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ユカタン・マヤの身体観∗
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はじめに

病気は通常個人的なしかも身体レベルにおけ

る不具合として発症するものであり，その理解

には病人が身体に関して持っている知識および

観念の解明が不可欠であるはずである．ところ

が，ユカタン・マヤの伝統医療に関する研究は

多数行なわれているにも関わらず，その議論の

ほとんどは儀礼および呪術的側面にのみ向けら

れ，ユカタン・マヤの身体観についてはほとん

ど明らかにされてこなかった．近代医学に匹敵

するだけの解剖学的・生理学的知識をユカタン・

マヤがもっているはずがないという研究者の思

いこみ，近代医療が軽視する呪術的側面から医

療を補完する点においてこそ伝統医療の存在価

値があるという研究者の判断，伝統医療を主と

して調査研究したのが儀礼や呪術の分析を得意

とする文化人類学者であったこと，さらには冷

と温の二項対立的な体液バランス理論がユカタ

ン・マヤの身体生理学を偽装してしまったこと

などがその大きな理由であろう．

こうした研究スタイルはある意味で，ユカタ

ン・マヤに関する民族誌の古典であり，教典的

地位さえ獲得している『チャン・コム』(1934)以

∗本稿は科学研究費基盤研究 (C)(2)の助成による研究「メ
キシコ国ユカタン・マヤ社会の宗教的実践に関する医療人
類学的研究」（課題番号：11610315）の成果の一部である．
また，本稿はその研究成果報告書「ユカタン・マヤの疾病
観」からの一部抜粋に加筆修正を行なったものである．

来の文化人類学的伝統を我々研究者が踏襲する

だけで，その欠点を修正できなかったことを意

味している．たとえば，著者のレッドフィール

ドとビジャ・ロッハスは，病気を扱った第 10章

で，ユカタン・マヤの医療を考えるに当たって

とりあえず身体観を知る必要性がないことを強

調している．しかし，ユカタン・マヤの人々が

身体の生理的機能に関して近代医学と同様の関

心を払ってこなかったことが事実であったにせ

よ，彼らが実際にどんな身体観をもっているか

すら読者に提示しないまま，ユカタン・マヤの

医療文化に関する議論を開始してしまうのは，

議論としては片手落ちであるし，いささか強引

すぎる，未開概念に依拠したある意味で西欧中

心主義的な議論ではないだろうか．

また，ビジャ・ロッハスは後年，「ユカタン・

マヤの身体イメージ」(1980)と題した論文を公

にするが，そこでも身体に関するユカタン・マ

ヤの具体的な知識は提示していない．むしろ，

マヤの基本的な世界観とされる四方位とその中

心によって構成されるコスモロジーの観点から

マヤの身体観を説明しようとする．身体の内部

には tipteと呼ばれる器官があり，腹部はそれ

を中心に chun u nakと呼ばれる下腹部，u uich

pucsikalと呼ばれる上腹部，hay nakと呼ばれる

二つの脇腹に分けられるのだと説明する (Villa
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Rojas 1980: 36)．彼の議論はいわゆるマヤの宇

宙観を身体レベルに読みとること，あるいは復

元することを意図したものであり，必ずしもマ

ヤの人々が持つ身体観を明らかにしようとした

ものではない．むしろ，マヤ研究者が抱く宇宙

観を身体レベルに投影することによって，マヤ

に関する伝統的な言説を正当化するためのもの

であるとしか思えない．

『チャン・コム』の分析視点は，ユカタン・

マヤの医療的実践では超自然的な要素が重視さ

れているという認識を後生に残すことにもなっ

た．たとえば，1991年度の科学・インディヘ

ニスモ国民賞でマヌエル・ガミオ賞を受賞した

Balam Pereiraは，その受賞作「今日のユカタン

における宇宙観と薬草の利用」(1992)において，

ユカタンでは病気は luum kabilと ik naalの 2

つのカテゴリーに分けられていると論じた．彼

によれば，前者は「人間がもつ自然の特性によ

るものであり，それは ‘独りでに’ 生じるもので

ある（中略），すなわち仕事の最中に何かに触

れたり，あるいは山で何かを食べたり，水たま

りか沼の水を飲んだりした結果生じるものであ

る．」（Balam 1992: 44，筆者訳）一方，後者の

病気は伝統的に ‘悪い風’ と呼び慣わされている

超自然的なエージェントによって引き起こされ

るものであるという (Ibid.)．彼が用いた luum

kabil/ik naalというマヤ語はユカタン・マヤの

人々が実際に用いている言葉なのか否かに関し

ては一切言及していない．仮にそれらの語彙が

ユカタン・マヤの人々から発せられたものだっ

たとしても，それは調査者であるバラムとの対

話の中で生み出されたものなのではないだろう

か．あるいは，バラムとの対話以前にユカタン・

マヤの人々がその他の研究者たちから修得した

『チャン・コム』の人類学的分析枠組みをすでに

意識に内在化させていたのかもしれない．

さらに，『チャン・コム』が行なった医療文

化分析は，「自然」の病気の理解に，冷と温の二

項対立的なカテゴリー分類を加えることで，病

気の生理学的側面に対する分析を歪めてしまっ

たきらいがある．病気発生における「自然」の

プロセス，あるいは病気認識，さらには治療方

法を冷と温のバランスに求めることで，ユカタ

ン・マヤの身体生理学は冷と温のバランス理論

へと矮小化されてしまったのである．少なくと

も，それ以外の身体生理学的な分析は抑制され

てしまった．なんとなれば，この冷・温バラン

ス理論で説明できない病気はすべて超自然的な

ものに分類することができたからである．

こうした状況に鑑みれば，ユカタン・マヤの

疾病観を民俗語彙のレベルから，改めて検証し

直す必要があることは明白であろう．就中，彼

らの身体認識ないしは彼ら固有の民族生理学に

基づいた疾病観あるいは医療文化というものを

捉えなおすことが不可欠な作業であるはずだ．

そこで本稿では，植民地時代に作成されたマヤ

語スペイン語辞書1に記載された身体語彙を拾

い出し，そのタクソノミーを明らかにすること

から，ユカタン・マヤの身体観さらには身体生

理学を理解する手がかりを探ってみよう．

1.身体語彙

図 1はユカタン・マヤ語における主要な身体

語彙を図示したものである2．腕 (kab)や足 (oc)

などのある種の身体部位には，u pach kab（手

の甲）や u tan kab（手のひら），u cal kab（手

首），u pach oc（足の甲），u tan oc（足の裏），

1使用した辞書は，Arzápalo 1995（以下本稿ではモトゥー
ル辞書と呼ぶ），Acuña 1993（同じくウィーン辞書と呼ぶ），
Michelon 1976（同じくサン・フランシスコ辞書と呼ぶ），
Ṕıo Ṕerez 1866-1877（同じくペレス辞書と呼ぶ）である．
出典はそれぞれ M, V, F, Pで表わすこととする．

2帰属を表わす所有格代名詞の uはスペースの関係で省
略してある
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図 1 身体語彙：身体部位（人体図は Andreas Vesalius, 1542,Andreas Vesalii
de corporis humani fabrica libri septemの挿絵に筆者が修正を施した.）
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u cal oc（足首）といった具合に，背中 (pach)

や胸 (tan)，cal（首）などの特定の身体語彙を

付加することによって名称が与えられている部

分がある．uは 3人称所有格の人称代名詞であ

り，uに後接する単語がその次の名詞に所属す

ることを表わす．すなわち，u pach kabは字義

通りには「手 (kab)の背 (pach)」を意味する．

こうした語の合成は日本語でも手首や膝頭と

いった形で行なわれるものである．マヤ語にお

いて身体の部位を示すために利用されるこうし

た身体語彙は pol（頭），cal（首），tan（胸），pach

（背），tsel（脇）だけである．しかも，こうし

た語彙が付加される部位は主として，腕，足，

膝，乳，ペニスといったくびれた先端を持った

筒状の突起物である．これらの部位には u pol

im（乳首），u pol piix（膝頭），u pol cep（亀頭）

といった名称で呼ばれる部分が必ず存在する．

こうした突起物のある部分に，頭，首，前，後，

脇といった名称が与えられるのは，マヤ語にお

ける身体は，頭，首，胸，背，脇の 5つの基本

部位によって構成されることに由来すると理解

されよう．だとすれば，ユカタン・マヤにとっ

て人間の「からだ」とは胴体となる円筒状のも

のにそれより小さな頭が乗った，日本のこけし

のような形状をしていることになろう．

ユカタン地方の民芸品にはメスティソ姿の

男女を象った素焼きの人形（塩入れの場合もあ

る）がある．これがマヤのこのこけし的な身体

イメージを元にして作られたものであるのかど

うかは分からないが，マヤの身体観を理解する

上で一つのモデルとなりうるだろう．すなわち，

マヤにとって人間の実際の身体は，このこけし

（からだ）に腕や足といった別の小さなこけし

（からだ）を付け足していくことで成り立って

いるのだと考えられる．ただし，この「からだ」

の部分が特殊な形状をしていたり，重要な役割

を果たす場合には固有の名称が与えられる．例

えば，腕の「頭」は 5本の指 (yal)が付いた重

要な身体器官であるため，u pol kab∗ という表

現は用いられず，代わりにmochhと呼ばれる．

ところで，人間のからだを表わすマヤ語とし

て植民地時代の辞書には uinicと cucut3の 2つ

が記載されている．cucutは現代語では主とし

て植物の球根を指して用いられるが，球根を意

味する cucutはサン・フランシスコ辞書とペレ

ス辞書にも記録されており，古くから球根をも

意味していたと思われる．しかも，サン・フラ

ンシスコ辞書は cucutに「からだおよびマカル

の根茎」(F071)という意味を当てており，cucut

は元々人間のからだと植物の球根の双方を意味

するものであったと考えるのが妥当だろう．ス

ペイン語 (tronco)や英語 (trunk)でさえ，人間

の胴体と木の幹を同一視することを考えあわせ

れば，人間のからだと植物の根茎がひとつの語

彙で表現されても不思議ではない．ここで根茎

がまさにこけし状の形態をしたものであること

に思いを致せば，cucutがマヤの基本的な「から

だ」を表わす語彙であると理解することができ

るのではないだろうか．それに対して uinicは，

中心となる cucutに手足など全ての身体部位が

付け加わえられた身体全体を表わすのだと言え

よう．すなわち，uinicは身体器官の統合体とみ

なすことができるだろう．

身体語彙の中には体の部位を表わすために二

次使用される語彙が，pol, cal, tan, pach, tselの

他にいくつか存在する．たとえば，ich（目・顔）

や nih（鼻），noch（あご）などである．ichは

3cucutに類似の語彙として cuculが存在するが，cucul
は本来後ろを振り向く行為等を指す語彙である．ペレス辞
書の解説にあるように行為が体全体に及ぶことを含意する
ことから，からだという意味で使われることがあるのかも
しれない．しかし，辞書編纂者が cucutと混同していた可
能性も否定はできないだろう．
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u ich cuy（くるぶし），nihは u nih kab（指の

平），u nih im（乳首），nochは noch bac（腰骨），

noch cuc（肘先）のように使用されるが，これ

らはそうした身体部位の形状や形態的な特性を

言い表わすためのメタファーとして使用された

ものであり，u boxel ich（「目の皮」すなわち瞼

を意味する）における boxel（皮・幹）などと機

能的には同じである．ただ，これらが「顔」の

構成要素だとすれば，少なくとも，ich, nihはも

のの「顔」を認識する重要な指標になっている

と言えるのかもしれない4．

2.ユカタン・マヤの解剖学

ユカタン・マヤは以上のような特異な身体イ

メージを持っていたものの，露出した身体部位

に関するユカタン・マヤの身体認識は西欧的な

身体観とそれほど大きな違いがあるわけではな

い．本稿ではスペースの関係上，露出した身体

部位に関しての考察は割愛し（詳細は拙稿 2002

を参照されたい），ユカタン・マヤが身体内部を

どのように捉えていたかを検討してみよう．

解剖学的知識に依拠しない医学的伝統におけ

る身体内部の器官に関する語彙は，人々が身体

をどのように理解しようとしたのか，その知のあ

り方を知る上で極めて興味深いデータを提供す

るはずである．マヤは心臓を取り出すなど人身

供儀を行なうにあたって人体を部分的に解剖を

行なってはいるが，このことからマヤが人体に関

する解剖学的知識を蓄積していったかどうかは

疑わしい．むしろ，身体に関する語彙はmochh

や xik, ppich, tuchなど，動物，特に家禽の部位

4 ichは顔と目を意味する．ichには表面や表情の意味も
あることを考慮すれば，モノの状態を判断するための場所
としての表面（おもて・つら）を示す語彙であると言えよ
う．だとすれば，顔と目は人間の身体において，まず人間
の心理や健康状態などを表わす場所として認識されている
ことを示すものである．

あるいは器官と共通のものが多いことを考えれ

ば，マヤは普段の食生活において解体する機会

の多かった鳥類や鹿などの動物に関する解剖学

的知識から人間の体を類推していた可能性の方

が高いと見るべきだろう．

(i) 心臓

心臓を指すpucsikalは，スペイン語の coraźon

と同様に「心を痛める」といった比喩的な使用も

可能な語彙であり，単に解剖学的な意味での心臓

だけを意味するものではない．マヤ語には心情

を表わす語彙として olが存在するが，pucsikal

が心を意味する場合には，辞書による限りこの

olとほぼ互換可能である．

マヤに限らずメソアメリカの先住民が生け贄

の儀礼を行なうにあたって，心臓を摘出したこ

とはよく知られたことだが，彼らがどのような

理由から心臓を摘出したのか，また心臓をどの

ような器官とみなしていたのかに関してはあま

りよく知られていない．辞書に記載された内容

だけからこうした問題に答えることは到底不可

能だが，脈拍が u pucsikal kab（手の心臓）と表

現されていることは，身体に関するマヤの知識

を知る上で示唆的だろう．マヤが心臓と血液の

流れとを関連づけて理解していたかは別として，

生きものには必ず心臓があり，それは鼓動するも

のであるという理解は彼らの生命観を規定する

重要な知識であったに違いない．ただ，pucsikal

を生命との関連で記載した事例は，ウィーン辞

書の Lukan uinic u pucsikal kab, cimen ilo.「脈

がなく，もう死んでいる」(V545)が唯一であり，

検証を行なうための情報が極めて少ないことも

また事実である．

一方，植民地時代の辞書には pucsikalを用い

た語彙として，u ich pucsikalが頻繁に登場す

る．これは鳩尾を表わす語彙であるが，スペイ
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ン語の boca del est́omagoの翻訳である可能性

が高い．意味上はマヤ語のみずおちが「心臓の

顔」，スペイン語のみずおちが「胃の口」であ

り，全く違う論理によって構成されている．し

かし，みずおちは腹痛を語るコンテクストでの

み記載された語彙であり，腹痛の表現方法と内

臓器官の認識とをめぐる，マヤとスペインとの

文化的な差異の間で行なわれた一つの誤訳ある

いは意訳であったように思われる．すなわち，

boca del est́omagoに対応する部分を説明するた

めに u ich pucsikalという語彙が植民地時代に

新たに作り出された可能性が高く，マヤがもと

もと鳩尾に重要な意味を与えていたと考えるの

は危険だろう．

(ii) -

ビジャ・ロッハス (1980; 1981)は，マヤの

身体観には tippteと呼ばれる体の機能をコント

ロールする重要な器官があることを報告してい

る．彼によれば，この tippteは臍の近くにある

トマト状の形態をした器官であり，心臓と同じ

ように鼓動している．しかも，血管はすべてそ

こから出て，全身に広がっているという．この

tippteが何らかの理由によって正常な位置から

ずれると，食欲不振や下痢，疲労感，頭痛，性欲

減退などの身体不調の原因になる．それゆえ，

そうした病気を治すためには，マッサージ等に

よって tippteを元の位置に戻してやる必要があ

る．『バカブの書』にも cantippteに関する記述

があり，その治療法としてたばこの汁をお腹に

塗って指圧マッサージをすることと記されてい

る (Roys 1965:45, 96)．

ところが，マヤ語の辞書コーパスに tippteに

関する記述は存在するものの，それが身体器官

であるという記述はみあたらない．tippは「太

陽などが顔を出す」といった意味で用いられる

動詞であるが，身体に関連して用いられた例と

しては次のようなものが見いだされる．

• tippte. hist́erico, pulsacíon en el vientre.

(P327)/ dolor de tripas o de vientre, de ven-

tosidad que fatiga mucho con latidos que

dan en medio. (M720)/ ventosidad (enfer-

medad). (F339; F763)

• can tipp te. lonbrices, enfermedades de

ellas. (V447)/ cantippte. enfermedad de

lombrices. (M110)

• titipp ancil, titippac. dar latidos el pulso.

(V239) / tippilac. cosa que pulsa como el

coraźon o se mueve como el pulso. (P327)

• titipp ancil pucsikal. batir o dar golpes

el coraźon o latidos. (V141)/ titipp an-

cil u pucsikcal kab. pulsar el pulso o el

coraźon. (V545)/ tippil u pucsikal, titiipp

ancil, titipp ancil u pucsikal kab.latidos dar

el pulso. (V440)

これらの使用例は，血管が脈打ったり，心臓

が鼓動する様を示すために tippが用いられるこ

とを示している．また，tippはある種の病気に

対しても用いられているが，それは主に腹部に

限定されている．tipp teという表現は脈打つ何

かが存在することを示したものであると思われ

るが，病気あるいはその原因とみなされた脈打

つものが腹部に認められるというモトゥール辞

書の解説 (M720)は，ビジャ・ロッハスが報告

した tippteの解説とまさしく一致している．

それにもかかわらず，tippteが身体器官として

辞書に記載されていないのは，西洋の解剖学的

知識ではそのような器官が認識されていなかっ

たため，辞書編纂者たちがこの tippteという身

体器官概念の存在に気づかなかったことを示し

ているのかもしれない．だが一方で，tippteが
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「顔をのぞかせたもの」という意味の表現である

ことを考えれば，それは本来身体器官そのもの

というよりは，むしろ，何か別の身体器官が顔を

のぞかせたことを表わしたものであると理解す

べきなのではないだろうか．たとえば，“ titipp

ancil u pucsikcal kab”（腕の心臓が跳ねている）

あるいは “ ti tipp yik u kab”（腕の風が跳ねる）

という表現では，顔をのぞかせた本来のものが

pucsikalあるいは ikであることを示している．

ところで，ビジャ・ロッハスは tippteという

名称が実際に使用された例を紹介したが，tippte

という語彙は今日ではあまり使用されていない．

むしろ，類似の機能を持った身体器官はスペイ

ン語で cirroと呼ばれている．cirroはおへその

あたりにあって，その正常な位置からずれると

病気の原因になるとされる点で tippteと同じも

のであるはずだ．しかし，この cirroは主に病

気の原因を説明するための身体器官として理解

されており，血液の循環など身体の解剖学的な

構造が重要視される概念ではない．たとえば，

バラム・ペレイラ (1992)は cirroについてツカ

カブ村の女性治療師が語った次のような言葉を

紹介している．

ほとんどの人は cirroを信じてないね．誰か

がそれで死なない限り分からないから．それ

は子供の頃から始まるものだよ．生まれてか

ら 3日もすると飛び出たおへそが踊り出す

んだ．そしたらもう cirroにかかっているわ

ね．その子供は震え出すわよ．でもそれは，

保健所の人が言うような単なる引きつけじゃ

ない．それは人が生まれながらに持っている

ものだからね．それは引きつけじゃないから，

わたしゃ，mertiolateをたくさん塗ってやる

さ．cirroの鼓動は悪い風が起こすんだ．つい

最近，ある子供が生まれて3日で死んじまった

けど，（あれは cirroだよ）．そのかあさんは結

局わたしんとこには治療に連れてこなかった

けど，cirroの子供を今までにたくさん治して

るからわかるさ．cirroの鼓動は上に動いて，

それから下，そして脇へと走るんだ．自分の

を触ってご覧，わかるから．cirroを持って生

まれた子供は下痢が続くんだ．病気がちだわ

ね．大きくなっても，病弱な人間になるよ．

腹痛持ちだったり，貧血だったり，食欲不振

にもなるさ．やせっぽちだよね．治るさ．も

ちろん，治るよ．いろんな薬を飲まなきゃい

けないけどね．（Balam Pereira 1992: 94.筆

者訳）

この治療師の解説では，病気としての cirroと

身体器官としての cirroが区別なく使われてい

るが，こうした使用自体，cirroがその解剖学的

構造よりも生理学的機能あるいは病理学的役割

に関心が置かれた概念であることを示すもので

あろう．そもそも cirroはラテン語の scirrbus，

ギリシア語の kirrhosから変化した語であり，本

来は肝硬変症を指して用いられるものである．

一般には腹部に生じた固まり状のものを指して

用いられることから5，触診によって腹部に見い

だすことのできるものであるという意味で，マ

ヤの tippteの代わりに使用されるようになった

ものであろう．

一方で，マヤの「解剖学的」理解において，こ

の tippteが血管に連接する身体器官であるとい

うビジャ・ロッハスの報告は，マヤの身体観を

理解する上で重要なヒントになるように思われ

る．マヤ語辞書では tippteが血管と繋がってい

るという記述は存在しない．しかし，血液との

関連で olomと呼ばれる内臓に関しての記載が

5Diccionario de Autoridadesは次のように記している．
. Tumor duro y dilatado, que se suele hacer en el vien-
tre.
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ある．この olomは解剖学的には特定されてお

らず，単に血の固まりであるとだけ記されてい

る．仮に，体中の血がこの olomに集まってい

る，あるいはそこから発しているのだとすれば，

tippteはこの olomが表面に姿を現わした形で

あると理解することも不可能ではないだろう．

tippteが鼓動するという「解剖学的」解説はマ

ヤの身体観に関する我々の理解を混乱させるも

のである．鼓動するという「解剖学的」特徴か

ら，我々は通常は血液を送り出す心臓の収縮運

動を想像しがちである．しかし，心臓は血液の

通過点でしかないという認識に立つならば，血

液が作り出される理由および仕組みに対する説

明が別途必要になるはずである．ビジャ・ロッ

ハス (1980)が引用している，あるマヤのマッ

サージ師の次のような説明は，そうした血液に

対するマヤの生理学的理解を示すものであろう．

ティプテは鼓動するという点で心臓に似てい

る．ただし，鼓動の早さは少し遅めだ．心臓

には血液を体中に送り出すポンプの機能があ

るとすれば，ティプテは元々血を送り出すも

のだ．だから，いつも動いているんだ．（Villa

Rojas 1980:38.筆者訳）

すなわち，tippte-olomが鼓動するのは血を送

り出していることの論理的帰結に過ぎない．裏

を返せば，鼓動は tippte-olomが血を生成する

身体器官であることの比喩的表現であると言え

よう．たとえば，泉やセノーテの水が下から沸

き出す様は，重力という物理概念を知らない場

合，何ものかが水を押し出していると理解する

以外に解釈の方法はないだろう．しかし，この

血の源泉としての tippte-olomにおいて重要な

のは，それが血液を体に送出することが目的の

器官なのではなく，むしろ血液を体に供給する

ことこそが主要な機能である身体器官だという

ことだ6．その意味で「ポンプ」としての心臓が

別個に存在することは，tippteが鼓動すること

と何ら矛盾しない．

今日，tippteに代わって用いられている cirro

という用語は，tippte-olomというマヤ固有の身

体器官概念が西欧の身体解剖学あるいは身体生

理学的な知識の中に位置づけられる過程で，解

剖学的な根拠を失ない，一方で生理学的な機能

に関する観念だけが西欧医学と矛盾しない形で

生き残ったことを証明するものと言えるのでは

ないだろうか．

(iii) 消化器官

胃や腸などの内臓を示すマヤ語は存在するが，

それらが指し示すものは必ずしも西欧医学的な

意味での消化器官であるわけではない．マヤに

とっての消化器官について解説する前に，まず

消化という現象をマヤはどのように捉えている

のかを検討しておかねばならない．

植民地時代の辞書には消化 (digerir)を意味

する語彙として emel hanal, pukul hanal, tahal

hanal, takan hanal, uts u benel hanalが記載さ

れている．emelは「落ちる」，pukulは「溶け

る」，takanと tahalは「熟す」，benelは「行く」

を意味する動詞である．すなわち，食べ物が消

化器官にうまく入ってそこで熟すまで溶解する

ことがマヤにとっての消化であると言えよう．

これは現代語でも変わらず，バスタラチェアら

の『マヤ語基礎辞書』も消化を意味するマヤ語

として tahal hanal, tahal ooch, emel oochをあ

げている．hanalと oochはいずれも食べ物を意

味する．

6肝臓は tanamと呼ばれ，一応 olomとは別個の身体器
官として認識されているようである．その生理学的役割に
関しては不明である．
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では，マヤの人々はそういった食べ物の「消化」

はどこで行なわれると考えているのだろうか．

胃を意味するスペイン語の est́omagoで辞書を

検索すると，nak, tan, homtanil, pucsikal, tsuc,

hobnilといった様々な身体語彙がピックアップ

される．また今日でも，マヤ語話者に est́omago

に相当するマヤ語は何かと尋ねると，彼らは当

惑しつつも nakや pucsik, tuchなどと答える．

しかし，nakは腹部，pucsikは心臓，tuchはへそ

を意味する語彙であり，いずれも消化器官とし

ての胃を指すわけではない．では，マヤ語には

消化器官としての胃を指す語彙は存在しないの

であろうか．また，上記の語彙が est́omagoに

相当する器官としてあげられるのはなぜであろ

うか．それぞれの語彙が本来どの身体器官を表

わすものであるか，それぞれの語彙の用例を詳

細に検討してみなければならない．



nakは腹部を指す身体語彙であり，日常生活

において nakが消化器官としての胃を指して使

用されることはありえない．たとえば，料理に

入った臓物のうち胃を nakとは決して呼ばない．

また，植民地時代の辞書で，nakを含む用例の

うち，est́omagoが現われるのは次の 5例だけ

である．

• hubul nak. dar ćamara, revolverse el

est́omago. (F151); revolverse el estómago.

(F725; V562)

• taabal nak.dar ćolico o torśon y la tal en-

fermedad; revolv́ersele a uno el estómago

como que quiere vomitar o por otra enfer-

medad. (M676)

• tabal u cah in nak. Revúelveseme el

est́omago. (F322)

• nak. barriga, vientre, estómago, buche del

anima. (F373)

• u canil nak; u mots u nak uinic.lombriz que

est́a en el est́omago. (V447)

これらの 5例のうち最初の 3つは痛みに関

するものである．hub nakに関してモトゥール

辞書に hubnak yan ten.“Desconcertado tengo

el vientre.”「お腹をこわしている」(M353)とい

う解説があることからも明らかなように，これ

らの痛みに関する表現において nakは，胃では

なく，腹部を意味しているだけである．また，

ウィーン辞書は chibal nak.“torsón de tripas por

ventosidades”「腹がはって腸に差し込みがある」

(V617)という例を記載している．このスペイン

語の解説が正しいとすれば，痛むのは胃ではな

く腸である．こうした用例から考えても，nak

を消化器官としての胃と結びつける必然性は特

にない．

est́omagoが nakに結びつけられるのは，マヤ

の身体観というよりはむしろ est́omagoという

スペイン語の持つ身体観によるものと理解する

のが妥当である．たとえば，est́omagoは胃その

ものを指すだけでなく，胃のあたりの腹部をも意

味することがある．特に，dolor de est́omago「胃

痛」という表現における est́omagoは必ずしも

胃そのものを意味しているわけではない．18世

紀に作成されたスペイン語辞書 Diccionario de

Autoridadesは dolor de est́omagoに対して “en-

fermedad que se siente en la parte del cuerpo que

se llama la boca del estómago”「俗にみずおちと

呼ばれる体の部分に感じられる病」という解説を

加えている．そして，みずおちに関しては次のよ

うに説明している．“Es aquella parte que ḿedia

entre el pecho y el vientre, en que se recibe y

cuece el alimento para distribuirlèa las partes
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del cuerpo. Llaman también asśı, ò entienden

vulgarmente, la parte exteriór que correspondèa

la verdadera boca del estómago.”「胸と腹部との

間にあって，食べ物を受け取とり，それを煮た

後，体の細部に分配するための部分．また，俗

には，本来のみずおちのあたりの外側をさして

そう呼ぶ．」また，Maŕıa MolinerのDiccionario

de Uso del Españolは boca del est́omagoに対

して「みずおち．俗語 (lenguaje popular)では痛

みを感じる場所を指し示すために使用される．」

と説明している．すなわち，est́omagoに相当す

るマヤ語として選ばれた nakは，est́omagoの

こうしたスペイン語の俗なる使用における腹部

を表わすために使用されたものと考えられる．



辞書に記載された tsucの解説で est́omagoが

含まれる例は次の 3つである．

• tsuc. buche de animal o vientre o panza o

est́omago y el morćon u obispillo. (M201)

• tsucil. est́omago, buche. (F611)

• ca tsucil.barriga, vientre, estómago, buche

del animal. (F373)

今日，日常会話で tsucが人間の胃を指す言葉

として使用されることはまずない．なぜならば，

この tsucは動物，特に牛などの反芻動物が持つ

反芻胃（スペイン語では panzaという）をさして

用いられるからである．ただし，ブリッカーら

(1998)は，tsucの意味として bellyと stomach

をあげ，Dzooc u naahtal in tsucel.“My stomach

is full.” という使用例をあげている．こうした使

用が今日ユカタン全体で一般的であるのか，あ

るいは比喩的な表現としては使用できるのかは

調査の必要があるだろう．いずれにせよ，辞書

に記載された上記の例では est́omagoという単

語と同時に，bucheないしは panzaという語を併

記しており，それが動物の胃であることを示唆

している．サン・フランシスコ辞書の ca tsucil

とは「第 2の胃」であり，明らかに反芻動物のも

のである．実際，モトゥール辞書では caatsucil

は “vientre de animales que rumı́an”「反芻動物

の内臓」(M113)，また，ウィーン辞書では ca

tsucは “cuajar o cuajadero de animal que rumı́a”

「反芻動物の反芻胃」と解説している．従って，

上記の例における est́omagoは「人間に例えれ

ば胃に相当する」のような意で解釈すべきもの

だろう．



tuchの解説で est́omagoという単語が使われ

た事例は辞書には存在しない．しかし，今日マ

ヤ語話者に対し，食べ物を消化する器官に関し

て尋ねるとそれは tuchであるという答えが必ず

返ってくる．tuchは「へそ」をも意味する語彙

である．その「へそ」がなぜ消化器官と関連づ

けられるのであろうか．

マヤの人びとは何か悪いものを食べたり，あ

るいはお腹の中のある器官が本来の位置からず

れたりすると，「消化」がうまく行えず下痢をす

るのだと考える．この消化を司るものとして前

述の cirroがしばしば引き合いに出される．す

なわち，過度の冷却等によって cirroが弱まっ

た場合，消化機能が低下する．それゆえ，cirro

の治療には「熱い」食べ物が用いられる (Villa

Rojas 1980: 41, 1981: 13, 14; Fuentes Gómez

1988: 46)．この cirroはへその後ろあたりにあ

るものだと説明されるが，それゆえに消化器官

としての tuchと混同されるのであろうか．

tuchは人間の「へそ」以外にも，鳥のすなぎ

も (molleja)を指す語彙である．植民地時代の

辞書にもサン・フランシスコ辞書とペレス辞書
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に tuchで，またウィーン辞書に tuchil，ペレス

辞書に tuchelの形ですなぎものを意味するもの

として登録されている．実際には鳥や豚などの

家畜の，食道の終わりから腸管にいたるまでの

内臓を指して用いられるようである．家禽の場

合，嚥下した食べ物は，そのうという食道の一

部が発達してできた部分に貯めて微生物の働き

を利用して発酵させたのち消化器官である線胃

さらには筋胃（一般に砂嚢あるいはすなぎもと

いう）へと渡されるが，この砂嚢が tuchと呼ば

れるものである．豚はヒトとほぼ同じ消化器の

構造を持っており，胃は一つ持つのみである．

その胃が tuchと呼ばれているのである．

いずれの場合にせよ，食べたものは食道を通っ

た後 tuchに入り，そこで消化されることになる．

この家畜の「消化」は人間の場合と同じく，ス

ペイン語ではmoler（挽く）ないしは cocer（煮

る）という動詞で表現される．マヤ語では，先

に述べたとおり「溶かされ」(pukul)，「熟成され

る」(takan, tahal)．なお，tahalには煮るという

意味も含意する．こうした家禽類の消化器官の

構造および消化に関する観念から見た場合，人

間の胃が tuchという語彙で表現されるのは，極

めて合理的である．また，人間の身体語彙には

ppich（眉間）やmochh（手），xik（脇の下）な

ど家禽（おそらくは七面鳥）をモデルにしたと

思われる，本来家禽に固有の部位を表わす語彙

と共通のものがいくつか存在することを考えれ

ば，人間の消化器官が tuchと呼ばれるのは当然

だと言えよう．

(iv) 体液

血管，神経，血液，体液に関する記述は単純

ではあるが，その身体生理学はおそらく内臓に

関するものよりはるかに複雑である．

血液 (kik)は血便や血尿，経血など体外に流

出することによって体内に存在することは容易

に確認できるが，これが何であり，またからだ

のどこにあるのかを知ることは容易ではないだ

ろう．サン・フランシスコ辞書の binan u kikel,

manan kik tu uich（血の気が失せる）やモトゥー

ル辞書の chhaal kiik（病人が元気を取り戻すこ

と）といった用例，さらにはサン・フランシスコ

辞書の kikel. “sustancia y fuerza del hombre「人

間のエキスとエネルギー」(F743)という解説か

ら判断して，マヤが kikを人間のエネルギーの

源になるものと理解していたことは確かなよう

である．

また，oom kiik（血が沸き立つ）という表現

が多数見いだされる．ウィーン辞書の om ancil

kikel. “encenderse en ira o encolerizarse”「怒

りの火が付く，かっとなる」(V308)や oomni

in kikel tumen kin.“Hirvi éndome está la sangre

con el sol.” 「太陽で血がわき上がっている」

(V398)がマヤ固有の表現であるとするなら，精

神的に興奮したり，熱でからだがほてったりす

ることを血液の作用として的確に理解していた

ことになる．

血管を表わす語彙としてはペレス辞書に be

kik（血の道）という記載があるが，この表現は

他の辞書には見られないものである．モトゥー

ル辞書，ウィーン辞書，サン・フランシスコ辞

書はいずれも u beel nohol（体液の道）が血管

(vena)であると記している．ペレス辞書は 19

世紀に作成されたものであることを勘案するな

らば，be kikは西洋医学が持ち込んだ新しい概

念を表わしているのではないだろうか．

しかし，noholと kikはおそらく同一物では

ない．モトゥール辞書 (M266)とサン・フラン

シスコ辞書 (F096; F639)は chho noholに「か

らだ中をめぐる体液」という解説を加えている．

また，サン・フランシスコ辞書は，sinic nohol.
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“humor que pica como la hormiga.”「蟻に刺さ

れたようなチクチクする体液」(F441)といった

用例を記載している．この noholが流れている

管が血管だとすれば，kikはどこを流れている

と考えられていたのだろうか．

この問題をさらに複雑にしているのがxichhで

ある．xichhはスペイン語ではしばしば tend́on

もしくは nervioと訳される．しかし，モトゥー

ル辞書の u xichhil in kab, uoc.“las venas que

salen y aparecen mucho en la frente.”「しばしば

額に表われる血管」(M776)という解説に明ら

かなように，本来青筋すなわち静脈を表わす語

彙である．実際，神経質な人を指して ah xichh

とも表現されるように，xichhは感情が高ぶっ

た時に額に浮かぶ青筋を表わしたものである．

血管や神経は動物の解体等において観察可能

なものである．その意味で人間が同等物を持つ

ことは当然予想されたであろう．しかし，血液

あるいは体液が体内を循環する，そのために血管

が存在するという発想自体はすでに近代医学的

なものであろう．マヤの身体理解において血は

必ずしも血管を流れるものではなかったのでは

ないだろうか．xichh, xichhil. “nervio, tend́on

del cuerpo, cuerda.” (P393)/ xichh. “cuerda o

nervio.” (F399; F561)という記載があるように，

解体によって目にすることのできる管は xichh

の名で呼ばれていたはずである．だが，kikや

noholがその xichhを流れていたという確証は

どこにもない．むしろ，u beel noholという表

現は，noholはからだを循環するものだが，そ

れが仮に通る道があるとすれば，それは u beel

noholと呼べるだろう，というマヤの身体理解

を表わしたものと理解すべきではないだろうか．

その場合，「体液の道」を血管と同一視する必要

性は必ずしもないはずである．

noholが方角の南や大きいものをも表わす語

彙であることは，noholがからだの内部におい

て太陽のように移動し，エネルギーが増減する

「もの」であることを示すメタファーと理解す

ることも可能である．ゲッセンは太陽が上って

いき天頂すなわち南に達したとき最大になると

いう，チャムーラ（ツォツィル語系マヤ）の世

界観をかつて記録した (Gossen 1974)．この太

陽の運行に基づいた世界認識はユカタン・マヤ

の場合にも，類似のものがいくつか報告されて

いる (B. Faust 1988)．

人間が日の出と共に目覚め，活動を開始し，

日没と共に活動を停止し，眠りにつくものであ

るとき，人間が体内に持っている「もの」は身

体の細部に行き渡ることでからだを動かすが，

日の出と共に活動を開始し，太陽が高くなるに

つれてその活動の度合いを高めている．そして

太陽が弱まるにつれて，人間の体内の「もの」

の活動も弱まっていく．noholはそうした身体

の生理現象を表わすものとして理解されている

のではないだろうか．

J. McCullough & C. McCullough (1974)は，

cuchと呼ばれる人間のもつ本源的体温は一日

の活動にあわせて変化するものである，とい

う Ticulの事例を報告している．また，William

Hanksは人間の身体を大地のメタファーによっ

て説明する伝統的治療師の身体観を紹介してい

る (Hanks 1990: 86-87)．それによると，人間

の体 (uinklil) は大地 (luum) であり，呼吸は風

(ik)である．大地およびそこに暮らすすべての

生き物と同様に，人間の体は固有の熱 (kinil)を

持つ．この熱は太陽がもたらすものである．こ

の熱と風の作用によって体内の水は血液 (kikel)

に換えられる．

この説明では noholという言葉は登場しない．

しかし，それは，人間の健康の維持には，血液

以外の何かが必要であることを明確に説明して
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いる．だとすれば，noholは，人間の体あるい

はその健康の維持に関わる，その不可欠な「も

の」の存在を示すための身体生理学的な概念だ

と言えるのではないだろうか．

一方で，kikが前述のように体のエキスある

いはエネルギーであるとすれば，kikは noholの

ように身体を生理的にコントロールしているも

のであるというよりは，人間の肉体を構成する

要素そのものであると考えられる．からだ全体

を満たしているこの液体（血液）は，内臓では

olomと呼ばれる固まった状態にあるとされる．

この olomは，et olomal. “el semejante a otro,

de una misma sangre, su consanguı́neo.”「同じ

血を持ち似た者，同族」(M598)といった使用

例に見られるように，血縁的繋がりを示すため

にも用いられることがある．また，モトゥール

辞書とサン・フランシスコ辞書は，kikが精液と

して用いられることを記している (M423; F190;

F199; F213; F236; F735)．しかも，et kikel（血

を同じくすること）は「同族であること」をすべ

ての辞書が記載している．すなわち，血は体の

健康をコントロールする物質というよりは，目

や鼻などと同様に身体を構成する 1つの部位の

ようなものと考えられていたのではないだろう

か．血を共有するという表現そのものは，ヨー

ロッパの血に関する観念の影響が疑われないで

はないが，kikと noholの生理学的位置づけか

ら判断すれば，マヤにおいても西洋と類似の血

に関する観念が存在した可能性は否定できない

だろう (cf. Schele & Miller 1986)．

おわりに

本稿で取り上げた身体語彙は，聞き取り調査

によって得られた情報を加味してはいるが，基

本的には植民地時代の辞書に記載された内容を

整理したものである．民俗語彙のタクソノミー

分類をするにあたって最大の難点は，一つの身

体部位ないしは器官に対して複数の名称が存在

することであった．そうしたいくつもの名称は，

次にあげるいくつかの要因が重なり合って生じ

たものであると思われる．

まず一つはマヤ語における身体語彙の生成方

法である．上述のように，身体は頭・首・胸・

背・脇によって構成される「からだ」が複数組

み合わされることによってできあがっている．

個々の「からだ」の「部分」はその “「からだ」の

頭” のように表現される．「からだ」の部分を表

す語彙は頭・首・胸・背・脇の 5つであるが，そ

の他に部位の形状を表わす語彙も使用される．

たとえば，まぶたは u boxel ichすなわち「目の

殻」と表現される．boxelは本来植物の実の殻や

皮，さやなどを指す語彙である．この「殻」が当

てられる身体部位には他に，u boxel chih（唇），

u boxel ton（陰嚢，包皮）などがある．

このような「からだ」の部分を特定するため

に使用されるメタファーには，地域や時代に固

有のものが存在するようである．たとえば，指

は「棒のように細いもの」と表現されるが，ツァ

ン村ではこの「棒」に alが，ショーケン村では

chilibが用いられる．また，ツァン村では額を

「頭のひょうたん」(u luch pol)と呼ぶのに対し，

ショーケン村ではそうしたメタファーは用いら

れない．むしろ，分析的に「前頭部」u tanil pol

と呼ぶのが一般的である．こうしたメタファー

の差異が語彙の違いとなって表れるのである．

第 2には消化器官の例に見られるような異文

化の翻訳の問題が絡んでいるはずである．マヤ

の人々が est́omagoに相当するマヤ語として提

示する様々な語彙は，マヤにとっての「胃」の

概念とスペイン語の「胃」の概念が本来一致し

なかったために，外来の医療文化が持ち込んだ

概念を表わすのに，やむを得ず類似概念が流用
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されたことを示している．しかし，そうした翻

訳の作業はマヤとスペインとの最初の遭遇以来

500年以上の歴史の中ですでに終了していてい

いはずである．だが，胃という消化器官をマヤ

語によって解剖学的に説明するための合意は依

然として得られていない．むしろ，消化器官と

しての胃を説明するのにスペイン語の est́omago

をそのまま流用することで済ませてきたがため

に，胃を解剖学的に説明するためのマヤ語が形

成されていないのだと言えよう．

一方で，スペイン語の est́omagoを消化器官

としての胃という意味に限定するならば，前述

の通り tuchで十分に間に合ったはずである．し

かし，それは受け入れられていない．その受け

入れを拒否したのは，マヤの人々というよりは

スペイン人であったと考えるのが妥当ではない

だろうか．すなわち，胃はマヤ語では tuchと呼

ぶ，というマヤの説明をスペイン人は理解でき

なかった．彼らにとって，tuchがへそを意味す

る以上，胃が tuchであるはずはない．つまり，

へそと胃が同じ言葉で説明できる理由がわから

ない限り，胃を tuchと訳すことはできないだろ

う．その意味では，現代の我々ですらマヤの身

体観を十分には理解できてはいないし，植民地

時代の辞書に記載された身体語彙はマヤの身体

観を適切に表わしているとは到底断言できない．

そうした異文化翻訳の失敗あるいは未実施の

下で，植民地時代の辞書を用いたマヤ語とスペイ

ン語との間の翻訳文化が定着してきたはずであ

る．マヤの人々が est́omagoの訳語として tuch

をあまり使用しないのは，そうした失敗した翻

訳文化の下で他者の理解が得られにくいことを

歴史上経験してきたからであろうし，またマヤ

の人々も誤った語彙を習得させられてきたから

なのかもしれない．

第 3の要因として植民地支配の中での文化変

容，さらには医療システムや教育などを通じた

近代化を無視するわけにはいかない．「胃」を

表わす語として tuchが一般化しないのは，上に

述べたような異文化理解あるいはその翻訳に伴

う歴史的な経緯とは別に，スペイン語文化ある

いは西欧近代医学の浸透が，マヤの人々の間に

est́omagoの訳語として tuchを成立させる意義

を失わせたためでもあろう．今日，マヤの人々

でさえ確信をもって est́omagoを tuchと訳せる

人はおそらく少ない．それは近代医学の知識が

浸透する中で，マヤの人々自身にとってもへそ

と胃の関係を理解することはもはや容易なもの

ではなくなりつつあるからである．その結果と

して，身体を説明するためのマヤ語の語彙に関

する知識は薄れ，マヤの人々でさえマヤ語の身

体語彙がどこをさすのか明確ではなくなったこ

とが，スペイン語の身体語彙との間での不一致

に拍車をかけているのではないだろうか．

疾病は個々の身体器官ないしは身体部位に発

生するという側面を持つはずである．その意味

では，ユカタン・マヤがどのような身体観を持っ

ているかを理解しない限り，いくら病因論を明

らかにしたところで，彼らの疾病観を理解した

ことにはならないだろう．本稿では植民地時代

に作成されたマヤ語スペイン語辞書に記載され

た語彙のタクソノミー分析を行なっただけであ

るが，そこから今まで具体的には論じられてこ

なかった，ユカタン・マヤの身体観がかなり明

確に浮かび上がってきたはずである．ただし，

身体観を理解するためには，こうした語彙のタ

クソノミー的な分析だけではやはり限界がある．

各身体部位や器官がどのような機能を持ち，ど

のような疾患を発症しうるかをも検討しなけれ

ばならない．本稿では紙数が尽きたので，そう

した身体生理学的な立場から見た，ユカタン・

マヤの身体観および疾病観に関しては別稿で改
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めて議論することとしたい．
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