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アステカ宗教の新たな理解に向けて
供犠における死の問題
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��世紀のスペイン人による征服以前、メシー

カ（アステカ）人はメキシコ盆地のテスココ湖

地域におよそ ��万の人口を擁する、メソアメ

リカ�で最大規模の都市国家テノチティトラン

	���� ����������を築いていた。テノチティト

ランは極めて宗教的性格が強い都市国家であっ

たが、その宗教体系の中でとりわけ中心的な意

味を持っていたのが人身供犠の儀礼であった。

�メソアメリカとは、今日のメキシコのほぼ中・南部と、
グァテマラ、ベリーズ、エル・サルバドル、ホンジュラス
あたりまでを包含する文化的地域区分である。そこでは数
千年にわたる地域内の諸民族集団による文化的・経済的交
流の結果として、特定の文化的宗教的要素（トウモロコシ
を基本とした農耕文化、��� 日と ��� 日の二種類の暦の使
用、いわゆる「儀礼的球技」の存在、優れて二元論的な宇
宙観、等）が共有されていた。時代的にはごく大まかに、
三つに区分される。メキシコ湾岸を中心に基礎的な文化要
素が出現し始めた先古典期（���� ����	
��� ���）、中央高
原のテオティワカンやマヤ地域のティカルなどの大都市文
明が出現した古典期（
��� ���	���）、北部を中心に大規模
な民族移動が起こり文化的社会的に軍事的要素が強くなっ
た後古典期（
��� ���	��）の三つである。メソアメリカ
の概念については次を参照。小林致広編、『メソアメリカ
世界』、世界思想社、��� 年、	�� 頁。�������������� ��
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テノチティトランの供犠は、一年の各月に対応

する祭祀や、��年ごとに行われる「新しい火の

祭り」、あるいは新しい神殿の落成式や王の即位

式といった特別な機会に、膨大な富と時間を費

やして、複雑かつ確立された神話的儀礼的枠組

みの中で行われていた�。フランシスコ会士モ

トリニーアが征服直後に記した『ヌエバ・エス

パーニャ布教史』の中の一節は、メシーカ人が

行なっていた供犠の様子を次のように伝える。

「石刀を手にした儀式の執行者は満身の力を込

めて仰向けに寝かされた犠牲者の胸を切り開

き、素早くその心臓を取り出す。���儀礼の執

行者は、取り出した心臓を神殿の入り口の上

にあるまぐさ石の外側に向けて投げつけ、そ

こに血の跡をつける。落ちてくる心臓は地上

でまだピクピクしているが、その後すぐに祭

壇の前におかれた碗形の容器にいれられる。

�アステカの ( の年中の祭祀、及び宗教体系について
は、以下を参照。高山智博、『アステカ文明の謎』、講談社、
�'� 年。リチャード・Ｆ・タウンゼント、（武井摩利訳）、
『図説アステカ文明』、創元社、���� 年。�)�� ����*��+��
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またあるいは心臓を取り出すとそれを太陽に

向けて高く差し上げることもあれば、時には

神像の唇に血を塗りつけることもある。」�

このメシーカ人の供犠宗教についての研究は

様々あるが、��世紀中葉にメキシコの歴史学者

アルフォンソ・カソによって示された議論は、

後の研究者に極めて広汎な影響力を持つことに

なった�。本論の目的は、このカソの議論が孕ん

でいる問題点を明らかにし、宗教学的な視点か

らメシーカ人の供犠の新たな理解の方向を提示

することである。カソの議論の問題点とは、端

的に言えば、供犠を論じながら、それをまさに

供犠たらしめている死の問題に焦点を合わせた

議論を行なわないという点にある。以下本論に

おいて、前半では主にカソの議論をとりあげ、死

の問題との連関からそれを批判的に考察する。

後半ではこの問題に注意を払いながら、メシー

カ人の祭祀の一つであるトシュカトルを解釈す

ることを通して、従来とは異なる新たな理解の

在り方を提示しようと思う。

� アルフォンソ・カソのアステカ供犠論

メシーカ人の供犠宗教についての学術的研究

は今日に至るまで、様々な分野の研究者によっ

て展開されてきた。メキシコの歴史家ヨロトル・

ゴンサレス・トレスは『メシーカ人の人身供犠』

（����）において、記録にある限りの様々な供

犠の事例を整理分類し、またいくつかの代表的

な研究を紹介している。そこでもっとも基本的

なタイプの議論として挙げられているのは、メ

�モトリニーア、（小林一宏訳）、『ヌエバ・エスパーニャ
布教史』、岩波書店、�'� 年、�( 頁。

�アステカ研究・メソアメリカ研究一般におけるカソの功
績については次を参照。/+����� ������� �  ����� �� ���!
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キシコの代表的歴史学者アルフォンソ・カソ以

来の神話論的説明である。

カソは、彼の代表的著作のひとつ『太陽の民』

	�����において、諸々の文献史料や考古学的資

料に基づいて、メシーカ人の神話的宇宙論と国

家的儀礼の中心主題が、月と星の神々に対する

太陽神の戦いであることを明快に論じた。カソ

が議論の根拠とする神話は複数であるが、ここ

ではその中から、太陽神にしてメシーカ人とそ

の都市国家の守護神であるウィツィロポチトリ

神の誕生神話を紹介しておく。��世紀のフラン

シスコ会士ベルナルディーノ・デ・サアグンが

記した『フィレンツェ文書』には、次のような

記述がある。

「コアテペクという山にコアトリクエという

女が住んでいた。これはセンツォンウィツナ

ワという兄弟とその姉コヨルシャウキの母で

あった。ある時、羽の塊のようなものが舞い

降りて来てコアトリクエは懐妊してしまった。

センツォンウィツナワたちは母が懐妊したこ

とを知るや怒り狂った。��� コアトリクエを

殺すことを決めると、センツォンウィツナワ

たちは���母コアトリクエがいる場所へ向かっ

た。彼らが（コアテペクに）着くやいなや、

楯と弓矢を手にしてウィツィロポチトリが産

まれた。���ウィツィロポチトリはコヨルシャ

ウキを刺し貫き、すばやくその頭を切り飛ば

した。���彼女の体は下へと転げ落ち、ばらば

らになった。���さらにセンツォンウィツナワ

たちに襲いかかり、コアテペクの下の方へと

追い立てた。���彼らは敗北しその多くが死ん

でしまった。」�
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アステカ宗教の新たな理解に向けて �

ここでウィツィロポチトリ神に襲いかかる軍

勢は月と星の神々、光に対する闇の力であり、

またテノチティトランの建国以来メシーカ人が

戦ってきた、あらゆる敵対勢力を意味している。

カソはこうした神話的主題から、メシーカ人の

宗教の中心的要素である人身供犠の儀礼を説明

する。彼自身の言葉を用いれば、メシーカ人は

自らを「世界の運命を全うし、人類の理想を実

現すべく部族神により選ばれた集団」と見なし

ていた。その使命は常なる戦いによって敵戦士

を捕虜にし、彼らを生贄にすることで、「生命

を表現するこの魔術的な食べ物を捧げ、神の戦

いを応援する」ことである�。守護神である太

陽は、日々、闇の勢力に打ち勝って、天空へと

昇るための力を必要としている、故に、人は供

犠により戦士の血を捧げなければならない。カ

ソはこうした思考が、メシーカ人の供犠の動機

になっていたと主張する。現在も多くの研究者

が、この説明を受け容れている。

こうした神話論的説明のほかに、メシーカ社

会の軍事主義的性格を強調し、供犠は生贄にす

るための捕虜を必要とするという論理が、帝国

の征服戦争を継続拡大するための正当化の手段

となったとする見方や、あるいはこの儀礼が周

辺地域への威嚇牽制行為としての機能を果たし

ていたとする見方がある。レオン・ポルティー

リャやジョハナ・ブローダなど多くの研究者が

こうした社会学的説明を採用している。最後に

少数であるが、当時の湖岸地域の人口増加とそ

の生態学的圧力が供犠や戦争による大量殺人の

背景となったと説明したり、しばしば供犠の一

部として行われていたカニバリズムの意義を強

調して、この地域の動物性蛋白源の不足と摂取

の必要性からこれを説明する生態学的立場があ
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る。マイケル・ハーナーやマーヴィン・ハリス

の議論がそうである�。

こうして供犠を説明する視点は一つではない

が、重要なことはこれらの社会学的説明や生態

学的説明も、少なくともメシーカ人の供犠の理

念的側面の説明としては、カソの神話論的説明

を妥当なものとして承認している点である。こ

の意味でアステカ宗教研究におけるカソの議論

の影響力は極めて大きいといえる。そしてその

神話論的説明に対する根本的批判は、筆者の見

る限り、現在に至るまでなされていないようで

ある。

� 機械のアナロジー

以上のカソの神話論的説明は、ある問題点を

含んでおり、それが今日に至るまでアステカの

供犠宗教の理解に強い限定を加えてきたように

思う。その問題点とは、彼がアステカ供犠を機

械のアナロジーにおいて論じている点である。

彼の説明では、要するにメシーカ人は、太陽が

その軌道を動き続けるのに必要な動力源を補充

するために、供犠によって血という物質を捧げ

続けたのだとされる。こうした供犠のメカニカ

ルな理解は、カソ以降の代表的なアステカ研究

者の議論にも、しばしば認めることができる。

例えば、ジャック・スーステルはフランスの最

も著名なアステカ研究者の一人であるが、彼の

著作『四つの太陽』（����）では供犠は次のよ

うに説明される。

�1����� >��?���? 2������ 
� �����(��� ������ ����� ���

�������� �:"���� 5���� �� �)��)�� 7���;����� �(�� &&�

(	��� また次を参照のこと。��+)�� -�;�	%�������� ��� ��!

��"��� ���������� �:"���� 5���� �� �)��)�� 7���;�����

�('4 6������ ������ @-�� ���������� �� �� ����������

��"����A �� 
������(����)� ������ �� �� ������*���� ���!

����+����� ��� %���� �������� ��� 6������ ������ �:"����

�/,	/0
3� �'�4 ������ 3������ �����'��� ��	 ,��"�� ���

���"�� �� ��������� 0�* 1��.� 9����� 3�)��� �''�



� 岩崎賢

「古代メキシコ人の精神世界を支配し、彼らの

人や物の見方を特徴づけていたのは、太陽の

運行や季節の交代などの全宇宙の仕組みが、

ある種の生命エネルギーを補給することなし

には維持されえない、という考え方であった。

宇宙の存続に不可欠なこの生命エネルギーは、

チャルチウアトル（貴重な水）、すなわち人間

の血に含まれている、と考えられていた���。」�

人体にはある「生命エネルギー」が含まれて

おり、それにより太陽の運行をはじめとする「宇

宙の仕組み」は作動する。従って常にこれを「補

給」するために供犠を行う必要がある スー

ステルはこのような思考様式が、メシーカ人の

宗教的社会的軍事的行動の原理となっていたと

言う。先に挙げたトレスの『メシーカ人の人身

供犠』でも、同じような説明がなされている。例

えばある神殿の落成式における供犠について、

それは「供犠によって、新しい神殿に必要なエ

ネルギーを供給」するためになされたと述べら

れている	。またメシーカ人の供犠に関する専門

的著作として比較的新しいものの一つである、

ケイ・リードの『アステカの宇宙における時間

と供犠』（����）では、メシーカ人は宇宙を一種

の「時計」のようなものとして理解していたの

であり、生命的力を含む血を宇宙に供給するこ

とで「宇宙環境システム」の秩序を維持するこ

とが、彼らの供犠の目的であったと論じられて

いる�
。これらの議論においては、宇宙という

ものがひとつの巨大な発動機であり、人体（血）
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犠の代表的研究者のひとりであるクリスチャン・デュヴァルジ
ェの議論にも、同様の性格が認められる。��������� �)���+���
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はそれを作動させる燃料であり、供犠がなされ

ることは燃料の発動機への補給に等しいという、

機械のアナロジーによって、アステカの宇宙論

が説明される。

筆者の見るところ、こうした機械のアナロジー

に依拠する研究者は、同時にメシーカ人を人間

性において逸脱的な存在とみなす傾向にある。

例えばカソは『太陽の民』において、アステカ

の宗教に関する全般的な説明の後で、次のよう

に結論付ける。

「アステカ人の人身供犠は���人類史において

宗教的感情が有している多くの逸脱の一つな

のである。誤った前提から出発し、それが自

明のものとなり、最もひどい結果が論理的に

導かれることはある。地獄の業火の苦から救

うために異端者をこの世で火刑に処すこと、

アーリア人を汚染させぬように劣等人種と考

えられる人間を破滅させること、等々。」��

����年代にいち早くアステカ文明を日本に

紹介した増田義郎は、メシーカ人の宗教に対し

て、同様のことを述べている。

「太陽に栄養をあたえ、人間世界の生存を確保

するために、いけにえの捕虜はピラミッドの

頂上で虐殺され���太陽に捧げられなければな

らない���。旧大陸の諸民族と違って、世界的

視野や人間としての体験を狭くかぎられた、

新大陸のアステカ人が、このように偏狭で気

違いじみた宇宙観を信じていたことは、ある

意味では仕方がなかった。」��

こうしてカソらの議論は、最終的にメシーカ

人の供犠を、一種の強迫観念症であると結論す

������� &� ���
��増田義郎、『古代アステカ王国』、中央公論社、��� 年、

'� 頁。



アステカ宗教の新たな理解に向けて �

る。そこではメシーカ人は常識的な人間とは無

縁な、逸脱的な思考の枠組みに従って生きてい

た人間であるとされる。一方でこうした議論を

なす研究者自身は、自らはそうした強迫観念症と

は無縁であるという態度を無批判にとっている。

機械のアナロジーの適用は、どうしてこのよ

うな結論を伴うのか、そしてこのことはアステ

カ供犠の理解にどのような問題点を引き起こし

ているか、これを続く節で考えてみよう。

� 死のリアリティ

カソ以来、メシーカ人の供犠を機械のアナロ

ジーで説明することを、多くの研究者が無批判

に行なってきた。カソによれば、メシーカ人が

信じていたとされる宇宙論は「誤った前提」から

なる宇宙論である。そうした視点においては、

カソ自身は「正しい前提」によってものを考え

行為する正しい人間であり、一方でメシーカ人

はそうではない誤った人間である。このような

視点をとるということは、研究者とメシーカ人

との間に、自ら越えがたい溝を掘るようなもの

だ。そこでは両者の間に大きな断絶が設定され

てしまう。カソ流の説明を踏襲する限り、状況

は現在の研究者においても同様である。確かに

現代社会ではもはや供犠は行なわれないし、そ

れは法的にも容認されない。しかしそうした現

代社会の常識によってメシーカ人の供犠を逸脱

的なものと捉える前に、我々は供犠の中心であ

る死という問題をもう一度みなおす必要がある

のではないか。

カソらの説明では、メシーカ人は供犠をあた

かも機械に燃料を注ぐことであるかのように行

なっていたとされる。しかし供犠を、ガス・ス

タンドで車にガソリンを入れることのように論

じるのは、不適当である。なぜなら機械のアナ

ロジーによる説明では、供犠という宗教的行為

の核心である死の現前という要素が捨象されて

しまうからである。ギリシャ宗教を専門とする

宗教学者のカール・ケレーニイは、死という出

来事について次のように論じている。

「世界の何らかのリアリティと同じように、死

は人を＜冷静＞のままにしておかない強力な

心のリアリティであることは、否定できない。

それは何かほかの知識の素材のようなもので

はなく、誰に対してもおののきをもって触れ

てくるものである。もし宗教学がこの事実に

対して己を閉ざし、死の観念を単にひとつの

論理的結論と受け取って、心のリアリティと

して捉えることをしないならば、それは非リ

アルであり、現実から遊離しており、非学問

的であるという非難が加えられても当然だろ

う。」��

供犠が他の儀礼と異なる点は、そこにおいて

死が引き起こされるという点である。そして死

の現前という出来事は、ケレーニイが言うよう

に、現代の研究者であろうとメシーカ人であろ

うと必ずや人を震撼させずにはおかない体験事

なのである。しかしながら先に論じたように、

カソ流の説明を行なう研究者らの議論では、死

の問題そのものは影をひそめ、いかにメシーカ

人の供犠を整合的に説明するかということに焦

点が据えられている。機械のアナロジーは少な

くとも、供犠に対して一見して分りやすい説明

をもたらすものではある��。しかしその結果と

��カール・ケレーニイ、（高橋英夫訳）、『神話と古代宗教』、
筑摩書房、���� 年、��� 頁。

��なぜ機械のアナロジーを用いた説明が、�� 世紀中葉よ
り今日に至るまで「分りやすい」ものとして諸国の研究者
に受け入れられてきたのかという問題は、社会思想史的な
観点から一つの論点となり得る。この点では、カソの説明
と、未開人の宗教を「疑似科学」として論じたフレーザー
の説明との同質性が注目される。人間の宗教的行動を専ら
因果論的・目的論的に理解しようとする近代的思考の問題
点を論じることには意味があるが、本論では、従来のカソ
的説明が死のリアリティを捨象するものであるという事実
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して研究者は、メシーカ人はそうした供犠の世

界観を信じていたのであろうが、自分にとって

は、彼らの世界観は 現代の科学的世界観の

枠組みの内に止まって見る限り 「誤った」

前提に立脚する世界観であるために信じるに値

しない、という態度を取ることになる。先の増

田義郎の引用部は、こうした態度がカソ以降、

メキシコを越えて広く研究者の間に定着したこ

とを示している。

こうして今日、少なからぬアステカ供犠研究

者が、メシーカ人と自己との間に人間性の断絶

を設定し、本来「誰に対してもおののきをもっ

て触れてくる」はずの死のリアリティを、供犠

の学問的考察の焦点とすることをしない。結果

として ��世紀の諸史料において、供犠に与る

メシーカ人がいかにこの出来事を真剣に受け止

めようとしたかについての記述があったとして

も、そうした記述の意味が十分に理解されない。

こうしたことを念頭において、続く最後の節で

は供犠における死の問題を中心に据えつつ、メ

シーカ人の祭祀のひとつであるトシュカトルの

供犠を論じることで、アステカ宗教の新たな理

解の方向性を提示してみたい。

� 神の死と世界創造

メシーカ人にとって供犠の儀礼は、世界創造

の瞬間の再現実化である。そしてそこでは創造

と死が表裏一体のものとしてある。世界の始ま

りが神の死によって開始したという神話は、先

に紹介した、ウィツィロポチトリ神による月と

星の神々の殺戮の神話のほかにも数多く存在す

る��。『フィレンツェ文書』に記録されているあ

を確認するに留めておきたい。
��例えば征服直後に記されたある神話は、原初の水の上
に漂っていた女神の体が引き裂かれることによって、天空
と大地、山や川や動植物が創造されたと語る。@3������� ��

�:"����A �� ���"��.� � �������� 	� ��� ���������� �:"����

る神話は、世界の初めのときに、二柱の神々が

燃えさかる火の中に飛び込み死ぬと、すぐに太

陽と月が生まれ、さらに他の多くの神々が自ら

死ぬと、太陽と月が天空を動きはじめたと語る。

この二柱の神、ナナワツィンとテクシステカト

ルが火に飛び込む様子は、次のように記されて

いる。

「神々は二列になり、片方が火の片側に、他

方がその反対側に並んだ。そしてこの二神は

それぞれの列の中央から火に向かって進み出

た。���神々はナナワツィンに向かって言った。

『さあナナワツィン、挑戦してみろ。』神々に

言われてこの神は勇気を奮い立たせ、目を閉

じてさっと火に飛び込んだ。この神はごうご

うと音を立てて燃えた。テクシステカトルも

ナナワツィンが火に飛び込み燃えているのを

見て、火の中に飛び込んだ。���最初に太陽が

現れ、続いて月が現れた。火の中に飛び込ん

だ順に太陽と月となって現れた。」��

この神話が示すように、神の死は、即ち、世

界の出現である。世界が出現した瞬間は、世界

が最も若々しく力に充ちた瞬間であった��。こ

の瞬間を生きるために、メシーカ人は神の死の

儀礼に多くの労力をつぎ込んで、それを最大限

にドラマタイズする。そうした姿を、我々は以

下で見ていくトシュカトルの祭祀に明瞭に認め

7�������� %���E�� ���� &� �(� このほか死と宇宙創造につい
ての神話として次を参照。@-�$���� �� ��� ������A �� �)	���

������������� �:"���� #0
�� ���� &� ��4 @3������� ��

��� ��"������ &�� �)� &���)����A �� ���"��.� � �������� 	�

��� ���������� &&� ��	�(�
������������ �� ,���+E��  ������� "������ 	� ��� �����

	� %���� 
���/�� �:"���� 7�������� %���E�� ���� &&� ���	

���� 及び、#��������� ��	��� ���. '� &&� �	��
��宗教学者のミルチャ・エリアーデは、宗教的人間の本
質は「太初宇宙が造物主の手を離れた時そのままに清浄神
聖な宇宙の中に生きたい」という願いを持つことにあると
言う。ミルチャ・エリアーデ、（風間敏夫訳）、『聖と俗　宗
教的なるものの本質について』、法政大学出版局、��� 年、
�( 頁。



アステカ宗教の新たな理解に向けて �

ることができる。

メシーカ人の国家規模での祭祀は、一年 ��ヶ

月（��日× ��ヶ月＋ �日＝ ���日）の太陽暦に

従って月ごとに行われていた。テノチティトラ

ンの大神殿を舞台とするそれらの祭祀には、膨

大な労力と財が費やされ、メシーカ人の王族や

戦士階級、近隣の王国の王族や、周辺の一般の住

民たちが多く参加した��。トシュカトル（「乾い

たもの」の意）の祭祀は、現代の暦では五月頃に

行われる。トウモロコシ農耕を生活の基盤とし

ていたアステカ人は、乾季が過ぎて雨季が始ま

ろうとするこの時期に、順調な降雨と植物の生

育を祈願する。トシュカトルの祭神はテスカト

リポカ神である。この神は破壊と創造を司り、

いくつかの神話では天地創造において中心的な

役割を果たす。トシュカトルは、テノチティト

ランの守護神であるウィツィロポチトリの祭祀

と並び、��の年中祭祀の中で最も重視された祭

祀であった。

トシュカトルは前回の祭祀が終わった直後か

ら、準備が始められる。まず最初に、捕虜となっ

た敵戦士で、勇敢さや容姿や性格などに優れた

若者を十人ほど選ぶ。その中で最も人品の優れ

た一人が、テスカトリポカ神の化身となる。こ

の候補者を選ぶ基準は、極めて厳格である。サ

アグンの『フィレンツェ文書』には、次のよう

な一文がある。

「選ばれる人間は、優れた容貌、良き理解力、機

敏さを持っていた。体は美しく、引き締まっ

ており、葦のように、丈夫な杖のように、石

��トシュカトルの儀礼に関する一次文献としては、次の
ものを用いた。#��������� ��	��� 8��. �� &&� ��	''4 ���+�

�)�C��  ������� 	� ��� 0�	��� 	� %���� 
���/� � ����� 	� ��

������ #����� ���� � �:"���� 7�������� %���E�� �(�� &&� �(	

��� ���	���4 6)�� ��)����� %����� @9�����;� �� 2�?�����A

�� %���� �������)� 	� 	��������� ���� �� �������� 	� �*�!

���� ���� �� 6� >���F� /��?8������� ���� �:"���� /�&����� ��

5�������� �F�? �� -�;�� (�� &&� �	��

柱のように、長く、しっかりしていた。太り

過ぎず、小さ過ぎず、大き過ぎず、そういっ

た者であった���。」�	

こうして選び出された若い戦士には、音楽、詩

や演説、振る舞いなどについて細かい教育が施

される。こうして己を洗練させていくことで、

彼は神が乗り移るに相応しい器へと自らを高め

ていく。神的な音楽、ことば、振る舞いを自分の

ものとするようになったころ、彼は王によって

寄進された豪華なテスカトリポカ神の装束を身

にまとい、人びとの前へと姿を現すようになる。

「彼が（神の）顕現として姿を見せるようにな

ると、極めて大きな崇拝を受けた。彼はティ

トラカワン（＝テスカトリポカ）神の化身で

あって、すべてのものの主とみなされた。彼

はそうしたものとしての任を負った。人びと

は彼に祈願し、嘆息し、礼拝した。」�


こうして人となったテスカトリポカ神は八人

の従者を従え、自らが望むところであれば神殿

であろうと、広場、市場、人びとの居住区であろ

うとどこにでも赴いた。この神は夜中に街を練

り歩くことを好み、この神の鈴と笛の音が聴こ

えると人びとは起き上がり、手に香炉を持ち、自

らの家を清めたり、この神のもとに駆け寄って

香を捧げたりした��。『フィレンツェ文書』と同

時期に作成されたドミニコ会士ディエゴ・ドゥ

ランの『ヌエバ・エスパーニャ誌』には、この

神の振る舞いと、人びとの反応が次のように記

されている。

�	#��������� ��	��� ���. �� &� ���
�
 /8���
��これはテノチティトランの最大の同盟都市国家であっ
たテスココにおける、トシュカトル祭祀についての記録に
よる。両者は政治的経済的社会的に密接な繋がりを有して
いたほか、その宗教体系も、極めて多くの点で共通してい
たことが知られている。%����� &� �
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「（若者が）見事に飾られると、神殿のベール

が取り除かれた。そこからティトラカワンと

呼ばれる、例の偶像と同じ姿をした者が出て

きた。その手には、何本かのバラの花と、高

い音の出る土製の小さな笛が握られていた。

そして東、西、北、南に向かってこの笛を吹

いた。世界の四方向に向けたこの演奏が終わ

ると、その場にいたすべての者、その場には

居なくてもこの演奏を聴いたすべての者が指

を地面につけ、土をとって、それを口に運ん

だ。みなひざまずき、涙を流して、夜の闇と

風（テスカトリポカ神の呼称）に向かって、

自分たちを守ってくれるよう、忘れ去ること

のないよう、祈った���。」��

死を運命づけられたこの若い神は、テノチティ

トランにおいて最も美しく、優雅で、音楽や演

説において優れた教養を身につけた、精悍な戦

士である。テノチティトランに生きるあらゆる

人びとにとって、この神は崇拝と関心の的とな

る。市井の人びとはこの神が奏でる音色に心を

奪われ、夜中でも家を飛び出して香を捧げ、ま

たその気高さと、運命づけられた死に涙を流す。

常に死と隣りあって生きるメシーカ戦士たちは、

この神と自分を重ね合わせ、戦場における己の

武運を祈願する。供犠は単なる宇宙への「燃料

注入」に過ぎないとする視点からは、一年にも

わたるこの神へのこうした崇拝、傾倒、愛慕と

いったことは理解し難いことだろう。

実際、人びとの関心は、いかにして死を運命

づけられた神との情緒的・精神的な絆を強める

か、ということに集中しているように見える。

今日いまだ光を失うことのないユベールとモー

スの古典「供犠の本質についての試論」は、供

犠の重要な特徴は、そこにおいて犠牲の対象と

���)�C�� &� ���

祭主（儀礼執行者及び全参加者）との間に緊密

な「人格的融合」が打ち立てられることである、

と指摘する。

「犠牲獣は���依然として人間との関係を保たな

ければならない。この人間との関係を保つた

めとられる方法は、我々がここで研究している

諸々の宗教においては、呪術的および宗教的共

感の原理によって提供されるのである。それ

は、ときには直接の、自然的な代表をもつこと

がある。たとえば父が、その供犠に捧げる息

子によって代表されるのがそうである。���犠

牲獣が祭主を表象するというだけでは充分で

はない、前者は後者と融合しているのである。

二つの人格はまったく融合するのである。」��

人びとが供犠の対象と緊密な「人格的融合」

を打ちたてようとするということは、彼らがそ

の対象に起きる出来事（死）を、全身全霊で受

け止めようとしているということを意味する。

従ってこういう言い方もできよう。テノチティ

トランの人びとは一年という時間をかけて、い

ずれ引き起こされる神の死を、最大の強度で受

け止めることができるように備えているのであ

ると。

死の二十日前になると、この神は四人の娘、

すなわち植物の再生の女神ショチケツァル、若

いトウモロコシの女神シロネン、大地の女神ア

トラトナン、塩の女神ウィシュトシワトルの姿

をした四人の娘と結婚する。女神たちは、死へ

と赴く若者をさらに美しい衣装で飾りたて、慰

め、勇気づける��。供犠の五日前、テスカトリ

ポカ神と女神たちは、様々な場所で歌舞を披露

する。最初の日は、彼らはテカンマンという場

��3���� 3)8��� ��� ������ ��)��� �����(��� ��� ������

��	 ��������� �����+�� 2�� #��������$ � �����+� %�����

�(� &&� �	���
��#��������� ��	��� ���. �� &� '��



アステカ宗教の新たな理解に向けて �

所で歌い踊る。二日目はテスカトリポカの像が

祀ってある村で、三日目はテペツィンコという

湖上で、四日目はテペプルコというテペツィン

コに近い場所で。最後の歌舞を終えると、この

神は妻である女神たちに湖上で最後の別れを告

げ、テノチティトランから南に数キロほど下っ

た場所にある神殿へと進む��。

今やテノチティトランの王族、貴族、戦士、

職人や農民、商人といったあらゆる人びとが、

この神殿に集まってくる。そして、崇拝してや

まぬこの神が、祭壇の上で死を迎える最後の瞬

間を見守っている。『フィレンツェ文書』はそ

の悲劇的な死を、次のように伝える。

「この神が死に赴く場所に、小さな祭壇が建っ

ていた。そこを独りで昇っていった。自らの

意思で、死ぬ場所へと昇っていった。階段を

一段進むたびに、自分の笛を一つずつ、壊して

いった。そしてすべての段を昇り終えるや、

祭壇の頂上に至るや、神官たちが、供犠の台に

仰向けに寝させた。神官の一人がその胸を切

り開き、心臓を取り出し、太陽へと捧げた。」��

また『ヌエバ・エスパーニャ誌』には、この

シーンが次のように記されている。

「そこには、一年の間、かの偶像の服装をし、

飾りたてられ、崇拝された捕虜のインディオ

が連れてこられた。そして四肢を押さえられ

て、神官は胸を切り裂き、心臓を取り出し、

それを腕をいっぱいに伸ばして天へと掲げ、

太陽にそこから立ち上る蒸気を捧げた。その

後、祈りがなされ、その体は祭壇の下へと降

ろされた。」��

�� /8���
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世界の中で最も美しく、強く、優雅な生き物

が、独り階段を昇って行く。笛の音がやみ、つ

いにこの神が祭壇の頂上に雄々しく立つ。その

直後、人びとはこの神が荒々しく横たえられ、

神官の振り上げられた手に握られたナイフが、

その心臓に突き刺さるのを見る。脈打つ心臓が

高々と太陽に捧げられる。一年という時間をか

けて念入りに準備されたこの瞬間に、人びとは

最大に強められた死のリアリティを受け止める。

死のリアリティを受け止めるということは、

どういうことか。端的に言えば、それは日常性

の転覆ということである。日常性において、世

界は、いつのまにか生（生存）というものを前

提にすることで惰性的に生きられてしまってい

る。そこでは単に生物学的な意味で死んでいな

いことが、生の意味である。単なる生命の持続

を、生きていることであるとする人間の存在様

態、それが供犠における死の現前によって根底

から突き崩されるのである��。しかしメシーカ

人にとって、死は世界の誕生と同義である。先

の神話では、勇気を振り絞って炎の中に飛び込

んだナナワツィンが、太陽になったと語られて

いた。その勇気は、単に生存するのではなく、真

に生きようとする者が必要とする勇気である。

ナナワツィンは自ら炎の中に飛び込み、「ごうご

うと音を立てて燃える」。それは太陽の真の姿

の開示である。同じようにトシュカトルの祭祀

において、テスカトリポカ神は勇気を振り絞っ

て階段を昇り、祭壇の頂上に雄々しく立ち、そ

して死ぬ。この神の死は、それを見守っていた

人すべての、惰性的存在様態における死を引き

起こす。この壮大な死が完遂された瞬間、世界

��次の拙稿を参照されたい。岩崎賢、「先スペイン期メキ
シコにおける『花の戦い』再考」、『ラテンアメリカ研究年
報』、0�� �、日本ラテンアメリカ学会、��� 年。及び、
岩崎賢、「古代アステカ人の供犠」、『宗教研究』、第 '' 巻、
��( 号、日本宗教学会、���� 年。



	
 岩崎賢

は、生まれたときのままの新鮮で力に充ちた姿

を顕にしている。

結語

メシーカ人の供犠は、祭壇の上で神が死ぬこ

とによって、世界創造の神話的ドラマが再現実

化されることである。ケレーニイが言うとおり、

死は単なる知識ではなくて、あらゆる人間にとっ

て 時代を超えて 強力な心のリアリティ

としてある。しかしカソ流の説明は、機械のア

ナロジーにより供犠を説明することで現代人と

メシーカ人の連続性を一方的に断ち切り、結果

として供犠における死の問題を覆い隠してしま

うものであった。もしアステカ宗教の新たな理

解が開かれるとすれば、それは現代の研究者が、

メシーカ人における死の問題を己にとっての死

の問題として受け止めることによってである。

そのとき、考古学的資料や文献史料において十

分に理解されてこなかった諸々の事柄が、独特

の意味を持つものとして我々に現前するはずで

ある。 □■


