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０.はじめに

0-1 サカ暦1928年第10月新月の日＝2006年３月30日

2006年３月30日はバリ暦の新年にあたるニュピNyepiであった。ニュピに先立って行われ

た多くの行事が終わって、島中がうそのように静まり返り、人々は路地から外へ出ることな

く１日を過ごした。車の音も、ガムランの音も、日常生活にあふれるテレビやラジオ、人々

の大きな声もまったく聞こえず、夜ともなれば、電気をつけることが禁じられているため、

闇夜に風が木々を揺らす音が聞こえるだけという状態であった。通常とまったく異なる生活

は、次の朝の到来とともに、終わりを告げる。

この日は、バリ島の空の玄関口であるングラ・ライ国際空港の閉鎖を含め、すべての人物

の外出、往来が禁止され、家庭内で電灯をともすことも禁じられている。街には慣習村（後

述）の「伝統的」警備員がたち、これらの禁止事項が厳守されているかどうか、厳しく管理

する。インドネシア共和国内においても、このようなニュピは特異な行事である。全国ネッ

トのテレビでは、このめずらしい習慣を無人の街中の風景を通じて、毎年ニュースで放送す

るほどである。

しかしながら、ニュピがこのように厳しいものに変わってきたのはここ２、30年のことで

ある。バリ・ヒンドゥー教は、国民国家インドネシアの枠組みの中でバリ島社会と中央省庁

との緊張をはらんだ関係性のもと、調整がはかられ、教義とその解釈が厳密化した。それに

伴い、多くの行事や儀礼は見直され、改変された。さらにアジア経済危機以降、低迷したバ

リ島経済の不安の中で、バリ島社会に「バリ文化」に対する危機意識が高まるや、「バリ文化」

の重要な要素である儀礼は盛んな議論が展開されるような対象となり、積極的に改変され、

人々の「バリ文化」実践意識をあおるものとなった。ニュピ関連の儀礼はその改変された儀

礼の代表的なものである。そして現在も、さらに大きく変貌をとげようとしている。

0-2 ニュピ―バリ暦の新年とそれをめぐる行事

ニュピは２種類のバリ・ヒンドゥー暦のうち、太陰太陽暦のサカSaka暦に基づいて設定さ
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れ、一連の儀礼が執り行われる。サカ暦の一ケ月は新月（暗黒日）から始まり、第10月Sasih
 

Kadasa第１日である新月の日がニュピの日と定められる。その時期は通常で２月～３月、４

年に一度のうるう年にあたる年は４月である。

ニュピは、海にあるとされる精霊ブタ・カラButha Karaの島の大掃除の日にあたり、この

日、島を追い出された精霊たちがバリ島にやってくるので外にでて活動してはいけない、と

いういわれのある日である。そのため、主としてそれ以前に村や家を浄化し、供犠を行って

精霊たちを鎮めるという儀礼が中心となる。村に存在するすべての寺院の御神体 を海へと運

び、浄化する儀礼ムラスティMelasti、ニュピの前夜に若者たちによって行われる、はりぼて

の御輿オゴオゴOgoh-ogohのパレードなどがよく知られる。本稿は、これらの儀礼や行事に伴

う音やガムラン演奏実態の変化を、ひとつの村で10年間に起こった変化をたどりながら考察

していくものである。

0-3 先行研究

ニュピ関連の行事が比較的新しい慣習である、ということは「観光文化」を唱えたM.ピカー

ルをはじめとする多くの研究者によって語られてきた。しかしながら、その多くは断片的な

情報でしかなく、これまでまとまった形でニュピ関連の論文を記したのは文化人類学者のL.

ノスロピNoszlopyのみであった。ノスロピはニュピに関連する行事のなかで、新しい要素と

して最もよく語られるオゴオゴについて、それが新しい伝統として作り出される様と、その

変化していく様を丁寧に追った論文を示した ほか、バリ島における若者文化を論じる際に、

オゴオゴを含むニュピに関連する若者たちの活動のひとつとして、ブレガンジュールの演奏

やングルプック（後述）を紹介している 。それぞれの論文が調査対象とした地域は、本稿で

取り上げようとする地域に隣接し、文化的背景や時代背景、社会的状況などが類似する。

しかし、これらの論文はニュピの全体像をとらえた論文であるというよりは、若者文化を

論じるものであるため、本論が提示しようとするガムランを含む村の音を総括するような視

点には欠け、これらについての記述は薄いものであった。また、ひとつの行事に関する経年

変化については紙面をさくことができていない。そこで本論では、これまでまとめられるこ

とのなかったニュピ関連の儀礼を、ひとつの村の事例をもとにまとめ、人々のニュピをめぐ

る活動を概観することをも目的とした。その意味で、本論は村の音の経年変化の記録である

ばかりでなく、ニュピという日をめぐって行われる人々の活動の変化の記録でもある。

0-4 村の概要

本稿の舞台は、インドネシア共和国バリ州デンパサール市Kotamadya Denpasarの市街地

の南東に位置するタンジュン・ブンカ慣習村Desa Adat Tanjung Bungkakである。

バリ島には、行政村Desa Dinasと慣習村Desa Adatの２種類の村が存在する。慣習村とは、
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かつて村自体が慣習的領域をもち、その所有権をめぐって村民に労役義務を課す存在だった

もので、現在は主として寺院の儀礼を行う慣習的なまとまり（村）となっているものである。

行政単位である行政村の区分とはその領域が異なることもある。タンジュン・ブンカは慣習

村で、その中に七つの集落Banjarが存在するが、このうち、寺院等の儀礼において輪番制で

義務を課せられるのは三つの集落のみである。新規に作られた行政的な集落 の住民には寺院

における祈りこそ許されるものの、慣習的に行われてきた各種儀礼を行う主体になることは

許されていない。

筆者は1996年から、この村の輪番制の義務を負う三つの集落のひとつ、バンジャール・タ

ンジュン・ブンカ・クロッドBanjar Tanjung Bungkak Kelod（以下バンジャール・クロッ

ドと省略）を中心に、調査ならびに研究を行ってきた。本稿はその集落で1996年から2006年

までの10年におこった、ニュピをめぐる人々の活動の変化を記したものである。

１.ニュピ1996年

1-1 ムラスティ

ムラスティとは、先述したとおり、村に存在するすべての寺院の御神体を海へと運び、浄

化する儀礼である。ニュピの３日前に行われる。1996年のニュピは３月21日で、ムラスティ

は３月18日に行われた。村には村が儀礼の主体となるべき寺院が三つあり、それらはタンジュ

ン・ブンカ慣習村の場合、村の中心に集中して立てられている。その真ん中に位置するプラ・

デサPura Desa（村の寺院）に村内すべての寺院の御神体を集めて、ここから３kmほど離れ

たサヌールの海で清めるために隊列を組んで行き、浜辺で清めの儀式をして帰ってくるのが

大きな流れである。寺院ごとにガムランを従えてくる御神体もあるが、基本的に、行進のた

めのガムランであるブレガンジュールBeleganjurが村で用意され、この演奏が隊列音楽の中

心となる。

タンジュン・ブンカ慣習村のプラ・デサは、ダラム・タンジュン・サリ寺院Pura Dalem
 

Tanjung Sariの中庭に設置された寺院で、固有の敷地が格段に狭いため、すべての御神体は

ダラム・タンジュン・サリ寺院の外陣にあたる庭ジャボ・シシJaba Sisiに集まる。御神体す

べてが寺院の敷地に到着するまで、ガムラン・ゴン・クビャールGamelan Gong Kebyarがバ

レ・ゴンBale Gongと呼ばれるガムラン用の建物で、ルランバタンLelambatan（伝統的器楽

曲 ）を断続的に演奏する。隊列の音楽であるブレガンジュールは、隊列を組む人々とともに、

寺院の庭で待機する。ブレガンジュールは特に、ブタ・ヤドニャBhuta Yadnyaと呼ばれる精

霊、地霊に関連する浄化儀礼と密接なかかわりを持つガムランで、多くの場合、特に建物等

を与えられることなく、地面に敷物を敷いてその上で演奏したり、歩きながら演奏したりす

るのが常である。ムラスティの場合も同様に、寺院の敷地内に敷物を敷いて、演奏者たちは
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その上に座って待機する。すべての御神体がそろい、プラ・デサの内部での儀礼が終わるの

をまって、ブレガンジュールの演奏が始められ、さまざまな御神体を先頭に、隊列が寺院を

後に、海へと向かう。

浜辺に到着してからも、演奏は断続的に続く。浄化の儀礼が本格的に始まってからも、演

奏は休みを適宜はさみながら続けられる。ただし儀礼のクライマックスとなる、人々の祈り

の場ではブレガンジュールの演奏も中止され、演奏者も人々と同様に祈りをささげる。この

祈りが終われば、儀礼はほぼ終了である。来た道を、御神体を先頭に村へと戻っていく。こ

のとき、村人たちはたいてい車やバイクで先に帰ってしまい、残っているのは御神体を頭に

載せて運んでいる人々、供物を運ぶ人々、そしてブレガンジュール隊だけである。

1-2 ムラスティにおける輪番制ガムラン演奏

この村におけるムラスティのガムラン演奏は、村の寺院の儀礼の主体となることができる

３集落の輪番制になっている。ムラスティに先立ち、御神体を保管場所から出してきて、き

れいにし、飾り付けるブリアスBeriasという過程があるが、この際にもガムラン・ゴン・ク

ビャールがルランバタンを演奏する。このルランバタンの演奏は、集落の成員（男性）のガ

ムラン演奏グループであるゴン・バンジャールGong Banjarが担当する。ムラスティ当日の

ルランバタンの演奏もゴン・バンジャールの担当である。ブレガンジュールはゴン・プムダ

Gong Pemudaと呼ばれる、集落内の未婚男性によるガムラン演奏グループが演奏を担う。

1996年の担当はバンジャール・クロッドであった。ムラスティにおけるブレガンジュール

は、ガムラン・ブレガンジュールによる新作を発表する大きな機会であり、芸術大学の学生

たちによって、さまざまな新作が試みられる。この年は、演奏担当となったゴン・プムダの

ひとりで、芸術大学の学生が、友人を誘って楽曲を作った。一ヶ月以上前から、練習が始ま

り、毎日夕方から夜遅くまでの練習が続いた。楽譜はもちろんなく、練習の中で曲が作り出

されていくスタイルであるため、曲が仕上がるのは本番ぎりぎりになってからであった。状

況に応じて、臨機応変に対応できるような曲の構成になっており、当日は隊列の進行にとも

なってテンポの緩急、ダイナミクスの変化、楽曲の構成などが自由に変えられて演奏された。

浜辺での演奏では、創作曲はほとんど用いず、慣習的によく用いられるモチーフを繰り返し

演奏したが、浜辺からの帰路では再び創作曲を演奏することとなった。ただし長距離を徒歩

で、重い楽器を運搬しながら演奏することに伴う極度の疲労のため、寺院にたどりつくころ

には、楽曲はほとんど崩壊していた状況であった。

1-3 ニュピを迎えるために

このようなゴン・プムダの活動のほかに、ニュピをめぐって、スカ・トゥルナ・トゥルニ

Suka Teruna Teruni（集落の青年団。集落成員の子で、未婚男女からなる。以下STTと省
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略）が行う重要な活動がいくつかある。そのうちのひとつがオゴオゴと呼ばれる精霊たちの

はりぼての御輿を作り、ニュピ前夜にそれをかついで村内を練り歩くというものである。こ

の活動は1980年代に現在のデンパサール市内で始められるようになった新しい習慣である。

ゴン・プムダがブレガンジュールの練習を始めるのとほぼ同じ頃、ゴン・プムダに参加し

ない男性の若者たちを中心に、オゴオゴの制作が始まる。かつぎ棒は竹でできており、オゴ

オゴの骨格も竹で構成される。その上に紙を幾重にも張り重ねて、その上に塗料や飾りもの

をつけ、発泡スチロールや木などで作られ、繰り返し使われることもある仮面をとりつけて

完成となる。大きさはバレ・バンジャールBale Banjar（集落の集会所）の２階へ達するほど

のものである。1996年の段階では、村外を含むどの集落も精霊の形をとったものが多く、怖

さを強調したものや、社会的風刺が効いた悪霊の姿をしているものが多かった。

これらの像は、ニュピ前夜まで集落の前に展示しておく。ニュピ前夜に村内を練り歩いた

後は仮面だけがはずされてしまわれるが、本体はそのまま放置され、何事もなかったかのよ

うに打ち捨てられてしまったことが多かった。

1-4 ングルプックとクルクルの音

このオゴオゴの村内練り歩きの原型となった儀礼が、ングルプックNglupukと呼ばれるも

のである。ニュピ前日の夕方、屋敷地内に潜む悪霊、精霊たちを鳴り物で呼び覚まし、敷地

内から追い出す儀礼である。家にある音のなるものならなんでもよく、楽器のある家はタウォ

タウォTawa-tawaなどの小型のゴングを、松明をかかげてならしながら、家の敷地内を練り

歩く。楽器のない家ならば、竹筒をならしたり、空き缶をたたきならしたりして、敷地内の

隅から隅まで歩き回る。これを村内全体に拡大したもの、それがオゴオゴの練り歩きである。

このオゴオゴの練り歩きに先立って、夕方から、一連の音が村中に響きわたる。それはク

ルクルKulkulを使った特定のリズム型である。クルクルとは、村内の連絡用に使われるス

リットドラムで、通常、バレ・クルクルBale Kulkulと呼ばれるクルクル用の建物には、集落

写真１ ングルプック（2000年）
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成員への連絡用クルクルと、集落成員の妻への連絡用で成員用よりも音が高くなるように作

られたクルクルの２つ、ならびにSTT連絡用の金属板が下がっている。それぞれは固有のリ

ズム・パターンにより誰に、何を連絡するのかが決定されており、担当者以外がこれをたた

くことは許されない。しかしながら、ニュピ前日の夕方のみは、この日常からの逸脱が許さ

れる。希望するものは誰でも叩くことが許され、個々のクルクルが持つ決められたリズム・

パターンを逸脱したり、複数のクルクルを組み合わせて演奏したりしてもよい 。ただし、こ

の際によく用いられる固定パターンがあり、通常は、このパターンが村内に大きく響きわた

ることになる。この音が鳴って、初めてニュピ前夜の一連の行事が始まるのである。

1-5 オゴオゴとブレガンジュール

クルクルの音が一段落し、日もすっかり暮れた頃、各家庭でのングルプックも終わって、

三々五々、若者たちがバレ・バンジャールに集まってくる。トゥアックTuak（椰子酒）が大

きな金たらい一杯用意され、一部のものはすっかり酔っ払っている。プマンクPemangku（僧

侶）が集落の付属寺院で祈りをささげ、皆に祝福の聖水を振り掛けるのを待って、ムラスティ

の日にブレガンジュールを演奏したゴン・プムダがブレガンジュールの演奏を始めた。これ

がオゴオゴの練り歩き開始の合図である。御輿の担ぎ手もブレガンジュールの演奏者も、そ

して松明を掲げてこの隊列に加わった村の多くの老若男女も、多くが揃いのＴシャツを着て

カマンkaman（腰巻）を巻き、靴下と靴を履いてこの列に参加した。というのも実はこのオ

ゴオゴは、けんか御輿で有名な行事だったのである。しかしながら死者が出たりしたことか

ら、この数年前から、けんかを制御するためにデンパサール市政府が練り歩く地域を限定、

アルコールを禁止したのであった。それでも血気はやる若者たちは、すきあらば勢いよく戦

わんとして、靴を履いて、いつでも走り出せる、そしていつでも逃げ出せる体制で、御輿を

担ぎ、演奏に加わっていたのである。

ゴン・プムダがこのとき演奏したのは、ムラスティ用に創作された新曲であった。ただし、

すでに演奏前からアルコールが入っているため、演奏の核となるテンポを維持する楽器タ

ウォタウォの奏者がどんどん走ってしまい、しまいには楽曲がすっかり崩れてしまった。そ

れでもクンダンKendang（太鼓、ガムラン・ブレガンジュールのリードをとる）奏者と旋律

譜例１ クルクル打奏パターン ニュピ前夜に固有のパターン
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担当者を除いてそれを気にするものはほかになく、村内をおおらかに飲みながら練り歩いて、

バレ・バンジャールへと戻ったのであった。その後、バレ・バンジャールでは無礼講となり、

金だらい一杯のトゥアックが若者たち、特にゴン・プムダを中心とするメンバーに振舞われ、

朝からSTTの男性たちによって用意されていたラワールLawar（豚の生肉の和え物）、バビ・

グリンBabi Guling（豚の丸焼き）などが参加した人々すべてに振舞われた。そしてこの無礼

講は深夜０時をもって終了し、ニュピを迎えたのである。

２.ニュピ1997年

2-1 ムラスティ

この年はインドネシア共和国において第２次長期政権を維持したスハルト体制が崩壊する

直前で、非常に緊迫した雰囲気のなか、ニュピを迎えることとなった。うるう年にあたった

この年のニュピは４月９日で、それに先立つこと３日、４月６日にムラスティは行われた。

この年のムラスティのガムラン演奏担当は、バンジャール・クロッドではなかった。その

ため筆者は、一村人として、ムラスティに参加することとなった。村内のすべての寺院から

御神体が集まってくるのを待ち、そこから隊列が出発することは前年と同様である。村人も

三々五々集まってきて、適当な日陰に座って隊列の出発をまつ。やがてすべての御神体がそ

ろうと、各寺院の御神体を先頭に、供物や儀礼用品などがそれに続き、ブレガンジュール隊

がその後につく。その後ろを村人たちの多くが徒歩で、一部はバイクや車などで浜辺までつ

いていった。行列は長いものとなり、村人たちの位置からガムラン・ブレガンジュールの音

が聞こえることはない。皆がめいめい、なんとなく話しをしながら浜辺へむかっている感じ

である。

浜辺で僧侶が御神体の浄化儀礼を行っている間は、村人はすることがない。ただ座って待

機しているだけである。断続的にブレガンジュールも聞こえるが、村人はぜんぜんそれを気

に留めることはない。儀礼の進行にはほとんど無関心である。浜辺につくなり、水やお菓子、

写真２ オゴオゴとブレガンジュール（2001年）
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軽食などを買い求め、めいめいがそれをほおばっている状態で、最後の祈りを待つ。そして

浄化儀礼が終わり、祈りがすむと、村人たちは御神体と供物、それらの担当者、ならびにブ

レガンジュール隊を残して、やはりわれ先にさっさと帰宅してしまった。浜辺から御神体が

帰る準備をするのを確認する間もなく、筆者も同行した村人たちにつれられてベモ（小型の

乗り合いバス）に乗せられ、帰宅させられてしまった。

2-2 禁止されたオゴオゴ

この年のニュピをめぐってもっとも特徴的だったのは、総選挙を控えて、オゴオゴが禁止

されたことである。後に不正が発覚し、1998年の暴動、政変のきっかけとなった選挙ではあっ

たが、実施前は非常に強い厳戒態勢がとられていたのである。村全体を買収するような買収

運動があったりしたなか、選挙運動はひろく一般市民や学生の間にも広まり、バイクを何台

も連ねて大きな旗を掲げて支持政党の名前を叫びつつ街を闊歩する若者たちが現れるなどの

動きがあった。けんか御輿であるオゴオゴは、ともすると暴動に結びつきやすく、社会的混

乱をもたらす恐れがあるとされ、通常以上の警戒態勢がとられた。そのため、練り歩きが禁

止されただけではなく、像の制作そのものも禁止された。

それゆえ、前年、オゴオゴを準備するために若者たちが集っていたバンジャール・クロッ

ドのバレ・バンジャールは賑わいもなく、特にブレガンジュールの演奏当番でもなかったゴ

ン・プムダがそこで練習も行うこともまったくなく、閑散とした様相であった。せめてもの

楽しみに、と４月８日の通常ならオゴオゴを行う日に、STTの男性たちが朝からングラワー

ルNglawar（儀礼などの際、皆で寄り集まってラワールを作ること）を行い、夕刻にバビ・

グリンを買い求め、ビールを何ケースも買い込んで 無礼講の用意をしただけであった。

2-3 ングルプック

各家庭でングルプックをすることの重要性が再び認識されたのは、この年のことである。

選挙によってオゴオゴが禁止されるとともに、オゴオゴの意義、意味を考える世論の広まり

があって、ングルプックこそ重要な行為であることが宣伝されるようになった。新聞やテレ

ビでは、ニュピとはなにか、オゴオゴの意味とはなにかが盛んに論じられるようになり、ン

グルプックという行為がクローズアップされ、その意味が強調されたことから、その実践意

識が一般の人々にまで広まった。そのため、それまで半ばわすれかけられていたような存在

だったングルプックが、夕刻のクルクルの音ののち、集落内のほとんどすべての家庭で行わ

れるようになったのである。

筆者の滞在していた家では、中学生の男の子２名がその担当となり、ひとりが松明を掲げ、

もうひとりがタウォタウォをたたきながら、敷地の隅々までくまなく歩き回った。なかばニュ

ピがはじまったかのような、静かなングルプックであった。そしてその後バレ・バンジャー
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ルで行われた無礼講も、通常なら盛大に行われるのだが、この年は控えめな宴会となり、早々

に散会となった。

３.スカ・トゥルナ・トゥルニの活動の変化

3-1 スカ・トゥルナ・トゥルニの活動衰退―減少する村の行事の担い手たち

1997年のオゴオゴの禁止を境に、STTの活動も徐々に衰退していった。その一因となった

のは、これまでのオゴオゴやブレガンジュールなどの活動を、過大な個人負担ととらえ、避

ける傾向が現れたことであった。デンパサール市では大規模なインフラ開発が行われた結果、

1990年に入ってから収入を求めて流入した人口が増大し、市街地を押し広げ、急速に都市化

がすすんだ。主要産業であった農業は、インフラ開発のために水路が断絶されて、存続が困

難になり、多くの人々の農業離れをひきおこした。農地は宅地化され、あるいは調整地域 で

は放置されるか造園産業に貸し出され、街の様相も一変した。社会のあり様も変容した。観

光産業などの第３次産業へ主要産業がシフトし、個人の学力と学歴こそが地位と収入を約束

する社会となった。そのためよりよい収入を求めて、子供にいくつもの塾通いをさせるよう

な教育熱が巻き起こった。このような状況にあって、集落や慣習村、行政村の強いる地域活

動は、子供たちの教育と各家庭の収入確保の障害になるものとして、敬遠されるようになっ

てきたのである。

STTに若者たちが加入するのは高校入学時なのだが、中学校からの受験戦争、そしてそれ

に続く大学受験に向けての大切な時期であるがゆえに、親たちも若者たちを地域の活動に参

加させない傾向が強くなった。村の若者の活動の中心はそれまで、高校生と大学生、大学を

卒業して間もない若者たちだったのだが、デンパサール市内で大規模な成員数を誇るバン

ジャール・クロッドですらも、活動を担う人員を確保することが困難になってしまった。結

婚とともにこのグループを卒業し、集落の成員となったものたちまでもが、これまでのSTT

の活動を維持するためにかりだされるようになってしまったのである。

特に高校生の不参加は1997年以降、より顕著なものとなった。それまでSTTが中心となっ

てすすめてきたバサールBazar、ロンバ・ラヤンガンLomba Layangan（凧揚げ大会) への

参加、ロンバ・ブレガンジュールLomba Bleganjur（ブレガンジュール・コンテスト）への

参加、ムラスティでのブレガンジュールの演奏など、多くの若者関連イベントへ積極的に参

加するものが地域内で激減、それまでの活動規模を維持することが困難になった。それに伴

い、巨大凧つくりの技術やガムラン演奏の技術などは徐々に継承されなくなり、年の若い若

者たちが独自で活動できないような状況を生み出してしまった。
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3-2 小さくなったオゴオゴ

それを象徴するかのように変化したのが、オゴオゴの姿であった。高校生たちがオゴオゴ

の製作に参加しなくなったため、オゴオゴを実質的に製作する担い手が、すでに就職して時

間の融通がきかなくなった未婚の男性たち、あるいは結婚してSTTの活動を卒業したはずの

男性たちとならざるを得なかった。そのため製作時間は深夜のみ、と非常に限られただけで

はなく、1997年に始まったアジア経済危機を受けて、急速にインフレがすすみ、すべての物

品が高価になって材料の入手すら困難な状況となった。

これを受けて、現実的な選択として生じたのがオゴオゴのサイズ縮小化である。それまで

バレ・バンジャールの外に仮天井を作って、展示をかねながら作られてきたオゴオゴは、バ

レ・バンジャールの低い天井のうちに収まるサイズのものとなり、竹や紙などを節約しなが

ら製作されるようになった。毎年、なんらかの形で作りかえられてきた仮面も使いまわされ

るようになり、年ごとの目新しさは失われていった。

3-3 ゴン・プムダの活動衰退

オゴオゴの規模縮小とともに、顕著になったのがゴン・プムダの活動の衰退である。ゴン・

プムダが演奏するガムランはブレガンジュールがメインであるが、このブレガンジュールに

おいて旋律を担うもっとも重要な楽器、レヨンReyongは演奏にあたって瞬発力と記憶力、音

楽の流れ全体を把握する力が必要とされ、習得するのに時間がかかる。そのためバンジャー

ル・クロッドでは、レヨンは長年、４名の同じ奏者によって担われてきた。しかしながら、

ゴン・プムダはSTTの活動の一環であるために、結婚すると同時にこのグループに参加する

ことができなくなる。バンジャール・クロッドでも1997年にそのうち２名が結婚し、グルー

プを離れてしまった。

ところが結婚によってグループを離れる時期がくることは知っていたにもかかわらず、新

しい若者が積極的に練習に参加してこなかったことから、この演奏を継承できるものが育た

ず、ゴン・プムダの活動は現実的に困難を抱えることとなった。演奏の機会が生まれると、

人選が常に問題となるようになり、結局は古参の２名と、演奏は得意だが、仕事の関係でほ

とんど練習に参加できないものがレヨンを担当するようになってしまった。

もともと不足していたクンダンKendang（太鼓）奏者も、状況はほぼ同様である。２名が

対になって演奏する楽器であるが、恒常的に演奏を担ってきたのは年齢の枠をこえて、中学

生のころからゴン・プムダの活動に参加するよう強要されてきた奏者ひとりであった。常に

１名は演奏技術と記憶力が問題となり、選出をめぐってもめる。

新参の若者たちの不参加は、特に重要な二つの楽器の継承者を村内で育てられないことを

意味した。高校、大学時代に活動に参加しないということは、結婚するまでのごくわずかな

期間しかSTTに在籍しないことになる。習得に時間がかかり、容易に演奏に加わることので
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きない楽器は、新参の若者たちが加入してきても演奏することが不可能で、古参のメンバー

に一任されてしまう。

この状況は、おのずと別の問題も引き起こすこととなった。その問題とは、演奏楽曲の難

度の低下である。ブレガンジュールによる創作曲やゴン・バンジャールの代理で演奏するこ

とがあるルランバタンの形式は非常に簡素化され、演奏困難な技術、覚えにくい複雑な旋律

が回避されるようになっていった。創作曲は「簡単だけど形が整っているように見える」楽

曲が好まれるようになり、作曲者に対し、演奏者が「なるべく簡単にしてくれ」と頼むよう

な事態が生じた。それにもかかわらず、恒常的な練習はどんどん減少し、さらに楽曲の継承、

演奏技術の維持、継承が困難になってしまった。

４. バリ文化」をめぐって―アジア経済危機以降の「バリ」

4-1 バリ文化」危機論

このような状況下で、2000年を迎えて盛んに唱えられるようになったのが「バリ文化」危

機論である。観光産業に依存した社会体質から、深刻な経済危機を迎えていたバリ島社会に

おいて、文化資本としての「バリ文化」ではなく、「バリらしさAjeg Bali (ke-Bali-an) 」

や「バリ人」としてのアイデンティティを模索する動きがあらわれたのである。バリ島で最

大の発行規模を誇るバリ・ポスト紙や「バリ文化」を論じる雑誌 では連日のように文化や宗

教、政治をめぐる話題と議論が展開された。これらのマス・メディアの影響は絶大なもので、

一般の人々の言説を形作り、実際の社会運営に大きな影響を与えた。さらに「バリ文化」の

保存と育成を目的としたテレビ局、バリ・テレビBali TV の開局などが相次ぎ、「文化」や

「伝統」は、バリ島内で大きな社会問題となっていったのである。

この中で登場したのが、「バリ」における新しい「バリ文化」の枠組であった。ここで「文

化」とは、芸術などの文化的パフォーマンスだけを意味するのではなく、人間の意識やアイ

デンティティを構築するすべての事象であるという枠組が提示された 。そして知識人たち

は、その概念をバリ島社会の中に当てはめて、ヒンドゥー教を中心にすえることで、日常生

活のなかに埋没し、近代化する社会のなかで犠牲となってきた、儀礼や宗教を中心とした人々

の生活とその環境という「文化」を再発見した。そして、それについて論じること、それを

「バリ人」たちが実行することを盛んに主張するようになったのである。

こうして、宗教を中心とした人々の生活と、それを取り囲む環境という「文化」という意

識が、次第に一般の人々へも浸透し始めるようになっていった。それは社会全体に「バリ」

や「バリ文化」を希求する雰囲気と活動を生みだした。
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4-2 スカ・プサンティアンの誕生―「バリ文化」の実践

その活動のもっとも初期のものとしてタンジュン・ブンカ慣習村に設立されたのが、スカ・

プサンティアンSukaa Pesantianと呼ばれる、宗教的儀礼の際に宗教歌キドゥンKidungを

歌ったり、クカウィンKekawinと呼ばれる韻文を詠唱したり、それをバリ語で解説する歌謡

形式プサンティアンPesantianを演じたりする演奏集団である。

このスカ・プサンティアンの活動目的は明確なものであった。「文学芸術の保存Melestari-

kan Seni Sastra」を目的として掲げ、それにふさわしい歌唱ジャンルのみを選択し、実践し

たのである。ここで想定されている文学とは、「ヴェーダVedaに由来する」と彼らが信じてい

るクカウィンである。このクカウィンを正しく読み、詠唱し、解説することが、このグルー

プで最も重要視されたのであった。そのために定期的に勉強会を行い、クカウィンのみなら

ず、宗教や儀礼をめぐって、あるいはそれを含む「バリ文化」についても、さまざまな議論

を行うようになっていった。

このスカ・プサンティアンの活動は、やがてより多くの村人たちに宗教的知識や文学的知

識を広げ、より強く「バリ文化」の実践を要求するようになった。その実践は歌唱のみにと

どまらず、生活面のすべてにおよんだ。慣習村に活動の基盤をおく、決して知識人とは言え

ない一般の人々を含むグループで、「バリ文化」の名のもとに日々の宗教的実践が理論づけら

れ、それがグループで活動する女性たちによって確実に実践されるばかりか、村の中で女性

たちの話の種となり、広がっていく。やがて日々の供物つくりや暦上の特定の日には、供物

に関する専門的知識が必要となり、供物つくりを得意とする女性たちをして「バリ文化」や

「ヒンドゥー教」を語らしめるまでになったのであった。

4-3 ロンバ・ブレガンジュール―スカ・トゥルナ・トゥルニのガムラン活動再開

数年の活動低迷期を経て、2000年ごろからはSTTのガムラン活動も再開されるようになっ

た。バリ文化保護主義的な世論の中で、ガムラン、凧揚げなどの活動が推奨されるようにな

り、さまざまな行政単位ごとに、頻繁にさまざまなロンバが行われるようになったが、その

なかでロンバ・ブレガンジュールも、盛んに行われるようになったのである。

ロンバ・ブレガンジュールの場合、行政村が主体となって、ロンバへの参加を推奨するよ

うになった。行政村は参加する集落を決定し、作曲者を指名する。タンジュン・ブンカ慣習

村の場合、行政的にはスムルタ・クロッド村Desa Sumerta Kelodに含まれていて、その他の

慣習村から、さらに３つの集落が加わっている。それらの集落の中から、時には特定の集落

を指名し、時にはすべての集落から演奏のすぐれたものを推薦させて、その演奏者たちによ

る特別グループを結成して、村の名のもとに、コンクールに参加させるのである。

この動きと同時に、高校生だった頃、まったく活動に参加しなかった若者たちの多くが大

学へ進学し、そこでバリ文化保護主義的な世論に触れ、多くの討論を重ねるうちに、「バリ文
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化」を実践すべく、村の活動に帰ってきたことも、ガムラン活動再開の背景にあった。これ

までガムランに触れようともしなかったものが、なんとか演奏できるようになろうと練習に

参加するようになり、演奏に参加できないものは、組織の運営に積極的に携わるようになっ

た。ロンバでの成功を願って、皆で儀礼用の正装をして寺院で祈りを捧げるなどの活動も、

以前にまして盛んになり、演奏メンバーや組織の運営担当者たちには、参加することが半ば

義務となるような形で村からの正式通達がいくようになった。

バンジャール・クロッドでは2001年のロンバ・ブレガンジュールをきっかけに、活動が再

開されることとなった。恒常的な練習が開始されたわけではないが、ロンバや集落内で行わ

れる儀礼などの際に必要が生まれるたびに、ゴン・プムダが演奏を依頼されることが多くな

り、たびたび練習のための召集がかかるようになった。デンパサール市が「バリ文化」に基

づく文化都市実現 をうたったこともあって、盛んに「バリ文化」活動が推奨されるようなり、

その一環として、宗教的儀礼の追加、拡大化などが起こったが、ゴン・プムダの活動は、そ

の影響を直接的に受けた形となったのである。

4-4 変化するオゴオゴ―精霊から物語へ

このような状況の中、2001年からオゴオゴの形にも変化が見え始めた。オゴオゴの製作技

術にすぐれたことでデンパサール市内の若者によく知られ、オゴオゴの形態の流行を作り出

してきたサヌール地域から、その動きは始まった。おどろおどろしい精霊や悪霊の像から、

バリの世界観を示した神像などへと変化していったのである。ドゥルガ女神Dewi Durgaの化

身である魔女ランダRangda、叙事詩ラマヤナRamayanaに登場する猿王スバリSubaliなど、

「バリ文化」を語るうえで欠かすことのできない物語のなかから、荒々しい性質をもつとさ

れる特定のキャラクターを描き出すようになったのである。

この背景には、すでに2000年に、すぐれたオゴオゴ像をホテルなどが大金で買い上げるシ

ステムが始まっていたこと がある。より一般的に受け入れやすいもの、わかりやすいものを

指向したうえで、「バリ文化」らしいものを作り出すことで、STTは販売実績を求めるように

なった。

ところが、オゴオゴへの物語の導入は、これだけにとどまらなかった。販売を目的とせず、

ロンバなどで自分たちのオゴオゴの優秀さをアピールするために、オゴオゴの形態を意図的

に「バリ文化」化し、物語に依存していくようになったのである。物語に依存したオゴオゴ

は、年を追うごとに増えていき、子供たちが自主的にグループを作って製作するオゴオゴも、

これを模倣するようになった。

2006年にはついに、オゴオゴは叙事詩ラマヤナあるいはマハバラタから１シーンを抜き出

して製作されるようになった。キャラクターひとりを選び出すには飽き足らず、物語の内容

そのものを示すオゴオゴが登場するようになったのである。もっとも人気があったシーンは、
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ラマヤナで一番重要なシーン、シータShitaの誘拐のシーンであった。魔王ラワナRawanaが

天高く飛び、シータが腕や腰紐をつかまれてさらわれてゆく様子で描かれ、時にはそれに遭

遇したガルーダGarudaがそれを阻止せんと戦いを挑んでいる様子で描かれている。製作技術

の高さを誇示するために、シータあるいはラワナのカインkain（腰巻）のみですべての像の

重量が支えられるようになっており、コンセプト図とともに展示される。それらをデンパサー

ル市の他地域の若者の多くが見物に訪れ、写真に収めていく。そしてこの「バリ文化」化し

たオゴオゴは来年の流行を生む。

５.ニュピ2006年―拡大化するニュピ

5-1 ムラスティ

2006年のムラスティは３月27日に執り行われた。ブレガンジュールの担当はバンジャー

ル・スブディSebudiであった。2005年よりタンジュン・ブンカ慣習村ではゴング運搬台が導

入されるようになり、演奏者の負担軽減が図られるようになったが、バンジャール・スブディ

もまた、ゴング運搬台を利用するようになっていた。ゴング運搬台は2005年の担当地域だっ

たバンジャール・クロッドのゴン・プムダが考案したもので、ゴングをつるす棹を支える支

柱に車をつけただけの非常にシンプルなものである。しかし村内でかなりの支持を得て、慣

習村ではそれを買い上げるにいたっていた。

タンジュン・ブンカ慣習村では、ムラスティは夕方に行うのが慣例である。14時ごろ寺院

に集合し、18時ごろには寺院に戻ってくるスケジュールとなっているが、ちょうど10年前の

1996年と比較すると、寺院での待機時間や儀礼にかける時間など、多くのものが時間通りに

進むようになり、決められたスケジュール内で決められた儀礼が滞りなく行われるように

なっていた。ゴング運搬台はそれに大きく貢献したといってもよい。

だからといって、出発前の寺院での儀礼や浜辺での儀礼が簡略化されたわけではない。逆

写真３ オゴオゴ（叙事詩ラマヤナよりシータの誘拐の場面、2006年）
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に、2004年にニュピが大きく見直されるようになって、さまざまな儀礼が追加されるように

なり、ニュピに関連する儀礼はより複雑化、多様化し、人々がなすべき仕事は増えた。その

ため、事前に綿密にスケジュールが決められ、人々はそれをこなすので精一杯だったのであ

る。

ムラスティはその一連の出来事の、ほんの始まりに過ぎなかった。その後、10年前には考

えることもできなかった儀礼が、次々と行われたのである。

5-2 加えられたグンデル・ワヤン

ムラスティの次の日は、この村では慣例的には何も行われなかった日であった。1996年に

は人々は特に儀礼を行っていない。しかし2006年の場合、３月28日にあたったが、プラ・デ

サでこの村が通常オダランで行う一連の儀礼が執り行われた。

この村の三つの寺院で行われるオダランでは、必ず、オバット・ダタンObat Datang（ま

たはングレバール・ダタンNgelebar Datang）と呼ばれる一連の儀礼が行われる。村内のす

べての御神体を集め、敷地内を３周して、神々を呼び込んだ後、この村のプマンクすべてが

一箇所に集まってクラウハンKerauhan（トランス状態になって神下ろしをすること）を待

つ。そして神の託宣があって儀礼が滞りなく執り行われたと認められると、神々に供物を踊

りながら捧げ、武器による踊りを捧げ儀礼を終了するというものである。

このオバット・ダタンには、これを執り行うための特別な楽曲が存在し、通常、輪番制に

なっているガムラン演奏担当集落が、ゴン・クビャールを用いてその伴奏を行う 。ところが

この日用意されたガムランは、地霊を鎮めるために演奏されるガムラン・ブレガンジュール

だけであった。このガムランでオバット・ダタンの楽曲を演奏することはできない。そのた

めに急遽追加されたのが、グンデル・ワヤンGender Wayangであった。

グンデル・ワヤンは、ガムラン・ゴン（ゴングを持つガムラン編成すべてをさす総称）を

儀礼で用いることができない場合、その代用として慣例的に用いられてきたガムランであっ

た。時にはガムラン・ゴンが導入された後にも併用して用いられることがあり、1996年のカ

ヤンガン寺院Pura Kahyanganでの儀礼の際には、ゴン・クビャールと平行して、オバット・

ダタン用の楽曲を演奏していた。その後、村内の寺院で演奏されるグンデル・ワヤンの演奏

者が交代し、オバット・ダタン用の楽曲が特に演奏されることはなかったが、このときになっ

て再び、グンデル・ワヤンによるオバット・ダタン用の楽曲の演奏が必要とされるようになっ

たのであった。

村内でその楽曲を伝えているのは、代々グンデル・ワヤンの奏者をつとめてきた１家族の

みである。そこで急遽、儀礼の執行者たちがその家族を訪ねて、演奏を依頼することになっ

たのである。しかも儀礼において万全を期すべく、もっとも確実に楽曲を記憶しているひと

りの奏者に、必ず来てもらえるよう、念入りに願ったのであった。
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こうして、３月28日夜18時ごろから、プラ・デサにおいてオバット・ダタンがなんとか行

われたのであった。しかしながら、この年から新規に始まった儀礼であったためか、人々に

戸惑いが見られ、なんとなく形だけですませてしまう過程がいくつも見られた。そしてこの

村の寺院における儀礼において、最も重要とされるクラウハンでは、ついにトランスがおき

ることはなく、神の託宣はなかったのであった。

5-3 拡大されたムプラニィ

引き続く29日は通常、オゴオゴの行われる日であり、人々がニュピをめぐって忙しくなる

のは夕方からである。しかしながら、2006年の朝には、これまでに見られなかった新しい習

慣を見ることになった。それはこの村では、カヤンガン寺院とダラム・タンジュン・サリ寺

院のオダランの朝にしか行われてこなかったムプラニィMepraniと呼ばれる共食儀礼であっ

た。10年前の1996年当時、ムプラニィはどこの村でも行われていたような類の儀礼ではなく、

タンジュン・ブンカ慣習村周辺でも、この村にしかないかなり特異な習慣であったのだが、

ヒンドゥー教評議会によって実施が推奨されたという噂が広がり、多くの村で実施されるよ

うになったのである。

ムプラニィとは、オダラン当日の早朝、儀礼に先だって各集落の男性成員の共同作業によっ

て作られた、ラワールとサテSate（豚肉のつくね串焼き）を、白いご飯、果物、水などとと

もに各家庭から寺院に持参し、プマンクにこれらを聖水で浄化してもらったのち、その場で

共食する儀礼である。ニュピの場合、これを行う寺院はプラ・デサであった。各家庭から、

上記の定められた食事をドゥランDulang（伝統的な高足つき食台）に乗せて、頭の上に乗せ

て運ぶ女性たちの姿が見られた。

しかしながら、これはすべての家庭で実施されたわけではなかった。寺院のオダランでも

ないのに、なぜムプラニィが必要なのか と問い、あえて参加しなかった家庭もあったので

ある。このムプラニィに参加したのは、おそらく村の半数ほどであったように見受けられた。

5-4 ニュピを迎える祈り

ムプラニィと同様に、あえて追加されるようになったのが、オゴオゴ実施前の夕方の祈り

である。これまでも寺院のプマンク、それぞれに祀るべきものを持っている家庭では祈りを

捧げてきたが、ほかの一般の人々にとってこれは義務ではなかった。

2006年のニュピでは、これが義務化されていたわけではなかったが、小さな子供から学生

たちにいたるまでが、午後になるとそれぞれに慣習衣装を身につけ、あちらこちらの寺院、

祠で儀礼に参加するようになっていた。１年で最も暑い時期の最も暑い時間である15時ごろ

がその儀礼のピークで、供物を捧げ、地霊に供犠を捧げるとともに、神に向かって祈りを捧

げるのである。
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しかしながら、その儀礼の由来は不明であった。何人かの村人に、この儀礼について聞い

てみたが、それらの人々も明確に答えることができなかった。これらの人々は、やはりムプ

ラニィ同様、最近はあれも、これもとたくさん儀礼が増えてしまって、その意味はよくわか

らないことも多いのだ、と述べる。

5-5 ングルプック

ところがこれに引き続いて行われるはずのングルプックでは、逆の現象が生じた。夕刻に

なってングルプックとオゴオゴの開始を告げる役割を担っていたはずのクルクルの音がな

かったのである。クルクルを叩く人はオゴオゴが出発するまでについに現れなかった。

各家庭ではめいめい、頃合いを見計らって、にぎやかに自由にングルプックを行った。筆

者の滞在していた家と近所の家庭では、朝から竹でクルクルを模したスリットドラムを作成

し、準備していたのであるが、クルクルの演奏パターンを模して盛大にングルプックを行っ

た。うち１台のクルクルが、集落の所有する女性（成員の妻たち）招集用クルクルの音に非

常に似ていたことから、女性を招集するときのパターンを演奏して悪ふざけしたりしていた

ものの、これがとがめられることはなかった。

日が暮れてから、皆が竹筒で作った松明を用意してバレ・バンジャールに集まった。人々

がおおよそ集まったところで、プマンクが皆に聖水をかけ、ゴン・プムダがブレガンジュー

ルを演奏し始めた。オゴオゴの開始である。バンジャール・クロッドではブレガンジュール

を演奏するのは久しぶりのことであったため、演奏されたのは、以前のコンテスト参加曲で

あった。かなりユニークなリズムを伴う作品だったため、その部分のみが取り出され、自由

に編曲されて使用され、それにあわせてオゴオゴの御輿が荒々しく踊った。

しかしながら、そのオゴオゴの実態はかなり、規制・統制されたものであった。オゴオゴ

の周回する範囲は極端に狭められ、村内すべての領域を回ることはできなくなっており、主

たる３集落内を周回するだけにとどめられてしまったのである。もはや、他地域のオゴオゴ

と出会い頭にぶつかり、けんかするような状況はなかった。またタンジュン・ブンカ慣習村

には特に交通量の多い、幹線道路とその交差点があるため、すべての交通を封鎖するわけに

いかないという事情もあった。そのためすべての集落のオゴオゴと子供たちのオゴオゴ、そ

れぞれのブレガンジュール隊が一列に並ぶと、ほとんど円になってしまうほどの距離しか、

実施が許可されなかった。そして片側一車線を常に車を通す状況にしておかなければならな

かったため、多くのプチャランPecalang（慣習村の「伝統的」警備員）が出て、交通整理を

行い、人々の行動規制を行いながら村を周回していたのである。

こうして行われたオゴオゴは、出発したのが20時ごろだったにもかかわらず、21時ごろに

はすでに各集落のオゴオゴが各バレ・バンジャールに戻っているという状況であった。その

後は即、無礼講となったが、これまでならその朝に行われていたングラワールがなかったた
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めに、大量に購入してきたバビ・グリンを食べながら、これまた大量に仕入れたビールを飲

む、というスタイルに変わっていた。この無礼講はビールがなくなるとともに散会となった。

６.おわりに

6-1 トランスのないオバット・ダタンをめぐって

2006年のニュピ関連の儀礼は、バリ島の人々に多くの議論をもたらした。特にタンジュン・

ブンカ慣習村では、クラウハンのなかったオバット・ダタンとムプラニィの導入が盛んに人々

の話題に上った。従来、この村の寺院の儀礼で行われるオバット・ダタンにおいて、クラウ

ハンがなかったということは、儀礼の不成立を意味した。それが起こらなかったプラ・デサ

でのオバット・ダタンは本当に必要だったのか。「バリ文化」保護主義的な論者たちは儀礼の

執行に積極的に賛同し、「本来ならあるべきもので、これまで忘れられていただけである。こ

れまでもいくつかの地域では実際に行われていたのだ」と主張する。それに対して非賛同者

側は「これまでこの村にはそんな慣習はなかった。必要がなかったからこそクラウハンが起

こらず、神から託宣がなかったのだ」と反論するのである。

しかしながらこの村では、慣習村の村長に当たるブンデサBendesaをはじめ、役職につくも

のたちの多くが、アダットAdat（慣習）に権威を認める人々であった。彼らが新たに語られ

る「バリ文化」をも尊重することが、結局、この種の新たな儀礼の追加を推進したり、これ

までの慣習を変化させたりする要因となっている。本来ならこうあるべきとされる「バリ文

化」を進んで実践することで、この村独自の儀礼やそれをとりまく人々のあり方を大きく変

えた。そして結局は、彼ら自身がこだわっているところの慣習までも変えてしまうような事

態を引き起こしているのである。

6-2 ングルプック、ゴン、クルクルをめぐって―あるガムラン奏者のつぶやき

このような状況のなかで、政治的発言とは無縁のところで、村の慣習について過去を振り

返り、現在の状況をなげいていたのが、先のオバット・ダタンでグンデル・ワヤンの演奏を

依頼されたガムラン奏者であった。75歳を超え、なお現役の奏者でありつづける彼は、ほと

んどこの村の音の記憶に関する生き字引である。

彼は新しく追加されたオバット・ダタンについては多くを語らない。しかしその彼がもっ

とも嘆いていたのは、クルクルの音がなくなったことであった。クルクルの音が鳴ってよう

やくングルプックが始まり、ニュピを迎える。その順序こそが大切なのに、「今年はクルクル

の音がなく、いきなりゴン（ブレガンジュール）が始まってしまった。なんということだ。

クルクルの音がなくなるなんて。」と述べるのである。ゴンには何の意味もない、クルクルこ

そが重要な音だったのだと彼は主張するのである。
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確かにオゴオゴが開始されたのは1980年代のことで、それに伴うブレガンジュールも新し

く追加された要素である。これを楽しみとして行うこと自体には彼は賛同するものの、ニュ

ピ本来の姿とは違うと彼は認識していたのである。

しかしながら、このような彼の声が村に届くことはない。彼は集落の成員を引退した老人

であり、集落内、あるいは村内に発言権をもたない。彼の意見は誰に聞かれることもなく、

ただ周辺の数名の耳に達するだけで、変化していこうとする村の勢いを止める力にはならな

いのである。

6-3 村の音の10年

以上のように、1996年より2006年までのニュピ関連の音をめぐる一連の動きを見てくる中

で、この10年がこの村、あるいはバリ島社会にとって大きな変化の10年であったことがわか

る。この10年の間に、村から田畑のほとんどが消え、多くの住宅や商店が軒をつらねるよう

になったり、小さい道にも大きな観光バスがはいってくるほど交通量がふえたりした。人々

の生活は経済危機とともに大きく変化し、意識も大きく変わっていった。特に「バリ文化」

をめぐって最も急進的な考え方をもつ人々が村内にいることもあって、急速に村内の慣習が

変わろうとしている。

ガムランを含む村の音の変化は、その一端を反映した現象といってもよいだろう。一時は

衰退したものの、「バリ文化」論とともに再興するブレガンジュール、本稿では示さなかった

が、これまで行われてきた儀礼に追加されるガムラン、追加された儀礼とそれに伴うガムラ

ン、それをとりまく村の各種の音など、村の音は10年で大きく変化した。1996年当時のニュ

ピには存在したのどかなクルクルの音は、現在のこの村では失われてしまった。誰かが「バ

リ文化」論の延長で必要性を論じない限り、あるいは思い出さない限り、しばらくは復活し

ないであろうし、徐々に記憶するものもなくなって、いつしか闇に葬りさられてしまうこと

になるだろう。

加えられたグンデル・ワヤンも、その変化のほんの一例にすぎない。現在のバリ文化保護

主義的な世論が増長していけば、これもやがてガムラン・ゴン（ゴン・クビャールの可能性

が高い）に置き換えられる可能性がある。しかしながら、追加されたオバット・ダタンに関

しては、まだ村内で継続か否かの答えが出ていない。以前にこの村で一度だけ行われ、神の

託宣によりその後、決して演じられることのなかった神々への踊りと同様、突然、これが中

止になる可能性もある。加えられたグンデル・ワヤンの音は、その二つの可能性の間で、追

加された「バリ文化」を象徴するように、宙に浮かぶ存在なのである。
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注

１ 御神体は寺院によってその形態が異なるため、名称もそれぞれ異なる。材質を問わず、像の形を

とるものはアルチャArca（像）と呼ばれ、舞踊で使われる冠が御神体となっている場合にはグル

ンガンGulungan（冠）と呼ばれるなど、御神体の形状そのものの名称が用いられる。

２ Noszlopy,Laura. “Ogoh-ogoh:a‘new tradition’in transformation”in Performing Object:

Museums, Material Culture and Performance in Southeast Asia. Edited by Fiona Ker-

logue. London:Horniman Museum and Gardens,c2004,pp.153-168.

３ Noszlopy,Laura.“Bazar,Big Kite and Other Boys’Things.”in The Australian Journal of
 

Anthropology,16/2,(Aug.2005),pp.179-197.

４ 仕事の関係で行政村に転居する手続きをとった人々が、行政の最小単位として結成する集落。選

挙などはこの行政的集落の枠組みに基づいて実施される。タンジュン・ブンカ慣習村の場合、サ

リSariと名のつく四つの集落がこれに該当する。

５ 伝統的」とされる楽曲形式に基づいて作曲された器楽曲。新作も多い。

６ 通常、クルクルは単独で用いられ、複数が同時にならされることはない。

７ 1996年のニュピ前夜に登場した金だらい一杯のトゥアックがそれ以降、この村で用意されるこ

とはなかった。1997年からはビールにその地位がとって変わられたが、その背景には、片付けが

簡単に済むように、という合理的な考え方が1997年のバサールBazar（寄付金集めが目的の模擬

飲食店）以降、この集落の若者の間に広まっていたことと、1997年当時、この集落で質の悪いトゥ

アックやそれから作られたアラックArak（蒸留酒）などによって死者が出たことなどがあった。

８ ジャルール・ヒジョウJalur Hijauと呼ばれる領域は建築物を構築することができない。

９ 集落で多額の資金が必要になったときに、寄付金を集める目的で行われる模擬飲食店。集落の集

会所を利用し、STTが中心となって期間限定で飲食店を開く。多くの知人、友人に招待券（有料

の飲食チケット）を買ってもらい、さらに食べにきてもらって、多額の飲食費を払ってもらう。

通常、飲食品の値段は市場価格の数割増から倍額ほどに設定されるが、招待された客は招待券以

上の飲食をすることを期待される。

10 凧揚げ大会は、STTにとって集落の名を賭けた一大イベントである。1979年に開始され、毎年、

バリ島南部の海岸で行われる。2ｔトラックの荷台からはみだすほどの大凧を製作し、凧の形状

による部門別にその優越を競う。この凧揚げ大会には必ず集落ごとにガムラン・ブレガンジュー

ルの伴奏がつく。

11 この議論が起こった当初（2000年）、「バリらしさ」を示す言葉として使われたのはke-Bali-anと

いうインドネシア語による造語だったが、その後、バリ語で言い直されて現在ではAjeg Baliと

いう言葉で定着した。字義どおりには、「確固としてゆるぎのないバリ式の［規範］」という意味

で、近年増加しつつあるバリ文化保護主義者たちのエートスとして、「バリ」の文化的アイデン
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ティティを論じる際に必ず登場する言葉である。

12 バリ人」の文化人類学者たちが中心となって立ち上げた雑誌Saradや、ヒンドゥー教関連の雑誌

Radtya、さらにヒンドゥー教を論じるその他の新しい雑誌などを中心に、さまざまなメディア

が、この時期以降競って出版されるようになった。

13 このテレビ局は2002年５月に創設されたもので、バリ・ポスト社がたちあげた新しいマス・メ

ディアである。プログラム・ソースの79%がバリ・ローカル、14%がインドネシア・ローカル、

7%が海外ものという番組構成になっている。

14 Media Kerjabudaya2003,Bali Post 2003/8/16

15 デンパサール市は“Kita wujudkan Denpasar sebagai kota berwawasan budaya.（私たちは文

化都市デンパサールを実現します）”と宣言し、５つのミッションを掲げる。その第１が“Menum-

buh kembangan jati diri masyarakat kota Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali.（バリ文

化に基づくデンパサール市民のアイデンティティの発達を促すこと)”である。

16 大規模のリゾートホテルでは、この時期（２月～４月）の「バリ文化」に特徴的なものとして、

庭園内にオゴオゴの像を展示するようになった。

17 ただし、カヤンガン寺院では一時、演奏が輪番制でなくなったことがある。2000年より、ゴン・

クビャールに変わって、この地域のサンガルSanggar（舞踊やガムランなどの演奏グループ）で

導入されたスマル・プグリンガンSemar Pegulinganを用いるようになり、演奏者が固定された。

しかし2006年より、各集落の輪番制にもどされることとなった。
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Added Gender Wayang Performance:

A Change of Nyepi Related Customs Over Ten Years

 

FUSHIKI Kaori

 

Nyepi is a famous and unique custom in Indonesia. It is carried out on the Balinese New
 

Year’s Day, Tilem Sasih Kadasa. Nobody is allowed to leave their houses. Not even
 

tourists can go anywhere from hotels. This is controlled by the“traditional”guardsmen,

Pecalang, supervision. Even the airport is closed and there are no flights all day. These
 

events are broadcasted on the news every year,since these customs are quite unusual.

Actually,it has become more strictly observed in the last twenty to thirty years. While the
 

Balinese local society has adjusted their religion and culture under their nation state of
 

Indonesia,their“original”religion,Agama Hindu,has made their doctrine and has interpreted
 

it much more strictly. With these adjustments, many ceremonies and rituals have been
 

reconsidered and modified. Especially after the Asian Economic Crisis, many people feel
 

crisis of“Balinese Culture”or Ajeg Bali in their lives,which is why they are reconsidering and
 

changing their way of living in Bali.

This article showed how a part of the change happened in one village over ten years from
 

1996 to 2006,and focuses on the music and sounds in the village in the new Nyepi’s related
 

custom. For instance,Gong Pemuda declined around 1997. They used to perform with the
 

Beleganjur frequently. However it has started to revive since 2001. In the past,people played
 

the kulkul as a symbol of Nyepi,in contrast,nowadays it no longer exists. On the other hand,

the Nglupuk used to be done by limited number of families. These days most of families do
 

it.

A performance of Gender Wayang also one of the examples. From the beginning,people
 

did not perform the Gender Wayang in Nyepi. Alternatively,recently is has started to be
 

performed. It can also be called one of the samples of Ajeg Bali movement.

The Nyepi related new customs has shown us how the Balinese feel about Ajeg Bali and
 

related things. Is this a“traditional”way or“custom”way? Moreover,is this“essential”

for them? The Balinese opinions have not yet been defined.
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