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縄文巨大石棒の謎（第８回）
台湾先住民社会における祭祀と呪術 （上）

１．
「何らかの祭祀」の実像を求めて
（１）「何らかの祭祀」とはどんなマツリなの？
縄文考古学者の常用語に一つに「何らかの祭祀」という隠語があります。例えば、以下のごと
く使用されています。
◇「多くの住居跡が発掘されており、なかでも縄文中期の 18 号住居跡からは動物装飾付の釣手
土器や石棒・石皿などがまとまって出土し、何らかの祭祀行為を行っていた可能性があります。」
（諏訪市ＨＰ「穴場遺跡」
）
◇「石棒（せきぼう）とは、縄文時代中期以降に何らかの祭祀目的で製作・使用されたと考えら
れている石器で、その形態は、男性器を彷彿とさせる。
」
（玉川大学教育博物館「 館蔵資料の紹
介 」）
◇「土偶は縄文時代のマツリ（祭祀・さいし）に使われた粘土製の人形である。
（茅野市尖石縄
文考古館『仮面土偶発掘の記録』平成 13.9.14）
私が本連載で一貫して追究している東京都町田市指定文化財の大形石棒や土偶も例外ではな
く、市のＨＰに以下のように紹介されています。
◇彫刻付大形石棒――「男性のシンボルをあらわし、祭祀に利用してきたと考えられる」
◇土偶一式 100 個体――「縄文時代の妊娠出産に関わる祭祀具」
どんな「祭祀」が行われていたのか、分かりますか？

全くわかりませんネー。

実は、縄文考古学者の専門家先生ご自身にも分かっていないのです。
「何らかの祭祀」は「得
答えずなりにけり」という窮地に立ち至った先生方が「苦し紛れに」発する遁辞なのです。
『悪
魔の辞典』風に定義すれば、以下のようになるでしょう。即ち――
「考古学者が、出土考古物について門外漢から『これは何？』と質問を受け、答えられなかっ
た場合に、『わからない』と言ったのでは専門家のメンツにかかわるとおもんぱかり、わかって
いるかのような顔をして素人を煙に巻く逃げ口上。マツリと同義だが、
祭祀という漢語の前に
『何
らかの』というコトバを配することによって、マツリ以外の、宗教や呪術や占いなどヒトの広漠
とした祈りをも含意させて、質問者の頭を混乱させる効果がある。
」
さて、ブラック・ユーモアはともかく、ここに露呈している惨状は極めて深刻です。土偶の出
土は２万体に及ぶといわれますが、何に使われたのかは百花斉放、諸説紛々です。土偶、石棒の
ほかに石剣、石刀、土版、岩版、土面、御物石器、石冠、土冠など、何に使われたのか見当もつ
かないシロモノがゴロゴロしています。こうした出土物を、すべて「何らかの祭祀」に使われた
として一括りにして死蔵しているのは、考古学者先生が、それがなんたるかを明らかにする方法
を見出し得ていないからだ、と言わねばなりません。
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1982 年 4 月 6 日～５月 10 日、ここから、縄文中期の、ほぼ完形の有脚立像形（河童形）土偶（｢姥ヶ沢ビーナス｣）、
土製耳栓形耳飾 4 点、土製漕車形耳飾 1 点、袖珍土器 2 点、土器片再製の円板 3 点などが発掘された。（『姥ケ沢』長野
県中野市教育委員会 1983、ｐ .93 より）

（２）人間の精神は、土の中ではなく、心の中に埋もれている
私は前回の論考で、
「縄文時代のイレズミはそれを施したミイラが発見されなくては証明でき
ない」とうそぶいてイレズミの研究に手を附けようともしない学風に対して、異議申し立てをし
ました。同じレトリックを使って言えば、
「縄文時代の祭祀はそれを実行した人間の精神が掘り
出されないことには証明できない」 とあきらめてはいないでしょうか ?

信仰や思想は土の中

にではなく、発掘者自身の心の中、その生活風習＝民俗の中に埋もれているのです。遺跡発掘に
際して行われる「鎮魂法要」の儀式は、4000―5000 年の彼方の霊魂がいまなお徘徊している
のではないかという怖れに基づく「みたましずめ」に他なりません。
私の住まいの近くの東京都町田市忠生遺跡 B 地区では、八幡様の魂鎮めのお祓いを受けてはじ
めて発掘に取り掛かっています。
「根岸の調査地点は発掘する前から「なんじゃもんじゃ」と呼ばれる木があり、その傍らには
宝きょう印塔、
板碑
（いたび）
などを納めたホコラがいくつもあった。地元では祟りを恐れて、
代々
供養されてきた場所である。発掘調査に際しても、地主さんの計らいで事前に関係者一同が集ま
り、近くの箭幹（やがら）八幡様の宮司には魂鎮めのお祓いを、また件の木は地主さんに伐採し
ていただいた。これで心おきなく発掘を始めたが、一帯は中世の土葬墓や火葬址が次々に出てき
た。」（町田市教育委員会生涯学習部学芸員川口正幸「忠生遺跡にみる土地の記憶～堆積した地域
の潜在力～」
『情報センター通信』第 12 号、2001 年 2 月 25 日発行）
箭幹八幡様の御神体は「三尺くらいの石棒」であり、
この付近は縄文時代の人々の水源地であっ
たと言われていました。また、根岸の鎮守の社である淡島神社の御神体も男女の性器であると伝
えられていました（下村栄守『木曽町の歴史』忠生第三小学校プリント版、町田市立図書館蔵に
よる）。本連載稿が研究対象としている巨大石棒（縄文中期中葉）は「忠生遺跡 A 地区」から出
土したものですが、
のちに「忠生遺跡 D 地区」と命名された根岸町の遺跡（敷石住居址）からも、
1992 年、炉の周辺に弧状に配置されたワンセットの祭祀跡（石棒、注口土器、石皿、大玉石、
深鉢形土器、
片口異形土器）が立ち現れたのです（年代は前 3345-3085 年で縄文中期後葉のもの。
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『忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3）
土の中ではなく、ヒトビトの心の中を掘らねばなりません。
そこで私は改めて、高山純『縄文人の入墨――古代習俗を探る』が苦闘の探求の果てにたどり
着いた真摯な提言に耳を傾けるべきではないか、と思うのです。
「考古学的研究には限界がある。つまり、考古学というものは下限の目安がつくということと、
形にのこるものしかあつかうことができないということである。……この欠点をおぎなうことが
できるのが民族学なのである。民族学による研究も、その弱点をじゅうぶん承知したうえで用い
るならば、かなりの成果を期待できると信じる。
」
（高山純『縄文人の入墨――古代習俗を探る』
1969.9、講談社、ｐ .286）
むろん民族学に限る必要はありません。民族学、民俗学、宗教学、心理学など精神諸科学の成
果に学んで、「宗教や呪術や占いなど何らかの祭祀」の具体的な形を明らかにする努力をすべき
です。すでに図像学、神話学、民話学、精神分析学などの成果と方法を活かして、
「何らかの祭祀」
に使われた土偶や石棒などの「第二の道具」の研究が一定の成果を上げつつあることは、周知の
ところじゃありませんか。

（３）台湾先住民社会における祭祀と呪法
第７回論考において、私は、台湾先住民社会や北海道・樺太のアイヌ社会におけるイレズミに
関する民族学的研究成果を参考にして、縄文中期社会における土偶の人体に刻まれたイレズミの
役割を考えてみました。導き出した仮説は、イレズミは成人となったことを人体に記した証明書
であり、さらにあの世で祖霊となって生き続けるためのパスポートに他ならなかった、というも
のでした。続いて今回は、次節でイレズミに加えて、台湾先住民社会における耳孔開け（穿耳）、
抜歯などの風習を参照するとともに、誕生―成人―死去―祖霊化―誕生と循環する、この世とあ
の世の通過儀礼を観察しようと思います。
イレズミはさておき、今、あの世とこの世と言いましたが、あの世の存在するところには、す
でに宗教が芽生えていることがわかります。神のあるところに「何らかの祭祀」は存在します。
そして、祭祀は必ず儀式を伴います。
1918 年に刊行された『台湾番族慣習研究』第１巻において、蕃族（番族）、即ち台湾先住民
社会における「信仰」が、以下のように観察されています。
「番族はいずれも神の存在に対する宗教的信仰を有す。ただ、その宗教思想たる極めて原始的
のものにして、神をもって人の吉凶禍福をつかさどる力あるものなりとし祭祀を営み、祈祷を行
い、また迷信すこぶる深く、しきりに呪術を修む。しこうして、各族を通して信仰の中心は祖先
崇拝にあるもののごとくなれども、祭祀または祈祷の対象たるものは各族必ずしも一様ならず。」
（『台湾番族慣習研究』第１巻、1918.5 序文、臨時台湾旧慣調査会 pp.82-83）
以上の引用でアンダーラインを引いた部分に、①祭祀、②祈祷、③迷信、④呪術とあります。
これらは「何らかの祭祀」と密接に関連しています。この執筆者は、臨時台湾旧慣調査会を主宰
した京都帝国大学法科大学教授・岡松参太郎（1871-1921）であって、
『番族調査報告書』全７
巻及び『台湾蕃族図譜』全２巻など膨大な現地調査報告を総括・考証していて、信頼するに足る
研究です（注１）
。その「３節

信仰」では、
「祭祀」と「迷信」とを明確に区分して、それぞれ

の種類を以下のように描き出しているのが注目されます。これは、台湾先住民社会における「何
らかの祭祀」の全貌と言って過言でないでしょう。
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祭祀――― ⑴農事祭 （①播種祭、 ②摘穂祭 〔刈取祭〕、 ③収穫祭 〔新嘗祭〕）
⑵供養祭 （①祖霊祭、 ②馘首 〔首狩〕 祭、 ③狩猟祭）
⑶臨時祭
⑷特殊祭
迷信――― ⑴禁忌 〔タブー〕
⑵兆象 〔吉凶現象〕
⑶占卜 〔占い〕
⑷呪法 〔まじない〕 （①巫術 〔シャマニズム〕、 ②妖術 〔のろい〕）
そこで、まずは、この台湾先住民社会における祭祀と迷信の全体構造を、骨太に把握すること
から始めることにします。
前者の「祭祀」は、主食である粟（あわ）の豊収を祖先の霊魂に祈願し報謝する農事祭と、霊
界にあって子孫を照覧している祖先を供養する供養祭とが主要なものです。農事祭は季節的サイ
クルに従って播種祭―摘穂祭―収穫祭と循環しているところに一大特徴があります。
祭祀は公的性格を帯びていて、
祭団、
蕃社（部落）などの公共団体の公共事務として行われます。
私事のために神を祭ることはあり得ません。祭団には必ず司祭者がいて、公祭を主宰します。司
祭者は通常一人であって、血族団体の場合はその族長が、一部落・一社の場合は、その頭目（注
２）が司祭者となり、絶対的権限を以って祖先の霊魂を招来せしめます。祭祀においては、開運
のために善神の加護を求める求護法が使われます。
そこで、①播種祭、②摘穂祭〔刈取祭〕
、③収穫祭〔新嘗祭〕において、何がどんなふうに祈
られるのかを、臨時台湾旧慣調査会の調査員・森丑之助編『台湾蕃族志』第１巻（1917.3.30、
台湾日日新報社発行）に拠って、具体的にイメージしてみましょう。
（以下現代文表記に修正し
ます。）

（ａ）祭祀――農事祭
①播種祭（霧社蕃、トロコ蕃、タウグウ蕃など。世襲の司祭者）
旧暦２～３月頃、祭日は新月の際。司祭者は夜半に男児を伴って祭壇を設ける焼畑畑地に行く。
まず、地を均して石で堺を画して、その内側に小形の家屋、穀倉、頭骨架（首狩頭骨の棚）など
の模型を作る。付近に穴を設けて鼠を捕え、昆虫類を捕殺し、準備ができ次第、これを供物とす
る。その周囲には松明を立て、火をつけて午後 7 ～ 8 時頃に式を挙げる。まず畑を掘って、小
区画を設けて内に、粟、黍、その他穀物、豆、瓜などの種を播く。その種子の一部分を種類ごと
に水を入れた鍋に入れ、これを食う真似をして飽食満腹の状態なったかのような風をし、竹の杯
に酒を盛って供え、かつ自らも飲む。低い声で祭詞を誦し、祖先の霊に対して豊饒を祈る。その
祭詞は以下のごとく――。
「祖宗の霊よ。我ら子孫は祖宗の貴き慣例にしたがい、今日、ここに酒饌を供えて祭典を挙ぐ。
仰ぎ、こいねがわくば祖宗の霊、これを嘉納し、天候順を得て作物を豊饒ならしめ、狩猟に多く
の獲物を授け、子孫は健全に長じ、ますます栄えしめ給え。
」
（pp.235-36）

②摘穂祭〔刈取祭〕（各部族一様ではない。以下は標準的な霧社のもの。なお森丑之助は
これを「収穫祭」としているが、岡松参太郎は摘穂祭〔刈取祭〕としている。
）
司祭者は祭主の家系の者であたかも神のごとき態度をとる。9 ～ 10 月、新月の頃、夜半に行う。
祭儀として畑に４、５尺平方の地を開いて、その内側に穀倉、住家、頭骨架などの模型を作る。
そのかたわらに、石、水晶、女竹などで囲った畑を作る。付近に穴を設けて鼠を捕え、その肉を
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パイワン族の収穫祭。「上下パイワン族とも同様、粟の収穫をおわれば、豊年祭とも見るべき大祝祭を挙行し、盛宴を張
り、舞踏をなす。本写真は即ちこれなり。それ男子老若数十相集いて連鎖状をなし、足拍子おもしろく、腰を異様に振
りて踊る様、あたかも我が盆踊りに酷似せり。」（『台湾生蕃種族写真』
〔下パイワン（恒春蕃〕族）より）

切り鹿肉の代わりとして家屋、穀倉に供え、また熊蜂を捕え、その頭を頭骨架の上に並べて人頭
に擬す。午後 7 ～ 8 時頃に司祭者が祭壇にあてた地の四隅に松明の火を点じる。畑には区毎に粟、
米、小キビ、ハマビシ、蕃薯、里芋、鳥豆、赤豆、樹豆、緑豆、虹豆、白豆、刀豆の一種、馬豆、
土豆などを土中に埋め、餅を供え、酒を地に注ぎ、低い声で祭詞を述べる。地に埋めたのと同じ
種子を一種ごとに、水を入れた鍋に浸して、これを食う真似をして、豊収に満腹して喜悦する態
度を示して、祖先の霊に感謝して、式を終わる。
以上に４日を要し、その後さらに４日を過ぎて、刈り初めの式を行う。司祭者は夜半ひそかに
畑に到って、無言で竹ベラで粟の穂２茎を刈り、自宅に持ち帰り穀倉の中に収める。各社蕃人は
その前より司祭者の家に集まって、その帰りを待つ。司祭者は家に入り、皆に刈初めが無事終了
したことを告げる。宣言しおわると、一同で会飲する。このあと２日して狩猟に出て、鹿を捕獲
し、その血で手を洗って、収穫祭の完了とする。刈初めの２日間は全社の蕃人は樹豆と獣肉のみ
を食べ、他の食物は用いない。司祭者が祭中で挙式中にとらえた鼠が松明に食いつけば凶兆とす
る風がある。また刈初めの際に、これを他人に見られれば不吉としてこれを忌む。
（pp.240-41）

③収穫祭〔新嘗祭〕）
（各部族一様ではない。以下は屈尺蕃のもの。なお森丑之助はこれ
を祖霊祭としているが、岡松参太郎は収穫祭としている。日本の新嘗祭に相当する）
蕃人は、この祭祀の時を以って年が改まるものとして、あたかも新年に対するような感想をもっ
ている。屈尺蕃においては祭団であるガガア毎に行う。族長は祭日を定める。その前に各戸が狩
猟に出、酒を醸して準備をする。鹿肉、酒粕、粟、煙草を各々葉に包んで糸でくくり、これを木
の枝に括り付けて、大声で祖先の名を呼ぶ。こうして祖霊を招魂して、祭辞を述べて帰り、この
日は、その祭団に属する者は業を休んで、宴飲嬉遊する。この祭事は早朝行い、午後に行うのは
不吉とする。その祭文は以下のごとし。
「汝よ。私はここに太古の慣例によりて、祭事を行う。かかるがゆえに、私らが狩猟すれば多
数の鹿を授け給え、私らが畑を耕耘すれば良き粟や籾を豊饒ならしめ給え。この先１年間におい
て、わが社に病魔を来たらしめず、真実子孫を守護して、死せしむるなからんことを、我らが首
狩りに行けば支那人の首級を獲させ給え。
」
次に叫ぶ。
「速やかに来たりて、この肉や餅を食し召せ。こいねがわくば子孫を保護して、病わしむなく、
首狩に赴けば魔の術のごとく神速に多数の支那人の首級をわが手にさずけさせ給え。
」
（森『蕃族
志』① pp.245-47）
上の写真は、パイワン族の最大の祭祀である収穫祭、即ち祖霊に対する感謝祭における舞踏で
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ツォウ族のルイホ（巫師＝シャマン）
（
『伊能矩所蔵台湾原住民写真集』より）.
なお、『台湾生蕃種族写真』と『伊能矩所蔵台湾原住民写真集』とでは、同一写真が左右逆になっている。

す。人々の踊る様子は、まるで我が国の盆踊りに酷似しているそうです。

（ｂ）迷信――呪法
「迷信」の方はどうでしょうか。
「迷信」とは科学的見地から見て合理性を欠く信仰を意味してい
ますが、台湾先住民自身にとっては「迷信」どころか理にかなったものだったに違いありません。
天変地異、吉凶禍福をことごとく鬼神に帰し、タブーを重んじ、吉凶現象にこだわり、占いを信じ、
まじないを頼み、呪いを恐れ、鬼神を避け祈祷し、妖魔を退治し、転禍・息災・開運・調伏をかち
とる。こうしてはじめて、彼らの生は保持し得たのでありましょう。
巫師は、呪法を行うのであって、祖霊に祈ることはあり得ますが、神を祭ることはあり得ません
でした。最も切実な呪法は病に対する圧厭〔あっしょう＝マジナイ〕です。疾病や災害は亡魂の祟
りであり、これに対しては禁圧し、祈祷の術を行って病魔を駆除すれば平癒します。巫師〔シャマ
ン〕は巫術〔シャマニズム〕によって病を治療するドクターでもあったのです。巫師は男子である
ことは稀で、多くは女性です。修業によって資格を得ることができ、依頼によって神霊に祈願し呪
法を行い、報酬を受けました。呪法においては、除魔法が駆使され、巫師が呪力を本にして、息災
のために禁圧を行い、悪神を退治します。一例を具体的に見てみましょう。
上の写真はツォウ族のルイホ、即ち巫師〔シャマン〕です。長くなりますが、あえて『台湾生蕃
種族写真』写真説明全文を引きます。
「土目〔頭目〕に次いで権勢のある者をルイホの職となす。ルイホは祈祷及び医療をつかさどれり。
但し、薬物を使用するにあらず。単に祈祷、詛〔マジナイ〕をもって近時流行の催眠治療法と同一
理に基づく精神療法なりと見るを至当とす。その法の一例を挙ぐれば、本写真のごとく茶碗に清水
を盛りたるを患者に保持せしめ、ルイホは或る草の葉を持ち来たりて、これを少しずつ患者に振り
かけながら、低声にてしばらく唱言をとなうるのみ。時にはその患部を上の葉を以って摩擦もしく
は軽くたたくことありというごとき。皆タイヤル、サイセットをはじめ他の蕃族ともに、しばしば
同形式なるは、その祖先の攻究に資するところ大なるものあらん。
」
（
『台湾生蕃種族写真』より）
要するに、呪法は、総じて個々人の厄災に対する救済、吉凶禍福の問題に特化していています。
7

巫師は、修行によって習得した特殊技能者であり、人々の息災のために悪神を退治しました。こ
れに対して、祭祀は公的性格を帯びた求護法で、男性の族長や頭目が司祭を務め、祖霊に対して
開運のために加護を求めました。巫師は男女ともいましたが、女が多く男は稀で、男の巫師（巫
覡＝ふげき）は、禁圧だけをして巫医を兼ねることはありませんでした。

（C）祭祀と呪法の区別
シャマニズムの研究家でもあった古野清人は、台湾先住民における祭祀と呪法とを明確に区別
して次のように総括しています。
「巫の特色は本質的には個人の救済、個人の吉凶禍福に関する問題に限られている点にある。
少なくともわれわれが観察してきた限りでは個人生活の一種の危機に際会して巫者の助力が乞わ
れるのである。この意味からして祭司の役割が部落、組合の共同的福祉を神霊に求め、災害を避
けようとするにあるのと著しい対比をなしている。
」
（
『古野清人著作集』②、ｐ .243）
台湾先住民社会にあっては、このように祭祀と呪法の違いが明確に区別されて、
「何らかの祭祀」
が実行されていたのです。二つの混成型もあったそうですが、少なくとも有力部族であったパイ
ワン族では明確な区別が認められました。
◆祭祀は公的性格を帯び、開運のために祖霊の加護を求める求護法で、司祭者が主宰する。
◆呪法は私的性格を帯びていて、特殊技能者としての巫師が息災のために行う禁圧、悪神を退治する。
とはいえ、私的な性格を帯びている呪法にも、公共的な祈りもあったことは見逃せません。部
族によって違いがありましたが、巫師は天候の不順に対して祈雨、祈晴、その他の呪法を行い、
また悪疫の流行、病害虫の発生に対してその侵入、途絶、終息を祈りました。いずれもマジナイ
で憑き物、悪霊などを押し伏せる圧厭法〔あっしょうほう＝マジナイ〕です。
このように、祭祀と呪法との区別は実際には曖昧になることも免れえません。何故なら、神力
によって禍害を除去するのも息災を得る方法であり、また禁圧によって災厄を予防するのも開運
に達する方法であり得るからです。悪神の退転を祈るために祭祀を行うと同時に、また善神の加
護を求めるために呪法を修することがあり得ます。巫師でなくても呪法を行い、巫師も祭主にな
らないとは限らないわけです。

（４）巨大石棒は祭祀儀礼用具、背面人体文土偶は呪法儀礼用具
祭祀や呪法を行うときには、何らかの儀礼行為を伴い、その儀礼行為には必ず何らかの道具が
使用されます。縄文研究の権威にしてアイデアマンである小林達夫によれば、縄文遺跡の発掘道
具は、実用的な「第一の道具」と、非実用的な「第二道具」に分類されるそうです。
「第一の道具の多くがその形態から機能用途を推定できるのと対照的に、これらの第二の道具
は、その形態をもってしても機能用途の見当がはなはだつけにくい。
」
（小林達夫『縄文人の世界』
1966.7、朝日選書、p.168）
この「第二の道具」のすべては、
儀礼行為に専門的に使用された道具であると言っていいでしょ
う。「第一の道具」である厨房具、労働生産用具、工具も祭祀に転用されていますから、
「第一の
道具」の方は実用にも儀礼にも使われたと言えます。ここで台湾先住民の慣行を振り返ると、儀
礼行為の専門用具である「第二の道具」の方は、①祭祀儀礼に使われる道具、②呪法儀礼に使わ
れる道具、の二つに分けることが可能でしょう。
祭祀は公共的性格を帯びていますから、祭祀儀礼に使われる道具は、公共の場で、司祭である
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忠生遺跡 67 号竪穴住居出土の石棒、生産用具、祈祷具。縄文中期中葉（忠生遺跡群発掘調査概要報告書 2006.3 より）

族長や頭目（男性）によって取り扱われ、祈願の目的に応じて一定の儀式が執り行われたことで
ありましょう。
これに対して、呪法は私的な性格を帯びていていますから、呪法儀礼に使われる道具は主とし
て私的な場である屋内において、巫師〔シャマン、多くは女性〕によって取り扱われ、妖魔を退
治し、転禍・息災・開運・調伏をかちとる呪法儀式が執り行われたでしょう。
第１回論考から第７回論考までの、私の仮説を適応するなら、前者の祭祀儀礼に使われた「第
二の道具」の典型は、町田市（旧忠生村）の大環状集落遺跡から出土した巨大石棒です。この巨
大石棒は、勝坂期（縄文中期中葉）の火災消失家屋内から、粉々に破砕された状態で発掘された
ところに一大特徴があります。私の読みは以下のごとくでした。
ムラオサの死去に伴い、「家送り」の儀式が挙行された。即ち死者が生前使用していた重要品
一式を家ごと燃やして、この世で不完全にすることによって、あの世に完全なものとして送り届
けるというアイヌに伝わる儀式が、ここで営まれた（第１回論考）
。
大形石棒自体は、この世からあの世へ魂を送る、またあの世からもこの世へ魂を送るという「双
方向の送り」の祭祀具であったと思われます。この「家送り」祭祀は、死去したムラオサの元住
居（大環状集落の南集落の南方面）で執り行われており、司祭は新ムラオサで、当然のことなが
ら公共的性格をもったムラの祭祀だったでありましょう。
巨大石棒と一緒に出土した石器、土器には以下のようなものがありました。石器としては、完
形の打製石斧（鍬の刃）
、石匙（除草具の刃）
、石皿・磨石（製粉用擦り具）などの生産用具。土
器として大型深鉢（種壺？）
、とぐろ紋小型深鉢（塩壺？）と無紋浅鉢（朱が残り、酒器？）
。こ
のワンセットの「第一の道具」群は、
「第二の道具」＝石棒に陪同する（付き従う）副葬品で、
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忠生遺跡出土の土偶。縄文中期後葉『忠生遺跡

A 地区（Ⅱ）
』
（忠生遺跡調査会

2010.3）より

あの世における生活必需用具であったに違いありません。ここで注目されるのは、
黒曜石＝鏃
（や
じり）
・ナイフ、即ち狩猟用具が副葬されていないことです。耕作具、除草具、製粉具、種壺、塩壺、
酒器――この縄文中期中葉の勝坂期における「第一の道具」群は、狩猟採取生活ではなく、農耕
を中心とした農耕＋狩猟採取生活が営まれていたことを端的に物語っています。
一方、呪法儀礼に使われた道具としては、第２回論考で検討した屋内に埋設された死産児の埋
め甕と、夭折した子供の生まれ直しを祈る包茎屋内石棒、それに第３回論考以降に論究した土偶
（背面人体文土偶）が該当します。ここでは、後者の「オバＱ」のような土偶について、新たな
事実を紹介しながら、その解読を行ってみます。
この土偶一式 100 個体は「町田市新指定有形文化財」HP で、以下のように紹介されています。
「土偶一式 100 個体（縄文時代中期

忠生遺跡出土） 忠生遺跡Ａ１地点（木曽町 2776 番地他）

より 100 点以上の個体が出土。標準サイズ完形品は高さ 8.2㎝、重量 46.7g。縄文時代の妊娠出
産に関わる祭祀具として縄文時代全体を通じて作成され続けた。中期後半の土偶は立像の女性像
を基本として「背面人体土偶」とも呼ばれる文様を施し、顔面表現を行わない特異な形式で、当
遺跡出土の土偶もこの時期の特徴をよく表している。この時期で 100 点以上の土偶の個体を超
える出土の遺跡は都内で唯一であり、関東方面でも寡聞にしてきかない。
」
（傍線は引用者）
注意しておきたいのは、先の大型石棒と土偶は同じ地点から出土していますが、時代が 500
年ほどずれていることです。前者は中期中葉（勝坂期）＝約 4500 年前、後者は中期後葉（加曾
利期）＝約 4000 年前のシロモノです。ともあれ地方自治体の HP が、土偶を妊娠出産に関わる
祭祀具だと断じているのは画期的なことで、担当学芸員の見識の高さが知れます。これまで私が
論じてきた文脈からすると、正しくは、
「妊娠出産に関わる呪術具」とすべきですが、その理由
はもうお分かりですネ。妊娠出産は直接ムラにかかわる公的な催し事ではあり得ず、イエビトの
私事です。イエビトがムラビトにまで成長するのは、数々の通過儀礼を経て成人となって初めて
達成されることで、子供は「七つ八つまでは神のうち」にあります。
「妊娠出産は男女の交わり
によって起きるのではなく、神の助けを受けてあの世から魂が再び戻ってくることによるのだ」
と信じているのは、アイヌやトロブリアンド島住人だけではありません（M.G. マンローや B. マ
リノウスキーの証言）
。台湾先住民においても、しかり。
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134 号址

87 号址

9 号址
93 号址

116 号址

102 号址

忠生遺跡発掘の土偶の接合図（赤字は引用者が記入。水平方向の左が真北）
忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）2010.3

忠生遺跡調査会ｐ .287

第 209 図（部分）より。

「アミ族にはひろく神霊、精霊、死霊などをあらわす言葉にカワス（kawas）がある。出生は人
間の身体に神霊があってこそ可能なのである。性的関係があっても神霊が恵まなければ出生はな
い。」（『古野清人著作集① 』p.25）
第４回論考では、渡辺仁『縄文土偶と女神信仰』によって、忠生遺跡出土土偶が①女神である、
②家神である、
③万人の信仰であることに言及しましたが、
ここでもう一つ、
「背面人体土偶」
が
「妊
娠出産に関わる祭祀具」ではなく、
「妊娠出産に関わる呪術具」である証拠を追加しておきましょ
う。上に転用した忠生遺跡調査会の報告書『忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）
』
（2010.3）に描かれている
出土土偶破片の接合図を、とくとご覧ください。
忠生遺跡は中央広場＝墓群を挟んで南北の集落が相対している大環状集落です。中央部の住居
址群分割想定線（点線）の斜右上が南集落、斜左下が北集落です。この両集落からそれぞれ発掘
された土偶の破片がピタリ接合したのです。南北で接合したのが３例、南群内結合が 1 例、北
群内結合が 2 例報告されています（実線）
。
上の地図において、28 の土偶は住居址 102 号（北）と 9 号（南）で接合（約 70 ｍ）
。また住
居址 116 号（北）と 87 号（南）で接合（約 50 ｍ）
。両者ともに中央広場を介在しての南北群
での接合です。一番上の 70 の土偶は住居址 134 号（南）と住居址 93 号（北）の覆土上層出土
抱合層と接合と見られ南北群接合（約 25 ｍ）
。ほかに南群内結合が 1 例、北群内結合が 2 例。
この土偶の破片の接合は何を意味しているのか？
11

姻戚関係を表している、と私は考えます。

当時の婚姻が婿入り婚であったか、嫁入婚であったかは定かでありませんが、嫁入婚が行われてい
たと仮定します。妊娠出産の主役は女性ですし、原始農耕社会にあっては女性が生産・消費・資産
相続の実権を握っていたことが、台湾原住民社会の男女関係から察せられます。
「28 の土偶は住居址
102 号（北）と 9 号（南）で接合」は、
以下のような関係を意味していたでしょう。①住居址 9 号（南）
で生まれ育った女性が、住居址 102 号（北）に嫁入って身ごもった。②巫女（シャマン）による妊
娠出産の呪術儀礼が嫁の実家の住居址 9 号（南）において催された。③呪術具として土偶が使われ、
「ご先祖様」が女性のお腹に復活したことを寿ぎ、その成長と安産を祈った。④土偶の胸から臍、臍
から下腹部に連なる線刻、いわゆる正中線＝妊娠線は、あの世の魂がこの世の女性の中に宿って子供
の形で現れる産土神（うぶすながみ）のたどる道筋に他ならない。⑤祈祷成就の証として、土偶を破
砕して、あの世のものが、この世のものとなったことを確証し（送り儀礼の完了）
、その証としての破
片を実家の住居址 9 号家（南）と嫁ぎ先家の住居址 102 号家（北）との間で分かち合った。⑥（なお、
逆に住居址 102 号（北）で生まれ育った女性が、住居址 9 号（南）に嫁入って身ごもったと想定し
てもいい。
）他の土偶破片の接合も、同様な婚姻関係を意味していると解釈し得ます。婚姻関係は子
供や財産、墓の命名・帰属などに直結していて、土偶破片の分かち合いは、この大環状集落の幾世
代にもわたる存続を保証する世代継承様式の象徴的儀礼であったことでしょう。
（注３）
この推論の根拠の接合データは、
すべて忠生遺跡Ａ地区の調査報告書（Ⅱ）に依拠していますが、
「隴を得て蜀を望む」と言いましょうか、各々の土偶が竪穴住居内のどのあたりから発見された
のかの記録が全くないのは残念至極です。住居内のポイントは、出入り口と炉の周辺です。夭折
した子供を埋葬した埋め甕と、その復活の呪術具である包茎石棒が出入り口に存在したことは第
２回論考で詳論しました。アイヌにあっては、炉は霊魂が住まう場であり、火は絶やされること
がありませんでした。
「個々の家屋自体がその家の寺社であり、それぞれの家には＜カムイ

フ

チ＞に捧げる囲炉裏の火が祀られていました」（N.G. マンロー、小松哲郎訳『アイヌの信仰とそ
の儀式』国書刊行会、p.90）
。ここから私は、忠生遺跡住居址 102 号（北）や 9 号（南）などに
おいて、出産に関わる呪術は炉の火を使って行われ、呪術具の土偶の破片は炉の周辺に残されてい
たに違いないと、推定しています。
忠生遺跡は周辺に支点集落を擁する巨大な拠点集落でしたから、集落内に巫女を擁していたで
しょう。台湾先住民部族の場合、
巫女は巫医を兼ねていて年配の女性が多かったところから見て、
忠生の巫女はムラオサに次ぐ権威をもったオババであり、巫医として産婆を兼務していたことで
しょう。台湾先住民社会では「妊娠６、
７カ月の頃に腹帯をほどこす」
（森『蕃族志』①ｐ .166）。
この「腹帯」は、新たな命を授かったことに感謝し、安産を祈願する日本の「帯祝」の儀式に通
じています。「帯祝」はご先祖様の生まれ変わりとしての新たなイノチの来臨を祝賀する出産の
予祝行事に他なりません。
忠生遺跡の遺構図鳥瞰図を示したついでに付け足しておけば、この中央広場からは多数の墓壙
が発見されており、その中央墓壙からは翡翠の大珠が出土しています。両端が尖った鰹節型の完
形品で長さ 110㎜、幅 33㎜、厚さ 21㎜、重さ 49.8g。この大集落の元祖が葬られていた証左で
す。中央広場では、新魂の葬儀はもちろんのこと、幾世代にもわたって祖霊祭＝祭祀がムラオサ
によって執り行われ続けたことでありましょう。
さて、未開社会における祭祀と迷信との初歩的な区別は、とりあえずここまでとします。以下
では、もう少し視点を広げて、未開社会に生きた人々の人生の通過儀礼と「何らかの祭祀」との
関連、生活の糧を確保するための方策と「何らかの祭祀」との関連を見ていくことにしましょう。
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注１：岡松参太郎文書
大正期に台湾総督府内の調査機関、臨時台湾旧慣調査会から刊行された台湾原住諸民族に関する膨大な調査報告書
である『蕃族調査報告書』と『番族慣習調査報告書』に関する文献学的研究論文に関口浩「蕃族調査報告書」の成立
――岡松参太郎文書を参照して」（『成蹊大学一般研究報告』第 46 巻 2011.10）がある。ほかに、国立民族学博物館
に収蔵されている日本統治時代に収集された台湾原住民族の資料が現在の台湾社会において有する社会的な意義につ
いて考察している研究に、野林厚志「文化資源としての博物館資料 : 日本統治時代に収集された台湾原住民族の資料
が有する現地社会での意義」『国立民族学博物館研究報告』34 巻 4 号。201.3.31 がある。

注２：頭目、人体と蛇の彫刻石塔、蛇神話
①部落を社、蕃社の酋長を頭目という。頭目の多くは血族集団の族長で、宗家の位置にあるものが頭目に任じる。お
おむね世襲で、継ぐ者がない場合は、族中で才能ある者を頭目とする。
（森『台湾蕃族志』p.148-49）
②パイワン族頭目。
「パイワン族ボモマク蕃マカサヤザヤ社頭目の住家にして、家屋の大部分は石盤石にてつくるあり。
庭に建てる石碑には、祖先にちなめる人体を彫刻し、祭祀はこの前に行う。傍らに建てるは同社頭目ラウツウにして、こ
の方面に広大なる土地を領有し大なる勢力あり。頭に黒布を巻き鷹羽を挿す。これはライライと称し多くの首をくびきり
し勇者の表彰として用いるもの。木綿の筒袖上衣には精巧なる刺繍あり。紺木綿の襞ある褌をなし方形の布を肩より掛け
あり。刀を佩びその鞘に馘首記念の頭髪を飾る。肩より掛けたるは檳椰子入の袋にして、その紐に附したる珠はこの頭目
家の宝物とせる先祖伝来の古珠、石碑の傍らは鉄鍋なり。
」明治 38 年 6 月著者撮影。
（
『台湾蕃族図譜 第１巻』
）
③「所々の庭園もしくは郊外にわが石地蔵のごとき人体の像と蛇のとを彫刻せる石塔状のものを建設してあるのを見
る。もって、宗教心と、美術心の幾分を認む。（中略）またこの種族の普通民屋にありては、長大なる軒の横木に図〔写
真割愛〕に見るごとき蛇形の模様を彫刻せり。これけだし、彼らは蛇を以て祖先の化身なりと信じ、これを尊崇する
の念に起こりたるならん（以下略）」（『台湾生蕃種族写真帳』
）
④神話に曰く「昔し、二頭の霊蛇あり、卵を産せしが、其の卵中より人を生ぜり、是即ち我が一族の祖先なり、故に
蛇を殺傷せず」。（伊能嘉矩「台湾土蕃の蛇につきての敬虔的観念及び之に伴生する模様の応用」
『東京人類学会雑誌』
第 21 巻第 244 号、明治 39 年 7 月 20 日発行）
⑤以上の②③④と忠生遺跡発掘の巨大石棒との関連及び蛇トーテミズムについては、目下、資料収集して試論を考察中で
ある。

注３：南群内結合、北群内結合と交叉従妹婚姻の形骸化
第１回論考で示唆したように、忠生遺跡が中央広場＝墓の周りに四つの住居群を配した集落であって、巨大石棒の
先端に刻印された◎◎◎◎が二つの親族 = 四つの半族を象徴し、男性の周りを女性４が巡る交叉従妹婚姻が行われて
いたとすると、南群内結合 1 例、北群内結合 2 例は、二つの親族 = 四つの半族のタブーを犯した結婚に他ならず、以
上の仮説に齟齬をきたすことになるであろう。しかしながら、この点については、私は以下のように考えている。
忠生遺跡集落が形成されたのは、縄文中期中葉の勝坂期であり、二つの親族 = 四つの半族を象徴する◎◎◎◎が石
棒の先端に刻印されたのも同じ勝坂期＝約 5000 年前であった。これに対して土偶が出土した住居群の年代は中期後
葉の加曾利Ｅ３式期＝約 4750-4520 年前であり、前者と後者の間には約 500 年の時間的なズレがある。ちなみに、
土偶は勝坂期の忠生遺跡からは全く出土していないが、加曾利Ｅ１式期＝ 3 個、２式期＝ 8

個、３式期＝ 28 個と

推移して、3 式期にピークに達し、続く後葉 4 式期には集落全体が廃墟と化している。この栄枯盛衰から見て、忠生
遺跡集落は、加曾利Ｅ期に次第に衰退に向かい、土偶数がピークに達するＥ３式期は、生き難く、住み難く、産み難
い日々が打ち続き、この窮状を突破するための祈りが猖獗するばかりであった。即ち、男性の周りを女性４が巡る交
叉従妹婚姻なぞ、もはや形骸と化して、生き残ることにのみ汲々としていたのではなかったか。
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２．台湾先住民社会における通過儀礼

（１） 現存タイヤル族人士におけるイレズミの役割
台湾先住民社会において、イレズミ（紋面）は成人になったことの証明書であり、さらに、こ
の世からあの世の行くためのパスポートにもなっていることを、
第７回論考で明らかにしました。
依拠資料は、現に生存している、顔面や体にイレズミをいれた台湾先住民＝タイヤル族への面接
調査によって作成された、以下の民族学資料でした。
雪霸国家公園管理処保育研究報告『苗栗縣泰安郷泰雅〔タイヤル〕族紋面耆老〔イレズミ顔老
人〕口述歴史研究報告』
（2008 年 12 月）
台湾先住民＝タイヤル族における、この世とあの世の通過儀礼としてのイレズミの役割は、箇
条書きにすれば、以下の通りです。
●この世においては――
① タイヤル人の紋面は、成年となったことを表す標識である。
  
【男子】首狩りの成功者⇒家を守り、狩猟の能力があり、一家を食わせられる
【女子】織布技巧の熟達者⇒家庭内の物事を正しく処理できる。
② 紋面を完成した者が初めて嫁娶〔嫁にやること・もらうこと〕を語ることができる。
●あの世においては――
① 目の上の虹のイレズミは、子孫の目の上に祖先が存在していることを隠喩している。
② 顔にイレズミのある人は、虹の橋を渡ってあの世（祖霊の故郷）に達することができる。
③ イレズミは祖霊とタイヤル子子孫孫の約定に他ならない。

（２）台湾先住民と大日本帝国統治下の台湾生番調査資料
以上は、2008 年頃生存していたタイヤル族男女 9 人によって証言されたものですが、台湾先
住民には、①タイヤル、②ブヌン、③ツォウ、④パイワン、⑤アミ、⑥ヤミ、⑦サイセットなど
たくさんの種族が存在しました。大日本帝国台湾総督府内の調査機関である臨時台湾旧慣調査会
刊行の『台湾生番慣習研究』第１編第１巻（1918.5.27 松岡参太郎序文）によれば、以下の表の
ごとくです。
曰く、「台湾番族は、この方面の識者の見解によれば、広き意義においては皆マレー系統の民
族に属するものなり、ということを得。しかれども、全番族は同一種族よりなりたるにあらず。
その体貌、言語、風俗などにつき、これを見るに幾多の種族よりなり、かつ多数は台湾渡来以前
より既に多少系統を異にしたる種族をなせしものの如くという。しこうして、この点において生
番及び熟番ともに同じく数多くの種族よりなるものとなす。
」
（同上ｐ .6）
ちなみに、同時代の人類学者の鳥居龍蔵（1870-1953）は「
〔台湾に〕元から居るのはイン
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台湾生番の種族・社数・戸数・人口（1916 年末）
種族
北

南

蕃

蕃

社数

戸数

人口

タイヤル族

134

3,943

19,947

セーダッカ族
サイセット族
ツォウ族
ブヌン族
アミ族
パイワン本族
プュマ族
サリセン族
ヤミ族
計

133
10
24
118
67
115
7
54
7
669

3,637
183
249
1,901
4,824
4,624
1,098
2,999
305
22,812

11,744
1,149
2,397
17,583
36,828
21,786
6,664
13,381
1,445
132,924

注：大正５年（1916 年）末現在の統計（大正６年５月民政部警察本署発行「戸口」による。
）
（出所）『台湾生番慣習研究』第１編第１巻 p.11-12

『台湾生蕃種族写真帳』より
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ドネシアンすなわちマレー族である」と証言しています（
『日本周囲民族の原始宗教』1921.9、
ｐ .342）
台湾の地形は南北に延び、脊梁山脈の西はおおむね平原、東部は山岳よりなっています。
「こ
の山地一帯は即ち蕃地にして現在生蕃の生息する所なりとす。しこうして、この蕃地の面積は非
蕃地よりもいささか広く台湾総面積の 54% を占む」
（
『台湾蕃族図譜』①ｐ .3）
彼らの蕃社（部落）は、おおむね高山深谷の間に散在していました。海抜 5000-4000 尺内外
は少数で、3000-2000 尺程度が多数を占めて、1000 尺内外にある蕃社も少なくありませんで
した〔1 尺＝ 30.3㎝〕
。
北部に居住するのがタイヤル族で、北蕃。南部のその他種族は南蕃と一括りにしていました。
北蕃のタイヤル族は最も原始状態にあって、首狩りの風習が盛んでした。南蕃においては、ブヌ
ン族、パイワン族が野性状態にありましたが、ツォウ族、アミ族、ヤミ族の３族は温順で、アミ族、
パイワン族の一部に至っては著しく進化して農業も発達していました（
『台湾蕃族図譜』①ｐ .4）。
ここで、台湾先住民をどう呼ぶかの問題をクリアしておきます。かつては台湾先住民のうち漢
族化したものを熟蕃（番）
、そうでないものを生蕃（番）と呼んでいました。しかし、生蕃と熟蕃
は差別的呼称だということで、1935 年以後、日本当局は生蕃を高砂族と、熟蕃を平埔族と言い換
えました。現在、台湾においては、原住民、高山族という呼称が使われていますが、本稿では原
則的に「台湾先住民」あるいは「台湾先住民族」を使用することにします。ただし、歴史的文献、
学術論文で使用されている呼称を改め、いたずらな混乱をきたすような愚は避けたいと思います。
台湾先住民社会の民族学的調査資料としては、
さきの『台湾番族慣習研究』全 8 巻のほかに『蕃
族慣習調査報告』全 5 巻、『蕃族調査報告』全７巻など膨大な刊行物がありますが、ここでは概
略以下のものを利用するにとどめます。また、これらに歴史的資料を引用する場合、漢字・仮名
遣を現代表記に改め、読みやすく、わかりやすい表現にあらため、読者の理解の便に供する作業
を施すことをご承知おき下さい。
◇松岡参太郎『台湾番族慣習研究』第１巻（心性

生活） 1918.5.27 序文。

⇒略称：松岡『番

社会） 1911.7.29 寄贈。

⇒略称：松岡『番

族慣習研究』①」
◇松岡参太郎『台湾番族慣習研究』第 2 巻（経済
族慣習研究』②」
◇臨時台湾旧慣調査会

森丑之助編『台湾蕃族志』第１巻 1917.3.30、台湾日日新報社発行。

⇒略称：森『蕃族志』①
◇台湾総督府蕃族調査会『蕃族調査報告書』1920-1918、台湾日日新報社印刷。
〔７巻、うち国
会図書館蔵だけ参照〕⇒略称：
『番族調査報告書』
◇臨時台湾旧慣調査会

台湾蕃族図譜

第１巻

1915.8.25

⇒略称：
『台湾蕃族図譜』①

◇臨時台湾旧慣調査会

台湾蕃族図譜

第２巻

1915.9.28

⇒略称：
『台湾蕃族図譜』②

◇台湾総督府警務局理蕃課

高砂族調査書

第１～６編

◇鳥居龍蔵『日本周囲民族の原始宗教』1921.9、岡書院
◇台湾生蕃種族写真帳 1911.11.11

成田写真製版所発行

◇小泉鉄『蕃郷風物史』1929.9、建設社発行。
1972.5

⇒略称：鳥居『日本周囲民族』
⇒略称：
『生蕃種族写真帳』

⇒略称：大形『高砂族』

三一書房（原版は 1945

作集①
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⇒略称：
『高砂族調査書』

⇒略称：
『生蕃種族写真帳』

◇大形太郎『高砂族』1942.12、育成社弘道閣発行。
◇『古野清人著作集』第１巻

1936-39

三省堂）⇒略称：古野清人著

（３）台湾生蕃調査資料に記録されたイレズミの風習
そこで、元に戻って、以上の関連資料によって、約 100 年前、20 世紀初頭時期から日本人が
観察し・記録してきた台湾先住民族のイレズミの風習を見直してみることにします。
イレズミはもっぱら北蕃で行われていて、南蕃ではその一部にのみに、この風習がありました。
北蕃では男女ともに、その顔にイレズミを施すので、鯨面蕃という呼び名すらあります。一般的
に、男子は前額および下顎の中央に刺し、婦女は前額および両耳根より口辺にかけ両頬に刺しま
す（『慣習研究』①、ｐ .346）
。
男子は普通 16 ～ 20 歳でイレズミを入れます。ただし、男子は首狩をして、馘首に成功した
者でなくては、イレズミを入れる資格がありません。額、顎に同時に施すのが本則です。
婦女はまず前額に刺します。これには条件がなく 10 歳以上 12、3 歳で施します。しかし、頬
に刺すイレズミは条件が厳しく、機織（はたおり）に熟達していることが必須要件です。
（
『慣習
研究』、① pp.348-49）
したがって、イレズミは男女ともに種族の徴標であり、成年であることを意味しています。イ
レズミなき者は能力なき小児に等しく、軽侮を受けます。またイレズミは婚期の必須要件で、イ
レズミのない男には妻として応ずる者がありません。また女でイレズミのない者は美人の資格が
なく、男子と会うこともできません。
（
『慣習研究』①、p.346-349）
南蕃のブヌン族､ ツォウ族にあっては、男子が成年の資格ありと認められると、その社（部
落）の頭目、長老が社衆一同に紹介して、壮丁の列に加えることを宣言します。
（大形『高砂族』
pp.73-74）。
以上はこの世においてのことであって、この世でイレズミは通過儀礼の役割を果たしているこ
とは間違いありません。では、死後の、あの世においては、どうでしょう？

刺墨施術中の女性（タイヤル族）
（
『台湾蕃族図譜』①より）
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蕃人は生存中、人は肉体と霊魂から成り立っていると観念しています。霊魂の不滅を信じてい
て、人が死ぬと肉体は土に帰すが、霊魂は消滅せず宇宙にとどまるものと信じています。
霊界は天の一方にあり、霊界では、父母、その他家族の死霊は団欒して現世と同じ家族的生活
をしています。この死霊で、霊界に入ったものを霊といいます。善霊は霊界に入って安住するこ
とができます。
ところが、霊界に入ることができず、なお現世にとどまり彷徨する霊魂があります。これが幽
霊です。殺害された者、変死者、自殺者、非命の死をとげた者、罪業ある者、死後祭祀を受けな
かった者などが幽霊となって現世にとどまるのです。
（松岡『番族慣習研究』①、pp.84-86）
タイヤル族は、人間にはオットフが宿っていると信じています。オットフは人間が死ぬと体か
ら離れ、神に相当するものになります。神の中にも善悪二神があって、善魂の神をバラックオッ
トフと言い、悪魂の神をヤッカイオットフと言います。幸福を授けるのは前者、災禍を与えるが
後者です。（森『台湾蕃族志』①、p.279）
善神たるか悪神たるかの峻別は、虹橋において行われます。あの世のシロン〔＝海・池の彼方〕
には橋がかかっています。
「虹がそれである。オットフは、その虹の橋を渡ってあの世に赴くの
であるが、男なれば生前馘首をしたことがないもの、女なれば機織をよくしなかったもののオッ
トフは虹の橋を渡ってアトハンに入ることができない。そうしたオットフは途中から引き返して
きて、人界にさ迷っている。それが悪いオットフであり、
無事にアトハンに入ることのできたオッ
トフが善きオットフなのである。
」
（小泉『蕃郷風物史』
、p.65）
あの世にあってイレズミは、虹の橋を渡って天国＝極楽に赴き善神となるためのパスポートの
役割をはたしていて、イレズミのないものは虹の橋から墜落して、地獄に落ちて悪神となる運命
を課されていたのです。通過儀礼の円環からのスピンオフは、この世にあっても、あの世にあっ
てもあったわけです。イレズミをいれられなかった者は、この世では無能者として軽侮を受け結
婚できず、あの世でもまた天国＝極楽にいけず、悪霊と化して永久の苦行にさいなまれるばかり
なのです。

（４）台湾先住民族社会における通過儀礼図
以上に見た台湾先住民におけるイレズミを介した通過儀礼を総括して、通過儀礼図として描き
直してみることにします。
「図１

台湾先住民族社会における通過儀礼図」がそれです。

この図は前回の論考で紹介した坪井洋文による「日本人の生死観（生死過程の儀礼化）
」を参
考にして、描いたものです。誕生から結婚までは通過儀礼が判明していますが、結婚から死去ま
では具体的儀礼が知れず空白になっています。
円の上半分はこの世、円の下半分があの世です。この世での人の成長は、時計とは逆回りで描
いていて、誕生－結婚－死去と通過していきます。誕生から結婚までが成人化過程であり、社会
的人間となるために様々な儀式を通過していきます。結婚は子供の誕生の予祝であり、成熟した
男と女は諸般の社会活動を担い、やがて衰亡に向かいます。
死去後は、埋葬、葬霊式を経てあの世での霊魂の旅路となります。魂（オットフ）の動きは、
やはり逆時計回りで死去―虹橋―誕生と推移していきます。魂が海・池の彼方に架かる虹の橋を
越えられる否かが、善神となるか悪神となるかの境目です。虹の橋を越えればバラック・オット
フ＝善神となり得ます。しかし、墜落してしまえば、悪神となって地獄に落ちてしまいます。こ
の虹橋での通行許可証が、イレズミに他なりません。
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善神となって祖霊と化した霊魂は、やがて女性の胎内によみがえり、この世にたちかえってき
ます。円の上半分と、円の下半分とは接続連結していて、誕生→結婚→死去→虹橋→誕生→結婚
→死去→虹橋→誕生と無限に循環していくものと観念されているに違いありません。
この通過儀礼図には、イレズミのほかに耳孔開け、抜歯とかの身体の毀飾や、誕生前後の腹帯、
臍の緒、そして死去に際しての埋葬、葬礼式なども書き込みましたが、これらは皆イレズミ以外
の台湾先住民の通過儀礼証なのです。以下では再び、20 世紀初頭時期から日本人が観察し・記
録した台湾先住民の民族学的史料の中から、それらの通過儀礼証を抜き出していきましょう。

（a）毀飾
耳孔開け（穿耳）
両耳の穴を開けるもので、男女とも行います。生後１週間ないし５、６カ月後、普通は３、４
歳ないし 10 歳の頃。その孔に装飾の耳飾をつけます。耳飾にはその種類ごとに特殊な意義があ
りますが、穿耳自体には特別な意義はありません。死後、祖霊にまみえる時の部族の章票とする
部族もあります（タイヤル族ガヲガン番）
。
（松岡『番族慣習研究』①、p.356）
ピアスとは「穴を貫通させる」という意味の動詞です。
『台湾蕃族図譜』を細かに見ると、各
族の素敵なイヤリングがいろいろ掲載されています。男も女も、なかなかおしゃれです。
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タイヤル族男女の竹製の耳飾（
『台湾蕃族図譜』①より）

抜歯（鑿歯、欠歯）
男女とも前歯２枚を除いて、左右の亜門歯を抜きます。側前歯各１枚、または側前歯と犬歯の
各２枚を抜くものとがあり、後者のものが多い。施術者はおおむね父母が行い、早くて５、６歳、
普通 12、3 歳頃に抜くそうです。
なぜ抜歯をするのか？

台湾原住民社会の観察者たちは皆その理由を発見できないでいます。

例えば、
「笑みし場合に愛嬌ありと言えり」という程度です（森『蕃族志』① pp.205-06）
。しか
し抜歯については J.G. フレーザー『金枝篇――呪術と宗教の研究』が、オーストラリア先住民が
行う抜歯式について以下のような仮説を提出しているのに注目すべきです。
「歯は人間の身体の中で活力に充ちた所と考えられ、死後の再生を保証するため犠牲とされた
と見なせる。身体の大部分が腐りやすいのに比べて歯は耐久性があることからして、野生の哲学
者が自分の不朽の生命への希望を身体のこの部分に託したのは十分首肯される。
」
（神成利男訳『金枝篇――呪術と宗教の研究』
（上）
、国書刊行会、2004.6、pp.86-87）
これは、われわれにも心当たりがありますネ。下の歯が抜けたら屋根の上に、上の歯は縁の下
に投げる。なんと、この風習はインターナショナルで、あの世にまで通じていたというわけです。
ついでながら、台湾では抜歯の風がない諸族は、ビンロウの実を噛む風習があり、歯が真っ黒で、
あたかもお歯黒のようになっているということです（松岡『番族慣習研究』①、
p.355）
。鉄漿（お
はぐろ）は、抜歯の名残であることに気づかされます。お歯黒（鉄漿）が、
5000 円札の樋口一葉「た
けくらべ」に、お齒ぐろ溝（どぶ）として登場していることは万人周知のところでしょう。

除毛
「蕃族はマレー種族の特質をうけて体毛概して少なし。これにかかわらず、なおこれを除去す
る風、南北を通して全族に行わる。
ただその除毛の部分は各族間、
必ずしも一様ならず。
（イ）
髭、
鬚、
髯を抜くは、ほとんど一般に通じ、老幼にかかわらず行なわる。
（ロ）額の生え際の毛髪を抜き、
額を広くする風あるも、また少なからず。
（ハ）少壮の男女が眉毛を抜き糸のごとく細くして新
月形に為すは、また土人の風にならうものにして広く行わる。
（ニ）腋毛、陰毛。北蕃の一部、
並びに南蕃には男女ともに腋毛もまた抜くものあり。また男女が陰毛を抜くは北蕃には稀なれど
も、南蕃においては男女ともにこれを抜くを多しとす。
」
（松岡『番族慣習研究』①、p.357-58）
除毛クリーム、除毛シェーバー、除毛サロン、ムダ毛ケア……やはりよそ事じゃありません。
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ツォオ族男女の抜歯（瀬川幸吉『台湾先住民写真誌（ツオウ篇）
』守谷商会、2009 より）

（b）誕生前後の腹帯、命名
子供は祖先の霊の生まれ変わり
「サイシアト族においても、他の多くの未開民族におけると同じく子供が生まれるには性的関
係だけをもって十分な条件であるとみないで、神的存在が介在することによって初めて可能なこ
とを信じて疑わない。この部族は子供を作ってくれるのは、この天（kawas）にいる神的存在、
すなわちハヴン（havun）であると信じている。このハブンは特別な名前は有していないで、＜
人を生まれさせた＞ハヴンというふうに呼ばれているにすぎない。……陣痛が始まると珠裙――
これは骨でできているという――をいく粒か噛みつぶしてハブンに祈る。あるいは一家の誰でも
が珠裙を腹に廻して家の外に出てハヴンに向かって痛くならないようにと祈る。
」
（
『古野清人著
作集』① p.303）

腹帯
「妊娠６、７カ月の頃に腹帯をほどこす。これは藤を細く割って編み、長さ７、８尺、巾１寸
５分位のもので、臍の上部に、腰巻の上から着帯する。しかし、部族によっては着帯しないとこ
ろもある。」（森『蕃族志』①ｐ .166）
この「腹帯」が、新たな命を授かったことに感謝し、安産を祈願する日本の「帯祝」の習俗に
通じていることは言うまでもありません。妊娠５カ月目に「岩田帯」をしめるという習俗は医学
的に見て何の科学的根拠もないそうです。
「腹帯」は現代日本に生きている未開風習に他なりま
せん。

胞衣
「生児の胞衣は必ず屋内の土中に埋め、もし犬がこれを掘りだせば、その児夭死すべしとて、
その犬を捕え撲殺す。
」
（森『蕃族志』①、ｐ .295）
女性の民俗学者の安井真奈美は、天理市を中心に奈良県でつい最近まで行われていた胞衣を埋
める習俗を克明に検証しています。
（安井真奈美『怪異と身体の民俗学――異界から出産と子育
てを問い直す』
（2014.12、せりか）
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臍の緒
男子なら小刀、女子なら鋏にて切るところと、金属質の物を忌み、必ず竹ベラで切るところと
がある。生児の臍緒は男は弾薬入れ、女は機胴の中に納める。これは生長の後、男子は武芸に、
女子は機織の技に上達するという禁圧〔マジナイ〕である。
（森『蕃族志』①、ｐ .295）
多くの日本人は、桐箱に入れた臍の緒のミイラを、後生大事に保存していませんか？

女なら

嫁入に持たせてやり、男なら出征の折に身につけさせた、また親の死に目に際しては棺桶に入れ
てやったものです。昔は、臍の緒を切るのには、金物が避けられ、竹のヘラや葦が使われたもの
ですが、いまどきの産院はどうしていましょうや？

つまるところ、台湾原住民と同じオマジナ

イが、今なお生きていると見ていいでしょう。

バラターの式（忌を祓う儀式）
生後約１週間もすれば臍の緒は自然に墜落するので、このとき忌を祓う儀式をする。巫女を請
じる。母は出生児を抱いて産褥の傍らにひざまずく。巫女は呪文を密誦しつつ松明を火を捧げて
産褥を照らし、かつ生母の頭上に捧げて禧びの祈祷を行い、おわるとその火を屋外に捨てる。そ
の後、母は松明に火を点じ、生児を抱いて戸口に出て、その火を戸外で焚いて不浄を祓い、生児
にかわって祖先の神霊に対してその幸運を祈祷する。この時から、母子の外出及び家族の出猟は
差支えないとする。また、嬰児に何人が手を触れても忌なしとする。こうして、その家族の忌を
解く。（森『蕃族志』①、ｐ .166-67 またｐ .297 にも同様の記述あり）

双子
台湾先住少数民族には、この双生児埋葬の風習があることが、報告されています。
「双生児は中部の部族では不吉とし双子ともに生き埋めにする、あるいはその一子を産めると
ころがある。また、二子が同性であれば差支えないが異性であれば不吉としてその一子を産める
ところがある。また、その産婦は不吉だとして、野外に小屋を作って一定の期間、別居させると
ころがある。」
（森『蕃族志』①ｐ .167。同書ｐ .295 にも双生児殺しが紹介されている）
「双生児が生まれると、これは畜生の再生したものであるとして、これを生き埋めにしたり、
あるいはその一児を殺してしまう。
」
（大形太郎『高砂族』p.40-41。
）
双子については第３回論考でおいて、甕の下部に墨で女性の大股開き図が描かれている唐渡宮
遺跡出土埋甕を考察した折に言及しました。再度、提言します。調査報告書にある「大甕と赤子
と後産を納めた子甕」は、
「大甕と赤子を納めた子甕」と訂正し、
「二つの小甕」には「二人の赤
子」が納められていたと訂正すべきです。

命名
「生後３、４日して臍の緒が落ちれば、あらかじめきめておいた名をつける。臍の緒が取れな
いとまだ人間になっていない、人間といえないから、それがとれてから名づけるのである。まず
子供に赤ん坊を背負わせてちょっと屋外へ出し、帰ってくれば、お前の名はかくかくであるから、
健在であれ大きくなれと、ハヴンあるいはむしろ祖先（vake）に対して祈るわけである。
」
（古
野清人著作集① p.307）
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（c）成年
タイヤル族……タイヤル族の男子は、首狩りによって人首を得た時をもって青年の資格を有す
るとされた。女子は紡績、機織などの技術に熟達したときをもって、顔面に刺墨をほどこして、
これを表示した。
ブヌン族､ ツオウ族……男子が 17、8 歳に至り農耕、狩猟などに熟達し、成年の資格がある
と認められると、この者を祭典の日をもって、その社の頭目、長老がこれを社衆一同に紹介して、
壮丁の列に加える旨、宣言する。こうして、はじめて革製の帽子を冠らせる。これによって戴帽
と結髪とが許される。
アミ族､ パイワン族……男子が 15、6 歳になると、幼年組として蕃社の集会所に起伏し、老
蕃や青年組の用を便ずる。こうして３、４年にすると１階級昇り、少年組となる。なおまた３、
４年間、老蕃や青年組から厳格な教育を受け、各種試練を経てはじめて青年組となってようやく
一人前の壮丁として婚姻、入婿するところの資格を与えられる。婚姻して、はじめて自家に起居
し、ビンロウの実を噛むことが許される。この年齢による階級制は各族に共通するものであるが、
アミ族において最も厳格に行われている。
（大形『高砂族』pp.73-74）
アミ族トラン社の入団式……トラン社では少年が一定の年齢に達すれば――昔では 15、6 歳
から 20 歳、現在は 12、3 歳から 14、5 歳――未成年者で先輩および老人にいろいろ献身的な
奉仕を強制されるし、またさまざまな苦行を課せられる。このようにして５カ年目に初めて青年
の一組を構成する。
（古野清人著作集① p.47）

（d）結婚
婚姻は各族とも両親の許諾を経て、一定の儀式をもってする。一夫一婦制で、近親婚と重婚は
許さない。多くは嫁取婚だが往々入婿婚がある。アミ族は女系で男子が女家に入り、
かつ自由婚。
タイヤル、ツオウ、パイワン３族では略奪婚の遺風が残っている。
（
『台湾蕃族図譜』
）

（e）埋葬、葬礼式
死者の埋葬
「老衰者、病者、負傷者などが衰弱はなはだしく、その結果、昏睡状態に陥り、回復の望みが
たえたがごとく思われると、その家人たちは相協力して病者の屋内の寝床の下に穴を掘るのであ
るが、それには女子及び幼年者は加わらない。穴は地下５尺ないし６尺の深さに掘り下げ、その
中に石盤石（スレート）をもって囲いをするが、それは深さ約３尺、広さ方２尺のもので、その
中に死者が坐すだけの大きさである。
」
（小泉『蕃郷風物史』p.59）
「タイヤル人は、人が死ねばこれを自分の住んで居った所の下に葬るのであって、すなわち自
分らの寝床の下あるいは食事をする室の床下には、自分の祖父、祖母、両親その他の人々が葬ら
れて居るのである。これはいかなる考えであるかというに、同じファミリーの者を他へやるに忍
びないという友愛の情から来たことで、祖先に対して懐かしみを有ち、死者と共に住んで居ると
いう考えである。
」
（鳥居『日本周囲民族』p.343）
「家に病者ある時は親戚、知人来たりて時々見舞うも、いよいよ望みなきこと判明すれば、皆
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タイヤル族ガオガン蕃家屋の病床と墓の位置。「甲の床上にて死したる者は甲に埋め、
乙にて死したる者は乙に埋む」
（
『蕃
族調査報告書

太麼族前篇』p.242）

帰りてただ家族のみ残る。しこうして病者の呼吸停む時は、
一人裸体となりて屋内に穴を掘り
（同
ガガァのものなれば誰にても穴を掘りて差支えなし）
、それより「バラ」
（蕃布）を敷きて、その
上に屍を載せ、新しき衣をまとい、三つ折として、手を胸に交差せしめ副葬品（銃刀、腕輪、そ
の他）をそのかたわらに納む。
〔後略〕
」
（
『蕃族調査報告書

太麼族前篇』pp.241-242）

タイヤル族ガオガン蕃家屋の病床と墓の位置。
「甲の床上にて死したる者は甲に埋め、乙にて
死したる者は乙に埋む」
（
『蕃族調査報告書

太麼族前篇』p.242、なお上図参照）

送霊の式
「家に死者ある時は、直ちに炉中の火を改め、この新火は送霊の日まで、これを保護して熄滅
せしめず。死後７、８日ないしは半月にして死者の配偶者または喪主は郊外に赴き、死者の名を
叫びて号泣す。これはムサボゲヤイ・オットフと称し、霊魂の社内に留まることなく、冥界に退
去するを促すものにして、この送霊の式を行わざれば死者の霊は冥界に赴き得ずという。ちなみ
にムサは赴く、ボゲヤイは逃げる、オットフは霊魂の義なり。この送霊をおわりて後、遺族は他
家と往来するを得るも、それまでは忌中なれば遠慮するを常とす。
」
（小泉『蕃郷風物史』p.184）

霊魂の不滅
「蕃人は霊魂の不滅を信じ、死はたんに肉体のほろぶものにして、その霊魂は永く宇宙に在り
祖宗精霊とともに子孫の行為を照覧し、その幸福を冥護するものとし、もし背徳不信の行為をな
せば必ず無形の譴責を受け、その身に必ず禍ありとの信念を抱き、祖霊に対する道を以て処世の
要訣とす。」（小泉『蕃郷風物史』p.186）
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アミ族奇蜜社の「階級の服装」（『蕃族調査報告書

阿眉奇蜜社・太巴社・馬太鞍社・海岸蕃』p.28 より）

（５）台湾先住民族社会における階級編入式
通過儀礼に際しては集団儀礼が行われます。イレズミや抜歯はその典型ですが、台湾先住民族
の中には、成人式に際して年齢集団を形成するものが見かけられます。
『古野清人著作集』①には、１章を割いて「サイシアト族の推移儀礼」（第十章）が紹介してあ
り、出産―生年―婚姻―死の儀礼が詳しく研究されています。また、同書第八章は「高砂族の年
齢階級と集会所」に割かれていて、母系制のアミ族において男子が年齢階級別の社会組織を形成
し、男子が階層別の集会所を暮している事実が観察・記録されています。これらは、かつて日本
各地の村・部落で行われていた年齢階層別に組織された若者組を彷彿させます。若者組の中心と
なったのは若衆宿といわれた集会所に他なりません。
いまここで『古野清人著作集』を広げるわけにはいきませんので、以下ではアミ族奇蜜社にお
ける階級編成式を簡潔に紹介した小泉鉄『台湾土俗史』から要旨を箇条書きにして抜粋せてもら
います（p.136-138）
。
①アミ族奇蜜社の階級編成式は３年毎に、粟畑の草取りの頃に行われる。
② 15 歳の若者は腹部に胴締めをはめ、低い狭い小屋に入れられ、５日間、断食させられる。
③断食５日目に母親たちが餅を投げ入れてやるが、子供たちはそれを投げ捨ててしまう。
④６日目、飯と肉を食し、酒を飲ませられる。
⑤７日目。子供たちは親族の家を回って御馳走になった後、全員が河岸に集まり、上級の人たち
と共に働き、その命令に絶対服従することを誓う。さらに鹿狩りに行った後、御馳走を食べ、
祭殿の前提で踊りをし、その日は祭殿に泊まる。
⑥８日目。新しく階級に入ったものは、上の階級の人たちと全部、司家に行って一日中踊る。こ
の日に、子供であったものが晴れて元服する。
⑦８日目。河漁に行く。階級編成式はこれで終わる。
⑧その年の正月祭の６日目鹿狩りの時に褌を附けることを許され、ようやく一人前となる（上級
の者は羽をつけた帽子をかぶり、正装して夕方から翌朝まで踊りぬく）
。
この一連の儀式は、
Ｍ . エリアーデ『生と再生――イニシエーションの宗教的意義』
（堀一郎訳、
東京大学出版会）が解き明かした成人式の四つの特徴のうち三つまでを物語っています（アミ族
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はイレズミ、抜歯の風習がない）
。
第一に、「聖所」を用意すること。ここで男たちは祭儀の間隔離されて過ごす。
第二に、修練者たちをその母親から引き離すこと、もっと一般的には全女性から引き離す。
第三に、修練者たちを叢林または一定の場所の隔離されたキャンプに押し込めること。
第四に、ある種の手術が施行されること。ふつうは割礼、抜歯、下部切開だが、ときとしては
皮膚に傷跡をつけたり、毛髪を引き抜いたりする。
（同上ｐｐ .20-21）

３．
「イレズミは他界のパスポート」の広がり――大林太良『葬制の起源』より
約 100 年前、20 世紀初頭時期から日本人が観察し・記録してきた台湾先住民族のイレズミの
風習の点検作業によって、台湾先住民社会において、イレズミ（紋面）は成人になったことの証
明書であり、さらに、この世からあの世の行くためのパスポートにもなっていたことは確実であ
りましょう。第７回論考を書いた時点で、私は、これは新発見かも、とひそかに悦に入っていた
のですが、先達は賢く、老いは哀しいものです。
昔読んだが、すっかり亡失してしまった本棚の大林多良『葬制の起源』
（中央公論社、1977.9、
略称：大林『葬制の起源』
）がふと気になって、パラパラ読み返していると、どうでしょう。
「イ
レズミは他界のパスポート」というゴシックの小見出しが踊っているじゃありませんか。
「文身を施した死者だけが死者の国に入ることができるという観念は、ミクロネシアのギルバー
ト諸島にもある。そればかりでなく、この観念は東北は北海道のアイヌや琉球列島、西は中部イ
ンド、東南はメラネシアにまで広く分布していることは、
かつて私が詳しく論じたところである。」
ｐ .153
エー！

他界のパスポートとしてのイレズミは台湾だけではなく、沖縄、北海道、そして東南

アジアにまで広がっているというのです。日本列島がすっぽり入っています。
縄文時代中期社会に、イレズミの風習があったことは、土偶の顔面とボディに刻まれた線刻に
よって自明であり、私も前回の第７回論考で詳論しました。
耳飾もいたるところで出土しています。土製栓状耳飾の研究者によれば、以下のごとく。
「土製栓状耳飾の展開は……一貫して東日本においておこなわれた。特に縄文後期後葉から晩
期前半にかけての多量出土遺跡の分布も含め、巨視的には北海道西南部から中部高地までという
落葉広葉樹林帯においてなされたと指摘できる。土製栓状耳飾の着装は耳朶に穿孔するという身
体変工をともなうことから、通過儀礼としての意味合いが強い。通過儀礼は「死と再生」の儀礼
としての性格も有している。
」
（吉田泰幸「縄文時代における土製栓状耳飾の研究」
、名古屋大学
博物館報告 No. 19, 29–54, 2003）
また、抜歯の風習があったことは、出土頭蓋骨にはっきり示されています。以下は祭祀・儀礼
の権威的研究家である春成秀爾の研究論文からの抜粋です。
「抜歯の風習はいつ始まったのか。縄文前・中期には，下顎の中切歯２本を抜いた例が熊本県
轟貝塚、広島県太田貝塚などで少数見つかっている。しかし、日本で本格的に抜歯の習俗が始ま
るのは、中期末の仙台湾地方であって、
上顎の左または右の側切歯を抜いていた。
」
（春成秀爾「哀
悼抜歯
集

アジア・アフリカ・ポリネシアをつなぐ習俗」
、国立歴史民俗博物館研究報告

2000.3）
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ここから、台湾先住民族のイレズミ、耳飾、抜歯の風習、すなわち人生の通過儀礼は縄文社会
にも通底していた可能性が一気に浮上して来ます。そこで、この際、大林多良『葬制の起源』
（中
公文庫、絶版）の直接関連する部分を以下に抜粋させてもらって、
視野の空間軸及び時間軸をグー
ンと拡げることにしましょう。

（１） あの世へ行くには、この世でイレズミの習俗を守ったかどうかが問われる
◇文身をしていないと死者の国への旅路で有害な結果が生じる
「インドネシアのボルネオのマハカム河畔に住むクレマンタン諸族のうちの、ロング・グラッ
ト族では、女は８歳で指の裏に文身（いれずみ）を始め、月経の始まるころには指の文身を完了
し、翌年中に手の裏から手首に至るまで文身し、足と手とは同時に文身する。18 歳から 20 歳
にかけて腿の前部にかかり、だいぶ後に腿の後の文身を施す。……彼女たちの信仰によると、完
全に文身した者は、死後、神話上の河、テラン・ジュランに水浴することができ、その河床から
真珠を拾うことが許される。
これに反して文身を全部済ませていない者は河岸に立つにとどまり、
文身のない者に至っては、岸に近寄ることすらも許されないという。この信仰は、マハカム河上
流のケンヤ・クレマンタン族およびバタン・カヤン族のあいだに全般的にみられる。
」ｐ .152

◇身体毀損の風習を守った者だけが死者の国に到達できる
「大ざっぱにいって、東南アジアから太平洋にかけての、オーストロネシア語族の分布地域に
おいては、何らかの身体毀損の風習を守った者だけが死者の国に到達できるという考えが色濃く
分布している。東部インドネシアのババル島では、耳朶に適当な大きさの穴をあけた者だけが、
死者の国に入ることができると考えられている。東南ニューギニアのモツ族のもとでは、死後の
懲罰はないが、鼻に穴をあけなかった者の霊魂だけが、悪い場所におもむく。そこではほとん
ど、食物もないし、彼らの嗜好品ぺテルの実も存在しないのだ。メラネシアのニュー・ヘブリス
諸島のマエヴォの信仰によると、耳朶に穴をあけなかった者は、死後の世界において水を飲むこ
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とが許されず、文身をしなかった者は、良い食物を食べることが許されない。フロリダ島住民の
霊魂は死後の旅路において、霊魂の越部において、あるティンダロ（精霊）に出あう。この精霊
は、死者の鼻に穴があけられているかどうかを調べ、穴があけられていれば、死者の霊魂は幸福
な死者の国に入ることができるが、反対に、もし穴をあけていないと、苦難のときが始まる。バ
ンクス諸島のモタ島においても、バゲットという精霊によって耳朶に穴があいていないことの見
つかった霊魂は不幸な目にあう。フィージー島民の霊魂の国では、耳朶に穴をあけていない者は
だれでも、皆から馬鹿にされる。文身していない女たちの霊魂は、同性の死者の霊魂は、同性の
死者の霊魂によって、殴り倒され、神々の食物にされてしまう。
」pp.153-154

◇《通過儀礼》をすませた者、一定の社会的地位の者だけが、死者の国へ行ける
「単に同じ部族に属するというだけでなく、その部族の死者のなかでも、じつは、身体毀損の
習俗に従って、人生の一つ階段から他の階段への《通過儀礼》を無事すませた者だけが、死者の
国への入国を許される。その部族社会の死者のうち、生前、一定の社会的地位に達していた者だ
けが死後の幸福が保証されるのである。ここではすでにある程度の社会的分化の存在が前提と
なっている。さらに社会的分化が進み、身分制度が発達している社会における、生前の身分に
よって、死後の幸不幸がきまるという考えとの相違は、じつはそれほど大きくないのである。」
pp.154-55

（２）あの世では、この世で . 良い行為をしたかどうかが問われる
◇他界へ渡る橋が、越えられるか、越えられないか
「他界へ渡る橋の観念は、新旧両大陸の古代文明地域とその影響地域に広く分布しているが、
東南アジアでも少なくない。1690 年代に、ボースマンはアフリカの黄金海岸でつぎのような観
念を聞いた。死者が地下深く流れるボスマンクェという川の畔りにやってくると、一人の神が死
者に生前どんな暮らしをしていたかを聞く。もしも死者が生前その偶像に熱心にかつふんだんに
供養をし、禁止されていなかった肉を食べていなかったら、神は、この死者に川を越えさせ、愉
悦の国にはいらせる。もしも死者が禁ぜられていた肉を食べ、神に捧げられた日に敬意を表して
いなかったら、海中に転げ落ち、溺れて永久にわすれられてしまう。西アフリカのアシャンティ
族に関してボウディックはこう報じている。誓約を守り、タブーを守った者は、三途の川の渡し
守が無事に死者の川を渡らせてくれる。しかし、守らなかった者は川の中に投げ込まれ、永久に
絶滅されてしまう。
」pp.156-57

◇首狩と、多くの女性とのセックスが、来世の幸福を得る条件
「東南アジアでは、首狩りをし、多くの女性と性的交渉をもったことのある男だけが死者の国
に入国できるという信仰があり、後者に関しては、子供を産んだことが問題なのではなく、性的
享楽そのものが問題なのである。
（ルシャイ族、ダヤク族、タラジャ族）
。ルシャイ族ではふつう
の死者はミティクーア（死者の村）におもむくが、極楽（ビアルラル）に入場を許されるのは、
（１）勲功祭宴クアンチャウイを催した者、
（２）３人の処女を享楽した者、処女、非処女を問わ
ず七人の女を享楽した者、
（３）１人の男を殺した者、
（四）象、熊、猪、野生のミタン牛、啼鹿、
サムバー鹿、キングコブラ、大コウモリ、鷲などの動物を殺した者である。これらの特権は男の
ものであって、女は極楽に入る資格はない。
」pp.157-58
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◇来世における地位は首狩りの首の数によって決まる
首狩りに関しては、ボルネオのイダーン族の、
「彼らが現世で殺した人々は悉く、死後に来世
におい奴隷として彼らに仕える」という考え方や、ダヤク族の、死者の来世における地位は、そ
の得た首の数によって決まるという考え方は、たしかにタイラーがすでに指摘したように、殉死
の観念に極めて近いものがある。ボルネオの例をもう一つあると、カヤン族のもとでは、奴隷は
死んだ主人に従って行き、これに仕えんがために殺される。……首狩りにせよ、殉死にせよ、殺
すことによって新しい生命のための場所があけられ、かつまた死者の生命力が解放されて、植物
の生育や共同体の一般的な幸福を促進し、また自己の生命力を強化する。かつ殺された者の霊魂
は殺害者の従者として他界において使えるのである。pp.158-59
（次回に続く）
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