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「生」を満たす活動としての狩猟
―ボルネオ内陸部における現在の「森の民」に関する一考察―
Fill the Life with Hunting:
Today’s ‘Forest People’ in the Interior Borneo
佐久間
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要旨
生業は，生活を営む地域の地理的，生態環境条件によってのみ決定されるわけではないが，この条件に支えられたり制約された
りする部分がその選択において決定的に重要であることは間違いない。本稿では，マレーシア・サラワク州北部に位置するグヌン・
ムル国立公園に隣接するブラワン人を中心とする集落における生業の変化を，特に狩猟活動から分析する。ここで見られるのは，
国立公園の設置による生業利用の制限と観光産業による現金経済の浸透にともない衰退に向かう「伝統的」生業活動の中で，狩猟
だけがすたれるどころか盛んにおこなわれるようになっている逆説的状況である。このような状況が生じた要因として，本稿では
狩猟という自然との付き合い方が含み持つ「楽しみ」に注目する。観光産業を主な収入源とする市場経済化した集落の社会経済的
状況において，身体の躍動と不確実性，そして狩猟獣の解体の社会的役割は，他のどの活動よりも「森の民」の生を満たすものと
して改めて関心が高まっているのである。そしてそれは，国立公園の隣という立地を最大限に生かした方法でもある。
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Ｉ．はじめに
熱帯地域における人びとの生業活動は，焼畑などの
農耕や栽培活動など自ら自然に働きかけて食料を獲得
する活動を基幹的生業とする人びとと，生活を全面的
に生態環境の移ろいに合わせて野生動植物を狩猟・採
集することで食糧を確保する人びとに大別して研究さ
れてきた。その一方で，これまで狩猟採集民の括りの
中にあった人びとが自ら農作物を栽培するようになっ
たり（Brosius, 1991; Kaskija, 2007）
，農耕民といえど
も，その実，狩猟や採集にも積極的に従事するジェネ
ラリストであることはもはや半ばあたり前のことであ
り（寺嶋 , 1997; Sercombe and Sellato, 2007）
，その複
合性自体が問われることはこれまでほとんどなかった
といってよい。
生業は，生活を営む地域の地理的，生態環境条件に
よってのみ決定されるわけではないが，この条件に支
えられたり制約されたりする部分がその選択において
決定的に重要であることは間違いない。本稿では，マ
レーシア・サラワク州北部に位置するグヌン・ムル国
立公園（Gunung Mulu National Park）に寄り添うよ
うに立地するブラワン人（Berawan）の集落における
1

生業の変化を，特に狩猟活動から分析する。ブラワン
人を主たる構成員とするロングハウスは，サラワク州
内に 5 つ現存し，いずれもバラム川流域に立地してい
1)
る 。
本稿でいうブラワン人とは，現在の地に定住する以
前，約 200 年前に東カリマンタン（インドネシア領）
の ア ポ・ カ ヤ ン 地 域（Apo Kayan） か ら マ レ ー シ
ア・サラワク領のウスン・アパウ高地（Usun Apau
Plateau）を経由して，バラム川流域にロングハウス
を構えるようになったという移動史を共有する人びと
の中で，ブラワン語系の言語を母語とする人びとの総
称である２）。
ここで見られるのは，国立公園による生業利用の制
限と観光産業による現金経済の浸透にともない衰退に
向かう「伝統的」生業活動の中で，狩猟だけがすたれ
るどころか盛んにおこなわれるようになっている逆説
的状況である。
本稿で使用するデータは，2009 年 7 月から 2010 年
3 月の間に行った現地調査に基づいている。調査方法
は，集落内の悉皆調査にともなう聞き取りと生業活動
の参与観察である。
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Ⅱ．調査地概要
に熱中している。彼らにとって狩猟とは，自然の中に
調査地は，グヌン・ムル国立公園南西部の境界線メ
身を置き，真剣に自然と対峙するその瞬間瞬間に情熱
リナウ川（Melinau River）に沿って広がる集落である。 をほとばしらせると同時に，ギャンブル性の高い「遊
この集落は，河川距離にして約 30 km 下流にあるロ
び」要素も兼ね備えたスリリングな行為だと言えるだ
ング・テラワン村の人びとが 1980 年代中頃に徐々に
ろう。そして，都市に移住せずにムル集落や故地で生
移住して造りだした新しい集落である。本稿ではこの
きる男たちは狩猟を続けるために森のそばにいる，あ
集落のことを「ムル集落」
（Mulu community）と呼
るいは，すべての活動は狩猟の合間におこなっている
び（図 1）
，ここの住人がそれ以前に生活していたロ
と言っても過言ではないかもしれない。
ング・テラワン村は，彼らにとっての故地と位置づけ
ムル集落の住民たちは，どのような生業にどれだけ
る。この集落に住む人びとのほとんどが，隣接するグ
の労働量を費やしているのだろうか。表１は，日常生
ヌン・ムル国立公園（世界自然遺産）における観光産
活での活動内容をサブシステンス（非貨幣経済）部門
業に直接，間接的に従事する傍らで，焼畑農耕や狩猟
と貨幣経済部門に大別し，さらにそれに投下する労働
採集などの「伝統的」生業活動を組み合わせて生活を
量を男女別に示したものである。調査方法は以下の
成り立たたせている。
とおりである。データの採集方法は，農耕活動と賃
このようなサラワクの他の焼畑農耕民や狩猟採集民
金労働の繁忙期が重なる 33 日間（2010 年 8 月 29 日
の村落とはことなる社会経済的状況により，この集落
〜 9 月 30 日）に行われる時期に，ムル集落に居住し
は自然経済に深く依存した社会というよりは，市場経
ていた 18 歳以上の男性 12 人，女性 9 人計 21 人を対
済へ積極的に参入しているようにみえる社会である。 象にその日におこなった活動を聞き取りによって収集
村人の多くはこの世界自然遺産に登録された国立公園
した。この中には，現在のブラワン社会において不可
での公園管理業や観光産業に従事して安定した現金収
欠な労働力であるインドネシア人労働者も含まれて
入を得ており，そこには，ボルネオ内陸部の熱帯雨林
いる。また，「ボートで狩へ向かう途中に（投網）漁
3)
という「自然」の中にありながらあたかも都市のよう （ngaramat）を行う」「陸稲の畑（
） に行ったつい
でに野菜畑（atal）に立ち寄る」といったように，活
に週休 2 日制で働く大人がいて，子供たちは朝から制
動はかならずしも一つだけおこなわれるとは限らない
服を着て学校に向かい，日曜日には正装して家族で教
のだが，ここでは主要な目的となった活動だけを対象
会へ赴く，一見すると都市部とさして変わらぬ人びと
にしており，訪問活動の中でも農作業を手伝うことが
の日常生活がくりひろげられている。
目的である場合には農耕に分類している。ただし，朝
この集落における生業活動について，以下に詳述す
の早いうちに畑へ収穫しに行き，その後，ツーリス
る。
ト・ガイドの仕事に行くといったように，あきらかに
別の目的で時間を改めて行う活動は別々の項目に分類
Ⅲ．生業全体における狩猟の位置付け
した。活動の内容により労働時間にはかなり差がある
―労働時間の分析から
狩猟活動を書かずにムル集落の暮らしは描けない， ため，ここでは労働時間を (1) 伐開・播種作業や国立
公園での常勤勤務ように朝から日が傾くまで従事する
と筆者に強く思わせるほどにムル集落の男たちは狩猟
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表1

農繁期における男女別労働量

28.50 (18.6%)
4.50

0.50

5.00

I

24.00

9.00

33.00

42.25 (27.6%)

0.00 (0.0%)

42.25 (16.8%)

II

41.00

0.00

41.00

III

1.25

0.00

1.25

2.25 (1.5%)

6.25 (6.4%)

8.50 (3.4%)

III

0.5

2.75

3.25

III

0.5

3.50

4.00

I

1.0

0.00

1.00

III

0.25

0.00

0.25

2.25 (1.5%)

0.00 (0.0%)

2.25 (0.9%)

III

1.75

0.00

1.75

III

0.5

0.00

0.50

2.00

14.00

III

0.25

0.00

0.25

I

13.0

4.00

17.00

I

3.0

5.00

8.00

9

30

1.25 (1.3%)

16.50 (6.6%)

II

4.50

0.00

4.50

II

2.50

0.00

2.50

III

8.25

1.25

9.50

118.75 (77.5%)

28.00 (28.7%)

146.75 (58.5%)

34.50 (22.5%)

69.50 (71.3%)

104.00 (41.5%)

I

18.00

20.00

38.00

I

6.00

0.00

6.00

I

0.00

41.00

41.00

II

0.00

8.50

8.50

II

10.5

0.00

10.50

n=21
II=0.5

39.25 (15.7%)

12.00

153.25 (100%)
8 29

11.00 (11.3%)

I

15.25 (10.0%)

I=1

38.00 (15.2%)

II

28.25 (18.4%)

2010

9.50 (9.7%)

33

III=0.25
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97.50 (100%)

250.75 (100%)

労働については 1，(2) 狩猟やボートの修理など半日
程度費やす労働は 0.5，(3) 果実や山菜の採集など短時
間で終わるものについては 0.25 の 3 段階に分類して
計算した。
表１で特徴的なのは，調査期間が農繁期と観光業の
繁忙期が重複する時期であるにもかかわらず，非貨幣
経済部門の中で最も労働投下が大きいのは狩猟活動だ
ということと，労働内容の偏重に性差が明確に表れて
いることである。例えば男性の活動をみると，狩猟の
労働量は全体の 28% を占めており，どの活動よりも
狩猟を優先していることがわかる。他方，女性の賃金
労働への際立った参加も目を引く。全体としてこの時
期は農耕よりも賃金労働を優先しているが，男女別に
みると，男性労働量の 77.5% が非貨幣経済部門の活動
に充てられているのとは対照的に，女性はその 71.3％
を賃金労働に充てている。
表１が示すように，焼畑の火入れと播種作業を行う
農繁期であると同時に観光業の書き入れ時が重なるこ
の時期，男たちは農作業と賃金労働の間や夕食後など
少しの時間をみつけては昼夜問わず猟銃を携え，犬を
連れ，吸い込まれるように森に分け入っていく。表
１の「狩猟（bakarang）
」の項目に「銃猟」に加えて，
それとは別に「銃猟（短時間）
」を設けたのは，半日
ほど費やす狩猟とは別に，こうした時間の「すき間」
を利用した狩猟が頻繁に行われていたためである。別
の見方をするならば，彼らは狩猟のために遠出して
キャンプを設営するということはせず，私の調査期間
中では，すべての狩猟活動が集落から故地までの森林
で行われていた。さらに，先の食事調査の結果を鑑み
れば，一日の内のほんの数時間の狩猟活動で自ら消費
する獣肉のほとんどすべてを賄うことができていると
いうことが指摘できる。
このようなことを可能にするのは，言うまでもなく
国立公園という保護された森林の存在に拠るところが
大きい。ヒゲイノシシをはじめ，森に生息するあらゆ
る生物にとって人為的にひかれた国立公園の境界線は
まったく意味を持たず，動物たちは自由にそれを超え
て移動する。
Ⅳ．格付けされる狩猟獣
さて，それでは彼らは，どのような獲物を狙い，そ
れらとどのような付き合い方をしているのだろうか。
狩猟活動の詳細および獣肉の分配については別稿に譲
り，ここではその食べ方，つまりどの部位をどのよう
に調理し，誰といつ食べるのかということに焦点を当
てて説明したい。
１．ヒゲイノシシ (biwwé tana )
獣肉の中でも，最も好まれる狩猟獣はなんと言って
もヒゲイノシシ（biwwé tana）である。内臓をきれい
4）

に取り出した後の足や胴体部分の肉は，狩猟メンバー
の間で均等に分配されたのちに，家の女たちによって
料理される。これらの肉の食べ方は，ヒゲイノシシの

個体差や肉質によって違ってくる。
適度に筋肉がついて弾力がある肉は，自家栽培の
ショウガ（lejja’）やレモングラス（segeraai）
，採集
してきたゼンマイ（pakkoo）などと一緒に炒めること
が多いが，前足部分は後ろ足や臀部に比べて「肉が小
さい（dik）
」ためスープにして食べるのが一般的な調
理方法である。これらは連日，昼食や夕食を問わず，
あるいは農作業などで遠出するときにも家屋の中での
食事でも，肉がある限り，あるいは腐ってしまわない
限り，毎回食事に登場し食べ続けることになる。
腹部や背中などの部位の場合，筋肉の部分を省いて
脂肪の部分だけを利用する料理方法がある。それは，
果実が結実する雨季あるいは，数年に一度エンカバン
が結実する年には，非常に大きく丸々と太ったヒゲイ
ノシシが多く獲れることがあり，こうしたたくさん脂
肪（lemmak）を蓄えた獲物に対しては，通常の調理
方法に加えてグルマン（germang）と呼ばれ，解体作
業中にその場にいる全ての人に分け隔てなくふるまわ
れるその場限りの脂肪肉料理である。
グルマンの調理方法はいたってシンプルである。調
理を担当するのは狩猟に同行したメンバーのうちの一
人で，それは大抵，ボートや犬を提供していないメン
バーで，なおかつ狩猟が下手な人である。彼は，他の
メンバーがヒゲイノシシの皮を剥ぎ，腹部を切り開い
ている傍らで，黙々と竹を 50 cm ほどの長さに切り
5)
わけて筒をいくつも作り ，それらを弱火にくべて温
める作業を，誰に指示されるでもなく開始する。竹筒
が十分に温まると，解体作業で選り分けられた脂肪に
塩をまぶして十分に捏ね，それを筒の 8 割程度まで詰
めて，レモングラスでしっかり蓋をして弱火でゆっく
り蒸していく。ここまで済むとあとは，時折，万遍な
く火にあてるために竹筒を回転させるくらいで，それ
以外は放っておかれる。
40 分くらい経っただろうか，レモングラスの蓋か
ら水分が吹き零れだし，竹筒の中には縦に亀裂があら
われるものが出てくる。そうなると出来上がりのサイ
ンである。熱い竹筒を，男は素手で火から離してレモ
ングラスの蓋を取り除き，中身をたらいの中に流し出
す。すると見計らったかのように，子供たちが家の中
から皿やスプーンを解体場まで小走りで運んできて，
てきぱきと給仕を始める。もちろん，彼らは自分たち
が食べる分はしっかり確保する。彼らの目を見張る
ような行動の素早さには驚かされるが，何のことはな
い。子供たちは遊びに夢中のようでいて，捕獲された
ヒゲイノシシの体格を見たときからグルマンがふるま
われることを直ちに理解し，常に視界の端でグルマン
が出来上がるのをいまかいまかと監視していたのであ
る。それは，大人の手伝いをするのが集落の子供のもっ
とも重要な仕事であるというだけではない。子供も大
人も夢中になるグルマンは，狩猟が成功すれば食べら
れるわけではなく，太ったヒゲイノシシが獲れた時だ
けに限られた稀有なヒゲイノシシの食べ方だからであ
る。
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捕獲数がもっとも多いヒゲイノシシでは度々観察さ
れるこのような生態環境的・社会文化的条件に起因す
る限定的な獣肉料理の存在は，食という最も基本的な
生命維持活動をとおして，森が人間に提供するものが
気候や場所によって異なること，その差異に対する人
間の適切な振る舞いを，知識というより感覚として身
体に染み込ませる。
それでは，ヒゲイノシシ以外の獣肉に対してはどの
ような評価と態度が示されるのだろうか。

度差が明らかであろう。ヒゲイノシシが獲れたときは，
まさに一家総出でハンターと近所や通りすがりの人び
とと肉を分配し，酒を飲み交わし，誰が仕留めただと
か狩猟のエピソードを誰ともなく語りだす。この宴会
は時として，数時間にも及ぶことがある。このはっき
りとした獲物への態度の違いは，大型獣の狩りと同様
に捕まえる楽しさはあれども，他方でジャコウネコの
ような小型獣では肉の分配ができない獲物の価値は，
必然的に低くなることを如実に示していると言えるだ
ろう。
ブラワン人にとって価値の低い狩猟獣であるジャコ
ウネコはしかし，かなりの個体数が狩猟によって捕獲
されている。このような小型獣の多頭確保は，ブラワ
ン人の狩猟ではあまり見られないが，他の狩猟獣に対
して比較的仕留めやすいジャコウネコは，狩猟という
ゲームの格好の対象となっていると考えられる。つま
り，捕獲頭数は，狩猟がただ胃を満たすためだけの営
為ではなく，そこには無視できないほど大きい「遊び」
の要素もあるのである。

２．ジャコウネコ (bisan)
味の評価はさして高くはないが，比較的しとめやす
いために食卓にあがる頻度が高いものにジャコウネ
コ (bisan6)) がある。ジャコウネコの肉は筋肉質で固く
非常に臭い。飼育され切り身になった肉を食べなれて
いる筆者にとって，この肉を連日食べることは苦行で
しかなかった。何しろ肉が固く，肉を噛めば噛むほど
顎に負担がかかり，さらには腱などが歯茎と歯にはさ
まり出血する羽目にもなった。このような事情で，筆
者にとっては見たくもない獣も，ブラワン人にとっ
て，いや，
「森の民」にとってはやはりご馳走であり， ３．スイロク（シカ）(payau)
これと大量のレモングラスと一緒に炒めて (mooleng)，
彼らにとって価値の高い至高の獲物とはいったい何
そして街で買ってきた味の素と醤油（魚醤）で味を調
だろう。それはヒゲイノシシではなく，味は格別だが
えたジャコウネコの炒め物は，ヒゲイノシシほどの評
なかなか捕獲できないスイロク（シカ）である。スイ
価は得られないものの彼らの胃と心をそれなりに満た
ロクは，ブラワン人たちがムル集落を形成する以前の，
している。
「それなりに」と書いたのは，ジャコウネ
ロングハウスからムルに狩猟に来ていた時代（1980
コを目当てに狩猟に出かけるということはなく，ジャ
年代以前）までは，ブラワン人たちにとっては馴染の
コウネコはヒゲイノシシやスイロクなど目当ての獲物
ある獲物であった。現在では，ムル集落の横を流れる
が獲れなかった時の代替物として可食・有用植物と一
メリナウ川の向こう側に広がる森は，年間 2 万人以上
緒に持ち帰られるのが通例であることと，調理段階で
もの国内外からのツーリストが訪れるドル箱の国立公
必ずレモングラスやショウガなど大量のハーブを使用
園であり，その内部にはおそらくボルネオでもっとも
することからもわかるように，その強い臭いは特別に
有名な洞窟であろう「シカの洞窟」
（Gua Rusa）がある。
好まれているわけではないためである。
その名の由来は，スイロクを狩るのに最適な場所だと
ここで注意を要するのは，狩猟獣の評価は味だけで
ブラワン人のハンターに認識されていたことに起因す
決まるわけではないとういことである。ジャコウネコ
る。
が狩猟獣として高く評価されていないことの第一の理
スイロクがここに来るのは前述のとおり，ここがミ
由は味ではなく，その小さな個体サイズゆえに獣肉の
ネラルを補給するのに必要な塩分が豊富にあるからで
分配ができないことにある。狩猟は，その計画段階 7)
ある。この場合のミネラル源は，この洞窟入口から数
から獲物を仕留めるまではもちろん，獲物を解体し均
100 m 奥まで小高い丘のように積もっているグアノ
等に分配し 8)，それを食べるまでの全ての工程におい （コウモリの糞）である。
て「楽しみ」の要素がある。大型獣が仕留められた時
シカの洞窟でスイロク狩りに興じたブラワン人ハン
は決まって解体作業場は宴会会場となり，狩猟メン
ターの「経験」は，記憶の彼方へ遠ざかってしまうほ
バーだけではなく，その家族や近所の人たちとも「楽
ど古い話ではなく，そこで狩りをしたことのある者が
しみ」を共有する場となる。しかし，ジャコウネコの
昨日のことのように語る生身の体験である。それゆえ，
ような小型獣の場合，たとえ 3 匹を一度の狩猟で仕留
その場所が国立公園に指定され，狩猟が行われなくな
めても宴会が開かれることはない 9)。メンバーたちは
り，スイロク自体も押し寄せるツーリストを警戒して
獲物をボートの持ち主の家のボート乗り場に下ろし， 洞窟に近づかなくなって久しい今日でも，スイロクの
その場でヒゲイノシシと同様にジャコウネコの身体を
活動時間は日中以外の時間であること，また森の中の
川に浸けて濡らしてから火で炙って体毛をそぎ落とす
塩場などミネラル資源が得られる場所に姿を現すこと
作業を始めるのだが，それが完了すると獲物はその家
は，ここに住むブラワン人であれば，ほぼ全員が共有
に置いたまま，ライフルをかついで各々ボートやバイ
している知識である。しかし，捕獲数と知識はかなら
ク，あるいは徒歩で早々に帰路に着いてしまう 10)。
ずしも比例するわけではない。現在の主要な狩場であ
この態度は，前述のヒゲイノシシと比べた時その温
るメリナウ川沿いの二次林では，塩場が少ないためか
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スイロクの捕獲数は非常に少なく 11)，筆者の滞在時に
スイロクが捕獲されたのは一度しかなかった。
この希少な森の恵みであるスイロク，そしてそれよ
り個体サイズが小さなホエジカ（tellaoo）とマメジカ
（
）の 2 種だけは，他の狩猟獣とは異なる部位
の特筆すべき食べ方がある。
通常，ヒゲイノシシなどの哺乳類が獲れた時，消化
器官系にびっしり詰まっている食べ物カスなどの内容
物は臓器を裂いて川に捨てられ，空になった腸や胃な
どはきれいに洗ってから調理される。ここで川に流さ
れた内容物はそのまま魚の餌となり，瞬く間に水面下
にさまざまな魚がよってくるため，狩猟メンバーある
いは解体する家の住人が，解体作業が行われるすぐ横
で投網漁を始めるのがいつもの光景である。しかし，
スイロクとホエジカだけは内容物が詰まったままの小
腸をスープにして，狩猟メンバーや家の者，噂を聞き
つけてやって来た村人たちにふるまわれるのである。
消化器官の内容物の調理を担当するのは，全行程に
おいて家の男である。次節で詳しく述べるように，獣
肉は狩猟活動に犬やボートを提供したハンターの家に
持ち帰ることになっている。獣肉を分配する相手や量
に関してこの人物の意向が絶対的というわけではない
が，解体作業の中心的存在を担っている。しかし，ス
イロクとホエジカが獲れた時に限っては，消化器官系
の内臓を体内からすべて取り出してプラスティックの
たらいに入れ，男はひとり，それを持ってそそくさと
家の中に消えていく。
調理の手順は次のとおりである。まず，鍋に油を注
ぎ火にかける。その間に，家の周りに植えたレモング
ラスと買い置きのニンニクを潰して鍋に放り込む。さ
らに，水とたらいの中にある内容物が詰まったままの
小腸（burii）を放り込む。小腸はこの段階で包丁など
で割いて内容物を掻き出し，それが鍋全体になじむよ
うかき混ぜる。内容物がとろけて全体が均等になった
段階で塩，ショウガ，そして味の素で味を調え，加減
を見てお湯を足す。あとは弱火でコトコトと煮込む。
その間にスイロク肉の下ごしらえをする（図 2）。
ちょうどこの頃，川べりの解体場ではスイロク肉が

図2

部位ごとに切り分けられていた。大きな中華鍋に油を
入れて熱し，さらにニンニクとショウガを入れて炒め
る。そこに先ほど作ったスープをお玉ですくって中華
鍋の 3 分の 2 くらいまで注ぎ入れ，そこに解体された
スイロク肉の一部（この場合，部位は問わない）を混
ぜて中火にかけながらしっかりとかき混ぜる。全体に
火が通ったら中華鍋の中身を全て，先ほどのスープ鍋
に移し，肉が全部つかるまでお湯を注ぎ入れて一気に
強火にする。グツグツ沸いたところで火を弱め，再度，
塩と味の素で全体の味を調え，蓋をしてさらに 10 分
ほどコトコト煮込んで，ようやく完成である。この間，
家屋の中でも最も開放的な造りになっている台所から
居室内へと，内容物の臭いが立ち込めるのだが，それ
に対して苦言を呈す者は誰一人としていない。それど
ころか，男が料理をする間，普段なら台所で獣肉を料
理して解体中の男たちや集まってきた近所の人たちに
新鮮な肝臓を提供する役回りの女性（妻）たちは，こ
の時ばかりは逃げるように家屋の外へ立ち去り，妻だ
けが家の隅で何をするでもなく台所を見つめている。
それはまるで，邪術を避けるか，あるいは台所に見え
ない結界がはられているかのようである。
スイロクの内容物スープ（sup burii payau）（図 3）
に使用するハーブ類や調味料は，他の獣肉料理に使用
されるものと同様だが，調理の対象が大きく異なって
いるため，出来上がった料理の味もまた想像を絶する
味と臭いである。熱さと衝撃で実際にはほとんど味を
覚えていないためにリアリティのある味の記述はでき
ないが，「もう二度と食べたくない，スイロクよ，狩
られず逃げろ」と心の中で念仏のように繰り返してい
たことだけは，昨日のことのように鮮明に思い出せる。
だが，家の人やハンターたちはこのスープをたいそう
おいしそうに，朗らかな顔で食べるのである。このスー
プは彼らにとっておいしいだけではない。女性の出産
能力を高める効果があると信じられており，子供を待
ち望む夫婦の場合，妻だけではなく夫もこのスープを
食べることで，より子供を授かりやすくなるのだと言
う。
このスープは狩猟が成功した時に共食というかたち

トゥトー川沿いの森で捕獲されたスイロク（2011 年 2 月 5 日筆者撮影）
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図3

図4

スイロクの内容物スープ（2011 年 2 月 5 日筆者撮影）

ヤマアラシの剥き身（2011 年 2 月 3 日筆者撮影）

で，狩猟メンバーや家の者，そしてたまたまその場に
居合わせた（ようにみえる）人など，不特定多数の人
びとに分配されるがそれだけではない。スイロクが獲
れると必ずこのスープもコンテナに詰めて，都市部に
住むキョウダイなどの近い親戚に届けるように手配す
る 12)。共食時の分配相手が不特定多数であるのに対し
て，
その届け先は限定的かつ固定的であるという点で，
ここには鮮明なコントラストが確認できる。

の最上流域のプナン人たちはヤマアラシを食べること
自体を敬遠する。イバンの場合は，肉ではなくその棘
を邪物としてみなすという（Sather, 1977）。このよう
に，ヤマアラシは扱いをめぐる禁忌が地域によって違
いをみせている点で興味深い動物である。こうした同
じ動物をめぐる禁忌の地域差は，為政者が冠した形骸
化した民族ラベルよりも，生活世界から他者との境界
と接合の指標となっている可能性を示唆している。

４．ヤマアラシ (katon)
ヤマアラシ (katon) は個体サイズの小ささを裏切る
肉質の良さが特徴である（図 4）
。捕獲もスイロクほ
どは難しくないが 肉には毒があると言われており，
妊婦の場合，女の子を宿している場合には激しく嘔吐
するが，男の子だとこの肉が格別美味しく感じられる
のだという。
妊娠初期から中期にかけて，まだ町医者がおこなう
ような近代医学的な診察でも，お腹の子の性別を特定
するのが難しい段階であっても，村人はその性別を非
常に気にする。
しかしながら，ヤマアラシの毒については，バラム
川流域で異なる解釈が散見されており，バラム川本流

Ⅴ．解体工程の比較―ヒゲイノシシとスイロク
本章では，ヒゲイノシシとスイロクという大型獣の
解体工程を見ると同時に，彼らがいかなる意図をもっ
て敷地内の場所を使い分けているかを明らかにした
い。
１．ヒゲイノシシの解体
ヒゲイノシシをはじめ，獲物は森で解体されずに
ボートに運び入れ，それを草がついたままの枝木など
で覆った状態でボートと猟犬の持ち主の家に持ち帰ら
れる。持ち帰られるのは，狩猟の際に使用するボート
や猟犬を提供した家なのだが，獲物を下す場所は，厳
密にいうと建物としての家（lamin）ではなく，各家
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図5

船着き場に引き上がれるヒゲイノシシ（2010 年 11 月 6 日筆者撮影）

の前に造られたボート停泊所（lating）であり，解体
作業はこのボート停泊所，あるいはそこと家の玄関
（patau）の間の letan と呼ばれるスペースでおこなわ
れる（図 5）
。
これらの場所ごとの作業内容を大別すると，ボート
停泊所（lating）では，獣毛を剥ぐために狩猟獣の身
体全体を濡らしたり，内臓の処理をしたり 13)，解体の
前段階ともいえる作業が主に行われる。また，解体途
中で，消化器系の内臓の内容物を川に流す時に投網漁
（ngaramat）がおこなわれるのもこの場所である。そ
して，狩猟獣の部位をそれぞれ切り分ける作業から分
配，時に長々と宴が繰り広げられるのが，letan である。
この場所は解体作業に特化したスペースではない。狩
猟や仕事仲間との集合や，親しい訪問客や家族とくつ
ろぐのにもよく利用されており，ヒゲイノシシの脳み
そ（
）もここで川を眺め，村人たちの色々
な噂話や政治の話などをしながら食べるのである。
さて，それでは不運にもハンターに仕留められた大
型獣は，人間の手によってどのように切り分けられる
のだろうか。ここではヒゲイノシシとスイロクについ
てそれぞれ，その工程を詳しく見ていきたい。
ヒゲイノシシは狩猟後に解体されると同時に肉の分
配が始まる。分配の対象は，頭部および内臓の一部を
除いた足や胴体などの大きな部位である。内臓は，胃
や腸などに残る未消化物をきれいに取り除いて川に捨
ててからぶつ切りにされ，
そのまま家の中に運ばれる。
川に流された内容物はそのまま魚の餌となるため，一
部の狩猟メンバーは解体作業を中断して投網漁を始め
ることも多い。他方，肝臓 (atai) は，ヒゲイノシシの
部位の中では真っ先に取り出され，一度も家の中に運
ばれることも調理されることもなく，その場で消費さ
れる臓器である。
生の肝臓を食べることができるのは，
その時そこにいるすべての人間であり，そこには狩猟
メンバーとの間に親族の紐帯あるかどうかが問われる
ことはないが，肝臓を分配するために誰かが呼び寄せ
られることもない，その場限りの瞬間の分配である。
家に着くとすぐさま，二人がかりでヒゲイノシシの
体をもちあげ，体全体がしっかり濡れるように川の水

に数秒間ひたしてから，粗っぽく解体場である船着き
場におろされる。他の狩猟メンバーはその間に，岸で
火をおこしてヒゲイノシシが運ばれてくるのを待つ。
びしょ濡れになったヒゲイノシシはここで直火に炙ら
れ，その固い毛を頭から足の先まできれいに削おとさ
れる。完全に毛のない状態になるまで，男たちはヒゲ
イノシシの重さをものともせずに何度もそれを火中と
14)
水の中と交互に移しかえる作業を続ける 。
丸裸になったヒゲイノシシの身体の中で真っ先に切
り離される部位は頭部である。山刀 (pukoo) を首に叩
きつけるようにくいこませて厚い皮膚から切り裂くま
では難なくことが進むのだが，それより内部にある丈
夫な腱や骨を切断するのは容易なことではない 15)。あ
る程度，首の周りの肉が切れたら，次は力自慢の男の
出番である。ヒゲイノシシと向かい合うように立ち，
上半身全体でヒゲイノシシの頭を抱えて力いっぱい首
をひねって胴体から頭部を引き離すのである。
頭部を切り落とされたヒゲイノシシは仰向けの状態
で台に乗せられ，実際にその獲物をしとめた人物かあ
るいは，ハンターの中でも ʻ 幸運な人物 16)ʼ が山刀か
ら先がとがったペティナイフ程度の大きさのナイフ
(béé) に持ち替え，腹部の表皮を切り裂いていく。厚
い皮膚の下をめくると皮膚や臓器にねっとりと張り付
いた白い脂肪，続いて小腸が姿をみせる。ある程度切
り裂いたところで，両後ろ足の内側から外側へ強い力
で押して，股関節から肛門の部分を完全に開ききる。
びっしりと内容物の詰まっている小腸は，人間の手が
他の臓器のある腹部の奥まで侵入するのを遮るように
横たわっている。幸運な人はまずこれを引っ張り出さ
なければならない。小腸が取り除かれ腹部内の視界が
良くなると作業は一気に進む。次に，臓器と臓器をつ
ないでいる筋を丁寧にナイフで割きながら，もう片方
の手では次々と出てくる臓器を支え得ながら掘り下げ
るようにあてがい，最後には肋骨に守られていた内臓
をごっそりと全て取り出すのである。
取り出された内臓は，それぞれに異なった扱いがな
される。先に取り出された小腸や他の消化器官（大腸，
胃）の中には，（未）消化物が詰まっている。これら
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の内容物は全て川に投げ捨てられ，ペラペラになった
臓器は川の水できれいに洗浄してたらいに放り込み，
解体作業を嬉々として見物している子供に命じて家の
中の台所へ運ばせるか，ぶつ切りにして解体場の外に
放り投げる。解体場で血の匂いに興奮し，肉のそばを
離れようとしない猟犬は，時たま飛んでくるこうした
肉の破片に飛びつく。こうすることによって，分配す
る大事な部位（足や臀部）に猟犬が近づくのを防いで
いるようにみえる。台所に運ばれた消化器官系の臓器
は，
炒め物（mooleng）やとろみのあるスープにされて，
その一部は皿に盛られて，外でにわかに宴を始めだし
たハンターや来訪者，子供たちにふるまわれることに
なる。
川に流された内容物も忘れてはいけない。これらは
魚をおびき寄せる餌となるため，誰が言い出すわけで
もなく，自然と投網漁 (ngaramat) が始まる。解体作業
と獣肉の均等分配が一段落すれば，その場は完全にリ
ラックスした空気に一転するため，これまで大人の邪
魔をしないように周囲で遊んでいた子供たちもこの投
網漁に参加する。子供たちは，網に引っ掛かったり，
周囲に集まってきた魚を素手で捕まえようと嬉々とし
て我先にと川に飛び込むのである。まだ狩猟に同行さ
せてもらえないような子供たちも，ここで魚を捕まえ
られれば英雄である。森に囲まれた暮らしにおいて，
子供たちにとって大人の指示は絶対である。家畜の世
話を命じられれば，何をおいても，まずそれをやり遂
げなければならない。その大人たちに褒め称えられる
名誉を，魚を獲るというゲームを通して子供たちは勝
ち取ろうとしているのである。
２．スイロクの解体
スイロクは，ブラワン人が狩猟で捕獲する獲物の中
でも最大の大型哺乳類である。その大きな個体の解体
にはヒゲイノシシとは違った方法が採用されている。
上述のヒゲイノシシとの比較の視点で，スイロクの解
体工程を見ていこう。
獲物がボートで運ばれる時，このような大型獣でも
森でその体に刃物が入れられないのはヒゲイノシシと
同じである。また，それが運ばれる場所も，ボートや
猟犬を提供したハンターの家の前に作られた解体場で
ある。ヒゲイノシシとの違いが現れるのはこの後の工
程である。
ヒゲイノシシであれば，頭部を切り離され，胴体の
体毛はかなり粗っぽく削り取られて解体しても皮膚は
そのまま肉についたままだが，スイロクの解体作業で
は，獣皮をきれいに剥すことが大きなヤマ場であり，
ここに細心の注意が払われる。というのもスイロクの
獣皮は，バラム川がまだ戦乱期にあった時代（19 世
紀後半）には，勇敢な戦死や権力者が身に纏う装身具
であった。今では，誇らしげに室内に飾って狩猟の成
功をてらうか，マレー・センザンコウ（'aram［Manis
javanica］
，図 6）を取引している華人商人に売ること
が多く，そのためにも獣皮に傷を付けることは極力避

図6

生け捕りにされたマレー・センザンコウ
（2010 年 3 月 26 日筆者撮影）

けなければならない。解体作業はまず，体の大きなス
イロクの場合には天井（あるいは高い樹木を利用）か
ら吊り下げられたロープに首を引っ掛けて宙吊りにす
るところから始められる。ロープの長さは，スイロク
の首の位置が，ハンターが山刀を持った状態で作業し
やすい高さにあるかどうかを基準に調節される。
皮膚は，頭部と足先を除いてすべてを丁寧に剥ぎ取
られる。この作業には，皮下の肉と獣皮のどちらも傷
つけないように細心の注意を払いながら，なおかつ素
早くおこなう高度な技術が求められるため，担当する
者は，獲物を仕留めたでもボートの持ち主でもなく，
17)
この技術に定評のある人物が選ばれることになる 。
まず，ロープで固定された首に刃物が入れられる。こ
の切り目から左右に獣皮を剥いでいく。途中ロープの
すぐ下から背骨をなぞるように尾まで一直線に切り目
を入れる。頭部から首部にかけた複雑な凹凸部分にお
ける皮膚と肉をつないでいる組織を上手に切り離すこ
とができれば，その後の背中などの面積の広い部位の
獣皮は比較的容易に剥すことができるため，ここから
は他のハンターたちも手伝いだす。臀部や太腿部分に
さしかかると，再び難所が訪れるためベテランが細か
い作業をして，全身の皮膚が見事に剥されたスイロク
の姿があらわになる。
獣皮が剥されると，いよいよ肉の解体に取り掛かる。
ヒゲイノシシの場合，頭部が切り取られた後には，真っ
先に腹部を切り裂いてすべての内臓を取り出し，なか
でも肝臓はその場で共食される。しかし，スイロクの
解体の順序は基本的に上から下へと向かう。そのため，
最初に刃物が入れられるのは腹部ではなく首である。
スイロクの細長い首の周りに着いた肉をそぎ落とし，
続いて前足，背骨周辺の肉，そして後ろ足を切り落と
18)
していく 。
内臓が取り出されるのは，スイロクの四肢と背肉が
切り取られた後である。肋骨のすぐ下を切り裂くと，
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支えを失った内臓のかたまりが一気にずり落ちてく
る。体内の筋でかろうじて肉体とつながっているが，
ハンターはナイフを持った手を下からすべり込ませ
て，そのすべての筋を切り離していく。内臓がすべて
取り出されたスイロクの身体に残った肋骨の周りの肉
をすべて切り落とし，最後には頭部と首の一部だけが
吊り下げられた状態になる。
こうなると，
男たちは釣り下がった頭部に背を向け，
切り離した部位をさらに細かく切り分ける作業をする
者，酒を飲みだす者，そして，内臓の処理をする者と
に分かれる。内臓の処理をするのは，家の主とこの家
に住み込んでいるインドネシア人労働者だった。各
内臓がまだそれぞれ繋がった大きな塊を二人がかりで
ボート停泊所（lating）まで運び，内容物スープ（sup
burii payau）に利用する腸と，それ以外の臓器に分別
する。家の主は前者の臓器だけをたらいに入れて家の
中へ消えてしまう。残ったインドネシア人労働者が一
人でもくもくと，それ以外の臓器を切り裂いて内容物
を川に流して，臓器をきれいに洗っていた 19)。
Ⅵ．まとめ
本稿で述べてきた狩猟の光景は，国立公園（世界自
然遺産）のすぐそばで，ツーリストの目に触れること
なく繰り広げられている，
住民にとっての日常である。
スイロクやヒゲイノシシの解体作業をとおして明ら
かになったことは，大型獣の捕獲は，食糧だけではな
く，副次的に様々な楽しみを人間にもたらすというこ
とである。現金需要の高まりと賃金労働の機会の増加
により，生業活動の大きな転換期を迎えたムル集落だ
が，その中においても狩猟が依然として，というより
もむしろ，より精力的におこなわれる背景には，この
ような狩猟に伴う代替不可能な楽しみがあるからでは
ないだろうか。
つまり，生活するために賃金労働をするというより
は，狩猟ができる森で生活するために賃金労働を選択
している。仕事がある／なしは，彼らが口にするよう
に居住地選択の第一の理由として実際にそうなのだ
が，ブラワン人社会において生の充実という点におい
て狩猟ほど重要視されている活動は他にない。

の 分 類 つ い て の 詳 細 は，Hudson（1978），Blust（2002），
Burkhardt（2006）を参照されたい。
3)

これに対して，水田を指す単語 baa′があるが，ムル集落で
も故地であるロング・テラワン村でも水田稲作はおこなわ
れていない。より上流部のインドネシア（東カリマンタン）
との国境近くのクラビット人が住むバリオ地域では水田が
おこなわれている。

4)

他方，家畜のブタは「家のブタ（biwwé lamin）」と呼ばれる。
つまり，ブラワン語において，
「家（lamin）」の対概念は「森
（late）」ではなく「大地（tana）」である。

5)

太ったヒゲイノシシをしとめたときには，必ず竹が獲物と
一緒に持ち帰られる。ハンターたちは，川沿いに群生する
熱帯特有の竹の中から太いものを選んで，根本から数 10
cm を残して葉が付いたままの状態で数本切り取り，ボー
トに担ぎ込まれた獲物を覆い隠すように積む。

6)

ムル集落と故地ロング・テラワン村で話されているブラ
ワン語でジャコウネコを示す単語は，bisan の他に palang
aron がある。

7)

計画といっても，何日も前から誰とどのあたりに狩りに行
くかを決めておくわけではない。ともに狩猟をおこなうメ
ンバーはある程度決まっているため，賃金労働や家内労働
の予定がない時に行けそうなメンバーに連絡したり，ある
いはいつもの狩猟仲間が狩りに誘いに家まで訪ねてきた
り，当日になって狩りが決行される。この段階になって初
めて，具体的な狩猟の場所などが決められるが，その場合
も特に話し合いがもたれるわけでもなく，それぞれのメン
バーの個性やそれに応じた役割は，メンバー間で共有さ
れた情報をもとに行動する。ただし，狩りを行う場所は，
ボートでの移動中に景観を観察しながら決められることが
多い。この時，決定権が特定の人物にあるわけではないが，
ボートの持ち主はメンバーの「総意」をまとめることが期
待されている。

8) 「均等分配」をこの地域のブラワン語で bagee' jajuh という。
これは獣肉の均等分配にのみ用いられる表現ではなく，人
びとと等しく分かち合うことを意味する。bagee' は言うま
でもなくマレー語の ʻbagiʼ の借用語である。jajuh は「それ
ぞれに等しく，平等に」という意味で動詞の修飾語として
日常生活で広く使用される。
9)

ハンターたちが「（ジャコウネコは）暗い森の中では彼ら
の目が赤く光るため仕留めやすい」というように，1 匹だ

注
1)

け持ち帰られるのは極めてまれで，大抵，一度の狩猟で 2
〜 4 匹は仕留めて持って帰ってくる。

バラム川の主な支流には，分岐点から南に延びるティン
ジ ャ ー ル 川（Tinjar River） と， 東 カ リ マ ン タ ン 州 と の

10) 一度だけ，3 匹とれた日（2010 年 8 月 31 日）にメンバー
の一人が，体毛の処理が終わったジャコウネコを持って

国境地帯とをつなぐトゥトー川（Tutoh River）がある。

帰ったことがあった。

ティンジャール川沿いには，ロング・ジェガン村（Long
Jegan），ロング・テル村（Long Teru），ロァガン・ブヌッ

11) この地域におけるシカおよび哺乳類の個体数調査は行われ

村（Loagan Bunut）の 3 つのロングハウス，また，トゥトー

ておらず，捕獲率の低さを生態学的に個体数によって説明

川沿いには，バトゥ・ベラ村（Batu Belah）とロング・テ

することはできない。ここでは，あくまでも彼らの日常的
行動と実際の捕獲数に基づいて記述する。

ラワン村がある。本稿で述べるムル集落はロング・テラワ

2)

ン村の成員によって形成されているが，ロングハウスとい

12) 手配とはいっても配達業者に委託するわけではない。この

う居住形態ではなく戸建住宅の集合体であるため，ここで

集落のすぐそばには，世界自然遺産のグヌン・ムル国立公

は数に含めないことにする。

園の玄関口であるムル空港があり，ここからミリ市を繋ぐ

ブラワン語を含むサラワク北部およびバラム川流域の言語

便は一日に 2 〜 4 便が毎日運航している。このミリ＝ムル

―54―

間のフライトはムル集落の住人や親族が日常的に利用する
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うに仲間のなかに非日常の幸運を掴んだ人物がいた場合，
その運にあやかるために彼をメンバーに加えて狩猟に出か
けることがある。この狩りで成功した場合，実際に仕留め
た人物と幸運な人のどちらが，腹部に刃物を入れる役をす
るのかは，実際には厳格に決まっておらず，その時々のメ
ンバーの判断にゆだねられる。
17) スイロクは滅多に獲れない獲物であるがゆえに，この解体
技術の熟練者は必然的に年長者や狩猟経験の長い者に限ら
れる。今回，担当した Jau は 38 歳とまだ若いが，ボルネ
オの多くの森の民と同様に，伐採キャンプや木材運搬など
の仕事を転々としながら，常に拠点はロングハウスに置い
て森と身近に生活してきたため，狩猟経験が豊富であり，
彼のスイロクの皮剥ぎ技術には定評がある。ちなみに彼が
ムル集落に住居を構えたのは，結婚した 1999 年のことで
ある。ムル集落では，ツーリスト・ガイドなどは性に合わ
ないといって，建築資材などの運搬を主な仕事にしている。
18) 後ろ足を切り落とす時，鮮血が滴りだしたのを見て，ハン
ターの一人が使い古したコメ炊き用の鍋をすかさずその下
にかざして，それを貯めだした。何に使うのかと私が訪ね
ると，犬の食事用だという。
19) おそらく，この時もヒゲイノシシの場合と同様に投網漁な
どがおこなわれていたはずだが，筆者はスープ作りの観察
のために，家の主に同行したため外の様子は実際に観察し
ていない。
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（2014 年 5 月 12 日受理）

