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終わりに

はじめに

本稿はインドにおいて昨今大きな問題となっている「ダウリ禍」について考

‘bride-察してみる。インドで「ダウリ」と呼ばれるのは花婿側への支払い金、

(花婿料)（ 1984）のことである 「ダウリ」は結婚後その支groom price' Caplan 。

払いの多寡をめぐり、しばしば女性の死を招くことすらあるほど大きな社会問

題となっている。この問題はこれまで主としてインドにおける上昇婚思想

（ ）の蔓延と市場経済における女性の依存的な地位が引き起こしたhypergamy2

本稿は2002－３年度駒澤大学特別研究助成による研究成果の一部である。記して同研究1

助成委員会への謝辞としたい。
女性の側が自家と同格か、もしくはより格の高い家、家系に嫁ぐことが理想であるとす2

る考え方で、逆の場合は下降婚（ ）とされ、インドでは好まれない （ .hypogamy cf。
1973）Tambiah
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現象（後述）として取り扱われてきた。だが、本稿ではむしろこの現象を、イ

ンドにおける宗教慣習法における男女の不平等問題、そしてカースト内婚の２

側面から論じてみたい。インドの憲法において保証されている信教の自由は他

方で各宗教集団における私的領域としての家庭法の領域を生みだした。この家

庭法は、ムスリム、ヒンドゥー、クリスチャン各コミュニティの成員それぞれ

に異なった規定を与えているだけではなく、男女間に著しい財産権と婚姻形態

の不平等をもたらしているからである。財産相続、婚姻、養子規定といった人

権に関わる重要事項がこれら宗教慣習法の中で論じられ、宗教集団の違いに

よって女性間の権利に大きな差異も生じている。それが女性の婚姻市場におけ

る劣位を作り出しているといってもよい。宗教集団間の家庭法の差異とあい

まって、カースト内婚は、女性囲い込みによるカースト内への財産のプール現

象をつくりだしている。カースト内婚は上昇婚の思想を一方で支え、女性のダ

ウリ支払いのインフレーションを招いているのである。そこで、本稿では「ダ

ウリ禍」を減じる手立てとしての異カースト間結婚の重要性についても述べて

みたい。

１． と「ダウリ」Dowry

2003年５月、デリーでの出来事である。21才のニシャ・シャルマは結婚式わ

ずか数分前に300万円にも上る花婿の両親からのダウリ追加要求をつきつけら

れた。この額が払えなければ花婿側は結婚式を中止するという。それ以前にも

彼女の両親は婚約者やその両親からダウリの額についてさまざまな要求をうけ、

額は次第につりあげられていた。たまりかねた彼女は、式の直前、みずから結

婚式の中止を宣言した。そして警察に連絡し、違法なダウリを要求した花婿を

逮捕させた。

現在のインドの法律ではダウリを花婿側が花嫁側に要求することは禁じられ

ており、もしも違反すれば花婿は懲役刑になる。だがその違法性を知りながら

高額な要求をするケースは後を絶たない。それまで花婿側が持参金の額が足り

ないといって婚礼を取りやめにするケースは存在していた。だが、花嫁自らが
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結婚を取りやめたケースはほとんどなかった。このような勇気ある行為でニ

シャ・シャルマはインド中に一大センセーションをひき起こした。彼女は一躍

英雄になり、小学校の教科書にも彼女のストーリーが取り上げられることと

なった。おそらく20年前ならばこのようなことは「恥さらし」と考えられたか

もしれない。だが、21世紀のインドでは違う。英雄となった彼女に、全インド

の進歩的な男性からプロポーズが殺到した。その中から彼女はコンピュータソ

フトエンジニアの男性を選び、めでたく結婚の運びとなったのである 。3

だが、これほどまでに彼女の行為が英雄視されるのはダウリ の被害がイン4

ドでいかに多いかという証左でもある。デリーの高等裁判所の判事ですらもこ

の件については無力であることを認めている 「毎日ダウリの問題で訴訟が起。

きる。なぜ男達はあんなにも貪欲なのか。彼らの両親も同様に貪欲で実にやり

きれない （2004年筆者との面談にて 。」 ）

これは教育が十分でない農村部だけの話ではない。むしろ、欧米で大学教育

を受け海外で高給を食む男性の中にはより多額のダウリを要求する人々が後を

たたない。その額は彼らの収入につれて多額になる一方で、近年一層のダウリ

・インフレーションを起こしているとすら指摘される。そしてダウリが原因で

殺された女性の数は減るどころか増え続けている。

インターネットでその状況を嘆くインド人男性もいるほどであるが、彼らと

て無力であることにはかわりがない。

とは無論英語であり、原語の意味は、娘が婚姻する折にその持参金とdowry

して娘が生家から受け取る持参金の意味であった。インドではサンスクリット

このストーリーについては . . . 2 3027683. , .3 http://news bbc co uk/ /hi/south_asia/ stm http://www

. 6792 507466,001600440006. , . .hindustantimes com/news/ _ htm http://www countercurrents

400503. などを参照。org/gender-dhavan htm

ここで述べる「ダウリ」とは英語でいう とは異なっている。英語の は女性が4 dowry dowry

結婚する折に生家などから与えられ、自分の財産として婚姻後も所有する材のことである
が、インドの場合は異なっている。インドの法律で1962年以来「ダウリ」は禁止されてい
る。そのダウリとは婿方から嫁方に要求し、婿方の一族の所有となる金銭や材（宝石、金
銀、電化製品など）のことで、いってみれば花婿料のことである。
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語で という語があり、これは娘の婚姻の折に生家が娘に与える生前贈stridhana

dowry stridhana与の財産であり、 とほぼ同じ意味であった。この花嫁持参材

（現金だけではなく金銀宝飾類や資財、不動産など）は、娘の婚家における地

位の確保の意味だけではなく、生家のステイタス誇示という意味もあった［ .cf

1973 。王女などが嫁ぐ場合は奴隷や牛馬などを含め多額の財産が移Tambiah ］

行する。当然財産目録も用意され、その財産は婿方で花嫁側の代理人などが管

理し、生まれてくる子供へと引き継がれることになった。

このような は階層化社会の出現とともにヨーロッパやアジアの一部でdowry

発生し広まっていったとされる。また日本でもかつて広範に行なわれていたよ

うに、衣類や家具調度類などを女性に としてもたせることはアジアや欧dowry

米では広くみられた慣習だったのである［ . 1980 ].｡cf Comaroff

だが、ここで筆者が「ダウリ」とわざとカタカナ書きした慣習は、インド、パ

キスタン、バングラデシュなど南アジア独特の、慣習であり、花婿料ともいえ

る婿方への支払い金や資産を指している。花嫁の財産として生家によって与え

られ、花嫁からその子供へと移行してゆく とは異なる。ダウリの起源stridhana

は ［1984］によれば19世紀後半の英国植民地支配である。Srinivas

当時、イギリス植民地政府に雇われる官吏や医師、弁護士といった新しい都

市に生きるホワイトカラー職が創設され、いってみれば花形の職業となって

いった。そうした望ましい花婿を得るために花嫁側の家族が車や家屋、現金と

いったプレゼントをダウリとして差し出したことが「花婿料 （ ）」 groom's price

の慣習として急速に他の階層にも広まっていったとされる。

インドでは法律でこのような種類の は禁止されている 。そこで本稿にdowry 5

おいては以降、花婿料としての をカタカナ書きでダウリとして、英語のdowry

と区別することとしたい。dowry

は1961年に施行された。5 India anti-dowry act
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２．ダウリと上昇婚

と は婚姻に伴う支払いをめぐり、 （花嫁持参材）社会とTambiah Goody dowry

（ , 花嫁代償）社会とに区分している（1973 。前者はbridewealth brideprice ）

ヨーロッパやアジアといった階層化が著しい社会に多く、後者はアフリカなど

の非階層化された部族社会に多いとされる。 によれば は婚姻したTambiah dowry

カップルが新しい家庭を築くための資財である。 社会では女性の生bridewealth

産力と再生産力はともにムコ方父系集団への貢献とみなされるので、女性を失

う父系集団に対しての補償が必要となる。それが （花嫁代償）であり、brideprice

ハナヨメ側の父系親族に渡される［ 1973 。アフリカのサハラ地域社会Goody  ］

においては、このハナヨメ代償は牛であることが多かった。ハナヨメはムコ側

からの牛の支払いを受けてはじめてムコ側に移動する。女性の労働サービスと

子孫（潜在的労働サービス提供者）を生み出すポテンシャリティが高い若年で

あればあるほど牛の数は増し、牛と子供と妻の数は富の蓄積の度合いを示して

いるとされた［ 1973 。Goody ］

だが、牛の数は生産手段をもたない若者にとってはとうてい支払えない多額

の支払いである。この為結婚には彼の男性親族の協力が必要である （放牧社。

会では牛の所有権は男性に属し、妻が家畜の世話をする。この為、妻が多いほ

ど資産が多くなる ）一方、結婚したい男性は父方親族に負債を負うことにな。

る。それが「長老」の権威として社会で機能する。そして娘方に支払われた牛

は娘の父親から息子や甥らの の支払いへと回される。この結果、コbrideprice

ミュニティー内では婚姻を通じて交換がおこなわれ、富が循環していく。一旦

婚姻してしまうと、花嫁が生家に帰れば婚資をかえさねばならなくなる。この

。 、為、花嫁側の集団からは婚姻を継続させようとする努力が続けられる （だが

子供ができていれば婚資はかえさなくてもよい、とされる ）。

親族などの支援を得て牛を得ることができるまでには男性はかなりの労働

サービスを父系親族集団に対して提供せねばならない。それ故婚姻年齢は上昇

していく反面、労働サービスと生殖力のポテンシャリティの高い女性を求めて

若年層を妻とする傾向が強くなる。支払いを伴わず親族双方の了解を得ないで、
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婚姻前の性交渉によって女性が妊娠した場合でも、女性は の支払いbridewealth

が済むまで生家に待機していることを好む。支払いなしで夫方に移動した場合、

どのように処遇されるかに大きな不安がのこるからである［ 1973 。Goody ］

「敬意の表現としての婚資の支払い義務」の習慣も依然として残っている。

放牧生活から、都市化され、給与所得者となった層の男女でも依然として

（ハナヨメ料）の支払いは肯定されているのである。高等教育をうbridewealth

けた世代からもハナヨメ料は圧倒的に肯定されている。南アフリカ共和国のマ

ンデラ前大統領の娘もインタビューのなかで明確に を支持しているbridewealth

ように、ムコ方からハナヨメ方への婚資の支払いは娘自身とその家のステイタ

スをみとめる証しとして存在している。大学生の女性たちへのインタビューに

よれば、婚資の支払いは娘達にたいして相手方が敬意を払うことの証明である

という。又、ハナヨメ料には受けた教育を使って彼女達が稼ぎだす給与収入に

対するムコ側の期待値も含まれている。それゆえ支払いをしないハナムコ側に

対しては女性側からの批判すら聞かれる。実際、高校教育や大學教育を受けれ

ば小学校の教員になったり都会でのホワイトカラー職にありついたりできるの

で、投資への正当な評価としての支払いを要求できると考えるわけである。

今日放牧も農業もリスクの高いビジネスとして考えられる一方、ホワイトカ

ラーなどの「職」を得ることは、より確実な現金収入をもたらすことである。

結婚生活にとって重要な経済的安定を確保する経済投資として教育が価値を認

められている。ハナヨメ料を支払うことが花嫁買いだという批判はあたらない

とアフリカの高等教育を受けた女性達は主張する。

Bride-service Society:

ムコがハナヨメの親に対して一定期間（しばしば数年間）働き、ヨメ方が失

う労働力の補償をおこなうことを と社会人類学では呼ぶ。そもそもbrideservice

ダウリ社会や 社会に比べ、こうした社会では富を蓄積すること自体がbrideprice

難しい。そして社会的なルールが労働力や生産財の共有を前提にしていること

が多い。
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しかし、こうした「補償」が高額にのぼったり労力の提供が長期にわたる場

合、若いカップルは「駆け落ち」という手段を選ぶこともある。メラネシアや

かつての日本の農村などでみられた （花嫁強奪）という手段marriage by capture

は、カップルがしめしあわせて仲間などの手助けを得、花嫁をさらうという強

行手段に訴えることであった。だが、実は「さらわれた花嫁」は合意のもとで

あることが多い。婚資を払えないムコやヨメの生家はそれで顔がたち、結婚に

伴った重い支払いは免除されるからである。しかし、ダウリ社会のインドの場

合、それはしばしばカースト外婚となり、女性はカーストから締め出されるこ

ともあり、必ずしもその代償は安くつかない。

［1970］が述べるように、花嫁代償を支払う社会には複婚（ ）Boseup polygamy

が多く、花嫁の生産力、再生産力が資産として評価されることになる。他方、

社会はむしろ生産性に女性が関与する割合が低く、女性と子供は夫に経dowry

済的に依存する形態となる。花嫁代償を払う社会において、女性は有力な経済

的貢献を認められている。成員の再生産という機能も含め、貢献が大きいと考

えられる。それに対して は女性とその親族による将来の彼女と彼女の子dowry

供の生活の前払い資金ともいえよう［ . 1971 。cf Dickemann  ］

また は、 を娘に与える社会はハイエラルキー性が高い社会であGoody dowry

ると述べる。ヨーロッパやアジア（ ）社会はもっぱら 社会に該当Eurasia dowry

するが、この社会では子供に対して財産の分与が父母や祖父母から行なわれる

社会であり、父系親族全体で材を所有することが多いアフリカなどの花嫁代償

社会と異なっている。花嫁代償社会では一族が材を所有し家族ではなく長老が

その牛の処分権を保有し、結婚する若者にその牛をわたして花嫁の代償とする

ことで権威を保持していく。これに対し、ユーラシアの社会は父系親族よりも

核家族が財産保持の母体となる。父母からその子にそれを委譲していくシステ

ムにより、子供が親世代のステイタスを少なくとも維持することがめざされて

おり、そこで各家族が所属するカーストまたは階層の中で保有財産が循環して

ゆく。息子がすべての生産財を相続するのならば、娘たちは彼らが慣れ親しん

できたのと同じ程度の生活レベルを維持するものか、あるいはそれ以上の生活
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を保障するものでなければならない。

そこで普通娘はダウリによって両親から生前贈与としてのシェアをうけとり、

同じステイタスの男性と結婚することとなる。普通その男性は同じカーストあ

るいは同じ階層などから選ばれ、内婚となる。インドのカースト内婚がもっと

も知られている現象だが、ヨーロッパやアジアでも、権益を守るために階層内

婚がおこなわれるのが一般的だった［ 1974 。それに対してアフリカはBloch  ］

土地が十分にあり、多くの権益は一族によって共有されていた。性別分業が明

確であり、生産財（牛、土地といった）は男性グループが所有していることが

多かった。このため族内婚の必要は薄く、むしろネットワークを広げるため族

外婚が多かった （ヨーロッパでも らが詳細に論じているように、。 Comaroff

の習慣は多く、普通男女の財産分与は不平等であることが多かった。息dowry

子が残って両親の面倒を見る場合は嫁ぐ女性の財産のシェアは少なくなる。あ

るいはギリシャのように女性は家を相続することが一般的で男性がその家に移

動する場合は女性のシェアが多くなる。アフリカでは娘は父の財産を相続する

ことがなく、母親からのみ相続をうける。男女同じシェアであるべきだという

議論そのものが現代のヨーロッパ的視点からなされており、必ずしも正当であ

るとはいえないとしている。

を支払う理由には、生まれてくる子供への権利、新しく創設される家dowry

族に付随する財産を形成するという意味もある。だが、 は女性の両親のdowry

財産へのシェア、 として夫の所有財産に対するアクセス権、特にイスラdower

ム圏やユダヤ圏では離婚の折の扶養料という意味もあった。このような折、離

婚が多い中東では婚姻契約には離婚の際に夫が妻に対して生じる義務も記され

ていた。他方キリスト教圏、特にカトリック圏においては20世紀まで婚姻は離

婚を前提としておらず、理念的には男女は婚姻によって身体的にも経済的にも

一体となることがめざされた。従って女性が持ち寄った財産が夫の領有下にお

かれることも珍しくなかった。キリスト教文化の浸透とともに、それまで存在

Goodyしていた書面による覚書や口頭による遺言などが次第に消えていったと

は述べている。だが、事態は20世紀後半に大きく変化していく。
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1980年代以降欧米社会で離婚が多くなり、それまでの家族関係や財産関係に

大きな変化が生じた。離婚の可能性が生じたとき、娘の両親にとって、婿にで

はなく、娘とその子供にいかに自分たちの財産を確実に渡してゆくかを考えね

ばならない時代が到来したのである。シングルマザーの増大ともあいまって、

男性は前妻、現妻、前回の婚姻から生じた子供、現在の子供、連れ子などさま

ざまな家族関係が入り乱れた中で暮らすことになる。以前にも増して婚姻契約

の必要性が痛感されるようになっていったとしても不思議ではない。

婚前契約と女性の財産権

pre-nuptial agree-1990年代の後半期アメリカを訪れた筆者は、婚前契約（

）についての多くの記事を目にし、驚いたことがある。婚前契約はかつてment

欧米でもごく一部の富裕層において取り交わされた契約であった。一般に広

まっている慣習であるとはいい難いものであった。そもそもキリスト教的な

「恋愛によって心身合一をめざし、結婚する」という理想には、死が二人を分

かつまで、一体化した夫婦の間に経済的な分離が必要であると想定されていな

いからである。

しかし婚前契約は、結婚によって妻の財産が夫の財産に組み込まれてしまう

ことで起こりえる妻の側の経済的損失や離婚の折の財産分割問題が紛糾するの

を避けるための手段である 。キリスト教的な結婚観がすでに終焉を迎え、あ6

えて婚姻という制度を選ぶからには 「あらかじめ財産の分割や子供の養育な、

どについて取り決めを結んでおくほうがよい」と考えるようになってきている

ということであろう。この結果、現在アメリカでは52州すべてでそれぞれの州

法に基づいた婚前契約の雛形が作られており、簡単にパートナーとの間で契約

を取り交わすことが出来るようになっている。

このような婚前契約が盛んになってきた理由には、婚姻は身体的・感情的な

. 2. . ,6 http://www rbs com/dcontract pdf

. . . ,http://www california-divorce com/premarital/prenuppact html
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結びつき、愛情による結びつきであるとされるだけではなく、経済的な結びつ

きでもあるという側面が欧米でも明確に意識されてきているからであろう。20

世紀にキリスト教的な結婚観が大きく変貌したことが痛感されたものである。

婚姻を「秘蹟」と考え、人間同士ではなく神と人間との間で結んだ契約とし

て神聖化する傾向はキリスト教（特にカソリック）やヒンドゥー教文化に顕著

であった。キリスト教会は婚姻を神を証人とする「秘蹟」として認め、商業取

引のように破棄できない「愛」にもとづく契約としていた。

同様にヒンドゥー教においても婚姻は秘蹟であった。一夫一婦制を守り、た

とえ夫と死によって分かれようと婚姻関係は解消するとは認められないもので

あった。だがこの婚姻関係はキリスト教とは異り妻の側を一方的に縛るもので

あった。夫は妻が死亡した後は再婚が許されるのに対し、妻の再婚は禁止され

ていたからである。

は のなかに盛り込まれた女性とその子供の財産保全の機能に注Goody dowry

目し、むしろ西欧的な恋愛婚の中に存在しない確実性をみている。キリスト教

的な「心身一体」という理想のなかで夫の財産に妻のそれをいれこんでしまい、

妻が自立した財産権を失うキリスト教的な結婚観より、むしろ夫婦別々の財産

権を持ち続ける の制度やイスラム圏における （花婿から花嫁への支dowry mahar

払い、後述）の制度の方が女性と子供の地位を守りやすいのではないか、と

は考える［ 1998 。だが、果たしてそうであろうか。Goody Goody ］

花婿料としての「ダウリ」

先に述べたように、 とは、一般に女性が結婚する折に生家から贈与さdowry

れる財産のことであり、ヨーロッパや地中海世界、アジアなどでは一般的に普

及している生前贈与の方法である。一般に金銀宝飾類や家財、現金といった移

動可能な財産が多い。これに対して結婚後も生家を移動しない男性は、両親が

死ぬまでの面倒をみることと引き換えに、家や土地といった不動産や生産財を

与えられる例が多い。つまり主な財産や地位が父系によって相続される社会に

多く見られる 。これに対して筆者が「ダウリ」とするものはインド特有の現象7
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ともいえる花婿料としての花嫁側から花婿の両親に支払われる資財〔現金、金

銀製品や電化製品など〕のことである。本稿の冒頭にあげたように花婿のステ

イタスが高く収入が多い場合、多額の現金を要求されることもひんぱんにある。

ダウリを要求額どおりに払えなかったりあるいは結婚後も度重なる要求に

よって自殺や離婚に追い込まれた女性は後をたたず、しばしば夫や姑らによっ

て殺害されることすらある。このような「ダウリ死」と呼ばれる事件はインド

国内の統計によれば年々増え続ける傾向にあり、1990年には4386人が、97年に

は6006人がダウリによる婚家とのいさかいの中で殺されているとされ、実際の

数はこの何倍にも上るとされている 。カナダやアメリカ、ヨーロッパに移住8

したインド系の人々の間にすらこの慣習は存在している。廃れることなく、む

しろ額が増大して際限なく広がっておりカナダやアメリカですらダウリによる

殺害事件もおきている 。9

ダウリはもともとインドでの植民地資本主義の出現とともに表れたと

は語っている。19世紀後半植民地政府に重用される官吏や弁護士、医Srinivas

師といったホワイトカラーという都市在住の新しい職業が出現し、そうした望

ましい花婿の親族への現金や家財の贈り物などが慣習化し、末端まで広まって

いったのは支払いがステイタスシンボルとも考えられていったからである。息

子に行なった教育投資の見返りとして、あるいは現在得ている収入、将来の収

入とステイタスに対してみあったかたちでの供与を花嫁側から要求する一方も

らったダウリをつけて今度は自分の娘を嫁がせるといった戦略によりその家の

社会的地位を上げるという戦略となってゆく。そしてその慣習はヒンドゥーだ

けではなく、ムスリム〔イスラム教徒 、クリスチャン〔キリスト教徒〕の間〕

にすら広がっており、ますますインフレを起こしている。インドにおける女性

しかしギリシャのように女性は婚姻によって生家から家を与えられ、男性がその家に移7

り住むといった慣習がある土地もあり、いちがいにはいえない。
, 1997. 478 .8 Women in India: a statistical profile - Government of India p

http://boards immigration com/showthread php?s= d f af d c a &p=9 . . . 326 22 9108269796997 4 615 6 96
900275 900275#post
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をめぐる問題は、ダウリ禍には限らない。むしろダウリ禍と表裏一体となって

いるのが女性の基本的人権にかかわる「財産権」と「婚姻」についての男女間

・宗教集団間の不平等な取り決めである。

世俗国家インドと家庭法（ ）Family law, Personal Law

1947年、インドがイギリス植民地の支配下から独立するにあたり、新しい共

和国の首相となるネールの下で法務大臣をつとめる （アンベッBR Ambedkar10

family law personalドカー）はインド国民すべてに適用されうる家庭法（ ,

）を構想していた。女性に離婚の権利を付与し、男女同等の財産相続権もlaw

与える、当時としては極めて 新なものだった。さらに彼は幼児婚の廃止、一港

夫多妻婚の禁止なども法案に盛り込んだ。だがこれらの法案は実現しなかった。

まずヒンドゥーの国会議員たちが猛烈に反対したのである。曰く「男女同等の

財産相続権はヒンドゥーの伝統ではない。女性には財産相続権はない。何故離

婚の権利などを女性に付与するのか 。一方ムスリムも猛烈に反対した 「一」 。

夫一婦制はイスラムの伝統ではない。ムスリムの男性は４人まで妻を娶ること

が法典で許されている。なぜ一夫一婦制に従わせられるのか 。こうしてさま」

ざまな事例が引き合いにだされ、結局全インド国民にゆきわたる共通の民法を

実施したいというアンベッドカーの計画は頓挫した。アンベドカーが熱意を

もって主張したこの法案は葬り去られ、彼は憤りと失望のなかで1951年に辞職

したのである。

インド国憲法は彼が立案し起草にこぎつけた「万人の平等」を謳っている。

だがそれは実社会とはあまりにかけ離れている。人は生まれながらにカースト

によって高貴なカーストと下賎なカーストに分かたれ、低カーストの人間には

は不可殖民カースト（ ）出身の初代法務大臣。初代首相のネー10 Ambedkar the Untouchable

ルに乞われて法務大臣として入閣、憲法起草に大きな役割を果たした。彼は英国とアメリ
カで法学を学んだ弁護士であり学者であったが、カースト制度によって差別を繰り返すヒ
ンドゥイズムに絶望し、晩年自ら属するマハール・カーストを率いて集団改宗して仏教徒
になったことでも知られている。
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過酷な私刑さえ加えられる。女性は生まれながらに男性より劣った存在として

扱われ、妻には自らを守る基本的な権利すら与えられていない。このような現

実をまのあたりにし、宗教とカーストに分断された社会を変革する為の新しい

国家観を描こうとしたのがアンベードカーであった。イギリスの支配から脱し

て近代国家インドの建設をめざすネールは人権の不平等を払拭させ宗教とは切

り離された「世俗国家」として新たなスタートをめざしていた。アンベード

カーを法相に招き入れ憲法の起草を依頼したのもそのような意図からだった。

だが「世俗国家」であり 「すべての宗教は平等に扱われる」と憲法に謳いな、

がら、彼はかんじんの婚姻や財産相続といった重要な生活基盤をつくる事象に

ついては手をつけることができなかった。イギリス統治下でそれぞれの宗教集

団が独自の宗教慣習法によって決定してきた慣習を変える事はできなかったの

である。イスラム教を国教と定めているパキスタンと異なり、インドの憲法は

インドを世俗国家と規定している。だが宗教の自由という名のもとにそれぞれ

の宗教集団がそれまで保持していた慣習法を と呼ばれる領域すなpersonal law

わち婚姻、相続、養子などにかかわる市民生活の部分についてはそれぞれの宗

教集団のばらばらな法律が支配する社会を作ってしまったことになる。

「カースト間や男女間の不平等をそのままにし、法律を作ることはできない。

それではまるで牛糞の上に城を建てるようなものだ 。アンベードカーはこう」

いって法相を辞任した。

その後アンベードカーの意志は引き継がれ、ヒンドゥー法 は1954、55、5611

年と改正を重ねた。一夫一婦制の導入、男女間における財産相続の平等性、幼

児婚、などは発効した。だが、イスラムコミュニティは以後法改正を実施して

おらず、男女間での法的な財産相続の不平等が続いている。一夫一婦制も実施

同じ宗教集団として一からげにされた集団のなかでも実はばらつきがある。慣習法上ヒ11

ンドゥーの家庭法が適用される集団とはヒンドゥー教徒（イスラム教徒、キリスト教徒で
ない人々）だけではない。ヒンドゥイズムから派生したと考えられる宗派すなわち仏教徒
・シーク教徒も含まれる。他方、拝火教徒、ユダヤ教徒などには独自の宗教慣習によって
家庭法を施行することが認められている。
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されず、男性は４人まで妻を娶ることが認められている。

さらに宗教慣習法自体、その強制力は弱い。違法であるとはいえ、地域に

よってはいまだに幼児婚は存在し、キリスト教慣習法やヒンドゥー家庭法下で

も男女平等の財産相続法が貫かれているとはいい難い。一夫一婦制が建前で

あっても２人目の妻を娶るヒンドゥー男性も存在している。イスラム法では相

変わらず男性は１人で４人の妻まで娶ることが許されているので、いったんム

スリムに改宗し２人目、３人目の妻を娶るヒンドゥーの男性すら存在している。

慣習法による裁定が複雑化している背景には各州の裁判所ごとにさらに独自

の慣習法も適用されることが起因している。例えば北インドではヒンドゥー法

では「サピンダ」と呼ばれる近親間の結婚（兄弟姉妹間、オジ・メイ、オバ・

オイ、イトコ同士など）は違法であるが、ムスリム間ではイトコ間の婚姻は合

法であり、南インドではヒンドゥー間でもキリスト教徒間でも交叉イトコ（母

方オジ、父方オバの子供）間、母方オジ・メイの間の婚姻は許される。ヒン

ドゥー家庭法では男子20歳、女子18歳未満は結婚できないとされているが、こ

れもしばしば守られていないといった具合である。

４．ムスリム女性と婚姻・財産権

personal lawシャーバノ事件 とムスリム12

1978年、マディヤプラデシュの弁護士の妻 （シャーバノ）は夫かShar Bano

ら44年間の結婚生活の末、突然離婚を申し渡された。そのとき夫は44年前の婚

姻の折に妻に約束した婚姻支払金（ ）である3000ルピー（現在の貨幣価Mahar

値で100ドル以下）を支払ったが、慰謝料も扶養料の支払いも拒否した。夫は

若い妻と折り合いの悪い１人目の妻をさっさと離婚することになんら痛痒を覚

えなかった。なぜならばイスラム法によれば、夫は理由がなんであれ、妻にた

いして「 , , （去れ）と３回唱えるだけで簡単に離婚できるかtalak talak talak」

, . 66.102.7.104 112 Nussbaum Martha 'Religion and Sex equality' http:// /search?q=cache:Tr

uQeFuKhQJ:www nd edu/~krocinst/ocpapers/op_ _ pdf+shar+bano+case&hl=en. . 16 2.
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らである（他方妻は夫を一方的に離婚することができない 。）

突然の離婚されたシャーバノは扶養料の支払いを求め、イスラム家庭法では

なく、インド刑法125条によって裁判をおこした。年老いて経済力がない妻を

離婚によって扶養しなくなるというのはインドの刑法で罰せられる非道な扱い

（ ）にあたる、と彼女の弁護士は刑法によって扶養料を勝ち取る戦略にcruelty

でたのである。

高等裁判所はシャー・バノの訴えを認め、月180ドルの扶養費用を夫に課し

た。44年前に約束した婚姻支払金は到底残りの人生を支えるには十分ではなく、

離婚も一方的であるという判断からである。判決に際し、判事は異例のコメン

トすらだした。曰く、ムスリムコミュニティの慣習法はムスリムの女性に著し

く不利であり、万人に平等な市民権を約束しているインド憲法の精神に反する。

ところがこの判決はムスリム・コミュニティの大きな反感を招いた。ムスリ

ムの既婚女性にムスリムの慣習法で認められているのは夫から婚姻に際して支

払われている だけである。これは離婚することになった場合の慰謝料でmahar

あるという解釈である。扶養料の支払いをすることは家庭法には規定されてい

ない。高等裁判所が異例のコメントをつけ、シャーバノの主張を認めた事は、

ムスリム・コミュニティの宗教的自律性を踏みにじったことになる。これはヒ

ンドゥー・コミュニティからムスリム・コミュニティへの弾圧であると保守派

はキャンペーンを張った。そしてこの対立は宗教的対立として暴動にまで発展

していった。

恐れをなした時のラジーブ・ガンディー政権は、高等裁判所の判決を無効と

することを思いついた。すなわち、1986年に特別法 をムスリムの女性に関し13

て導入し、表向きはムスリム女性の権利の保護法としながらも、さかのぼって

ムスリムの女性が婚姻の折にマハルを手にした場合、離婚後は一切の扶養料を

得られないことにしたのである 。14

http://www indialawinfo com/bareacts/muspro html13 . . .
. . . . 参照。14 http://www law emory edu/IFL/legal/india htm
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これは時代錯誤的であると、ヒンドゥー、ムスリム両派の進歩的知識人を等

しく憤らせた。そればかりではなくヒンドゥーの保守派をも憤らせた 「ヒン。

ドゥー・コミュニティについては頻繁に男女格差や階層差をなくす法改正を強

いられている。それなのに、ムスリム・コミュニティについては1937年以来一

度も改正されていない 。そして今度はムスリムの保守派の機嫌をとるような15

法律を可決させた。不平等だ 」というのである。。

政権への不満を募らせたヒンドゥー急進派はムスリム・コミュニティに対し

て正面から挑発行動にでた。1992年、彼らは北インド・アヨーディヤにあるモ

スクを破壊し、その場所にいた数多くのムスリムの死傷者を出した。アヨー

ディヤにあるモスクはヒンドゥーの神として崇拝されるラーマ王子が生まれた

とされる場所に建っている。そのモスクを破壊し、すぐさまヒンドゥー寺をそ

の場に建てたのである 。流血の惨事に驚いた政府はそのモスクを立ち入り禁16

止としたが、この事件が引き金となって北インド各地でヒンドゥーとムスリム

の抗争が続いた。かくて宗教コミュニティの家庭法の領域に立ち入ることは政

権がひたすらタブーとする事象となっていった。その引き金となったのは

シャーバノ事件であるともいえる。

４．ムスリム女性と離婚の権利

インドのイスラム家庭法において、婚姻は社会契約であると規定されている。

婚姻においては宗教儀式は一切必要なく、花婿側と花嫁側との間の契約のみが

必要となる［ , .407 。契約であるからにはそれを破棄することが可能でRao p ］

あり、容易でもある。だが、先に述べたように、この契約は著しく妻にとって

不利なものである。夫は妻に対して「 , , （去れ）と３回唱えtalak talak talak」

るだけで離婚は成立する。口頭で、あるいは書面でも離婚の意思を伝えてよい。

イスラム法（シャリーア）の解釈はシーア派、スンニ派それぞれの異なり、国によって15

も大きく異なっている。このため、ここではあくまでもインドムスリムコミュニティにお
けるシャリアの解釈と慣習法を問題としていることを確認したい。

202.186.86.35 . 参照。16 http:// /special/online/heritage/default html
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その意思を告げるだけで離婚が一方的に成立する。だが妻は離婚を自ら決定す

ることは出来ない。夫に依頼して、彼から離婚をしてもらうか、夫が同意しな

ければムスリムの家庭法に基づいて、調停を依頼しなければならない。夫が単

なる不貞を働いているだけでは不十分である。彼がつきあっている女性は極め

て悪い評判の女性であることを証明するか、あるいは夫が極めて悪評ある生活

をしている場合、あるいは妻に「改宗」を迫ったりした場合などでなければ離

婚申し立てできない。夫が彼女の同意なくして別の妻を迎えた、あるいは生家

に帰ることを許さなかった、あるいは暴力をふるった、などの場合でも、妻は

直接離婚を言い渡すことはできない。せいぜい夫に離婚してもらうように依頼

することが出来るのみである。

ムスリム女性と財産委譲システム

イスラム家庭法によって約束されている相続権は女性についてはかなり不利

である。

ここでは、父系父母、妻と子供がいる既婚男性Ａが死亡した場合について、

彼の遺産の配分を ［1995］を参考に考察してみたい。まずＡの父が６分のRao

１、Ａの父系祖父が６分の１、父系祖母は４分の１を受け取ることになる。妻

が４人いる場合は、それぞれが８分の１となる（妻が１人の場合は４分の１ 。）

Ａの母は６分の１であり、息子が２分の１となる。娘は息子の半分の相続分し

かない。結婚した娘には相続権はない 。つまりムスリムの財産相続システム17

は父系親族、それも男性に著しく有利に働くのである。

５．ヒンドゥー女性と婚姻・財産権

ヒンドゥーにとって婚姻は契約ではない。秘蹟である。つまり、ムスリムの

場合と異なり、婚姻とは神の前で死が二人を分かつまで生活をともにするとい

う誓いをたてることであり、婚姻によって夫と妻は心身が一体となることを意

(1995 398).17 Rao :
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味している。火の神（アグニ）の周りを７度花婿花嫁が回ることは慣習的に婚

姻の儀礼とみなされる。この儀礼によって婚姻が成立したとみなされる。

だが、一方この儀礼を経ずに、1956年の特別法により登録制による婚姻

「 」という形態をとることも可能となった。この場合花嫁花婿のcivil marriage

どちらかが住んでいる郡（ ）の婚姻登録事務局に出向き、係官に依頼しdistrict

て30日間掲示してもらい、しかるべき異議申し立てがなければ３名の証人をた

てて、婚姻登録される。このヒンドゥー法によって相続や婚姻が認められるの

はヒンドゥーの他に、仏教徒、シーク教徒、ジャイナ教徒である。だが、この

登録制による婚姻はこれ以外の宗教コミュニティの場合有効ではない。つまり

ムスリムの女性は登録制による結婚が出来ないのである。

ヒンドゥー女性と財産権

1937年、それまでダウリを除き財産相続権が認められていなかったヒン

ドゥー女性に対し、初めて女性の財産権に関する法令が成立した。そして寡婦

にも初めて夫の財産に対しても相続が認められた。だがこれは相続した女性が

死ぬまでの期限つきで死後はその財産は息子に返還されるという、所有権とい

うよりも使用権に近いものだった［ 1995, .57 。1956年の改正により、Rao p ］

ヒンドゥー法では個人財産に関しては息子同様娘や妻にも相続が認められるよ

うになった（ .56 。p ）

だが相続配分は均等ではなかった。妻、息子３人、娘３人がいる場合、息子

たちはそれぞれ５分の１をとり、あとの５分の２が妻と娘たちによって分けら

れることとなっていた［ .323 。家長の死後の財産委譲には、結婚した娘Rao p ］

は排除され、結婚時のダウリが娘の財産相続分とされるのが一般的な慣習で

あった。しかし1986年、ヒンドゥー相続法は再び改正された。そこでようやく

法的には娘に息子と同等の権利を与えられることとなった。これは当時大きな

社会問題としてクローズアップされてきたダウリ禍を鎮め、ヒンドゥー社会に

おける女性の地位を是正する目的があった［ , .325 。Rao p ］

だがダウリ禍は鎮まらなかった。高額なダウリをもって嫁ぐ娘の財産は夫の
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財産もしくは夫の親族の財産に組み入れられる一方、生家の財産に関しては女

性の相続権は実際にはほとんど認められないままだったのである。結婚時に多

額のダウリを支払うことを理由に兄弟たちが遺産の相続を姉妹たちに与えるの

を渋るからである。

６．クリスチャンの女性と婚姻・財産権

キリスト教徒にとって婚姻は契約ではなく、神の前で執り行う秘蹟である。

婚姻によって一旦結ばれたら死が分かつまで共にあることを前提としている。

1872年の法律により、キリスト教徒の婚姻はキリスト教司祭によって結婚式を

執り行われなければ正式な婚姻とは認められないと規定された［ .530 。Rao p ］

インドのキリスト教徒にはローマカソリック、プロテスタント諸派だけでは

なく南インドを中心として紀元３世紀以来の伝統をもつネストリウス派に属す

シリアンクリスチャンと呼ばれるケーララのキリスト教徒もいる。だが宗派の

違いにかかわらず、彼らはすべてキリスト教の として一括されてpersonal  law

いる婚姻・相続法に従わねばならない。この法律によれば、夫は妻の不貞に

よって即座に離婚を申し立てることができるが、妻は夫の不貞だけでは離婚が

出来ない。夫が不貞に加えて妻に虐待を加えていることを証明しなければなら

ない 。また、離婚した場合、妻が受け取る扶養料は夫の収入の５分の１を超18

えないこととされている。

婚姻の折に女性は生前贈与のダウリとして両親から贈与を受ける。だが、こ

の贈与により、女性は以後の財産贈与を受けられない。また夫が死んだ場合、

子供が３分の２を、残り３分の１を妻が相続することが出来る。しかし結婚し

た娘には相続権がない。つまり実質は息子たちが財産の３分の２を受けとり、

母に渡される３分の１の財産も、死後彼らが相続することになるわけである

この法律は130年ぶりに2001年に改定され、夫と同様妻も相手が不貞を働いていること18

が証明されれば離婚の申し立てとして受け付けられることになった。この改定に際してキ
リスト教コミュニティの一致した見解でのサポートが必要だったために改定が大幅に遅れ
たのである （ . . 2001 004 21.33. 参照 。。 ）http://www christianitytoday com/ct/ / / html
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［ .538 。Rao p ］

キリスト教慣習法は他宗教コミュニティに比べて比較的シンプルで平等であ

るとはされる。それでも以上のような男女間の不平等性は存在しているのであ

る。

終わりに

本稿ではまずダウリ禍と深く関連したヒンドゥー思想における上昇婚の思想

について検討をおこなった。だが、上昇婚とは本来無縁であるはずのムスリム

・コミュニティやクリスチャン・コミュニティにおいてもダウリによる女性虐

待が頻発していることを述べた。この背景には単なるヒンドゥーメインスト

リームからの文化的影響というよりも、本稿の後半で考察したように、世俗国

家インドにおいて宗教の自由の名のもとに起こっている各集団間の法上の不平

等およびそれぞれの集団内における男女間の権利の著しい不平等が起因してい

るといえよう。インドが真に法上の男女平等を実現するためにはこのような宗

教間の格差をなくし、すべてのコミュニティに共通する世俗民法を導入しなけ

ればならない。また、ダウリ禍をなくすためには激しい花婿売り手市場となっ

ている婚姻マーケットを開放し 「女性同士の競争となっている上昇婚 ［ .、 」 cf

1990］をエスカレートさせているカースト内婚を緩和する手段を考えねGaulin

ばならない。それには異宗教集団間、異カースト間の結婚が盛んになり、花婿

料を必要としない「恋愛婚」による婚姻が必要となる。その為に重要なのが女

性の経済的自立であり、特に高等専門教育への投資であろう。経済的に自立す

る女性たちの間で異カースト婚や異宗教間の結婚が選ばれる可能性が高いから

である。

例えば筆者が米国やロンドンで出会った30代以上のホワイトカラー専門職に

属すインド系の中でもとりわけて進歩的な人々は、すでに宗教やカーストなど

、 。のカテゴリーよりもより広い 「インド系」の中で結婚相手を探し始めていた

異カーストばかりではなく北インドと南インドといった地域差すら越えた恋愛

結婚組が多くみられる。さらに、パキスタンややバングラデシュも含めた「南
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アジア系」のなかで結婚相手を見出し、パキスタン出身のムスリムと結婚した

南インド出身の女性も見受けられる。南インドでここ２－３年間に会った セIT

クターに働く女性たちの集団では異カースト間の結婚となる「恋愛かけおち結

婚」が多くみられた。あるいは「離婚と再婚」を経験した女性たちも多数含ま

れていた。マドラスのある医科大学の医学生によれば、医学部の同窓生の80

パーセント以上が同窓生との「恋愛結婚 （すなわちほとんどが異カースト間」

の結婚）であるともいう。従来の異カースト間の結婚は女性をカーストから追

放するものであったが、この女性達はもはやカーストよりも同業・同階層に属

す人々の間での交流に慣れており、子供の世代にあってもカーストやコミュニ

ティを超えたグローバルな付き合い方が可能なのであろう。

このような人々はいわばインドの新しい結婚パターンを象徴する創造的な新

中・上層 「クリエイティヴクラス ［ 2002］ともいえよう。 が、 」 Florida  Florida

クリエイティヴクラスと呼ぶ人々とはグローバルな広がりをもち、高学歴でハ

イテク文化に育ち、多様な専門職につく人々である。彼らは新しいグローバル

文化の担い手であり、クリエイティヴであることを身上とする。

今日インドは多数の有能なクリエイティヴクラスに属する人々を輩出しつつ

ある。その彼らがかつての上層カーストの花形ホワイトカラーたちが果たした

ような文化をリードする役割を担ってゆくことになろう。かつてダウリの授受

は上層カーストからはじまり、他カーストへも波及していった。その事例に倣

えば、今度は彼らインドのクリエイティヴクラスが新しい結婚のモラルをイン

ド社会に提示するときにきているのではないだろうか。ダウリ禍にあえぐ中間

層だけではなく低所得層をダウリの呪詛から救うには、異カースト間、異宗教

間での恋愛結婚を新ミドルクラスが選ぶ新たな選択として示す時期にきている

のであろう。

本稿の冒頭にあげた若い女性、ニシャ・シャルマが、数ある申し込みの中から

自ら選んで結婚した相手が エンジニアであることは象徴的である。ダウリをIT

拒否し、異カースト間の結婚が出来る彼のような種類の人間が新たな新中産階

級としてインドに出現してきたことの証ではないだろうか。



－408－

西 村 祐 子

Bibliography

, . 1974 . .Bloch M Feudal Society University of Chicago Press

, . 1970. . .Boseup E New York: StWoman's Role in Economic Development

.Martin's

Caplan L 'Bridegroom price in Urban India: Class Caste and ‘dowry evil', . 1984 ,

( . .) 19 216 33.among Christians in Madras' n s : -Man

Dickemann M ‘The Ecology of Mating Systems in Hypergynous Dowry, . 1979.

. 18 .163 195.Societies' pp -Social Science Information

----------------------- ‘Paternal Confidence and Dowry Competition: a biocultural1981.

in Natural Selection and Social Behavior: Recentanalysis of Purdah '.

, . . . . . .Research and New Theory ed by R D Alexander and D W Tinkle

, .New York Chiron

, . 2002 . .Florida R Basic BooksThe Rise of Creative Class

AmericanGaulin S J & Boster J ‘Dowry as Female Competition', . . , . 1990. ,

92. .994 1005.Anthropologist pp -

In Bridewealth andGoody J ‘Bridewealth and Dowry in Africa and Eurasia', . 1973

, . . . . , . .Dowry ed by J Goody and S J Tambiah Cambridge Univ Press

1998 ,--------------- ‘Dowry and the rights of women to property' In Property Relations

. , .201 213.Cambridge Univ Press pp -

Government of India ‘Women in India: a statistical profile' New Delhi:1997 ,

Department of Women and Child Development Ministry of Human,

.Resource Development

Kinship, Marriage and Womanhood among the Nagarattars inNishimura Y, . 1998

, .India Oxford University Press

, . 1993 90, .Schlegel A ‘Who Competers for What?' ppAmerican Anthropologist

291 309.-

Tambiah S J ‘Dowry and Bridewealth and the Property Rights of Women, . . 1973 ,



－409－

, , . . . .in South Asia' ed by J Goody and S JIn Bridewealth and Dowry

, . .Tambiah Cambridge Univ Press

, . . 1995, , , , .Rao G C Gogia & Company Hyderabad IndiaFamily Law in India

Srinivas M N Centre for Women's Develop-, . . 1984 .Some reflections on dowry

, .ment Studies New Delhi

Stolcke V ‘Women's labors: the naturalization of social inequality and, . 1981

, , . ,women's subordination' ed by YoungIn Of Marriage and the Market

. ., , .159 177.Wolkowitz et al Routledge pp -

Websites Cited:

. . . 2 3027683. ,http://news bbc co uk/ /hi/south_asia/ stm

. . 6792 507466,001600440006. ,http://www hindustantimes com/news/ _ htm

http://www countercurrents org/gender-dhavan htm. . 400503.

http://www christianitytoday com/ct/ / / html. . 2001 004 21.33.

. 2. . ,http://www rbs com/dcontract pdf

. . . ,http://www california-divorce com/premarital/prenuppact html

http:// /search?q=cache:Tr uQeFuKhQJ:www nd edu/~krocinst/6 6 . 1 0 2 . 7 . 1 0 4 1 . .

ocpapers/op_ _ pdf+shar+bano+case&hl=en Nussbaum Martha 'Religion and16 2. （ ,

.）Sex equality'

http://www indialawinfo com/bareacts/muspro html. . .

http://www law emory edu/IFL/legal/india htm. . . .

インドにおける「ダウリ禍」考：婚姻法・財産権およびカースト内婚の視点から


