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占鈴が埋納されている鈴塚（蜂田神社）
〈撮影・近藤雅樹〉
あぶ

中国の占い方法は亀の甲羅を炙っ
てそのひび割れで予測する夏・商の
ぼく
き
時代の「卜」、耆草を用いて占う周

◉王氏の銅銭占い

年の暮れは、
一年の出来事を振り返る一方で、来年の運勢が気になる時期。
日々の行
動から人生の節目の重大な選択にいたるまでのさまざまな場面で、
幸せを探求する
手段として、人は占いに頼る。占いを担う人びと、占いの道具、占いのコスモロジーは

解放軍に入隊し、三年後に復員して
宿州市中国銀行に就職したが、三回
昇進のチャンスがあったにもかかわ
らず、結局うまくいかなかった。
納得がいかなかった彼に、ある年
よりの同僚が『易経』という本は人
びとの運命を予測し、幸せにしてく
れると勧めてくれた。それ以来、三
五年間、王氏は、占いの道に専念し、
運を予測し、不利な時空を避け、自
分にプラスになるように働きかけ、
人生を切り開いた。
現在、北京、上海などの大都会か
らも公務員、軍人、医者、共産党幹
部、商人などさまざまな依頼者が彼
のもとに殺到している。
成事在天、謀事在人――事を成功
させるのは天であるが、やるかどう
かはあなた自身で。この中国のこと
わざがいうように、人間は、与えら
れた天命を左右することは不可能で
あるが、自分たちの工夫や、置かれ
ている環境に手を加えることによっ
て、運命をプラスの方向に転換する
ことができる。これは中国庶民の生
きる力だろう。

千差万別でも、
占いに託す思い、
それを信じる心は人類に共通するのかもしれない

王氏は六回の記録を見て、占いの
依頼者と占われている当事者などの
中国のある人気占い師
関係を明らかにし、総合的に判断し、
結論を出す。
占いの結果に応じて、依頼者の自
ぜい
かん
びん
の時代「筮」が有名だったが、現在、 宅に符などを飾り、依頼者の置かれ
韓 敏
庶民に親しまれているのは、銅銭、
ている凶方位の凶作用を吉作用に変
民博 民族社会研究部
人相、生年月日、羅針盤による占い
えていく対策をとるケースもある。
専攻は文化人類学。二〇世紀の中国革命を歴
法である。
その際に王氏がよくつかうのは
史過程として、また文化システムとして研究
アンフィションスゥジュシ
ワンウイロン
ジャンタイクォンバグァジェンザイフ
している。近刊に『革命の実践と表象──現
安徽省宿州市に住む王維隆氏は庶
「姜太公八卦鎮宅符」である。姜太
代中国への人類学的アプローチ』
（編著書・風
民的な占い法に精通する占い師の一
公とは商朝末期の政治家の姜子牙の
響社）がある。
人である。王氏に実際に見せても
ことであり、災を払い、邪気を鎮め
中国人の人生観は現世利益の追求
らった銅銭による占いを紹介する。
る神とされている。
にある。すなわち、健康、出世、長
依頼者は、まず三枚の銅銭を手に
生き、子孫繁栄、社会的地位と富の
混ぜて、机に六回投げる。花模様の
◉成事在天、謀事在人
あるのは裏といい、陽を表し、文字
獲得に関心が強い。これらの利益が
今年六二歳の王氏は、一九七四年
どれぐらい獲得できるかは、天に
のある面は表といい、陰を表す。占
からなんと独学で『易経』を勉強し
よって与えられた宿命と、人間自身
い師は下から上へ六回の陰の数を記
はじめた。彼は一九四七年に安徽省
の努力、そして人間を取り囲む自然
録する。文字模様が一枚出た場合、
北部の農村に生まれ、一五歳のとき
環境によって決まるとされる。
「、
」と書き、少陰とされ、二枚の場
大飢饉があり、父が彼の足もとで餓
中国人が結婚相手、進学、昇進の
合「 」と書いて少陽という。三枚
死した。貧しかったが勉強がよくで
難航、住宅・墓場の立地を考える際、 の「陰」が出た場合、
「×」と書い
きた彼は特待生として宿州師範大学
占うのはそのためである。宣告され
て老陰というが、これは陽に転じる。
に入って数学を勉強した。卒業後、
た運命を、決してそのまま受け身的
に待つのではなく、あの手やこの手
を使いマイナスの運を避け、プラス
の方向にもっていこうとする、前向
きな生きざまがそこに見える。
銅銭を投げる前の依頼者〈撮影・謝景彩〉
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グアテマラの呪術師の持ち物。袋の中には占
いにつかう豆が入っている
〈撮影・羽幹昌弘〉
晴れて呪術師となり
免状を渡す（グアテマ
ラ）
〈撮影・羽幹昌弘〉
依頼者の投げた銅銭の陰陽回数を記録す
る王維隆氏

イラン、テヘラン州シャフレ･レイ郡の聖廟
〈撮影・清水直美〉
桃の木と鶏の血でできた
姜太公八卦鎮宅符

「文昌陣」
で学問の気運を強める
（中国）
〈撮影・韓敏〉

古チベット語文献の解読
に し だ あい

神戸市外国語大学大学院 博士課程

西田 愛
イギリス、フランスの国立図書館などに所蔵
される古チベット語文献の解読・研究をして
い る。 古 文 書 の 語 る 古 代 の 占 い と、 現 代 チ
ベット世界でおこなわれている占い・儀式と
の複合的な研究を目指す。

二〇世紀初頭にヨーロッパ、日本
の各国探検隊が敦煌などから将来し
た古チベット語文献中には、占いの
文書が多数含まれている。代表的な
ものとして、サイコロ占い、銅銭占
い、烏の声による占い、羊骨占い、
夢占い、日時に関する占いなどが挙
げられる。
これらすべてに共通して言えるこ
とは、文書中に、誰が、いつ、どの
ように占っていたのかという客観的
な情報がほとんど含まれていないこ

あ き こ

に続いて神格名または韻文が占いの
出所として挙げられる。神格には明
らかにチベット固有の神々と考えら
れるものからインド系の神々まで
種々多様な名前が登場する。その後、
病気、結婚、家運、生命運などにつ
いての個別の結果が述べられ、最後
には大吉から大凶までの総合判断が
下されているのである。
この点では、和歌や格言に続いて、
個別の吉凶、総合的な吉凶の記され
た日本のおみくじと似ており、親近
感を覚える占いである。これと似た
占いとして、一二枚の銅銭を用いて
おこなう銅銭占いもある。

◉羊骨占い

とである。そこで、占い文書の前文
や奥書、同時代の木簡からの情報、
さらに周辺地域の占いとの比較をと
おしてわかってきたことをいくつか
紹介したい。

◉サイコロ占い
この占いは、チベットだけではな
く世界中で古くからおこなわれてい
る占いの一種である。チベットでは、
西域南道のミーラーン地域から占い
に使われたと思われる羊の肩甲骨が
多数出土している。時代的には七九
〇～八五〇年頃のものであろう。
ぼっこつ
ほとんどが無地の卜骨だが、
一点だ
け文字が記されたものがある。おそ
らく占いの効果、呪を強めるために
記されたものであったと考えられる。
卜骨の中心部は欠損しているが、
他の箇所に灼け跡などは見当たらな
い。おそらく熱した道具を骨の中心
部に当て、
それによって生じた亀裂の
入り方から吉凶を判断したのだろう。

◉遊びなら許されても……

のである。
カップのふちに向かって滓の線が
のびて、その先が末広がりになって
いたら、
「道が開ける」。滓が入道
雲のような輪郭を描いていたら、
「お金が入る」。幾度も解説しても
らったのだが、いまひとつよくわか
らない。
そんななかで、筆者にもはっきり
と判別できるのが、他人から嫉妬を
買っていることを示す「邪視」のサ
インである。コーヒーカップの底に
カルダモンの粒が張りついて、その
まわりをコーヒー滓が黒くふちどっ
ているのを見いだすと、彼らは「神
様、どうかご加護を」と、神妙な顔
で呟くのだ。

まず、もっとも出土点数の多いサ
イコロ占い文書について。この占い
に関する文書は、敦煌からだけでは
なく、その他のチベット支配地域
（トゥルファン、マザルダーグ）など
からも発見されており、九、一〇世
紀のチベット社会で広くおこなわれ
ていた占いであることが窺える。占
いには、主に象牙製の細長い棒状の
サイコロ（四つ目）を用い、それを
三回ふることにより、一・一・一〜
四・四・四までの六四通りの結果を
導きだしていたようである。
サイコロ占い文書の内容をみてみ
る と、 ま ず は サ イ コ ロ の 目 の 数
（二・三・三など）が記され、それ

飲み終えたカップを盆の上に伏せ
て、しばらく放置すると、乾いた
コーヒー豆の滓がカップの内側にさ
まざまな模様を描きだす。その模様
を絵解きして、その日の運勢を占う

◉コーヒー豆の滓がつくる模様

かす

れているが、基本的には同じものだ。
朝、眠い目をこじ開けるための起
き抜けの一杯。午後、ひと仕事終え
た後の一服。親しい友を歓待するに
も、望まぬ客を早々と追い出すにも、
コーヒーは欠かせない。そんなアラ
ブ人の生活に密着したコーヒーは、
古来占いの道具としても親しまれて
きた。

東地中海アラブ社会の占いと邪視
す が せ

菅瀬 晶子
総合研究大学院大学葉山高等研究センター
上級研究員
最近はパレスチナ・イスラエルの民間信仰や、
ヨルダンの科学施設を調査中。著書に『イスラ
エルのアラブ人キリスト教徒』
（溪水社）など。

かつてオスマン帝国治下にあった
東地中海世界において、コーヒーと
いえばそれはトルコ・コーヒー。つ
まり細かく挽いたコーヒーをカルダ
モンとともに水で煮出し、その上澄
みを小さなカップでゆっくり味わう
ものと決まっている。アラブ諸国で
はアラブ・コーヒー、ギリシャやキプ
ロスではギリシャ・コーヒーと呼ば

もっとも、一般のアラブ人がおこ
なうコーヒー占いは、新聞の星占い
と同じく、運試し程度のものでしか
ない。プロの占い師もいるらしいの
だが、わざわざ出かけていって鑑定
してもらおうという気はないようだ。
それどころか、敬虔な一神教徒、
つまりムスリムかキリスト教徒であ
る彼らは、むしろそういった本格的
な占いを敬遠しさえするのである。
その証拠に、占い師から絵解きを
習ったりするのかと尋ねると、彼ら
は一様に顔をこわばらせ、決まって
こう答える。
「カイロとかにはいる

◉烏の声による占い
この占いは方角を九に、時間帯を
一〇に区分し、どの方角でどの時刻
に烏の鳴き声を聞いたかによって、
なにが起こるかを予言したものであ
る。たとえば、夜明けに南で声を聞
けば、馬一頭が手に入る、といった
具合である。
ほかに、各方角で不吉な鳴き声を
聞いた場合の供養についても記され
ているのは興味深い。
＊
ここで挙げた古代チベットの占い
はすべて、個人が先天的に生まれ
持った性質による占い（四柱推命や
占星術など）ではなく、その時々の
事象に対処する比較的素朴な占いで
ある。このあたりにチベット人の気
質の一端が垣間見える。

よ。でも、このあたりでは知らない
ね。それに、こうして遊び半分に
やっているぶんには構わないけれど、
占いなんてほんとうは、神の教えに
そむくことだからね！」

◉ほんとうに怖い存在は
彼らが占いを恐れる理由は、コー
ヒーカップの底からこちらをじっと
睨む、カルダモンの粒と無関係では
ない。嫉妬のまなざしが災いを呼ぶ
という邪視にまつわる俗信は地中海
沿岸全域でみられ、
たいていどこにでも
「邪視を発する」と
いう評判の悪い人物
がいるが、なかでも
占い師の邪視は強力
だとされている。
それだけではなく、
占い師は客の注文に
じゅそ
応じて、呪詛もおこなうというのだ。
折り合いの悪かった姑の死後、その
部屋で寝起きするようになった娘が
体調を崩し、思い切って部屋を調べ
たら、占い師が作った呪符がベッド
の下から出てきたと、まことしやか
に語る者もいる。
この地における一神教の影響力は
絶大だが、その隙間には一神教以前
の要素もいまだに根強く残っている。
コーヒーカップの底の眼は、そのこ
とを示す事例の一端といえるだろう。
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コーヒーをわかす小さな手鍋と、
コーヒーカップ
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羊骨占いに使用された羊の肩甲骨
〈『シルクロード 絹と黄金の道』展
図録より転載〉
コーヒーを飲み終えて、
しばらく伏せておくと、
このよ
うな模様がカップの内側に浮かび上がる。
「邪視」
がい
くつも浮き出ているのが、
おわかりだろうか

銅銭占い文書〈国際敦煌プロジェ
クト
（IDP）
データベース利用〉
今日の運勢は？

烏の声占いの文書〈IDPデータベース利用〉

し み ず

な お み

清水 直美

ゆりかごの形に布の四
隅を結びつけ、その中
に短い木の棒や小石を
入れていく。それが落
ちたときに子どもがで
きるとされている。
コルデスターン州
ウーラーマーネ・タフ
トのピール･シャーリヤール廟の入
り口脇にある石の上には、いくつも
の小石が置かれている。これをざっ
と手に取り、数えてみる。手に取っ
た小石の数が偶数か奇数かで望みが
叶うかどうかわかるという。
占いに使われる小石にしても小枝
にしても特別なものではなく、占い
自体に名前もない。どこにでもある
ものを、人知を超えた存在との交信
の場である聖所で使用することに意
味があるらしい。

◉宗教的な規制と相剋
しかし聖所信仰という、人びとの
生活に密接な場所でおこなわれてき

た占いは、一九七九年の革命後のイ
スラーム教育のなかで「クルアーン
（コーラン）のなかで禁じられてい
るから」、
「非科学的な行為である
から」と、聖所の管理者らによって
禁止されたり、自然とおこなわれな
くなったりしている。こうした傾向
は都市部やその周辺部で顕著である。
たとえば、テヘラン市北西部の山
中にあるエマームザーデ･ダーヴー
ドでは、参詣者がコインによる占い
を盛んにおこなっていた。しかし五、
六年前に廟の管理事務所により占い
が禁止され、その後、廟内の拡張を
口実に、占いに使われていた壁も撤
去されてしまった。
一種のイスラーム･グローバリズ
ムとも言えるが、不安を解消するた
めの人びとのささやかな行為を規制
する動きは少々寂しくも感じられる。

右に横一列に並べ八組作る。二列目
も同じようにし、おおむね三列でき
る。最後の組の豆の数は四粒または
三・二・一粒となるが、この最後の
豆の組が最も重要なサインで、豆が
偶数であれば吉。奇数ならば凶と判
断する。

◉占いの結果が最悪であれば

を表す。マヤの神ククルカン（羽毛
の蛇）のことだろうか？
占いの結果が最悪な場合は、依頼
者が必要と思えば、呪術師に儀式を
お願いし、良い方向へ導かれるよう
祈る。
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テヘラン大学外国語学部講師
イラン文学に見られる倫理観が本来の研究
テーマ。この数年は、聖所信仰に関心をもち、
調査している。

なにか新しいことをはじめるとき、
進路に迷うとき、未来を知りたいと
思うとき。
「人を超えたもの」に答
えを求めようとする行為に洋の東西
はなく、イランでもさまざまな形で
見られる。ここでは、イラン各地に
見られる人を超えたものに触れ、祈
る場である「聖所」に関連した占い
をいくつか紹介してみたい。

◉聖なる場の特別な力

ア派信徒が礼拝に用いる土製の小さ
なブロックで、跪拝の際に額が当た
るように床に置かれる）、小石など
をこすりつけ、指を離してもそれら
が壁から落ちなかったら願い事が叶
う、というもの。各地で見られるこ
の占い、とくに決まった呼び名はな
いらしい。

◉さまざまな願いをこめて
人は結婚し、子どもをもって一人
前、とされるイランでは、結婚して
も子どもが生まれないことは女性に
とって大きな問題である。そこで女
性たちはいつ子どもが授かるかを知
ろうと聖所へ赴き、敷地内の木々に

神聖暦の日のあてはめ方例

「聖所」とはイラン各地に見られ、
人を超えた存在に関連した神聖な場
所であり、そうした存在に対する訴
えかけがおこなわれる場所である。
病気を治してほしい、失せものを見
つけてほしいなどの願掛けの場でも
ある聖所では、占いをおこなう人び
との姿も見られる。
そのひとつが、願い事を思いながら
聖所の壁面にコインやモフル（シー

22

う も と まさひろ

21

羽幹 昌弘

20

ハンモック状に結ばれた布の中に小枝や小石が置かれて
いる。
これが落ちたときに子どもが授かるとされている
（コ
ルデスターン州セイエド･エブラーヒーム廟）

占いをする当日が神聖暦の何の日
にあたるかをまず
調べ、第一列目の
最初の組にその日
をあてはめる。
例えば当日が、
「一の雨」ならば、
右へ順に「二のイ
ヌ」
「三のサル」
とあてはめていき、
図のように、二列
目は右から左に、
三列目は左から右
にすすみ、各列の
端の組にあたった
神聖暦の日の意味を読む。
Ａ→Ｆに向かって順に２６０あう神聖暦のシンボルを当てはめ、それぞれの
列の端の組が示すサインを読む。Ｆが最も重要な役割を担い、その豆の数
で全体的な吉凶を判断する。

この読み方は〈 〉の形となり蛇

追伸
念のため仮のキャプションを入れておきます。（でも、レイアウトには入れないでください。）
スペースを見ることと何の図かわからないとレイアウトできないと思いますので、、、。

の徴候を読みとり、未来を占う。
テーブルに広げた布の上で二六〇
個の豆を左回しにかきまぜながら、
マヤの神々の名を称えチッテー豆の
精霊に正確な占いができるようお願
いし、豆を一掴み握り二つに分ける。
握ったほうの豆を四粒を一組とし、

19

写真家

18

精神世界を知りたいと思っていたが、
なんと、その写真師が呪術師だった。
誕生日の儀式に参加して、興味をい
だいた私は、今後も儀式に参加させ
てくれるようお願いし、マヤの占い
に出合うのである。

17

写 真 展「 大 地 礼 讃 」、「 あ る 古 都 の 一 世 紀 」
、
「 マ リ ア・マ リ ア 」
、
「 神 の 庭 」な ど を 開 催。
二〇一二年一二月二二日、マヤの長期暦が終
わる。次はどのような時代がくるのかに関心
がある。

11

◉神話にもある古来の占い

12

岩窟の壁面での占いの跡。小石やモフルが多数貼りつ
けられている
（ファールス州セイエド･モハンマド廟）

グアテマラの占いには、ツォルキ
ンという神聖暦（一三の数と、雨・
イヌ・サルといった名前のついた二
〇の日を組合せ、二六〇日を一周期
とする暦）に従った出生日によって、
持って生まれた性格と一生の運勢・
宿命を判断するものと、チッテー豆
を使用し、近未来の金運・恋愛運・
家庭運などを占うものがある。
他に水晶占いもある。これは水晶
の割れ目の色を見て、緑色に見えた
時は物事が成就しない、紫色に見え
たならば家・土地・金・仕事が良い
方向に向かう、灰色に見えたら死・
敵と出会うだろう、などと占う。
てほど
私が手解きを受けたチッテー豆占
いは、マヤキチェ族の神話「ポップ・
ウーフ」に記載されている古来のもの
である。この占いは、呪術師によっ
て占い方の違いはあるが、基本的に
は、神聖暦ツォルキンを使用し吉凶

13
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9
14

10
15

チッテー豆占いをしているところ。豆の数、並べ方など、
その方法は占い師によってさまざまだ

納富さまへ
この図にはキャプションが入ります。
そのスペースを空けてレイアウトしてください。
Ｐ７の４色ページの予定です。豆の色は写真をみてつけました。
あと、ドロップシャドウなどは僕が勝手につけているだけですので、
良きように変えてください。
矢印の具合もこれでいいのかどうか全体を見ないとわからないので変えてください。
大豊

岩窟には願い事を叶える力をもつと
される人物の墓とそれを覆うケース
が置かれている。その奥の壁面で占
いがおこなわれていた（セイエド･モ
ハンマド廟）

16

8
7
6
5
4
3
2
1

それは一枚の印刷物がはじまり
だった。ある町で街頭写真師と話し
込んでいた時に渡されたものは、マ
ヤの神聖暦ツォルキンに応じた誕生
日を祝う儀式への招待状だった。
一九八〇年代初頭にカルロス・カ
スタネダ（ニューエイジの人びとに
多大な影響を与えたアメリカの文化
人類学者）の著作に接し、呪術師の

呪術師による水晶占い

