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「クライング＠ジュジュ j に関する覚

一仮面と音に関する予備的考

後藤 澄

59 

カメノレーン高地ンカンベ社会にiまジネージを基に組織された結社が譲数存在する。結社は地区の

寄り合い的な役割を果たし、一部の結社は仮面を所有する。結社は仮面を用いて人々に娯楽を与え

るとともに、結社が持つ呪力を誇~し、人々を統制することもある。

また、音を利用して一種の社会統制を行う結社があり、この音は fクライング・ジュジュJと呼

ばれている。音には悪霊童を退ける超自然的力があるとされ、音源は成員以外の者には秘密とされる。

クライング・ジュジュの正体は楽器であり その形態はさまざまであるが 能用される状況や目的

はほぼ一致している。

本稿では、主にクライング・ジュジュについて、現段階で得られた情報についてまとめる。その

上で、当該社会において、結社がおこなう f秘密化j の表象の仕方において、仮面と音の使用には

どのような関係性があるのかについて考察を試みる。

0.はじめに

サハラ以南のアフリカには、地域社会の文化的・政治的・経済的側面において重要な役

割を担う任意加入の集団が存在する。これらは一般的に結社と総称される。結社の中には

仮面を所有・使用するものがあり、これらは仮面結社と呼ばれてきた。とくに、サハラ以

南アフリカの熱帯多雨林地域は仮面結社の事例が数多く報告されている。

これらの事例において、音声 1に関する知識や技術には特別重要な地位が与えられてい

る。筆者の調査地近隣地域においても、結社が保有する最高機密は音に関するものである

（端 1991、佐々木 2000）。音声は（仮面と同様に）祖霊や精霊の超自然的力を表現するも

のとして用いられ、その音源に触れることは一部の結社員にしか許されない。

が調査地としているカメノレーン高地、ンカンベ Nkambe社会においても同様に、音

声は仮面よりもヒエラルキーの上位に位置づけられている。結社が放っ音声は「クライン

グ・ジュジュ cryingjuju Jと呼ばれ、これらは組霊がたてる音であると説明される。クラ

イング・ジュジュの正体（音源、音を出す技術）は結社成員によって厳格に秘密化されて

いる。

o. i. r秘密化j する結社

ンカンベ社会において、結社が所有する秘密の知識一それは仮面であったり、呪薬であ

ったり、クライング・ジュジュの音源であったりとさまざまであるーは、非結社員の人び

とに対してどのような作用を及ぼしているのだろうか。または、秘密とは、その社会内に

おいてどのような意味を持つのであろうか。

綾部恒雄は『秘密の人類学』（綾部 1988）において秘密結社 2における秘密の性格につい

て以下のようにいう。

f秘密は秘密であるがゆえに力を持ち、秘密の価値はそれを守ることにある。逆に、仲
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間としての連帯感構は、秘密を共有することから生まれることが多い。秘密結社とは、こ

うした秘密を、組織体がポジティブな価値として認め、それを秘儀の形で体系化し、秘儀

に関する知識の伝達を、その組織の加入者にのみ限定するような場合を指す。（上掲： 46)J

さらに綾部は、 f未開社会J3の秘密の性格は、その社会の拠って立つ信仰や論理の中核

に位援し、きわめて公共性・社会性の高いものであると述べている。ここで綾部のいう「未

聞社会Jとは、アフリカの仮面結社をもっ社会の事例を多く含んでいる。アフリカの仮菌結

社にとっての真髄となるのは儀礼の遂行である。仮面結社は、当該社会において超自然的

力を制御することができると考えられており、社会の活力の維持と深い関係をもっ祭りや

依統的慣行などを取り仕切る。

このように秘密は、結社に社会における高い地位と権力を付与するものであるが、同時

に、秘密は結社内外の秩序をもたらすためにも機能する。首長制社会内において秘密を所

有することができるのは一部の権威者のみである。それゆえ秘密を所有する結社は、その

社会で高い地位をもつのである。

カメルーン高地社会のひとつ、マンコン社会の仮面文化を研究した端は、 f赤道アフリ

カでは仮面を管理し、また｛反面装束を身につけ仮面舞踊を人々の前で演じる集団は秘密結

社である jと述べ、結社の秘密性が仮面文化の本震的位置を占めているとし、その夜、密性が

仮面をもっ社会において政治性をもつことを示した（端 1990:72）。カメ／レーンとナイジエ

リアにまたがるクロス・リヴァー地域における仮面と仮面結社を研究する佐々木は、「秘密

の内容よりも、秘密の存在自体、そしてその秘密を知っているという事実が重要なのであ

る。こうした秘密の存在が結社内部での階梯制度と結びつき、結社の外部に対して政治権

力を行使するための社会的基盤となっているのである。（佐々木 2000:62)Jとする。

このように、秘密を占有することはその社会において権力を所有することにつながる。

そして、秘密結社は人びとに対して秘密の存在をちらつかせながら、自身の持つ権力を誇

示し、社会を統制しているといえよう。結社が持つ権威の基盤として、秘密は重要な役割

を果たしているのである。

先に述べたように、秘密は完全に隠されているものではない。秘密は、何かがある、と

いうことを周りの人びとに知らしめたときに秘密となる。すなわち夜、語化とは、情報を隠

すことを指すとともに、靖報（の一部）を開示することも指すと言えよう。結社員は、 fわ

れわれは超自然的な力を所有している J ということを、あるときは仮面という形で示し、

あるときは音声（クライング・ジュジュ）で示す。本稿では者声が仮面よりもより重要視

されているという事例をもとに、彼らの秘密の開示のしかたについて考えていく。

まずンカンベ社会におけるクライング・ジュジュついて現段階で得られた情報を記述す

る。そのよで、当該社会における仮酷と音の使用にはどのような関係性があるのかについ

てまとめていく。

1. カメノレーン高地ンカンベ社会

ンカンべ社会は、パメンダ高地にティカーノレ Tikar系

長制社会の一つである。これらはフォン Jonと称される

を階層の頂点とし、その下に地区長、家族長などの貴族、

持つ。

民族 4が形成した 100以上もの首

を頂点とした階層構

般民によって構成されるーを
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ンカンベ社会は、カメノレーン北西部の州都であるパメンダから、直線距離にして約 lOOkm

離れた州の北東部に位寵する（図 1）。ンカンベの民族集鴎はウィンブム Wimbum5と自称し

（他称はンスングリ Nsungli)、ウィンブムは北西部付！ドンガ・マントウング県一帯に 30

以上の首長制社会を作っている。そのなかでも、ンカンベ社会は 18世紀中頃から後半にか

けてこの地に移民した人びとによって作られた比較的新しい社会である。植民地統治の拠

点のーっとして発展し、現在は県庁、郡了所在地である。人口は 20,000人を超える。

首長制社会としてのンカンベは、 3村から成る。 3村を束ねる が、首長（ブオン、

現地語でンクフ nkfu）である。村（ア・ラ αlα）はブアイ faiと呼ばれるサブチーフによっ

て統括される。各村はクォーター（ンドウ nduh）に分かれ、クオーターはさらに屋敷地（ラ

lα）に分かれる 60 

首長 nk[u く 村長 ［ai く地 区 長 to-mlα く 家長 njati

国 to く 村 αla くクォータ－nduhく 麗敷地 la

前植民地から植民地期にわたり首長、村長、地区長は各々の地匿において行政権を持っ

てきた。村長、地区長の中には首長のリネージとの関係によって更に細かく序列が存在す

る。独立後、中央集権の国家政治体制により、首長が持っていた地方自治の機能は失われ

つつあるが、現在でも首長→地区長→家族長のヒエラノレキーは保持されている。

1.1.ンカンベ社会と犠霊信仰

ティカーノレ系首長制社会の特徴は、王

制ないし王権と結びついた仮面の秘密結

社が 政治 的機能を持つとされる（端

1990: 73、96）。拡大家族を卒、とに成立し

た首長制は、首長がもっ超自然的カを背

景に統制されている 70 首長は神聖王

(divine king）で、あり、祖霊と交渉する能力

をもっ媒介者でもある。

このような首長制社会において、

信仰は彼らの生活の根幹を支えるもので

ある。ンカンベの人々は自然界には様々

なカミ（ニュ nyu、pl:mnyu）が存在すると

考えている。ニュは色々な場所に宿ると

考えられているヘヵミ（god）には至高

神（supremegod、God）であるニュ・ン

ゴン Nyu-ngon(Nyu-mbo-ngon）がおり、天

に居・る至高神はすべてを創造し支配する

存在であると考えられている。 ｛illのカミ

は至高神に従うものであるとされる。

一一一－ i議m
一一一リング口ード
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国 1. カメノレーン北西部州（筆者作成）

ンカンべでは、人は死ぬと霊ニイノレ nyirとなると言われる。このニイノレは悪いものも良

いものもある。ニイルは人々を守護するものにもなるし、逆に災いをもたらすものもある。

葬送儀礼によって送り出された霊は祖霊（ブクブブシ bkfubsi）として人々を導く存在とな
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る。家長は自らの祖霊を詑り、年に一度担霊に対して供犠（タングシ tangsi）を行い、家の安

全を顧う。そして、家長を統べる者としての嘗長は社会全体の安寧をもたらすべく、首長

の櫨霊に対して犠ネしを行う義務を持つ（ソー： 109、端 1987:128）。

こうした祖霊信仰は、家長のみならず、人びとの生活の様々な場面に溶け込んで、いる。

本稿で述べる秘密結社もまた、祖霊のもたらす超自然的力を基盤として活動している。

1.2.秘密を持つ結社

ンカンベ社会には 10以上の結社が存在する。結社はリネージを基礎として成立してお

り、成員は特定の家系出身者で占められることが多い。通常、結社は地区（クォーター）

の寄合的な活動を行うが、かつてはそれぞれの地区で、外部との抗争時における戦闘集団

や地匿の治安維持役などの社会的役割を担っていた。先述したンカンベの地区構造と結社

は対応する関係にあるが、結社関においてあきらかなヒエラノレキーは存在しない。ただし、

宮殿の結社は首長の権威を帯びたものであるため、地区の結社とは性格が異なる。首長の

宮殿には仮揮を持った秘密結社（ムワロン mwarong結社・ンギリ ngiri結社）があり、こ

の結社は首長の行政、司法権力の行使をする組織としての役割を担っていた。そして、こ

の結社が持つ仮面は社会全体を挙げての祝祭時に登場するほかに、妖術騒ぎが記きた時の

裁定役や首長の伝令として登場する。結社の成員資格は厳密に定められている。主成員は

入社儀礼を受けた成人男性 9に限定され、女性や子供は、結社の集会所に近づくことさえ

禁止される l0 0 

こうした結社の多くが仮簡を所有し管理する仮面結社である。仮面にまつわる事柄は結

社外の人びとに対して特に秘密とされている。中でも女性に対しての禁忌は厳しく、かつ

ては女性が公の場で仮面について話すことすら禁じられていた。現在の主な活動は、首長

や関係者の葬式時に仮面をつけてパフォーマンスを行うことである。また一方で、仮面を

所有しない結社も存在する。本稿で扱うクライング・ジュジュを所有する結社の多くは、

一部の例外を除き仮面を持たない。

2. 「クライング・ジュジュ J

2.i. rジュジュ j と「仮面j

ではクライング・ジュジュについて述べていくが、そのまえに「ジュジュ j と f仮

面j について簡単に定義しておこう。

fジュジュ jujuJ とはピジン・イングリッシュで仮面そのもの、仮面を持つ秘密結社、

呪街、呪薬などを含む非常に定義があいまいな単語である。佐々木は以下のように説明し

ている。「『ジュジュJという諾はギニア湾岸を中心とする西アフリカにおいて広く分布し

ているが、いつ、どのような人びとによって使用されるにいたったのか不明である。（中略）

しかし、『ジュジュ』には西欧人から見て近代科学で説明できない『得体の知れないもの』

がすべて含まれることから、これがアフリカと西欧世界との接触の過程で誕生した語であ

ることは間違いないであろう（佐々木 2000:59)Jo ンカンベの人びとも同様に、筆者に対

して仮面、仮面結社、まじない、呪薬、妖術その他を説明する際に「ジュジュ j という雷

を多用した。科学ではうまく説明できない何か、とくに人びとがそれに超自然的な力が

付与されているととらえたものに対して、「ジュジュ jという が用いられているのであ
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る。クライング・ジュジュとはその名の通り「泣く（鳴く）ジュジュ j という意味であり、

「泣く（鳴く） Jという、音を発する特性によって特異化されたジュジュなのである。なお、

ンカンベの現地語（リンブム limbum）で f泣く、鳴く j はワリ wariと言うが、クライン

グ・ジュジュを直接示す単語はなく、どれも固有名称、で呼ばれている。

「仮面jにおいても同様に、倍々の仮面は関存名称、で呼び表されることが多く、語（mask)

そのものを指し示す語はンカンベ社会には存在しない。仮面はンチエツプ ncep1 1と総称さ

れる。 f反面は人にあらぎる存在であるとされている。人ではないのだから、仮面が登場す

る時、人々は仮面を被っている人間が誰であるかに付いて言及しない。仮面は祖霊によっ

てもたらされる超自然的力を帯びており、仮面を所有する結社成員以外の者には扱うこと

ができないとされている。イ反面に関する構報は秘密とされ、秘密に触れた者は死んでしま

うとされている。

ンカンベ社会において、仮面は臣、衣装、持ち具を含めた総体 12として考えられている。

これに従い、本稿において仮面と表現する場合は、総体としての仮出を指す。

ンカンベにおいてクライング・ジュジュは非常に危i換な超自然的力を帯びたものとして

考えられている。現在確認できるクライング・ジュジュのほとんどは結社によって管理・

所有されている。クライング・ジュジュは、それのみを所有する結社 13の他に、仮面を持

つ結社が所存する場合 14がある。仮面を持つ結社において、クライング・ジュジュは仮面

よりも強力であるとされており 15、ヒエラノレキーの上位に位置している。クライング・ジ

ュジュの音源と、音の出し方（技箭）は成員以外には秘密 16とされ、特に女性禁忌は厳し

い。こうした厳格な女性禁居、は、クライング・ジュジュにも仮面においても共通して守ら

れている。

2.2.登場する条件と役割

クライング・ジュジュが主に登場するのは夜中であるとされている。但し、結社成員の

葬式時や、結社会合の際に成員によって沢山の食べ物、飲み物が提供された場合は日中に

登場することもある。この場合は成員開の供応の場に登場させることから、比較的娯楽の

色が濃い。しかし、地区に何らかの問題が起こった場合は、その登場は非常に厳格なもの

となる。クライング・ジュジュの音は地区内の悪しきものを外へ追い出し、土地と人びと

を浄化させるという投書lを持つ。惑しきものとは、悪霊 evilspirits （ボ・ベベップ bobebep) 

や妖術（トウブザu）である。この場合、クライング・ジュジュは喪中に登場することとな

り、非結社員の人びとは夜間に外出しではならないことが厳しく言い渡される。無論、外

出だけではなく窓の外を覗いてはならないし、例え音が関こえたとしても音源を自にする

ことは許されない。夜間に登場するクライング・ジュジュは、地区や村の境界地を巡り歩

きながら、呪薬を散布する儀礼を執り行うからである。このように、クライング・ジュジ

ュは、妖術や悪霊から自身の土地を守ると考えられている。

2.3.クライング・ジュジュ結社と仮面結社の関係

地区は悪霊や妖術などに対しての自衛手段としてクライング・ジュジュを持っているの

であるが、クライング・ジュジュを持つ結社関士はどのような関係であるのだろうか。端

的にいえば、クライング・ジュジュ結社関士に確闘とした関係性は存在していない。これ
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らは個々に独立した存在であり、互いに干渉することはないという。

では、クライング・ジュジュを持つ結社と、仮面結社はどのような関係性にあるのだろ

うか。結論から言うと、これもまた特に関係はない。両者はそれぞれの活動に口を出すこ

とはなく、独立した存在であるとみなされる。例えば、 MB地区にはクライング・ジュジ

ュを持つ結社の他に、仮面ダンスを持つ結社が存をするが、両者の結社員を兼任している

者もいる（両者とも入社に強制力はなし＼）。そして、二者間にヒエラノレキーも存在しない。

なお、“王宮の結社”とされるムワロン結社、ンギリ結社は地区の結社よりも上位に位置

するため、全く関係がないというわけではない。特に、ムワロン結社はンカンベ社会

の治安維持を苛る役割を持つ結社であるため、各地区の結社はムワロン結社の介入を拒む

ことはできない。しかし、各地区の結社に対する開き取り調査においてよく関かれたのは、

「ムワロン結社は確かに我々の地区内でどのようなことが起こっているのかを分かつてい

る（超自然的力で見通している）が、干渉はしてこない。J（括弧内は筆者による）という

説明であった。実際に、地区内の問題は地区で解決する、という不文律が存在しているよ

うであった。各々で解決することが難しい問題は、ムワロン結社へ上告される（すなわち、

チーアダムの段階まで持ち上げられる）。ムワロン結社はンカンベ社会全体を見通し、守る

役割を持つからである l7 0 

このように、クライング・ジュジュを持つ結社も仮面結社も基本的には独立した存在で、

確聞たる関係性は見られない。ただし、それぞれが持つ超自然的力について言及される場

クライング・ジュジュ結社の方がより強力であると説明される。ンカンベにおいて、

地区が所有する仮面はダンシング・ジュジュと呼ばれる仮面ダンスであることがほとんど

である。仮面ダンスは葬式や祝祭時に登場して文字通り踊るものであるが、これは地区の

人びとに娯楽をもたらすものであると（仮面結社員からも、非結社員からも）説明される。

勿論、仮面ダンスにも がもたらす超自然的力が付与されていると

あるが、その力が及ぼす影響力は、クライング・ジュジュに比べると

考えられているのである。

えられているので

しいものであると

この両者に対するスタンスの違いは、結社の購入 18経緯にも求めることができる。 MA 

地区はクライング・ジュジュ結社とともに仮直結社を持っている。 MA地区はンカンベで

も比較的新しい人びとが居住する地区であり、人数も少ない。そのため、 MA地区の男性

のほとんどはこの 2つの結社に入社している。 MA地認の地区長がこの 2つの結社の結

長であるということで、筆者は彼に購入経緯について質問した。 M A地震長田く、クライ

ング・ジュジュ結社は彼らが移住する前から所有していたということである。ただし、そ

れはJjiJの村から大金をはたいて購入したけということであった。一方、仮面結社のほうは、

1980年代に別村から購入したが、その際に支払った金額は、クライング・ジュジュ結社に

くらべて少額であったということである。結社の購入に関する詳細については別の機会に

るが、購入の際に支払う負担の大小は、購入する内容の秘犠性に比例する。ここから、

クライング・ジュジュは仮面ダンスよりも護要視されていることがうかがえる。

3. 事例

では、筆者が現段階で入手したクライング・ジュジュについての槽報を、地症の結

が所有するものと、王宮の結社が所有するものとに分けて記述していく。なお、現時点
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で集められている情報は一部であり、 もまた、 からクライング・ジュジュを夜、

密化される立場にあるということを付記しておきたい。

3.1.地区の結社が所有するクライング・ジュジュ

3.1.1.ムシャン mshan （宮地区）

ムシャンは B地区の男性のみが加入できる結社である。結社長はタノレ・ムシャン

(tar刊 shan）と呼ばれる。結社長職は父子継承され、結社長以外の階梯は存在しない。成

員は毎週会合を持ち、地区の問題について話し合う。

妖術師が恵、い病気を持ってきたため、これを追い払うために T.N.という人物がコム Korn

社会（地閣参照）から購入した。ムシャンが持ち込まれ、夜中に儀礼を行うことで病気は

瞬く間に治まったという。購入時期は不明であるが、この地竪が所有する仮面ダンス、キ

ラ如何より後であることから、早くても 100年前であろうと推測される。

ムシャンの音源、は楽器であるが、どのような形状のものであるかは確認できていない。

2002年の時点で、ムシャンの活動は事実上停止している。これは、ムシャンにまつわる

不可解な出来事が起こったからである。

ムシャンにまつわる不可解な出来

先代の結社長である P.N.は妖術を使って人を殺めたので皆に私刑に遭し＼ （丘の上で毅ら

れ）、死んでしまった。 P.N.は結社長の引き継ぎをすることなく死んでしまったため、ム

シャンが集会所近くにある穀物倉庫に宿ったままになり、コントローノレされていないと

いう状態となった。あるとき、地区の女性が穀物倉庫の屋根に登ってしまったことによ

り屋根の茅葺が発火して全焼した。これは、ムシャンがコントロールされないことによ

って起こった事態であり、地区の誰もがこの呪いを恐れた。それはこの地区を統括する

トップであるサブチーフですら同様であり、その後にムシャン結社長となった者もうま

くコントローノレすることができないままであった。結果として、ンカンベ首長はムシャ

ンの活動を禁止した。このような経緯があったため、現在ムシャンについて語ることは

地誌内の禁j忌であり、現在ムシャンは活動していないのである。

3.1.2.ムコウ mkou (M A地区 20) 

MA地産出身の男性のみが加入可能である。成員は乾期の間毎週会合を持つ。結社長タ

ノレ・ムコウ tar-mkouは地区長であるサブチーフが担っている。結社長職は父子継承される。

結社長以外の階梯は存在しない。

MA地症の人々は移住する前からムコウを持っていた。メサ Mesa村 2 1を起源としてい

る。他村タベンケン Tabenkengにもこのクライング・ジュジュを持てる（所有権利を持つ）

系の人々が住んでいるという。

ムコウは強力な祖先の霊であるといわれている。ムコウはすべてを見通す力を持ってお

り、成員には厳格な行動が求められる。例えば、成員間で器、し事があってはならないし、

妖術を使うことはもちろん、誇いを起こすことも許されない。禁忌を破ったらその成員は

即死亡すると言われている。

ムコウは地区の人々を悪霊や妖訴すから守る役割を持っている。旅先で事故に遭わないよ
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うに護りの力を与えることもできる。儀礼の際は鶏を供犠する。ある木の皮を用いて香と

して焚くことによって清めをする。

ムコウの音源は未確認であるが、何かの楽器であることは分かっている。

3.1.3.ムソップ msop (MB地誌）

MB地区出身の男性のみが加入可能である。成員は毎週会合を持つ。結社長タノレ・ムソ

ップ tαr-msop以外の階梯は存在しない。結社長職は父子継承される。

ムソップはムワ Mwaサブヂィゼジョンのンコノレ Nkor村 22から購入した。購入時期は不

明であるが、ムワロン結社よりは後である。

女性は結社集会所に近寄ることは許されない。また、ムワロン結社であっても集会所へ

は近づかない。成員開にも厳しい決まりが存在する。秘密を厳守すること、詩いをおこさ

ないこと、妖術を使わないことなどの他に、集会所から出るときは必ず呪薬で清めをしな

くてはならないなど、細かい行動にも決まりが存在する。

結社の役割は、地誌内で妖術師が現れた場合、成員に

危害が及ぶ場合など、呪いをかけて犯人を懲らしめるこ

とである。犯人が自首すれば呪いを解いてやることもで

きる。妖手医師は萩中に活動するため、ムソップは音でそ

の邪悪な活動を抑止する。イ可か悪しきものが侵入しよう

としたら、地区の境界地に呪薬を撒いてまじないをして

回る。そのときムソップが泣く。ムソップは大変大きく

力強い音であり、結社集会所の建物が震えるほどである

と言われる。

ムソップの音源は楽器である。ひょうたんに空気穴を

函 2: msopの音源、

あけた形状をしているという（図 2参照）。ヒョウタンの口にビニーノレなどで蓋をし、空気

穴から息を吹き込んで音を出す。

3.1.4.ニャ・ンブオ nya-njヲ:t (nfu結社）

戦士の結社ンブオ nfu23は、ニャ・ンブオを所有する。この結社は上記の結社とは異な

る性質を持つ。ンブォ結社はもともと戦争をつかさどり土地と人々を守る軍隊であった。

また狩猟を先導する役割も持っていた。現在では翠隊の役割は果たしていないが、ンブオ

結社のダンスは武器を手に舞うところから、かつては軍隊であったことが伺える。ンブオ

の役職や成員については、非成員の人々にも知られているが、結社の集会所、ンブオハウ

ス内に入ることをはじめとして、具体的な活動の様子を見せることなどのさまざまな禁忌

がある。特に女性の関与は厳しく禁止されている。このように、ンブオ結社は第一義に戦

士の結社という役割を持つため、上記のようなクライング・ジュジュ結社とは異なる

と見なされている。また、

ンブォ結社は地区よりもも

う一段時上の村レベルで所

る結社である。

ニャ・ンブオは“ンブオ
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の肉”という意味である。高位成員を する際には外で泣くとされるが、基本的には会

合時に結社集会所内で登場する。主な音源は 2つあり、マウスピースと所謂ブノレ・ローラ

ーと呼ばれる楽器の一種を用いる。ブ、ノレ・ローラーはラフィアバンプーの外皮の一端に穴

をあけ紐を過したもので、紐を手に取りぐるぐると罰して音を出す（図 3参照）。一度に 4

人くらいが撰奏する（4人ほどで演奏しでも音は大変大きく響くという）。音色は動物の鳴

き声であると形容される。かつてンフォ結社は狩猟を先導していたため、森に住む強い動

物（豹やパップアロー、ライオンなど）を狩っていたことに出来するとされる。

なお、ニャ・ンアォはクライング・ジュジュだけではなく仮簡の名前でもある。パップ

アローを模したとされる仮顕であり、これは重要な祝祭時（高位成員や首長の葬式、重要

人物の来訪時など）に時折議場する。ニャ・ンブオ仮面は成員の楽しみのために登場し、

とくに社会的な役割を持つものではない。仮面としてのニャ・ンブオが登場する際は、結

が太鼓と山万で伴奏を行う。この場合、ブル・ローラーは演奏されない。

3.1.5.ndα引 toンダ・ント

ンダ・ントは結社が するものではないが、

クライング・ジュジュの一種であるとされる。

但し、上記のものと違い、危険な呪力を替びた

ものとはされていない。現時点では、ンダ・ン

トの起源は未確認である。

ンダ・ントは雨期に森からやってくる。但し

現れるのは夜中のみである。女性は見られない

関 4: nda-ntoの音棟、

が男性ならば誰でも見ることが可能である。ンダ・ントは食べ物や溜など（何でも）を女

性に強請って間り、女性は要求されたものをドア越しに差し出す。差し出す時に姿を見る

ことは許されない。ンダ・ントは女性の秘密を戸口で暴露したり、点い、噌話や馬鹿潟鹿

しい話や冗談などを大声で話したりする。これらは歌の形を取ることもある。

ンダ・ントの正体は 16、7の少年たちを中心とした男性の集団である。彼らは結社を持

たず組織だって行動するわけではない。参加したい者は男性であれば参加可能である。彼

らは片足のみで移動するような音を立て、手にした楽器で音を立てる。

少年たちは自身の声音を変えてンダ・ントの声を演じる。声とともに彼らはインディア

ンバンプーから作られた楽器も用いる。これは節の一片を切り取り、両端をビニールなど

いふたをしたものである（図 4参照）。側面に空気穴をあけ、患を吹き込んで音を出す。

3.2.ムワロン結ネ土におけるクライング・ジュジュ

これまでに述べたような地区の とは異なり、ムワロン結社とンギリ結社は王宮に属

する結社であるといわれ、ンカンベ社会の結社の中でヒエラノレキーの上位に位置している。

そして、ムワロン結社は社会内で最も恐ろしく強大な超自然的力を持つ結社であるとして

人々から恐れられている。
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ンカンベ社会の人々は、ムワロン結社を地域の「ガヴァメント（政府）Jと fポリス（警察）J

の機能を兼ね備えたものであると認識している。首長と並ぶほどの行政、司法権力をもつ

れムワロン結社は、ンカンベ社会の中でもっとも強く秘密性を帯びた結社である。そして、

結社が持つ秘密の多くは、仮面と関係している。結社外の人間はムワロン結社の秘密に対

して言及することを’樺る。結社に反抗する者は呪い殺されてしまうと恐れられている。ン

カンベ社会の人々にとって、ムワロン結社の秘密はもっとも触れではならない危険なもの

である。

ムワロン結社はまた、地

区の結社とは異なり、階梯

艇を持つ結社である（図 5

参照、）。結社員は階梯を上が

図 5：ムワロン結社のヒエラノレキー（筆者作成）

るにしたがって秘密の知識

を所有するようになってい

くため、結社内でも秘密北

が行われているということ

になる。ムワロン結社の階

梯の］貰点に立つのは、；結社

の超自然的力の源であり、

結社名の由来でもあるムワ

ロン mwarong階梯である。ムワロンとは祖霊の集合体であり、ムワロン階梯とはその担霊

集合体が思する実体のない糖梯である。現世の人間がこの階梯に属することはできない。

クライング・ジュジュはヒエラルキーの最上位（成員、首長よりも上位の象徴的階梯）に

属するものとされており、これにまつわる秘密は限られた上位成員によって独占される。

クライング・ジュジュもまたムワロンと呼ばれ、その音源は 7つのダブノレゴング 25で

ある。この楽器に結社員の祖霊が宿ることによって超自然的カが付与されるとされている。

楽器を演奏するのは平成員であるが、祖霊と交渉するのは上位成員の役目である。すなわ

ち、平成員はムワロンの音源が何であるかを知っているが、その音源にまつわる秘儀につ

いての知識を持たないのである。

ムワロン結社は、クライング・ジュジュのほかに 5種類の仮簡を所有している 26 0 これ

らの仮面についての知識（装着する権利）も階梯と対応している。そのなかで最も位の高

い仮面とされているのがイエ・ムワロン ye脚 mwαrong仮面である。この仮面は新首長の

儀礼のみに登場する。この披露儀礼は、文字通り住畏に新首長をお披露呂する場であると

ともに、ンカンべの土地を浄め、人びとに護りを与える役割を持つ。この儀礼の詳細は割

愛するが、儀礼時は高位成員、イエ・ムワロン仮面、新首長が一列を作って登場する。イ

ェ・ムワロン仮蔀は必ずひとつのダブルゴングとともに登場することになっている。一般

の人々は、この儀礼のあいだ一言も声をよげではならないと厳格に決められている。ほぼ

無音となった中で高位成員がダブルゴングを打ちながら長声を発し、悪霊や妖術を追い払

う。そうして浄めた後にイエ・ムワロン仮面が続き、新首長が続くのである。この儀礼に

おいて音そのものがいかに重要視されているのかがうかがえる。

また、ダブノレゴングは仮面よりも重要な役割を担うものとして考えられていることがわ
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かる。ただし、非結社員のひとびとはこのダブルゴングがクライング・ジュジュの音源の

ひとつであることを知らない。この場面では、あくまで楽器としてのダブルゴングの神塑

性が強調されているのである。

4.考察一仮面と膏との関係

4. 1.祖霊の超自然的力を表す音・仮罰

クライング・ジュジュは何らかの楽器によって音を立てることにより、悪霊や妖術とい

った「悪しき存在Jを追放するという役割を持つ。クライング・ジュジュの音は人間が立

てる音であるということは夜、諸とされている。クライング・ジュジュの音を表現するとき、

結社員は「とても不思議な音j であるとか、「人間が立てるのは不可能な膏j であると大げ

さに説明した。また、音が響く範囲は「非常に広し＼Jものであり、 f遠くのJiのよまで開こ

えるほどj であると強調された。残念ながら、筆者は未だこの音を開いていないため、実

際のところどうであるのかはわからない。ただ、ンカンベの人びと（特に男性）がクライ

ング・ジュジュを非常に強力なものであると主張したがっているということだけは確かで

あろう。

クライング・ジュジュの音を強力にするのは、控霊の力であると言われる。これは、ン

カンベにおいて仮面に与えられる超自然的力の源が祖霊であることと共通している。そし

て、仮面とクライング・ジュジュの関係で見てみると、クライング・ジュジュの方がより

強力で恐ろしいものであるとされていた。それは、地区レベルにおいてクライング・ジュ

ジュ結社が仮面結社よりも強力な呪力を持っと認識されるところからも、 i仮面を持つ結社

において、結社の持つ抗力が最も集中するものがクライング・ジュジュであるとされると

ころからも読み取れる。

4. 2.音声の優越一秘密結社で音声を用いるということ

ではなぜ、クライング・ジュジュは仮面よりも強力であるとみなされるのだろうか。そ

れは、クライング・ジュジュが音声という特質のみを持つというところにある。タブー性

の強い仮面は、非結社員の人びとにとって泣不可視の存在である。人びとが不可視のもの

を認識する手段は、音のみになる。結社員が立てる「人間では作れない音Jを通して、人

びとは仮面が存在しているのだと認識するのである。端が報告するクウィアォ結社 27の事

例（端 1987、1991）はこれをよく示している。クウィフォの活動は夜間に行われるが、非

結社員は「クウィフォを見てはならなしリとされ、人びとはクウイブオがたてる鐘（ダブ

ルゴング 28）と太鼓（スリット・ドラム）の音で彼らの活動を認識する。クウィフォの立

てる音は、結社の持つ強いタブー性と結びついている。

仮面は、その造形や装着者の身体所作によって、担霊による超自然的力を人びとに視覚

的に訴える。自で認識できる範囲は限られるが、音声はより広範囲に訴えることができる。

音声は伝達性という点において、仮面よりも優れていると考えられる。すなわち、クライ

ング・ジュジュが仮面よりも優位に置かれている理由は、視覚よりも一層効果的に訴える

ことができる音声の特質にあると推察できる。

佐々木は秘密結社における音声の優越性についての論考の中で、エジャガム社会・ンベ

（豹）結社の階梯の秘密の知識を国像テクスト、身体所作テクスト、音声テクストからな
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るとし、そのなかで音声テクストが最高機密にあたるとことを示している（佐々木 2009）。

そのうえで、造形、身体表象以上に音声が重要視されている 29背景として、これらの事例

が数多く報告されている熱帯多雨林という生態環境に着目した。熱帯多前林という環境は、

人びとの視覚を制眼する。人びとはその分聴覚に訴える伝達手段を発達させた。佐々木の

事例が示すように、秘密結社において聴覚が視覚よりも鐙位性を持つという点は、ンカン

ベにおいても当てはまるのではないかと考える。しかし、ひとつ留意しなければならない

点は、ンカンベ社会はエジャガム社会と異なり草地に覆われた高原地帯にあるということ

である。これについては、カメノレーン高地の仮面と音声文化の起源とともに考える必要が

あり、今後さらなる研究の蓄積と照らし合わせていかなくてはならないだろう。

結社は自身が所有する情報を限定的に開示することで人びとの関心を引き付けながら、

同時に靖報を認すことで社会内での政治的権力を保持する。これが靖報の秘密化である。

佐々木が「損覚を制限した上で音声のみを聞かせる方法は、その想像力を最大限に活性化

させ、秘密の所在に人びとの関心を引き付ける上で最も適しているからである（佐々木

2009)J と述べたとおり、音声は結社の秘密化にとって重要なものであるだろう。結社員は

の存在を損覚と聴覚の両方において人びとに示す。そして彼らはさらに音声の正枠を

秘密とすることによって、祖霊の持つ超自然的力を印象強いものとしている。秘密結社に

おいて、結社員が秘密とする情報の表象は、このように視覚よりも聴覚が重要視される傾

向があるのである。

注

i ここでいう f音声j とは、基本的に人間が＃り出し操作する音のことを指す。
2 綾部は、秘密結社を f地縁や血縁の掠理によらない任意加入の、位階制に応じた秘儀を伴う自的

集団Jと定義し、秘密結社は大きく入社的（祭紀的）秘、密結社と政治的秘密結社に分けた。両者の差異

は基本的に以下のようにまとめられる。入社的秘密結社は、結社への加入に捺してイニシエーショ
ンを絡し、会員が組織内部の位階に応じた夜、儀を通通していくこと自体に結社の存在理由を見出し

ている。そのため、この種の秘密結社は儀礼のみを秘密にし、結社の存荘、集会場所、競技、会

氏名などは持ら隠そうとはしない。一方、政治的秘密結社は一般に現在の政治権力に対するレジス

タンスを目的にしている場合が多いので、政治権力からの迫害や弾任を避けるためにその存主を揺
し、活動やメンバーの氏名を梅カ表面に出さないように努めている。この定義は綾部も述べている

とおりあくまで便宜的なものであり、すべての秘密結社がこの定義にあてはまることはない。本稿
で扱う結社についても問様であるが、筆者も綾部の定義にならい、本稿で扱う結社を「入社的秘密

結社jのひとつであると分類する。
3 括弧は筆者が付けたものである。本書の内容は、その多くの部分は綾部が 1970年代から 80年代

にかけて書いた論考を基にしている。もっとも、綾部出身は f米関jとf文明jという用語自体に関し

てとくに向らかの定義をおこなっているわけではない。但し、綾部は秘密結社を「未開 jと「文明 jiこ
区間jして論じることにはかなりの疑問があるとも述べている（綾部 1988:20）。
4 ティカーノレ（Tikari、Tikar）とは、言語の総称でもなく、民族名でもない。 19世紀後半にドイツ

人がこの地方の人々を隣接するパムン Bamounとの区別のために用いたことに端を発し、主にパメ
ンダ高原からムパム MbamJllまでの一帯に散らばって居住する人々を指す。つまり、人々は直接テ

イカール族と名乗るわけではなく、それぞれの毘族名を持っている。ティカーノレはパントゥ一系の
サブグループの一つであるとされるが、これは正確には単一民族ではなく、さらに言語的に下位区

分される。
5ウィンブムは主要な 3つのクラン（タン、ウィヤ、ワノレ Tang、Wiya、War）に分かれており、ン

カンベはワノレの…派に臆する。つまり、ンカンベ社会はウィンブムのンカンベリネージの人々から

なる社会であると言える。
6このように、ンカンベ社会は更に細かく下位区分されることから、村辻サブリネージ、クオータ

はサブりネージのさらに締かいりネージ単位で構成されていることがわかる。但し、実際にクォ

ターごとの移性の歴史を開いていくと、クオーターごとに出告が異なることから、ンカンベは
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概に同リネージ集団で構成されているというわけではないようである。

7強霊との交渉能力をもっ首長は、社会を統べる者であるが、彼は絶対的な権力をもつわけではな

い。ソーは、ティカーノレ系首長制社会に共通する特徴として、伝統的評議会、王母、リネージ組織、

秘密結社などの、首長による権力の灘用を常時監視するための制度的規定がある点を指摘している

（ソー： 110）。ンカンベ社会においてもこれらの制度が認められる。
8カミは spritとも godとも英訳される。最高神は fニュ・ンゴン nyungonJ、麗敷地のカミは「ニ

ュ・ラ nyulahJ、水のカミは fニュ・ロ nyurohJ、森のカミは fニュ・コップ nyukopJ、畑のカミ

は fニュ・ムムング nyummkfuJ と呼ぶ（Bongmba、2001': 7）。 開き取りでは丘のカミ「ニュ・ム

トウ nyumtuJ、収穫のカミ fニュ・クワァ nyukwaaJ、爵のカミ fニュ・ムピン nyumbingJ なども

得られた。

S ただし、結社によっては割礼をした 12、3識の少年から入社資格を与えている。かつて割礼は

12～15識で行われていた。

l 0 また、成員以外の男性が結社の集会所に入る際にはいくつかの決まり（帽子を被る、武器を携帯

しない、伝統的階級保持，者は専用の角型コップを持参する、等）が設けられている。

I l ちなみに薬をムチェップ mehepと言う．加えて、 nchepの複数形は mehepである．薬と仮面、

供犠iこは共通するところがあると考えられていることを推測できる．

1 2 ンカンベに見られる仮面の形態は、頭部を麻製のネット（網状面）で覆ったものを基本として

いる。網状面白体に装飾が摘される場合もあれば、網状面の上から木製面を取り付ける場合もある。

木製面は頭頂部に取り付けられることが多い。衣装は麻製の袋生地を材料lこ用いるものが多くみら

れるが、他に布地を用いる場合もある。仮面の多くは平に木の枝や棒、ハエ追い、検などの持ち具

を携える。なお、仮面の形態に関する詳細は拙稿（後藤 2007）に記述した。
l 3 この場合、クライング・ジュジュの名称がそのまま結社名となる。

l 4 ＂王宮の結社”とも表現されるムワロン結社、ンギリ結社もクライング・ジュジュを所有してい

る。
1 5 これは、ムワロン結社において頭著に見られる。

I 6 クライング・ジュジュが受場する訴には、集会所付近に近寄ってはならないことが住民に常い

渡される。
1 7 ある地車のクライング・ジュジュ結社員はこう話してくれた。 fムワロンであってもこの結社に

は介入できない（それほど強力なのである） J （括弧内は筆者による）この説明からは、ムワロンと

自身の結社とのパワーバランスに言及していることがうかがえる。彼らは各々のクライング・ジュ

ジュが持つ超自然的力は、ムワロンが持つそれと匹敵するか、時には逆転するほど強力で危険であ

ると主張しているのである。ここに、ンカンベ社会の内部構造が抱えるパワーバランスの揺らぎを

見ることができるかもしれない。
I 8結社を購入するとは、結社を所有する権利、結社内で行う儀礼の知識、用いる呪薬（の知識）を

購入することを指す。クライング・ジュジュの場合は音源の操作方法に関する知識も含まれる。

l 9 結社を購入する擦は、現金ではなく儀礼に用いる動物（ヤギ、鶏など）や語、食物を供出する

ことで支払う。これは仮面結社の場合においても問様である。
2 o M A地区は 8地区と間じく地区の神殿ンダ・ンゴン ndap血 ngonを持つ。 MA地誌の人々は比較

的新しく移住してきた人びとで、当初は自分たちのチーフダムを作ろうとしたが、人数が少なく金

もなかったためンカンベの傘下に入ったという。ンダ・ンゴンはンカンベの首長であっても入るこ

とができない聖域とされる。この神殿を持つのは上記の 2つの地区のみであり、彼らは基本的に自

分の地区のみで問題解決を図ろうという姿勢を持つ。そのためか、この 2±也豆出身の者はムワロン

結社に加入することを嫌う。 MA地区のクライング・ジュジュであるムコウは、従ってムワロンの

手が及ばないほど強力なものであると MA地区の人びとは主張する。
2 I 正確な位置は未確認であるが、同県（ドンガ・マントウング）内に存在する村である。ワイン

ブムである。
2 2 問県内に存在する村である。ンカンベの東 50kmほどの場所に位置している。ウィンブムでは

ない。
れこれは村単位で組織される男性結社であり、ウィンブムに特有の結社とされているものである

(Carpenter、 1934）。

2 4 ムワロン結社が備えた役割については拙稿（後藤 2007）にて記述した。

2 5 ティカーノレ系諸民族社会ではダブノレゴングが神聖視され、特に依面結社の楽器として用いられ

ている。端の報告には、仮面結社クウィフォが夜間外出をする際に必ずンドン（鉦）を使用するとあ

る（端、 1980:48）。鉦の音が妖術師や悪い精霊を追い払う呪力を持っと考えられている。

2 6 これらの仮面の詳細については拙稿（後藤 2007）にて記述した。

2 7 Kwifor、端の調査地であるマンコン社会において、宮殿内に存在する仮罷結社である。クウィ

フォは王の権威性を支える一端であり、クウィフォの戒律は王の意，患の上位に位置づけられる。強
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いタブー性を帯び、クウィフォの最上位の仮面クウィフホ・テンツは王であっても見ることができ
ない（端 1987:135）。

2 8 ダブルゴングとは体鳴楽器に分類される、苦のない、丹錐または舟形の二体接合型の打ち鐘の

こと（ンケティア： 82）。この型の鐘はニジェーノレ川大湾曲部から中央アフリカまでの地域に広く

分布し、集権化された政治組織を持つ社会と密接な関保がある（阿久津： 135）。カメノレーン高地に

おいても、ダブルゴングは王権と深く結び付けられる楽器の一つである。

2 9 佐々木は音声の穣越性が見られる事例として、ほかにポロ結社、ゴ結社などを挙げている（佐々
木 2009）。
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