特集

し ろ う

干支は、十干と十二支を組み合わせて六〇年で還暦となる紀年法。十干が徐々に廃
れたのに対し、
十二支は動物が割り当てられているため今でも身近な存在だ。
その寅年にあたる年初の特集として、
トラを取り上げる。現在では生息する地域がご
く限られていながら、
毛皮の美しさや強さ、
勢いの良さなどから多くの地域で様々な
イメージがつくられ表現されるトラ。本号では、
イメージとしてのトラも含め、
様々な
角度からトラを捉える。年末年始恒例の展示イベントもあわせてご覧いただきたい。

先住民族のウデヘやナーナイのあい
だでは、トラは森の動物のなかでも
もっとも畏敬すべき存在だった。
V・K・アルセーニエフの『デル
ス・ウザーラ』
（一九七五年に黒澤
明の監督で映画化された）で、主人
公のデルスがトラを「アンバ」とよ
ぶが、アンバとはウデヘ語やナーナ
イ語で極度に畏怖すべきものを意味
する。そして、そのようなトラに銃
を向けることは絶対的なタブーだっ
た。映画ではデルスが一度それを破
り、以後精神的に追い詰められてい
く姿が描かれている。
トラは、猟師たちにとっては猟運
をもたらす動物でもある。ウデヘの
民話には、クマに組み伏せられてい
たトラを助けた猟師がその後急に猟
運に恵まれるようになったという話
がある。私たちの調査に協力してく
れた村一番の腕をもつといわれたウ
デヘの老猟師も同様の経験をした。
彼はあるとき、トラと至近距離で
出会ってしまった。そのときの恐怖
はたとえようもなかったというが、
トラは静かに引き下がってくれたと
いう。しかし、その後彼には猟運が
ついてきた。トラと出会った場所で
何度かシカを仕留めることができた
のである。トラは恐ろしい存在だが、
人びとはそのような動物に敬意を払
い、その領域を侵さないようにしつ
つ、共存してきたのである。

二〇世紀の一〇〇年はアムールト
ラにとっては受難の時代だった。森
林開発によって生息域は狭められ、
餌となるシカ類も減少した。さらに、
薬とされる骨や内臓、あるいは美し
い毛皮をねらう人間たちによって
さつりく
殺戮され、トラは急速に数を減らし、
絶滅の危機に陥った。
ことに、ソ連崩壊直後の経済混乱
のなかで密猟が横行した。そのため
に人との関係も悪化し、一九九〇年
代にはトラが幹線道路沿いや集落近
くにまで出没し、家畜だけでなく、
人までが襲われるような事件がしば
しば聞かれた。
二〇世紀末以来の保護政策によっ
てようやく数に回復傾向が見られる
ようになり、現在四五〇～五〇〇頭
ほどが極東ロシアの森に生息すると
いわれる。しかし、
なお木材資源開発
とトラの保護との両立は多くの問題
を抱えている。アムールトラにはま
だまだ困難な時代が続きそうである。

絶滅の危機から保護へ

十二支、寅の土鈴（日本 大阪）

トラ

き

北の森の王者

さ

アムールトラ
さ

民博 研究戦略センター

佐々木 史郎
ロシア極東地域とシベリアをフィールドにし
て、先住民族の近現代史を主な研究テーマに
している。近年は森林開発と先住民の伝統文
化振興活動との関係に関心をもっている。

アムールトラ（シベリアトラとも
よばれる）はその大きさといい、風
格といい、まさに北の森の王者であ
る。体格はトラの仲間のなかでも最
大級で、オスは平均でも体長が一九
〇～二二〇センチメートル、体重は
一八〇～二七五キログラムにもなる。
ノロジカ、ジャコウジカのほか、大
型のアカシカやイノシシを餌とする。
茂みに身を潜ませながら獲物に接近
し、一気に飛びかかって仕留める。
そのときの跳躍は高さ五メートル、
距離一〇メートルに達する。

虎の張子
（日本 岡山）

アムールトラは二〇世紀初めまで
は極東ロシア南部から中国東北地方、
朝鮮半島に広く
分布していた。
そしてその地域
では森の王者、
あるいは特別に
神聖な動物とし
て崇敬された。
たとえば、現在
のロシア沿海地
方とハバロフス
ク地方に暮らす

神聖な森の王者

アムールトラ
〈提供・札幌市円山動物園〉
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虎とコブラの格闘の人形（インド）

月刊


上の７点は民博が収蔵する資料。
うち数点は年末年始展示イベント
「とら」にも出演中です。

寅の絵馬（日本 青森）
大トラにのる猿の兵の影絵人形（カンボジア）
子どものトラの足跡。幼獣でも足跡はゆうに20センチメート
ルを超える
〈2003年ロシア連邦沿海地方ビキン川流域〉

精霊像
（ミャンマー）
トラの姿をした精霊
（セウェン）
「ムハ」
（個人蔵）。
胃痛、腹痛時
にこの精霊の像に供物を捧げて祈る。
ナーナイのあいだでは腹痛、
胃痛はこの精霊の尾
の先の球が胃壁にぶつかることで起こると信じら
れていた

煙草を吸う虎の絵画（韓国）

シンガポールの
三つのタイガー
島内各所で盛んに飲まれている。歴
史は古く、一九三〇年代から販売さ
れ続けている。
イギリスの作家アンソニー・バー
ジェスは、タイガービールの広告文
句「タイム・フォー・タイガー」を
使って、小説『タイム・フォー・
ア・タイガー』を書いている。バー
ジェスは英領マラヤで仕事をしてい
たことがあり、この体験に基づいて
マレー半島を舞台にした作品をいく
つか書いた。

タイガーバーム・ガーデン
タイガーといえば、かつてシンガ
ポールには、タイガーバーム・ガー
デンというテーマパークがあった。
現在はハウ・パー・ヴィラ（虎豹別
墅）と名前が変わっているが、日本
人には旧称のタイガーバーム・ガー
デンのほうが馴染み深い。タイガー
バームは、虎標万金油という軟膏の

英語名で、むかし私もひとつ買って
使ってみたことがある。傷口に塗る
とずいぶん治りが速かった。
この軟膏で大もうけした胡文虎
（一八八二～一九五四）と胡文豹
（一八八四～一九四四）の兄弟が、
まず香港にタイガーバーム・ガーデ
ンを開設、次いで一九三七（昭和一
二）年にシンガポールにもオープン
させた。香港のほうはすでに閉園さ
れてしまったので、現在はシンガ
ポールにだけ残っている。
ハウ・パー・ヴィラを訪れた日本
人の口からは、キッチュ、グロテス
ク、けばけばしい、といった日本語
が自然と出てくるだろう。安っぽい
作りの人形に、派手な原色のペンキ
が塗られ、作りは大雑把だ。さらに
おもしろいのは、彫刻が中国の道徳
や歴史を安直に訴えかけていること
だろう。なにか悪い夢でも見たよう
な気持ちにさせられる。

にプロレス界の頂点に立つのかとい
うラスト、とつぜん姿を消してしま
う。トラはミステリアスでもある。

凶暴なトラ

虎に襲われた
弥次さん喜多さん
さて、シンガポール第三の虎は、
近代日本文学のなかにある。明治の
初めの戯作に、仮名垣魯文の『西洋
道中膝栗毛』という本がある。
『東
海道中膝栗毛』でお馴染みの弥次さ
ん喜多さんの孫が、西洋見物のため
に欧州航路を旅してゆく滑稽なお話
だ。ただし、江戸っ子の弥次喜多両
人は英語ができないので、通訳の通
次郎という第三の人物が登場する。
弥次さん喜多さんは、困ったこと
にシンガポールでスイカ泥棒を働く。
すぐに捕まって杭に縛りあげられた
二人の前に、
突然虎が現れた。
絶体絶
命に陥り気を失うが、目を覚まして
みると、虎だと思ったのは船員のモ
テルさんだったという笑い話である。
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にしはら だいすけ

広島大学大学院 准教授

お

〈Photo by Eugene Tang/Singaporesights.com〉

拷問で人びとを凍りつかせていたベ
トナム戦争期、アルプス山中の「虎
の穴」では、地獄のスパルタ訓練が、
続けられていたはずだ。しかし、タ
イガーマスクが現実のリングに登場
した一九八〇年代、トラは絶滅の危
機に追いこまれ、威光を失いつつ
あった。
二一世紀、四代
目タイガーマスク
は、
「黄色い悪魔」
に戻った。だが、
トラの冷酷非道は、
もはやレトロなイ
メージ。虎の檻も、
ベトナムの史跡認
定を受けた。アメ
リカでは、虎の穴
と対極的な「みな
しごランド」とコ
ンセプトが近い
「ネバーランド」
さえ、主を失った。
アニメ、マンガ大
国日本の「とらのあな」には、萌え
るアイテムが勢ぞろい。
それでも、黒タイの村まではるば
る来ると、かろうじて、まだトラの
威だけは借りられている。生意気な
ブタに業を煮やして、村人が罵る。
「トラに食われちまえ！」
なら、私も。
「やっちまえ、タイ
ガー！」

スイカ泥棒をして捕まる弥次さん喜多さん
〈出典・興津要 編
『明治文学全集１ 明治開化期文学集（１）』筑摩書房〉

西原 大輔

さ

ハウ・パー・ヴィラ、
旧称タイガーバーム・ガーデン

私の思い込みかもしれないが、古
来、東洋の物語は、トラの凶暴さを
ことさら強調してきた。もちろん、
住民たちの恐れ
ようといったら
なかったが、美
しいから皮を
ひっぱがすので
は、悪 党 に な り
さ が る。例 外 な
く勇者は、トラ
が悪いから退治
した。
ベトナムの山
間盆地に住む黒
タイには、戦を
意味するソッ
ク・スアという
熟 語 が あ る。
ソックだけでも戦、スアはトラのこ
とである。おびただしい血と生肉の
においにひきつけられたトラもまた、
戦場を荒らすからである。敵は、人
間だけでなかったのだ。

やっちまえ！ タイガー
おもいおこせば、南シナ海孤島の
政治囚収容所「虎の檻」が、非情な

森の国ラオスのフアパン県では、
自然保護をよびかける看板にトラが描
かれている

比較文学者。日本人文学者や画家らが、シン
ガポールをどのように描いてきたのかを研究
し て い る。 二 〇 〇 〇 年 よ り 季 刊 誌『 シ ン ガ
ポール』に連載中。

シンガポールのマーライオンは、
上半身がライオン
（獅子）
、下半身が
魚になっている。この国の名前が、
サンスクリット語の「ライオンの
島」に由来するからだ。一方シンガ
ポールは、虎ともゆかりがある。タ
イガービール、タイガーバーム・
ガーデン、西洋道中膝栗毛の三種類
のタイガーを紹介しよう。

タイガービール
シンガポールの第一の虎は、タイ
ガービールである。アンカービール
と並び、この国を代表する銘柄で、

ま

佐山サトルが扮するタイガーマス
クは、フェアなファイトが売りの
ヒーローだった。いっぽう、原作の
漫画のほうでは、最初、極悪覆面レ
スラーの養成所「虎の穴」で過酷な
訓練を受けた、ヒール（悪玉）のな
かのヒール。
「黄色い悪魔」とさえ
よばれた。そういうタイガーマスク
が、正義に目覚め、
「みなしごラン
ド」を富士山麓に作るため、虎の穴
に反逆し、フェアな生きざま、フェ
アなプロレスに命をかける。む
ろん、フェアがトラのイメージ
ではない。真のプロレスでもな
い。プロレスに、スポーツマン
シップは当てはまらないのだ。
心・ 技・ 体 で は な く、 力
（体）・技・反則をそなえてこそ、
至高のレスラーだ。タイガーマ
スクは、虎の穴との死闘を通じ
て、力強く気高い美しさ、残忍
などう猛さをまとった「本物の
トラ」になった。しかし、つい

力、技、反則のスポーツ

れまでにないスピードに大興奮させ
られた私などは「さすが四次元！」
と、意味もよくわからないまま、む
やみに納得させられたものだった。

「虎の穴」をぬけでて
かしなが

樫永 真佐夫
民博 民族社会研究部
ベトナム西北部の黒タイを対象に、民族学的
な調査をしてきた。研究の基本は、じっくり
参与、観察し、書くことだと、自省する今日
このごろ。ボクシング愛好家でもある。

タイガービール。氷を
入れて飲む人が多い
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新日本プロレスのタイガーマスク
の登場は、鮮烈だった。
四次元殺法とはよくも名付けたも
のである。リングは、もはやレス
ラーたちを閉じ込める、ただの四角
いジャングルではなかった。タイ
ガーマスクがあらわれると、ロープ
も、ポールも、相手レスラーの肉体
さえもが、めくるめく大胆な空中技
を繰り出すための道具と化した。そ

『タイガーマスク』©梶原一騎・辻なおき／講談社（３巻、P362）

よ し ほ

中米のトラ
や す ぎ

はトラダンスといわれている。

地下世界と王の権威を象徴
トマトとかチレなど、スペイン人
が初めて目にしたものの多くは、ア
ステカ文明の言語であるナワトル語
から借用されたが、ジャガーはオセ
ロトルという。ところがスペイン人
によりティグレとよばれたため、オ
セロトルはジャガーの語源とはなら
ず、オセロットの語源となった。オ

セロットもネコ科であるが、オセ
ロット属で、大きさはジャガーの半
分くらいで、体重は七分の一くらい
しかない。ちなみにジャガーという
語は南米のトゥピ＝グアラニー語が
語源である。
ジャガーは、なんと
いっても中米最大の猛
獣で、強い。だから王
権に関係した。マヤの
王様の名前に取り入れ
られたり、ジャガーの
皮をかけた玉座や王を
守るためのジャガーが
石碑などに描かれてい
る。ジャガーは夜行性
で、水辺を好むため、
水底にあるという冥界
の象徴ともなっている。
スイレンを飾りネッカ
チーフをつけたジャ
ガーは、首切りや腹裂
きなどの犠牲儀式の執行者として出
てくる。図像学的には、太陽、夜、
星、雷、雨、水、洞窟、冥界、死、
再生などと関係し、地下世界の恐ろ
しき存在と権威を象徴する動物と
なっている。

ジャガーの日に生まれた人
中米には、一三の数字と二〇の日
を組み合わせた二六〇日暦がある。
二〇の日の一つにオセロトルがある。

リニューアル甲子園球場
― トラ年を迎えて

にも巨大な虎がふたつ。この像はタ
イガースの選手がホームランを打つ
と虎の目が緑色に光るなど、甲子園
より一層虎の威力を誇示しているよ
うにみえる。Ｄ・タイガースは〇六
年にワイルドカードからリーグ優勝
を果たしたが、低迷期間が長いのも
特徴で、久しぶりの優勝に町ぐるみ
で熱狂するところなど、どこか阪神
タイガースファンと似ている。デト
ロイトは世界不況もあって自動車
メーカービッグ３の経営難と連動す
るかのように都市人口の減少が続い
ている。Ｄ・タイガースの躍進で活
気を取り戻したいところだろう。

マヤではイシュの日に当たる。中
米には生まれた日によってその人
の性格や将来を占う習慣があった。
ち ょ う ど 寅 年 の 人 が、 ト ラ を イ
メージしたような積極果敢で強引
な性格が付与されるように、その
日に生まれた男性は、勇気があっ
て、恐れを知らず、気前が良くて、
威厳があるといったプラスの面と
ともに、傲慢でうぬぼれが強く、
戦い好きといった負の面をもつ。
いっぽう女性は、独立心が強く、
寛大である半面、傲慢で人をばか
にするといった性格が付与されて
いる。
私も馬齢を重ね還暦となった。
ジャガーはシャーマンの変身とも
いうが、新しい人格に変身できる
としたら、強くて人を守るプラス
の面をもったトラとなりたいもの
である。

メキシコのショチストラワカ村のトラダンス
（ビデオテークより）

阪神タイガースは球団結成時の一
九三五年頃、阪神工業地帯が日本最
大の工業生産を誇っていたから、ア
メリカ重工業の核心、自動車の町デ
トロイトに本拠地をおくチームの名
をつけたといわれている。
阪神タイガースの本拠地甲子園球
場は、日本最古（一九二四年）の大
型スタジアムで、今年完成する大改
修工事の軸になったのは、安全性と
快適性の向上、そして歴史と伝統の
継承である。
「トラ」年にちなんで
阪神タイガースの奮闘あってこそ、
都市や地域の活性化に結びつくのだ。
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八杉 佳穂
民博 民族文化研究部
昨春に催された特別展「千家十職×みんぱく
──茶の湯のものづくりと世界のわざ」に三
年をかけた。横道にそれたが、今はマヤの研
究に戻っている。

新大陸にはトラはいないが、トラ
によく似たジャガーがいる。とはい
え、トラは縞模様であるのに対し、
ジャガーは梅花紋で中に黒点がある
ところが違う。伝説によると、梅花
紋は太陽になろうとして自ら火に身
を投じたことによってできたものと
いう。しかしどちらもネコ科のヒョ
ウ属である。だから、新大陸にやっ
てきたスペイン人が、旧大陸にいな
かったジャガーを見て、トラといっ
たのも当然のことと頷ける。
トラはスペイン語でティグレとい
う。英語のタイガーと同じ語源であ
る。一六世紀以降作られてきた中米
のいろいろな現地語の辞書で、ジャ
ガーにあたる語を引くと、いずれも
ティグレと訳がついている。すなわ
ちトラである。だからジャガーの仮
面はトラ仮面と称され、トラ仮面を
つけて現在でも演じられている踊り

日米ふたつのタイガース
すぎもと ひさつぐ

杉本 尚次
民博 名誉教授、
総合研究大学院大学 名誉教授

虎のマークいりのＴシャツ、虎のぬ
いぐるみも売っているし、虎印のつ
いた鉛筆でスコアカードをつけてい
ると、まるで甲子園球場にいるよう
な気分になったことを思い出す。現
在は都心再開発地に竣工（二〇〇〇
年）したコメリカ・パークに移って
いる。古きよき時代をとりいれた新
古典様式の新球場にも、いたるとこ
ろに虎の像があり、スコアボード上
名物風船あげ
（2005年6月25日、巨人－阪神戦）

大阪市立大学大学院修了、文学博士。国立民
族学博物館教授、関西学院大学教授を経て現
在、民博・総研大名誉教授。文化財の保存・
再生・活用と日米野球比較文化論。

デトロイト・タイガースは、一九
世紀末からある古い球団だが、一八
九五年監督になったＧ・スターリン
グが、黒と黄色かかった茶色のタテ
縞のストッキングを採用した。これ
が虎の縞模様に似ていると若い記者
らが指摘し、まもなく球団のニック
ネームになってしまった。私は一九
八六年に初めてＭＬＢ観戦をしたの
がタイガー・スタジアムであった。

本家デトロイト・タイガース

などが背景にあるからだろうか。
ここでは、阪神タイガースと、そ
のチーム名の本家といえるＭＬＢの
デトロイト・タイガースをとりあげ
てみよう。

目が緑色に光るコメリカパークのトラ
〈提供・ミシガンカフェ〉
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スポーツチームとしての
タイガース
「トラ」といえば「阪神タイガー
ス」は見逃せない。ここ二年は不振
だったから、干支「寅」に合わせて
大奮起を願いたいところだ。
野球では、メジャーリーグ・ベー
スボール
（ＭＬＢ）
のデトロイト・タ
イガースをはじめ、韓国プロ野球の
起亜タイガース、中国の北京猛虎、
台湾の三商タイガース。最近のＭＬ
Ｂ多国籍野球時代を担う中南米のド
ミニカ、ベネズエラ、キューバ、メキ
シコの野球チーム名にもタイガース
を冠したものがみられる。野球以外
でも、イングランドのプロラグビー
チームのレスター・タイガース、オー
ストラリアのプロバスケットボール
のメルボルン・タイガース等々、さ
らにアメリカの大学スポーツチーム
まで含めると、タイガースは大人気
だ。虎の力強さ、迫力、神秘的な力

甲子園球場売店のトラ
〈撮影・久保正敏〉

メキシコ ゲレロ州の
トラ仮面（アメリカ展示）

