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研究成果（概要）：インド・ラージャスターン州バールメール県のメーグワールの人びとを中心に、村落

社会に生きるダリトの差別状況とダリト差別を裁く法の認知や理解についてフィールド調査を行った。

村落社会では「ダリト」であることよりもサブカーストの方が重要視されることが明らかになった。 

研究成果（詳細） 

 はじめに 

  報告者は 2018 年 7 月より「現代インドにおけるダリト(元不可触民)運動―ネットワークとエリート

の台頭」という研究タイトルを持って、インド留学を開始した。当初、デリーとラージャスターン州の

ダリト組織を中心にダリト運動について調査して、研究を進めていくつもりであった。州内の歴史や社

会について勉強するにつれ、「ダリト」とは非常に多様であり、村落社会において現実に 1 つのアイデ

ンティティとして機能しているとは到底考えられなかった。一方で、ダリトを指す行政用語である「指

定カースト」への差別行為を裁く法律が存在している。The Scheduled Castes and the Scheduled 

Tribes (Prevention of Atrocity) Act(以下、「残虐行為阻止法」)である。ダリト運動の研究をする

と、差別をいかに乗り越えるのか、多様な試みを知ることができるが、それよりも根本的な問いに答え

たいと思うようになった。すなわち、ダリト差別の本質を知り、ダリトに対する差別を裁く法の意義を

問うということである。そのため、研究タイトルを現在のような「現代インドにおけるダリト差別と法

―ラージャスターン州バールメール県に着目して―」と変更して、研究に取り組んだ。バールメール県

に着目した背景は、指導教官 Surinder Jodhka教授のラージャスターン州では広すぎるというコメント

による。バールメール県は、タール砂漠のある周縁化された地である。 

ここで、ダリトの社会的状況を知り、法の意義を問うというとき、特定の地域に着目する必要性につ

いて述べておくべきである。それは、例えば、「人権」という概念が、グローバルな文脈の中で創造さ

れ、それが草の根の文脈で理解される時にはある程度のローカライズが起きていると考えたことに由来

する。つまり、「残虐行為阻止法」が中央政府のあるデリーで制定され、より差別事件が多い農村部に

法が浸透するとき、その土地の文化が影響する可能性があるといえるかもしれない。もちろん運用や裁

判所に関しては全インド的に統一されたものである。しかし、村の中で、パンチャーヤトという村議会

が幅をきかせているということや、村の中で起きた紛争解決のために高カーストを呼ぶといった習慣を 
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鑑みると村落社会で近代法がどのように理解されているのかを知ることは、重要なことだと思えた。ま

た、ローカルな文化や社会的状況を理解することは、法律がどのように村落社会に浸透していくか明ら

かになるのでは、と考えた。法がいかにして草の根に浸透するかが明らかになれば、法の意義について

論じられるのでは、と考えている。 

 

 研究方法 

  「残虐行為阻止法」の意義を問う本研究の方法・手順は以下の通りである。 

1．インド・ラージャスターン州バールメール県の特定の村にて参与観察をしつつ、その地域の文化

や歴史や社会、現在のダリトの社会的状況を理解する(世帯調査、日常的な差別に関する調査) 

2．ダリト差別が事件化した際に、「残虐行為阻止法」や州法、パンチャーヤトでのルールといかに絡

み合い、それぞれの法律がどのようにローカライズされて理解されているか、また、法律が適用さ

れる局面で①法律が草の根に、②草の根が法律に、いかにアクセスをしているのかを明らかにする

(事件化する差別に関する調査) 

  

フィールド調査 

  目的：ラージャスターン州バールメール県におけるダリトの生活と差別の状況を知ること 

  期間：2019年 3月(予備調査) / 2020年 1月－3月 

  手法：半構造化インタビュー 

  調査地：ラージャスターン州バールメール県にある 3つの村 

①A村        全人口 1634人 (男 878/ 女 756) 

SC人口 1101人 (男 586/ 女 515) ST人口 69 人 (男 36/ 女 33) 

識字率 63.82% (男 81.89％/ 女 41.82%) 

   →うち 51世帯 (ビール 10、メーグワール 37、ガヴァリヤ 4) 男性 27/ 女性 24にインタビュー 

②B村        全人口 1445人 (男 758/ 女 687) 

                         SC人口 503人 (男 258/ 女 245) ST人口 388 人 (男 193/ 女 195) 

               識字率 54.96% (男 66.61%/ 女 42.15%) 

   →うち 96世帯 (ビール 44、メーグワール 22、マハラージ 30) 男性 37/ 女性 59にインタビュー 

③C村             全人口 1976人 (男 1014/ 女 962) 

SC人口 538人 (男 273/ 女 265) ST人口 46人 (男 23/ 女 23) 

識字率 44.83% (男 64.90%/ 女 23.23%) 

   →うち 54世帯 (ビール 2、メーグワール 28、マハラージ 24) 男性 31/ 女性 23にインタビュー 

  質問内容：名前、年齢、性別、カースト、職業、識字、学歴、出身地、居住地、土地所有、収穫数、 

       同居の家族、稼ぎ頭の人数、現金収入額、タンカー/タンカリーの所有数、水代、家畜 

          電気が開通した年、電話/スマホの所有、インターネットを使用するか、所有家電の内容 

PoA法を知っているか、他カーストの結婚式に行くか、結婚式に行く場合の席の形態、 

選挙に自由に投票できているか、服装の自由はあるか など 
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 調査の状況： 

  予備調査では、バールメール県におけるダリトの生活の在り方をみて、村の選定を行った。その後、

ダリトの生活や差別の状況を知るために、先行研究を参照しながら質問項目を作成した。本調査におい

ては、バールメール市にてホームステイをする形で、選定した村に通う形で半構造化インタビューを行

った。聞き取り調査では、バールメール市の大学生にマールワーリー語の通訳をお願いした。村での案

内役には主にメーグワール(ダリト)の有力者にお願いをした。役所にて村の地図を入手したかったが、

徴税のための地図のみ保管されており、一般的な地図がなかった。そのため手書きの地図を作成した。

合計 201世帯の聞き取り調査を行ったが、村落社会においては、サブカーストが重要なファクターであ

ることがわかった。村まで移動するためにタクシーを利用する際にも、サブカーストを言う必要がある

という点は、デリーでは見られない光景であった。 

 明らかになったこと： 

  A村と B村は 1つ 1つの家に距離があり、バールメール市から離れた場所でタール砂漠に位置してい

る。C 村はバールメール市から近く集住しており、近くに高カーストも住んでいる状態である(居住区

は分かれている)。職業はカーストごとに傾向がある(メーグワールやビールは農業と建設業、マハラー

ジはハンディクラフト、ガヴァリヤは商売をしている)。農業は雨に左右されるため、安定していない。

電話は約 70%が持っていたが、写真を撮れるようなスマートフォンを持っている人は、わずか 25人(男

性 20人/女性 5人)しかいなかった。そのためインターネットを使用する人は非常に少なく、「残虐行為

阻止法」を知っている人は、聞いたことがある人も含めて、28 人(男性 26 人/女性 2 人)であり、スマ

ートフォンを持っているということと相関がなかった。 

  また、特筆すべき点は、「ダリト」とはいえ、カーストによって状況が異なっている。マハラージは、

ダリトの司祭であり、メーグワールがジャジマーン(檀家のような制度)である。マハラージはベジタリ

アンであり、メーグワールとは共食するがビールとは共食をしない。メーグワールもまた、ビールとは

関係が良好であるという一方で、共食をしない。 

現在は識字率をみると女性の方が低く(男性約 69%/女性約 23%)であり、家電普及を見ても男性優位の

社会であることが明らかであるが、若年層の教育水準は世代ごとに上がってきており、その変容に着目

することでダリトの社会的状況の変化を理解することが可能になると思われる。 

 

 総括/ 今後の課題と展望 

留学中には、ダリトの社会的状況を把握するために行った調査にて、ラージャスターン州バールメー

ル県における主にメーグワールの生活状況やカースト間関係を理解することができた。その他 2018 年

10月－11月にはラージャスターン州ジャイプールにあるダリト NGO「ダリト権利センター(Centre for 

Dalit Rights)」の弁護士・活動家らに半構造化インタビューをして「残虐行為阻止法」に抵触する事

件資料を収集している。 

法の意義を問うための下地として研究の方法(前述)における特定の地域の、あるサブカーストの社会

的状況や差別状況は理解できたが、そのダリトの状況と事件の分析との橋渡しとなる議論を構築してい

く必要がある。留学で得られた知識や経験を生かして、今後も研究に専念していきたい。 
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留学中の生活・研究でのトピックス 

発表の機会 

  ジャワハールラール・ネルー大学にて 2019年 4

月11－14日に開催されたPhule Ambedkar Jayanti

という会議にて発表する機会を得た。発表タイト

ルは、“Discrimination and Law: A Comparison 

between India and Japan”とした。本会議のテー

マは「ダリト」であり、日本に関しては専門外で

はあるが、日本の事例を紹介してほしいというリ

クエストがあったため、急いで勉強して発表を迎

えたが、良い経験ができた。発表後に友人らと撮

ったのが右の写真である。 

バールメール県の A村 

左の写真は、前述の研究成果にて言及した A村の

ものである。ここは、雨季が来ると、バジャラと呼

ばれる主食を栽培する畑にもなる。奥に見えるタン

カーには水が貯められる。タンカー1杯で 500ルピ

ー(750円)である。こうした道を歩いて一軒一軒の

家に訪ねて聞き取り調査のお願いをしてフィール

ドワークを行ってきた。朝から歩くと視界が開けて

いてとても気持ちよく、今となっては懐かしく、ま

た行きたいと思う。 

今後の社会貢献 

 差別を知ることと、差別を克服する手段としての法の意義を問うことは、現代インドのみならず、世

界中で必要とされているだろう。2020年 6月現在では、アメリカにおいて、黒人男性が警察官によって

殺害された事件が発生したことで、社会運動が展開されている。インドにおいても、ダリト差別に関わ

る大きな事件が起きると必ず抗議活動が行われる。社会運動は民主主義を構成する重要な要素であり、

研究テーマとしても必要とされる。 

しかし、本研究は社会運動ではなく、差別そのものに目を向けて、その本質を理解することを目指す

ことにした。運動には参加していない本当に周縁化されている人びとの生活や社会的状況を理解するこ

と、事件化しない日常的な差別とローカルな人びとが法についていかなる認識をもっているかを知るこ

とは、差別を克服するために必要な知識を与えてくれると思う。今後は、留学で得た経験や知識を体系

化した博士論文を執筆し、差別に関わる知識を誰にでもわかりやすい形で発表し、よりよい社会構築に

貢献できる研究者であるために、日々邁進していきたい。 

 


