モ
ノ

連れてこられ︑祝福の聖水をうける︒特に一二月

ししたニーニョ像は毎年︑家族とともに教会へと

像を作り上げていくのである︒そうして︑おめか

る︒人びとは聖像を着飾ることで︑
独自のニーニョ

ど新しいアイテムを追加するのが慣例になってい

像の洋服を替え︑靴や帽子︑寝具やおもちゃな

めだけにあるのではない︒毎年︑自分のニーニョ

クスコの人びとにとって︑ニーニョ像は飾るた

聖像のカスタマイズ

らか︑このマヌエリートを所有している人が多い︒

などして売られている︒クスコには特に愛着心か

の帽子をかぶらせたり︑多彩な民族衣装を着せる

ルー︒高地の都市クスコでは︑毎年年末になると

キリスト教徒が国民の大多数を占める南米ペ

クスコのニーニョ像

め直してみたい︒

いられるさまざまなモノと人とのかかわりを見つ

では︑聖像から儀礼の道具まで︑宗教の文脈で用

地域や宗教が異なれば︑どうだろうか︒本特集

備わっているように感じられるものである︒では︑

じる人には単なるモノではなく︑何か特別な力が

くないだろう︒そうした宗教的なモノはそれを信

たたずむお地蔵さんの前で立ち止まる人は少な

を祈願したお守りやお札をもっていたり︑道端に

することがある︒とはいえ︑学業成就や家内安全

﹁日本人は無神論者が多い﹂なんてことばを耳に

宗 教 的 なモノをめぐって

に
さまざまな衣装とスタイルのマヌエリート（2017年）

ゆ り こ

産業化やグローバル化がすすみ、モノがあふれる現代、人とモ
ノのかかわり方は変容しつつある。それは宗教の次元において
も例外ではない。だが、お守りや護符など、人びとの願いが込
められた宗教的なモノは、それを所有したり、使ったりする人
にとって、特別な存在であることには変わりないかもしれない。

民博 人類基礎理論研究部

びとの前に示された日である一月六日の公現 祭

二五日のクリスマスと︑イエスが神の子として人

になった聖像を処理するためのしかるべき手立て

リスト教には︑日本のお焚きあげのように︑不要

れてしまうようなこともあるためだ︒しかし︑キ

では持ち主が他の宗教などに改宗して信仰が失わ

有する人びとのさまざまな思いや願いが込められ

いた︒ひとつひとつのニーニョ像には︑それを所

ムのユニホームに身を包んだニーニョ像が目を引

プ出場を控えた昨年末は︑ペルー・ナショナルチー

別である︒三六年ぶりのサッカー・ワールドカッ

族おそろいの衣装や軍服をまとったりと︑千差万

は︑民族衣装でクスコ風にアレンジされたり︑家

引き取り手を探す人がいるという︑にわかに信じ

そうした捨てられないモノをもって家々をめぐり︑

に安易に捨てることは忌避される︒クスコでは︑

ニョ像は聖なるモノであって︑単なるモノのよう

クスコの人びとにとって神の子の姿をしたニー

の表象媒体にすぎないとされている︒とはいえ︑

が存在しない︒キリスト教では教義上︑聖像は神

い はい

他人から思いがけず聖像を授かったという人に出
クスコでは︑自宅にいくつものニーニョ像をも

の信仰と結びついた宗教的なモノの行く末をめ

をめぐる問題を聞くようになって久しい︒人びと

くわしたことがある︒日本でも仏壇や位牌の処理

つ人も少なくない︒自分で購入した聖像以外に

ぐっては︑やはり一筋縄ではいかないようである︒

ところが︑なかには﹁みなしご﹂のようになる

モノの行く末

返しながら︑その信仰をつなぐモノであったのだ︒

た︒ニーニョ像は家族の成長とともに増減を繰り

けば︑その家にも新しい聖像が迎え入れられてき

世代に引き継がれ︑子どもがあらたな家庭を築

常︑聖像は持ち主が亡くなれば︑兄弟姉妹や子

上の歴史をもつ古い聖像を所有する家もある︒通

受けたものがあるからである︒なかには一世紀以

も︑家族のぶんや親や祖父母など親族から譲り

信仰をつなぐモノ

がたい話も耳にする︒実際︑筆者も調査中に赤の

クスコの中心に位置するアルマス広場で開かれる聖像販売市の様子（2015年）

ているのである︒

た

た人であふれかえる︒そこで見られるニーニョ像

︵ エピファニー︶は︑どの教会もニーニョ像をもっ

アンデス高地の農民の姿に似せてポンチョや毛糸

ニョ像と比べ︑一種独特な風貌である︒店では︑

毛の頭髪が特徴的なマヌエリートは︑通常のニー

人によって独自の製法で作られてきた︒短い巻き

コのニーニョ像﹂ともいわれ︑古くから地元の職

ばれる聖像である︒マヌエリートは︑別名﹁クス

この販売市の最大の目玉が︑マヌエリートとよ

準備に余念がない︒

各家庭ではイエス誕生の瞬間を祝うために︑その

クリスマスはもっとも重要な祝日のひとつであり︑

そろえた店が軒を連ねる︒キリスト教徒にとって︑

生誕の場面を表現した馬小屋模型の飾りなどを

マスの主役となる幼子イエスの聖像や︑イエスの

る︒ここには︑ニーニョの名で親しまれ︑クリス

サントゥランティクイという聖像販売市が開かれ

八木 百合子

や ぎ

を

ニーニョ像も存在する︒子世代に引き取り手がお

2
2018 年 7 月号

3

願
い
らず聖像の世話や継承が困難となる場合や︑最近

教会の祭壇の前に並べられ、聖水を浴びるニーニョ像（2017年）

特
集

こ にし けん ご

金沢星稜大学准教授

らもち寄られた衣服や食器などの生活用品︑茶

小西 賢吾

であるストゥーパであり︑三重塔や五重塔などの
や穀物などの食品︑そして貴金属や現金が納め
びとは空洞にどんどんモノを投入していく︒札束

られる︒僧侶たちが儀礼をおこなうなか︑村の人

在家信徒がそれを建造し︑礼拝の対象とするこ
が舞い︑茶や香がまき散らされる現場は︑異様

チョルテンは﹁供養の対象﹂という意味をもち︑

形で日本にも伝わっている︒

チベットの供 養 塔 チョルテン
チベット高原の道ばたでは︑白くて丸みを帯び
た塔を目にすることが多い︒大人の背丈ほどのも
大きさはさまざまである︒これはチベット語で
とが善行となり︑功徳を積むことになるとされ
な興奮状態になる︒まさに生活の一部を投入する

のから︑三︑四階建てのビルほどあるものまで︑
チョルテンとよばれ︑仏教文化圏において広く見
る︒その一方で︑筆者が調査をしていた村では︑
ことが︑人びととチョルテンの結びつきを強化し︑

く どく

られる仏塔に相当する建造物である︒そのルーツ
チョルテンが﹁村や家族を守ってくれる﹂という

ぶっ しゃ り

じん

ち

伝えてきたことを端的に示している︒

のひとつは︑インド初期仏教で仏舎利を納めた塔
語りを耳にすることが多かった︒チョルテンとい
うモノ自体にそのような力があるのだとすれば︑
それはどこから来たのだろうか︒

ソン パン

チベット高原東端部にあたる中国四川省松潘

モノの集合体
県︑現地語でシャルコクとよばれる地域では︑伝
統宗教ポン教が継承されている︒筆者は二〇〇九
年夏︑幸運にもポン教のチョルテンの建造に立ち
会い︑さまざまなモノが塔のなかに封入される過
程を観察することができた︒
塔の上部には︑かつての高僧の遺骨や衣服の一
部︑そして神がみの像や聖典類といった︑聖なる
とん

モノが詰められる︒また最下部には︑三つの煩悩︑
貪︵ むさぼり︶
・瞋︵ 怒り︶
・癡︵ 無知︶をあらわ
すブタ︑ヘビ︑ニワトリの絵の上に石や刀剣︑古
い銃までもがおかれ︑
﹁煩悩を抑える﹂ことが示
される︒
もっとも興味深いのは中間部であり︑各世帯か

その効力の一端を担うのである︒

同時に︑チョルテンは人びとの﹁今﹂を映し出

れていた︒僧院の高僧の説明によると︑土地神の

ものは︑隣村の土地神が宿る山と相対して建てら

撃を防ぐ効果があるとされる︒筆者が調査した

ンは﹁カヌン︵ 防壁︶
﹂とよばれ︑悪霊や敵の攻

観を反映した建造物である︒村はずれのチョルテ

て集めたモノたちをタイムカプセルのように封入

した背景のなか︑人びとが文字どおり身銭を切っ

結びつけるような宗教実践を模索していた︒こう

僧たちはバラバラになりそうな人びとを教化し

コミュニティのつながりは希薄化しつつある︒高

的に増大した︒その一方で︑村の人口は減少し︑

出稼ぎの増加によって︑人びとの現金収入は飛躍

している︒二一世紀初頭の経済発展と観光地化︑

﹁視線を防ぎ﹂
︑村を守る効果があるのだという︒

することで︑守るべき家族や村のかたちが浮き彫

チョルテンは︑第一には伝統的な宗教観や地理

家族や村を守る

これは︑ポン教が土地固有の神がみとうまくつき

関西 学 院 大 学 専 任 研 究 員

りになったのである︒

ち え

あいながら︑人びとの生活の安寧を目指す教えを

ふくうち

安置される︒寺院や 祭りの場では︑
﹁一点もの﹂

福内 千絵

とに行動を正すよう働きかける効力をもつ︒こう

の壮麗な神像が設えられる︒プージャーでは︑神

印刷された宗教画などが礼拝対象として祭壇に
ヒンドゥー教徒が人口の八割近く︑九億人を超

した﹁宗教的なイメージ﹂のなかでもとりわけヒ

像があたかも客人であるかのように︑丁重にもて

しつら

えるインド︒イスラーム教︑キリスト教︑シク教︑

ンドゥー教の神像は︑礼拝空間に入るとさらに強

もく よく

仏 教 等 々︑多 様 な 宗 教 が 存 在 する国でもある︒

びゃくだんこう

ヒンドゥー教には︑神像に供物を直接ささげ礼

歓待の行為を経てはじめて︑神像に神が来臨す

どが献じられる︒こうした五感を刺激する一連の

花輪がかけられ︑香や燈明︑甘い食物︑讃歌な

さん か

さながら白檀香の粉が施される︒そして聖紐や

せいちゅう

なされる︒神像は沐浴後︑衣を着せられ︑化粧

街角は色鮮やかな神がみ︑聖なるもののイメージ
例えば︑イエス・キリストとヒンドゥー教の象頭

であふれ︑さまざまなメッセージを発している︒

拝するプージャーとよばれる儀礼がある︒日々家

る︒神像が単なるモノではなくなり︑神そのもの

神ガネーシャ︑イスラームのモスクのイメージが
一堂に並んだ広告は︑それぞれの宗教間の友愛を

庭でおこなう簡単なプージャーでは︑金属製やプ

になるのである︒

例えば通りにゴミを落とさないようになど︑人び

うた

謳うものであるが︑同時に人通りの多い路上では︑

ラスチック製などの大量生産された神像をはじめ︑

モノから神へ

大な力をもつようだ︒

ヒンドゥー教の神 とモノ

隣村の土地神に相対するチョルテン（2010年）
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ポン教のチョルテン。先端は三つ叉の矛状（2009年）
チョルテン内部に生活用品を投入する（2009年）

神の力へのアクセス
こうした神の招来先となる神像の顔は︑大抵
真正面を向いており︑なにやら吸い込まれるよう
な目ヂカラを感じさせる︒ヒンドゥー教では︑神
に手を合わせる際︑
﹁神の目を観て︑神からも観
られる﹂という礼拝行為を重要とする︒礼拝者
強大な力にアクセスし︑祝福を受けるのである︒

は神の目ヂカラに接し︑視線交感をとおしてその

こだわりのなさ

きよ

したがって礼拝者は︑神の視線を汚さないよう︑
もく よく

必ず沐浴を済ませた浄らかな状態であることが
求められる︒
ふたたびモノに
プージャーでは︑一連の礼拝行為の終わりに︑
神呪を唱えて神にいとまごいをする︒こうして神
像は︑ふたたびモノとなる︒日々のプージャーで
は神像をめぐって神があらわれては去ってを繰り

金沢大学准教授

返す︒また特別な祭りでは︑最終日に別れの儀

た むら

田村 うらら

トルコの人口の九割以上はム

トルコ人の生活と信仰

トルコのイスラ ーム礼 拝 用 絨 毯
︱
スリムである︒結婚・葬送・割

イスラームは︑他宗教と比べてモノへのこだわ

イスラームとモノ
りの弱い宗教といってよいのではないか︒他宗教

ラームの二大祝祭である断食明

に則っておこなわれるし︑イス

のっと

礼などの人生儀礼はイスラーム

ごうしゃ

の聖像︑豪奢な儀礼用品を見るにつけ︑そう思う︒
﹁この世はかりそめ﹂という来世志向の影響もあ
ろうが︑とりわけ信仰にまつわるモノについては︑

れる︒しかし︑日々の信仰の仕

けの祭りや犠牲祭は盛大に祝わ

いない︒アッラーやムハンマドの姿を描くことも

方にはかなりの幅がある︒一日

偶像崇拝の忌避が強く影響していることは間違
まずなければ︑十字架のようなシンボルさえない︒

五回の礼拝を欠かさず酒を一切
どしたことがないと公言する酒

口にしない人もいれば︑礼拝な

それでも︑信仰にまつわるモノがないわけではな
れた壁掛けなどの﹁クルアーン・グッズ﹂があり︑

おびただ

礼がとりおこなわれ︑モノとなった神像は海や川
に流される︒祭りの後は 夥 しい数の神像が川や
海に流されることになる︒近年では水質汚染対
策の一環で︑各家庭の神像はコミュニティなどの
特設プールに沈めて処理されるようになった︒神
が立ち去った後のモノとはいえ︑たとえ破損した
としても︑決して粗末にできない︒今日のヒン
ドゥー教徒はわたしたちと同様に︑環境への配慮
をしつつ︑聖なるモノをいかに適切に手放すかと
いう切実な課題と向き合っている︒

俗派が多い西部エーゲ海地方である︒それでも︑
どの家にも聞け ば 必 ずセッヂャー デ︵ Seccade
︶
とよばれる礼拝用絨毯があり︑嫁入り道具にも
もれなく含まれていた︒客人の多いトルコ家庭で
は一般的に︑持ち主が礼拝をするかどうかにかか
わらず︑無くてはならないのだ︒客がちょっと礼
内し︑セッヂャーデと数珠を渡すのが︑ホストの

拝をしたいと言えば︑手洗い場と静かな部屋に案
おこなう︒男性も含め︑家で祈る際には静かな部
じゅうたん

拝の前に身を清めているし︑額を地につけたりす

は言う︒でも︑と付言した若い友人がいた︒
﹁礼

んなことはない︑外で地べたででも可能と人びと

では礼拝に際して敷物が必須かと問えば︑そ

たしなみなのである︒

クでおこなうことが多いが︑女性は基本的に家で

ついては︑男性は祝祭日や金曜午後の礼拝をモス

リムの五つの義務︵ 五行︶のひとつである礼拝に

り︑家族でも干渉することを良しとしない︒ムス

仰実践は︑神アッラーと個人のあいだのことであ

のなかでも︑断食をする人としない人がいる︒信

好きもいる︒ともに暮らす家族

い︒クルアーンの章句などがアラビア文字で書か
じゅ ず

また礼拝に用いる敷物と数珠などもある︒ここで
は敷物に焦点を当て︑筆者のフィールドであるト
のぞ

ルコについて覗いてみよう︒

プージャーをおこなった家庭の祭壇（2017年）

屋でメッカの方角に向かい礼拝用絨毯を広げて︑
神と向きあうのだ︒
チープなイスラームの礼拝用絨毯
わたしのおもな調査地は︑トルコのなかでも世
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ガネーシャ生誕祭の特設祭壇でのお参りの様子（2017年）
手織り絨毯の産地、
ムーラ県ミラス地
方のセッヂャーデ。
手織りで方向性が
ある。上方をメッカ
に向けて床に敷き、
礼拝する（2005年）

キリスト教、ヒンドゥー教、イスラーム教の図像を用いた広告（2018年）
イズミル市ブヂャ区内のモスク内部。床一面に敷
かれた絨毯には、メッカの方角に向かって礼拝する
ための1人用の枠がいくつも描かれている（2003年）

るから︑土の上や誰もが靴で歩いた場所では祈り
モスクなどが描かれた薄っぺらな機械織りの絨毯

ねたことがある︒﹁中国製さ！ 安いから﹂と事も

である︒二〇〇六年に首都アンカラの街で︑ムス

なげに答えが返ってきた︒なるほど︑それは聖な

に集中できない︒セッヂャーデがあると集中でき
手織り絨毯の伝統的産地や手織り絨毯市場に
るものでも高価なものでもある必要はない︒先の

リム用商店に入って︑どこで生産されたものか尋

おいては︑セッヂャーデといえば︑礼拝に適した
友人の言のとおり︑ただただ︑神との対峙に集中

る﹂
︒そうそう︑と周りも賛同する︒

サイズで︑メッカに向かって敷く際に方向が明確
できれば良いのである︒いかにもモノにこだわら
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頁下の写真参照︶を指す︒他方︑トルコの一般家庭

になるようなデザインの︑厚手の手織り絨毯︵ 前
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ないイスラームらしいと妙に納得したものである︒

なか がわ
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他にも︑ティッシュペーパーやトニックウォー

爆発させれば︑清めを完了させることもできる︒

その一方で︑中庭でコンデンスミルク缶ひとつを

応の場 所 と 方 法で呪いに 対 峙 することも ある︒

たい じ

や宿泊施設に備えつけられているセッヂャーデは︑

日 用 品 で 呪いを 吹っ飛 ばす

みによってのみ︑呪いを実践する︒その一連の行

︑自分自身の恨
他者を呪うことはできず︵ せず︶

西アフリカのギニア沿岸部にはおもに︑ススと
為は誰にも知られないようにおこなわれるため︑

呪っているのは︑誰？
よばれるエスニックグループが暮らしている︒ス

﹁あいつには呪う力があるらしい⁝⁝﹂
﹁この不調

人びとは誰がコロミヒであるかを知ることはでき

物事がうまくいかない︑体調を崩した︑嫌な予
は︑あの辺りの誰かに呪いをかけられているから

スの人びとにはイスラームが広く信仰されている

感がする︑それらの原因はたいてい呪いであり︑
では⁝⁝﹂などと︑他者との日常的な関係性に

ない︒しかし︑呪いは確実に存在する︒そのため︑

その源は︑他者からの妬みとされる︒そのため︑
恐れや憂いが生じる︒

と同時に︑
﹁呪い﹂が信じられ︑実践されている︒

結婚︑妊娠︑就職︑海外への移住など︑
﹁いいこと﹂
呪いを吹っ飛ばせ
呪う者の所在がはっきりしないためか︑老い

ここでの呪いの文化は︑
﹁コロミヒ﹂が中心と

はすべて秘密裏に進めなければならない︒
なっている︒コロミヒとは︑呪いの力をもってい
も若きも︑人びとは呪いへの抵抗に熱心である︒

いそ

る者を指す︒コロミヒは︑第三者から依頼されて

よ

まず︑呪われないように日々︑魔除けに勤しむ︒
その方法は一般的に︑お守りとなるモノを身につ
体に塗ったり︑羊やヤギなどを供物として捧げ

ささ

け ることにはじ ま り︑薬 草 を 煎 じて 飲 ん だり︑
祈ったりと︑多岐にわたる︒なかでも興味深い
という︑何か

のは︑日用品を使った清めの実践だ︒
ある日︑中庭から突然︑ポン
すす

が爆発したような音が聞こえた︒驚き外に出る
と︑その一帯には何かが飛び散り︑友人の顔は煤
だらけになっていた︒この﹁事件﹂は清めの最中

に起こったのだが︑その方法を聞き︑さらに驚い
た︒よく熱した炭のなかに︑コンデンスミルク缶
を放り込んだのだという︒しかも缶の封を切ら
ないまま︒なぜなら︑炭で缶が熱せられ膨張し
爆発することが肝心で︑それがまさに清めに当
たるからだ︒文字どおり︑呪いや悪いものは吹っ
飛ばされる︒

ターを使った方法がある︒こうした日用品を使っ

関係に常に不安が生じているなか︑身近なモノ

だろう︒しかし︑呪いが横行し︑日常的な人間

た呪いへの抵抗・清めの実践の歴史は確かに浅い
と︑ついついおだやかではないことを︑例えば秘

を用いた︑より手軽な清めの方法が生み出され

わたしたちは︑アフリカの呪いや清めと聞く

呪いとともに生きる

密の場所や動物の皮︑
骨など︑﹁まがまがしいモノ﹂

ることは不思議ではない︒このように呪いへの抵
さにこそ︑呪いとともに生きる姿が見えてくる︒

抗すらブリコラージュで仕上げる器用さと柔軟

を思い浮かべがちではないだろうか︒もちろん︑
ススの人びとにも似たような文化はあり︑占い
はら

や祓いの専門家とされるドゥレを頼り︑それ相

缶を爆発させた後の様子（2014年）
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清めに使うコンデンスミルク缶（2018年）

魔除け用の服は
サイズ展開も豊富
（2018年）

1970年ごろのイズミル郊外の嫁入り道具のなかから、
手刺繍布のセッヂャーデ（2005年）
薬草も魔除けの必須アイテム（2016年）
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