してもなお身体に記憶されているステップを蹄る。その

アペリの踊りのステップが、イピロスやサラカッチャニのステップとほとんど

変わらないのは、かれらの身体が置かれてきた世界のリズムがおなじだからな

のだろう。

しかし、記憶は、村や民族集団によってその持続のリズムをわずかに違えて

おり、この差異が微妙なステップとリズムの休止の違いとして現れる。百種類

以上あるというステップは、それぞれがきわだって異なるわけではない。だが

それゆえに、そうした差異がたいせつになってくる。サラカッチャニのダンス

教室では、微妙な違いをはっきりだすように、ステップの練習にくりかえしチ

ェックが入る。わずかな差異を強調することによって、人びとは、共同体とし

ての記憶の強度をつよめ、手と手をつないで、空間的かつ時間的に閉じたリズ

ムの輪をつくるのである。それを知る者は、ホロスに時折挟まれる「ローカル」

な歌のときは、輪のなかに入らない。チェペロボに親戚があり、自身はヤニナ

に住むサラカッチャニの男性は、チェペロボ独特の歌が演奏されたときは、そ

の歌もステップも完壁に知っているにもかかわらず、輪にくわわろうとはしな

かった6ミ

…かつてサラカッチャニと村人は、特別な理由でもない限り、たがいの家を訪問しあうことはな
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けれども、前にふれたように、その輪は、チェペロボでも、サラカッチャニ

のイフトカンボでも、カルパトス島でも、完全には閉じてはいなかった。先頭

のブロト（ブロテイ）と最後尾の人の手はつながれることなく、つねに輪は一

部を開く可能性を残している。この輪は、ダグラスがいうような社会的身体な

いしはリズムの同調が創出する共同体的な身体的場を具現しながら、なおかつ

その輪の緑を、つねに他者にも曝すことによって、輪じたいをたえまなく世界

に出現させているのだ。そうすることによって、輪は、みずからが形成される

場、世界のリズムヘと開かれ、世界と共に「パ」を踏みつつ、輪をつくる人び

との身体をその世界へと置き入れることができる。だが、この輪に手をさしだ

すことができる他者は、共に踊ることができる者でなければならない。わたし

のような外部者にも輪は開かれ、村人たちも客として輪のなかに迎え入れてく

れる。しかしながら、輪がその「舞踏の時間」と「場」の一部をなす者とし

て待つのは、おなじ身体の記憶でつながれた者の到来である。だから、輪はい

っぼうで閉じながら、他方でナショナリティとか民族といった枠組みを越え、

ステップの運動と沈黙のダイナミズムのなかで記憶のリズムヘと開かれていく

のである。

前出のクロアチアの作家ドゥブラヴカ・ウグレシイチは、旧ユーゴスラヴィ

アから亡命した地で、ユーゴでも輪踊りの場が、リズムを共振しあえる者たち

の到来を迎え入れた場だったことに「ユーゴ・ノスタルジー」を感じている。

「抑圧的な」ユーゴのなかで、大いに助成されていたのは民謡とダンスだった。

「以前といまとの違いはといえば、以前には一緒になって跳んだり跳ねたりし

ていたのに、いまはそれぞれが独立してそうしているだけのことだ。新たに布

告された民主主義の体制が、＜国民的、領土的に境界づけられた音とリズムに

対する権利＞を戦いとったのに対して、『抑圧的な』連邦制のユーゴスラヴィ

ア体制の頃には、民衆の音階とリズムが諸民族に共通のものであると強調され

ていたのである。」この体制下で「くたびれはてるまで」踊っていた人びとが、

ユーゴ崩壊後のいま、もっとも好んで回想するのは、「歌詞やリズムや音のな

かった。村の祭では、祭という性格上、村人はサラカッチャニを大方歓迎したが、サラカッチ

ャニが輪踊りのブロトとなることには難色をしめした。サラカッチャニはこの態度を、公の場に
おける侮辱とうけとめることもあり、そのことがしばしば暴力沙汰の原因になることもあった

0．K．Campbell，216）。現在、サラカッチャニとそうでない人との結婚はふつうにおこなわれ
サラカッチャニにたいする村人の偏見は表面的にはみられないものの、村人のなかには定住して

いなかったかれらに対して否定的な形容を用いてわたしに話す人もいた。
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かに注ぎこまれた凡庸さの歴史」である。心が管轄するノスタルジーが覚えて

いるのは、国家の政治システムではなく「毎日の文化でしかない。」70

この毎日の文化の記憶、すなわち日常の記憶は、身体に刻まれたリズムの記

憶へと人びとを誘う。この記憶が、旧ユーゴスラヴィアのさまざまな地域から

ミュンへンに逃れてきた人びとの輪踊りの場に、ウグレシチイの目の前で、民

族や国境を越えたリズムによる共同的な身体の出現させたのだった。

わたしはこの笑っている顔、このだんだん速度を上げて跳びはねる脚、

揺れる顎、そして誰もこの幸福の輪から離れることができないように、

はとんどかすがいで固定されたように組み合わされた腕を見ていた。わ

たしの見たところではそれはセルビアのコロだったが、ルーマニアのも

のでも、ブルガリアのものでも、マケドニアのものであってもおかしく

なかった。民族メロディの分類（セルビア、スラヴォニア、スロヴェニ

ア、マケドニア）は、きっちりとしたものではなかったし、「ユーゴス

ラヴィア的原則」にもしたがっていなかった。ダルマチア、モンテネグ

ロ、ボスニア、コソヴォ、ザゴリェ、リカの歌が選ばれたが、それは（過

去の時代の音楽的フレーズのように）「民族的キーコード」にしたがっ

て選ばれているのではなく、もっぱらリズムの観点から選曲されていた。

ようするに、はかのリズムでは遅すぎるのだ。ただコロの早いリズムだ

けが、踊り手たちの眼差しに、あの身体的な満足感から引き出される不

透明なとばりを降ろすことができたのだった。

輪踊りは、「アドレナリン注射のような『コロ』であり、超民族的『コロ』

であり」、「強いリズムの連帯というシーン」だった。このシーンをみたウグレ

シチイは「わたしの同郷人たちはリズムであらゆる意味、あらゆる国境を、民

族的な境界も、そして（驚くべきことに）情緒的な境界も消し去りたかったの

だ」と記すのだ。「それは、リズムのあらゆる瞬間ごとに、音階をつぎからつ

ぎへとひっくり返すことができるような『コロ』であり、情感（恥、喜び、涙、

笑い、絶望、憎悪、愛）となり、行為（抱擁、刺傷、接吻、強姦）となること

ができる『コロ』だった。」71
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バルカンの人びとにとって輪踊りは民族、国境、宗教を超えた翻訳可能なも

のなのである。それがウグレシイチがみたシーンのように、身体が記憶するリ

ズムとステップだけを抽出することで、はかのあらゆる記憶をその瞬間消し去

ることを可能とする。そのためには、踊るためにだけ集まればいい。

亡命し、逃亡し、移住した人びとが、踊るためにだけ集まる機会をもつのも、

踊りによって記憶の接点を求め、それ以外のあらゆる意味を忘却したいがため

だろう。イピロスのチェペロボの村祭で踊っていたユダヤ人男性と話をすると、

かれは生まれ故郷のマルセイユでギリシア人コミュニティに住む人びとからギ

リシア人の輪踊りを教わり、エルサレムに移住後は、そこのギリシア人コミュ

ニティで輪踊りを教えている。その踊りは、イピロスの村祭で人びとが踊る輪

踊りとおなじだという。マルセイユのギt」シア人も、エルサレムのギリシア人

も輪踊りを踊ることによって、身体のなかに失われた故郷との時間的、空間的

な繋がりを保持しようとしている。輪踊りは遠く隔たった土地に生きる人びと

にとっても翻訳可能であり、そうしてかれらは「自己」をその土地に繋げてい

る。しかしその連続線を絶やさないために、人びとは、わずかに足を踏み出し

方を違える民族特有のステップを際立たせたり、民族につたわる歌をうたった

り、あるいは民族集団だけで踊る集まりを開いたりすることによって、すべて

翻訳してしまうことを拒む態度をみせる。そうして記憶のダンスにひとつの「か

たち」をあたえて踊るかれらにとって、祭以外の輪踊りもつねに一種の儀礼的

な性格をもつものとなる。その儀礼を反復することによって身体に現れるリズ

ムが、個々の身体を集団的かつ私的な「記憶の場」へと変えていく。

フランスの歴史家ピエール・ノラは、19世紀のフランスでは記憶は集団が

担っていたものから私的なものになり、記憶が集団的に反復される儀礼の場が

失われ、記憶するための「記憶の場」があらたに用意されるようになったと指

摘した72。だが、バルカンの皆で踊る輪踊りでは、すでに身体そのものが儀礼

の場になり、集団的な記憶をリズムとして表出している。サラカッチャニの「イ

フトカンボ」やディアスポラの踊りの場は、ある意味ではノラのいう「記憶の

場」なのかもしれない。だが、その場にいかなくてもかれらの身体から記憶が

失われることはない。ただかれらは、そうした場でステップを踏んで身体を記

72pie汀eNo柑，・・EntreMemoireetHistoire：bprobl卓matiquedeslie址Ⅹ，■■山5J才g〟ズdg桝‘加βi柁，Ⅰ・b

Republique（Pads：Gallima丸1984），ⅩⅤ－Ⅹ1ii．邦訳「記憶と歴史のはぎまに一記憶の場の研究に向

けて」長井伸仁訳『思想』911号（2000）：13－37．
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憶のリズムのなかに震わせることによって、皆と「共にある」ことが輪の「か

たち」となって、かれらの世界として現れる瞬間に立ち会うのである。かれら

の記憶は「共にある」ことを「出来事」として身体に出現させるリズムであり、

記憶するための「記憶の場」であらたに思い出されるものなのではないのであ

る。人びとが、ステップを踏み、手をつないで「世界の歩み」を空間に刻む舞

踏の時間、リズムは、ホモ・ドゥプレックスの裂け目を縫い、二重化した言語

を身体のリズムに回収して、かれらの身体を世界のリズム、ノイズのなかに誕

生させるのである。

Ⅶ．おわりに

ヨーロッパは多文化主義という原理を強調しながら、はかの場所でおこなわ

れる民族浄化をけしかけ、戦争犯罪人を裁き、人道的活動をおこなっていると

ウグレシイチが非難するように、多文化という言葉は、均質なユニットにわけ

た文化が複数共存するという意味あいを含むが、文化は本来流動的であり、た

がいに浸透しあい、ゆらぎを本質的に含んでいるものである。

すくなくともバルカンでは、文化がユニットとして複数存在する多文化の社

会なのではなく、文化が重なりあい、浸透しあいながら、大きなうねりをつく

っている。ギリシア語にはもともと文化という言葉はなく、現在ときどき耳に

する文化を意味する「クルトウーラ（KOU入TOOpα）」という言葉は西欧から入

ってきた言葉であり、ここ10年ぐらいのあいだに流行しだしたものであると
ギリシアの村人はいう。かれらはしばしば「ポリティズモス（花0入しTしぴ〟d；）」

という文明を意味する言葉で文化を説明する。つまりかれらは、文化という概

念でみずからのアイデンティティを語る必要はなく、文明のような大きくゆる

やかな枠組みのなかに身を置いていたといえる。それはナショナリティや宗教

の違いをも包み込む大きな「世界のリズム」のうねりであるといってもいいだ

ろう。

このように、バルカンの文化が民族相互にたがいに翻訳が可能であることを、

人びとが認識しているがゆえに、かえって小さな差異をきわだたせる結果をま

ねいてしまう。そうした差異を強調してできあがった国家（nation－State）と、

差兜をも呑み込んでいた文化のうねりは「脱臼し」、人びとに二重の生、ホモ

・ドゥプレックスの生を生きさせることになったのである。

ウグレシチイが「今ヨーロッパは、記憶の引出しをひっかきまわしている」
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というように7＝｝、ひとつの記憶がいまひとつの記憶を樹立するために押収され、

消去されてきた。バルカンの人びとは過去、現在、未来と折り合いをつけられ

ないまま円還のなかをグルグル旋回しつづけている 「バルカンでは、ヨー

ロッパのように歴史が年を追って前に進んでいくとは考えられていない。歴史

は円を描くように、グルグル回るものなのである。そして歴史がそのように受

け取られるところでは、神話ですら歴史上の事実となる」のである74。この旋

回のなかで、輪踊りは個々人の身体の記憶のリズムを同調させて、私的記憶と

集合的記憶を重ねる場になっている。翻訳が不可能になり、分断させられた記

憶のなかに生きる人びとにとって、輪踊りにみたような忘却されることも断片

化することもない本源的な身体の記憶には、記憶の接点を模索しうる可能性が、

いいかえれば翻訳の可能性が最後まで開かれているようにおもわれる。

こうしたダンスのリズムは、忘れられることも、思い出されることもない記

憶なのだ。この記憶が身体と世界にステップを踏ませて、輪を世界へと開き、

世男をリズムの箱に変える。

これまでみてきた輪踊りに象徴される、他者に閉じながらも開かれた共同体

的身体の場、それゆえ境界がひとつではなく、多様な場としてある共同体的な

身体のありかたは、身体としての存在をかんがえるときのひとつの出発点にな

ると同時に、「ギリシア」という身体、「ヨ一口ッ／て」という身体を検証するう

えでも重要な手がかりになるのではないかとおもう。バルカンでは国境がくり

かえし引き直され、そのたびに多量の難民が生まれ、その難民がヨーロッパに

流れ者いている。さらに「ヨーロッパ」というスペースも再編成されようとし

ている。このようなとき、「ギリシア」あるいは「ヨ一口ッ／て」はみずからの

境界を他者に開くことができるのか。また、その「ギリシア」、そしてまさに

いまバルカンを迎え入れようとする「ヨ一口ツ／て」は、個人においては「豊か

な創造の場」75ともなりえる境界の場を、国として、共同体としても「創造の

場」にできるのか、この間いを今後の課題としたい。

付記 本稿は、文部省科学研究費国際学術研究「身体的コミュニケーションの比較民族学的研

7■－ドゥブラヴカ・ウグレシイチ，191．

7イロバート・D・カプラン，98－99．

75トリン・T・ミンハ『月が赤く満ちる時一ジェンダー・表象・文化の政治学』小林富久子訳

（みすず書房，1996）155．
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ると同時に、「ギリシア」という身体、「ヨ一口ッ／て」という身体を検証するう

えでも重要な手がかりになるのではないかとおもう。バルカンでは国境がくり

かえし引き直され、そのたびに多量の難民が生まれ、その難民がヨーロッパに

流れ者いている。さらに「ヨーロッパ」というスペースも再編成されようとし

ている。このようなとき、「ギリシア」あるいは「ヨ一口ッ／て」はみずからの

境界を他者に開くことができるのか。また、その「ギリシア」、そしてまさに

いまバルカンを迎え入れようとする「ヨ一口ツ／て」は、個人においては「豊か

な創造の場」75ともなりえる境界の場を、国として、共同体としても「創造の

場」にできるのか、この間いを今後の課題としたい。

付記 本稿は、文部省科学研究費国際学術研究「身体的コミュニケーションの比較民族学的研

7：－ドゥブラヴカ・ウグレシイチ，191．

7イロバート・D・カプラン，98－99．

75トリン・T・ミンハ『月が赤く満ちる時一ジェンダー・表象・文化の政治学』小林富久子訳

（みすず書房，1996）155．
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