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【論 文】３

美しくも、きたないイレズミ
── タイのサックヤン試論 ──

Beautiful/ugly tattoos:
An anthropological essay on sak yan in Thailand
津 村 文 彦＊
TSUMURA Fumihiko

While tattoos in the world are mostly marked with geometric patterns, diagrams, or figures, Thai magical
tattoos, called sak yan, uniquely include letters of Buddhist sutras besides them. Discussions on sak
yan have been addressed only as one of the magical practices or tribal tattoos in non-Western countries.
However, tattoo culture in Thailand should be informed by its regional context thus this article aims to
examine the social and cultural realms of sak yan in Northeastern Thailand.
First, by considering the purposes, tools, designs, and practices of Thai tattoos, two tattoos can be
distinguished: tattoos for magic (sak yan) and tattoos for beauty (sak suai ngaam). The former contains
traditional characters and is made through a consecrating ritual while the latter does not involve any rituals.
To introduce the ethnographic data from Northeastern Thailand, two tattoo specialists are considered: a
Buddhist monk and a Vedic priest, called Rishi. Both specialists enhance their sacred power by religious
practices, such as meditation or spirit possession, and they distribute such power to their clients in their
tattoo practice.
The tattoo clients are also analyzed by a questionnaire survey: the purpose of their first tattoos, when they
acquired them, and on which part of the body they received them. We can say that the younger generation
is more interested in tattoos for beauty while the middle-aged or older prefer magic tattoos. However,
some people dislike tattoos and have negative feelings toward them, considering them as a symbol of black
magic, ugliness, and criminality.
In conclusion, by studying their opposite opinions, two systems of value are depicted: aesthetic and
religious. Although Thai tattoos were formerly a symbol of fascination for adult males, nowadays such
preferences have become destrusted because of social changes in education, medicine and occupations.
However, the interest in magic still continues. One of the preferred motifs of sak yan is the promotion of
fascination. Such a desire for fascination can be seen to support both magic and tattoos.
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にはイギリスで、20 世紀にはアメリカでタトゥー

１．はじめに

が流行した。コレクター的関心は現在も引き継が

タイにいると、ＴＶに映る歌手やアイドルから、

れ、タトゥーのデザイン集は欧米や日本で数多く

トゥクトゥクの運転手、コンビニの店員にいたる

出版されている。世界各地のイレズミ＝タトゥー

まで、衣服に覆われない肌に濃い青緑のイレズミ

が、和彫り、トライバル、ポートレイト、ニュー

を見つけることは多い。日本のイレズミ感覚が染

スクール、アメリカン・トラディショナルなどの

み付いた私はそのたびに気味悪い感覚を覚えた

ジャンルに分類され、デザインカタログとして流

が、タイの人たちは日本人ほどには特別視してい

通している。
人類学・社会学的研究としては、
（1）イレズミ

ないようである。
タイでもイレズミが社会的に完全に許容されて

と社会的逸脱をめぐるもの、
（2）イレズミの幾何

いるわけではない。イレズミを嫌い、子どもに入

学的図案から社会構造を抽出するもの［レヴィ＝

れさせたくないと考える人も多い。しかし日本の

ストロース 1972］
、
（3）イレズミと人の相互関

ように頑なに拒絶されているかといえばそうとも

係 を 分 析 す る ア ク タ ー ネ ッ ト ワ ー ク 論［Gell

いえない。ある人は自分の身体に描かれた無数の

1993］
、
（4）伝統的な文化復興を論じるもの、
（5）

イレズミを「美しい（suai ngam）から彫った」と

イレズミを現代的なアイデンティティの表象とし

語り、また別の人は同じイレズミを「きたないか

て 論 じ る も の［Kuwahara 2005, Sanders & Vail

ら私はやらない」と嫌悪する。本稿では、タイに

2008］
、
（6）地域ごとのイレズミを概説的に紹介

おけるイレズミへの相反する視線について、特に

するものが見られる。

呪術的なイレズミ、サックヤン（sak yan）に焦点

研究の盛んな太平洋・オセアニア地域では、マ
スキュリニティや伝統文化復興の文脈で、また

を当てながら考察したい。
なお、本稿では、刺青、入墨、文身、タトゥー

ヨーロッパ・アメリカ地域では若者文化やサブカ

など、いろいろな表現・表記があるが、一般的名

ルチャーの文脈で論じられることが多い。かえっ

称としてイレズミを用いることとする。

て、東南アジア地域では、
（6）のような概論は散
見されるものの、地域の文脈に基づいた現状の分
析は十分になされてきたとはいえない。

２．イレズミと文字と身体

タイのサックヤンに限ると、呪術的な諸実践の

イレズミをめぐる知識は、17 世紀以降、太平

一部として位置づけるもの［Terwiel 1994: 69-81］
、

洋・オセアニア地域を中心にジェームズ・クック

他の「トライバル・タトゥー」と並置して地域の

ら探検家の記録がヨーロッパに伝えられた。こう

伝 統 を 論 じ る も の［Cummings & White 2012,

した記録では、イレズミは「未開」
「野蛮」の奇

Drouyer 2013］が多い。だが、地域の文脈に注意

妙な風習として博物学的に紹介された。しかし探

するならば、サックヤンの特殊性に注目しなけれ

検家や船乗りたちが自らの身体を媒体として世界

ばならない。他のイレズミでは主に文様や図像が

各地のイレズミを持ち帰るようになると、19 世紀

描かれるが、サックヤンでは、加えて経文の一節
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などを文字で刻み込む。イレズミにおける文字に

れた文書よりも暗記され口承される知識こそが真

着目すると、単なる身体変工や伝統文化の継承と

正なる知識とされた［Veidlinger 2006: 58-62］
。現

いった文脈を越えた議論が可能になる。

代の東北タイの呪術専門家モータムは、呪文をタ

文字とは、音声言語を伝達し記録するための記

イ文字でノートに記して伝承するが、パーリ語の

号である。東南アジア大陸部の上座仏教社会でも、

正書法に従っていないのでその表記の仕方は一定

貝葉に記された経典は詠まれることで伝えられ、

しない。しかしたとえ表記は異なっても、詠み上

新聞や雑誌は黙読・音読されることで情報が伝達

げられることでほぼ同じ音声となり呪力を発揮す

される。しかし、文字は単に音声を書き留め、意

るとされる［津村 2002：71‑72］
。こうした事例

味を伝達・記録するためだけに用いられるのでは

に目をやると、タイの仏教社会では、口承文化こ

ない。たとえば、SMS や e-mail で顔文字や絵文字

そが書承文化の基礎にあり、現在も口承伝統が大

を頻繁に使ったり、手書きの手紙に☆印やハート

きな社会的価値を持ち続けているように見える。

マークを書き記したりもする。文字は、一つの表

しかしながら、写経され寺院に奉納される貝葉、

記体系の中に閉じておらず、それ以外の記号と区

悪霊除けのために石版に記された呪文、また身体

別されることなく流通する特性をもつ。音声を記

に刻まれたサックヤンのように、断片的な文字が、

号化したものだけが文字として書かれるのではな

図像とともに記され、読まれることなく存在する

く、顔文字や絵文字に見られるように抽象化され

状況も同時に観察できる。ではサックヤンという

た図像表現も並置されるのが通常の文字使用であ

イレズミにおいて、図像のように描かれる文字は

る（文字の記号性）
。また読まれずに存在する文

いかなる意味をもつのだろうか。文字と身体が融

字もある。たとえばカオサン通りで売られる不可

合したサックヤンは、身体変工、装飾という文脈

解な日本語の書かれた T シャツのように、ときに

を越えて、いかに捉えられるだろうか。

文字は読まれることなく、それが存在すること自
体が意味をもつ。それが文字であると知ってはい
るものの、なにを意味しているか、またそれが正

３．タイのイレズミ：美しさと呪術

しく書かれた文字かどうかにすら関心がないよう

タイのイレズミの歴史は詳らかではない。北タ

な文字の使用もまた一般的である（文字の図像

イの寺院壁画を見るかぎり、遅くとも 16 世紀には

性）
。こうした記号性や図像性という特性を含め、

イレズミが普及していたようである。東南アジア

文字を拡張して捉えると、サックヤンを他の文字

大陸部のイレズミ起源譚には大きく二つのものが

使用と並置して論じることができる。

見られる。一つは、カーラーイと呼ばれるイレズ

東南アジアでは、近代以降に口承文化から書承

ミをめぐるものである。カーラーイはアッサム地

文化へと移行したとはいえず、音声言語と文字言

方からベトナム北西部までタイ系民族に広く見ら

語とのあいだには複雑な関係があると指摘されて

れ、腰から膝にかけて幾何学模様や図像を彫り込

いる［Kashinaga（ed.）2007］
。たとえば 15 世紀の

む。これには民族の始祖が龍の鱗を描いたという

北タイでは、仏教僧侶の知識伝承のなかで、書か

起源伝承が見られる。
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漢王朝の時代、雲南にチャイという女性が山
に住んでいた。あるとき魚を獲るために川に入

た俗人には顔にイレズミを彫った［Kriangsak
1996: : 23］
。

ると流木にぶつかった。するとチャイは子供を

（c）民族の標識：ラオの一部では、腹部から膝

授かり 10 ヶ月後に男の子が生まれた。流木に

にかけてイレズミを彫り、カーラーイ（kha

姿を変えていた龍が現れて男の子の背中を舐め

lai, sak kha） と 呼 ん だ。 彼 ら を「 黒 腹 ラ オ

た。男の子は出自を示すため身体に龍の鱗を表

（lao phung dam）
」と呼び、入墨のない「白腹

すイレズミを刻むことにした。彼の子孫はそれ

ラオ（lao phung khao）
」と区別した［高山

を受け継いで、現在にいたる［Umemoto 1980:

1969：100‑102，178‑179］
。

10-11］
。

（d）信仰の標識：東北タイで 20 世紀初めにプー
ミーブンの反乱が起きたとき、同じ指導者を

もう一つの起源譚はサックヤンをめぐるもので

信奉する者が同じイレズミを彫った。カーラ

ある。サックヤンは、東北タイではコーム文字を

シンの「タムシントー（Tham singto）
」の信

用いることからクメール文化の、北タイではビル

奉者は、上腕部内側に花とコーム文字を彫り、

マ文字やシャン文字を多く用いることからビルマ

仲間意識を高めた。
（e）治療：東北タイではある種の皮膚病（rok

やシャン文化の影響と考えられている。

padong）の治療に用いられた。墨の代わりに
仏暦 800 年ごろインドで戦争が起きた。聖者
アラハンたちは戦乱から逃れることができた。

薬草で作った油を用いたので跡は残らなかっ
た。

兵士も植物のトゲと炭を使って額に呪図ヤン

（f）美しさ：サックスウェインガーム（sak suai

（yan）を書くことで仏陀の威光に守られた。こ

ngam）
、サックラーイ（sak lai）とも呼ばれ

れを継承するクメール族はコーム文字でイレズ

る。花や動物などの模様を施す。かつて北タ

ミを行った。
［Phorot 1980: 55, Hoskin 2012: 30］

イや東北タイでは、男性はイレズミがある方
が魅力的とされた。
「足の付け根までイレズ

タイのイレズミには次のような種類が見られ
る ［Phlainoi 1996: 76, Somchai1984: 117-120］
。

ミがないなら、一緒に寝たくない」
「十枚の
布も、二十枚の布も、イレズミのある足ほど

1）

温かくはない」などのクローン詩も語られる。
（a）身分や所属の標識：1827 年より壮丁として

また現在では西洋起源のタトゥーが商業的に

登録されると手首にイレズミを施した（sak

受 容 さ れ、 サ ッ ク タ ト ゥ ー（sak thaettu）
、

kho mue）
。また 19 世紀末より兵士に所属を示

サックファッション（sak faechan）とも呼ば

す番号を彫り、数字のイレズミ（sak lek）と

れる。
（g）呪術：サックヤン。呪文を身体に刻み込む

も呼ばれた。
（b）刑罰：肩などに刑罰としてイレズミを施し
た。重大な戒律違反をした僧侶や重罪を犯し
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（a）や（b）は 1930 年代には制度が廃止された

写真が飾られ、多くは夕方から夜にかけて営業を

［Nataphat 1978: 95］
。
（c）および（f）で言及され

行う。その様子は他国のタトゥーショップと大差

るカーラーイは伝統が失われつつある 2 ）。その一

ない 4 ）。また村落でも求めに応じてタトゥーを行

方で、カーラーイ以外の装飾目的のタトゥーは近

う者もいるし、友人同士で彫ることも珍しくない。

年広がりを見せている。
（d）のような信仰を一に

施術者は俗人で、描画などの技術に長けた人が

する者たちが仲間意識を高めるイレズミも現在は

多い。クライアントはサンプル写真を見てデザイ

あまり見ることができない。
（e）の治療目的での

ンを選び、すぐに施術が行われる。彫り師にもよ

タトゥーは近代医療が広く浸透した現代ではほと

るが、多くはペンで下絵を描くか、カーボン紙を

んど遭遇できない。したがって現在目にするイレ

使って下絵を写したのち、外国製のタトゥーマシ

ズミの多くは、カーラーイを除いた（f）と（g）

ンを使って施術する。

である 。

タトゥーショップで描かれる図案に文字はあま

3）

現代のタイでは装飾と呪術という二通りのイレ

り含まれない。西洋のタトゥーと同じく、セク

ズミが観察できるが、両者の関係を論じるには注

シーな女性、蝶、鷲、薔薇、心臓、十字架などの

意が必要である。一般に近代化の文脈では伝統の

デザインが多い。またクライアントの過去の出来

商品化が論じられることが多いが、タイのイレズ

事について、図案や人名、日付などを刻むことも

ミについてこの図式の適用は難しい。近代以降に

ある。施術箇所は、肩や胸、ふくらはぎ、足首な

イレズミが呪術から装飾へと重点を移してきたと

どで、人に見せることが意識されている［Arungrat

見なすのは単純にすぎる。まずは、これら二つの

1993: 38］
。
こうしたサックスウェインガームは、必ずしも

イレズミのあり方を微細に検討し、両者の違いを

現代的な現象とはいえない。先述の東北タイや北

考察する。

タイのカーラーイも成人男性の魅力増進が目的で
（1）美しさのイレズミ―サックスウェインガーム
美しさを高めるため、つまり装飾目的のイレズ
ミはサックスウェインガーム、サックラーイと呼

あるし、コーンケーン県ムアン郡の調査村では、
70 歳を越える人でサックスウェインガームをもつ
者も多い。

ばれる。
近年では欧米の流行を受けたタトゥーが流行

【事例 1

NK 村，70 代男性，2015 年 2 月】

し、それらは英語由来のサックタトゥー、サック

［写真 1

跳躍する虎］

ファッションとも呼ばれる。バンコクやチェンマ

NK 村出身で、前期中等教育まで終了したの

イ、プーケットでは、外国人観光客の多い通りに

ち、16 歳のときに沙弥として出家し、21 歳で僧

タトゥーショップが軒を連ね、その他の地方都市

侶になった。20 歳のころ、出家仲間にイレズミ

でもタイ人を対象とするタトゥーショップが営業

を入れてもらった。最初にペンで下絵を描いて、

している。施術用の大きな椅子が置かれた理容室

その上を針で突いて墨を入れた。左の前腕部内

のような店内には、デザインサンプルのタトゥー

側に「跳躍する虎」が描かれている。
「綺麗な
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（2）呪術のイレズミ―サックヤン
呪術的な力をもつイレズミは「サックヤン」と
呼ばれる。ヤンは「文字や数字、図像を組み合わ
せた幾何学的文様」を意味し、サンスクリット語
のヤントラ（yantra）に由来する。
ヤンは中国とインドの間の海洋交易をきっかけ
に、港湾都市に定着したバラモン僧が伝えたとさ
れる。 9 世紀以降アンコール帝国が勢力を拡大す
ると、アンコールの兵士はヤンを描いた護符やイ
写真１

跳躍する虎

レズミで危険から身を守ったといわれる。戦争を

イレズミではない」と謙遜して語る。

通じてスコータイやアユタヤにも伝わり、アユタ
ヤ時代にはタイの兵士がヤンの描かれたシャツを

【事例 2

NK 村，70 代男性，2015 年 2 月】

着 た り、 イ レ ズ ミ を 彫 っ た り し て 護 身 し た 6 ）

いまから 15 年ほど前、左手首に腕時計のよう

［Vater & Aroon 2011: 12-14］
。

なイレズミをしていた女性が亡くなった。時計

東北タイのサックヤンでは、コーム文字（akson

はいつも同じ時間を指していた。腕時計が欲し

khom）と呼ばれる古代クメール文字を用いてパー

かったが買えなかったのだろうと噂されてい

リ語の経文の一部を彫ることが多い。真似されな

た。亡くなったとき 65 歳だったので、1940 年

いように、本来の文字の順序を入れ替え、書いた

代あたりに入れたものだろう。あれはサックヤ

本人にしか正しい読み方が分からないようにする

ンではない 5 ）。

こともある。ヤンは布や紙、石、木片、金属片に
書かれると、守護や招福のための護符、呪具とし

タイにおける西洋のタトゥーの流行は 1980 年代

ても用いられる。

以降とされるが、美しさのためにイレズミを彫る

ヤンを書き込んだ護符は、呪文による聖化とタ

のはもっと古い。カーラーイも含めるなら装飾目

ブーの遵守を伴うことで、望んだ効果を発揮する。

的のイレズミは、サックヤンと同じく前近代より

タイでは、仏像や護符などを制作する際、僧侶や

実践されてきた。ただしサックヤンと異なるのは、

呪術専門家が呪文を唱えて息を吹き込むこと（pluk

アカラ（akkhara）と呼ばれるコーム文字と、施術

sek）によって、対象物を聖なるものへと変化さ

のなかでの聖化儀礼の不在である。たとえば、事

せる。それは身体に彫り込まれたイレズミでも同

例 1 の「跳躍する虎」はサックヤンでも好まれる

様である。サックヤンは、特殊な図像と、呪文を

デザインだが、たとえ同じ絵柄であっても、コー

記した文字に加えて、宗教職能者による呪文の吹

ム文字が伴わず、施術の前後に聖化がなされなけ

きかけが合わさることで神秘的な力を稼働させ

れば、呪術的な効力をもたないサックスウェイン

る。

ガームとされる［Sulak & Thavivongse 1994: 26］
。
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れる針の付いた道具で彫られる。かつては籐のト

り師の寺院や修行所に一同に会してワイクルー儀

ゲ（nam wai）や縫い針、鉄釘なども用いられた

礼（phithi wai khru）を行い、師に尊敬を捧げる。

が、現在では真鍮やステンレスなどの金属製の針

流派によって異なるが、サックヤンは大きく四

が多い。針は 60cm 〜 1 m ほどの木製・金属製の

つに分けられる［Phutao2013: 55-56］
。

棒に固定される。なかにはタトゥーマシンを用い

（a）不死身（khong kraphan chatri）
：刀で斬られ

る者もいるが、コーム文字を書くのに適しておら

ても切れない、銃で撃たれても銃弾が入らな

ず一般的ではない［Sasithon 1988: 61］
。

いとされる。ブッダのモチーフを散りばめた

インクも、現在は市販のタトゥーインクや墨が

マハーウット（mahaut）の図案など。
（b） 慈 悲（metta mahaniyom）
： 人 を 魅 惑 す る。

用いられる。かつては植物のヤニや鍋底の煤から
作った墨に、熊の胆、牛や水牛の胆、雷魚の胆な

恋愛呪術（sane）や商売繁盛の目的に用いら

どを混ぜて作った ［Khamphun 2001: 126］
。また

れる。黄金の舌をもつムクドリを描いたサー

インクには薬草を混ぜて呪術的な効力を増すこと

リカーリントーン（salika lin thong）など。

もある［Krutak2012: 14］
。白檀油、胡麻油、動物

（c）攻撃（kankratham）
：他者を傷つける。托鉢

7）

から抽出した油（ゾウ、トラ、クマ、ヘビなど）
、

用の鉢を割って埋める悪なる呪術と同じ呪文

蛇 毒、 ト ッ ケ イ ヤ モ リ の 皮 8 ）、 プ ラ ー イ 油 9 ）

が用いられるバートテーク（bat taek）の図案

（namman phrai）
、各種の薬草などがサックヤンの

など。
（d）呪術からの防御（pong kan kankratham）
：呪

目的に応じて混ぜられる。
また色を定着させないサックナムマン（sak

術の攻撃から身を守る。両鎖骨の下部に三列

namman）では、ケムサックも用いられるが、貝

の呪文を書き付けるモンコンサームサーイ
（mongkhon sam sai）の図案など。

葉の筆記に使われるレックチャーン（lek chan）
を使うこともある。レックチャーンは、20cm ほ
どの木製の棒に針や釘を付けた道具で、悪霊払い

現在人気があるのは、
（a）と（b）の二種である。

で呪文を身体に書き付けるときにも使われる。

善なる目的のサックヤンは身体の上半身（胸、上

サックナンマンは「色のないイレズミ（sak mai mi

腕部、頭頂部など）に、攻撃的なものや性的なも

si）
」とも呼ばれ、インクの代わりに植物性の油が

のは下半身に施術されることが多い。
サックスウェインガームが美しさの増進を目的

用いられた。
サックヤンは、僧侶やバラモン教の修行者ルー

とするイレズミであるのに対して、サックヤンは

シー 10）
（ruesi）が寺院や修行所で、また俗人が自

呪力の獲得を目指したものである。図案に文字を

宅や寺院で施術する。彼らは「イレズミの師匠

含み、特別に準備された道具やインクを用い、呪

（khru sak, achan sak）
」と呼ばれ、信奉者であるク

文による聖化が行われることでサックヤンは特別

ライアントはその弟子（luksit）とされる。一度

な力を保持する。イレズミに含まれる文字は単な

サックヤンを入れると、師と弟子のあいだには継

る装飾の意匠というよりは、呪文そのものであり、

続的な関係が築かれる。弟子たちは年に一度、彫

その力を皮膚の中に彫り込んだものである。呪文
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が身体化されることで、サックヤンは呪的な力を

親族の勧めで 2003 年に出家した。Ｂ村近くのゴル

人に与える。次章以降では、東北タイのコーン

フ場の外れに三年ほど留まり、2006 年からＡ村の

ケーン県の調査地におけるタトゥー実践を取り上

「墓地の寺」に止住した。Ａ村とＢ村の親族が簡

げ、サックヤンがいかなるかたちで実践されてい

単な庫裡を建て、出家生活を支えている。
Ｓ師は若いころからタトゥーに親しんでいたわ

るかを詳細に検討する。

けではない。ちょうど「墓地の寺」に移ってきた
頃から独学で学んだ。最初はＡ村に住む当時 20 歳

４．東北タイの彫り師：僧侶とルーシー

の俗人男性とともに学び、彼の手を借りて自分に

イレズミに関するフィールド調査はコーンケー

もサックヤンを入れた。図案は左上腕部に仏陀、

ン県ムアン郡Ａ村およびコーンケーン市にて、

胸に獅子（shingto）
、右太腿に孔雀（nok yung）な

2013 年 12 月より現在まで断続的に行っている。

ど多岐にわたり、文字はコーム文字が使われる。
墓地に住み瞑想修行に勤しむことから、Ｓ師の

本章では、彫り師について、Ａ村の僧侶とコーン

呪術的な力を信じる者も多い。隣村だけでなく、

ケーン市のルーシーの二つの事例を検討する。

コーンケーン市からも信奉者が訪れ、悪霊祓除、
病治し、車やバイクの浄め、仏像の真贋判定など

（1）タトゥーを行う僧侶
Ａ村は人口 785 人、141 世帯のラオ系農村で、

を依頼する。雨安居期には客人を受け付けないが、

住民はモチ米稲作、サトウキビやキャッサバなど

雨安居が明けると、平日・休日を問わず、多くの

の商品作物の栽培を行いながら、近隣の工場やゴ

人々が訪れる。特に若い世代にはタトゥーを求め

ルフ場、20km ほど離れたコーンケーン市などで

る者も多い。

賃金労働するなどして暮らしている。
120 年ほど前の開村時に作られたＳＭ寺が住民

2）Ｓ師のイレズミ実践
現在のＳ師は自作の機械でイレズミを彫るが、

の宗教生活を支えているが、村の北西のはずれの
墓地には 2003 年より僧侶Ｓ師が止住している。住

当初はケムサックを用いた。Ｓ師のケムサックは

民は「墓地の寺（wat pa cha）
」と呼ぶ 11）。

80cm ほどの長さで、二本の縫い針を糸で縛って
棒の先に嵌め込んで固定している。ケムサックは
Ｓ師の自作で、黒く塗られた木製の柄には経文が

1）Ｓ師の来歴
「墓地の寺」に一人で止住するのが僧侶Ｓ師で

彫られ文字は金色に塗られている［写真 2

Ｓ師

ある。Ｓ師は、Ａ村の南にあるＢ村で 1957 年に生

のケムサック］
。初めの数ヶ月はケムサックで彫っ

まれた。10 歳で沙弥としてコーンケーン市内の寺

ていたが、時間がかかって疲れるので、タトゥー

院で出家をした。還俗後はＢ村で農業をしながら

マシン（krueang sak）を作ったという。現在ケム

建築労働に従事し、結婚して子供をもうけた。だ

サックを使うことはほとんどない。

が生来の酒好きから家庭内に不和が生じ、2000 年
に妻と離婚した。その後の生活は荒れていたが、
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写真２

Ｓ師のケムサック

写真３

自作のタトゥーマシン

街のタトゥーショップでは外国製のタトゥーマ

て用いることもある。人気があるのは、肩胛骨な

シンが使用されているが、それらは高価で購入で

どに 5 〜 10cm ほどの経文を縦に 5 列刻むハーテ

きない。そこでＳ師は古いカセットデッキのモー

オ（ha taeo）
、うなじなどに 9 つのブッダとクメー

ターとスプリング、ボールペンの先端部などを組

ル文字をピラミッド状に配置するカウヨート（kao

み合わせて、針が一定のスピードで上下に動くよ

yot） と い っ た 幾 何 学 的 図 案 の ほ か、 ヤ モ リ

自作のタ

（chingchok）
、 ム ク ド リ（salika lin thong）
、トラ

トゥーマシン］
。このタトゥーマシンには、ケム

（suea）などの動物、ハヌマーン（hanuman）など

サックにあるような経文は彫られていない。たと

の神像といった伝統的なモチーフの図像も広くみ

え経文が書かれておらず、電気で駆動しても聖な

られる。

うな電動の装置を作り上げた［写真 3

る力は変わらないとして、サックヤンも機械で彫

一方、若い女性のクライアントでは、サックス

られる。イレズミは、下絵を見ながらペンを使っ

ウェインガームを求めることも多い。デザインは

て身体に線を書き入れたのち、その線をなぞりな

クライアントが希望したものを彫る。雑誌のタ

がら彫り進める。ケムサックに比べて早く仕上が

トゥー写真をもってきたり、Facebook で海外のタ

るので便利だという。

トゥーコミュニティにアクセスし携帯電話の画面

インクは、信奉者に頼んで市内の文具店などで

を見せたりして、希望のデザインを伝える 12）。

購入している。使用するのは赤と黒だけである。

サックヤンが仕上がると、最後に呪文を吹きか

かつては灰や植物の油を混ぜて作ったが、市販の

けて聖化を行う。呪文の吹きかけによって初めて

インクの方が発色が良いので、現在ではインクを

聖なる力を獲得する。聖化がなされなければ、た

そのまま用いている。

とえ図案がサックヤンでも、呪力のないサックス

Ｓ師は、サックヤンもサックスウェインガーム

ウェインガームとみなされる。サックヤンでも、

も彫る。サックヤンでは、恋愛成就、除災、商売

サックスウェインガームでも一回あたりの価格は

繁盛など、目的に応じた図像と呪文を彫り入れる。

199 バーツで、
「イレズミ代」ではなく「祭祀費

呪文は、Ｓ師が本で学習したもののほか、クライ

（kha bucha）
」と呼んでいる。

アントが他所で見聞きした呪文を持ってきて写し
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という声が頭の中で聞こえてくる。
「
（私の身体か

（2）タトゥーを行うルーシー
サンスクリット語起源の「ルーシー」は、
「修

ら）出て行ってくれ」と心に念じていたが、なん

行を積んで宗教的に高い境地に達し、超人的な能

の助けにもならなかった。あるとき声が聞こえる

力を身につけた人」のことで、古代インド叙事詩

だけでなく、自分の指が勝手に動いて、体に文字

『マハーバーラタ』でも多くのルーシー（聖仙）

を書くような動作が始まった。誰かが自分を中か

に言及している［長谷川 1987：14］
。現代タイ

ら動かしているようだった。次第にこうした暮ら

では、バラモン＝ヒンドゥー教の宗教職能者で、

しに疲れてきて、何もしたくなくなった。ただ静

アーソム（asom）という修行場に留まり、霊的な

かに瞑想をして過ごしたくなった。それでも頻繁

存在と交信し、ときにその力を駆使して、病治し

に奇妙な声が聞こえてきて、母親は自分が正気を

や悪霊払いなどを行う。東北タイには他地域にま

失ったと思っていた。
マハーサラカム県チェンユーン郡に霊験あらた

で知れ渡る著名なルーシーが数名おり、その弟子

かなルーシーがいるというので半信半疑で訪ねて

たちが各地で活動を行っている。

みた。不思議な声のことは言わずに、サックヤン
を入れてもらった。不思議な声は止むことなく、

1）Ｍ師の来歴
Ｍ師は 1981 年にコーンケーン市内に生まれる。

「チェンユーンのルーシーを再訪せよ」と何度も

16 歳のとき交通事故に遭って重傷を負ったが命拾

言われた。ルーシーのもとで改めて事情を説明す

いをした。18 歳の頃から不思議な声を耳にするよ

ると、しばらく留まるよう勧められた。彼の弟子

うになる。20 歳でコーンケーン市内の寺院で出家

として共同生活をすることにした。ルーシーが

をして一年で還俗した。当時一緒に出家していた

サックヤンを彫ったり、悪霊払いをしたりするの

60 歳ぐらいの男性が呪術に詳しくて、いくつかの

を見て学び、朝晩には読経をして瞑想を行った。

呪術を教わった。最初は信じていなかったが、還

三年ほど経つと、不思議な声が制御できるように

俗してから教わった恋愛呪術を試してみたら効果

なってきた。どうやったら入ってきて、どうやっ

があった。それ以来呪術を信じるようになった。

たら出ていくのか、なんとなくわかってきた。実

兵役でラーチャブリー県に配属され、軍隊で初め

家に戻り、ルーシーとして生きることにした。少

てイレズミを目にした。友人に背中にサックラー
イを入れてもらった。
兵役のあいだ、身体の具合が一層おかしくなっ
てきた。誰もいないのに人の声が聞こえ、ときど
き身体が硬直して動かなくなる。身体が動かない
ままで誰かと会話するような感覚があった。兵役
が終わり、自宅に戻ってきてからも、同じ状態が
続いた。
「ここにいさせてくれ」
、
「こいつは私のものだ」

− 48 −

写真４

Ｍ師のアーソム
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しずつ信奉者が増え、現在のようなアーソムを建

ずは図案集の冊子が手渡される。すべてサックヤ

M 師のアーソム］
。

ンで、Ｍ師はサックラーイを受け付けない。イレ

不思議な声の主は、古代のルーシーたちである。

ズミは聖なるものなので、遊びで彫ってはいけな

てた ［写真 4
13）

憑依するルーシーは 100 を越え、ときにはテーワ

い（sak len mai dai）という。図案集は A 4 版 150

ダーやイスラムの聖者なども憑依する。なかでも

ページもある。 1 ページに 1 〜 3 点のヤンの見本

Ｍ師にとって重要なルーシーは、サミンパイ老師

が収められ、名称、効能、価格も記されている。

である 14）。仏陀よりはるか昔のルーシーで、バラ

価格は「有色イレズミ（sak si）256 バーツ、無色

モン教の聖者だという。そのルーシーの威光（yan

イレズミ（sak namman）199 バーツ」のように二

barami）を受け、さまざまな活動を行う。

種類が記されている。高価なものでは、一点あた

信奉者は近隣だけでなく、バンコクなど他県や

り 1,500 バーツ以上ものもある 19）。Ｍ師によると、

外国（中国、シンガポールなど）からも訪れる。

価格は大きさと元値による。大きいものほど時間

イレズミのほか、招福除災や恋愛成就、商売繁盛

がかかるので値段が上がる。また多くの図案は、

などの祈祷や悪霊払いも行う。またワトゥアータ

師匠に「教授費（kha khru）
」を支払って入手した

15）と呼ぶ呪術的な護符や呪具も
ン（watthu athan）

ものなので、元値が高いものほど高価になる。カ

16）などの護符、
販売している。タクルット（takrut）

タログの商品のように値段が記されてはいるが、

惚れ薬にも使われるプラーイ油、呪力を込めた人

ここでも代金は「祭祀費」と呼ばれる。クライア

形 17） な ど が、 ア ー ソ ム で 売 ら れ て い る。 仏 日

ントは、施術前に花と蝋燭を乗せた盆（khan ha）

（wan phra）の夜には、熱心な信奉者たちが集まっ

に祭祀費も入れ、祭壇の前でＭ師に捧げる 20）。そ

て読経を行い、憑依も見られる 18）。

の後、ケムサックを使ってイレズミを彫る。右手
でケムサックをもち、左手をクライアントの身体
に添えてしっかりと固定しながら、リズミカルに

2）Ｍ師のイレズミ実践
Ｍ師はケムサックを 20 本ほど持っている。クラ

ケムサックを動かしていく。

イアントが多いときに針を十分に交換できるよう
に準備している。肝炎や AIDS など血液を介した

【事例 3

コーンケーン市 M 師のアーソム，

伝染病が多いので、針やインク皿は毎回交換し、

2015 年 3 月】

使用した道具はアルコール消毒をしたのち、日光

マハーサラカム県から 20 代の男性が妻と子供
とともに訪ねてきた。祭壇の前でＭ師と話し合

に当てて殺菌する。
かつては炭と薬草を混ぜてインクを作っていた

い、図案集から「跳躍するトラ」を選び、右肩

が、色がくすんでいたり、時間が経つと薄れたり

に入れることになった。男性は花と蝋燭を乗せ

した。濃い発色の方が良いので、いまは市販のタ

た盆に 500 バーツ紙幣を入れてＭ師に捧げる。

トゥーインクを使っている。ただサックナムマン

祭壇の上に坐すＭ師はそれを受け取り、施術箇

で使う油は薬草から自作している。

所に呪文を吹きかけてからイレズミが始まる。

クライアントがイレズミを求めて訪れると、ま
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していく。40 分ほどで 10cm 四方の虎のタトゥー

使って彫る僧侶Ｓ師と、自らの憑依の苦しみを克

が完成した。赤く腫れた施術箇所に薬草で作っ

服するためルーシーのもとで学び、ケムサックを

た油を塗ったあと、もう一度経文を唱え、最後

使ってサックヤンを彫るルーシーＭ師とは一見対

に強めに息を吹きかけて終了した。

照的に見える。だがその対照性は、僧侶が〈正
統：瞑想：神聖〉でルーシーが〈周縁：呪術実

Ｍ師のもとでサックヤンを受けるとタブー

践：世俗〉というような従来描かれてきたような

（khalam）が課せられる。たとえば「冬瓜を食べ

仏教と非仏教の二項対立ではない［cf. Tambiah

てはいけない」
。冬瓜はインクに混ぜた薬草の効

1970］
。個別の文脈の中では、むしろ僧侶Ｓ師の

力を弱め、呪力が弱まってしまうからという。ま

方が世俗的にイレズミを施し、ルーシーＭ師の方

た「社会が禁じていることをしない」というもの

が（正統仏教ではないものの）宗教的活動を徹底

もある。本来なら仏教の五戒をすべて遵守すべき

しているようにすら見える。しかしながら、対照

だというが、普通の人が五戒を守ることは難しい

的な両者に共通するのは、サックヤンとその他の

とＭ師は言う。それでも、少なくとも社会のルー

イレズミとの差異化であり、それを実現している

ルを守る人になってもらいたいからと語ってい

のは、呪文の吹きかけによる聖化である。墓地に

た。

留まり修行生活を送るＳ師も、ルーシーや神々が

クライアントの多くは一度だけ来訪するのでは

憑依を繰り返すＭ師も、いずれも非日常的な力を

なく、その後も継続的な関係をもつ。また年に一

自身の身体に蓄積させる存在である。そうした身

度、毎年 1 月半ばに開かれるワイクルーの日（wan

体の神聖性が、彼らの彫るイレズミをサックヤン

wai khru）には、信奉者が一同に集う。信奉者は

たらしめている。また両者ともにクライアントか

師であるＭ師を尊崇するため、またＭ師にとって

らの謝礼は「イレズミ代」ではなく、
「祭祀費」と

はサミンパイ老師はじめ彼の崇拝するルーシーや

いう名目で受領している。それはＳ師がサックス

神に敬意を捧げる儀礼で、千人近くの人がアーソ

ウェインガームを彫ったときも同じである。彼ら

ムを訪れ読経などに参加する。儀礼の中では、参

のイレズミ実践は、本人にとっても信奉者にとっ

列した信奉者たちに憑依が起こることも多く、叫

ても宗教的行為と考えられている。また彫り師と

び声や呻き声の入り混じる混沌とした場が形成さ

信奉者の関係は、特にＭ師においては、施術後も

れる。イレズミを受けた信奉者たちは、祭壇に

仏日の読経会やワイクルー儀礼などで継続する。

座ったＭ師のもとで、ルーシーの仮面を頭にかぶ

呪術と仏教またバラモン＝ヒンドゥー教が入り混

せられ、呪文の吹きかけを受けることで、自身の

じりながら、両者の社会関係が編成されている。
ではＳ師やＭ師のような彫り師を信奉する人び

サックヤンに師のパワーを再充填させる。

とは、なぜイレズミを求めるのだろうか。また同
じ村に住みながらも別の人びとはなぜイレズミを

（3）Ｓ師とＭ師の対照性
イレズミへの興味から独学で学び、サックス
ウェインガームもサックヤンもタトゥーマシンを

嫌悪するのだろうか。次章ではイレズミを取り巻
く人びとに焦点を移したい。
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５．イレズミを求める人と嫌悪する人
現在のタイでは、美しさのためと呪術のために
イレズミが実践されている。かつては主に男性が
イレズミの担い手で、地域によっては成員男性の
通過儀礼としても位置づけられていた 21）。しかし
現在ではむしろイレズミを嫌悪する者が増えてい
る。ここでは、イレズミを求める人と嫌う人、双
方の立場の違いをコーンケーン県ＮＫ村での聞き
写真５

取りを素材に検討する。

70 代男性のイレズミ

う。特に身を守るためのサックヤンを彫る者が多
（1）イレズミを求める人

かった。同じころアメリカでは 1950 年代末からの

ＮＫ村でかつて沙弥として出家中にイレズミを

タトゥーブームを受け、タトゥーの商品化が進み、

した現在 80 歳の老人によると、その頃のイレズミ

より広い社会階層にクライアントを獲得していっ

はもっぱら寺で彫られたという。寺によってはイ

た。1970 年代半ばにかけて多くの米軍兵士が駐留

レズミが得意な僧侶がいたし、俗人の彫り師も寺

していたタイが、欧米のタトゥーの影響を強く受

を訪ねたりすることが多かった。またイレズミを

けたことは間違いないだろう。しかし 1980 年代末

受けるのは僧侶や沙弥がほとんどで、女性はほと

より 90 年代半ばに、タイで HIV の感染爆発が起こ

んどいなかった。イレズミの箇所も、上半身では

ると、針の使い回しでの感染を恐れ、イレズミは

首から腰にかけて、下半身では腰から膝にかけて

一時衰微したという。2000 年代に入ると、テレビ

で、それ以外に彫ることはなかったという。

や映画の影響でイレズミ人気が戻り、女性がサッ
クスウェインガームを彫ることが増えてきた 22）。

【事例 4

NK 村，70 代男性，2013 年 12 月】

15 歳のころ沙弥として出家しているときに、
隣村の僧侶が施術した。出家仲間の沙弥たち三
人も一緒にイレズミを入れた。右手前腕部に幾
何学模様。 1 人あたり 50 サターンを払った。若
かったから興味本位でやった。あまりに痛かっ
たので二度と入れようとは思わなかった。
［写
真5

70 代男性のイレズミ］

第二次世界大戦からベトナム戦争の頃まで、タ
イでは兵士のあいだでイレズミが流行したとい
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図１

イレズミの履歴

美しくも、きたないイレズミ

1994 年の中部タイでの調査によると、クライアン

を始め、学校の友人たちと訪ねてくる。彼らの多

トの 98.3% が男性で、女性はわずかであったのだ

くは、それ以前に友人や兄姉の手によってイレズ

が［Sulak &Thavivongse1994: 30-31］
、ＮＫ村のＳ

ミを入れており、Ｓ師が初めてではない。サック

師のもとで男女のクライアントはほぼ同程度であ

スウェインガームを入れる者もいれば、サックヤ

る。

ンを好む者もいる。だが、両者に共通しているの

ＮＫ村の僧侶 S 師の信奉者 14 名 23） のイレズミ
履歴について示したのが［図 1

イレズミの履歴］

は「美しさ」の追求であり、若年層には費用の安
さも大きな魅力である。夜しか営業していない

である。年齢と性別を見ると、20 代前半までの男

コーンケーン市のタトゥーショップでは千バーツ

女と 50 代半ば以降の男性ばかりであった。またほ

以上もするが、Ｓ師のところでは日中にわずか

とんどが 10 代後半までに何らかのイレズミを入れ

199 バーツで彫ることができる。
「施術費」か「祭

ている。

祀費」かは問題ではなく、ただ安さが判断材料に
なっている 24）。

【事例 5

墓の寺，20 代女性，2013 年 12 月】

一方、50 代半ば以降の男性では呪術のイレズミ

隣村から友達と一緒に来た。今年は三回目で

がほとんどである。

ある。最初に彫ったのは 11 歳のときで。墨と縫
い針を使って 15 歳の親戚のお姉さんが入れてく

【事例 7

墓の寺，60 代男性，2014 年 2 月】

れた。ここには 14 歳のころから通っていて、と

最初は沙弥で出家をしていた 12 歳で、友達が

きどき彫ってもらう。街では 1,500 バーツもす

彫ってくれた。胸にトラのサックスウェイン

るが、ここは 100 〜 200 バーツで良いし、美し

ガームを入れてもらった。還俗したあとの 17 歳

く仕上げてくれるのでよい。

で、別の村の寺でサックナムマンを入れた。
レックチャーンで全身に不死身のヤンを書き込

【事例 6

墓の寺，10 代女性，2014 年 2 月】

んで油を擦り込んだ。とても痛かった。20 歳の

中学校を休んで友達と三人でやってきた。自

ときにチャイヤプーム県で、僧侶にハヌマーン

分はＮＫ村生まれで、友達は別の村。背中に
サックヤンを二つ彫っている。ハーテオ（危険
から身を守る）とカウヨート（人を惹き付ける）
である。サックスウェインガームは好きではな
い。なんだかロックンロールみたいで、美しく
ないから。サックヤンは危険から守ってくれる。
この世界には危険が多い。

Ｓ師のところには中高生など未成年のクライア
ントも多い。男女を問わず 10 代前半からイレズミ
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写真６

脇腹のハヌマーン
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を脇腹に彫ってもらう。また 20 代半ばにローイ
エット県で大腿部にパラットキック 25）
（palad
khik）を彫った。その後はしばらく彫っていな
かったが、10 年ぐらい前にＳ師が来てからまた
始めた。
［写真 6

脇腹のハヌマーン］

10 代から 20 代にかけての興味本位でのイレズ
ミへの関わりは、事例 5 や事例 6 で見られるのと
同じで 50 年前も今も変わらない。現在は若い女性
が増えているという違いはあるが、友人関係のな
か、興味本位で見た目の「美しさ」に憧れてイレ
ズミを入れるという点ではよく似ている。
一方、今回の調査では、30 代〜 40 代のクライ
アントが見られなかった。60 代になって初めて

図２

サックヤンを彫った 65 歳の男性は「若い頃は仕事

イレズミの施術箇所

に支障が出るのが嫌で彫らなかった」という。20

ジョリーがタイでサックヤンを彫ったことはよく

代で結婚し子供を育てながら仕事をする中で、イ

知られているが、TV や映画などの影響で、若い

レズミを入れると「仕事に支障が出る」と語って

女性の一部にサックヤンを含むイレズミがファッ

いる。目に付くところにイレズミがあると公務員

ションとしても受容されている 27）。一方、年長男

になれない、会社で雇ってもらえないと言われる

性は、最初から胸や上腕部など目に付く箇所に彫

が、NK 村近くの縫製工場でも雇用の面接でイレ

る者が多い。二回目以降も上半身に集中し、下半

ズミが見つかると、雇い入れてもらえない。社会

身へのイレズミは少なく、かつてのカーラーイの

的な忌避があるからこそ、ある年代においてイレ

名残を見て取ることはできない。
彫り師にとっては、コーム文字と呪文の吹きか

ズミが欠如していると考えられる 26）。
イ

けによって聖化され、自身の聖なる力が付与され

レズミの施術箇所］である。その人にとって初め

るサックヤンの聖性を強調するが、クライアント

てのイレズミの多くが、背中や首の後ろに集中し

によっては必ずしも聖性への期待は大きくない。

ている。特に首の後ろを選んだ者はすべて 10 代の

もちろん呪力への信仰を語る者もいるが、多くは

女性である。長い髪を下ろせば目立たないことか

見た目の美しさを強調する。サックヤンであるか

ら、首から肩に掛けてハーテオやカウヨートと

否かにかかわらず、若い世代は今も昔もイレズミ

いったサックヤンを入れることが多い。しかし、

への興味をもっており、それは「美しさ」への志

かつてはサックヤンを女性に入れることはあまり

向といえるだろう。

施術箇所についてプロットしたのが［図 2

なかった。ハリウッド女優のアンジェリーナ・
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美しくも、きたないイレズミ

とっては戒律違反と批判する村人も多い 28）。その

（2）イレズミを嫌悪する人
とはいえ、イレズミを嫌う者も多い。たとえば

ためＮＫ村では僧侶Ｓ師をよく思わない人も多

ＮＫ村の「墓の寺」には、学校を休んでＳ師を訪

い。
「Ｓ師のサックヤンは黒呪術（mon dam）だ。

ね、喫煙しながら友人とだらだら過ごす中高生も

Ｓ師のことは信用できない」と噂する人もいる。

おり、社会規範から逸脱した様子を見ると、イレ

サックヤンを非仏教、特に悪い意図を持って駆使

ズミやＳ師に嫌悪感が起こるのも無理はない。

される黒呪術と見なすような語りは、次のような
なかにも見られる。

【事例 8

マハーサラカム県アーソム，30 代僧

侶，2015 年 8 月】

【事例 9

NK 村，60 代男性，2014 年 2 月】

以前、中学生に頼まれてサックヤンを彫った

サックヤンのある遺体は火葬をしても遺体が

ら、そのあとで親がやって来て叱られた。
「イ

黒ずむばかりで灰にならない。特別な木を薪に

レズミを入れると、未来がなくなる（sak laew,

混ぜて、サックヤンの呪力ウィサーを解かない

bo mi anakhot）
」と。私自身 16 歳ごろからイレ

（kae khet wisa）と燃やせない。だからサックヤ

ズミを始め、20 歳で出家してからも身体にサッ

ンがある人は死ぬ前に家族に言い伝えておくこ

クヤンを掘り続けている。いまは頭頂部からつ

とが多い。

ま先までサックヤンに覆われている。私には
【事例 10 NK 村，60 代男性，2014 年 2 月】

きっと未来がない。

呪術師モータムは、ヨッククルーの儀礼で用
彫り師によっては、未成年や学生には彫らない

いた布や蠟燭 29）、また学んだ経文を書いたノー

と決めているところもある。
「墓の寺」のＳ師は、

トを捨ててしまえば呪力ウィサーは身体から離

2015 年 3 月時点で「最近は 10 代の若者にはイレ

れてしまう。だがサックヤンはそうではない。

ズミをしないようにしている」と語っていた。先

タブーを破ると気が狂うこともあるし、死ぬま

のことを考えていない子供に彫るとあとで後悔す

でやめることができない。

るかもしれないからと言う。おそらく村人からの
なんらかの抗議を受けての変化であろう。学校教

不死身のサックヤンは死んだのちも本人の意志

育への悪影響、就職などで可能性の喪失を危惧す

を離れたところで身体を守りつづけ、遺体を生焼

るなかで、未成年や学生のイレズミへの社会的な

けにしてしまう。またトラのサックヤンを入れた

嫌悪が形成される。

者はタブーを適切に守らないと、トラに食い殺さ

またＳ師もＭ師も、女性のクライアントにイレ

れてしまうと語られる。彫り師にとっては、サッ

ズミを彫る。背中へのタトゥーでは、上着を脱い

クヤンは宗教実践で、仏教やバラモン教に従った

で布を身体にかけ、横になってイレズミを彫る。

行為なのだが、イレズミに批判的な視線には、悪

また彫るときには女性の身体に触れることにな

なる意図をもった忌むべき呪術として捉えられ

り、ルーシーであるＭ師はともかく、僧侶Ｓ師に

る。
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さらに近年は刑務所でイレズミが実践されるこ
とから、犯罪者と結びつけて嫌悪する語りもある。

６．異なる視線の交錯
これまでの議論を整理しよう。はじめに、文字

【事例 11 NK 村，80 代男性，2013 年 12 月】

が含まれる呪術的なイレズミ、サックヤンの特殊

Ｂ村では 30 歳ぐらいの男がサックスウェイン

性に注意しながら、装飾目的のサックスウェイン

ガームを入れている。彼は刑務所に入っている

ガームとの比較を試みた。ともに近代以前から実

あいだにイレズミを覚えた。10 年以上前、村に

践されているが、両者が異なるのは、サックヤン

ドラッグを売りに来る男たちがいた。彼らはた

では文字で呪文が記され、彫り師によって呪文の

くさんイレズミが入っていた。昔と違って、イ

吹きかけを経ることで呪力が付与される点であ

レズミを入れているのはゴロツキ（nak leng）

る。続いてサックヤンを実践する僧侶とルーシー

が多い。きちんとした人（khon riaproi）はイレ

のイレズミ実践を検討した。彼らは俗なる世界か

ズミを彫らない。

ら一歩離れることで自身の聖性を高め、その力を
付与することでサックヤンを他のイレズミから差

過去と比べれば治安も良くなり、ずいぶん安全

異化させている。さらにイレズミを求めるクライ

な社会になった印象のあるタイではあるが、リス

アントと嫌悪する人びと、それぞれの語りを分析

クの高い生き方を選べば危険も多くなる。事例 6

した。前者からは、聖性を求める声に加えて、

で「この世界には危険が多い」と語っていた中学

サックヤンにも「美しさ」を求める傾向があるが、

生たちを街で見かけたことがある。ヘルメットな

後者の人びとはイレズミを後進性、野蛮、暴力の

しにバイクで二人乗りをした彼女たちは、赤信号

象徴として見なし批判する。前者では美しいかど

に止まることもなく猛スピードで走り去って行っ
た。社会規範から逸脱すると、実際に危険は増加
するとともに、社会の批判の対象になる。イレズ
ミはそのシンボルと化す。
未成年や学生の将来への悪影響、黒呪術という
邪悪な力、犯罪との関わりといった要素からイレ
ズミはＮＫ村において嫌悪される。二世代ほど前
まで実践されていたカーラーイのような成人男性
のたしなみという位置づけは完全に消え去り、多
くの人にとっては、後進性、野蛮、暴力の象徴と
して見なされるにいたった。

図３
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タイのイレズミの布置

美しくも、きたないイレズミ

うかが判断基準であるのに対し、後者では善悪が

どに遭遇する機会も多かった。人びとはサックヤ

価値を決定づけている。

ンを施して、予測不可能なリスクから身を守って
タイのイレ

いた。だが治安は改善され、危険な夜道を歩くこ

ズミの布置］である。これまでの議論で浮上した

とが少なくなると、呪術に頼る必要は減少したと

二つの価値、善悪と美醜を二軸として、タイのイ

いえる。第二に、生業の変化も挙げられる。生活

レズミの布置を描いた。ここに示したのは、イレ

が村の田仕事だけで完結せず、村落の外での賃金

ズミがもつ善悪や美醜の本質ではなく、個々のイ

労働が増加すると、イレズミへの否定的な価値づ

レズミが人びとの視線のもとでいかに評価されて

けが始まる。村でのイレズミは、遅れたもの、野

いるかの傾向性である。

蛮なものと見なされ、新たな環境での労働から排

こうした状況を示したのが［図 3

「サックヤン」は彫り師とクライアント双方に

除されていく。そこでは伝統村落においてこそ意

とって、宗教的に望むべき力を持つとされ、また

味をもった宗教的価値は評価対象からはずれ、イ

「美しさ」も重要な要素とされる。一方、
「サック

レズミは好ましくないものへと置き換わってい

スウェインガーム」は非宗教的で、イレズミに於

く。第三に、知識の位置づけの変化が挙げられる。

いて美醜のみを判断基準にする場合に好まれる。

かつて男性は出家して初めて一人前になり結婚す

しかし、イレズミを嫌悪する人びとにとっては、

るに相応しい人物になると言われたが、それは一

イレズミの善悪、つまり宗教的な評価は関心とな

つに宗教的知識ウィサー（wisa）を獲得すること

らない。イレズミは常に悪なるもの、醜いものと

が重要視されたからでもある。ウィサーはサック

して嫌われ「否定的」価値を帯びる。一方、イレ

ヤンにも内包される。男性はサックヤンを身につ

ズミを美しいものとして積極的に受け容れること

けることで、ヤンに刻み込まれた呪文である知識

はしないが、その宗教的な価値を信奉する者は

ウィサーを体現することができた。しかし、近代
教育が普及し、ウィサーは学校で得られる知識に

「サックナムマン」を好む傾向にある。
かつてはカーラーイのようなイレズミは成人男
性の多くに見られたもので、決して否定的なもの

置き換わり、その宗教的な価値を喪失させていっ
たと考えられる。

ではなく、結婚するに相応しい男性の象徴として

とはいえ、宗教的な軸が完全に消失したわけで

きわめて肯定的に語られていた。しかしカーラー

はなく、サックヤンは新たな試みとともに継承さ

イが行われなくなった過去 50 年ほどのあいだに、

れていることを最後に付言しよう。宗教的な価値

イレズミにおいて善悪の価値、あるいは宗教的価

は相対的に薄れ、美醜の判断が前面に出るように

値が薄れ、相対的に美醜の価値が際立ってきた。

はなったが、それでも特別な力を求める人びとは

宗教的な価値の減衰については、いくつかの理由

少なくない。そうした人びとは、見えないイレズ

が考えられる。

ミであるサックナムマンを選ぶ［Somchai1984：

第一に、生活のなかでの危険の減少がある。か

115］
。
「自分の子供がイレズミを入れたら家から

つては日常生活には危険が満ちていた。家畜泥棒

追い出してやる」と言っていたある村人が、数年

の話はどこの村でも耳にするし、森の獣や毒蛇な

前にサックナムマンを彫ったことを告白してくれ
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た。また大学でタイ文学を教えていた元教授は頭
頂部にサックナムマンを彫っていることを教えて

［謝辞］

くれた。インクではなく植物の油を使って、跡が

本研究は JSPS 科研費 26370955 および 15H03282

残らないようにサックヤンを彫ることで、美醜の

の助成を受けて行った現地調査に基づくものであ

軸から外れたところで、聖なる力を身体に取り込

る。また匿名の 2 名の査読者からは非常に有益か

むことが可能になる 30）。

つ的確なコメントをいただいた。記して感謝した

また彫り師がイレズミ実践の動機として語るの

い。

が、善なる働きかけである。たとえばＭ師は未成
年にイレズミを彫る理由を次のように語る。
「た
とえ私が断っても、若い子は他のところで彫って

注

しまう。それならば私が綺麗に彫ってやった方が

1 ）吉岡郁夫は世界の民族に見られるタトゥーの動機と

よい」
。イレズミに興味をもつと、友人や兄姉か

種族・男女の標識、
（2）階級の標識、
（3）勇者の標

し て 次 の 九 つ を 挙 げ る［ 吉 岡 1989：60‑69］
。
（1）

ら遊びで彫る（sak len）ことが多く、見た目も汚

識、
（4）婚期を示す女子の表徴、
（5）宗教的理由、
（6）身体装飾・化粧、
（7）治療、
（8）刑罰、
（9）威

いし、タブーもない。それならば、自分が彫って、

嚇・性的な動機・流行・好奇心。

彼らにタブーを課して、社会に従って生きるよう

2 ）コーンケーン県の調査村でのインタビューでは、現

にした方が彼らのためになると語る 31）。カラムは

在 80 歳の老人が子供のころ、村の年寄りの多くは
カーラーイをしていたという。また 2012 年に 90 歳で

流派やヤンによって異なるが 32）、ルーシーＭ師は、

亡くなった男性はカーラーイがあったという。おそ

（1）心の振る舞い（kan kratham cai）
、
（2）体の振
る舞い（kan kratham kai）
、
（3）話の振る舞い（kan
kratham waca）の三つを最低限のタブーとする。
仏教の五戒は守りつづけることは難しいだろう

らく 1950 年代ごろまで調査村で実践されていたのだ
ろう。
3）
（a）〜（g）以外に「遊びで彫る（sak len）
」というの
も、10 代の若者で耳にする。
4 ）チェンマイやサムイ島など観光客が多く集う地域で
は、Traditional Bamboo Tattoo と銘打つところもある。

が、心と身体と言葉を整えることからまずは初め

竹製の彫り針で施術することで、タイらしさをアピー

て欲しいという。最初は難しくとも、サックヤン
を入れることが社会のルールを守るきっかけにす

ルするショップも見られる。
5 ）チェンマイ市ワットスワンドーク寺の僧侶スパチャ
イ師によると、タイヤイでは花の形のイレズミが女

るべきであると語っている。美醜の判断を越えた

性に見られるという。手の甲やふくらはぎに入れる

ところで、サックヤンの宗教的側面を活かしなが

ことが多く、美しさを高めるのが目的のイレズミだ
という。最近は減っているが 80 歳以上の女性に現在

ら、人間を善なる方向に導こうとしている。

でも見られるという。この「腕時計」として語られ

現代のタイでは、まさに表面的には宗教的価値
よりも美醜の判断がイレズミを覆っているが、

るイレズミは、これと同種かもしれない。
6 ）また別の説では、紀元後 3 世紀ごろインドから渡っ
てきたバラモン僧が、ドヴァラヴァティ王国に、呪

サックヤンは、さらに入り組んだところで宗教的

術的知識とともにサックヤンも伝えたとされる［Vater
& Aroon 2011: 15］
。

な力を発揮し続けている。

7 ）赤い色のイレズミでは辰砂などを用いた。
8 ）トッケイヤモリは棲み着いている家への忠誠の象徴
であり、家庭に幸運をもたらすと考えられている
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［Umemoto1980: 11］
。

る。どんどんその速度が上がり、とてもルーシーに

9 ）産褥死など異常死の死体から抽出するとされる油で、

付いていけないほど早口になったところで、突如詠

特に恋愛呪術に用いられることが多い。

唱が止む。急に辺りは静まりかえるが、ルーシーは

10）ラーマーヤナやマハーバーラタなど古代インド叙事

タイ語ではない不思議な言葉を早口に唱えている。

詩でも言及されており、日本語では「聖仙」あるい

また信奉者の中には何かが憑依したかのように、獣

は「リシ」と訳されることが多い。本論では、タイ

のような呻き声をあげる者や身体を細かく前後に動

語の発音にしたがって、カタカナで「ルーシー」と

かす者も現れた。 5 分ほどの憑依のあと、再び静寂

表記する。

が訪れ、 3 分ほど全員が瞑想する。その後電気が灯

11）正確には寺院（wat）ではなく、止住域（thi phakson）

され、参加者一同すっきルーシーた様子で帰宅して

である。

いった。

12）伝統的な図案にないものは、Ｓ師がそれをタイのサッ

19）価格の多くは街のタトゥーショップに比べるとずい

クヤンとして再解釈することもある。たとえば、西

ぶん安い。かつてＭ師の図案が街のタトゥーショッ

洋の蝶のタトゥーを希望するクライアントに対して、

プでコピーされたことがある。タトゥーショップで

「蝶は魅惑（mahasane）の象徴なので、サックヤンも

はサックラーイとして彫って、一点あたり 3 千〜 5

可能だ」と説明をし、クライアントのスマートフォ

千バーツもするという。

ンを見ながら下絵を書き付ける。伝統的なサックヤ

20）なかには 199 バーツのサックヤンに 500 バーツ紙幣を

ンばかりではなく、Ｓ師なりのアレンジが加わった

出して、お釣りを要求するクライアントもいるとい

タトゥーも見られる。

う。だがこれは祭祀費なのでお釣りは返していない。

13）アーソムには大きな祭壇があり、サミンパイ老師像、

クライアントは街のタトゥーショップと同じように

仏像、またいろいろなルーシーや神体の仮面（sian）

考えているようで、ルーシーとのあいだに理解のズ

が置かれる。アーソムの隣には巨大なシヴァ神とウ

レが見られる。

マー女神の神像を安置した祠が建てられている。

21）チェンマイ市のスワンドーク寺の僧侶スパチャイ師

14）サミンパイは「森のトラ」の意味で、Ｍ師は儀礼の

によると、北タイのタイヤイでは伝統的に女性もイ

時にはいつもトラ柄の布を身にまとっている。

レズミを行っていた。獣や蛇に咬まれるのを防ぐた

15）
「アータン」は古代インドのアタルヴァ・ヴェーダを

めのサックヤンを前腕部、ふくらはぎ、手首などに

意味し、それに由来する呪物をワトゥアータンと呼

彫ったという。三つの点で小さな三角を成すように

ぶ。一般的にはワトゥモンコン（watthu mongkon, 吉

彫ったり、四つの点を横に並べたりするものも見ら

祥物）などと呼ばれる。

れる。危険から身を守るために必要と考えられ、13

16）タクルットは呪符を刻んだ金属板を筒状に丸めて、

歳ぐらいになるとほとんどの女性が彫っていた。

真ん中に紐を通して携帯できるようにしたものであ

22）チェンマイのワットスワンドーク寺の僧侶スパチャ

る。首や腰の周りに巻いておくと、危険から身を守

イ師によると、2000 年代のイレズミの復興には安価
な HIV 治療薬の普及が一因だろうという。

るとされる。
17）男児の人形はクマーントーン（kuman thong）
、女児の

23）2013 年 12 月および 2014 年 2 月の短期調査で収集した

人形はクマリートーン（kumarii thong）と呼ばれる。

クライアントのイレズミ経験を示したものである。

また胎児の遺体を模したものはルークゴック（luk

いずれも「墓地の寺」のＳ師のもとに訪ねてきた人

kok）
、市販の人形に手を加えたものはサーイテープ

であるが、必ずしもイレズミを彫るわけではなく、

（sai thep）と呼ぶ。小さいものでは 500 バーツ、大き

ただ雑談をするためだけに訪ねてきた者も含む。

いものだと数千バーツで販売されており、中国人が

24）Ｓ師のところでイレズミを彫った若者たちは特に用

主な顧客という。

事がなくとも雑談をしに来ることが多い。Ｓ師と若

18）2016 年 1 月の仏日に読経会に参加した。夜 20 時半に

者たち、また若者たち同士の関係は親密で、
「墓地の

10 代〜 50 代の男女 20 人ほどがアーソムに集まり、

寺」で談笑する様子は、Ｓ師を家長とする家族のよ

配られた経本を見ながらルーシーＭ師と一緒に読経

うにすら見える。たとえ学校からの逸脱者であって

して始まる。30 分ほど読経ののち部屋の電気が消さ

も、僧侶Ｓ師の前では、無礼で乱暴な態度を取るこ

れ、読経のやり方が変わる。暗闇の中でルーシーの

とはなく、常に丁寧な言葉でやり取りする。居場所

声を聞いたのち、それを追うように信奉者が詠唱す

のない彼らにとってＳ師の存在は重要なものといえ
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るだろう。

29）モータムになるための儀礼で、寺院の本堂に入り、

25）パラットキックは、陰茎に顔や手足、尾が描かれた

花、蝋燭、香水、白い布の入った供物盆を師匠が弟

図柄のヤンで、同じ形を模した木彫りの護符なども

子に捧げる。師匠が経文を唱え、弟子が聖化される

多く見られる。

ことで、呪力ウィサーが付与されると考えられてい

26）この空白の時期はちょうど HIV の感染爆発の時期と
も重なるが、さらなるデータの収集と検討が必要で

る。
30）ただしサックナムマンがいつ頃から行われているか

ある。

は明らかではない。社会的にイレズミがきらわれる

27）コーンケーン市のルーシーＭ師も、テレビや映画で

ようになって出てきたとも［Somchai 1984: 115］
、60

イレズミがテーマのものが流行ると、途端にクライ

年前からあったと語る老人もいる。またある種の病

アントが増えると語る。現代のイレズミの流行には

の治療目的では古くから油を使ったイレズミが見ら

マスコミの影響は非常に大きい。

れた［Somchai 1984: 117-120］
。

28）チェンマイ市スワンドーク寺院の僧侶スパチャイ師

31）Ｍ師は学生や子供の場合は、色のないサックナムマ

によると、家族や親族またその知人であれば、女性

ンを最初に彫ることも多い。

であっても僧侶がイレズミを彫ることはあったとい

32）サックヤンのタブーは五戒の遵守が基本である。ま

う。特に北タイのタイヤイでは女性はある年齢にな

た十種獣肉の食タブー、洗濯紐の下をくぐり抜けて

ると護身用のイレズミを彫ることが一般的であった。

はいけない、コップの水を飲むときには残さず飲み
干すなどヤンの種類によって多岐に渡る。
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