
ラテンアメリカ・カリブ研究 第 9号: 65–78頁. c©2002

〔研究ノート〕

マヤ文明の精神文化解明に向けての一考察
―文書史料・考古資料・民族誌による総合分析の有用性―1

多々良　穣 (Y T)

東北学院榴ケ岡高等学校教諭

はじめに

古代マヤの精神文化そしてその思想について

は、これまで多く概説書が出版されてきた。そ

れらは全体としてよくまとめられてはいるが、

全時代を通じて全地域に同じ宗教的要素や儀礼

的要素を持ったように誤解を招くものも存在す

る。マヤ文明はそれぞれの都市が勃興したので

あり、時代によってそれぞれの都市あるいは地

域が、それぞれの精神文化を持っていた可能性

が高い。もちろん従来の研究で明らかになって

いるように、とうもろこしを主とした農耕、ピ

ラミッド建造物、記念碑の建立、暦、マヤ文字を

はじめとするマヤ文明全体の共通要素があった

ことも事実である。そして広くメソアメリカと

いうフィールドで考えても、その他天文学や美

術様式、球技、宗教体系など多くの共通した文

化要素は認められる。しかし、安易にこれらの

文化要素をマヤ文明全体に当てはめて考えるこ

とは危険である。このような視点は、約 40年

前までマヤ文明が旧モデルによって一律に静態

的に捉えられていたことと関連があると思われ

る。これまで蓄積されたデータをもとにして、

1小論は、日本学術振興会の平成 13年度科学研究費補助
金（奨励研究 (B)：課題番号 13904005）による研究成果の
一部である。

近年新モデルによってマヤ文明が動態的に捉え

られるようになってきており2、このような新し

い学問的視点と同様に、マヤ文明を各時代・各

地域ごとに正確に復元していく必要がある。特

に精神文化に関しては、宗教的要素が古代の生

活の中で重要な位置を占めており、暦との関連

で神を崇めるために自己犠牲や人身供犠などの

儀礼が、マヤ文明で一様に行われていたとされ

ている。しかしマヤ文明圏には低地と高地そし

て周縁部があり、すべてのマヤ地域そして先古

典期から後古典期を通じて、必ずしも同じ宗教

や儀礼が行われていたとは言えないのである。

古代マヤにおける精神文化をより正確に復元す

るためには、これまでの研究で利用されてきた

情報源の再検証が不可欠である。

では従来の精神文化に関する研究において、

どのような情報源を用い、どのような方法によっ

て古代マヤの儀礼や思想概念が追究されてきた

のだろうか。その情報源は、文書史料、図像学、

2Sabloff, Jeremy A.,The New Archaeology and the An-
cient Maya.New York：W. H. Freeman, 1994.〔『新しい考
古学と古代マヤ文明』（青山和夫訳）新評論、1998年〕な
お、このような学問的流れについては以下の拙稿にまとめ
てあるので参照されたい。多々良穣「第五の古代文明―古
代アメリカに栄えたマヤ文明―」『歴史と地理』第 544号、
山川出版社、2001年、16-26頁。



66 多々良

そして現代民族誌などが中心だったと言える3。

その中でも、特にマヤ人やスペイン人が記した

文書史料、そして絵文書（コデックス codex）が

古代マヤにおける精神文化の解明に果たしてき

た役割は大きい。小論では、文書史料を中心と

して、どのような点に留意すれば精神文化の解

明に有用であるかを再検討するとともに、従来

の研究に認められる方法論的な問題点を指摘す

る。また考古資料や現代民族誌にも着目し、こ

れらのデータによって文書史料の記述内容を裏

づけることにより、複眼的観点から古代マヤに

おける儀礼などの精神文化像に迫ってみたい。

また、その中で特に儀礼に重要な役割を果たし

たとされている洞窟についても、若干の考察を

試みたい。

1．文書史料と問題点

(1)主な文書史料

これまで古代マヤ文明の精神文化を解明する

情報源となってきた文書史料は、スペイン人に

よるものと古代マヤ人によるものに大別でき、

後者はさらにスペイン人の征服以前と征服以後

に分けることができる。スペイン人によるマヤ

関連の史料には、『ユカタンの歴史』、『ユカタ

ン報告書』などがあるが、やはり特筆されるの

がフランシスコ修道士であったディエゴ・デ・

ランダによる『ユカタン事物記』であろう。現

段階では、この文書が 16世紀における唯一の

マヤ民族誌である。書かれている内容には、ユ

カタン原住民の風貌、習慣や風習、遺跡の紹介、

3Thompson, J. Eric,Maya History and Religion.Univer-
sity of Oklahoma Press, Norman, 1970, pp.159-161.マヤ文
明の宗教研究の第一人者であるトンプソンによれば、マヤ
低地の宗教は、考古学的な記念碑と壁画、絵文書、植民地
時代のユカテク・マヤ人による文書、植民地時代初期のス
ペイン人による書物、マヤ低地と高地における現代民族学
調査、そしてマヤ人ではない周辺諸民族の宗教行為および
信仰のデータが六つの情報源にあげられている。

政治・神官などの社会的要素、生物を含めた自

然環境などがあり、人身供犠や埋葬などの精神

文化の解明につながる記述も多い。

スペイン人征服後の古代マヤ人による史料に

は、マヤのキチェ族の叙事詩である『ポポル・

ヴフ』や『チラム・バラムの書』、『バカブの儀

式』などが知られている。『ポポル・ヴフ』は

原初の世界の創造、双子の活躍と人類・とうも

ろこしの起源、そして王の事蹟を中心としたキ

チェ族の歴史伝承という三つのテーマで構成さ

れている。『チラム・バラムの書』は「予言者の

書」とも言われ、ユカテク・マヤ人の歴史をは

じめ、伝説、予言、占い、暦、天文学、儀礼、薬

に関する情報などが記されており、世界の創造

と滅亡、再生の物語も含めた叙事詩的性格の書

物である。『バカブの儀式』にはバカブという

神の記述が多く、シャーマンが病気を治すため

に唱えたと考えられるまじないの言葉、そして

儀礼で使用された薬物、そして儀式そのものに

関して記されている。

スペイン人征服以前の古代マヤ人による史料

とは、『ドレスデン絵文書』、『パリ絵文書』、『マ

ドリード絵文書』、そして『グロリア絵文書』の

いわゆるマヤ絵文書である。暦や予言、マヤの

神々、儀礼などが描かれており、これまで多く

の研究で古代マヤにおける宗教を知るための手

がかりとされてきた。

スペイン人宣教師たちにとって、古代マヤ人

の宗教は野蛮な邪教でしかなかった。そこで、

侵入時に残存していたかなり多くの絵文書を焼

却した。だが皮肉なことに、その宣教師たちに

よって遺された記録文書が、当時の文化要素を

復元するための重要な情報源になったわけであ

る。では、文書史料を情報源として利用する際、

どのような点に留意すべきなのだろうか。
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(2)文書史料が記録された地域と時期

先述したように、これまで知られてきた精神

文化的要素は「全時代を通じてのマヤ地域全体

のもの」というように捉えられがちである。だ

が、従来の古代マヤにおける精神文化的要素の

根拠となっている文書史料である『ユカタンの

歴史』、『ユカタン報告書』、『ユカタン事物記』、

『チラム・バラムの書』、『バカブの儀礼』は、厳

密には地域を特定できないものもあるが、概し

てユカタン地方の内容のものである。また絵文

書についても、『ドレスデン絵文書』が描かれた

地域は、文字の種類からユカタン半島のチチェ

ン・イツァが起源だとする説がある4。また『マ

ドリード絵文書』には、よく現れる神の種類な

どからユカタン半島西部が起源だとする説があ

り5、『グロリア絵文書』については、マヤ的要

素と非マヤ的要素が混在しており、後古典期に

トルテカ・マヤの芸術家によって製作されたと

考えられている6。したがって、絵文書も概し

てユカタン半島に属する内容のものであるとす

る説が有力である。先に触れたものでは『ポポ

ル・ヴフ』だけがユカタン地域の記述でなく、

マヤ高地に伝承した内容を叙事詩にしたもので

ある。したがって、「マヤ全体の精神文化」と

いう印象が先行するが、実はほとんどが「ユカ

タンにおけるマヤ」の宗教的叙述ということに

なる。

次に時期に関して見てみよう。『ドレスデン

絵文書』が描かれたのは、図像分析の立場から

後古典期後期とする説などがある7。『パリ絵文

4Coe, Michael D.,The Maya Scribes and his World.The
Grolier Club, New York, 1973.

5Thompson, J. Eric S.,Un Comentario al Códice de
Dresde.Fondo de Cultura Económica, Ḿexico, D.F., 1988,
pp.42-43.

6 Ibid., p.43.
7Taube, Karl A.,The Major Gods of Ancient Yucatan.

Studies in Pre-columbian Art and Archaeology, No.32,
Dumbarton Oaks, Washington D.C., 1992, p.151.

書』は、ランダ司教による民族誌的資料やマヤ

パンにおける石碑などの芸術様式から判断して、

マヤパンが崩壊する直前の 15世紀中ごろに作

られたという説がある8。『マドリード絵文書』

もやはり先スペイン期の末期、すなわち後古典

期後期に作られた可能性があるという9。『グロ

リア絵文書』はその真偽について異論があった

が、現在では基本的に先スペイン期に描かれた

ものとして受け入れられている10。つまり、こ

こでいう絵文書はすべてが後古典期の社会につ

いて記録されたものと考えてよい。また、スペ

イン人が記した文書の中で最も古い『ユカタン

事物記』でさえ 16世紀後半に記されたもので

ある。したがって、これらの文書史料や絵文書

によって復元される宗教的精神文化は、「全時代

の古代マヤ」のものではなく「後古典期におけ

るマヤ」のものであるという捉え方が妥当であ

る。なお先述したように、『ポポル・ヴフ』に記

されている内容に関しては、その内容に類似す

る図像が古典期の多彩色土器や洞窟の壁画に認

められるという理由から、古典期の要素も含ま

れているという説がある11。小論ではその説の

信頼性について言及する余裕はないが、その説

が正しいか否かに関わらず、後古典期の内容を

含んでいることに変わりはない。したがって、

少なくとも絵文書を含めた文書史料を情報源と

して導き出される精神文化的要素は、「全時代

を通じてのマヤ地域全体」のものではなく「後

古典期におけるユカタン地域」のものとして捉

えるのが妥当であり、時期や地域が限定される

ことに注意すべきである。

8 Ibid., pp.2-3.
9Love, Bruce,The Paris Codex: Handbook for a Maya

Priest.University of Texas Press, Austin, 1994, pp.8-13.
10Lee, Thomas A.,Los Códices Mayas. Universidad

Autónoma de Chiapas, San Cristobal de las Casas, 1985,
p.81.

11Taube,op. cit., p.4.
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(3)文書史料におけるバイアス

次に、文書史料にはどのようなバイアスがか

かり、事実としてそのまま受け入れるのに問題

が生じる可能性について考えたい。絵文書に関

しては、どのようなバイアスがどの程度かかっ

ているか論じることはほぼ不可能に近いのでこ

こでは論じない。問題にするのは、スペイン人

が侵入した後に遺されたキリスト教宣教師によ

る記録文書である。小論で指摘するバイアスと

は、意図せずに生じたバイアスと意図的に表さ

れたバイアスの二点である。

まず意図せずに生じたバイアスとは、キリス

ト教が浸透した西欧的な発想から物事を見るこ

とによって生じたバイアスのことである。例え

ば『ユカタン事物記』において、次のような記

述がある。

ユカタンの古老たちが彼らの先人から聞いた

ところによれば、この地方には東方から来た

人たちが初めて住みつき、神は彼らのために

12の道を海に開かれたということである。こ

れが事実だとすれば、インディアスの人々は

すべてユダヤ人の後裔であり、彼らは、マガ

リャネス海峡を通って今日エスパニャが統治

している 2000レグア以上にわたる全地域に

広がっていったものといわねばならない12。

これは、スペイン人が侵入した直後に原住民

の起源はユダヤ人であるという俗説が広まって

いたことを示している13。ただしこのことは、

意図的にそのような俗説を広めようとしたので

はなく、『旧約聖書』の影響から自然にそのよう

な見方が普及したと考えられる。

12ディエゴ・デ・ランダ『ユカタン事物記』大航海時代
叢書第 II 期 13（林屋永吉訳）、岩波書店、1982年、259頁。

13アロンソ・デ・ソリタ『ヌエバ・エスパニャ報告書』大
航海時代叢書第 II 期 13（小池佑二訳）、岩波書店、1982年、
43頁。

また『チラム・バラムの書』にも、キリスト

教と原住民の思想が混同している箇所が多く含

まれている。次の記述を見てみよう。

天の主である真実の神の娘、王女であり、奇

蹟の処女である、やんごとなき娘が天降った

のは、チャクの神々がやってきた地、イサマ

ル・エマル・チャクの町から人影が消えた後

であった14。

＜主は、汝とともにおられる＞は、天も地も

なかったときに歌われた彼らの歌の最後の言

葉であった15。

ここで示した前者には聖母マリアの要素が、

後者には司祭が「主の祈り」で神に捧げる言葉

の要素がそれぞれ認められる。このことは、明

らかにキリスト教的要素が『チラム・バラムの

書』に入っていることを示唆している。またこ

こにあげていない文章では、天地創造の箇所に

古代マヤ信仰と『旧約聖書』の「創世記」が入

り混じったと思われる表現が見られる。その他

にも、マヤ語・ラテン語・スペイン語が混在し

て意味をなさない文章が多く見られるなど、キ

リスト教と原住民の思想が混同していることが

指摘できる。

次に、宣教師が意図的に記述内容に手を加え

たバイアスについて見てみよう。キリスト教布

教を正当化するために、自分たちが布教したこ

とが原住民によい影響を与えたような記述や、

布教をさらに強固なものにするために、いかに

ユカタンにおける古代マヤの信仰が野蛮である

かを強調した可能性がある。やはり『ユカタン

14ル・クルジオ原訳『マヤ神話　―チラム・バラムの予
言―』（望月芳郎訳）、新潮社、1981年、52頁。

15ル・クルジオ、前掲書 62頁。
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事物記』には、次のような表現がある。

この不幸な一行は邪悪な首長の手に落ち、バ

ルディビア他四名が偶像に献げる生贄とされ

てしまった16。

トゥトゥシウの治めていた地方のマニの山間

に住んでいた、その名をアフカンバルという

インディオは、悪魔のお告げを民に伝える役

職、すなわちチランの職にあった…17。

ここで出てくる「邪悪な」や「悪魔」という

表現には、原住民の宗教を悪く評価している立

場を端的に示しており、原住民の宗教をやめさ

せなければならないという意図が明らかに入っ

ている。

また次の記述は、キリスト教や宣教師たちを

受け入れる原住民について表したものである。

…インディオたちが修道士たちに対し好意を

抱く原因となっていった。彼らは修道士たち

が自分たちのために利害を無視して努力して

くれ、その結果自由が与えられていることを

見るに及んで、何事についても修道院に報告

し、その助言を求めるようになった18。

中には、悪魔にだまされた悲しみのあまりに

自ら首をくくったものもあったが、ほとんど

すべての者は非常に後悔し、よきキリスト教

徒になろうとする意志を明らかにしたのであ

る19。

ここで記されている「好意」や「後悔」とい

う表現は、明らかに自己弁護ととれるものであ

る。これらの表現は原住民の内面をとりあげた

ものであるから、キリスト教がよきものであり

16ランダ、前掲書 248頁。
17ランダ、前掲書 283頁。
18ランダ、前掲書 307頁。
19ランダ、前掲書 310頁。

宣教師がよき働きを行っているというランダの

主観が入っていると判断できる。

以上のように、スペイン人によって遺された

記録文書には、著者の主観が含まれている部分

や誇張表現されている部分が認められる。また

その他の問題点として、情報提供した原住民か

ら得た情報そのものが、文書を遺した報告者の

意図とは別にすでに情報操作されていた可能性

も指摘されている20。よって、すべての記述内

容をユカタンに伝わっていたマヤ文明の文化要

素として受け取ることができるわけではない。

また、『チラム・バラムの書』のようなスペイ

ン人征服後にマヤ人によって記録された文書内

容には、キリスト教を積極的に受け入れようと

したマヤ人エリートの政治的思惑がバイアスと

なっている可能性も考えられる。したがって、

この種の文書史料に見られるバイアスを、先に

論じたような「記述者が意図しなくても生じた

バイアス」と考えるか否かについては、今後の

研究の余地が残されている。

では、文書史料の記述内容を当時の状況を復

元するものとして利用するためには、どのよう

な点に注意すべきなのだろうか。特に小論で扱

うマヤ文明における儀礼や思想概念を解明する

場合、どんなことが必要なのだろうか。それは、

儀礼の方法や当時の社会の様子が複数の文書史

料で一致すること21、考古資料によって文書史

料の記述が裏づけられること、そして現代民族

20イベリア・ラテンアメリカ文化研究会とラテンアメリ
カ史研究会が 2001年 12月 15日に共同開催したパネル・
ディスカッション「スペイン支配下のメソアメリカ先住民」
において、大越翼氏（メキシコ国立自治大学文献学研究所
マヤ研究センター）が『ユカタン事物記』の情報提供者に
は二人の貴族がいたことを推定し、彼らがそれぞれランダ
に話した内容にはすでに事実と違う部分があったとする説
を発表している。

21複数の文書に同じ記述があるからといって事実を反映
している可能性が高いとは限らないという意見もあろうが、
少なくても複数の文書に同じ内容が記述されていることが
文書史料を活用する最低条件である。
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例をはじめとする周辺諸学問の援用ができるこ

となどであろう。次章では、このうち「考古資

料による文書史料の裏づけ」について考察して

いくことにする。

2．考古資料を用いた文書史料の分析

前章では、文書史料に見られるバイアスにつ

いて述べてきたが、逆にバイアスがかかってい

ることを批判的にのみ考えれば、文書史料から

史実を抽出する研究がこれ以上進展しないとい

うことになる。したがって、どういった部分は

事実である蓋然性の高い記述なのかという検証

が必要になってくる。そこで大きな役割を果た

すのが考古資料である。考古資料がどの時代や

どの地域のものかを特定でき、遺物の用途や目

的を明らかにできれば、先に述べた「時代や地

域ごとの精神文化」があったことを明確にして

くれる有効な手がかりとなる。考古資料の分析

結果により文書史料の記述が裏づけられるなら

ば、当時のマヤ社会における精神文化を復元で

きるというのが小論の立場である。そこで、文

書史料の記述を考古資料によって補完すること

により、ユカタン地方における後古典期の精神

文化に迫ってみたい。なおここで言う「考古資

料」には、石彫や土器などに刻まれたマヤ文字

は含めないことを予め断っておく。

『ユカタン事物記』や『ポポル・ヴフ』には、

当時流血を伴う儀礼が行われていたことが記さ

れている。これは命を犠牲にしてまでも心臓を

神に捧げる儀礼と、命を落とすまでには至らな

いが、自らの身体の一部を傷つけることで血を

捧げる儀礼があったようである。前者の例とし

て、次のような具体的な記述がある。

心臓を剔出する場合には、厳かに大勢がつき

添って彼を中庭へ運び、藍色に塗って帽子を

かぶせたままの身体を供犠台である円い台石

にのせた。そこで神官と係の者が台石を藍色

に塗り、悪魔に捧げられた神殿を浄めると、

チャクが、この哀れな犠牲者の身体をかかえ

てすばやく台上に仰向けにし、四人がかりで、

両方の腕と脚をつかまえてひっぱった。そこ

へ執行人であるナコンが石刀を携えて現れ、

あざやかな手さばきと残酷さで、左側の肋骨

の間、乳の下に一刀を入れ、猛虎のごとく直

ちにその手で心臓を引き出した。そしてこれ

を皿の上にのせて神官に渡すと、神官はすば

やくそのしたたる鮮血を偶像の顔に塗りつけ

た22。

二人は、「かしこまりました」と答えると、一

人をつかまえて、たちまち供犠にし、その心

臓を取り出した、主の眼の前に高々とかかげ

てみせた23。

トヒール24は、彼の眼の前で、あらゆる部族の

者たちの胸と腋の下を切り開き、心臓をひっ

ぱり出して、供犠にせよと言っていたのであっ

た25。

最初の例は、キリスト教布教を正当化しよう

と、宣教師ランダが古代マヤの信仰はいかに野

蛮であるかを誇張して表現した可能性がないと

は言い切れない。しかし、「円い台石」と報告さ

れている石壇は、多くの遺跡に見られる祭壇を示

すものであろう。他の複数の文書史料でも、生

贄を神に捧げる儀礼に祭壇が使用されたことが

記されている。また、チチェン・イツァの聖なる

22ランダ、前掲書 352頁。
23Ａ．レシーノス原訳『ポポル・ヴフ』（林屋永吉訳）、中
央公論社、1977年、117頁。

24トヒール（Tohilまたは Tojil）は、ヒメーネスによると
「雨」を意味するトフ (toh) から来ており、キチェ族の雨の
神をさす（レシーノス、前掲書 226頁）。

25レシーノス、前掲書 140頁。
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セノテから発見された供犠用の取手付チャート

製ナイフは、古典期終末期から後古典期前期の

ものである。ナイフをセノテに投げ入れること

は稀だったものの、後古典期にはこのようなナ

イフで心臓を取り出す人身供犠を行っていた26。

図像にも、心臓を取り出す人身供犠が盛んに行

われていたことを示唆するものが多い。やはり

聖なるセノテから発見された金製のディスクＨ

には、儀礼用の装束を身につけた神官たちが心

臓を取り出す様子が描かれているし27、球技場の

壁画にも同様の場面が彫られている。したがっ

て、チチェン・イツァで心臓を取り出す儀礼が

行われていたことは間違いない事実であろう。

また『ポポル・ヴフ』の二つの例も、叙事詩だ

からといって架空のものとは考えられず、高地

マヤにおいても実際に人身供犠が行われていた

ことを示すものであろう。

また、儀礼の中身に関して次のような記述が

ある。

この儀礼は、ときには、神殿の上の高い祭壇

と台石の上で行なわれたが、その場合には、

儀礼が終るや屍体は放り出されて祭壇をころ

がり落ちていった。神官の助手たちがこれを

下で受け止め、手足を除く身体の皮を剥ぎと

ると、神官は真裸となってその皮を身につけ

て、その姿でみなの者と一緒に踊りを踊った

が、これは、彼らの中ではきわめて荘厳な儀

礼であった28。

この記述も、同様にランダの誇張的表現がな

26Coggins, Clemency Chase, ed.,Artifacts from the
Cenote of Sacrifice Chichen Itza, Yucatan.Memoirs of the
Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, vol.10,
no.3, Harvard University, 1992, p.263.

27Coggins, Clemency Chase, and Orrin C. Shane III eds.,
Cenote of Sacrifice, Maya Treasures from the Sacred Well at
Chichen Itza.University of Texas Press, Austin, 1984, p.51.

28ランダ、前掲書 352頁。

図 1 剥いだ人皮をかぶったシペ・トテック神
が彫られた石製香炉

いとは言い切れないが、バランカンチェ洞窟か

ら発見された石製香炉には、この儀礼が再現さ

れていると思われる図が彫られているものがあ

る（図 1）29ことからも、事実である蓋然性が高

い。その図にはシペ・トテック神とトラロック

神が描かれているが、元々シペ・トテック神は

高地マヤの神であってユカタン地域の神ではな

い。このことから、少なくとも後古典期マヤに

おいては、ユカタン地域とマヤ高地との宗教的

な共通点が見出せることになる。またこれらの

石製香炉や土器の製作者はその器形からマヤ人

と推定でき、上の記述が単なるランダの恣意的

表現でないことを裏づけるものと言えよう。

また、自らの身体の一部を傷つけることで血

を捧げる儀礼に関するものとしては、次のよう

な具体的な記述がある。

ある時は自分の耳のぐるりをずたずたに切っ

29Andrews, E. Wyllys IV, Balankanche, Throne of the
Tiger Priest. Middle American Research Institute, Pub. 32,
New Orleans, 1970, Fig.22-c.
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て血を流し、後をそのまま印として残したし、

ある時は、頬や下唇に穴をあけたり、身体の一

部を切り取って血を出した。またときには、

舌に斜めに穴をあけ、それに藁を通したが、こ

れは大変な痛みを伴うことであった。さらに

また男性の恥部の上皮を切って、耳を切った

時と同じように、後をそのままにしておくこ

ともあった…（中略）…彼らは身体のこのよ

うないろんな箇所を傷つけて流れ出す血を偶

像に塗りつけたのだが、最も多量の血を塗っ

た者が最も勇敢な男とされていた…30。

「おまえたちも感謝の意を示すおこないをせ

よ。おまえたちの耳から血を出す用意をせよ。

おまえたちの肘を刺して、おまえたちの供犠

をおこなえ。これこそ、おまえたちが神に感

謝をささげる印だ」と告げた。彼らは「かしこ

まりました」と言って、耳から血を出した31。

一番目の『ユカタン事物記』にある記述が、

当時の儀礼の様子を正確に表しているという裏

づけになるのは、人身供犠を表す図像や考古資

料である。流血の儀礼の様子は、絵文書に多く

描かれているほか石彫にも多く認められるが、

ここでは考古資料に絞って考える。瀉血具とし

て考えられるのは、図像から判断して小型ナイ

フや錐などの針状の道具であろう。後古典期の

ユカタン半島に栄えたマヤパンからは、エイの

とげが発見されている32。それらの多くは墓や

キャッシュから出土しているが、コンテクスト

が祭祀や儀礼に関連するものだけに、これらが

神に血を捧げるために用いられた後に埋納され

た可能性は高い。また、壊れやすく小さな道具

30ランダ、前掲書 349頁。
31レシーノス、前掲書 141頁。
32Proskouriakoff, Tatiana,The Artifacts of Mayapan, Yu-

catan, Mexico. Carnegie Institution of Washington, Pub.
619, Part 4, 1962, p.378.

であるため、実際に出土した遺物より多くの道

具が存在していたことが推測される。またフリ

ント製ナイフのうち先が尖ったものや柳葉形で

通常の石刃よりも刃部が鋭く使用痕が認められ

ない黒曜石製ナイフは、人身供犠用として使用

されたと報告されている33。出土場所もやはり

墓やキャッシュのものがほとんどであり、儀礼用

と考えるのが妥当であろう。また二番目の『ポ

ポル・ヴフ』にある記述も、先の例と同様に架

空のものではなく、高地マヤで人身供犠が行わ

れていたことを示唆するものであろう。

以上のような儀礼の様子は、単に文書史料に

記されていたから当時のマヤ社会においてこの

ような儀礼が行われていた、ということではな

い。複数の文書史料に同様の儀礼の様子が記さ

れていることに加え、そのことを考古資料でも

裏づけられたわけである。したがって、文書史

料に記されているこれらの儀礼は、事実を記録

したものとして捉えられよう。

3．民族誌を用いた文書史料の分析

文書史料に記された儀礼と同じような要素の

いくつかは、現代民族誌にも見られる。それら

はスペイン人征服後から今日に至るまで、長期

にわたってかなりの程度継続していると推測で

きる。本章では、その一部を整理することによ

り古代ユカタンと現代ユカタンとの類似点を考

えたい。なお、ここで文書史料の記述と比較す

るのは、現代のユカタン半島において行われて

いる雨乞いのためのチャ・チャーク (ch’a’ cháak

儀礼である34。

33Ibid., p.357, p.368.
34チャ・チャーク儀礼は、以下の論文に詳しい。
Redfield, Robert and Villa Rojas, Alfonso,Chan Kom: A

Maya Village.Carnegie Institution of Washington, Pub. 448,
1934.
吉田栄人「メキシコ、ユカタン・マヤの雨乞い儀礼（一）・

（二）」『人文論集』静岡大学人文学部社会学科・言語文化学
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図 2 『ドレスデン絵文書』に描かれた七面鳥
の首を刎ねた図

鶏や七面鳥の首を切って神の土像に献じる供

犠があったことは、従来の研究でも絵文書に描

かれている内容から度々論じられてきた。この

種の図が絵文書に描かれている事例は非常に多

く、『ドレスデン絵文書』に描かれている七面鳥

の首をはねている場面（図 2）35はその典型であ

る。『ユカタン事物記』には凶日における祭の

供犠について、『ポポル・ヴフ』には供物を捧げ

る供犠について、そして『チラム・バラムの書』

には供物の比喩表現として、それぞれ次のよう

に記されている。

首長たちと神官と、村の男たちがともども集

い、さきに偶像を安置した石山への道を掃き

浄め、アーチや緑で飾りつけた。そしてこの

道を一同が打ち揃い、うやうやしく行進した。

石山へ到着すると神官は、49粒のとうもろこ

しを粉にして香とまぜたものを、香炉にくべ、

香煙をたてた。このとうもろこしの粉だけを

サカフと呼び、首長たちが焚いたものはチャ

ハルテと呼ばれたが、偶像に対する焼香がす

科研究報告第 47-2号・48-1号、1997年。
35Códice de Dresde. Fondo de Cultura Económica,

México, 1983, p.28(58).

むと、彼らは雌鶏の首を刎ねてこれを像に献

じた36。

四人が貢物を捧げようとしてやって来たとき

には、この神々は男の子の姿をしていた。そ

してそれからすぐに、鳥のひな、鹿の子の狩が

始まり、神官や供犠師が猟の獲物を受け取っ

た。鳥や鹿の子が見つかると、すぐに彼らは、

鹿と鳥の血をトヒールとアヴィリシュの石像

の口に捧げに行った37。

「息子よ、真白な顔をし、たいへん美しい若い

娘を連れてこい。その娘にとても欲望を感じ

るのだ。娘が私の前に現れたら、私はその寛

衣と下着を脱がせよう。」「かしこまりました、

おお、父よ！」彼の欲するものは、雌の七面

鳥である。寛衣と下着を脱がせるとは、七面

鳥を焼き、食べるために、羽毛をむしること

である38。

このような儀礼は、他の文書史料にも載って

おり、後古典期のユカタンにおいて七面鳥が神々

に捧げられる儀礼が行なわれていた可能性はき

わめて高い。七面鳥が儀礼の際に祭壇に捧げら

れる例は、チャ・チャーク儀礼にも認められる。

チャ・チャーク儀礼では、「水祭壇」と「料理祭

壇」39の儀礼祭壇を用意するが、七面鳥が使われ

るのは「水祭壇」の儀礼が行われた後の「料理

祭壇」の儀礼においてである。儀礼の場で鶏や

七面鳥を殺して羽をむしって解体し、大きな鍋

で水煮にする40。

また、とうもろこしを粉にして神々に捧げられ

36ランダ、前掲書 375-376頁。
37レシーノス、前掲書 153-154頁。
38ル・クルジオ、前掲書 96頁。
39チャ・チャーク儀礼では、バルチェ酒を供えた「水祭
壇」と、鳥やとうもろこし料理を供えた「料理祭壇」が中
心となって展開される。

40吉田、前掲書 15-17頁。
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たことが記されているが、やはりチャ・チャーク

儀礼においてとうもろこしが祭壇に供えられる。

とうもろこしは「水祭壇」と「料理祭壇」のいずれ

にも登場する。「水祭壇」では、石灰を加えずに

煮たとうもろこしをすりつぶして水に溶いた飲

み物（サカ sakab）がバルチェ酒（baalche’）41と

ともに供えられ、「料理祭壇」では、ゆでたとう

もろこしを挽いたもの（マサmasa）をベースに

したノー・ワー（noh-waah）という料理や、と

うもろこしの土蒸し料理ピブ (pib)が供えられ

る42。

後古典期もしくはスペイン人の征服初頭にお

ける供物の料理方法と、スペイン人が征服して

から 400年以上経過してカトリックの儀礼方式

が融合した現在のチャ・チャーク儀礼を単純に

比較することはできないが、後古典期のユカタ

ンで七面鳥やとうもろこしが儀礼において重要

な供物であったことは間違いないと思われる。

とうもろこしに関しては、次の『ポポル・ヴ

フ』の一節がよく知られている。

つづいて神々は、われらの最初の母、最初の

父の創造について語りあった。そして黄色い

穂のとうもろこしと白い穂のとうもろこしで

その肉を創り、とうもろこしをこねて人間の

腕や脚を創った。われらの父たち、すなわち

初めて創られた四人の男たちの肉となったも

のは、この、とうもろこしをこねたものにほ

かならなかったのである43。

つまり、とうもろこしは人間のもとになった

神聖な物質であることを表している。この神話

41バルチェの樹皮を発酵させて蜂蜜を加えたアルコール
飲料で、『チラム・バラムの書』でも多くの箇所に記されてい
る。なお、一般的に儀礼で使われる他のアルコール飲料とし
ては、リュウゼツランの樹液を発酵させたプルケ（pulque）
が知られている。

42吉田、前掲書 5頁。
43レシーノス、前掲書 124-125頁。

的表現は、とうもろこしの重要性を示したもの

に他ならない。この記述は単なる作り話ではな

く、古代マヤにおいてとうもろこしが人間を創

造した聖なるものであったことは、とうもろこ

しがチャ・チャーク儀礼の中心的供物であるこ

とと深く関連していると思われる。

次に女性の儀礼における役割や立場について、

『ユカタン事物記』には次のように記されている。

彼女たちは非常に信心深く敬虔で、偶像には

香を焚き、綿製の衣服（と飲食物）を供えて

祈りを捧げた。（インディオたちが催す祭儀

に当っての供物の飲食物を用意するのは彼女

たちの仕事であった。）44しかし、彼女たちに

は、いくら信心深くても、自分たちの血を流

して悪魔に捧げるような習慣はなかったし、

またそのようなことは決してしなかった。そ

れに彼女たちは供犠が行なわれる神殿へ入る

ことが許されておらず、ただ祭儀によっては、

ある老女がそれを執り行なうために入ること

が認められているだけであった。分娩に際し

ては女妖術師が呼ばれた45。

この記述から、女性たちが儀礼から排除されて

いる様子が窺える。女性たちは分娩以外の儀礼

に立ち入ることが許されず、供物に使う飲食物の

準備だけを負わされたのである。チャ・チャー

ク儀礼においても、マサの準備以外は男性が行

なうことになっており、女性は神の機嫌を損ね

るとして儀礼の場への立ち入りが厳しく禁止さ

れるという46。この儀礼の様子も先の例と同じ

ように、古代マヤ人の儀礼と現在のチャ・チャー

ク儀礼を単純に比較することはできないが、や

44（　　）の訳出は林屋・増田によるものではなく（林屋・増
田訳 1982）、以下の著書の訳による。Tozzer, A. M.,Landa’s
Relación de las cosas de Yucatan: a translation.Papers of
Peabody Museum, Harvard University, vol.18, 1941.

45ランダ、前掲書 365頁。
46吉田、前掲書 8頁。
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はり後古典期のユカタンでも女性は儀礼の中心

ではなかったのであろう。

4．洞窟の神聖性

儀礼は日常生活に対して非日常的な行動であ

るため、その場を神聖なる場所に求めることが

多いと思われる47。洞窟は、マヤ地域でも非日

常的空間として知られている。そこで、文書史

料に載っている洞窟と儀礼に関連する記述を整

理してみよう。

『チラム・バラムの書』の「トゥンの予言」に

は、洞窟という単語が 10ヶ所以上使われてい

る。例えば次のような記述がある。

第 12トゥン、12カンの年、1ポプの日、太

陽の予言が宣される日がくるだろう。…（中

略）…彼らは干草の食糧を食べるため、井戸

や洞窟の中に戻るだろう。太陽の神官は高価

なマントを着飾り、13の結び玉のある帯を締

めて話すだろう。そのとき太陽の神官の顔は

四角張るだろう。このカトゥンの間、彼らは

井戸や洞窟に戻るだろう。彼らは洞窟の中で

祈り、王位簒奪者、「玉座」の主、「まっと」の

主、石の祭壇で殺されるだろう48。

このテクストの性格が予言書であることから、

ここで頻繁に出てくる洞窟は明らかに宗教的・

儀礼的性格を有していると考えられる。「彼ら

は洞窟の中で祈り」という表現は、洞窟が祈祷す

る場として重要な役割を果たしていたことを端

的に示している。その祈祷の目的は、この文書

史料だけでははっきりしない。しかし、チチェ

47チャ・チャーク儀礼が現在も行われているオシュクツカ
ブ近郊のサント・ドミンゴ・デ・ルナ・カン (Santo Domingo
de Luna Kan)農園でも、儀礼の場は女性が排除されるとい
う面で非日常的な時・空間であり（吉田 1997）、儀礼がマ
ヤにとって非日常的な空間で行なわれてきたことは間違い
ない。

48ル・クルジオ、前掲書 190頁。

ン・イツァ近郊に位置する後古典期のバランカ

ンチェ洞窟では、ミニチュアのメタテとマノの

セットが大量に発見されている49。メタテとマ

ノはとうもろこしをすり潰すための道具であり、

バランカンチェ洞窟で見つかった非実用的なミ

ニチュアの製粉具は、食糧の獲得や豊作を祈る

ための儀礼に用いられた可能性が高い50。

先述したように、神々に対する奉納が行われ

ていたことを示唆する考古資料は、このバラン

カンチェ洞窟のみならず多くの洞窟遺跡で発見

されている。よって考古資料からも、洞窟の中

で古代マヤ人がその地下界に棲んでいると考え

ていた神々に対して儀礼を営んだと推測できる。

ただし現段階では古典期以前の洞窟遺跡が多く

発見されており51、後古典期に利用された洞窟

遺跡がさらに見つかれば、この説をさらに裏づ

けることができるであろう。

また、洞穴を意味するキチェ語のスイヴァ

(Zuiva) やナワトル語で洞穴と結びつけられる

神話的な場所を意味するスユア (Zuyua)という

語が、文書史料にいくつか認められる。次の抜

粋はその一例である。

バラム・キツェー、バラム・アカブ、マフクタ

フとイキ・バラムの 4人がタムブとイロカブ

の人々と一緒に赴いたところは、トゥラン・

スユア、ヴクブ・ペック、ヴクブ・シヴァン

という所であった。この町へ彼らは神を迎え

に行ったのであった52。

上の『ポポル・ヴフ』に出てくる四人はキチェ

49Andrews,op. cit.
50多々良穣「バランカンチェ洞窟における儀式について」

『Las Culturas Ind́ıgenas』第 3号、Capacñan、京都、2000
年、35-36頁。

51多々良穣「2000年WBRCP（ベリーズ西部地域洞窟調
査プロジェクト）の活動報告と展望」 『古代文化』第 53
巻第 10号、京都、2001年、55-60頁。

52レシーノス、前掲書 132頁。
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族の先祖であり、この箇所は彼らがトゥラン・

スユアに神を迎えに行った場面である。トゥラ

ン・スユア (Tulan Zuyua)とはチコモストック

(Chicomoztoc)53という語のキチェ語名であり、

チコモストックは「7つの洞穴」を意味する語で

ある54。神を迎えに行くということは、キチェ

族がトゥラン・スユアを神聖で権威ある場所と

みなしていたと考えられる。また『チラム・バ

ラムの書』には「スユアの言葉」として多くの

記述が見られる。したがって、マヤ高地でもユ

カタンでも、洞窟は聖なるものとして象徴化さ

れていたことを示唆していよう。

ここで洞窟に関する予備的考察を試みたい。

地下界であるシバルバ (Xibalba)は、洞窟を通っ

て入ることができると言われている55。『ポポ

ル・ヴフ』に出てくるシバルバの描写は、洞窟

の性質と類似しているのである。フン・フンア

フプーとヴクブ・フンアフプーがシバルバの王

であるフン・カメーとヴクブ・カメーに呼び出

されてシバルバで殺される場面では、フン・フ

ンアフプーとヴクブ・フンアフプーが懲らしめ

の場を通っていく。その時通るのが“闇の館”、

“ふるえあがる館”、“こうもりの館”、そして“剣

の館”という名のついた場所である56。実際の

洞窟の性質は、これらの特徴と一致するものが

多い。“闇の館”は暗黒によって彼らを苦しめ

るが、大型の洞窟は自然光がまったく入らない

ダークゾーンと呼ばれる空間がほとんどであり、

発掘調査時にはヘルメット用と携帯用の複数の

ライトを洞窟内に持ち込まなければならない。

53チコモストックは、メキシコ中央部の先住民の間で人
類の起源となった場所として考えられており、神聖なる場
所とされる。

54ル・クルジオ、前掲書 226頁。
55Miller, Mary and Karl Taube,An Illustrated Dictionary

of The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya.
Thames and Hudson, New York, 1993, P.177.

56レシーノス、前掲書 54-55頁。

“ふるえあがる館”は我慢できないほどの寒風

が吹き荒れているが、やはり大型の洞窟内の気

温は外よりも低く、真夏であっても肌寒い環境

を連想させる。“こうもりの館”はこうもりが

泣き叫んで飛び回っているが、洞窟で多くのこ

うもりが常時飛び回っている状況と相違ない。

“剣の館”は研ぎすまされた剣が林立している

が、これは大型の湿地洞窟に見られるような石

筍を連想させる。調査靴を履かずに洞窟内に入

ることは、足の裏を傷つけることになりきわめ

て危険なのである。

このようにシバルバに通じる館は洞窟の環境

を連想させ、ひいては洞窟の性質を共有してい

ることになる。大型の洞窟の末端は、人間の入

ることのできない細い空間が奥まで続いており、

どこまで通じているのか正確にはわからないこ

とが多い。したがって、その洞窟の奥に「恐ろ

しい地下界＝シバルバ」が存在していると古代

マヤ人が考えたことと、上の『ポポル・ヴフ』の

描写は無関係ではないように思われる。もちろ

ん洞窟とシバルバの関係については、さらに綿

密な分析が必要である。よってここでは、洞窟

がシバルバへの入口であるというマヤ人たちの

信仰と、洞窟とシバルバの類似点とは何らかの

関連があることを指摘するに止めたい。

洞窟は「神聖なる場所」として儀礼において

重要な役割を果たしてきたことが知られており、

これまで民族学を中心にした研究でもマヤの世

界観と密接に関わっていることが明らかにされ

ている。今後、古代マヤにおける精神文化を解

明していく重要な手がかりの一つとなっていく

であろう。

5．後古典期におけるマヤ文明の精神文化像

これまで見てきた儀礼や思想を整理・検討し、

後古典期におけるマヤ文明の精神文化像を改め
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て考えてみたい。『ユカタン事物記』や『ポポ

ル・ヴフ』には、後古典期において流血を伴う儀

礼が行われていたことが記されている。これに

は心臓を神に捧げる儀礼と、自らの身体の一部

を傷つけて神に血を捧げる儀礼があったようで

ある。そして、それらの儀礼にはナイフや祭壇

が使われたということだが、考古学的にもそう

いった供犠を裏づける資料が豊富に存在する。

神殿や建造物に据えつけられた台石や石壇、供

犠用のチャート製ナイフや小型ナイフ、そして

錐などの針状の瀉血具が、流血の儀礼の様子を

物語っている。こういった様相は、多くの絵文

書や石彫にも見られるのである。したがって、

後古典期において、ユカタンでもマヤ高地でも、

同様の人身供犠が行なわれていたのである。

人間自身が供犠を行なうもの以外にも、鶏や

七面鳥の首を切って神に捧げる供犠があった。

これは『ドレスデン絵文書』の図が代表的な例と

してあげられるが、『ユカタン事物記』や『ポポ

ル・ヴフ』、そして『チラム・バラムの書』にも、

七面鳥や鳥が神々に供物として捧げられている

様子が記されている。現代民族誌であるチャ・

チャーク儀礼にも同様の供物が認められ、七面鳥

やとうもろこしが料理されて祭壇に捧げられる。

そして儀礼における女性の立場は、儀礼の補

助的役割を果たす存在であったことも窺える。

マヤ高地の史料である『ポポル・ヴフ』には女性

が儀礼においてどのような仕事をしたのかにつ

いて具体的な記述が見られないが、『ユカタン事

物記』とチャ・チャーク儀礼には、女性は基本

的に儀礼の場に立ち会ってはならないという同

じような立場が見て取れるのである。したがっ

て後古典期のユカタンにおいては、ほぼ男性が

儀礼を行なう主体であったと言えるであろう。

なお小論で扱った文書史料はユカタンのもの

が圧倒的に多く、マヤ高地のものは『ポポル・ヴ

フ』のみである。しかし、これまで見てきたよ

うな儀礼の特徴や、小論で言及したバランカン

チェ洞窟で発見された石製香炉をはじめとする

その他の土器などの考古資料を相互比較するこ

とによって、高地マヤと低地マヤの交流があっ

たと言えよう。少なくとも儀礼をはじめとする

思想的な面では、高地マヤと低地マヤには共通

要素があったようである。したがって本章で整

理した精神文化的要素は、「後古典期におけるマ

ヤ文明」の特徴として考えるのが妥当であろう。

以上のことは、結果として従来言われてきた

マヤ文明における精神文化像の一部を肯定する

ものである。ただし、他にも従来マヤ文明の精

神文化的要素としてあげられている特徴があり、

それらをすべて後古典期における高地マヤとユ

カタンに当てはめて考えるのは危険である。や

はり小論で述べてきたように、学問的裏づけ、

すなわち文書史料だけではなく考古資料や現代

民族誌によって事実であった蓋然性が高いこと

を検証しなければなるまい。一面的な分析方法

ではなく、複数の情報源から儀礼や宗教を復元

する必要があるだろう。

おわりに

古代世界における精神文化の解明は方法論的

に難しく、これまでもその限界については論じ

られてきた。しかし、それらは従来の研究に対

して「弱点」を指摘するものが多く、積極的な

意味でその問題をとりあげている論考は少ない

ように思われる。バイアスがかかっているなら

ば、どのような観点から事実とずれがあるかを

検証することが重要なのであって、それを頭か

ら否定することは精神文化の解明にはつながら

ない。つまり、文書史料と考古資料や民族誌の

相補性が必要なのである。考古資料については、

「考古資料は当時の説明体系を担った人々が存在
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しない今となっては検証しようがない。古代人

の精神世界を解明するのは不可能だと言える。」

とする意見もある57。しかし、考古資料は根拠

を示した上で当時の社会を推測し、現在生きて

いる我々が納得できるよう検証していくことに

研究材料としての意義があり、それ自体の意義

を否定すべきではない。つまり、古代マヤの精

神文化の解明に向けて、手がかりをまったく否

定・批判するのではなく、研究手法の有用性が

どこまであるのかをプラスに評価していかなけ

れば、精神文化を研究すること自体が無意味に

なる、という極論に達するであろう。また、現

代民族誌はスペイン人による文化要素と古代か

ら継承されてきた文化要素が混在しているため、

古代マヤにおける文化要素と単純に比較できな

いが、考古学などの隣接科学を援用して共通要

素を総合的に分析すれば、精神文化を復元でき

る重要な情報源であることは論を待たない。

精神文化を復元するための材料として文書史

料を用いるときには、小論で示してきたように、

文書史料を考古資料や現代民族誌などの学術分

野から裏づけることが必要である。そしてその

際、マヤ文明全体としてではなく時期や地域を

明確にして捉え、どのようなバイアスがかかっ

ているか注意する必要があろう。ただし、文書

のどの記述が史実であり、どの記述にバイアス

がかかっているのか、すなわち白黒をすべてはっ

きりさせることは事実上不可能なことであり、

そのことだけに論点を奪われるならば不毛な議

論となりうる危険性も孕んでいる。要は文書史

料を慎重な姿勢で見、批判的精神を持ちながら

積極的に史実を明らかにしていく姿勢が求めら

れるのである。

57村上達也「古代マヤ宗教再考　―異文化研究としての
マヤ研究―」、1995年度神奈川大学外国語学部提出卒業論
文、1996年、49頁。

小論では分析できなかったが、石碑や壁画の

図像学的アプローチも精神文化を解明するため

に有用である。ただし石碑に彫られている図や

文字は「王による政治的宣伝」として意図的に遺

された可能性も指摘されており58、どのように

分析に用いるか難しい面もある。図像分析によ

る精神文化の復元は、筆者の今後の課題とした

い。そのことも含めて、精神文化に関する研究

はどの部分が有用な材料であるかを明確にしな

がら進めていかなければならない。小論によっ

て導き出された結論は当然のことではあるが、

従来の研究による「通説」をそのまま鵜呑みに

するのではなく、どのように古代マヤにおける

儀礼や思想を復元していく必要があるのか、そ

の一端を多少なりとも小論で示すことができた

と考える。 □■

58Schele, Linda and David Freidel,A Forest of Kings, The
Untold Story of the Ancient Maya. Quill William Morrow,
New York, 1990, pp.169-170.


