
第八章 災難と恩寵-脱 地縁化する 〈五年王爺〉信仰

 「祭祀圏」 あるいは 「信仰圏」などといった概念は、これまで台湾漢人の民間信仰の地

縁性 をとらえる視点 として、あるいは台湾漢人の村落を超えた地域社会の統合の問題を考

える上で、ある程度有効な分析概念であった。 しか し、鎮安宮の場合 には、伝統的にすで

に従来の祭祀圏概念で は捉 えきれないような広範囲にわたる信者 をかかえて いただけでは

な く、更 に戦後 になって遠 隔地 の信者が急速 に増えている。このよ うな民間信仰の外部社

会への膨張につ いては、 これ までの台湾の民間信仰研究の分野では これ を包括的に理解す

る枠組みが得 られてはいない。余光弘は、従来比較的閉ざされた地域社会を基盤 にしてき

た民間信仰の廟 の勢力が、全台湾 レベルに展開される可能性が高い今 日の台湾では、「祭祀

圏」概念でこれを捉えることは不可能であると主張 しているが、鎮安宮 の事例は、まさに

余の指摘に適合 しているといえるだろう(余 光弘1994:455)。

 そ もそ も、 これ らの新 しい信者 は、本章で明 らかにするよ うに、嘉雲平原地域か ら台湾

各地へ移住 した人々が始めた 〈分霊〉廟に関わる人々を含むものの、全 く地縁的な関係を

持たなかった信者 をも含 んで成 り立 っている。つまり、参加単位の増加 は、台湾社会の都

市化、農村の過疎化 によってもた らされた ものであるとともに、交通の発達などの人々の

生活圏の拡大 と関わっているといえよ う。それゆえ、 このよ うな現象を、地縁的な信者の

範囲と社会組織 との対応関係を考察する概念によって分析することは不可能である。末成

の"信 者圏"概 念では、その構成員の条件 として、廟の活動に 「定期的かつ積極的に関わ

る信徒はもとよ り、信徒ほ どには固定 していないが、なにかにつけて熱心 に参拝す る者か

ら、通 りすが りの一時的な参拝者 まで含まれる」(末 成道男 1991:48)と されているよ う

に、かな り広範な性格 の人々を含み込んで いる。 この定義では、もちろん馬鳴山鎮安宮の

遠隔地の信者を含む ことはできるものの、信仰への熱意や廟との関係が異なる人々を一括

りにして しまって いるため、それ らを弁別的に区分 して、それぞれの範疇の信者の特徴を

分析するための工具 とはな りえない点 に問題がある。

 そ こで、近年の鎮安宮に見 られ るような遠隔地の信者 の増大 といった現象 を読み解いて

いくためには、従来 の地縁や血縁な どに基礎 をお く信仰のあり方か ら見 るのではなく、別

の視点が必要 になって くる。即ち、都市への出稼 ぎや移住 といった形で共同体か ら離脱 し

た個人が、その離脱 によ り喪失 した社会文化的な紐帯 に替わるものとしていかなる対象 と

いかなる関係性 を構築するのか、またその際に社会 との関係の中で個人や 自己の概念が ど



のよ うに変容 しているのか、を問 う視点である。 このことを踏まえて、本章では、以下の

手順で考察 を行 う。まず、遠隔地か らやってきて五年大科 に熱心 に参加する信者を中心 と

し、 このような信者が どの地域か らどのような経緯で鎮安宮 と関わるよ うになったのか、

を明 らかにする。次 に、第一節で考察 した信者が どのよ うに 〈五年王爺〉の霊験を感得 し、

信仰を深めていったのか を、信者へのインタビューか ら考察する。そ こにおいては、信者

は短に、 〈神〉の恩恵あるいは短期的な現世利益によってのみ信仰を確信 してい くのみな ら

ず、その途 中で遭遇する不幸な出来事 において もそれを 〈神〉との相互行為のプロセスの

一部 として理解する事で、信心 をゆるがすマイナス要 因としてではな く、よ り確かな信仰

へのステ ップだ と位置付 ける様が浮き彫 りになるだろう。 これを受けて第三、四節では、

〈五年王爺〉は、あらゆる人に恩恵を施す存在であるものの、実際には〈五年王爺〉の差

出す救 いの手に気づ く人々のみが 〈五年王爺〉 との関係 を深めて行 くこと、これを人々が

〈縁〉 と見なしていることが明 らかにされ る。そ して、人々は、この 〈縁〉 を手繰って行

く事 によって、 〈五年王爺〉に出会うと言 う自分の運命-〈 命〉-の 中で、 〈五年王爺〉 と

の相互行為を積み重ね、よ りよい 〈運〉を掴 んで行 こうとしている、と考 え られる。ここ

でのポイ ン トは、このような 〈神〉と人との関係性 のあ り方が、「鎮安宮」のよ うな従来の

地縁性に基づ く廟信仰 のあ り方か ら踏み出し、地域社会 という足場を失 いつつある都市の

住 人にも鎮安宮への新 たな足場 を提供 している、 という点である。

1.信 仰 のきっか け

 〈五股〉、〈香庄〉の人々にとっての 〈五年王爺〉は、その祭祀の形式か ら見て、個人に

よる願掛 けの対象 にもなるものの、基本的には集落 において共同で奉祀す る対象であった。

〈五股〉を含む 〈香庄〉の諸単位 は、四年に一度、それぞれの単位毎 に構成員が こぞって

鎮安宮 に赴 いて 〈五年 王爺〉を村落 に勧請 し、村落の適 当な場所一 村の公廟 の中、あるい

は村の広場-に 一定の期間安置 し、御輿 を担いで村の中を巡視 して もらい、鎮安宮へ送 り

返す という習慣 を共有 している。そこにおいて祈願されるのは、村の安寧であり、村の各

家庭の平安である。 〈五股〉の村落の場合には、鎮安宮に近接 している為に、このような集

団的な祭礼以外に、個別に鎮安宮 に訪れて、個人的な相談事を行 う事も可能だが、S村 の

ような 〈香庄〉の諸単位の場合 には、鎮安宮か らの距離が遠いところも多 く、このよ うな

単位では、足掛け五年 に一度、鎮安宮へ集団で 〈五年王爺〉を勧請 に行 くことが、最も重

要な 〈五年王爺〉との関わ り方であった といえよう。つまり、〈五股〉や 〈香庄〉の諸単位



は、そのほとんどが鎮安宮 と集落を単位 として、かな り長 い年月にわた り、固定的な相互

関係を築 いてきた。 もちろん、両者併せて250以 上の単位それぞれ によって、鎮安宮との

関係 の年 月の長 さや結びつ きの強弱にはば らつきはあるが、少なくとも、第二次世界大戦

前後 まで には、〈五年大科〉時 に何 らかの形で、〈五年王爺〉か らの恩沢 を得るべ く、共 同

的な祭祀実践を確立 させてきた。

 また、〈五年王爺〉に関係する祭祀活動 は、昔か ら拝んできた という習慣 の繰 り返 しとし

て 〈神〉を祀 り、平安 を祈願す る、というだけの意味だけではな く、〈五股〉の場合 には毎

年の春祭 りに〈流水席〉を順番で準備 して、〈五股〉所属の村落同士 の関係 を再確認 したり、

〈五股〉や 〈香庄〉では、五年大科の 〈神〉の勧請 に合わせて信者が自宅に宴席を設けて

親戚や友達 を饗応 して社会関係 を強化 した り、といった社会的に重要な意味 をももってい

る点も見逃せない。あるいは このような社会的な関係の維持 、強化、再確認作業のために、

〈神〉の祭祀 とい う活動が利用 されて いる、 といった側面 もあ りえるだろう。

 一方、遠隔地 の信者の場合 には、よ り個 人的な契機によって信仰が広がっていったと考

えられ る。遠隔地の信者は、これ まで考察 してきた 〈五股〉や 〈香庄〉の諸単位の信者 と

は信仰 に到 る動機 の上で大 きな違いがあることは容易に想像 される。即ち、 このよ うな場

合 には、鎮安宮の信者 になっていく過程 において、個々人が個別具体的に 〈五年王爺〉 と

の出会 い、相互行為 を体験す ることによって信仰を深めていくことになる。では、嘉雲平

原地域か ら、台北や高雄な どの都会へ移住 していった人々にとって、移住後 も 〈五年王爺〉

への信仰 を保持 しっづけさせた ものは何なのであろうか。また、従来雲林県の田舎の廟 と

は無関係だった人が、鎮安宮に通 うようになった理 由は何なのだろうか。

 本章で取 り上 げる最近増加 している新 しい信者は、自由意思で信仰す ることを選んでい

るように見える個人又はそのような信者たちが支える 〈分霊〉及び 〈交香〉の廟や壇か ら

成っている。

 〈分霊〉は、鎮安宮か ら許可 を得て神像 を彫像 し、自宅の祭壇にあるいは廟を建てて奉

祀 している場合である。〈分霊〉とは、ある廟の 〈神〉につ いて、新 しく神像 を彫像 し開光

点眼の儀式 をして神霊 を分けて もらった後、その廟を離れて新 しい場所 に恒久的に奉祀す

るもので、〈香庄〉の場合のよ うに祭の間だけ一時的に神像 を借 り受ける場合とは異なって

いる。一般 には、 〈分霊〉神はその祖たる廟の 〈神〉に比べて地位が低いものと見なされて

お り、祖たる廟の 〈神〉に敬意を表す るために、その誕生 日の祭や重要な祭典がある時に

〈祖廟〉に 〈進香(巡 礼)〉 する ことが多い。このような祭 に参加す ることは、祖神の祭典



を共同で祝い、また同時 に祖神及び 〈分霊〉の神威 を高めるためであると言われている(劉

還月 1994c:68)。 しか し、 〈分霊〉廟の 〈祖廟〉への巡礼は、強制的なものではな く、巡

礼に行 くか行かないか は 〈分霊〉廟の自由意志に任 されている。通常、〈分霊〉してか ら時

間的 にそれほどたって いない場合や、 〈祖廟〉の神威が非常 に強大である場合 には、 〈分霊〉

廟は好んで巡礼に訪れる。

 〈交香〉は、〈分霊〉に限 らず、相手の廟の神威 を認めて、自らの奉 じる 〈神〉を伴って

巡礼 にや って くる場合 を指す。 このよ うな巡礼は、他所にある 〈祖廟〉な ど巡礼の本当の

目的地への巡礼のついで に、通過点 にある霊験があ らたかで有名な他の廟へ参拝 に行 くケ

ースである。また、その他 に相手方の廟が 自分達の廟の 〈祖廟〉ではないが、 自分達の祀

る 〈神〉 と同 じ名前の 〈神〉を祭っていて、しかも規模がより大きい廟である場合、その

廟の祭典に参加 して、その 〈神〉の威力の分 け前 にあずかろうと言 う場合 もある。

 ただ し、鎮安宮 に関 して 〈分霊〉や 〈交香〉にあたる祭祀単位が果た して どのくらいあ

るのか、また 〈五年大科〉 の祭典 にどの くらいの頻度でまたどのような形で参加 して いる

のかを把握するのは難 しい。 〈分霊〉については、『沿革誌』 に1989年 現在及び1997年 現在

のリス トが記載されてお り把握 できる(図16参 照)。 〈分霊〉廟の中には、毎年最低一度

は鎮安宮に巡礼 して 〈祖廟〉の 〈神〉 に拝謁 した り、また 〈五年大科〉の祭典に巡礼団を

組んで 〈分霊〉神 を伴 って参拝 に訪れた りす るものが少なくな く、 〈分霊〉神やそれととも

に連れてきた他の 〈神〉が 「鑑 〓」にも参加するもの と思われる。図16に よれ ば、89年 、

97年 ともに 〈分霊〉神 を奉 じる単位の多 くは雲林県や嘉義県市に分布 しているが、その他

にも台北市県や高雄市県等にも多 く分布 している。これ らのうちの多 くはおそ らく、雲林 、

嘉義地域の出身者で台北や高雄方面 に移住 した人々であろうと思われる。1998年 の 「〓」

において 〈斗燈〉 を出 した 〈斗首〉達にインタビュー した ところ、その うちの多 くが、馬

鳴山及びその周辺村落:からの移住者あるいは、移住者が鎮安宮か ら 〈分霊〉 して移住先で

開いた 〈王爺〉の廟 の信者であった1。

 そ もそも、個人は通常、複数の 〈神〉 に対する信仰を同時にあわせ もって いることが多

い。少な くとも、農村 では、彼 あるいは彼女が居住する地域社会全体一 この地域社会が村

落である場合 も、村落の一部である場合 も、また一つの村落の範囲を超えている場合 もあ

る一で奉祀す るような 〈神〉が一つ以上あるのが普通であ り、その他 に、個人 として特に

1し か し、移住 以 外 の ケ ー ス もみ られ る。 この点 は、後 に触 れ る。



選んで信仰する 〈神〉を一つあるいは複数持 っている場合 もある。彼 あるいは彼女 は、 自

己あるいは自己の身内な どが困難 に遭遇 した際に、複数の 〈神〉に解決を依頼する場合が

しばしば生 じる。都市 においては、また特 に都市へ移 ったばか りの新参者の場合、都市に

お いて成立 している地域社会 に新参者が入 りこんで深 く根を張るということは難 しく、そ

の分、個人的な動機で様々な 〈神〉を選択 して信仰す る、あるいは移住前の居住地 で奉祀

していた 〈神〉を、移住先にも勧請 して奉祀する傾向が強 くなると言 える。 〈五年王爺〉の

場合にも、都市部 に信者が拡大 していった基礎 となったのは、〈五股〉あるいは 〈香庄〉に

居住 していた信者の移住であった と考え られる。

 〈斗首〉及びその関係者等に対する調査でも、〈五股〉あるいは 〈香庄〉に居住 していた

信者の移住 によって遠隔地 に馬鳴山の信仰がもた らされ るケースが多々見 られた。た とえ

ば、台北市 の啓安宮(仮 称)の 主宰者 は、もともと鎮安宮の 〈五股〉所属の村落が出身地

で あり、台北で も 〈五年王爺〉や北港、新港、麦寮の 「嫣祖」などを祀っている。彼は、

毎回の 「〓」の時に、必ず鎮安宮へ戻 り、祭の手伝 いをする という。台北県中和市 の鎮南

宮(仮 称)を 主宰 している信者は、 もともと北港で 〈五年王爺〉が憑 依 していたある人物

に、 自分の身内が怪我 を治 して もらったのがきっか けで 〈五年王爺〉への信仰 を得 たが、

彼が中和市へ移住する ときに、 〈五年王爺〉を家族の守護神 とするために 〈分霊〉して もら

った という。

 安岱宮(仮 称)も 、鎮安宮の付近 に居住 していたある信者が台北に移住 した ときに、〈分

霊〉 して作った廟で、すで に50年 ほどの歴史があるという。つまり、廟の建立は、1930

年代末頃と思われる。屏東県の鎮龍 宮(仮 称)の 場合 には、嘉義出身の鎮安宮 の信者が屏

東の女性 を嫁 にもらい、その信者一家が、〈五年王爺〉のお札を持って屏東へ移住 してきた

ところ、非常に霊験があ らたかだったために、〈分霊〉 を鎮安宮か らいただいて、1969年

に廟を建 てた と言 う。この他、台中県員林に住む50歳 台と思われるある女性信者は、もと

もと 〈五股〉の村落に生まれ育 ったが、小さい頃 に父と台北に移住 した際に、〈五年王爺〉

の 〈香灰〉 を持 っていったとい う。その後、神像 を作 り、廟 を建てた と言う。台北県土城

市 にある進安宮(仮 称)も 、鎮安宮の 〈香庄〉内に入 ってはいないもののさほ ど遠 くな い

ところである西螺 の出身者が台北に移住 した際に、 〈分霊〉をもらっていったことに由来す

るという。台北市 内湖 区のSK氏 は、自宅の三階に渓安宮(仮 称)と いう名前の壇を開 い

て いるが、彼 も、有才村か らの移民で、移住 したときに、〈分霊〉した という。彼 も毎回の

「〓」の時 には鎮安宮へ巡礼 し、祭の手伝いを欠か さないという。 この他、XG氏 の場合



には、〈五股〉内に生 まれ育 ったが、1975年 にブラジルに移住 したときに、 〈分霊〉してブ

ラジル に神像 を携 えて行 った とい う。彼 は、国外か ら神像 を連れ帰 るのは不便なので、

「〓」の時に神像 を連れ帰って 「鑑〓」する ことはして いないものの、毎年里帰 りして鎮

安宮に参拝 して いるとい う。

 以上は、信者が外地 に移住 した ことによって、鎮安宮の信仰が広がった例であるが、 こ

の他、人の移動が関わる事例 としては、外地か らこの地方に仕事な どでやってきたため に、

鎮安宮の存在を知 り、信仰 し始めるようになった場合や、妻の里が この地方であったため

に鎮安宮 とかかわ りを持つようになった例 もいくつか見 られた。例 えば、屏東県潮州か ら

自宅の 〈神〉を 「鑑〓 」させて 「〓」に参加 したLJ氏 は、若 いころ雲林 に仕事で来てお

り、そ のころ 〈五年 王爺〉を知 り、家族の平和や仕事の成功を祈願 しに来るようになった

と言 う。台北市の北投 にある鳴山宮の主宰者 も、雲林縣を含む北は苗栗県か ら南は屏東県

の広域で発生 した 「八 ・七水災」の後、民国四十九年(1960年)の7,8月 頃、陽明山管理

区の記者 として、水害か らの復興につ いての視察のため、「農工視査」に派遣 された時に鎮

安宮の信者にな った という。当時三十数歳だった彼は、取材中雲林縣二崙郷 に滞在 してい

たが、同郷四番地在住 のYH氏 の家 に様 々な問題があったので、相談に乗 るなど助力 して

いるうちに、逆 に自分の体の具合が悪 くな り、食欲がな くなって しまった。そ こで、YH

氏が、 自身が信仰 していた鎮安宮のある委員に連絡をとり、彼 を紹介 し、これ をきっかけ

に彼は泊 りがけで参拝に行 くことにした。彼は、そ こで 〈神〉の霊験 を経験 したために(霊

験の内容 については、後述す る)、す っか り 〈五年王爺〉の神威 を信 じるよ うにな り、そ の

後 〈分霊〉 して も らって廟を建てはじめた という。また、台北県中和市に住 み今回初めて

祈安拝斗活動に参加 したQS氏 の場合 には、妻が褒忠郷 の出身なので、〈五年王爺〉の信徒

になった という。40歳 代 と思われ る彼は、鎮安宮に参拝に来 るようになって もう18年 に

なると述べている事か ら、結婚 まもな く、鎮安宮に出入 りするようになったもの と思われ

る。 また、麦寮在住のGK氏 の場合には、義父の影響で鎮安宮の信者 となったという。彼

の家の近 くには麦寮操範宮 というこの地域では有名な媽 祖廟があり、彼自身も麦寮操範宮

の信者ではあるというが、義父が鎮安宮の管理委員会の主任委員を していた ことがあった

せいか 、鎮安宮の方が足繁 く通 っているという。

 このように、「〓」で 〈斗燈〉を出 していた人々や自宅の 〈神〉 を 「鑑〓 」させた人 々

のうち、筆者が聞き取 りす ることができた人々は、信仰 を得た後、遠隔地 にある鎮安宮 と

緊密な関係を維持 して いる。ただ、近隣の廟 と鎮安宮 とどち らにどのよ うな比重で参拝 に



赴 くかは、個人 によって一様ではない。

例えば、先 に述べた義父の影響で鎮安宮の信者 となったGK氏 の場合には、家の近 くの

麦寮拱 範宮よ り、鎮安宮の方 に足繁 く通っている。また、LJ氏 が 「〓」 に参加するよう

になったのは3回 前か らというか ら、8年 前の事である。彼の現在 の住 まいの近 くには 「広

澤尊王」をまつる地域の廟 もあ り、馬鳴山 とこの廟 とどちらも拝んでいると言 う。また、

QS氏 の場合 にも、現在の住まいの付近 に福徳宮 と呼ばれ る福徳正神をまつる集落 の住 民

で共同で奉祀する廟があるが、彼は鎮安宮だけでな く、こち らの廟の方 にも、毎年農暦2

月2日 、8月15日 、10月19日(建 廟落成 日)な どに参拝 しにでかける という。一方、高

雄市 に住むOJ氏 の場合 には、付近 にある地域の廟 には、陰暦の毎 月一 日、十五 日に暇が

あれば参拝に行 くことはあるものの、特 に信者と して熱心 に拝んでいるわ けではないとい

う。 ところが鎮安宮 については、巨大な花瓶 を寄進 し、 しばしばその花瓶 に生 ける花を高

雄か ら高速道路 を飛ば して届けにやって くる。

以上の諸事例か ら考え られる ことは、鎮安宮の信者の台湾全土への拡大 は、大都市への

人の移動あるいは、外地か らの人の来訪、 また婚姻な どによる人の移動が大き く関わって

いるという点である。その背景 には、すでに指摘 したよ うに、第二次世界大戦後、特に1960

年代以降の台湾の産業化 ・資本主義化の進展が もた らした人口の都市部への流出、あるい

は交通網の整備が関わっていると思われる。つま り、 これ といった第二次産業、第三次産

業がなかった この地域では、多 くの働き盛 りの人々が、台北やその周辺の工業あるいはサ

ー ビス業に職を求めて出ていった。また、これ に伴 って、出身村あるいはその周辺に限 ら

れていた婚姻圏も、台湾全土 に広が り、婚姻を通 して信仰が広がる可能性 も高まったとい

える2。

これまで、信者の地域的な拡大 にあたって、信者の移動が果た した役割を考察 してきた。

しか し、この他 、鎮安宮 を維持 ・管理する管理委員会が、信者獲得に果た した役割 も重要

である。つま り、遠隔地にいる信者に対 して、鎮安宮 の側 も、信者 との関係 を途切れるこ

とな く継続 して行 けるような回路を確保する努力を行 ってきたのである。1998年 の 〈五年

大科〉で鎮安宮を訪ねた折、戦後の鎮安宮の発展 に積極的に関わってきたある老顧問は次

のよ うに語 っている。

2大 都市への人口移動、婚姻圏の拡大 については、第一章でS村 を例に述べた。



「民国三十六年(1947年)の 修廟 に関わ った後、私は廟の信者の拡大を もくろみ まし

た。例 えば、民国四十年頃か らは、参拝にきた人たちに 〈分霊〉をす るよ うに積極的

に勧めました。 また、彼 らを通 じて、他の人にも参拝や 〈分霊〉 を勧めて もらうよう

に頼みました。交通が便利にな り、人々の暮 らしも豊かになって観光バスで巡礼がで

きるよ うになると、北港の朝天宮 に参拝す る信者の団体があれば、つ いでに鎮安宮 に

も来ても らうように頼み ました。

「鑑〓 」す るようになったの も、数回前の 〈五年大科〉の頃か らです。 〈香庄〉の

場合、かつては、わざわ ざここへ来ないで、川辺あた りに行 って鎮安宮の方へ向か っ

て 〈五年王爺〉 を呼び招 いていた ところもありました。また嘉義県の柴林脚 あた りの

ように、つ い最近 まで10日 間 くらいかけていくつかの村落の間で 〈神〉を受け渡 しし

ていた ところもあ りましたが、今では一村一村みな鎮安宮 に出向いて、神像 を迎える

ように促 したのです。」

彼の言葉か ら、戦後の鎮安宮では、〈香庄〉と遠隔地 の参拝者のそれぞれ に関 して、働き

か けを行ってきたことが見て取れ る。 〈香庄〉について は、〈五年大科〉に参加する単位全

て に、鎮安宮 に巡礼 をして神像 を勧請するように呼びかけた。S村 の人々も、鎮安宮か ら

このような要請があったので、従来の近隣諸村で一体の 〈五年王爺〉像を勧請する方式 を

やめ、S村 単独で勧請す るよ うになった と述べてお り、鎮安宮の顧問の発言 と一致 してい

る。このような呼びか けによって、それまでは鎮安宮 とは直接関係を持たなか った 〈香庄〉

の人々が、観光バスや 自家用車な どを使って直接廟 に参拝に来るよ うにな った。こうして、

人々は、鎮安宮 と自分 との結びつ きを想像上のものとしてではなく、目に見えるものとし

て実感す るようにな り、鎮安宮 と 〈香庄〉の人々との絆は強まったといえるだ ろう。また、

巡礼者はお布施 を廟 において帰るのが普通であるか ら、鎮安宮の経済的な基盤 も強化され

た。筆者がインタビュー したほかの顧問も、〈香庄〉のそれぞれ に直接神像 の勧請を行 うよ

う促 した主な理 由は、信者の固定化 と、廟のお布施の増加への期待であった と認めている。

また、遠隔地 の信者 については、鎮安宮へ様々な理 由で参拝 に来て記帳 して いった個人

や廟 に対 して、相手によって、鎮安宮の 〈五年王爺〉の 〈分霊〉を勧め、廟 を建てるよう

促す事 も多々見 られ る。

そ こで次に、都市部へ の信者の拡大 に関 して、以上のような鎮安宮の委員 の積極的な働

きかけを実証する事例 として ここでは、北投の鳴山宮の事例を挙げてお きたい。現在鳴山



宮 を開いた人 として 自らを位置付 けて いるHL氏(2000年7月2日 に訪問 した時 に、75

歳)は 、既 に述べたように、陽明山区の記者 として西螺に出張 した折に、体の不調 を訴え

て馬鳴山鎮安宮へ初めて参詣 し、 〈神〉の霊験 を体験 した。

その霊験 とは、次のような ものであったと言 う。彼が鎮安宮 に参拝 し、夜、廟に宿泊 し

た ところ、夜中の丑時(3時 頃)、 どこか らともな く、馬の鳴き声や鈴の音、大砲 の音な ど

が聞 こえてきた。翌朝 、「まるで軍隊が来たみたいだった」と、この話を廟の委員の一人に

したところ、その委員は彼 に「そ ういう音が聞 こえるのは、〈神〉が聞かせたのである。 〈神〉

は軍隊を操って いる。 〈神〉が何かをあなた に知 らせたいか ら、あなたに軍隊の音を聞かせ

たのだ。」と語った。廟を辞す る前 に、〈神〉にもう一度礼拝 をす るために、焼香 をして 〈金

紙〉を燃や した。この時に、例 の委員が仲立 になって、 〈神〉に伺 いをたてた。 「果たして、

体 に問題があるのか、ほかに何か問題があったのか。なぜ、〈神〉はここへHL氏 をこさせ

たのか?」 と。 ところが、 どのように聞いて も、〈神〉か ら 〈聖〓 〉がでない。 「じゃあ、

ただあなた と 〈結縁kiat4-ian5(縁 結び)〉 したいだけなのか、と聞いて ごらん」 といわ

れてや ってみた ところ、6回 の 〈聖〓 〉が出た。つ まり、 〈王爺〉がHL氏 を病気にさせ

たのは、 〈王爺〉がHL氏 と縁結びをしたかったか らであ り、〈五年王爺〉 を信仰すれば、

体 はす ぐによくな る、ということだった。そこで続けてわかったのは、「〈五年王爺〉は陽

明山管理区に行って、万民を救 いたい(救 世万民)」 ということだった。

このとき、 くだんの委員が、彼 自身が見た夢の話をHL氏 にしてくれた。彼は、1年 前

に台北の人間が廟にやって くるはずだ、という夢 をみたという。 この人間の名前はわか ら

なか ったが、夢では、〈五年王爺〉が、その人の家に巡視 に行ったことがあ り、その人の父

親が昼寝 をす る習慣がある、と言っていた、というのである。HL氏 の父親HA氏 は、確

かに昼寝の習慣 があったという。そ こで、 この委員の夢は確かにHL氏 のことを指 してい

るのか どうか、ということを 〈〓〉で聞いてみた ところ、7回 も 〈聖〓 〉が出た。

この 〈〓〉によって、おそ らくHL氏 は、〈五年王爺〉に対する信仰を確信 したのだ と

思われる。家族や親 しい友人に しかわか らない(と 本人が思って いる)父 親の習慣 を、 し

か もその人間が廟の周辺の村落ではな く台北とい う遥かかなたの地に住 む人間であるとい

うことを、廟の委員が夢に見ている、というかな り特殊な現象(と 本人が信 じていること)

が発覚 したことによって、HL氏 は この夢が、他な らぬ彼のことを物語る夢であるとの確

信 を得たのは想像 に難 くない。さらに、 〈五年王爺〉は陽明山管理区をすでに視察に訪れた

ことがあり、彼の家 こそが、台北 にお ける 〈五年王爺〉の駐在基地になるにふさわしい、



として選定 した地点であったわけで、その意味で彼 は、台北の人々の中か ら 〈神〉によっ

て"選 ばれた"と いう意識 をもった と考え られる。それを裏付 けるのは、その後、程な く

(民国50年)、 鎮安宮か ら 〈分霊〉を勧 める手紙が来た時 に、す ぐさま、 〈分霊〉を受け取

りに行った という行動 にも現れて いる。こうして、HL氏 は、鎮安宮か ら、 〈五年王爺〉の

うちの 「廬府千歳」 と縁結びをして、陽明山へ迎えて きたのである。

鎮安宮 としては、HL氏 の廟での敬虔 な態度か ら、HL氏 に 〈分霊〉 を与えるに足る厚

い信仰心を持つ信者 と認めた と思われる。また、HL氏 の父についての夢見が、馬鳴山か

ら遠 い台北の陽明山地区に 〈分霊〉廟を増やす際に効果的に働 いた事 も事実である。鎮安

宮では、夢見 によって 〈五年王爺〉への信仰を確実にしたHL氏 に、間髪を入れず に、〈分

霊〉を勧める事 によって、鎮安宮 の勢力拡大 に成功 したので ある。

既に述べたように、民間信仰の廟は地縁的な基礎をもって いるのが普通である。それゆ

え、歴史的に見て従来 関係 を持 っていなかった地域を、自らの廟あるいは 〈神〉の勢力下

に置 くということは、簡単な ことではない。それゆえに、台北の郊外陽明山に 〈分霊〉廟

が置かれ る際 に、HL氏 の語 るよ うな、"奇 跡"を 〈神〉による託宣と解釈する ことによっ

て、新たな拠点の構築が正 当なものと印象付けられたと考 えられる。二種類の夢見をつな

げることによってようやく、HL氏 の参拝 と 〈分霊〉を解釈できた ことか ら、当時台北か

ら信者がやって くることが、決 してありふれた ことにはなっていなかったことが読み取れ

よう。こうして、〈分霊〉廟の設置は、HL氏 の信仰 を強めただけではな く、鎮安宮 にとっ

てはよ り大きな波及効果が顕われ る結果となった。というのも、〈分霊〉廟は、一年に一度

〈祖廟〉へ里帰 りす る場合が多 く、 この鳴 山宮の場合にも、里帰 りの機会 に、HL氏 の親

戚や友人な どが多数巡礼に訪れ、その中には、鎮安宮や鳴山宮の信者 となっていくものが

増えて行ったか らだ。

HL氏 は、〈分霊〉 を持 ち帰 ると、家の中の祭壇に安置 して拝み、翌民国五十年(1961

年)か ら 〈祖廟〉への巡礼を始めた。は じめの年、即ち、民国五十一年(1962年)は 、H

L氏 の父(即 ち、HA、 昼寝の習慣のある人)とHL氏 の2人 だけの巡礼であったが、翌

民国五十二年(1963年)に は、遊覧バスで50人 ほどが参加 した。 うち、親戚が三分の二

ほ どを占め、残 りの三分の一は友達であったという。その後、巡礼団の規模 も徐々に拡大

し、民国五十三年(1964年)に は、遊覧バス4台 、民国五十五年(1966年)頃 には7台 位

にな って いった という。もちろん、だか らといって、参加 した人の全てが 〈五年王爺〉の



敬虔 な信者 というわけではなか った、とHL氏 は言 う。は じめは彼の家にまつってある 〈五

年王爺〉 に参拝する人はそれほど多くはなかったという。つ まり、当時は、鎮安宮への巡

礼 をきっかけと して台湾南部への観光を目的とした人が多かったという。当時はまだまだ

台湾の経済 も発展途上であ り、自家用車 も普及 していなかったため、個 人で観光旅行が 自

由にいつで もで きるというわけではな く、巡礼は観光 の機会 を兼ねて いた。あるいは観光

が出来るか らこそ、巡礼にも参加 した という人のほうが多かったであろう。

HL氏 が祀った 「廬府千歳」は、次第 に信者の数を増加 させていったようだ。最初 は神

像 を彼 の自宅に安置 していたが、手狭になったので、約20年 前(即 ち、1970年 代末)に

「興建委員会」を発足させ、新 しい廟 を建て、民国七十二年(1983年)に は、管理委員会

をも設立 した。管理委員会は、任期が4年 で、当初は25人 が選ばれていたが、現在では

30人 と委員の数 も増加 している(2000年 現在、第6期 目)。 これ も信者の数の増加にあわ

せた増員 と思われ る。

現在、HL氏 は、鳴山宮の管理委員ではなく、「主持」という立場であると説明 している。

彼によれ ば 「主持」 とは 「開宮 人」 という意味であるという。委員ではないので、廟の経

営 には一切タ ッチ しないのであるという。こうして、HL氏 個人の 自宅の私壇か ら始 まっ

た廟 は、現在鳴山宮 という公共的な廟へ と脱皮 し、経営自体も彼の手か らはある程度離れ

ていると考え られ る。また、祭神 も、 「廬府千歳」の他に、鎮安宮か ら 〈分霊〉した 「徐府

千歳」、さ らに、雲林縣麦寮郷三姓村の 「施府千歳」の 〈分霊〉、同 じく麦寮郷中山村の 「侯

府千歳」の 〈分霊〉をも祀っている。 「侯府千歳」と 「徐府千歳」は、HL氏 ではない別の

人々が、病気 を治 して くれた 〈神〉 として祀 って いたもので、その人たちの紹介で、鳴山

宮にいっしょに祀ることになった ものであるという。また、「施府千歳」は、三姓村出身の

人が、鳴山宮が非常に信者が多 く集 まるとい う評判 を聞いて、連れてきたという。しか も、

「施府千歳」が、 〈童〓 〉 を通 して、 「徐府千歳」と兄弟にな り、人々を病気の苦 しみか ら

救 いたい、と託宣 したのだ という。

ところで、HL氏 によれば、 〈分霊〉を迎えた頃の鎮安宮も決 して はや っている廟ではな

かった という。廟の建物は大きいが、信者がいつも廟にいるという状況ではなか った と記

憶 している。彼 の記憶では、彼が鎮安宮に通い始 めた ころには、既 に大祭典の ときに 「鑑

〓」 もあった し、一般信者 による 〈斗燈〉 もあったが、大祭典 に参加する外部 の信者は、

せいぜ い500人 もいたか いないかだった という。彼 は、現在では参加者が十万人規模 にな



っている、と語 って もいるので、これ らの数字が正確か どうかは別 として、この40年 の間

に参加者が激増 した とい うことを、このよ うな数字 の開きによって表現 した と考えれば、

間違いないであろう。彼 の印象では、廟が発展 して信者の数が激増 したのは、民国五十八

年か ら民国六十年頃、即ち、1970年 前後か らで あるという。彼の印象は、おそ らくかな り

正確であろうと思われ る。 というのも、『雲林縣大事記』 によれば、民国五十 九年(1970

年)雲 林県の県知事が、県民に向か って大祭典にあたって、節約を呼びか けて いるからだ。

おそ らく、この数年前あた りから、鎮安宮の祭典の規模拡大がかな り目立った ものにな っ

て いたために、県 として も見過 ごす ことができないところまできた、との認識 を持ったの

であろ う。

この ことか ら、推測 され るのは、おそ らく1960年 代以降、鎮安宮 は、積極的 に外に向か

って信者や 〈分霊〉廟 を増やす努力を行った ものと思われ、その成果が1970年 代に入 って

か ら、急速 に可視化 したものと思われる3(図16)。

この他、 「鑑〓 」 を行 うよ うになってか らは、〈五年大科〉の行われる年 には、〈分霊〉

廟やその他鎮安宮 に参拝に訪れた人々が記帳 していった参拝記録 をもとに、管理委員会で

地 区別の名簿 を作 り、管理委員会の委員たちが、相手先 にまで出向いて、「鑑〓 」への参

加 を呼びかけている。1990年 の 〈五年大科〉の場合 には、リス トには701宇 の廟や私的な

神壇が記録されていた。これ らのうち、鎮安宮か らの 〈分霊〉は275で ある(図17参 照。)

〈分霊〉廟統計(図16)と 、1991年 の訪問先(図17)の もとになっている廟名の リス

トを比べてみると、そ こに挙 げられているほとん ど全ての 〈分霊〉廟が、図16の 元とな

った名簿 にもリス トアップされている。 これ らの場所へ出向く委員たちは、全て手弁当で

あった といい、このような努力が実を結んで、一万尊に達する神像が 「鑑〓 」に参加す る

ことになったのである4。

3し か し、鎮安宮 の委員の述べ るところによれば、求めがあれ ば全て につ いて 〈分霊〉を

させていたわ けではな く、鎮安宮で も 〈分霊〉させてもいい場合 とそ うでない場合を区別

していた という。幾人かの委員は次のように述べている。つま り、〈分霊〉を勧めるといっ

て も、実際に 〈分霊〉す るには、個人でやるのは難 しく、たいていは団体 を作 って、 しっ

か り神像を管理できるか どうかをチ ェックしては じめて 〈分霊〉 を許可す る、というので

ある。〈分霊〉に関 して は、沿革誌にもあるように、鎮安宮 の方で、団体 の名称(た いて い

は廟名)、 住所、責任者名を把握 している。

4た だし、この リス トの中で、どのくらいの廟が 「〓」に参加 しているかは、不明である。

筆者が台北のいくつかの廟を訪ねてみた限 りでは、これ らの廟の中には、かつて鎮安宮 に

行 った事があるとして も、本来の巡礼の目的は他 の廟にあって、ついでに鎮安宮にも寄っ

た、というものもあり、 このような廟は、「〓」への参加の誘いを受けて もわ ざわ ざ参加



ただ し、図16,17の 統計か らみると、〈分霊〉 した単位の総数 と 「鑑〓 」 に来 る神

像 の数はかけ離れて いる。1990年 、1994年 の 「〓」で 「鑑〓 」 に参加 した神像の数は約一

万尊 となって いる。 この差は、おそ らく 「鑑〓 」 に参加す る一単位 あた りの神像 の数が一

尊ではないため と考え られる。 〈斗首〉へのインタビュー に依れば、〈斗首〉たちはたいて

い何尊かの神像 を連れてきて 「鑑〓 」 に参加 させていた。中和市のある私壇の場合 には、

全部で約90尊 を信者 と共 に大型バスに乗せて来て いた。また、鎮安宮の近隣諸村落の信者

宅 に祀っている神像や、〈交香〉の壇や廟 に祀 られている 〈神〉も、一万尊の中に含まれて

いると考え られる。いずれ にして も、このカテゴリーに入る単位は、〈五年大科〉において

鎮安宮 に詣でて参拝 し、神像 を 「鑑〓 」に参加させることによって、 「〓」を盛大なもの

とす ることに貢献 した り、寄付や、 〈斗燈〉を出 した り、あるいは 「鑑〓 」参加の費用 を

負担 した り、 といった形 で経済的 に貢献 している。ただし、その参加の形式は任意であっ

て、固定的な収入 を廟にもた らす とは限 らない。しかし、〈斗燈〉を出して 〈斗首〉となっ

ている信者達や廟の代表達 にインタ ビュー してみると、毎 回のように 「〓」に参加 してい

る人が少なくな い。彼等 は、鎮安宮の 〈王爺〉の霊験を自分や身内、親 しい友人などを通

して経験 した ことがあ り、〈王爺〉への強固な信頼感を持 っている。その上、経済的に余裕

が有る場合が多 く、 こうした固定客的な存在の人々や廟が、鎮安宮の活動 を支えている点

は見逃せない。

しか し、こうした廟や信者の 「鑑〓 」への参加の有無、また参加 の仕方は、基本的には、

それぞれの信者や廟の意思次第である。また、これ らの諸単位のほとんどは、〈五股〉や 〈香

庄〉の諸単位 とは異な り、個 人、家族、あるいは個人の壇主を中心 として地域的な基盤 を

持たずに任意 に集 まって くる信者な どを基礎 としている点 にも注意 したい。 〈五股〉や 〈香

庄〉の諸単位の場合 には、鎮安宮の祭祀 に参加す ることが 自明の理であるが、 ここで取 り

上 げた新 しいタイプの信者の場合には、彼等 と 〈五年王爺〉 との相互関係の中で、信者が

参加するか否か を決定 して いるのである。それ ゆえ、彼等が祭祀に参加する動機は、 〈五年

王爺〉 との個別の相互行為 ・相互交渉の中に求め られる。そ こで、以下では、 〈五年王爺〉

と信者の相互関係 について、具体的な事例に基づいて考察 していくことにする。

序章で論 じたよ うに、馬鳴 山鎮安宮 の事例では、「新宗教」などと異な り、都市の中間層

した りはしないようだ。また、鎮安宮には参拝に行っても、〈神〉を 「鑑〓 」させた り、 〈斗

首〉 になって 「〓」の儀礼 に参加す ることまでは しないところもある。



な どをターゲ ッ トにして新た に信者を獲得 しよ うとす る動 きを見せたわけではない。既に

明 らか にしたよ うに、多少 の宣伝や勧誘 を行 った とはいえ、教義を整えた り、信者組織 を

整備 した り特別 なサー ビスを用意 したわけではな い。それでは、鎮安宮が遠隔地の信者を

ひきつけ、彼 らに鎮安宮 との固定的な関係を結ぼうとさせ る要因は何 なのであろうか。

2.　霊験 と信仰 の確信

鎮安宮 に参拝する遠隔地 の信者達は 〈五股〉や 〈香庄〉の信者たちといくつかの相違点

が ある。居住地の違 い、また地縁的な祭祀組織 の存在の有無な どの社会的側面については

既 に記述 したとお りで ある。一方、 〈五年王爺〉に対する意味付け とい う文化的な側面でも、

顕著な差異が認 め られる。

彼 らの中には、 〈五股〉や 〈香庄〉の居住地か ら移住 して行った人々も少な くないにもか

かわ らず、彼等 は、第四章で紹介 した 〈五股〉や 〈香庄〉の信者たちが 〈五年王爺〉 を語

る際 にまず開 口一番 と言 っていいほど口にするさまざまなパター ン化 された伝承 について、

ほ とん ど語 らない。すなわち、 〈王爺〉が耳が不 自由であること、供物の味見をす るなど 〈王

爺〉 の機嫌 を損ね ることをす ると、命 を召し上げ られて しまうこと、また 「媽祖」 との対

話、な どについて は、ほとん ど聞かれなかった。その代わ り、彼等は、〈五年王爺〉と彼等

自身との個別具体的な関わ りあいにつ いて、かな り細か く語る傾向が見 られ る。つま り、

〈五股〉や 〈香庄〉の信者 にとっては、 〈五年王爺〉の個人的な霊験よ りも、〈五年王爺〉

がなぜ この地域 と関わ りを持 ち、 この地域 を守護 してきたのか、 またその守護 の有 り様 は

いかなるものであったのか、などがまず重要であ り、 こうした"地 域"に お ける意味が、

彼等 と 〈五年王爺〉 とを媒介 している。一方、民間信仰において前提条件であった地縁 的

なつなが り、あるいは過去か らの歴史的な経験の積み重ね を欠 く遠隔地 の彼等 ・彼女等 に

とっては、〈王爺〉がどのように彼あるいは彼女 と向き合ったのかが、彼等 の信仰を決定付

けている。そ こでは、他者が知 り得な い 〈五年王爺〉との個人的な相互行為 が重要 となる。

彼等 ・彼女等 は、 自らが奉 じる 〈神〉がいかに霊験があ らたかであるのか を他者に説 明

する事 によって、その 〈神〉を誇 りに思 う気持ちを表現す る。そ して、そのような語 りが、

それまでその 〈神〉を拝んで いなかった人を引きこむ契機 ともなる。

例えば、典型的な事例は、中和市鎮南宮の信者達の事例である。中和市鎮南宮は私壇の

類 に入 り、信者はA姓 の一族(五 人のきょうだい-三 人の兄弟及び二人の姉妹-及 びその

家族)が 中心である。重複になるが、A家 の人々と 〈五年王爺〉 との出会いについて、簡



単 に述べてお こう。彼等の家 はもともと北港にあったが、1930年 頃 と思われる時期に、北

港の精糖工場で しばしば人が亡 くなるので、「作平安儀礼(平 安 を願 う儀礼)」 を行 う事に

な った と言 う。 このため、 〈過火koe3-hoe2(金 紙や油な どを燃や して燃 え尽きる寸前に、

その上を走って踏み越 える こと。穢れ を祓 う意味がある。)〉に使う火を地面でたいていた。

ところが、A家 の三番 目の息子がこの火を飛び越そ うとして誤って飛び越す ことが出来ず、

足にや けどを負 い、骨 まで腐乱 して しまった。 このとき、初め北港の 「媽祖」に救 いを求

めたが、「媽祖」には手におえなかった。 ところが、ある人物に 〈五年王爺〉が憑 依 して、

彼の指示す る薬草で足 を擦るよ うにとの託宣を下 した。そ こで 〈五年王爺〉の指示通 りに

試 しにやってみた ところ、彼 のやけどはきれいに治 ったのである。また、彼の弟が小児麻

痺 にかかった ときにも半身麻痺状態 に陥 り、医者にかかっても治 らなかったにもかかわ ら

ず、 〈王爺〉のところへ相談 に行ったところ、3回 で治癒 し、普通 に歩 けるようになったと

いう。 また、姉 の息子 もオー トバイ事故の怪我 を 〈五年王爺〉に治 して もらったのだとい

う。この一家は、台湾北部へ移住する際に、〈五年王爺〉の 〈分霊〉を貰い受け、自宅に壇

を設けている。1998年 の 「〓」の際には、壇 に置 いている100尊 以上の神像のうちの96

尊の神像及び彼等家族、また一部 の家族外の信者達が大型バスに乗 り合わせて参加 した。

次 に紹介す るのは、 〈五年王爺〉に巨大な花瓶 を寄進 し、しばしばそ の花瓶 に生ける花を

持 って くるOJ氏 の夫人である。彼女は、〈五年王爺〉の霊験が如何に現在の王家の繁栄と

平和 をもた らして くれているか を筆者に次のよ うに語 った。まず、〈王爺〉を信仰するきっ

かけになった出来事 は以下の如 くで あった。

「私 は、二人の娘を出産 した後、病気にな りました。二、三 ヶ月がたっても良 くな

らな いので、夫が高雄 にある 〈五年王爺〉の神壇に行って参拝 してみました。す ると、

二十数歳で亡 くな った夫の兄が私達の子供を一人義理 の息子、即ち 〈過房〓 〉に して

ほ しいと要求 して いる、といって、私 に男の子を産ませるように、と言い、同時 に薬

の処方を して くれ ました。病気持ちであることもあるし、妊娠 しても男の子がで きる

か どうかわか らないとは思ったのですが、試 しに子供を作る努 力をしてみました。す

ると、程なく妊娠 したので、 この子 は、お願いして、 うまれる前か ら 「薜王」(〈 五年

王爺〉の中の午年 の 〈王爺〉)の 〈契〓 〉にして もらいました。ところが、なんと生

まれてみた らまさしく男の子で した。」



こうして、OJ氏 一家 と 〈五年王爺〉 との関係が始 まった。その後のOJの 家と 〈五年

王爺〉とのつなが りは、後 に述 べるよ うに必ず しも平穏ではなか ったが、いずれにしても、

〈五年王爺〉へ の誠心誠意の信仰 を持続す ることになった結果、現在では、事ある毎 に 〈五

年王爺〉はOJ氏 一家 の人々を守護 してくれるよ うになって いるという。例えば、OJの

夫人は次のよ うな 〈王爺〉 の霊験 について、筆者 に語って くれた。

「民国八十三年(1994年)、 五年大科 のあった年の ことです。娘は外出する と、や

た らといろんな もの を食べ るので、スタイルが崩れるか ら少 し控 えなさい、 と私が注

意 したのです。すると、娘が 口答えをしたために、喧嘩 とな り、挙句の果てに娘の顎

がはずれて しまいま した。 どうしようか、とお ろおろ していた ところ、夢で 〈五年王

爺〉のところへ来て先ず拝んでか ら接骨医の ところへ行きなさい、というお告 げを受

けました。そ こで、娘 をつれて 〈王爺〉のところへ行ったのです。娘は、 〈王爺〉 に

「会社での業績 を上げてほ しい」 と頼んだのですが、一向に 〈王爺〉か ら承諾の 〈聖

〓〉がでません。そ こで、私が替わ りに 「私 に口答えしたか ら、顎がはずれたのです

か。」 と聞いた ところ、6回 も 〈聖〓〉がでました。それ以来、娘は 〈五年王爺〉を

深 く信 じるようにな り、米 を鎮安宮に寄進 し、貧 民に分 け与える、という慈善奉仕活

動をす るようになったのです。 この活動をす るよ うになってか ら、彼女 の顎は治 りま

した。そんなわけで 、毎回の五年大科のときには、米を寄付 しています。」

また、OJ氏 の次女 は、次のような 〈王爺〉の霊験 について筆者に話 して くれた。

「父 と薜王の 〈契〓 〉 とな った例の弟がバイクに乗っていた ときの ことでした。二

人は事故にあい、草原に突き飛ばされて しまいました。幸 い、かす り傷程度で済んだ

のですが、 この ときあいに く二人は、お金 を持 ってお らず、家に電話 をす ることす ら

できませんで した。す ると、どこか らともな く突然、一人のおばさんが現れて、一元

コイ ンをくれ たのです。そ して、見渡 してみる と、電話があったので、電話 を家 にか

けたのです。 ところが、電話 を切って見 まわ してみると、おばさんはもういませんで

した。それ に、電話機 も消えてな くなっていた というのです。二人が家 に帰 ってみる

と、精進潔斎を して いる天上聖母(媽 祖)の 信者 とい う人がやってきて、「邪気」が

あなたたちにとりつ いている、 と教えてくれました。 どうや ら、この邪気は、 〈五年王



爺〉が追 い出 して くれたようです。」

更に、OJ氏 夫人は、以下 のよ うな話 を筆者 にした。

「娘たちが嫁 に行 った後、家は夫婦二人暮 らしにな りました。民国八十三年(1994

年)11月3日 に馬鳴山のお祭 りが終わ って、家 に帰ってきたのですが、その後三 日間

ほどなかなか夜寝付 けませんで した。そんなある夜の こと、誰かが外で鉄門を開けよ

うとしている音が聞 こえて きました。ガスバーナーのようなもので、鉄門を焼ききろ

うとしていたようです。家 には外 を監視するカ メラがあったので見てみると、泥棒の

足が見えま した。 しか し、結局泥棒は中に入れず、何 も盗まれませ んで した。 この家

に住 むよ うにな ってか ら、合計三回泥棒 に入 られそ うにな りましたが、全て被害はあ

りません。家で は、貴金属店の仕事や不動産の仕事 をしてきましたが、 どの仕事 も皆

うまく行っています。 これも、全て 〈王爺〉のおか げだ と思っています。」

以上の三例 のうち、最初 の一例は確かに 〈王爺〉の霊験 を物語るものである。 しか し、

後の二例 は、よくよく聞いてみると、なぜ これ らの幸運が 〈五年王爺〉 によってもたらさ

れたのか、 という因果関係がはっき りして いるわけではない。特に第二 の事例などは、登

場す るのは 〈五年王爺〉で はな く、女性あるいは 「天上聖母」の信者である。 これを 「天

上聖母」の霊験 と解釈 しない理由は、おそ らく彼女 らが普段 「媽祖」廟へ熱心に通って参

拝するという経験 がな いためであろう。最後の事例の場合 には、泥棒の侵入未遂が鎮安宮

の祭 りの直後 に起 こっていることをわざわざ前置き している。これ は、もちろん事件の起

った時期を記憶か ら呼び出す ための目印となっているということもあるだろうが、また他

方では祭 りに参加 して信者 としての役 目を果た した ことが、押 し込み強盗の危機か ら逃れ

られた という因果関係 を彼等 に確信 させ る根拠 ともなったのではな いだろうか。

しか し、どんなに信頼度が高い 〈神〉でも、一見いつ も信者の幸福や安寧 を保証 した り、

彼を成功 に導いた りするわ けではない。ある場合 には、〈神〉に誠心誠意尽くしているにも

かかわ らず、不幸な出来事が起きることもある。ただ、確信的な信者の場合には、このよ

うな一見、信者に不幸や不運、苦痛がもた らされた場合にも、その 〈神〉が霊験がないと

考えて信仰が揺 らぐわ けではな く、む しろそれによってその 〈神〉への信仰が更に揺るぎ



の無いものになって い く場合が多 いようだ。次 に示す事例 は、筆者が98年 の 「〓」の調

査で鎮安宮 を訪れ た際 、祭 の間 同部屋で過 ごした50代 のPさ ん(女 性)の 体験談である。

彼女は、五年前 に当時 〈五股〉の うちのある村の村長をしていたB氏 の紹介で、鎮安宮

を知るようになった。当時彼女 は保険の仕事を してお り、B氏 は彼女の顧客 の一人であっ

た。彼女は、鎮安宮に通 うよ うになってか ら、毎月の保険の契約成績 目標 を 〈五年王爺〉

の前で占って もらうと、必ずそ の目標が達成されたので、次第 に 〈五年王爺〉 に対する信

仰を深めていった。彼女 は、1998年 の 「〓」の祭では、祭が始 まる約一 ヶ月前か ら廟に泊

まり込んで奉仕活動 を行 って いた。また、 「〓」 においては、個人で二万元(日 本 円約八

万円)の 〈斗燈〉 も奉納 して いる。彼女は、奉仕活動を行うようになった理 由を次 のよ う

に説明 した。

「約三 ヵ月ほど前か ら咳が止 まらず、薬 も効かない状況が続 いていたので、 〈五年千

歳〉に 「咳が治 った ら 〈五年大科〉の時に義工(奉 祀活動)に 来る」 と約束 したのに、

承諾 して くれなか ったのです。そ こで 「治って も治 らなくて も義工に来 るので守って

くだ さい」 とお願 いす る と、承諾 の 〈〓〉がで ました。そ こで、保険の仕事 ももう退

職金が出るくらいの年限働 いてきたので、保険の仕事 を辞めて、農暦10月1日 か ら

廟に住み込んで奉仕す るようになったところ、数 日前(農 暦10月20日 前後 と推定 さ

れる)か ら咳は急 によ くなって、薬 も飲 まな くてよくなったのです。」

では、なぜ 〈五年王 爺〉は、彼女が咳をこじらせ るような病にかかるのをほうっておい

たのか、また病 にかかった後 もなぜそのように長期間 にわたって彼女を苦 しめたのか とい

うことが問題になるだろ う。 しかも、彼女 はこの咳を直すために、仕事まで辞 して、廟に

住み込んだのである。 しか し、彼女のように厚い信仰 を持っている信者に対 して、 〈王爺〉

が長期にわた って苦痛 を取 り除 く手助けをしなか ったことについて、さ らに、「義工」をす

るために退職 まで させ られた ことについて、彼女 自身はそれによって 〈五年王爺〉を恨む

どころか、次 のような解釈 を筆者に語った。

「多分、五年千歳 は、私が咳でもこじらせなければ義工 にや って こないと思 って、

咳 という試練を私 に与えたのだろうと思います 。〈五年王爺〉は私 との 〈縁ian5〉 を

深めたかったのだ と思 うのです。」



もちろん、信仰心 の薄い者か ら見れば、咳が治ってきたのは長い間飲 んだ薬がようや く

効いて きたのではないか、 と思 うか もしれない。 しか し、彼女 の解釈は、薬は長い間飲ん

で も効かなかったのに、義工 をは じめてか ら、ある時突然 とて も楽 になったのだ という。

つ まり、 〈神〉に対す る揺るぎ無い信頼は、見方 によっては霊験 とは関係が無いように見え

る事柄す らも、信者 との関係 をよ り強固にするための一つの証拠 として見 るように導いて

いくので ある。 この女性は、 〈斗首〉 として 「〓」 に参加 したため、義工は 「〓」の前 日

までで終了 し、その後 は毎 日早朝 か ら夜半 まで、「〓」のほとんど全ての儀式 に参加 した。

途中、過労の為か風邪を こじらせ、かな りの高熱 を出 したにもかかわらず、彼女 は 「〓壇」

内で、他の 〈斗首〉たちに支 えられるよ うにしなが ら、線香を持 ってずっと立ちつづけて

いた。

このような ことか ら、表面上の霊験のあるな し、あるいは即効的な霊験か どうか否か、

ということは、客観的に語れ るものではな く、あくまで 〈神〉と人間との間の関係 を、人

間の側が どのよ うに解釈す るのかにかかって いる ことが見て取れるであろう。

前節で紹介 した陽明山に鳴山宮 を開いた主持HL氏 の場合 にも、上記の女性 と類似 した

パ ター ンで信仰を深めている。ただ し、彼の場合には、全 くそれ まで信 じて いなかった 〈神〉

によって、体の不調が引き起 こされて いたにもかかわ らず、その 〈神〉のところへたまた

ま出向いた事によって、その 〈神〉に対する確信的な信者になって しまったのである。す

なわち、体調の不良が、彼 を鎮安宮への参拝へ と赴かせたのであるが、 これ を彼は 〈神〉

に呼び寄せ られた証拠 と感 じたのである。更 に高雄 のOJ家 の場合 にも、体調不良が 〈王

爺〉の懲罰 であ るとの託宣 によって、 〈王爺〉への信仰 を確信するよ うになった。そのあた

りの事情を、OJ家 の次女の語 りで再現 してみよう。

「〈五年王爺〉は、夭折 したお じが 〈過房〓〉 を必要 としていると託宣 しま した。

母が子供 をもう一人作 る決心を した とき、 もし男の子ができた ら、手形 と足形 を 〈五

年王爺〉 に捧 げると誓 ったのです。 ところが、無事 に男 の子を授かった後、祖父が

〈五年王爺〉の言 う事 など迷信 だ、 と決め付け、手形、足形を捧げませんで した。そ

のせいか、 この子 は泣いて ばっか りいた し、よ く吐いた りもしたのです。そ こで、は

じめて手形、足形 のせいではないか とい う話 になって、 これ らを 〈王爺〉にささげよ

うとしま した。 ところが、 〈王爺〉は最初 これを受け取っては くれませんで した。二、



三度さ さげ に行 って、ようや く受け取って もらえました、〈五年王爺〉は私達の信心

が確 かな もの か、知 りたか ったのだと思 います。 〈王爺〉 にそれ らを受け取ってもら

った とき、弟(生 まれた男の子の こと)は 冷や汗 をかいていました。

弟は、生 まれ る前 に 〈五年王爺〉のうちの薜府 〈王爺〉の 〈契〓〉 とな っていまし

た。 〈契 〓〉 にな った場合 には、十 六歳になった ら 〈天公〉 を拝 んで感謝 しなけれ ば

な らな いので す。 ところが、私達は この ことをす っか り忘れていました。す ると、た

たまた ま本来 拝み に行かなければな らなか った 日の直前に、巡礼 に行 くと言 う別 の人

が現れ たた め に、 〈契〓 〉になっていた ことを思い出 し、あわてて私達 も参拝 しに出

か ける事 に しま した。そ して、「素五牲四菓(「 素」 とは肉や魚を使っていないことを

示す)」 を捧 げて拝み、ついでに籤をひいて、お願い事 もしたのです。す ると、「十六

年前 の願 もまだ願解 きをしていないのに、次の願い事をするな どもってのほか」 と

〈五年王 爺〉 にいわれて しまいました。そ こで母が 〈五年王爺〉にお礼の意で花瓶 を

買って奉納す る と、約束 したのです。」

彼女の母、つ ま り男 の子を生んだその人は、 この話 を補足 して次のような話 もしてくれ

た。

「娘は、民国七十六年(1987年)農 暦11月1日 の夜に、長 い髭 をた くわえた老人

の夢 を見たのです。その老人は次の様 に語ったというのです。即ち、 「我々は馬鳴山

鎮安宮 の者だが 、君達が金牌を買って奉納する と言 う約束 をしたのに、まだ受け取っ

ていな い。」それで、私達は、〈五年王爺〉 との約束を思い出 したのです。つま り、子

供(託 宣によって生んだ男子)が 丈夫で大 きく育 った ら金牌をお礼に差 し上 げる、 と

約束 していた ことです。同年の8月 には11月3日 にお礼参 りに行 く事 も約束 していた

のですが、その ことも忘れて いたのを、この日の夢で思い出 しました。」

OJ家 の場合 には、最初に妻の体の不調か ら始ま り、それが 「もう一人の子供を出産せ

よ」とい う託宣 とな り、彼女 に一つの試練 を与 えたが、子供 を 〈王爺〉の義理 の息子 とす

ることによって、体調不良と出産を乗 り越えた。その後、予言 どお り男の子が生 まれたが、

その子が よく泣 き、吐きやすい子であった。しか し、この段階までは、彼等はまだまだ 〈五

年王爺〉の霊験 につ いては半信半疑で、〈王爺〉との約束も、どち らか と言 えば場当た り的



な もので、約束は してみたものの、その約束をまじめには考えず、半ば忘れて しまってい

たようだ。ところが、願解 きをしなければな らな い期 日が迫ってか ら、 〈王爺〉との約束 を

思 い出させる夢見があり、この為 にこの家族は慌てて鎮安宮へ赴き、「天公」を拝み、願解

きの礼物(金 牌)を 奉納 して、よ うや く 〈五年王爺〉の霊験 を信 じるよ うになった。また、

一つの願 に対 しては
、霊験があれば、必ずそれへの返礼 を済ませなければ、それ以後 〈神〉

の加護は期待できない、ということも学習 したのである。

この後、OJ家 の人々は、 〈五年王爺〉 との 〈縁〉を深 く感得するようになったようだ。

くだんの男の子 は、 もともと 〈貴気kui3-khi3(子 供小さい時よ く病気 になって、育て る

のが大変な こと)〉 であったようだが、高専受験時 も体調が悪かった為、「薜府王爺」だけ

ではな く、やは り 〈五年王爺〉のうちの一種である 「耿府王爺」の義理 の子供 ともなった

という。また この他にもOJ家 の場合 には、様 々な災難 も全て 〈王爺〉の思 し召 しで大事

に到 らず にすんだ と解釈 して いる。既 に押 し込み強盗 の事例は紹介 したが、更 に、自動車

の玉突き事故に巻き込 まれ たときも、彼等 の車だけは軽微な被害で済み、また助手席で寝

込んで いた妻は、その直前 に 〈王爺〉 に起 こされたために、追突の衝撃か ら身を守る事が

出来た と言 う。またある時、〈五年王爺〉の花瓶 に生ける花 を届けに来たときには、珍 しく

車が故障 して しまったのだが、なん と、ちょうど修理工場の前で車が止まったのだ という。

彼等 の車は滅多 な ことでは故障 しないはずだが、ちゃんと修理工場の前で故障 してくれた

のは、〈五年王爺〉の加護のおかげなのだと言う。

この場合、もちろん、〈神〉が自分との 〈縁〉を結ぶために災 いを用意 した、という解釈

が後づけであることは注意 しておかなければな らな い。当時は、上記のような託宣を彼等

(彼女等)が100%信 じていたかどうかは、疑問である。というのも、例えば一見すると、

〈王爺〉 はHL氏 が鎮安宮へや って きた動機となった病に対 しては、何 ら直接的な解決法

を示唆 していな いのである。 しか し、とりあえず、託宣に従って 〈五年王爺〉 との縁結び

を してみたところ、その後 の彼の生活が好転 した ことか ら、彼は病気 と鎮安宮への参拝 と

の間の前後関係 を、以上のよ うに解釈 した ものと思われる。しか し、いずれ にして も 〈神〉

が もた らした災いを恨むのではなく、む しろそれは、その後の彼の成功 のきっか けとして

解釈 されたのである。

3.〈 縁〉が もた らす恩寵 と災難



以上の諸事例に登場する人々は、皆 〈五年王爺〉の確信的な信者であ り、台北、嘉義、

高雄 といった遠方 か ら、わざわざ 〈五年王爺〉 を拝む為 に、五年大科の祭 りに参集 した。

しか も、中和市の鎮南宮の人々は一族及び神像総出で大型バスを仕立ててきた。台北のH

L氏 は、大型バスで信者 を引き連れて廟に数 日間泊まっての参拝であるし、嘉義の女性は、

長年の勤めを退き、夫や子供、孫 を家 に残 して一ヶ月間廟への泊ま り込み をした。更に高

雄のOJ家 の人々は、夫婦及び未婚の 〈五年王爺〉 と義理の親子関係にある息子だ けでは

なく、婚出 した娘たちも数 日間廟 に泊まって、儀礼に参加 した。彼等 ・彼女等 に共通す る

のは、〈五年王爺〉によって彼等の生活 の安寧や事業の発展、健康な どが もた らされている、

という確信である。彼等 ・彼女 らが、 日常生活 を中断してそれだけの時間 を割 いてで も五

年大科 に参加 し、「〓」にお いて多額の寄付を行って斗首 になるのは、 こうした 〈五年王

爺〉へのゆるぎない信仰の証 として誇 りに思 うことなのである。しか し、〈神〉が彼等 ・彼

女等 に与 えるのは、恵み深い部分だ けではなかった。彼等 ・彼女等は、〈神〉が しば しば、

彼等 ・彼女等 と 〈神〉との関係を取 り結ぶきっか けを作るためや、〈神〉と彼等 ・彼女等 の

関係をよ り深めるために、わざと体の不調 を起 こさせた り、災 いが降 りかかるようにもし

ている、 と考えていた。また、願掛 けの際の約束をきちんと履行 しない信者に対 しては、

厳 しい処置 をくだ した りもするのである。 このような、一見彼等にマイナスの効果 を与 え

る事柄 を引き起 こしているにもかかわ らず、彼等 ・彼女等はそれ によって、〈王爺〉に対す

る信仰 を揺るがせてはいない、 と言 う点は非常 に興味深 い。

このような彼等 ・彼女等 の語 りか らは、〈神〉と人間との関係は、単純な一回一回の現世

利益の有無によって決 まるものではないことが読み取れる。即ち、 〈五年王爺〉はただ、恵

み深いか ら信仰 されて いるのではない。 もちろん、恩寵のな い 〈神〉は信仰 されない、 と

いう前提 は消えな いであろ うか ら、その意味では 〈五年王爺〉をも含めて漢人の信仰は現

世利益的ではある。しか し、〈五年王爺〉は、人間の 〈神〉に対す る良くない振る舞 いを正

した り、人間 と 〈神〉 との 〈縁〉をよ り深めるために、一見信者 に不利益 となる試練 を課

した りすることもある、と考 えられている。 また、漢人の民間信仰において、従来 〈神〉

と人間 とは、利害関係により結びつ く、あるいは 〈神〉は人間 に奉仕す る存在である、 と

指摘 されてきたが(劉 枝萬1994a:128,155)、 〈神〉 と人間との関係は、信者の利益(願

をかなえて もらう事)と 〈神〉 の利益(願 の成就に対する供物などの返礼)の 間の契約や

単純な損得勘定 といった ドライな関係ではな く、〈神〉と人間 との相互行為を人間の側が ど

う読み解 いて行 くか、というきわめて主観的な認識に左右 されている。そ こには、一回で



は終始 しない連続的なプロセスの中で、信者の側 に必ず しも利益 とな らない出来事 の発生

をも含めて、最終的に信者 の経験 を全て納得 させ る一連のス トー リーが構築されてお り、

その ことが人々を確信的な信仰へ と導いていく。

ウェーバーによれば、宗教の教義の核心 は、 〈神〉 の超世界的な卓越性 と、 〈神〉が創造

し支配するこの世界の不完全性 とがいか に結合されるか、を説明す ることにあるという。

すなわち、〈神〉の万能性を如何 に説明す るか、一方、なぜ人間界は不公平で不完全で災難

が多いのか、に対 して説明を提供する事だ という(ウ ェーバー1976)。 漢人の宗教的世

界では、 〈神〉は万能で あるか どうかは議論のあるところだろうが、少なくとも人間界の不

公平、災難 についての説明は 「教義」があるな しにかかわ らず、ある信仰 を深めて いくか

否かの選択 において、人々にとって重要な要素である。 〈五年王爺〉に人々が希望 を託 し、

信仰を強固にして行 く一つの要因は、災厄の因果関係 をどう説明す るか、というこの説明

プロセスにあるだろう。

そ こで もう一度、先にあげた諸例を思 い出 していただきたい。彼等は、与え られた災難

について、原因がわか らない間は、非常 に不安 を覚 え、肉体的にあるいは精神的に不快な

状態 に置かれている。 しか し、 〈五年王爺〉の場合、多 くはその原 因が 〈王爺〉 との 〈縁〉

にある、と指摘される ことで、正体不明の過酷な重荷 を背負 うのではな く、出来事の流れ

を必然的な もの と理解でき、自分の身の回 りをうま く操 った り細工 した りする方法を見出

して行 く。つまり、〈王爺〉との 〈縁〉を深めて行 くことで、この災難か ら逃れることがで

きるという安心感を得 ることができるし、自分の身に降 りかかった災難を理不尽なものと

考えた り、〈神〉の力不足 として 〈神〉を非難 した りす ることも必要な くなるのである。海

外 に移住 して、毎年鎮安宮 に戻って くる という例の信者 は、即効的な霊験 を得 られずに去

って行 く人と自分 との違 いにつ いて、次のように語 って くれた。

「重要なのは、〈神〉 との 〈縁〉さ。 〈神〉は人間 と縁結びをすることで、その人を

あれや これやの災害か ら守って くれ る。問題は、その 〈縁〉に気づくかどうかなんだ。

あるいは、あれや これやの苦痛 を 〈神〉が 「縁結び」 を欲 して いる事の顕われだ とい

う託宣 を受け入れるか どうか、なんだ。 〈神〉は、 いつもいろんな形で人間に手を差

し伸べているが、問題は人間の方がそれ に気づ くか どうか、 ということさ。」

ここで大事なのは、信者が 自ら必要 に駆 られて 〈神〉の もとを訪れているにもかかわ ら



ず、それ は逆 に、本来 は 〈神〉の方か ら信者に手を差 し伸べてきたため に自分の方が手繰

り寄せ られた、と宣告 され ると考え られて いる点なのである。つま り、〈神〉がわざわざ縁

結びをす るために、私 を選んだ、 という語 り口には、選 ばれた ものとしての私が、災難 を

与え られる形での選考 を受 けるという必ず しもわか りやす くない〈神〉のや り方 に気づ く、

というプロセスが必要 だった ことを示 している。このよ うな複雑なプロセスが、信者 と 〈五

年王爺〉との関係 を確固 としたもの にしているので ある。 〈五年王爺〉の信者たちは、少な

くともこのような説明回路 を持つ ことによって、自らを 〈神〉に選ばれたもの として自覚

し、その結果災難に向 き合 うことを 〈神〉の恩寵の一部 として理解するものと思われる。

霊験 と災難 に対す る説 明の回路が、〈五年王爺〉にのみ特徴的であるのか否かは、今後の

比較研究をまたね ばな らない。ただ し、ここでは以下の二つの点を挙げて、比較 の手がか

りとしたい。まず、比較 の一例 として、 〈王爺〉と台湾で人気を二分する 「媽祖」の場合 を

あげてお こう。張珣 は、自身が長年 に亘って調査研究 をしてきた大甲鎮瀾宮のケースを例

に、 「媽祖」の信者の身に降 りかか る災難が 「媽祖」の霊験 に対する確信 とどのような関係

にあるのかを論 じた。張 によれば、「媽祖」は、賞罰を司る 〈神〉ではない。 「雷公」のよ

うに悪 人を雷で殺す事 もない し、 「城隍」 のよ うに個人の善悪の軽重 を計 ることもない。

「媽祖」が人を懲罰 したという例はあま りない。本来 は、 「媽祖」は無条件で人を救って く

れ、慈母 の如 く、どんな人でも救った後に改悛す る機会 を与える(張珣2001)。 つま り、

「媽祖」の場合 には、 どんなに災難が次々降 りかか り、当座の解決策が得 られな くても、

必ず救 ってくれる、という確信が信者 を支えているといっていいだろう。また、 「媽祖」の

場合、信者 の行いの良 し悪 しで罰 を与えた り恩寵 を与 えた り、といった選別 もしない とい

う慈悲深 さも、多 くの信者を呼び込 む結果 となっていると考え られる。

以上の例 は、翻ってみる と、鎮安宮の 〈香庄〉の信者が しばしば語る 〈王爺〉と 「媽祖」

との性格の違 いにつ いての逸話 を思い出させる。つ まり、非情で凶暴な 〈王爺〉を 「媽祖」

が説諭 した為 に、ようや く 〈王爺〉の性格 も矯め直 された、という説話である。 この説話

では、 「媽祖」の慈悲深 さ、人情の厚 さが、〈王爺〉の横暴性 と対比されていた。おそ らく、

嘉雲平原地域の人々の信仰世界 には、厳 しい規律を重んじる 〈王爺〉 と、信者の行 いの如

何に関わ らず慈悲深 く包み込んで くれる 「媽祖」 との両者のタイプの 〈神〉が対置されて

きた と言えるだろう。

また、二点 目は、災難が 〈王爺〉 による縁結びであるという語 りと 〈童〓〉 における召



命にみる語 りとの類似性で ある5。台湾の民間信仰 にな じみのある読者であれば、このよう

な 〈神〉 による選考、 とい うプロセスは、 〈童〓〉が しばしば自らがなぜ 〈童〓〉になっ

たのかを説明する とき に聞 くプ ロセス と類似 して いる ことに気が付 くであろう。 〈童〓〉

の場合には、薬や医者 による診立てで も病気がなかなか治癒 しないため に、託宣を求めた

ときに、病気は 〈神〉がその人を 〈童〓〉 として召命 しているためだ、と説明されること

が多い。このよ うな場合、 〈童〓〉 になる ことを拒めば、病気 は治癒 しないという。 この

ため、 〈童〓〉 にな らなか ったな らば不 治の病は癒えず、若 くして死 んでいたであろう、

という語 りは 〈童〓〉の多 くか ら聞かれる語 りである(Gallin 1966:244、Jordan 1972:71、

藤崎康彦1991:397、 エ リオッ ト1995〔1955〕)。

S村 に住 む 〈童〓〉GH氏 の場合は、筆者が調査 した当時65歳 であったが、29歳 の と

きに 〈童〓〉 として 召命 されたと言 う。彼は、その当時KB氏 の精米所で米の運搬作業を

仕事 としていた。 ある 日、KB氏 の仕事場で昼ご飯 をたべていたところ、突然体が震え出

してコン トロールで きな くな り、茶碗 を放 り投 げて しまった。 ところが驚いた事に、茶碗

は割れ もせず、 ご飯 も碗か らこぼれ出なかったとい う。その後、彼は走 って家に帰 って し

まった。驚 いたKB氏 は走って後か らついて行 った。家に帰った彼の変わ り様を見たGH

氏の妻 も驚き、神経の病か邪が取 り付いたのか と思い、〈法師〉ST氏 を呼んできて見て も

らった ところ、 〈五年王爺〉が取 り付いている、と告 げられた。ST氏 か らは、神経の病や

邪な ら取 り除 く事 ができるが、〈五年王爺〉が取 り付いた以上は、鎮める事はできないので、

〈童 〓〉にな ることを承諾 し、 〈童〓〉に必要な技術 の習得 をするべきだ、 と忠告 された

と言う。そこで、GH氏 は意 を決 して修行をは じめた。初めのうちは、修行が足 りないの

で、時 々 〈五 年王 爺〉ではな くて邪がや って来た りす るので、〈童〓〉として安定性や信

頼性がなかった。彼 の雇い主 だったKB氏 は、〈五年王爺〉が憑依 しているのはうそではな

いか と疑 い、 〈童 〓〉 として安定 してか らも納得せず、彼がかつて父の病気を治 しても ら

った事 のある 〈童〓〉 を招 いてきて、GH氏 を診てもらった所、確か に 〈五年王爺〉が憑

依 していると言われ、つ いにあきらめた と言 う。この事例 の場合、神経の病 に似た症状が、

〈神〉が彼を 〈童〓〉 として選び出した ことの印 とされている。彼には拒否権はなく、こ

の運命を受け入れ る しかない。そ うする ことによ り、彼は自分の魂をコントロールする術

5 この点については、張珣 博士か ら貴重な コメン トを頂 いた。彼女 によれば、台湾の他の

〈神〉では、信者が 「召命」的な出会 いをする ことによって信仰 を深めていくことは珍 しい、

という。



を覚え、突然震 え出すのではな く、 〈問神〉な どを行 う時や、祭 りの時な ど、必要な時にだ

け、〈神〉を呼び出す技術を手 に入れ、普段の 日常生活 においては、一般の人 と変わ らない

生活 を取 り戻す事ができた。

もちろん、〈童〓〉 は 〈王爺〉にのみ固有の ものではない。 しか し、伝統的に、〈童〓 〉

に憑依す る 〈神〉 には 〈王爺〉が圧倒的に多かったことは既に第六章で述べた とお りであ

る。 このよ うな ことか ら類推すれば、 〈王爺〉による信者の選考、という人々の語 り口は、

〈王爺〉信仰特有 とまで はいえないとして も、非常 に親和的な語 りである、 とは言えそ う

である。

4.〈 縁 〉 とい う 〈命 〉 と好 い 〈運 〉 を掴 む こ と

以上の事例か ら、鎮安宮 の信者たちは、〈神〉によって信仰へと引き込 まれていったこと

が理解され る。彼 らは、 〈五年王爺〉との 〈縁〉によって しかるべ く信者 となったのである。

ここで注意が必要なのは、〈五年王爺〉を信仰す ることを選んだのは、信者の側ではな く、

〈五年王爺〉が彼等 を引き寄せた、 という解釈で ある。

田辺繁治 は、個 人の宗教性の問題を考えるにあたっては、その社会 における人あるいは

自己 といった概念 を明 らかにすると同時に、それ らが資本主義的な社会関係の中でいか に

変化 して来 たか という問題を論ず ることが必要であると主張 し、単純な西欧 中心主義的な

宗教性 の 「個人主義」的展開といった議論 を批判 している(田 辺1995)。 台湾の 〈五年

王爺〉を例に考えれば、人は 〈縁〉 によって他者 に関係付 けられているので あって、自律

的な"個 人"が 主体 的に意図 して"他 者"を 選択するということは想定 されて いな い。つ

まり、〈縁〉は個人の主体的な意思によって左右できるものではなく、ある種 あらか じめ定

まった ものなのである。

このあ らか じめ定まったものとは、"運 命"と いって もよいだろう。"運 命"と は彼等の

言葉では 〈命運〉と言 い、 〈命〉と 〈運〉の二つの ものか ら構成されている。彼等彼女等は、

しば しば 自分の境遇や現在陥って いる不幸を 〈運〉と 〈命〉で説明する。 〈運〉とは目先の

運の好 し悪 しであ り、 日本語 にお ける"運"と 似通 った概念である。〈命〉とは、人間が生

まれてか ら死ぬ までおおよそどのような人生を送るか、つま り富豪または偉 い官僚になる

のか、貧乏、卑賎の身で終わるのか、といったことがあ らかじめ天か ら命 じられ決まって

いるという考 え方であ り、日本語 の"運 命"に 近い概念 と考えればよいだろう。人々は 〈命〉

は変え られないが 〈運〉 は変え られ るという。好 くない ことが続いた ときには、廟に行 っ



て 〈神〉に原因を尋ね、 〈運〉のめぐりが悪 い、あるいはなにかよくない霊魂 にとりつかれ

ているということが分かれば、さっそ く 〈法師〉に運 を変えるために 〈改運kai2-un7〉(あ

るいは 〈補運po・2-un7〉)儀 礼をや って もらう。その底流には、人間の努力によっては変

更の効かない超越 した何物かによってあ らかじめ決定された自己の人生がある、 という諦

念 ともみえる考え方 と、一方 で目先の一つ一つの現象、行動 につ いての偶然性 の強力な関

与、およびそ の偶然性 を何 とか コン トロール したいという人々の願いを読み取 る事ができ

る。

さて、そ こで問題 になるのは、人間にとっては 〈命〉や 〈運〉をあらかじめ知ることは

や さしくない、ということである。スティーブン ・ハ レルは、台湾の資本主義的な発展 を

下支え した価値観は 〈命〉 と 〈運〉であると述べているが、その両者 と企業家精神 との関

係 を以下 のよ うに説明する。即ち、全ての人間が同じ努力をして も成功するとは限 らない

ように、〈命〉は個 々の企業家 の努 力が成功す るか否かを説明す る。また、成功 しようと願

って、科学的 ・合理的な知識 ・技術だけではなく、〈算命〉などの占いも動員 しようとす る

のは、 〈命〉は不変でも 〈運〉は変わ りうるので、よい 〈運〉をつかもうとすれば、自力に

よ る努 力の ほか に、他 力本願 的 な努力 も必 要 と考え られて いる ことによる(Harrell,

Steven 1987)。

これを〈五年王爺〉と信者 との関係に置き換えて考えるな らば以下のようになるだろう。

つま り、信者は 〈五年王爺〉か ら選ばれるという 〈命〉 を持 っているが、それは体の不調

な どのサインによって信者に自覚 され、これを彼等は 〈縁〉として捉 える。信者は、 〈五年

王爺〉との出会 いを、〈縁〉つま り、〈神〉に選ばれる運命であったと解釈する事 によって、

現実に生 じるさまざまな困難 を過酷な荷物として背負 うのではなく、成功や幸福への糸 口

として理解 し、 〈王爺〉への働きかけを通 して 自分の 〈運〉を切 り開いて行こうとす るので

ある。つ まり、信者たちは 〈王爺〉 との 〈縁〉を信 じて行 くことで、 目の前 に顕われる災

難か ら逃れる ことができるという安心感 を得 ることができるし、自分の身に降 りかかった

災難 を理不尽なものと考えた り、 〈神〉の力不足 として 〈神〉を非難することも必要な くな

るのである。

ハ レルの議論では、〈命〉の好 し悪 しは結局のところ一生を終えるまでは分か らないので、

よ り好い 〈命〉を確信す る為 に、人々はたゆまず努力をするという(Barrell,Steven 1987)。

この議論 は、西洋のプロテスタンテ ィズムにおける神の意志の不可知性が個 人の世俗内禁

欲、即ち勤勉な精神 を生み、結果として資本主義を生み出した とい うウェーバーの理論 を



意識 している。つま り、台湾 においては、 〈命〉の不可知性故 に、よりよい 〈運〉を掴むべ

く努力す るという勤勉 の精神が、資本主義の推進 力となった という6。ただ、人は、必ず し

も、自分の 〈命〉を最後まで知 り得ないものと考 えているとは限 らない。つま り、個々の

事象 に遭遇 した時に、それを自分 に与 えられた 〈命〉と考 えることはあ りうるだろう。そ

のように考えることで 、自分の人生をある程度納得 し、受け入れやすいもの とする事がで

きるという側面 もあるだろう。少な くとも、彼等の 〈五年王爺〉との"運 命的な"出 会 い

の確信は、そ の時点で彼等が置かれた様々な困難 を解消す る契機となって いるとともに、

その運命 を受け入れる ことか ら 〈五年王爺〉への帰依が始 まり、敬虔な信者 となることに

よって、よ りよい運をつかむための努 力を重ねていくのである。

以上見てきたように、鎮安宮は、地域の廟 としての性格 を保持 しつつ、個 人を単位とし

て祭典に参加す る事を可能にする装置を用意することによって、〈五股〉、〈香庄〉といった

範囲を超 えて、広域性 を獲得 した。 しか し既 に述べたよ うに、これ ら遠隔地 の信者達が"

個人"と して主体的な信仰の選択 を行 った と考えるのは、おそ らく的外れであろう。彼等

は、鎮安宮 の宗教実践 に客観的な原則 を発見 し、それを反省的 ・分析的に反芻 し、理解 し、

そ して主体的に 〈五年王爺〉に働きかけ、〈五年王爺〉を客体化 しているわけではない。む

しろ、彼等の語 りか らは、次のような姿が読み取れるだろう。つま り、〈五年王爺〉のほう

が彼等 との縁結びを欲 したため に、彼等が 〈五年王爺〉信仰へ引き込まれていったのであ

る。彼等 と鎮安宮との間には、従来の血縁 ・地縁共同体に基づいた実践の枠組みは欠落 し

ているものの、 〈神〉との 〈縁〉に強 く引きつけ られることによって生まれる関係が、その

欠落を埋めて いる。共 同体 の網は消失 しても、〈神〉のかけた網 にかかる ことを望むという

点では、そ こには、他者 と区別 された"自 己"が 主体的に選択する近代的な信仰のありか

たではなく、形 を変えた"関 係性"へ の埋没が見て取れ るだろう。

5.小 括

本論文では馬鳴山鎮安宮の 〈五年王爺〉に対す る信仰を通時的に考察する中で、信仰 の

6 台湾の場合 、勤勉の精神は、必ず しも世俗内禁欲とは言えない。短期的に見れば、禁欲

的であるといえるだろうが、それは神 の恩寵 を得 る、という目的の為ではなく、現世にお

ける様々な欲望 を手 に入れ るためである。つ まり、欲望の充足の手段 としての禁欲と理解

すべきだろう。



拡大の様相を社会的な側面および 〈五年王爺〉 と言 う霊魂が信者 に喚起するイメージ、力

等 といった方面か ら考察 した。鎮安宮 は地縁血縁 に埋 めこまれた地域の廟としての性格か

ら、現在では全台湾 レベルに信者を拡大す る一大宗教セ ンターに発展 している。そ こには、

教義面において近代的な整備が為 されたわけでもな く、教団の組織化が見 られ たわけで も

ない。 ロコミや移住者を通 した紹介があった として もメデ ィアを通 した大規模 な宣伝があ

ったわけで もない。また、産業社会 にお ける近代合理主義偏重への反省か ら、世俗的価値

あるいは近代的な価値 を否定 し、世俗 的欲望か らの超越 をめざすとい う志向が見 られ るわ

けでもない。ある意味では、伝統的な民間信仰の枠組みをそのまま現代 において も引き継

いでいるといって もよい。 しか し、彼等は近代合理主義的な社会の流れの中です ら、〈縁〉

とい う関係性に基づき、 〈神〉か ら召命されたという拒否す ることのできない必然性を拠 り

所 にして、〈五年王爺〉信仰 を深めて いると言 えるだろ う。

〈五年王爺〉に限 らず、台湾では民間信仰は衰えを知 らない。様 々な新興宗教や、慈善

指向的な仏教団体な どが信者 を獲得 しているとはいって も、大多数の人々はいまだ に伝統

的な民間信仰およびその現代的な変容形態 との関わ りを重視 している。鎮安宮の信者にし

て も、様々な信仰対象に対 して臨機応変にあるいは場合によっては手当た り次第相談 を持

ち掛 ける中で、 〈五年王爺〉に引き寄せ られてきたのである。しか し、彼等はまた、鎮安宮

以外 にも、他の廟、あるいは民間信仰以外のさまざまな宗教実践 との掛 け持 ちをす ること

も可能である。多 くの人々は、確かに近代 あるいは資本主義化によって切断された共同体

的関係に代わる何かを宗教 に求 めているであろうが、それは必ず しも自覚的に選び取る信

仰団体である必要はない。 また、西洋近代に対 して自覚的に抵抗 して、伝統を選択 して い

るわけでもない。その意味では彼等は決 して"近 代的な主体"と して近代 と対峙 して、伝

統的な民間信仰へ と向かって いるわ けではない。そのような、 自らの行動 に自ら自覚的 に

責任 をとるとい う思い荷物を背負 う覚悟 をもった人々は少数派であろう。む しろ、彼等が

選んでいるように見える信仰対象は、さまざまな信仰可能な対象へのアプローチの中か ら

「結果として」生 き残 っていっているもの、と考えられ る。少な くとも、 〈五年王爺〉の場

合 は、信者は 〈縁〉を媒介 とした関係性や共同性 の中に生きよ うとして いるのである。

信仰の選択 を、伝統文化の 〈神〉の側か らの働きかけに答えるものとして記述する事は、

人々を文化の命令 に従って動 く自動人形のよ うに描いている、という批判を受けるかもし

れない。 このような捉え方 は、ポス トコロニアル批評 の影響 を受けた人類学が反省 してき

た見方であ り、現在の多 くの民族誌では、文化を生 きる人々を主体 として捉 え、彼等が主



体的に自文化 を客体化 して操作 していることを強調するようになっている。 しか し、鎮安

宮の事例 に見 られ る 〈神〉 による召命、 という論理か らは、人間の側の主体的な選択、あ

るいは人々が抱 える諸 問題 に対する人間の側の積極的な操作 、抵抗、折衝 という姿勢を読

み取 ることは難 しいだろう。 もちろん、鎮安宮の信者 による信仰 の選択は、何 らかの形で

の 〈神〉あるいは宗教 団体 との折衝 を通 して得 られ るものであろうし、自己 による崇拝対

象の決定がな されて いるだ ろう。しか し、それは"主 体"が"客 体(信 仰対象)"を 操作す

るといった自覚的な ものであるわけではない。むしろ、彼等は、決定権 を他者である 〈神〉

に委ねていることによって、他の 〈神〉や団体ではな く、他な らぬ 〈五年王爺〉を信仰す

る必然性を、受け入れる ことができたものと思われ る。このプロセスは、共 同体に所属す

るという属性 によ りある 〈神〉を信仰する事が必然であるといった伝統的な 民間信仰への

関与形態を失 った人々にとって、それ に代わるものとしての信仰へ の確信を彼等に与えて

いるのである。



終章

〈五年王爺〉は、今 日の鎮安宮の信者たちにとって、地域の平安を保証 して くれる 〈神〉

で あり、強暴だが万能の 〈神〉である。他方で、また 〈五年王爺〉は個人的な悩みや問題

を解決 して くれ る 〈神〉で もあ り、 しか も 〈神〉の方か ら、遠方の人を引き寄せる力も持

ち合わせせている。 しか し 〈五年王爺〉は、道教史研究で は、もとをた どれば 「瘟神」と

され、世の中に 「瘟疫」をばら撒 く、とも言われて きた。本論の目的は、 こうした多義的

で、一見バ ラバ ラに見える 〈五年王爺〉像が、いか に衝突、並存あるいは統合 されて きた

のか、あるいは来なかったのか、また このような多義的な意味付けの背後にある地域社会

社会や国家が、〈五年王爺〉信仰 にどのような影響 を与えてきたのか、また近代化の中で 〈王

爺〉 と信者 との関係性が どのよ うに構築されているのか といった ことを考察 してきた。

以下では、これまでの考察か ら得 られた成果を総括 し、あわせて今後 の課題を提示 して、

本論の締めくくりとしたい。

1.文 献 上 の 「瘟 神 」 と生 きて いる 〈王 爺〉

従来の 〈王爺〉研究は、大 まかに分けて次の二つ側面か ら行われて きた。一つは、その

起源 をめぐる研究であ り、もう一つは 〈王爺〉の儀礼、特 に 「王〓」についての研究であ

る。

本論では、後者 につ いては、ほとん ど取 り上げなかった。 というのも、 この方面 の研究

は、その多 くが道教学者あるいは民俗学者 による儀 礼の詳細な記述研究である。第四章で

も述べたよ うに、「〓」の儀礼 は、ある程度決まった形式 とプロセスがある。 また、儀礼の

進行 は基本的には道士の側が掌握、管理す るものであって、地元独特 の慣習や考え方は、

部分的にごく周辺的な要素 として しか取 り入れ られない。また、一般信徒の多 くは、「〓」

の儀礼に直接参与する ことも無 い。それゆえ、本論では、一般の信徒が濃密に関わ り得る

共同体の儀礼及び個人的な 〈五年王爺〉とのかかわ りという部分に焦点を絞って考察 した。

前者 については、すで に第五章でその詳細 を検討 した とお りであるが、従来の研究は、

道教史的な視点か ら起源 を特定する、いわば遡源的な研究にとどまってきた。 また他方で

は、人類学、民俗学的な視点か ら、〈鬼〉起源 としての 〈王爺〉像の提示 も行われてきたが、

そのよ うな 〈王爺〉像 と遡源的な 〈王爺〉像 とが切 り結ぶ接点 については、ほとん ど不問

に付 されてきた。本論では、このような欠を埋めるために、台湾各地で信仰 されて いる 〈王

爺〉の前身に関す る資料 を渉猟 し、 〈王爺〉像の多様性を示 した。 また、その中か らいくつ

かのズレを見せなが ら共有 された特徴を抽出す ることによって、遡源的な研究において提

示されてきた 〈王爺〉像 との接点を探 っていった。

また、文献研究で は最も 「瘟神」起源 に近 いと思われる 〈五年王爺〉が、〈香庄〉所属の

諸単位の信者への聞き取 り調査か らは、「瘟疫」 とは縁の薄 い存在として認識されて いるこ



とを示 した。彼等 の伝承 は、 「進士」伝承のそれであ り、確 かに 「瘟神」伝承の変化形であ

るということは可能で あるが 、それはあ くまで も文献史学的な結論 に過 ぎない。む しろ、

〈神〉 となってか ら以降の様々な逸話-耳 が不 自由な こと、凶暴であること-に こそ リア

リテ ィがあるといえる。なぜな ら、そのような逸話 は、 〈五年王爺〉の霊威 を確認する根拠

となるか らである。た とえば、 〈五年王爺〉が耳が不 自由であったという逸話は、具体的な

身近な土地の記憶 と結びつ き、馬鳴山に 〈五年王爺〉が来臨 したことを正 当化す る。また、

〈五年王爺〉の理不尽な凶暴 さ、ということも彼の身体的な欠陥 と結び付 け られて想起 さ

れる。 また、儀礼にお ける信者の振 る舞 い次第 によって 〈五年王爺〉の懲罰が下 される、

といういくつかの逸話か らも、 〈五年王爺〉の凶暴な力が具体的に人々の中に意味付 けられ

ていることがわかる。 これ らは、〈五年王爺〉の霊威の具体像であるとともに、その権力の

強大性 を信者に印象付けるもの となって いる。

以上の ことを台湾漢人の霊魂観に照 らしてみたときに、 〈五年王爺〉の多義的な性格がよ

り明 らか となった。つ まり、〈五年王爺〉の性格か らは、その出 自の 〈鬼〉性が うかがえる。

例えば、善悪の判断 を越 えた願掛けの成就、誓 いの不履行への懲罰 、神兵狩 り、 どこへ行

っても供物があ り飢えないという状況などがそれ を物語 って いる。一方、「進士」としての

伝承は、漢 人の定型化 された霊魂観に 〈五年王爺〉 を位置付けるための語 りで あると考 え

ることが出来よう。

ところが、戦後 にな って信者 となった遠隔地か らやって くる信者たちには、上記の逸話

も意味をなさないもの とな っている。〈五年王爺〉観は、いわゆる伝統的な信者基盤であっ

た 〈香庄〉の信者 と、新興の信者 とでは、異なって いる。具体的な土地 との結びつき を持

たな い信者 にとって、〈五年王爺〉の耳 の不 自由さは、あま り考慮するべき対象 とはな らな

い。また、霊威 を身近 に感 じる機会は、〈香庄〉の信者が経験す るような、いわゆる伝統 的

な神輿 の練 り歩 きのよ うな儀礼にお いてではな く、信者それぞれの個 人的な経験 によ って

いる。 しか も、この経験 は必ず しもいつもあ らたかな霊験や良い結果だけをもた らす もの

ではな い。た とえ、 〈五年王爺〉の前で祈 って も、一見即効的 とは思われない結果、あ るい

は災難が返って くる。 しか し、〈五年王爺〉の場合、多 くはその原因が 〈王爺〉 との 〈縁〉

にある、 と指摘 され ることで、 この災難か ら逃れることがで きるという安心感 を得 ること

ができるし、自分の身に降 りかかった災難 を理不尽な ものと考えた り、 〈神〉の霊験 を否定

した りする こともなく、 〈五年王爺〉への信仰を深めていくことができる。つま り、〈五年

王爺〉はいつで もどこで も万能であるか ら信仰 され るのではな い。む しろ、不幸 も災難 も

ひっくるめた上で、信者は 〈五年王爺〉の差 し出す手の中に引き寄せ られて いくのである。

2.民 間信仰 と社会 との関係

〈五年王爺〉の意味付 けには大 まかに二つの方向性が あったことはすで に述 べた とお り

で ある。つま り、一つの方 向性は、 〈五年王爺〉を地域の守護神 と考 えるそれであり、そ こ

では 〈五年王爺〉が この地域 にや ってきた必然性、地域の農作の稔 りと 〈五年王爺〉 との



関係、儀礼 にお ける 〈五年王爺〉 と信徒 とのかかわ りな どが、伝承 として伝 え られること

によって、地域 と 〈五年王爺〉の密接 な結びつきが維持、強化されてきたといえる。しか

し、他方では、 〈五年王爺〉は非常に個人的な 〈縁〉によって結ばれ ると考える方向性があ

る。

地域の守護神 としての 〈神〉 と社会 との関係 については、台湾の人類学的な研究 のなか

では、「祭祀圏」研究 という文脈で分析 されてきた。ある地域においてそ こに属す る人々が

ほとんど所与 の 〈神〉 としてそれ を祀るあ り方は、台湾の宗教信仰の形態のうちで も最も

重要で基本的な ものと考 えることができる。 また、「祭祀圏」研究においては、地域社会の

結合 一村落結合 、同郷結合 、水利結合などな ど一は、宗教活動によって表現される、と考

え られた。

本論では、 「祭祀圏」研究 という側面から見た場合、鎮安宮には、いくつかの特徴が発見

された。一つには、〈五股〉の場合には、これ を共同で 〈五年王爺〉 を祭祀するために形成

された一つの共 同的な祭祀組織 の圏域 とみれば、 「祭祀圏」概念が当てはまる、 といえる。

しか し、二つ 目には 〈香庄〉の場合 には、従来 の 「祭祀圏」概念や末成道男の提唱す る二

つの圏域 と一つの領域では捉 えきれない。〈香庄〉の単位は、相互に結びついて共 同で 〈五

年王爺〉を祭祀する というよ りは、鎮安宮 との個別的な関係の上で祭祀を行っていること、

また 〈香庄〉の五年大科への参加 はある程度固定的で毎回繰 り返 されるもので あるが、不

参加 を選択する ことも可能 である こと、更 に 〈香庄〉 の分布域 と何 らかのほかの社会的な

結合 との間の相関関係が希薄であること、したがって有る 〈香庄〉の単位の側か ら見れば、

鎮安宮の祭祀 を排他 的に選択 しているわけではなく、逆 に様々な 〈神〉の祭祀単位 の分布

域は、相互 にズ レを見せなが ら一部分の重複があること、な どが明 らか になった。

さらに、 「祭祀 圏」の問題 において、今 日的な課題は、従来のよ うな地域社会を超 えたと

ころに信者が増大 していくという現象である。 このような廟 に対 しては、従来 はた とえば

「観光廟」 として位置付 ける見方が存在 したが、その場合で もそのよ うな廟に対す る信仰

の基盤はや は り地域社会にあるとみなされた(た とえば、林美容1993:173)。 また、〈分

霊〉廟や 〈交香〉廟の巡礼活動な どに焦点を当てた研究なども見 られた(黄 美英1994な

ど)。

しか し、鎮安宮のケースか らは、遠隔地か ら巡礼 にくる信者たちは、決 して観光 目的の

人々だけではなく、 〈五年王爺〉への厚 い信仰を抱いた人もかな り含 まれていることが明 ら

かである。また、 〈分霊〉廟や 〈交香〉廟の巡礼ばか りではな く、個 人単位で巡礼 に訪れ、

〈斗首〉 となって 「〓」に参加す る場合 も少なか らず見 られた。今 日、鎮安宮 は、 この

よ うな遠 隔地 の信者 たちに経済 的に支 え られ ている側面が大 き くな ってお り、鎮安宮 の

信仰 を十 全 に把握す る には、このよ うな人々の鎮安宮 との関わ りを視 野に収 めてお く必

要がある。

本論で は、 このよ うな信者 に対 して、主 に 「〓」 に参加 している人々へのイ ンタビュ

ー、また、主 に台北の 〈分霊〉廟や 〈交香〉廟への訪問を通 し、鎮安宮を信仰す るように



な ったきっかけや 〈五 年王爺〉 との具体的な相互交渉過程などを考察 した。そ の結果、こ

のような新 しいカテゴ リーの主 に都市在住の人々は、 〈縁〉によって 〈五年王爺〉に関係付

け られている ことが判 明 した。つま り、 自律的な"個 人"が 主体的に意図 して"他 者"を

選択するのではな く、信者 は 〈縁〉 を媒介 とした関係性や共同性の中に生きようとしてい

るのである。

3.今 後の課題

これまでの考察で、従来 の研究で は把握 しにくい複雑性を有する鎮安宮 の 〈五年王爺〉

信仰 についての全体像 をある程度明 らかにする ことができたと考える。 しか し、本研究で

は扱 いきれなかった問題、あるいは方法論上の問題な ども残 された。以下 では、これ らに

ついて簡潔に指摘 して 、今後 の課題 としたい。

第一 には、鎮安宮の ように、非常に広 い地理的な範囲にわたって信者 を抱 える廟の信仰

を把握するための方法論の問題である。従来の人類学では、その方法論 として、あるコミ

ュニテ ィに定住す る ことによって、ミクロな社会 を定点観測す ることが常套 手段 として用

い られてきた。 しか し,今 日のよ うに経済のみな らず社会、文化のグローバル化の流れの中

では、コミュニティ、 人、そ して人の行為を統一的 に描 く全体論的な研究方 法で は捕 らえ

きれな い問題が生 じつつある。鎮安宮 の場合 は、現在で も基盤 となる地域社会が残 ってい

るとはいえ、外へ出て行 った人々、あるいは元来 は この地域 とは無関係な人な どの参入が

見 られ、 このような人々が廟の運営や祭祀 を支える重要な一部分にな りつつある。

そ こで、本論では、鎮安宮 というひ とつの点を固定 し、「〓」な どの機会 に出入 りす る人々

へのイ ンタ ビューを行 う、 とい う方法を用いた。 しか し、得 られたデータは必ず しも十分

とはいえない。一つ には、筆者の当初の思い込みの問題があった。S村 に住 み込んだは じめ

の頃、筆者は 〈五年王 爺〉信仰を、従来 の台湾の宗教人類学的な文脈の 中で、 これ を地域

社会の開発 と発展の歴史 に根 ざした信仰 として捉 える事に疑問を感 じる事はなか った。 し

か し、後 になって、鎮安宮 においてそ こを基点 に 〈五年王爺〉信仰を眺めてみると、 これ

とはまった く異な る側面が見えてくる こと一つ まり、地縁的な関係によって慣習的 に参拝

に訪れる人 々とは異な るカテ ゴリー に属す る信者たちが存在すること-に 気付いた。 しか

も、 これ らの人々の重要性 に気付 くには、更に時間が必要だ った。 このため、得 られた資

料には数量的 に限界が ある。 しか し、調査データを増やす ことには、相 当の時間を必要 と

もす るだろ う。〈分霊〉廟についてのみでも網羅的に調査を行うことは不可能である。台湾

では、質 問紙的なものを用意 して大勢の人間が一斉 にイ ンフォーマ ン トか ら聞き取 りを行

って調査 シー トを埋め、それ をまとめる、といった手法もしばしば使われているよ うだが、

このような調査の手法 は、得 られたデータの質にばらつきが出るなど、問題 も多い。そも

そ も、信者の流動性を考えれ ば 「網羅的」という対象設定のあ りよう自体が問題であろう。

また、果た して数量 を増やせば目的 を達せ られ るか どうか、という問題 はそれで も残 るだ

ろう。点を固定する、 と言 う方法は、頻繁にそ こに訪れる人についての理解 を深 めること



にはなるが 、一回限 りで離れていく人、あるときか ら信仰 を捨てた人につ いての調査 は不

可能にな る。よって、集まるデータは自然とあつい信仰 をもつ人々についての資料にな り、

あたか も外か らやって くる信者が全て敬虔であるかのよ うな錯覚 を持 つ ことにな りかねな

い。

いずれに して も、遠隔地か ら参入する信者についての調査は、今後 も続 けていくことが

必要であ り、信者 の流動性、鎮安宮 とのかかわ りの違 いなどに応 じた調査手法 を開発 して

いくことが必要だ と考 えている。

第二 には、個人ベースで参入す る信者 と 〈神〉 との関係性につ いての問題である。筆者

は、ある土地の住 人で あることによってほぼ自動的に信仰対象が決 まって いる地域社会の

廟が、近代化、都 市化 の流れの中で新たな個人ベースで参入する信者を獲得 してい く過程

を考察 し、 〈縁〉〈命〉 〈運〉 という一群のキーワー ドによって これを説明 した。 また、この

ような信者 の参入過程 は 〈王爺〉に特有 のものである可能性 を指摘 した。 しか し、残念な

が ら他 の 〈神〉の事例 との比較研究は、先行研究が皆無に等 しいため、行 っていない。今

後 は、地縁性 を有 していた廟の中で、鎮安宮同様個人ベースの信者が急激 に増えているも

のが あるか どうか、またそのよ うな廟 において、信者 はいかなる経緯 でその廟の信者 とな

って いくのか、信者が対象となる 〈神〉 との間に構築する関係性 はどのような もので ある

のか、 を検討 して いくことが必要で ある。近代化の中での宗教の再生や興隆 といった問題

群 の考 察においては、とか く新興宗教あるいは原理主義的な宗教団体などが考察の対象に

な りがちであるが、少な くとも台湾の場合 には在来 の民間信仰の力は衰 える どころか、よ

り盛ん になって いるとさえ言え る。他の 〈神〉を奉祀する廟で信者が信仰 を深めて行 く過

程を 〈王爺〉と比較 して いくことによって、は じめて本論での事例が 〈王爺〉 に固有の現

象なのか、あるいは台湾 においては一般的である と言 い得るのかが、確認で きる。

第三 には、本論か らの延長上の問題 として、民間信仰 と大宗教-特 に道教-と の関係に

ついての考察も指摘 しておきた い。本論では、すでに述べたよ うに 「〓」儀礼 の詳細 には

立ち入 らなかった。その大きな理由は、一つには筆者 自身が 「〓」儀礼の分析 を意図して

いなかった ことと、 もう一つには現地の人々にとって 「〓」の儀礼の詳細 はあま り問題 と

なって いなか ったように見えたか らで ある。 「〓」儀礼 について、現地の人々と話 し合った

のは、 目前 に繰 り広 げられている儀礼 のおおよそどのような意味をもっているのかを確か

める程度で あった(し か し、たいていは、その場では聞くことができないので、儀礼 の前

後の休憩時間に聞 くことが多かった)。 しか も、そのときの印象 としては、プログラムの1

つ1つ につ いて説明できる人は非常 に少なかった。 このため、筆者はそれ以上突っ込 んで

彼等 に質問をした り議論を持ちかけた りということを控えて しまった。 しか し、彼等な り

の理解の方法 をもう少 し詳細 に調査する ことによって、たとえば彼等の霊魂観からみた道

教の 〈神〉の位置付け、 これ らと廟で祀る 〈神〉 との性格の相違な どといった ことにつ い

て、よ り深 い理解が得 られたか もしれない。

また、「〓」儀礼 を離れても、台湾漢人の宗教生活において、道士 と交渉 をもつ機会は少



なくない。た とえば、葬送儀礼、「功徳」儀礼(死 者の霊魂を救済する儀礼)、 また道士が

兼業 している場合 の多い 〈法師〉の行う儀礼である 「謝土」(家 や墓を新 しく造った場合の

土地神への祈祷儀礼)、 新たに作 った神像の 「開光点眼」、〈改運〉な ど様 々な場面で、人々

は道士(法 師)あ るいは道教的な ものと接 している。 このような儀礼 については、道教研

究の側か ら、儀 礼の構造や意味 について解明されて いるものの、それが儀礼を依頼す る一

般民衆にどのよ うに認識 されて いるのか、また特定の儀礼につ いての個別事例間の差異が

道士 による差異なのか、依頼す る側 の意識 の差 異の現われなのか、な どと言 った ことも詳

細 に比較研究されて いるわけではない。依頼する側の民衆の道教儀礼 に対す る認識が、道

教儀礼にどのよ うな影響 を与え、道教儀礼を変容 させていく可能性があるのかないのか、

といったことを詳細 に調査す ることによって、道教 と民間信仰 との間の関係性 について、

よ り明 らか にしてい くことがで きるだろう。 また、この他、もちろん、仏教や儒教 と民間

信仰な どの関係性について も同様 に考察 してい く必要性があると考 える。廟における道教

儀礼 と仏教儀礼の同時進行、霊魂の供養をゆだね る先 としての道教 あるいは仏教の選択過

程など、考察すべ き対象 は多い。

ただ、 このよ うな問題 を読 み解 いていくにあたって、あらか じめ儒仏道の境界を措定す

ることはできるだけ避 けなければな らないだろう。 ある儀礼を仏教儀礼 と分類するのは、

遡源的な視点か らは可能で あろ うが、実際 に儀礼を執行す る職能者 、依頼する側な どの立

場の違いによって 当該儀礼 をどのように位置付けるかは異なって くるだ ろう。また、依頼

者内部において も共通理解は成 り立ちにくい ことも考え られる。一方で、死者の位牌 を仏

寺に預ける事例 にも見 られ るよ うに、一般の人々 もある程度宗教を区別 しているとみなせ

る場合 もある。分析す る側 の安易な思い込みを避けることは、ある儀礼や思考 の構成要素

をあ らか じめ何 らか に宗教に切 り分 け、その混交 として民間信仰 を見 るとらえ方 をも含め、

厳 に慎 まなければな らない。

漢人の宗教の全体像 を捉 えるには、通時的なレベルでの様々な宗教要素の変容過程や相

互影響関係の考察 と、共時的な レベルでの地域差、職能者 と一般民衆 との意識や知識 の相

違な ど、非常に込 み入 っていて、相互 に絡み合 った多様性 についての考察 を、包括 的に行

うという遠い道の りを進んでいかなければならない。
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