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E. サーヴィス（サーヴィス 1979）による新進

化主義において、社会の発展段階はバンド社会→

部族社会→首長制社会→国家の順に位置づけられ、

首長制社会は国家にいたる過渡的な段階として位

置づけられた。その特徴は、世襲による首長をい

ただく階層化社会で、首長が平民から集めた物品

や食料を再分配するシステムをもち、人口規模は

5,000～20,000＋が一般的であるが、その階層化や

規模には大小がある。例えば同じオセアニアのポ

リネシア文化においても、ティコピア島のように

首長と平民の二階層しかない社会から、トンガや

タヒチのように複数の地方首長をたばねる 高首

長がいる複雑な階層をもつ社会までが存在する。 

考古学において首長制社会は、社会階層化や国

家形成のプロセスを理解する上で重要な段階とし

てみなされており、とりわけその再分配システム

に注目されてきた。例えば K. クリスチャンセン

は再分配システムを、威信財などの貴重品を再分

配する「富裕品財政」と、食糧や日常財を再分配

する「必需品財政」とに分類した（Kristiansen 

1991）。 

しかし財の再分配システムはなにも首長制社会

に限るものではない。首長制社会としばしば比較

対象となるビッグマン社会においても再分配シス

テムは大きな役割を果たしている。 

ビッグマン社会は、おもにオセアニアのメラネ

シア地域（ニューギニア、ソロモン諸島など）に

多く分布する社会で、ビッグマンと呼ばれるリー

ダーが存在する。しかしビッグマンは首長とは異

なり、その地位は世襲ではなく、もっぱら個人の

才覚や気前のよさ、威信にかかっている。すなわ

ち、人一倍働いたり、交易や親族の力を通じて多

くの物品や食料（特にブタやヤムイモ）を集めた

りし、それを気前良く集団内の成員に再分配する

ことで、自らの支持者を確保する必要がある。逆

にいうと、彼より巧みに財を獲得し再分配する「気

前の良い」ライバルが出現すると、彼はその地位

を奪われてしまうのである。ビッグマン社会はし

ばしば部族社会に分類され（Sahlins 1963）、首長

制社会よりも階層化の度合いは低いと考えられて

いるが、ビッグマンたちによる威信競争によって

引き起こされる財の再分配は、しばしば首長制社

会のそれよりも活発である（Friedman 1982）。 

そもそも財の再分配が社会秩序の再生産を果た

すのは、与え手が受け手より常に上位に立つとい

う贈与交換の原則があるためである。しかしよく

考えてみると、なにも首長は無から財産を生み出

しているわけではなく、首長は平民から貢納を集

めており、それを形を変えて社会に還流させてい

るにすぎない。例えるならば、親から小遣いをも

らっている子供が、その小遣いで贈り物を買い、

親にプレゼントするようなものである。つまり社

会の収支を見る限り、ゼロサム・ゲームが成立し

ているので、再分配をおこなう首長がなぜ権力を

持つのかについて、このままではうまく説明でき

ない。 

ここでこの謎を解くために、もうひとつ民族誌

事例を参照することとしたい。ビッグマン社会と

しばしば比較対照される、グレートマン社会の事

例である。 

グレートマン社会とは、ニューギニアのバルヤ

族を調査した M. ゴドリエ（2000）によって指摘

された社会体制である。社会階層化の度合いなど

はビッグマン社会と似ており、グレートマンと呼

ばれるリーダーが存在するが、それは「偉大な戦

士」「シャーマン」「ヒクイドリの狩猟者」といっ

た能力の持ち主のことであり、特定のクラン（血

筋）から出現するとみなされている。彼の名声は

広く知れわたり、その分野においてはリーダーと

して振舞うが、それ以外の権力においては他の一

般的成員となんら変わるところがない。 

基本的にグレートマンの権力は世襲によって継

承されるが、その権力の源泉は聖物もしくは祭祀

物とされるモノにあると信じられている。特にバ

ルヤ族にとって も重要なモノは「クワイマトニ

エ」と呼ばれるもので、イニシエーション儀礼の
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指導者であるグレートマンによって密かに保持さ

れ、儀礼のときのみ公開される。実際の「クワイ

マトニエ」は、石斧の刃のような研磨された黒い

石と、いくつかの骨片からなっている。しかしバ

ルヤ族にとっては、この聖物は部族の起源や超自

然的な存在と密接な関連があると信じられている。 

一見すると「クワイマトニエ」は威信財のよう

に見える。しかし J. フリードマンら（Friedman 

and  Rowlands 1977）が定義した威信財システム

に当てはめると、これを威信財と呼ぶことはでき

ない。なぜなら「クワイマトニエ」は秘匿される

ものであり、他人に贈与したり交換や再分配の対

象になったりすることはないからである。 

しかし威信財の起源を考えるうえで「クワイマ

トニエ」は重要な示唆を与えてくれる。「与え手が

受け手より常に上位に立つ」という贈与交換の原

則に照らし合わせると、「クワイマトニエ」は部族

に生命を与えてくれた超自然的な存在からの贈り

物とみなされているからである。すなわちこの場

合、与え手と受け手の上下関係は超自然的存在と

人間との間に成り立つという図式を描くことがで

きる。 

贈与交換による上下関係が人間同士の場合、「相

手より多く返礼する」ことでその関係の逆転を図

ることが可能である（ビッグマン社会の威信競争

のように）。しかし超自然的存在と人間との間の関

係を逆転することは不可能であり、その関係は常

に一方的に、人間が下位に置かれるのである。 

ひるがえって威信財の起源について考えると、

威信財はしばしば遠距離交易で入手されたものが

その役割を果たすことに注目したい。つまり威信

財は社会の「外部」に起源をもち、それを入手す

るために遠距離交易を執り行うこと自体が「死者

の国」への旅や「幽体離脱」の体験のような「異

世界」との接触であると、しばしばみなされてい

る（Helms 1979）。つまり威信財も元来、社会の「外

部」の超自然的存在との関連を有しており、ここ

でも超自然的存在と人間との間に贈与交換の逆転

不可能な関係が取り結ばれているのである。 

「クワイマトニエ」や威信財における贈与交換

の関係性は、超自然的存在が関与することにより

「交換の非対称性」が生じる。これが再分配シス

テムを通じて社会全体の贈与交換に敷衍されるこ

とで、社会の上下関係が秩序付けられると考えら

れる。つまり権力の起源は、社会の「外部」にあ

る超自然的存在との「 初の交換」に遡ると考え

ることができるだろう。 

様々な民族の神話や口承伝承では、権力の起源

は「外部」であり、 初の王は「外来王」であっ

たとすることが多い（上野 1984）。それではなぜ

「外部」なのかという問いが立てられるが、それ

は「外部」との間に「交換の非対称性」が生じる

からだと理解することが可能となろう。 
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