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論文 の 目的

本稿 はメキシコ,ユ カタン半島 にお けるチ ャ
・チ ャー ク 滋 し'θ滋滋 (雨 乞 い)
の
儀礼 比較研 究 を行 な うための基礎的な民族誌 デー タを提供す るとともに,そ
の分析 のための指針 を設 定 しよ うとす るもので ある国。チ ャ
・チ ャー ク儀礼 に関
してはすでにメキシ ヨ内外 のフォー ク ロア研究家 ,文 化人類学者 らによってい
くつ もの報告 がなされてい る。 しか しなが ら,そ れ らの記述の多 くは断片的 な
ものであ り,比 較研究 に耐 え得 るデー タを提供 した ものは極 めて少 ない。特 に

,

地域的な偏差 に注 目 した研 究 は皆無 で あると言 って もよい。 また地域的な差異
に限 らず,フ・メン λ‐
2ι π と呼 ばれ る祈薦師 が唱 える祈薦 の内容 は,祈薦師毎
によって,場 合 によっては同一 の析薦 師 で あって も祈備 の度毎 に異 なってい る
のが実状 で ある。 そうした事実 は比較的知 られてい なが ら (cf.Hanks 1984),
実際 には祈薦 の比 較研究 は進 んで い ない。 それ どころか,祈 薦 の全文 を紹介 し
た研究す ら数少ないので あるИ。
フ・ メンが唱 える祈薦 の内容 は奥儀的な面が強 く,一 般 の人々には理 解不可
能 で あるとされてきた (cf.R.Redfield and A.Villa Roias 1934:74‑75)。 実
際,非 常 に早 口で祈薦 を行 な うフ・ メ ン もお り,祈薦 を聞 き取 ることが 困難 な
場合 も多 々 ある。特 に,祈薦 に登場す る神 の名 や地名 な どの固有名詞の多 くは
一般 の人々 には馴染 みのない ものであるため,そ れ を聞 き分 ける こ とは困難 で
あろう。 しか し,フ・ メンの祈稿 は決 して特別 の訓練 を受 けた者 だけが理解可
能 な秘密言語で行 なわれ るわ けではないため,日 常会話 で用 い られない祈薦特
有 の言 い回 しを除 けば,神 々へ の呼 びか けな ど祈薦 の根幹 的 な部分 はマヤ語話
者 ならば理解可能 で ある と考 えて間違 いない。実際 の ところ,フ・ メ ンたちの
多 くは師 となるフ・ メ ンに付 いて回 り聞 き覚 えた,あ るい は様 々な機会 に聞 き
か じつた祈薦 をベ ース に 自己流 にア レンジしてい るようである回。また,儀 ネLの
神聖 さを汚す よ うな行為 を行 なわない限 り,調 査 者 が祈薦文 を録音 した り,テ ー
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プ起 こしした祈薦文 に関 して確認 を取 つた りす る作業 に特別 の規制 はかけられ
ない。要す るに,チ ャ・ チャー クの祈稿 を採取す る ことは比較的容易 なのであ
る。
・ワー ク期間中 に観察す る ことので きた
本稿 では筆者 が 1995年 のフ ィール ド
二つのチ ャ・ チ ャー ク儀ネLの 祈薦 の全文 を記載す るE41。 ただ しスペ ースの関係
上 ,こ れ を二 回 に分 けて報告 す る。前編 で はか つてのエ ネケ ン henequ6n地 帯 回
・ チャー ク儀ネLを ,ま た後編 では柑橘
に位置す るテ ィム クイ Timucuy村 のチ ャ
類 な どの果樹栽培 が盛 んなユ カタン州南部 の町 オ シュクツカ ブ Oxkutzcabの
とある灌漑農園で行 なわれたチャ・ チャー ク儀礼 を取 り上 げる。記載 す るマヤ
語 の祈薦文 はいずれ も筆者 が録音 した ものか らネイテ ィブのマ ヤ語話者 がテー
プ起 こしを行 ない,そ れ に筆者 が修 正 を行 なった ものである。 日本語訳 はテー
プ起 こしをしたネイテ ィブが添付 したスペ イ ン語訳 を参考 にしなが ら,筆 者 が
行 なった ものである。オ シュクツカブの祈薦 に関 しては部分的 ではあるが フ・
メ ン本人 に確認 を行 なった。

2

チ ャ・ チ ャー ク儀礼 の概要

個別 の事例 を紹介 す るに先立 って,ま ず,チ ャ 0チ ャー ク儀礼 は一般 にどの
よ うに理解 されて きたのか,そ の概要 を述 べ てお く必要 が あるだろう。 ここで
・マヤ国に関す る議論 では必ず引用
は,チ ャ・ チ ャー ク儀礼 のみな らず ユ カタン

され る,R.Redfield&A.Villa Roias(1934)の α物%ん π :4均
姥降
"7脇
コム
ι
A.Villa
Raas(1978)の
『
ン
・
と
る
では
チャ
)と
表記す
(以 下本稿
』
づ
αθ
s tt D腕 。を中心 にその儀礼的特徴 を整理す る ことに しよう。 なお,前
者 の舞台 となったチャ ン・ コム村 (ユ カタン州)は かつてのエ ネケ ン栽培地帯
EJ

の外 に位置 し,村人の生業 は トウモロコシ栽培 を基本 としていた。 また,後者
で記述 されたクル ソー・ マ ヤの諸村落 (キ ンタナ・ ロー州 )で も,農 閑期 には
チク レ・ ガム の採取が行われて いたが,基本的 には トウモロコシ栽培 が生計 の
中心 だった回。

2.1

チ ャ・ チャー ク儀礼 の時期

北緯 16度 〜 22度 の間 に位置 するユ ヵ タ ン半島 はそのほ とん どが,ケ ッペ ン
の気候区分 で Awか Amwの 亜熱帯性 の気候帯 に属 す 国。半島 のほぼ北半分 は
夏 が雨期 ,冬 が乾期 になる Awで ,南 半分 が Awよ りも雨量 が多少多 い Amw

・ コム村 は Aw,ク ル ソー・マ ヤの諸村落 は Amwに 属 してい る。
で ある。チ ャ ン
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Aw,Amwの いずれの地域 で も雨期 は通常 5月 ない し 6月 か ら9月 前後 までで
あるが,年 によってかな りの変動 が ある。また,9月 と 10月 はハ リケー ンの到
来 シーズ ンである とともに,大 陸性 の低気圧 の南下 によってノルテ と呼 ばれ る
北風 が吹 き,雨 が降 りやす くなる。降雨量 は Awの 地域で,年 間 1,000ミ リ前
後 であるが,こ れ も年 や場所 によって開 きがある。実際,同 じ村 の中でさえ
,

ある畑では十分 な雨が 降 って も他 の畑 で はほ とん ど降 らない とい った こともよ
くある。 また,ユ カタン半島 には地表 を流れ る河川 がほ とん どないため,灌 漑
は基本的 に天水 に頼 ざるを得 ない。 つ まり,ユ カタ ンの農業 にお いて,水不足
はこうしたユ カタン半島 の地理的気候的な 自然環境 の制約 の下 で恒常的 な問題
として存在 してお り,チ ャ
・チャー ク儀礼 はユ カタ ンの農業 サイクル の一部 を構
成す るものであるとみることも可能 で ある (cf.Teran and Rasmussen 1994)。
ユ カタンの伝統的な焼畑農業 では乾期 に森 を切 って木 を乾 か し回,雨 期直前
にこの切 った木 を焼 き,数 日後 に種蒔 きを行 う。今 日,ユ カタ ンで最 も普及 し
て い る トウモロコシは シュ・ヌ ク・ ナル χ‐
%滋 ‐
πα′と呼 ばれ るもので,播種 か ら
l101。
っ まり, 5月 に種 を蒔 けば 9月 頃 には収穫
結実 までに 4〜 5ヶ 月 を要す る
がで きる。原理的 にはこの間 にチャ・ チ ャー ク儀礼 が行われる ことになる。
ビジ ャ・ ロ ッハ スによると,ク ル ソー・ マヤで は各 ミルパ耕作者 が種蒔 き直
・チ ャー コー%‐ 滋απみ θ
滋滋οしみ [チ ャー クの食事 ]と 呼
後 の 8日 間 ウ・ハ ン リ
ばれ る儀礼 を行 い,雨 が きちん と降 って くれ るように祈 る (Villa Roias 1978)。
そ して, トウモ ロコ シの芽 が 出 てか ら成長 す る 6〜 7週 間 にわたってオ シュ
デ ィア ス は無 また はマ タ ン %α ″%の 祈 り と呼 ばれ る儀 礼 が 各村毎 に行 わ
れ,そ れ に引 き続 いてオ コ ッ トバ タム σο
力b歳 滋 %と 呼 ばれ る儀礼 が村人全員
参加 の もとに行われ る。このオ コ ッ トバ タムが本稿 で扱 うところのチャ
・チ ャー
ク儀礼 に相当す るもので ある と一般 に理解 され る。しか し,オ シュディアス も
トウモロコシ畑 が神 の庇護下 に移 った こ とを神 に報告す る ことが 目的 で ある と
,

い う点で は,チ ャ・ チ ャー ク儀ネLの 一部 とみなす ことがで きる。
雨乞 い儀礼 は早魃 が差 し迫 った危機 として感 じられ るようになった時 に行わ
れると一般 には考 えられがちで ある。『チ ャ ン・ コム』 では,チ ャ :チ ャー ク儀
礼 が行 なわれた経緯 を次の ように記 してい る。早魃 が予感 され 出 した 7月 の半
ば,チ ャン・ コム村 の人々は個 々 に教会 の礼拝堂 で ロウソクを燃 や して村 の守
護聖人 に祈願 を始 めたElll。 しか し,そ れで も雨 が降 らず,危 機感 が村人全体 の
共有する ところとなった ところで,村 をあげてのノベ ナ リオ (ロ ザ リオの祈 り)
が村 の守護聖人 ,聖 なる十字架 ,聖 なるキ リス トに対 して次々 に行われた。 そ
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れで もまだ雨が降 らないため,最 終的 にチ ャ・ チ ャー ク儀ネLが 行われ る ことに
なった とい う。 これが 8月 の末 の ことで あるl121。 ところが,上 記 のオ コ ッ トバ
タム は雨 が 降 って も降 らな くて も 8月 か ら 9月 にか けて行われ る

(Ibid.)。

ま

た,鈴 木 (1989)や Maas Colli(1991)も チ ャ・ チ ャー ク儀礼 が年中行事 の一
つ として行 なわれてい る ことを報告 して い る。筆者 が知 る限 りで も,雨 の量 に
関係 な くチ ャ・ チャー ク儀礼 を毎年実施 して い る村 は多 い。
トウモロコシ栽培 にお いて水 (雨 )が 必要な期間 は限 られてい る。 その意味
ではチ ャ・ チャー ク儀礼 が行 なわれ る時期 も限定 されて い る。 つ まり,雨 が必
要 とされる期間 にだけ,し か も雨が不足気味の ときにだけ行 なえばよい はず で
ある。 しか し,後 で詳 し く述 べ るように,ユ カタ ン・ マヤの人々に とって雨 は
神々

(の 意志 )に

よって もた らされ るものである。 つ ま り,神 々へ の懇願 の時

期 は必ず しも トウモロコシの生育期間 と一 致す る必要 はない。
場合 によっては,
トウモロコシが水 を必要 とす る時期 よ りもず っ と前 に雨 に関す る契約 を神 々 と
・チャー ク儀ネLは Teran
の間 に結 ぶ ことも可能 なはずである。だ とすれば,チ ャ

and Rasmussen(1994)が 想定す るような トウモロコシ栽培 の農業 サイクルか
・チャー ク儀ネLの「年
らは独立 した もの として実施す る ことが可能 で ある。チャ
中行事化」 は,チ ャ・ チ ャーク儀礼 が単 に早魃 に事後的 に対処す るためだけで
な く,神 と人間 との間 に雨 に関す る契約 を事前 に取 り交わす ことを可能 にす る
ものであ る ことを示 して い る。

2.2

儀礼 の過程
チャン・ コム村 の場合 ,チ ャ・ チャー ク儀ネLは 3日 間 にわたって実施 され る。

1日 目には村外 れの藪 が切 り開かれ儀礼用 の祭壇 の設営 が行わ る。 そ して,そ
こに近 くの森 のセノーテ cenote(石 灰岩 の岩盤 が浸蝕 されてで きた天然の井戸
あるい は洞窟 )か ら儀礼 で使用す る水が運 ばれ る。儀礼 に参加す る者 はこの儀
礼 の場 で 3日 間寝泊 ま りしなければな らない。 チャ・ チャー ク儀ネLに 参加す る
者 には事前 の禁欲 が求 め られる こともある。 2日 目にはフ・ メ ンの 占い に従 っ
て鹿狩 りが行われ る。鹿 はその 日の内 にピブ タあ (土 蒸 し)料 理 にされ,祭 壇 に
供 えられ る。 3日 目が儀礼 の本番 で,森 や雨 な ど自然 を司 どる神 々 に対 して供
物 が供 えられ,フ 0メ ンが雨乞 いの祈薦 を唱 える。一 方,ク ル ソー・ マ ヤのオ
コ ッ トバ タムでは 1日 目の水汲 みが儀礼 の過程 の中 には組 み込 まれてい ないた
めl133,儀 礼 は 2日 間で終了す る。
チャ 0チ ャー ク儀ネLの 中核 をなす 3日 目は,William Hanks(1990)の 分類
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を用 いれば,サ カ 協滋み(石 灰 を加 えず に煮た トウモロコシをす り潰 して水 に溶
いた儀礼用 の飲物 )と バ ル チ ェ酒 み
滋″力〆 (バ ル チ ェの木 の皮 を発酵 させ,蜂
蜜 を加 えた酒 )だ けを供 えた「水祭壇」 (liquid altar)と ,主 にピブ (チ ャン・
コム村 では トゥテ ィ 。ワー勿み励 )と 呼 ばれ る トウモロコシのパ ンや鶏類 の
料 理 を供 えた「料理祭壇 」 (food altar)の 二つの儀礼 テーブル を中心 に展開す
る。 ハ ンクスによると「水祭壇」 は神 々 を儀礼 の場 に呼 び寄せ,儀 礼 の場 に縛
りつ ける ことが その 目的 で ある (Hanks 1990)。 この「水祭壇」 で もフ・ メ ン
による祈薦 が行 なわれ る。早朝 にこの「水祭壇 」の儀式 が行われ た後 ,「 料理祭
壇」用の供物 の料理が始 め られ る。『チ ャン・コム』 は この料理の プ ロセスにつ
いて詳 し く述 べ ていないので,筆 者 が観察 したチ ャ・ チヤー クを もとにその様
子 を簡単 に再現 してみ よ う。
儀礼 の場 で鶏 や七面鳥 が しめ られ,羽 をむ しって解体 した後,パ イラ pailaと
呼 ばれ る大 きな鍋 で水煮 にされ る。 これに調味料 や様 々な香辛料 を加 えてさら
に煮込 む。一 方 で,ピ ブ作 りが平行 して行われ る。 まず, トウモロコシのマサ

masa(ゆ でた トウモロコシを挽 いた もの)を こぶ し大 にちぎって丸 め平た くし

,

その上 にす り潰 して水 に溶 いたカボチ ャの種 のペ ース トを塗 る。 これを数枚重
ねてバ ナナの葉 で くるむ。 これが ノー・ ワー %″ 徽%力 と呼 ばれ るものである。
残 った マサ にはカボチ ャの種 のペ ース トを直接混 ぜて丸 め,そ のままバ ナナの
葉 で包 む (ナ バ ル・ ワーπα滋み紗 力)。 地面 に 50 cm程 の穴 を掘 って大 きな石 を
敷 き詰 め,そ の上で薪 を燃や して事前 に温 めてお いた地下 オーブンにこの トウ
モロコシの ピブ を並べ,ι οι(学 術名 Cb励 厖 s磁 ″滋α%α )の 葉 な どで覆 った
後 ,上 を被 せ る。 2時 間 ほ どで焼 きあが る。掘 り出 された ピブ は,ナ バ ル・ワー
以外 は祭壇 に並 べ る。 ナバ ル・ ワーは細 か く砕 いた後 ,煮 込んであ った トリの
″ と呼 ばれ るスープにされ る。
煮汁 に入れ,コ ール ″ω′もしくはヤー チ メ 物σ
これ らの作業 は,マ サの準備 を除 いて全て男性 が行 な うこ とになってい る。女
性 は神 の機嫌 を損 ね る として儀礼 の場 へ の立 ち入 りが厳 しく禁止 され る。
供物 の準備 が済 み,祭壇 に供 えられ ると,フ・ メ ンが雨乞 いの祈薦 を行 な う。
この「料理祭壇 」 の儀式 は呼 び集 め られていた神 々が供物 を食す る ことを表わ
・チ ャー ク カ物π々物‐
σ
滋激 とい う雨の神 を摸
す ものである。祈稿 の最中,ク ンク
した男性 が祭壇 か ら少 し離 れた場所 で 山刀 を叩 いて雷の音 を表現 した り,祭 壇
に片足 を括 りつ けられた 4人 の子供 たちが蛙の鳴 きまね をする。 フ・ メ ンの祈
薦 が終 わ ると人々 は祭壇 の側 を離 れ,ク ンク・ チ ャー ク と蛙役の子供 たちだけ
が祭壇 の下 で供物 を食 べ る。
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こうして「料理祭壇 」 の儀式 が終わ る と,参 加者全員 がその場 で供物 の一部
を食 べ,残 りを全員で分 けて家 に持 って返 る ことになる。呼 び寄 せ た神 々が持 っ
て来 たか もしれない悪 い霊 を取 り除 くために,フ・ メ ンがバ ル チ ェ を参加 者全
員 に振 り掛 ける楔 ぎが行 なわれて,チ ャ・ チャー ク儀ネLは 終了す る。
クル ソー・ マヤのオ コ ッ トバ タムでは「料 理祭壇 」 の儀式 において,マ ヤの
神 々へ の祭壇 の他 にカ トリックの教会 内 に も別の祭壇が用意 され,村 の長 が ロ
・ コム村 の場合 とは多少異 なった様式 を取 る。
ザ リオの祈 りを行 な うな どチ ャ ン
しか し,カ トリックの教会内部 でチ ャ・ チャー クの儀ネLが 行 なわれ るのは,村
の教会 にカ トリック教会 の支配 が及 ばない クル ソー・ マ ヤの ような場合 にのみ
見 られ る現象であ り,極 めて特殊 なケースで ある。通常 は,チ ャン・ コム村 の
ような形式 を取 ると考 えて差 し支 えない。

2.3

儀礼 の構造
チャ・ チャー ク儀ネLの 構造 は レ ッ ドフ ィール ドとビジ ャ 。ロ ッハ スが整理 し

たカ トリック とマヤの儀礼 の対立図式 (Redfield and Villa Roias 1934:125;
Villa Roias 1978:313)を 参考 に考 える と分 か りやす いだろう。 その主要な も
のをまとめる と、 お よそ次 の表 の ようになる。
表

ユ カタ ン・ マヤにおける儀礼 の構造
マヤの儀ネL

カ トリックの儀礼
儀礼執行者

マエ ス トロ 0カ ン トール

フ 0メ ン

祈薦

ロザ リオの祈 り

マ ヤ語 に よる祈薦

対 象 とな る神格

イエス/聖 人/聖 母

三位一体/聖 人/聖 母
土着 の神 々

場所

屋内

屋外・ 仮 設 の祭壇

供物

ア トー レ
レ ジェー ノ・ ネグ ロ
(七 面鳥/鶏/豚 )
π[14]
π滋″'/σ″滋影%た り

サカ/バ ルチェ
ピブ/コ ール
(七 面鳥/鶏/野 生の動物)
滋b勿 /■ 滋′
/sわ 滋〆l141

あ り

な し

女性 の参加

(ス

ペ イ ン語 )

2.3.1

儀礼 の執行者 と祈疇
儀礼 の中心 となる祈薦 は,ノ ベ ナな どのカ トリックの儀礼 では専門 の祈薦師
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が必要な場合 に限 つて教会関係者 が呼 ばれ る。上 の表 にあるマエ ス トロ・ カ ン
トール maeStro cantorは 司祭 が不在 の場合 に ロザ リオな どの祈薦 を代行す る
村人 で ある。現在 で は レサ ドーラ rezadoraと 呼 ばれ る女性 が これ に取 って代
わ る ことが多 い。 これ に対 し、 チャ・ チ ャー ク儀礼 な どマヤの儀礼 の祈薦 は必
ず フ・ メンによって行 なわれねばな らない。 フ・ メ ンは単 に祈薦 を行 なうだけ
でな く,会 場 の設営 や料理 の手1頁 な どを指揮 し,儀 礼 の進行 その ものを も監 督
す る。 なお,フ・ メ ンは農耕儀ネLの 他 に,サ ンテ ィグアール 磁%を 笏″な どあ
る種 の治療儀礼 も行 な う呪医である。女性の フ 0メ ンの存在 もしばしば報告 さ
れて い るが,通 常 は男性 である。 また,女 性 フ・ メンの活動 は病気治療 な どに
限定 されがちで,基 本的 に女性 の参加が禁忌 とされ るチ ャ・ チ ャー ク儀礼 な ど
を担 当す る ことはない もの と思われる。
儀ネL執 行者 としてのフ・ メ ンの活動領域 はカ トリックの典ネLと 重 なる ことは
ないが,フ 0メ ンが用 い る祈薦 には三位 一体 や聖十字架 ,聖 人 ,聖 母 な どカ ト
リックの要素 が随所 に取 り入れ られて い る。 フ 0メ ンに よっては「主の祈 り」
な どカ トリックの祈薦文 をスペ イ ン語 の まま祈薦 の一部 に加 えて い る こ とがあ
る。また,フ・メンの祈薦 の最初 と最後 には必ず,「 父 と子 と聖霊の名 にお いて。
力ι
πみ笏 ,Dios Espiritu Santo.
アー メ ン。」 (L′ 力1 滋 :Dios L%%ι 蒻 ,Diosノ И′
Am6n。 もし くはスペ イ ン語 で En el nombre de Dios Padre del Dios H10 del
Esplritu Santo.Amёn。 )と い うカ トリックの成句 が用 い られ る。 フ・ メ ンがカ
トリック とは異 な る儀ネLコ ンテ クス トにお い て活動 す る もので はあって も
,

フ・ メ ンの祈薦 その もの,あ るい はそれが表象す る世界 はカ トリックの シンボ
ル に包含 された ものであると言 えよう。 マ ヤ固有 の信仰 とされ るチ ャ・ チャー
ク儀礼 にお いて もカ トリックの神格 は排除 されない。 む しろ,雨 や風 の精 霊 は
カ トリックの聖人 な どと同 じパ ンテオ ンに住 み,絶対神 で ある三位 一体 の支配
下 にあるもの とみなされてい る。よって本稿 では,カ トリックの神 (キ リス ト),
聖人 ,聖 母 ,雨 や森 の精霊 な どすべ ての神格 を総称 して神 々 と称 して い る。

2.3.2

女性 の排除
コム村 ではチ ャ・ チ ャー ク儀礼 の参加者 は女性 を除 く村人全員 であ
ン
・
チャ
る とされ る (Redfield and Villa Roias 1934)。 一般 に,チ ャ・ チ ャー ク儀礼 へ
の女性 の参加 は制限 され る。 また,供 物 の料 理等 に利用 される水 も女性 が触れ
・
るはず のない森 の中のセノー テか ら汲 まなければな らない。さらに,『 チャン
コム』 では儀礼前 お よび儀礼期間中の性的交渉 も禁止 され ることが報告 されて
―‑7‑―

い る。 しか しなが ら,こ うした儀ネL的 コンテクス トか らの女性 の排除 は実 は相
対的かつ限定的な ものである。た とえば, 3日 目のピブ料理 に用 い られ る トウ
モロコシのマサ は女性 が準備 してい る。 この点 に関 しては,女 性 の儀礼的負荷
(汚 れ)が 料理の過程 で土蒸 しの熱処理 によって取

り除 かれ るため,女性排除

の原則 に抵触 しない とい う解釈が可能である
この こ とは,サ カは男性 が準
備 し,ま たそれ を溶 く水 は「処女水 」 (後述 )で なければな らない とい う事実 に
よって も裏付 けられ る。 ただ,こ うした解釈 は女性が完全 に排除 され る ことに
E151。

対す る構造主義的な一律的 な解釈 で ある。 む しろ現実 には,女 性 の儀礼 へ の参
加 には村 によってその許容度 にかな りの開 きがある。女性 の汚れは二項対立的
な解釈 つ ま りな シンタグ マ ティックな方法 で はな く,程 度 の問題 としてパ ラ
ディグマ テ ィックな方法 によって処理 されてい るとみるべ きである。
汚れ は儀礼 の構造主義的 な システム によってその価値 を決定 され るものでは
あって も,本 来儀礼 の失敗 な どか ら儀礼的構造 へ の侵犯 が問われ る こ とによっ
て初 めて顕在化す るもので ある。 つ まり,少 しぐらいの汚れ (儀 礼的規範・ 伝
統 へ の侵犯 )は 問題 にな らない,あ るい は仕方ない と理解 されて い る場合 もあ
り得 るはずだ。実際,ク ル ソー・ マヤのオ コ ッ トバ タムでは女性 が儀礼 の場 に
足 を踏 み入れ る ことが一部 の場面 を除 い て許 されて い る。 また,Maas

Colli

カタン州 )で はチ ャ
・チャー ク儀礼 の一部
として女性 による十字架 へ のノベ ナが組織 されてい る。 これは儀礼的義務 を感

(1991)に よると,ソ トゥー タ村

(ユ

じなが らも儀礼 の場 へ の参加 を制限 された女性たちが,チ ャ・ チャー ク儀礼 を
補完す るために開始 した ものである とい う。 この女性 によるノベ ナは一 時期
男性 のチ ャ・ チ ャー ク儀礼 で用意 された供物 が女性 のノベ ナの祭壇 に供 えられ
,

るな ど,男 性 のチ ャ・ チ ャー ク儀礼 と協力関係 を持 つ ようにまでなってい る。
ただ,い ずれの場合 にも,儀 礼 の過程 にお けるフ・ メ ンの祈薦 の場 に女性 が列
席す る こ とは許 されて い な い。 これ ら二 つ の事例 だ け に限定 すれ ば,チ ャ・
チ ャー ク儀礼 か ら女性 を排除する とい う原則 は依然 としてフ・ メンの祈薦 へ の
女性の列席 の禁止 とい う形で機能 して い る。 しか し,後 編 で取 り上 げるオ シュ

クツカプの事例に見られるように,こ うしたチャごチャーク儀礼の「核心」部
を逆 に女性 か ら隔離す るとい った方法 にも実 は限界 が あ る。
とは言 え,こ うい った女性排除の原則 の実際的運用 とは別個 に,女 性 が儀礼

か ら排除 され る ことの構造的意味 は依然 として存在す る。 しか しなが ら,こ の
点 に関す るユ カタン・ マヤの人 々の説明 は上 に述 べ た よ うな トー トロジカルな
もので しかない。女性 は儀礼 にお いて負 の価値 を持 つが ゆえに排除 されねばな
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らないのである。 この女性性 の負 の価値 が,ユ カタ ン・ マ ヤにおける文化 の規
貝Jに 従 うものである ことは論 を待 たないが,こ の点 につ いて詳細 に議論 された
こ とはない。ここで は,女 性 を儀ネLの 場 か らツト
・チャー
除す るとい う原則 はチャ
′
ヘ
い
ブ
・ルーム
に
として
カ
θ
ク儀ネLの 他 ,ピ を供物
お 励物π
ッツ
捧 げねばな らな
や ワ ヒ・ コール ω 力′力οο′な どにも適用 され る とい う事実 に注 目 してみた い。
つ まり,儀 礼 における女性排除 の原則 は供物 の儀礼的価値 と通底する部分 があ
ると思われ るため,供 物 の聖性 の分析 を通 じて この問題 を照射 してみた い。

2.3.3

供物 の聖性
チャ・ チ ャー ク儀ネLに お いて神 に供 せ られ るものは聖 なるもの とされ,マ ヤ
語 では「処女」 (,%%力 の )と 形容 され る。古代 マヤの儀式 において生 け贄 とされ
る人 間が本来処女 でなければな らなかった とい う確証 はない。 む しろ,こ の聖
なるものに対す る女性 の生理学的状態 を用 いた比 喩的表現法 は,女 性 とい う性
が「文化」 のメタフ ァー として使用 されて い る ことを示す ものであると考 えら
れ る。 た とえば,儀 礼用 に森 のセノー テか ら運 ばれ る水 は「処 女」水 (s%%力 の
物 ')で あ り,料理 に使 われ る動物 も「処女」動物 (s%%力 の α滋 ′
)で ある。
ただ し,森 で捕 らえられた野生 の動物 だ けが「処女」動物 で あ り,村 で飼われ
ていた鶏や七面鳥 な どは「処女」動物 とはみなされない。村 で飼育 された家禽
類 はバ ル チ ェで清 め る ことに よって儀礼 で使 用す る ことが で きるよ うになる
すなわち,供 物 に関 しては野生 :飼 育 =処 女 (聖 ):非・ 処女 (非・ 聖)と
い う公式 が あ り,さ らにノシレチ ェによつて この供物 の儀ネL的 価値 を非・ 聖か ら

l161。

聖 に転換す る ことが可能 で あるE171。
‐
こうした ユ カタ ン・ マヤの「処女」性 は供物 を通 じて人 間世界 をも構造化す
る。す なわち,処 女 :非・ 処女 の関係 は野生 :飼 育 =自 然 :人 間 に対応す る。
「処女」 は人 間 の手 が加わ らない 自然 の状態 を指す。 それはユ カ タ ン・ マヤで
は神 の領域 に属す こと,神 の庇護下 にある ことを意味す る。 この 自然 と人間 の
対比 は レヴィ・ ス トロー スの言 う自然 と文化 の対立 と同一 で ある。供物の聖性
の分析 を通 じて「処女」性 が非文化的な もの,す なわち神 の領域 に属 してい る
こ とを示すためのメタフ ァーであることは理解 で きる。 しか し,こ の文化的 な
処女性 は,ジ ェンダー としての性 とどの よ うに対応す るのであろうか。
ここでチ ャ・ チ ャー ク儀ネLの 水汲みの例 を考 えてみ よう。 ユ カタ ン・ マヤの
日常生活 において料理洗濯 な どの水仕事 をす るのは基本的 には女性 で ある。 そ
の意味 で は,男 と女の性差 は水 とい う文化的事項 にお いて構造化 され る。 しか
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し,ユ カ タ ン・ マヤにお いて男 :女 =自 然 :文 化 とい う公式 を立てることは,
誤解 を招 く表現 で しかないだ ろう。水 とい う文化事項 の儀礼的 コンテクス トヘ
の挿入 にお いて性差 は中心的 なテーマではない と筆者 は考 える。水 と女性の結
びつ きは,む しろ水 の文化的利用形態 を表わすためのメ トニ ミーで ある。 すな
わち,女 性 は基本的 に人間の文化化 された社会的領域 である村 の中だ けで活動
するのに対 し,男 性 は ミルパ を作 るために神 の支配する自然の領域 (森 )に 入 っ
て行 かねばな らない。森 は神 の許 しを得 て ミルパ とした場合 にのみ文化的領域
に転換 され るのであって,森 の中のセノーテが男性 に属 す ものであるとい う こ
とはない。「処女 」
水 とい う表現 は水が人 間 の文化的領域 の外部す なわち神 の領
域 か ら得 られる こ とを示 してい るにす ぎない。すなわち,自 然 (森 ):文 化 (村 )=
男性 :女 性 とい う形で文化の問題 を性 の問題 に読 み替 える こと自体 が実 は ミス
リーディングである。 む しろ,単 に 自然 :文 化 =神 :人 間 なのであ り,女 性 は
人間的領域 のメ トニ ミー,女 性性 は文化 のメタフ ァーに過 ぎない。男 :女 =非・
汚れ :汚 れ とい った解釈 は明 らか に行 き過 ぎた推論 で ある と言わ ざ るを得 な
い。
この ように考 える と,チ ャ・ チ ャー ク儀ネLに お ける女性 のリト
除 は,儀 ネLの 場
が神 の領域 であることを示 すための儀礼的演出で ある こ とが見 えて くる。次節
に見 るように,チ ャ・ チャー ク儀礼 にはマ ヤの宇宙 (世界 )を 再現す るための
様 々な仕掛 けが凝 らされてい る。女性 の排除 はそのための一つの仕掛 けである
と言 えよう。
サカな どの儀礼的供物 も,こ の文化 (人 間)と 自然 (神 )の 対比 を表わす も
の と理解す る ことがで きる。 サカはゆでた トウモロコシをす り潰 して水 に溶 い
た ものであるが,ゆ で る ときに石灰 を入れない。 これに対 して,人 間が 日常 に
食 べ る トル テ ィージ ャやア トー ンな どはゆで る際 に必ず石灰 が加 えられ る。 つ
まり,石 灰 の有無 がサカの聖なる供物 としての儀礼的価値 を生成 してい るわけ
だが,サ カの聖性 は石灰 を加 えるとい う一つの文化的行為の欠如 によって規定
されてい るのである。
ところで,上 にのべ た ように文化 と自然 の対比 によってマヤの コスモ ロジー
が再現 され るフ・ メンの儀礼 にはピブが不可欠な供物 となっている。 しか し
ピブの聖性 はこの文化 と自然 の対比 か ら説明す る こ とは困難 で ある。 ピブの利
,

用 はむ しろ,祭 壇 を飾 る花や葉 と同様 に「冷」 と「温」 の分類 に対応す るもの
で あ ると思われる。 この「冷」 と「温」 の対比 はメソアメ リカの疾病観 の根幹
をなす ものであるが,今 日ユ カタンの疾病 に関す る観念 か らはかな り薄れ て し
一‑10‑―

まって い る。 その意味 では,「 冷」 と「温」の対比 によってピブの聖性 を導 き出
す ことは困難 で あると言 わざるをえない。

2.3.4

コスモ ロジー

供物 を供 える祭壇 はマ ヤの儀礼 で は屋外 に仮設 の ものが設置 され る。特 に
チ ャ・ チ ャー ク儀ネLで は丸太 を組 んだカー ン・ チ ェ滋 しπσ
力〆と呼 ばれる四角 い
台 が村 はずれのやぶの中 (mOnte)に 作 られ る。 この祭壇 が東西南北 の方角 を持
ち,ま たその四隅 か ら天 中 に張 られた本 によって黄道 を表わす小宇宙である こ
とはしば しば指摘 されて きた ところで ある。すなわち,儀 礼用祭壇 は四柱 の神
が 四隅 を支 える とされ るマ ヤの宇宙 (観 )の ミニ チ ュアである。実際,こ の コ
スモ ロジーはフ・メンに祈薦 の中 にも表現 されて い る。 また,祈 薦 をす る場合
,

フ・ メ ンは必ず祭壇 の西面 に立 ち,東 を向 く。雨 をもた らす神 は東 か らやって
くるとされ るためで ある。 さらに,神 々 に言及す る場合 ,フ・ メンは祭壇 の四
隅 を指差 し,該 当す る神 が世界 のその方角 に住 む こ とを明示す る。チャ ン
・ コム
村 のチャ・ チ ャー ク儀礼 で,チ ュン・ カー ン磁%%π 物 物%と い う東 の果 てに住 む
とされ るク ンク
・チャー ク役 を演 じる男性 が祭壇 か ら 8m程 離れた東側 に配置 さ
れ るの も基本方位 によって構造化 されたマヤの宇宙 を儀礼的 に表現 してい る。
チャ・ チャー ク儀礼 においてはこうした宇宙構造 の再現 だけでな く,雨 が儀
礼的 に演出 される。雨 が降 ると言 って も,ユ カ タ ン 0マ ヤに とってそれ は単 な
る自然現象 ではない。雨 は神 が水 を撒 くことによって初 めて もた らされ るもの
なので ある。 ユ カタ ン・ マ ヤで は馬 に跨 が ったチ ャー ク神 が,ク ンク・ チャー
クさらには聖人サ ンテ ィア ゴな どの命令 に従 って,セ ノー テか ら水 を汲 んで瓢
箪 に入れ,そ れ を空か ら撒 くことに よって雨 が降 るとされるE181。 それゆえ,フ・
メンが祈薦 を行 なう間,助 手 が時折雨 にみたてたバ ル チ ェを祭壇 にふ りまく。
・チ ャー ク役 の男性 が雷 の ような叫 び声 を上 げた り,ル ル%(稲 妻
また,ク ンク
を起 こすためにチャー ク神 が持 つ とされ る振 り棒 )に みたてた木 の山刀 を振 り
回 して稲妻 を光 らせ る。 こうして雨が降 り始 めた こ とが,祭 壇 の下 に身 を隠 し
た子供 たちが蛙の鳴 き声 を真似 する こ とによって人 々 に告 げられ るので ある。

3 テ ィム クイ村のチ ャ・ チ ャー ク儀ネL
3.1 社会的・ 文化的背景
ティム クイ 村 は ユ カ タ ン州 都 メ リダ 市 の 南 方約 20 kmに 位 置 す る人 口

4,808人 ,世 帯数 777戸 の農村 で ある。か つ てはエ ネケ ン栽培 が主た る産業 で
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あ ったが,エ ネケ ン産業 が衰退 した今 日,村 内 に生計 を立て る術 はほ とん どな
い。 1990年 の統計 (INEG1 1992)に よると男性 の就業人 口 1291人 の主な内訳
は,農 業 や牧畜業 735人 ,製 造業 11人 ,建 設業 275人 で ある。しか も,農 業従
事者 で専業 はわず かに 56人 しか いない。残 りは日雇労働者である。また,周 囲
の土地 はほ とん どが エ ネケ ン畑 に利用 されてきたため,焼 き畑 に使用可能 な土
地 は少 ない。 つ まり,テ ィム クイ村 では伝統的 な焼 き畑 による トウモロコシ栽
培 を行 な う住民 はごく限 られて い るのである。
州都 メ リダを取 り巻 く北西部 の旧エ ネケ ン地帯 は社会・文化 の世俗化 が進 み,
ユ カタ ン東部 や南部 に比 べ て文化変容 の度合 いが一般 に高 い とされ る。特 に

,

使用言語 に関 してはスペ イ ン語化 が進 んで い る。 ところが,テ ィム クイ村 はメ
リダに非常 に近 い位置 にあ りなが らマ ヤ語使用者 の数 は極 めて多 い。1990年 の
統計 では 5歳 以上 の住民 4131人 中 4049人 が マヤ語使 用者である。 もちろん
マヤ語 の単一言語使用者 は少ないが,日 常生活 にお いては依然 としてマヤ語 が
,

使用 されてい る。 また,5歳 以上の住民 の内,3699人 がカ トリック教徒で,近
年州 レベルで は改宗者 が急増 してい るプ ロテスタ ン ト系 セク トの信者 は 210人
に止 まって い る。一般 に,プ ロテス タ ン ト系 の信者 はチ ャ・ チャー クの ような
土着 の儀礼 へ の参加 をも拒否す る傾向 にある。 これはチ ャ・ チャー ク儀礼 にカ
トリックの諸聖人 へ の祈薦 が含 まれてい る ことと,プ ロテスタ ン ト系宗教 が偶
像崇拝 を禁 じてい る ことの二つの理 由 によるもので ある。結局 ,テ ィム クイ村
に限 らず,チ ャ 0チ ャーク儀礼 は今 日のユ カタンの宗教的実践 か ら見 るとカ ト
リック的 な慣行 として行 なわれ る こ とになる。
チャン・ コム村 な どで はチ ャ・ チャー ク儀礼 は従来村人全員の参加 によって
行 なわれ る とされてきた。しか し,人 々の経済活動 が多様化 し,Redfield(1941)
が言 うような村 の規範 の世俗化 や個人主義化 が進 む と,チ ャ・ チャー ク儀礼 は
村全体 の利害 を反映 した共同体儀礼 として実施す る ことは難 しくなる。特 に
ティム クイ村 の ように ミルパ耕作者 が少 な くなると,チ ャ・ チャー ク儀ネLの 必
,

要性 を感 じる人 は少 な くなるはず で ある。テ ィム クイ村 のチ ャ・ チャー ク儀礼
を実際 に行 な うのは ミルパ耕作者 を中心 とす る一部 の人たちであるが,彼 らは
・チャー
・チャー ク儀ネLは 村全体 で行 な うものだ」と主張す る。彼 らはチャ
「チャ
ク儀礼 を組織 し,村人 に参加 を呼 びか けて回 る。志 ある人 は儀礼 の場 に参加 し
な くとも,儀礼 に必要な ものを寄付 して くれ るとい う。現実 には全員参加 では
な くとも,儀 礼 へ の参加 が村人全員 に開かれてい るとい う点で,ま た呼 びかけ
が ある種 の社会的 な拘束力 を持 ち得 るか もしれない とい う点で,チ ャ・ チャー
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ク儀礼 は彼 ら主催者 が言 うように村全体 の行事 とみなす ことがで きよう。筆者
は この主催者側 の認識 と実際の社会的現実 との間 に どれだ けのずれが あ るの
か,ま た主催者 の筆者 へ の発言 が どうい った社会的・ 政治的意味 を帯 びてい る
のか を計 り得 るだけのデー タを入手す る ことはで きなか った。すなわち,こ こ
でテ ィム クイ村 が社会組織 ,あ るい は道徳的規範 としての共同体性 をどれだけ
維持 してい るのかを数的デー タ として提出す る ことはで きない。ここではただ
チャ・ チ ャー ク儀礼 の責任者 は 9年 毎 に交代 す る ことが期待 され,ま た この役
職 は政治的 リー ダーシ ップ とかな り強 い繋 が りが ある可能性 を指摘す るに止め
てお きた い。
,

3.2

儀礼 の過程

1995年 のチ ャ 0チ ャー ク儀ネLは
7月 1日 (土 曜 日)と 2日 (日 曜
日)に 行 なわれた。 この年 は例年
にな く雨 が少 な く,早 くか ら早魃
が危惧 されていた こ ともあって
,

チャ・ チャー ク儀ネLは あち こちの
村 で行 なわれていた。テ ィム クイ
村 のチ ャ・ チ ャー ク儀礼 を行 なっ
たアカンケー村 の フ・ メンは,数
週間後 までチャ・ チャー ク儀礼 の
予約 がびっし り詰 って い るとの こ
とだった。 しか し,テ ィム クイ村
のチ ャ・ チャー ク儀礼 は特 に早魃
とは関係 な く毎年 この時期 に行 な
うことになってい る。
テ ィム クイ村 のチャ・ チ ャー ク

写真

1

水汲みの祈薦 を唱えるフ・ メン

儀 礼 は祭壇 の設 営 な どの準備 を除 くと実 質上 2日 間 で行 なわれ た 。筆者 は儀 礼
の一 部始終 を見 る こ とはで きなか ったが ,チ ャ ン 0コ ム村 のチ ャ 0チ ャー ク儀
礼 の 1日 目 に 当た る鹿 狩 りが 省 略 され ただ けで後 はほぼ 同 じで あ った [期 。 そ こ
で本稿 で は,今 まで ほ とん ど紹介 され た こ との な い水 汲 み と最終 日の料 理 の プ
ロセ ス を中心 にテ ィム クイ村 のチ ャ 0チ ャー ク儀 ネLの 様 子 を紹 介 す る こ とに し
よ う。
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3.2.1

セノーテの水汲 み

ティム クイ村 では儀礼 で用 い られ る水 はすべ て森 の中のセノー テか ら運 ばれ
る。 この水汲 みの作業 が 7月 1日 フ・ メ ン同行 の下 に行われた:水 汲み は午前
中早朝 に行 われ る予 定 だつたが,隣 村 のアカ ンケーか ら呼 ばれた フ・ メ ンが
チャ・チ ャー ク儀礼委員会 の代表 (presidente)の 家 に到着 したのは 8時 を回っ
ていた。水汲 みに出か けた のは大人子供 あわせて男性 ばか り 20名 程度 である。
ポ リタ ンクや瓢箪 な ど水 を入れ る容器 やサカ用のマサな どを荷台付 き三 輪車 に
積 み,自 転車 と徒歩 で セノー テヘ 向か う。 目的 の セノー テは村 の西方約 2 km

離 れた,以 前 はエ ネケ ン畑 だったやぶ の 中 にあつた。平 坦な土地 に直径 lm程
の丸 い穴 が 開 いてい る。中 は最大 5m位 の高 さの洞穴 になってい る。奥行 きは
10m程 あ り,最 深部 の岩 の割 れ 目の奥 に水が溜 まってい る。
・
全員 がセノーテに到着す る と,ま ずサ カが供 えられ,水 汲 みの許 しを得 るフ
い
ー
に
た
の
ノ
大
って
テの入
り回
西側
平
メ ンの祈薦 が行われた。祈薦 に先立
,セ
きな石が置かれ,儀 礼用 の簡易 テーブルが作 られた。 この石 の上 に二つの大 き
な ヒー カラ jicara(瓢 箪 の実 を二つに割 って中 を くり抜 いた容器)が置 かれ,そ
の中 にフ・ メ ンが 自分 でマサ を水 に溶 いてサカを用意 した。 さらに,石 の西側
で東 を向 いて立 つた フ・ メ ンは 2本 の ロウソクを石の上 に立て火 を付 ける と
立 った まま両手 を前 に組 んで祈稿 を行 なった (写 真 1)。 この時,フ・メンの後
,

ろにはチャ・ チ ャー ク儀礼委員会 の代表者 が助手 として付 いた。祈藤 の最中 に
フ・ メ ンは この助手 に儀礼委員会 のメ ンバ ー の名前 を尋ねた。祈薦 を終 える と
フ0メ ンは参加者 に対 して「 ご機嫌 よう (お はよう)」 と声 をかけた。 これに対
して人 々 も「 ご機嫌 よう (お はよう)」 と応 えた。
このフ・ メ ンの祈薦 の後 ,セ ノー テの入 り口か らロー プが垂 らされ,若 い連
中が水 を汲みにセノー テの中 に入 る。懐 中電灯 とロウソクの火 を頼 りに水 を汲
む。タ ンクに入れた水 は リンー式 に一 つず つ外 へ運 び出す。用意 した容器 のす
べ てが小一 時間 ほ どかかつて ようや く一杯 になる と,全 員 が セノー テか ら出た
ところで,フ・ メ ンが再 び祈薦 を始 めた。 この祈躊 は非常 に短 い もので,し か
も周 りの人が気 づか ない ほ ど小 さな声 で簡単 に行われた。祈薦 が終 わ ると,フ・
メ ンは供 えてあつたサ カを直径 15 cm程 の大 きなプ ラスチ ックのボール に入
れて人 々 に配 り始 めた。最初 の い くつか を自分 でやつた後 ,フ・ メ ンは残 りを
助手 に任 せた。受 け取 つた人 はそれを全部飲 み干 し,助 手 に返す。全員 にサカ
が行 き渡 ると,ロ ープが引 き上 げられ,荷 物 をまとめてチャ・ チャー ク儀ネLの
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場所 へ直接向か う。

3.2.2「 水祭壇」
セノー テの水がチ ャ・ チ ャー ク儀礼 の場 に運 ばれ ると,フ 。メ ンは大 きな土
製 のボール (caiete)に バ ル チ ェを作 り,儀 礼 テーブルの前 に置 く。一 方,会 場
の隅 では男 たちがサカ用 の とうもろ こ しをゆで始 める。 ゆでた とうもろ こしは
手動 の粉挽 き機 で挽 かれ,す ぐにフ・ メ ンに渡 され る。 フ 0メ ンはサカを作 っ
て 物%磁 の ヒー カラに入れ,祭壇 に供 える。 また,チ ュユ ブ ル 1の%ι (蔓 を丸 め
たわっか)に 乗 せて儀礼 テーブル の四方 の本 にも吊す。 こうして「水祭壇 」 の
準備 が整 うと,フ 0メ ンは儀礼 テーブル の西側 で祭壇すなわち東側 を向 いて祈
薦 を唱 える。立 った ままの祈薦 が終 わ る と祭壇 の前 に低 い椅子 を置 いて座わ り
バ ル チ ェの入 ったボァル を小 さな棒 でか き混ぜなが ら,朗 唱 による祈薦 を行 う。
,

この「水祭壇」の祈薦 はフ・ メンが一人 で行 い,参加者 の大方 は儀礼 の次 のプ
ロセ スの準備 を続 ける。すべ ての祈薦 を終 えると,フ ・ メンは人 々 に「おはよ
う」 と声 をか け,祭壇 に供 えてあったサカを人 々 に配 る。 こうした水祭壇の祈
薦 が 2日 目の「料 理祭壇 」 の前 まで 5〜 6回 繰 り返 され る。 この間,フ・ メン
はもちろん,多 くの人 は儀礼 の場 にハ ンモ ックを吊 るして仮眠 を取 るだけで こ
の作業 を夜 を徹 して続 ける。 なお, 1日 目の夜 には,こ のフ・ メンの祈稿 の合
間 に,村 のカ トリック教会 の祈薦師 に よるキ リス トヘ の祈 りが一度行われ た。

3.2.3「 料理祭壇」の準備
テ ィム クイ村 のチ ャ・ チャー ク儀礼 では 2章 で紹介 した ピブが一切作 られな
かった。 アカ ンケーのフ・ メンによる と,彼 が今 まで引 き受 けたチ ャ・ チ ャー
ク儀礼 で ピブが作 られ るのは見 た ことが ない と言 う。 2章 で述 べ た よ うに,ピ
ブにはその まま祭壇 に供 えるもの と,細 か く砕 いて鳥 の煮汁 に混 ぜ るための も
のの二つが あるが,テ ィム クイ村 では これ らの代わ りに,サ カに鳥の煮汁 を混
ぜた コール と トル ティー ジ ャを細 か く千切 って鳥 の煮汁 に混 ぜ た ソパ sOpaが
作 られた。以下 にその調理手順 を記す。 なお,供 物用 に用 い られた鳥 は七 面鳥
雄 3羽 ,七 面鳥雌 3羽 ,鶏 雌 10羽 だった。以下 ,本稿 ではこれ らを区別 せ ず全
てを指す場合 には トリと片仮名表記す るもの とす る。

[I]ト リの水煮
1.儀 礼 の場 で殺 された トリの羽根 をむ しり,残 った羽根 を火 であぶって焼 く。
この時,七 面鳥 は足 を入念 にあぶ り,ウ ロコ皮 を剥 いてお く。
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2.あ ぶった トリのか らだ全体 に ンモ ンの汁 を塗 る。
3.水 で洗 う。
4.ト リをさば く。 まず,足 のひざの関節 か ら下 (2σ θσ力')を 切 り落 とし,爪
を切 る。 また

,

同時 に胴体 の肛
門 を 切 り捨 て
る。 次 に首 をは
ね ,ロ バ シ を落
とす。 その次 は
手羽 を落 とす。
腹 を割 き内臓 を
取 り除 い た後

,

ブ ツ切 り に す
る。内臓 の うち,
心臓 と肝臓 ,卵
だ けは取 り分 け
られ ,そ の他 は

写真 2

チ ャ・ チ ャー ク儀礼の祭壇

(テ

ィムクイ村 )

全 て捨 て られ
る。

5.鶏 の手羽 を
含 む胴体 〈1〉 ,七
面鳥 の手羽 を含
む胴体 〈2〉 ,足・
首 0内 臓 〈3〉 をそ
れ ぞれ別 のパ イ
ラに入 れ て水 で
煮 る。
6。

4で 切 り落

とした捨 て る部
分 は フ 0メ ンが

割冊Ⅲ冊111「 鷲i

ま とめて ビニ ー

料理 を指揮 す るフ

ル袋 に入 れ祭壇 の北東 の木 につ るす 。

7.煮 立 った全 てのパ イ ラに塩 とアチオ テ とい う赤 い天然 の着色料 を加 えて
―‑16‑

,

また しばら く煮 る。

8.〈 1〉 とく2〉 のパ イ ラか ら中身 を取 り出 し,別 のパ イラに入れて祭壇 に供 える。
〈
3〉 のパ イラの 中身 も取 り出 して置 く。

]コ ール
1.サ カを作 り,塩 を加 える。
[Π

2.丸 い深鍋 にラー ドを溶 か し, 1の サカを入れて大 きな棒 でか き混ぜ る。

3.I‑8で 残 った煮汁 を加 えてか き混ぜ る。

4.ど ろどろになった らパ イラに移す。一部 をヒーカラに取 り分 けて祭壇 の上
に並 べ る。
[Ⅲ ]ソ パ

1.女 性 たちが別 の場所 で作 った トル テ ィージャを男性 が儀礼 の場 で細 か くち
ぎってパ イラに入れ る。

2.I‑8で 残 った煮汁 を少 し加 えて混ぜ る。
3.塩 を加 える。

4.I‑8で 取 り出 したく3〉 の肝臓 ,心 臓 ,卵 をきざんで入れ る。
5.I‑8の 煮汁 をさらに加 えて攪拌 し,ど ろどろにする。
6: I‑8で 取 り出 した トリの足 と首 を 5の パ イラに刺 して祭壇 に供 える。刺す
とき,足 は指 の部分 を下,首 は頭 を上 にす る。 また,足 はパ イラの周辺部 ,首
は中 ほ どに配置す る。

以上の供物 の準備が整 うと,最 後 のサカが供えられ,「 料理祭壇」の祈薦が始
められる。 この時 にはチ ャ・ チャーク儀礼組織委員会 のメンバー全員 (代 表
,

書記,会 計)が フ・ メンの後 に並ぶ。祭壇 の下 にはロウソクが点 され,ま た香
が焚かれて祭壇が清 められる。 このチャ 0チ ャーク儀礼ではチ ャン・ コム村で
報告 されたようなクンク・ チャークや蛙の鳴 き声の演出は行 なわれなかった。
村人 にそのわけを尋ねる と,「 今の子供たちはそういったことに関心がな く,も
うや りたが らない」のだ と言 う。 フ・ メンの祈薦が終了 したのは午後 3時 頃で
0]。
あらたレ

3.3

祈疇
フ
・メンは 1日 目の水汲みの祈薦の他 に,「 水祭壇」の祈躊 を最後 の「料理祭
壇」の準備が整 うまで数時間毎 に行 なった。筆者 はそのすべてに立合 ったわ け
ではないため,何 度祈薦が行なわれたかは正確 には把握 していない。 また,立
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合 った す べ ての祈薦 を録音 したわ けで はな い た め,テ ィム クイ村 で行 なわれた
チ ャ・ チ ャー ク儀 礼 のす べ ての祈薦 を ここに記載 す る こ とはで きな い。 ここで
は,録 音 した祈薦 の 中 で 現在 まで にテ ー プ起 こ しの済 んで い るレ」,水 汲 みの祈
薦 と「 料 理祭壇 」 の祈薦 を紹介 す る。 なお,こ れ らの祈薦 の特徴 に関 して は,
オ シュクツカブの事例 を紹介 す る後編 にお い て ま とめて議論 す る予 定 で あ る。

3.3.1

水汲 みの祈疇 (マ ヤ語原 文 )

1.[Jesis*Dios*,]Mehenbiil Dios*,tu k'aaba'Dios*Esplritu*Santo*,
Amё n*.

2.Ay,in Hahal Dios*Ki'ichkelem Yuurn,seior*San*Pedro*Pablo*,
seior* San* Bartolom6*。 3.Lela'bakaan xan ti'(1)e santO* suuhuy k'iin
sabad。 *las*nueve*de*la*maiana*xan。

4。

Wey bakaan xan kin wa'atal

tu aktaan u rnesa*,u taan k6uchil u Ki'ichkelerrlil I)ios*.5.Utia'a(1)bakaan

xan in k'aat(i)k (h)unp'6e(1)liCencia*, lhlunp'6e(1)perrrliSO* xan, 6. ku
k6oh(o)lin t'aan tu taan chiumuk ka'an,tu Gloria*u Ki'ichkelenlil Dios*.

7.U ti'baaan xan x̲ki'ichpam ko'ole(1)Virgen*Maria*,ti'Padre*Eterno*
utia'a(1)bakaan xan JehOVa*. 8. Utia'a(1)bakaan xan in k'uubik, in ki'
chikbesik xan le santo* s五 (1)6ola(1), 9。 le u s五 (1)6olal bakaan xan le a
ah‐ koolkabilo'ob,

6uch(i)k in maat(i)k (1)e santO* suuhuy sayab tu

kaak(a)bi(1)[¨ 。
]10。 Tu kaak(a)bi(1)bakaan xan,ti'(1)e San*JOSeho'お

,pues*

le bakaan ti'xan u santo*s五 (1)6ola(1),kin ki'k'ubesik xan tu nO'ohol u k'ab
a Ki'ichkelenli(1),11.tu'ux bakaan xan tin ki'maat(ah l)e santO*sayab ti'
(1)e santO*perlniisiao'[22],u perrniisia a(a)h‐

k001kabilo'ob。

12.Pues*belh)la'bakaane',in Ki'ichkelem Yullm,tu'ux bakaan xan kin
in ki'k'uubik tu no'ohol u klab bakttan xan u Ki'ichkelenlil.13.U ti'bakttan

xan, seior* San* Bartolom6*, eyah, Bartolomё *, teech u yerbatero*
Ki'ichkelemil Dios*,14.teech k'anlik,teech kan a ki'k'uub xan,tu no'ohol

uk'ab bakaan xan le dios*chaak。 ',le santo*s五 (1)6olal(o)'15.us五 (1)6olil

tu'ux ku ki'maate'santo*sayab ti'kaankab san*Joseho'*.
16.Pues*be(h)la'bakaan,in Ki'ichkelem Yuurn,tu'ux bakaan xan kin
in ki'maans cuenta*tu no'ohol u k'ab bakaan xan u Ki'ichkelinil lDios*.17。
Utia'a(1)bakaan xan le ah‐ k6olalo'ob,utia'a(1)ho'k6olalo'ob,utia'al(1)e
ah‐ kalan

koolo'ob. 18. U ti' bakaan xan le ah‐ kalan‐xu'uk'o'ob, ti' ah‐
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ti'ibi(l)-beho'ob, ti'h-t'u'ulpacho'ob, ti' x-t6op'o'ob, ti'hats'-che'o'ob.
19. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan le santo* siiskunah-lu'umo'ob, (u)tia'al siis-kunah-si'intuno'ob, u ti'bakdan xan le h-tupchuun-che'o'.

kin ki' k'uubik u ti'bakdan xan u ah-kaabilo'ob,
ti' u noh kaabilo'ob, ti' u siis kaabilo'ob, ti' u kaaba(l) kaabilo'ob.
21. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan le santo* ahleelem ka'an chaako'ob, u tia'al (1)e ah-tsiimin ch6ako'ob, u ti'bakdan xan
le ah-h6oyaboiob.
22. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan le Bdakabo'ob, ti'
B6al(a)mo'ob, ti' Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti' u ah-Kanulo'ob, ti' u ahPeetnilo'ob, utia'al tu kan ti'itso'ob xan.
23. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan le santo* noh
moson-iik'o'ob, ti'suuhuy moson-iik'o'ob, ti' d,ak'ab moson-iik'o'ob. 24.U ti'
bakdan xan le x-miis-beh-iik'o'ob, ti('l)e x-mol-tsohol-iik'o'ob, ti('l)e sahuniik'o'ob, u ti'bakdan xan le h-noh-mfiulilo'ob.
25.Beey bakdan xan kin ki'k'uubik u ti'bakdan xan le noh witsilo'ob,
ti' x-hu1-chdelilo'ob, ti' x-hu1-6aktunilo'ob, ti' x-hul-ts'ono'otilo'ob. 26. U ti'
bakdan xan le santo* ah-yfiuyum-ka'an-iik'o'ob.
27. Pues* beey bak6,an xan kin ki' k'uubik, u ti'bakdan xan le cuatro*
20. Beey bakdan xan

mdabeno'ob.

28. Eyah, mdabene'ex, be(h)la'
k6akabo'ob,29. tu'ux tin

ki' m6at(ik

kin ki' ts'i 6olt(ik l)e santo*

suuhuy

l)e santo* sayab, u sayab bakdan xan

utia('a)l u permiisia ah-koolkaabilo'ob.
30. Pues* letie', u santo* sii(l) 6ola(l) xan kin k'uubik tu no'ohol u k'ab
a Ki'ichkel(e)mil.

kin
in ki'mdans cuenta* tu no'ohol u k'ab u Ki'ichkel(e)mil Dios*. 32. Utia'a(l)
bakdan xan tu ti'its lak'in, utia'a(l) tu ka' ti'its chik'in, utia'a(l) tu y6ox ti'its
xaman, utia'a(l) tu kan ti'its nohol.
33. Be(h)la'bakdan, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakdan xan kin in ki'
k'uubeh ti' Jersalem*, ti' Jesfis* Nazareno*. 34. U ti' bakdan xan seflor*
San* PeliipelFelipe*], ti'seflor* San* Diego*, ti'seflor* San* Dieguito*, ti'
31. Pues* be(h)la'bakdan, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakdan xan
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seflor* San* Isabel*, ti'seflor* San* Jer6nimo*, ti'sef,or* San* Berdadiino

[Bernardino*].
35. Beey bakdan xan

noh Chumayel*,
Baltazaf .

u ti'

kin ki' k'uubik u ti'bak6an xan Santo* Cristo* ti'
Santos* Reyes* Tizimin*: Gaspar*, Melchor*,

36. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan Sagrado*
Coraz6n* de* Jesds* el* Divino* Redentor* del* mundo*. 37. U ti'bakdan
xan Yuum Gran* Poder* de* Dios*, u ti' seflor* San* Rom6n, u ti' seflor*
San* Miguel* Arcangeln.
38. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bak6an xan Santo* Cristo*
de* Amor* ti'noh chf,umuk kaah, u ti'Seflor* de* las* Ampollas*. 39. Tu'ux
bakS,an xan ku k6oh(o)l in x-muulk'ab t'an(i)ko'ob, kin x-muulk'ab
payahbeht(i)ko'ob xan. 40. U ti' bakdan xan Tres* Cruces*, Tres' Cruces'

t(u) yiknal a Ki'ichkel(e)mile'ex ku k6oh(o)l in t'aan. 41. Utia'a(l) bakdan
xan tu'ux kin ki' k'uubik le santo* sii(l) 6ola(l), le ku sii(l) 6olt(i)k a
h-koolkaabil tu no'ohol u k'ab a Ki'ichkel(e)mil.
42. Be(h)la'bakdan, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakdan xan kin in ki'
k'uubeh ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Virgen* Marla*. 43. Ti' baka6n xan
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Guadalupe*, ti'x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) x-tem, ti'

x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Belem*. 44. U ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(l) x-ts'ool, ti'x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Ansunsi6on[Asunci6nn]a', ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Concepci6na'*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii1t1
Candelaria*.
45. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(l) Ma(g)dalena*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(t) Santa* Elena*, ti'
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Natividad*. 46. U ti' bak6an xan x-ki'ichpam
ko'ole(1)bii(l) Santa* Rita*, ti'x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Ermita*, ti'
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii0) Santa* Rosa*. 47. U ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(l) Dolorosa*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Rosario*.
48. Beey bakSan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(l) Gertrudis*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii0) Soledad*. 49. U ti'
bakdan xan x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) de. las* Estrellas*, ti' x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(l) de* las* Medallas*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) de* la*
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Caridad*.

kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan x-ki'ichpam
Marla* del* Carmen*. 51. U ti' bakdan xan x-ki'ichpam

50. Beey bakdan xan
ko'ole(1)bii(1)

ko'ole(l)bii(l) Perpetuo* Socorro*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa*
Teresa*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Clara*. 52. U ti' bakdan xan
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Ana*, tu'ux bakdan xan ku ki' k6oh(o)l in
x-muulk'ab t'an(i)ko'ob, 53. Kin x-muulk'ab payahbe(h)t(i)ko'ob xan, u ti'
bakdan xan x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Bdrbara*, 54. Santa*
Bdrbara*, t(u) yiknal a Ki'ichkel(e)mil ku ki' k6oh(o)l in t'aan, 55. utia'a(l)
bak6"an xan tu'ux kin in k'uubik le santo* sii(l) 6olala'.
56. Be(h)la' bakdan in Ki'ichkelem Yuum, (bi)n in ka'bakdan xan in
k'6at (h)unp'6(el) licencia* (h)un perd6n* xan tu yoola(l) bak6an u
reepresentante[representante*]il le santo* permiisia'. 57. Ydax huntfiu(l)
bakdan xan, in Ki'ichkelem Yuum, [Bix ak'aaba'ka'achi(h)?], Yuum Jos6*
Primitivo* bak6an, be(h)la'e' xan, be(h)la'e', in Ki'ichkelem Yuum, le
bak6an ti' xan kin k'6at(i)k (h)un p'6(el) licencia* (h)un perd6n* yo'ola(l). 58.
Ma' bakdan xan yfiuchuluul, ti' m(a' )u yfiuchul mixba'al ti' xan ti' (1)e
Bdakabo'ob, ti' Bdal(a)mo'ob, ti' Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti' u ahKanulo'ob, ti'u ah-Peetnilo'ob utia'a(l) tu kan ti'itso'ob xan.
59. [Bix u k'aaba' ul6,ak' (h)untuulo'?] Jos6* Leovildo* bakdan xan
be(h)la'e', in Ki'ichkelem Yuum, le bakdan ti' xan kin k'5at(i)k (h)unp'6(el)
licencian (h)un perd6n* yo'ola(l) xan. 60. Ma' bakdan xan yfiuchuluul, ti'
m(a') u yfiuchu(l) mixba'a(l) ti'xan, ti'(l)e Bdakabo'ob, ti'BdaI(a)mo'ob, ti'
Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti'u ah-Kanulo'ob, ti'u ah-Peetnilo'ob u tia'al tu
kan ti'itso'ob xan.
61. [U ts'ook y6ox tfiulo'on?] Jos6* Vidal* bakdan xan be(h)l(a')e', in
Ki'ichkelem Yuum, le bakdan ti' xan kin k'dat(i)k (h)unp'6(el) licencia* (h)un
perd6n* yo'olal xan. 62. Ma' bak6an xan yduchuluu(l), ti' m(a') u yfiuchu(l)
mixba'a(l) ti'xan, ti' (l)e B6akabo'ob, ti'(l)e B6al(a)mo'ob, ti'Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti' u ah-Kanulo'ob, ti' u ah-Peetnilo'ob (u)tia'a(l) tu kan
ti'itso'ob xan.
63. [U ts'ook cuatro*?] Jos6* Orlando* bakdan xan be(h)1(a')e', in
Ki'ichkelem Yuum, le bak6an ti'xan kin k'5at(i)k (h)unp'6(el) licencia* (h)un

-2r-

perd6n* yo'ola(l) xan. 64. Ma' bakdan xan yduchuluul,

mixba'a(l)

ti'

xan,

[Arcangel*]o'ob,
ti'itso'ob xan.

ti'

ti'

m(a') u yfiuchu(l)
Bdal(a)mo'ob, ti' Aarkanhel-

ti'

(l)e B6akabo'ob, ti'
u ah-Kanulo'ob, ti' u ah-Peetnilo'ob (u)tia'a(l) tu kan

65. Pues* be(h)la' bakdan,

in Hahal Dios* Ki'ichkelem Yuum, ts'o'ok

bakdan xan u nuup(u)l in k'5at(i)k (h)unp'6(el) licencia* (h)un perd6n* xan
yo'ola(l) bakdan u reepresentante[representante*]il (l)e santo* permiisia'.
66. Be(h)la'bakdan xan', in Ki'ichkelem Yuum, (bi)n in ka'bak6,an xan
in ki'he'ebes yook santo* mfiuyal tu chuun ka'an lak'in u ti'noh sayab. 67.
U ti' bakdan xan in x-muulk'ab t'an(i)ko'ob, in x-muulk'ab payahbeht(i)ko'ob xan le santo* suuhuy k6akabo'ob. 68. Tu'ux bakS,an xan ku
lii(k)sa'a(l) yook a santo* suuhuy mfiuyalo'ob utia'a(l) tu kan ti'itso'ob. 69.
Pues* tu'ux bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'anik tu k6ak(a)bil bakdan xan
ti' x-onil ch'e'en. 70. U ti'bakdan xan ch'e'en x-6akam bdalam, ti' x-chuun

b6ekil,

ti'

ti'

x-chuun chakah.
71. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kaak(a)bil bak6an xan
ch'e'en xne'halal, ti'ch'e'en x-kaba'ahal, ti' ch'e'en cha'ale'i(l), ti'ch'e'en

b6alche',

ti' ch'e'en

x-chulul. 72. U

ch'e'en x-bakab mdas, u

ti'

ti' bakdan xan

ch'e'en ch'iin ch'uuy, u

ti'

ch'e'en San* Joachin*, u chi' ch'e'en sak lu'um.

U ti' bakdan xan ch'e'en x-m6achutsi(l), u ti' ch'e'en x-holo'ochi(l), u ti'
ch'e'en x-ilakantuunil, u ti'ch'e'en x-noh kaabil. 74.U ti'bakdanxan ch'e'en
San* Jos6*, u ti' ch'e'en x-noh boobi(l), u ti' muunsi(l) ch'e'en, ti' x-kruus[cruz*]i(l) ch'e'en, ti'x-chdaltun ch'e'en, ti'ch'e'en muulsay. 75.IJ ti'bakdan
xan ch'e'en lu'umil laab, u ti' ch'e'en beech', u x-taak'in ch'e'en, u ti'x-tsam
kaab, u ti' ch'e'en x-chak ts'iits'ib. 76. U ti' bakdan xan ch'e'en
Campamento*, ti'ch'e'en x-ya'ax kaba(l) nah, ti'ch'e'en x-ya'ax k(a)acha(l)
baak. 77. U ti' bakdan xan ch'e'en k'uuba', ti' ch'e'en sisal, ti' ch'e'en
x-luuchi(l), ti' ch'e'en x-b6alche'i(1). 78. U ti'bakdan xan ch'e'en chak siinik
che', ti' ch'e'en noh chak siinik che'. 79. U ti' bak6an xan ch'e'en x-noh
kusama', ti' x-noh arco* ch'e'en, ti' x-kol6ohche' ch'e'en, ti' x-kan ha'il, ti'
x-ka'aldak' ha', ti' x-k'aan looli(l). 80. U ti' bakdan xan ch'e'en x-yala hau.
73.

t....1

81. Beey u suut u

ka' bakdan xan, tu kdakabi(l) bakdan xan ti' ch'e'en
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ti' x-puki(l) ch'e'en. 82.
U ti' bakS,an xan ch'e'en x-birut, u ti' ch'e'en x-k'6obenil, u ti' ch'e'en
k'i(m)bila', u ti' ch'e'en weydumil, u ti' ch'e'en bolon ki'ich, u ti' ch'e'en

chelentuun, u

ti' x-kuki(l)

ch'e'en,

ti'

x-subin ch'e'en,

x-bolom t'6ot'. 83. U ti'bakdan xan ch'e'en x-kakwil, ti'ch'e'en x-ch'6oyobi0), ti: ch'e'en x-t6olokil, ti' ch'e'en x-wuts'ubi(l), ti' ch'e'en x-p'aak'i(l), ti'
ch'e'en x-k'o'och'il.
84. Beey bakdan xan ku

ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu k6ak(a)bil bakdan xan

ti' x-ka'al6ak'k'6ax, u ti' ch'e'en x-ho'opak'ab, u ti' ch'e'en x'n6h luuchi(l).
85. U ti' bakdan xan ch'e'en San* Lorenzo*, u ti' noh pele', u ti' x-ha'as
ch'e'nil, utia'a(l) x-chak tuun ch'e'en. 86. U ti'bakdanxan ch'e'en x-biltuun
ha', ti' Ch'e'en x-ya'ax tuun ha', ti' ch'e'en x-chak tS'aanil. 87. U ti'bakdan
xan ch'e'en sak litsab, ti' ch'e'en noh sak iitsab, u ti' ch'e'en x-kitni(l), u ti'
ch'e'en sisal, u ti'ch'e'en x-kooki(l), u ti' ch'e'en x-hats' m6askabi(1). 88. U ti'
bakdn xan ch'e'en x-noh k'iiw(i)ki(l), u ti' ch'e'en x'ka'al6ak' chakah, tu'ux
t...1

u ka' bak6an xan tu kaaxtik bakdan xan ti' ch'e'en
Agua* Viva*, ti' ch'e'en k'uh, ti' ch'e'en x-tuulubi(1), ti' ch'e'en x-oorno
[horno*], u ti' x-nooria[noria*] ch'e'en.
90. Beey bakdan xan ku ki'manchahal u t'aanil tu k6ak(a)bil bakdan
xan, ti' ch'e'en San* FrancisCo*, u ti' noh ts'iw. 91. U ti'bakfan xan ch'e'en
89. Beey u suut

x-k'6ankab Ch'e'en, u

ti'

ch'e'en xOk mUUk', U ti' Ch'e'en x-ya'ax k6Opo'i(l).

92. TJ ti' bak6n xan ch'e'en x-makche' kaan, u

ti' ch'e'en

sahkab mukuy,

ti'

noh sahkab mukuy. 93. U ti' bakdan xan xbut'bi(l) ch'e'en, ti' x-ch'e'en
hoolom, ti' ch'e'en miis, ti' ch'e'en xikin miis, ti' ch'e'en x-ka'ahmatil.
94. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)1 u t'aani(l) tu k6ak(a)bi(1) bakdan
xan ti' Ch'e'en nOh ti' mucgy, ti' Ch'e'en San* ViCente*, ti' Ch'e'en Santa*
Marla*, ti'ch'e'en x-w€echbiifl). 95. U ti'bakean xan ch'e'en x'ya'ax iik'i(l),
ti' ch'e'en San* Pedro* satsab, u ti' ch'e'en x-ch6ech(e)mi(l), u ti' ch'e'en San*
Jos6*. 96. U ti'bakflan xan ch'e'en ch'omak, ti' ch'e'en x'k'uyut, u ti'ch'e'en
mukuy, ti' ch'e'en x-kokomi[). 97. U ti'bak6an xan ch'e'en chdaltun burro*,
ti' noh ch6altun burro*, ti' ch'e'en x-noh chaayai(l). 98. U ti' bakdan xan
ch'e'en p6ok che'nah, u ti'ch'e'en x-l(6)emnaki(l), u ti'ch'e'en x-kaanhoma''
i0), ti' ch'e'en bat, ti' ch'e'en x-ixi'ima(l), ti' ch'e'en x-pdet Y?', u ti' ch'e'en
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x-6ox nuuk.
99. Beey bakdan xan ku

ki'k6oh(o)l u t'aanil tu k6ak(a)bil bakdan xan
ti' ch'e'enil noh lu'umil ha'. 100. U ti'bakdan xan ch'e'en ch'ik bu(u)I, ti'
ch'e'en ch'ik buul, u ti' ch'e'en x-k'6ankab k'uh [...]
101, Bey u suut u ka' bakdan xan tu kdak(a)bi(l) bakdan xan ti,ch'e,en
x-6onobi(l), ti' ch'e'en tsfiuk b6atu(l), ti' ch'e'en chan olla*, ti' ch'e'en noh
olla*. L02. u ti' bakdan xan ch'e'en x-holbi(l) maak, u ti' ch,e,en san*
Tomds*, u ti'ch'e'en lakantuun, u ti' x-taabi(') ch'e'en.
103. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bak6an
xan ti' ch'e'en sak wayfiumi0), ti' ch'e'en x-ya'ax iiki0). 104. U ti' bakdan
xan ch'e'en 6oxela', u ti' ch'e'en xelbak, u ti' ch'e'en x-noh k'anasin, u ti'
ch'e'en chfiumuk k'5,a1, u ti' ch'e'en noh paatil, u ti' ch'e'en k'atab, u ti,
ch'e'en palal.
105. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu k6ak(a)bi(l) bakdan
xan ti'tsiimin ch'e'en. 106. U ti'bakdan xan ch'e'en x-m6abili(l), u ti'ch'e,en
Santa* Teresa*, ti' ch'en San* Migueln, ti' ch'e'en San* Amado*. 102. U ti'
bakdan xan aak'ab ch'e'en, ti' ch'e'en xok miis, ti' ch,e'en x-bo'oy b6ekil.

u ti'bakdan

xan ch'e'en x-ye'ebi(l), ti' ch'e'en x-puuki(l), ti' ch'e'en
x-bootasi(l), u ti'bakdan xan ch'e'en x-maaytun.
109. Beey baklan xan ku ki'suut u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bakaan xan
ti' x-pek' ch'e'en. 110. u ti'bakdan xan ch'e'en x-y6al makni(l), u ti, ch,e'en
mesa* tuunich, u ti' ch'e'en x-sepo* tunich, u ti' ch'e'en x-k6oral[corral*]
108.

tunich.

xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu k6ak(a)bi(l) bakdan
ch'e'en ka'ana(l y)ami(l), u ti' ch'e'en kaaba(l y)ami(l). lr2. u ti,

111. Beev bak6an

xan

ti'

bakdan xan ch'e'en xikin k6eh, u ti'ch'e'en x-k'dan chundupi(l), u ti'ch,e,en

x-t'ab k'6ak'il, ti'ch'e'en k'o'ochila', ti' ch'e'en k'ulub. 113. U ti'bakdan xan
ch'e'en bdalam tuunich, u ti' ch'e'en x-ka'al6ak'beek, u ti, ch,e'en x-chuun
k6opo'i(l) . LLA. Utia'a(l) ts'iibal ch'e'en tu'ux ku bin in t'aan tu kan ti'itso,ob.
115. Ay, in Hahal Dios* Ki'ichkelem yuum, he'bix tin ki'he,ebents'ilak
yook santo* mfiuyal tu chuun ka'an lak,in, u ti, noh sayab.
116. Beey bakdan xan kin ki' xu'ulbes(i)ko'o(b) tu chuun ka'an chik'in
u ti' chan sayab.
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136.En*el*nombre*de*lDios*Padre*,del*]Esplritu*Santo*.Am6n*.
137.Ay,in Hahal Dios*Ki'ichkelem YuШ ,le santo*sii(1)6olala'kin
k'uubik tu nO'Oh01 u k'ab a Ki'ichkel(e)Ini(1)。

138。

(H)unp'6(el)licencia*,

lhlunp'6(el)perrniso* xan tu'ux k k'uubik ti'le santo* kaakab tu n。

'oh u

saasil ti' le k'iina', tu say(a)bi(1)tu no'ohol u k'ab Ki'ichkel(e)Ini(1). 139.

Jesis*Dios*,Mehenbiil[Dios*,]tu k'aaba'Dios*Esplritu*Santo*,Am6n*.
140.Buenos*dias*.

3.3.2

水汲みの祈薦 (日 本語訳 )
1.(父 と)子 と聖霊の名 において,ア ーメン。

2.お お,我 が真 なる主・ 大 いなる父 よ,聖 ペ テ ロ・ パ ウロ,聖 バ ル トロマ
イよ。 3.こ れ清 らかなる土曜 の朝 9時 。 4.我 ここ祭壇の前,大 いなる

5.我 願わん。主のお許 しと御加護 レ」の与 えられん ことを。
6.我 が言葉,天 頂 まで,大 いなる主の まします天 まで届 き給 え。 7.美 し
き聖母 マ リア様 ,永 遠 なる父,エ ホバ のあ らせ られる ところ まで。 8.こ の
聖なる供 え物 1243を 差 し出 さんがため,据 えんがため。 9.ミ ルパ を作 りし者
主の御前 に立つ。

らの聖なる供 え物 こそ (...)「 黒 き土地」の聖なる清 き泉 (の 水 )を 求 めんが
ためな り。 10.サ ン・ ホセの畑 にて,彼 らが聖 なる供 え物 を,我 喜 び もてい
と高 き者 の大 い なる右 の手 に差 し出 さん。 11.聖 なるプ リミシアの聖 なる泉
(の 水 )を 求 めんがため。 ミルパ を作 し者 らのプ リミシアの (水 を)。

12.我 が大 い なる父 よ,今 ここに我喜 び もて い と高 き者 の大 いなる右 の手 に
差 し出 さん。 13.聖 バ ル トロマ イ,あ あバ ル トロマ イ,大 いなる主の薬師 よ,
14.汝 この聖なる供 え物 を受 け取 りて,雨 め神 の大 いなる右 の手 に差 し出 し給
え。
を。

15.サ ン・ ホセの畑 にて聖なる泉

(の 水 )を 求 め し者 らの聖 なる供 え物

16.我 が大 い なる父 よ,今 ここに我喜 び もて大 い なる主の大 いなる右 の手 に
祈 りを唱 えん。 17.ミ ルパ を作 りし者 らのため,ミ ルパ を作 りし者 らのため
ミルパ を守 り賜 う者 らのため。 18.積 み石の番人 に,「 正 しき道 を教 えん者」
,
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ヨ,「 木 を打 ちつ ける者 」 に。
に,「 付 き従 う者」 に,カ ボチ ャにレ
19。

今我喜 び もて差 し出 さん,聖 なる「大地 を冷 やす もの」に,「 熱 い石 を冷

す もの」 に,「 木 の幹 を消す もの」 に。
今我喜 び もて差 し出 さん,「 黒 き土地 」国 の番人 らに,大 い なる「黒 き土
地」の番人 らに。「黒 き土地 」 の湿 りた る者 たちに,「 黒 き土地 」 の深 きに座す
20。

者 たちに。
21。

今我喜 び もて差 し出 さん,雨 の神 の天の稲光 に,雨 の神 の御馬 に,水 を

撒 き賜 う者たちに。
今我喜 び もて差 し出 さん,バ カブの神 々 に,ジ ャガーの神 々 に,大 天使
らに,カ メル の人々に,ペ テ ンの人 々 に。 そ して世界 の四隅 に。
22。

23.今 我喜 び もて差 し出 さん,聖 なる大 つ む じ風 に,処 女なるつむ じ風 に

,

夜 のつ む じ風 に。

24.道 を吹 き払 う風 ,枯葉 を舞上 げる風,臆 病 な風 ,築 山

を走 る風 に。
今我喜 び もて差 し出 さん,大 なる丘,「 木 々 を射 る者」,「 岩 の割 れ 目を射
1271に
も。
る者」
,「 セノー テを射 る者」 に。 26.聖 なるユユ ン 0カ ー ン・ イク
25。

27。
28。

今我喜 び もて差 し出 さん,4つ のテーブル に。
ああ,テ ーブル たちよ,今 我喜 び もて聖 なる清 き「黒 き土地 」 を欲す。

29.聖 なる泉

(の 水 ),

ミルパ を作 りし者 らのプ リミシアの泉

(の 水 )を 求 めん

がため。
30。

その水 こそ,我 い と高 き者 の大 いなる右 の手 に差 し出 さんが聖なる供 え

物 な り。

31.我 が大 いなる父 よ,今 ここに我喜 び もて大 い なる主の大 いなる右 の手 に
祈 りを唱 えん。 32。 東 の隅 に,西 の第 2の 隅 に,北 の第 3の 隅 に,南 の第 4
の隅 に。

33.我 が大 いなる父 よ,今 ここに我喜 び もて差 し出 さん,エ ルサ ンム に,ナ
ザ ンのイエ スに。 34.聖 ピリポ,聖 デ ィエ ゴ,聖 ディエ ギー ト,聖 イサベ ル
,

聖 ヒエロニムス,聖 ベ ル ナル デ ィノに。

35.我 喜 び もて差 し出 さん,チ ュマ イ ェル の聖 なるキ リス ト,テ ィシ ミンの
聖三 賢人 ガスパ ル,メ ル チ ョル,ノ ジレタサル に。
36。 我喜 び もて差 し出 さん,キ リス トの聖 なる心臓 ,す なわち世界 の救 い の
主に。

37.神 の偉大 なる力 を持 つ主 に,聖 ロマ ンに,聖 ミゲル大天使 に。

38.我 喜 び もて差 し出 さん,村 の真 ん中 にまします聖なる愛 のキ リス トに

,

水膨れ のキ リス トに。

39.届 き給 え,我 が言葉一つ とな りて。我一つ とな り
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て呼 びか けん。 40。 届 き給 え,我 が言葉,三 本 の十字架 ,い と高 き者 の側 の
三本 の十字架 に。 41.我 喜 び もて差 し出 さん,聖 なる供 え物 を。 ミルパ を作
りし者 らが,い と高 さ者 の大 いなる右の手 に捧 げん とす るものを。
42.我 が大 いなる父 よ,今 ここに我喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 マ リア
様 に。 43.美 しき聖母 グアダルーペ様 ,美 しき聖母 シュ・ テム様 ,美 しき聖
母 ベ ンム様 に。 44.美 しき聖母 シュ・ ツ ォール様 ,美 しき聖母 アスンシオ ン
様 (被 昇天 の聖母 ),美 しき聖母 コンセプシオ ン様 (無 原罪懐胎 の聖母 ),美 し
き聖母 カ ンデラ リア様 に。
我喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 マ グダ レー ナ様,美 しき聖母サ ンタ・
エレーナ様 ,美 しき聖母 ナテ ィ ビダ様 に。 46.美 しき聖母 サ ンタ・ リタ様
45。

,

美 しき聖母 サ ンタ・ エル ミータ様 ,美 しき聖母 サ ンタ・ ロサ様 に。
き聖母 ドロロサ様 ,美 しき聖母 ロサ リオ様 に。

47.美 し

48.我 喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 グル トルー ディス様 ,美 しき聖母 ソ
ンダー様 に。 49.美 しき聖母 デ・ ラス・エ ス トレー ジャス様 ,美 しき聖母 デ・
ラス・ メダージ ャス様 ,美 しき聖母 デ・ ラ・ カ リダ様 に。
・ デル・ カルメン様 に。 51.
50。 我喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 マ リア
ペルペ
コロ
美 しき聖母
トゥオ・ ソ
様 ,美 しき聖母 サ ンタ・ テ レサ様 ,美 しき聖

52.美 しき聖母 サ ンタ・ アナ様 に。我 が言葉一つ と
な りて届 き給 え,貴 女様 の もとへ。 53.我 一つ とな りて祈 らん。美 しき聖母
サ ンタ・ バ ルバ ラ様 に。 54.サ ンタ・ バ ルバ ラ様 の もと。大 いなる主の側 に

母 サ ンタ・ クララ様 に。

届 き給 え,我 が言葉。 55。 我喜 び もて差 し出 さん,こ の聖なる供 え物 を。
56.我 が大 い なる父 よ,今我再 び願わ ん。 この聖 なるプ リミシアの代表者 に
主のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。

57.我 が大 いなる父 よ,ま ず第一

の代表者 [あ なたの名前 は ?]ホ セ・ プ リミティーボ。我 が大 いなる父 よ,我
願わん。彼 に主のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。 58。 彼 の身 に何 も起
こ りませぬよ う。 また,何 も起 こ りませぬ よう,バ カブやジャガー,大 天使

,

カヌルの人 々,ペ テ ンの人々 に。 そして世界 の四隅 にも。
59.[次 の名前 は ?]次 なるはホセ・ レオ ビル ド。我 が大 い なる父 よ,我 願わ
ん。彼 に主のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。 60.彼 の身 に何 も起 こ り
ませ ぬ よう。 また,何 も起 こ りませぬ よう,バ カブや ジャガー,大 天使 ,カ ヌ
ル の人々,ペ テ ンの人々,そ して世界 の四隅 にも。
61.[3番 目の最後 は ?]次 なるはホセ・ビダル。我 が大 い なる父 よ,我 願わ
ん。彼 に主のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。
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62.彼 の身 に何 も起 こ り

ませぬよう。 また,何 も起 こ りませぬ よう,バ カブやジ ャガー,大 天使 ,カ ヌ
ル の人 々,ペ テ ンの人 々,そ して世界 の四隅 に も。

63:[4人 目は ?]次 なるはホセ・オル ラ ン ド。我 が大 いなる父 よ,我 願わん。
彼 に主のお許 しと御力曜 の与 え られん ことを。 64。 彼 の身 に何 も起 こ りませ
ぬ よう。 また,何 も起 こ りませぬ よう,バ カブや ジ ャガー,大 天使 ,カ ヌルの
人 々,ペ テ ンの人々,そ して世界 の四隅 に も。
65.我 が大 いなる父 よ,全 ての者 が集 まれ り今 ,我 願 わん。聖なるプ リミシ
アの代表者 らに主のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。
66.我 が大 い なる父 よ,我 今再 び喜 び もて開 かん とす。大 いなる泉 の東 の空
に浮 かぶ聖なる雲 の御足 を。 67.我 一つ とな りて語 らん。我一つ とな りて聖
なる清 き「黒 き土地」の主たちに呼 びか けん。 68.世 界 の四隅 の聖なる清 き
雲 の足 を起 こさんがため。 69.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地」の言葉 ,シ ュ・
オニル の井戸 まで。 70。 シュ・ アーカ ン・ バ ラムの井戸 ,シ ュ・ チ ュン・ ベ ー
キル の井戸 ,シ ュ・ チ ュン・ チ ャカーの井戸 に。
71。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地」の言葉,シ ュ
・ハハ ル の井戸 ,シ ュ
・カバ ー
ハ ル の井戸 ,チ ャー レイル の井戸 ,バ ル チ ェの井戸 ,シ ュ,チ ュルル の井戸 に。

72.チ ー ン・ チ ュイの井戸 ,シ ュ・ バ カブ・ マースの井戸 ,サ ン・ ホアチ ンの
井戸 ,サ ク・ ルーム の井戸 に。 73.シ ュ・ マーチ ュツ ィル の井戸 ,シ ュ・ ホ
ロー チの井戸 ,シ ュ・ アーカ ン・ トゥーニル の井戸 ,シ ュ・ ノー・ カー ビル の
井戸 に。 74.サ ン・ホセの井戸 ,シ ュ・ ノー 0ボ ー ビル の井戸,ム ーンシル・
チ ェー ンの井戸 ,シ ュ
・ クル シル・ チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・チ ャル トゥン
・チ ェー
ンの井戸 ,ム ル サイの井戸 に。 75。 ルー ミル・ラーブの井戸 ,ベ ー チの井戸
シュ・ ター キ ン・ チ ェー ンの井戸 ,シ ユ・ ツ ァム 0カ ーブの井戸 ,シ ュ・ チャ
,

ク・ ツ ィー ツ ィブの井戸 に。

76.カ

ンパ メン トの井戸 ,シ ュ・ ヤーシュ・ カ
カブの井戸 ,シ ュ 0ヤ ー シュ・ カチ ャル 0バ ー クの井戸 に。 77.ク バ の井戸
シサル の井戸,シ ュ・ルー チル の井戸,シ ュ
・バ ル チ ェイル の井戸 に。 78.チ ャ
・シーニ ク
ク
・チェの井戸 ,ノ ー・チ ャク
・シーニ ク
・チ ェの井戸 に。 79.シ ュ
・
ノー・ クサ マの井戸 ,シ ュ・ ノー・ アル コ・ チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ コローチェ・
,

チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ カ ン
・ハ イル の井戸 ,シ ュ
・カーラク・ハ の井戸 ,シ ュ
・
カー ン・ ロー リル の井戸 に。 80。 シュ・ ヤーラ・ ハ ウの井戸 に。 [不 明]

81.再 開せん,「 黒 き土地」の言葉。チ ェレン トゥンの井戸 に,シ ュ・クキル・
チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ ス ビン・ チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ プキル・ チ ェー ンの
井戸 に。

82.シ ュ・ ビルーの井戸,シ ュ・ コーベニルの井戸,キ ンビラの井
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戸 ,ウ ェユー ミルの井戸 ,ボ ロ ン・ キーチの井戸 ,シ ュ・ ボロム・ トー トの井
戸 に。 83.シ ュ・ カ クウィルの井戸 ,シ ュ・チ ョー ヨビルの井戸 ,シ ュ・ トー
ル キルの井戸 ,シ ュ・ ウー ツ ビル の井戸 ,シ ュ・ パ ー キル の井戸 ,シ ュ・ コー
チル の井戸 に。
84。

どうか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉 ,シ ュ・ カーラック・ カーシュの井
ュ・ ホーパ カブの井戸 ,シ ュ・ ノー・ ルー チル の井戸 に。 85:サ ン・

戸 ,シ
ロレンソの井戸 ,ノ ー・ ペ ンの井戸 ,シ ュ・ ハ ース・ チ ェニル の井戸 ,シ ュ・
・ ビル トゥン
・ チ ェー ンの井戸 に。 86。 シュ
・ハ の井戸 ,シ ュ・
チャク・ トゥン

ヤー シュ・ トゥンの井戸 ,シ ュ 0チ ャク・ ツ ァーニル の井戸 に。 87.サ ク・
イーツ ァブの井戸,ノ ー・ サ ク・ イーツ ァブの井戸 ,シ ュ・ キ トニル の井戸
シサルの井戸 ,シ ュ・ コー キル の井戸 ,シ ュ 0ハ ツ・ マー スカビルの井戸 に。
,

88.シ ュ・ ノー・ キー ウ ィキルの井戸 ,シ ュ・ カーラの井戸 に,¨
89。 再開せん,井 戸 へ の祈 り。 アグア・ ビバ の井戸 ,ク ーフの井戸 ,シ ュ・
トゥール ビル の井戸 ,シ ュ・ オル ノの井戸 ,シ ュ・ ノー リア・ チ ェー ンの井戸
.

に。
・フランシス コの井
どうか受 け入れ られ給 え,「 黒 き土地 」 の言葉。 サ ン
戸 ,ノ ー・ ツ ィウの井戸 に。 91.シ ュ・ カーンカブ井戸 ,シ ョク・ ムー クの
井戸 ,シ ュ・ ヤー シュ・ コポイル の井戸 に。 92.シ ュ・ マ クチ ェ・ カーンの
90。

・
井戸 ,サ フカブ・ム クイの井戸 ,ノ ー・サ フカブ・ム クイの井戸 に。 93.シ ュ
ブー トゥビル井戸 ,シ ュ・ チ ェー ン・ ホー ロム井戸 , ミース井戸 ,シ キ ン・ ミー
ス井戸 ,シ ュ・ カーマ テ ィル の井戸 に。

94.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地」 の言葉。 ノー・ テ ィム クイの井戸 ,サ ン・
ビセ ンテの井戸 ,サ ンタ・ マ リアの井戸 ,シ ュ・ ウェーチ ビルの井戸 に。

95.

シュ・ ヤー シュ・ イキル の井戸 ,サ ン・ ペ ドロ・ サツァブの井戸 ,シ ュ・ チ ェー
チ ミルの井戸 ,サ ン・ ホセの井戸 に。 96.チ ョーマ ックの井戸 ,シ ュ・ クー
ユ ッ トの井戸 ,ム クイの井戸 ,シ ュ・ コー コ ミルの井戸 に。 97.チ ャル トゥ
ン・ ブー ロの井戸 ,ノ ー・ チ ャル トゥン・ ブー ロの井戸 ,シ ュ・ ノー・ チャヤ
イルの井戸 に。 98。 ポーク・ チ ェ・ ナー の井戸 ,シ ュ・ レーム ナキル の井戸
,

シュ・ カーンホマ イル の井戸 ,バ ッ トの井戸 ,シ ュ・ イ シーマル の井戸 ,シ ュ・
ペ ー ト・ ヤの井戸 ,シ ュ・ オーシュ・ ヌークの井戸 に。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉。 ノー・ルー ミル・ハ のイヽ
99。
井戸 に。

100.チ ク・ ブールの井戸 ,チ ク・ ブールの井戸 ,シ ュ・ カー ンカブ・ ク フの井
戸 に,[不 明]
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101.再 開せん,「 黒 き土地 」 の言葉。 シュ・オ ーノビルの井戸 ,ツ ー ク・バ ー
トゥルの井戸 ,チ ャ ン・ オジャの井戸 ,ノ ー・ オ ジ ャの井戸 に。 102.シ ュ・
ホル ビル・ マ クの井戸 ,サ ン・ トマ スの井戸 ,ラ カン トゥンの井戸 ,シ ュ・ タ
ビ・ チ ェー ンの井戸 に。

103.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地」の言葉。 サク・ワユー ミルの井戸 ,シ ュ・

104.オ ー シェラの井戸,シ ェルバ クの井戸 ,
シュ・ ノー・ カナシンの井戸 ,チ ューム ク 0カ ール の井戸 ,ノ ー・ パ タテ ィル
の井戸 ,カ タブの井戸 ,パ ラル の井戸 に。
ヤーシュ・ イキル の井戸 に。

105。
106。

・チ ェー ンの井戸 に。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉 ,ツ ィー ミン
シュ・ マー ビ リル の井戸 ,サ ンタ・テ ンサの井戸 ,サ ン・ ミゲルの井戸 ,

サ ン・ アマー ドの井戸 に。 107.ア ーカブ・ チ ェー ンの井戸 ,シ ョーク・ ミー
スの井戸 ,シ ュ 0ボ ーイ・ ベ ー キル の井戸 に。 108.シ ュ・ イ ェー ビル の井戸 ,
シュ・ プー キル の井戸 ,シ ュ・ ボー タ シルの井戸 ,シ ュ・ マー イ トゥンの井戸
￨こ

。

・ペ ー ク・チ ェァ ンの井戸 に。 110.
再開せん,「 黒 き土地 」の言葉。シュ
シュ・ ヤール・ マ クニル の井戸 ,メ サ・ トゥニ ッチの井戸 ,シ ュ・ セポ 0ト ゥ
ニ ッチの井戸 ,シ ュ・ コラル・ トゥニ ッチの井戸 に。
109。

111.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉 ,カ ー ナ・ ア ミルの井戸 ,カ バ・

112.シ キ ン・ ケーフの井戸 ,シ ュ・ カーン・ チ ュヌー ピル
ュ
の井戸 ,シ ・ タ ブ・ カーキルの井戸 ,コ ーチラの井戸 ,ク ールブの井戸 に。
113.バ ラム・ トゥニ ッチの井戸 ,シ ュ・カー ラ ック・ベ ー クの井戸 ,シ ュ。チ ュー
ア ミルの井戸 に。

ン・ コポイル の井戸 ,ツ ィクバ ル・ チ ェー ンの井戸 に。

114.我 が言葉届 き給

え,世界 の四隅 まで。
115。

おお,我 が真 なる主・大 いなる父 よ,我 喜 び もて大 きなる泉 の東 の空 に

浮 かぶ聖 なる雲の御足 を開 け り。

116.我 ここに喜 び もて小 さき泉 の西 の空 にて祈 りを終 えん。

<朗 唱 >
117./あ あ,バ カブ,あ あ,バ カブの風 ,今我汝 の大 いなる主の道 を開かん。

118.我 差 し出 さん,我 据 えん聖なる供 え物 を。
119.い と高 き者 の大 いなる右 の手 に捧 げ られ しものなれば。
120。

ああ,9つ の風 ,処 女 なる 9つ の風 ,今 我汝 の大 いなる主の道 を開かん。

121.我 差 し出 さん,我 据 えん聖 なる供 え物 を。
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122.大 いなる主の大 い なる右 の手 に捧 げ られ しものなれば。
123。

ああ,大 きなるつ む じ風 ,あ あ,処 女 なるつむ じ風

,

124.我 ら喜 び涙 もて,大 いなる主の道 を開かん とす。
125。

汝 らが通 らん道 に ミルパ が 開かれ しなれば。

126.汝 らが灰 を集 めん道 なれば。
127.あ あ,机 ,あ あ, 4つ の机 ,今 我汝 の大 いなる主の道 を開かん とす。
128.汝 ら土地 を守 り給 えば,汝 ら世界 の四隅 を守 り給 えばな り。
129.汝 ら 4つ の支柱 にて空の隅 を守 り給 えばな り。

130.4人 のバ カブ, 4人 のバ ル ンバ ンの住 み し 4つ の家 を。
131.あ あ,バ ンバ ン トゥミル,あ あ,バ ラン トゥミル,告 げ給 うな,大 い な
る主 に。 さもな くば,我 差 し出す ことなか りけ り。我大 い なる主の大 なる右
の手 に据 えることなか りけ り。
132.あ あ,バ ンバ ン トゥン,あ あ,バ ラ ン トゥン,案 内役誰 な らん。オノ リ
オ・ チ ャンー な り。

133.か かる者 こそ差 し出す な り。かか る者 こそ,い と高 き者 の大 なる右 の手
に据 えるな り。

134.ど しゃ降 りの雨,滝 の ごとき雨 とな りて きた り。大 い なる主の大 い なる
右 の手 の清 き風 が。
135。

どしゃ降 りの雨,滝 の ごとき雨 とな りて きた り。清 き風 が。父 と子 と聖

霊の名 において。 アー メ ン。

136.父 と子 と聖霊 の名 にお いて,ア ー メ ン。
137。

ああっ我 が真 なる主・大 い なる父 よ,我 この聖なる供 え物 をい と高 き者

138.与 え給 え,主 のお許 じと御加護 を。我
ら喜 び もて差 し出す ものな り。天 の大 いなる光 の下,聖 なる「黒 き土地 」 に。
い と高 き者 の大 なる右 の手 の泉 に。 139.イ エ ス・キ リス ト,父 と子 と聖霊の
の大 なる右 の手 に差 し出す な り。

名 において,ア ーメン。

140.ご 機嫌 よう

(お

はよう)。

3.3.3「 料理祭壇」の祈疇

(マ ヤ語原 文 )

1. Jesis* E)ios* Mehenb五 1, Jesis* E)ios* Mehenb五 1, tu k'aaba' IDios*
Esplritu*Santo*。

Am6n*.
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2. [Tak ten teech wa yEetel a secretatio*.] Ay, in Hahal Dios*
Ki'ichkelem Yuum, sefior* San* Pedro* Pablo*, seflor* San* Bartolom6*, 3.
be(h)la'bak1,an xan ti' (l)e santo* suuhuy k'iin Domingo* las* dos* de* la*
tarde* xan. 4. Wey bak6an xan kin wa'atal akt6,an u mesa* u tdan kfiuchil
u Ki'ichkelmi(l) Dios* ydetel bakdan xan tu t6an Santo* Cristo*. 5. Utia'a(l)
bakdan xan in k'aat(i)k (h)unp'6(el) licencia*, (h)unp'6(el) permiso* xan, u
k6oh(o)l in t'aan tu tdan chfiumuk ka'an. 6. Tu Gloria* u Ki'ichkel(e)mi(l)
Dios*, u ti'bakdan xan x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Virgen* Marla*, ti'Padre*
Eterno*, (u)tia'al bakS,an xan Jehova*.7. Utia'a(l) bakdanxan in k'uubik, in
ki' chikbesik xan (1)e santo* permiisiao'. 8. Le u permiisia bak6an xan le
ah-koolkaabilo'ob tu'ux ku ki'ok'ol mdat(i)ko'ob u ye'ebil Gloria*. 9. Tu'ux
bakdan xan k bin ki' ok'ol mdatik u ye'ebil ka'an tu no'ohol u k'ab a
Ki'ichkel(e)mi(l). 10. Tu'ux bakdan xan ku ki' lii(k)sa'a(l) yook (l)e santo*
suuhuy mfiuyalo'ob tu ti'its ka'an lak'in u ti' no'oh sayab. 11. U ti'bakdan
xan ku ki'k6oh(o)l u t'aani(l) tu'ux kin ki'k'uubik le santo* sii(l) 6olal ku
ki' sii(l) 6olta'al tu no'ohol u k'ab a Ki'ichkel(e)mi(l).
L2. Ay, in Hahal Dios* Ki'ichkelem Yuum, pues* le bakdan ti' xan le
cuatro* santo* hets'eb iik'o'ob le ku bin 6ox haayo'.13. Y6ete(l) bak6an xan
le (h)unp'6(el) ti'tu meesil (1)e tdankfiuchilo'u santo* suuhuy soopa[sopa*]il
yGetel u no'ohol [che'il?]. 14. Y6etel bak6an xan u santo* suuhuy k'6oli(l) ke
kin ki'chlikbesik xan tu no'ohol u k'ab a Ki'ichkel(e)mi(l).
15. Pues* be(h)la' bak6,an, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakd,an xan kin
in ki' k'uubik tu no'ohol u k'ab bakadan xan u Ki'ichkel(e)mi(l). 16. Utia'al
bakS,an xan seflor* San* Bartolom6*, eyah, Bartolom6*, teech u yerbatero*

u Ki'ichkelmil Dios*. 17. Teech bakdan xan k'amik, teech bak6an ki' k'uub
xan tu no'ohol u k'ab bakdan xan, teech t...] ch'aako'ob.
18. Pues* be(h)la' bak1,an, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakdan xan kin
in ki' k'uubik tu no'ohol u k'ab bak6an xan u Ki'ichkel(e)mi(l) Dios*, 19.
utia'a(l) bak6an xan le ah-koolalo'ob, utia'a(l) ho'o(l) k6olalo'ob, utia'al (l)e
ah-kalankoolo'ob. 20. U ti' bakdan xan le ah-kalan-xu'uk'o'obo', ti' ahti'ibil-beho'ob, ti' h-tu'ulpacho'ob, ti' h-xooko'ob, ti' hats'-che'o'ob. ZI.IJ ti'

bakdan xan le h-p'uh-ch'iich'o'ob.
22. Beey bakdan xan

kin ki' k'uubik.23. U ti' bak6an xan le santo* siis
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kunah lu'umo'ob, (u)tia'al h-siis-kuunah-si'intuno'ob, u ti'bak6an xan le [...]
chuun-che'.

kin ki' k'uubik, u ti' bakdan xan ah-kabilo'ob, tu
ti' u siis kaabilo'ob, ti' u h-kabal kaabilo'ob.
25. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik, u ti' bak6an xan le Bdakabo'ob,
ti' B6al(a)mo'ob, ti' Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti' u ah-Kaluno'ob, ti' u
24. Beey bakdan xan

noh kaabilo'ob,

ah-Peetnilo'ob, utia'a(l) tu kan ti'iso'ob xan.

xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan le santo* noh
moson lik'o'ob, ti'its(?) h-noh-moson-fik'o'ob.27. U ti'bakdan xan le 6ak'ab
moson-iik'o'ob, ti'(l)e x-miis-beh-iik'o'ob, ti' (l)e x-mo1-ts'ohol-iik'o'ob. 28. U
ti'bakdan xan le h-saawin-iik'o'ob, u ti' le h-noh-mooyilo'ob, u ti' le yo(l)'
witsilo'ob.29.U ti'bakdan xan le x-hul-ch6elilo'ob, ti'x-hul-6aktunilo'ob, ti'
x-hul-ts'ono'otilo'ob. 30. U ti' bakdan xan le santo* ah-yfiuyum-ka'aniik'o'ob.
31. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik. 32. U ti' bakdan xan le cuatro*
maabeno'ob, 33. eyah, maabene'ex, be(h)la' ku ki' chikbesa'al (l)e santo*
permiisiao', 34. tu no'ohol u k'ab bakdan xan a ki'ichke(l)mi(l) ydetel kin
ki'iki'6olt(i)k a [...] ah-koolkabilo'ob. 35. Tu'ux bakdanxan k bin ki'ok'o(l)
mdatik u ye'ebi(l) ka'an, 36. tu'ux k bin ki' ok'ol m6atik u ye'ebil Gloria*,
37. tu'ux ka ki' [...] tu paach koolo'ob' le ku ki'meyahta'al ah-koolilo'obo'.
38. Pues* be(h)la' bak6an, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakdan xan kin
in ki' m6as cuenta* tu no'ohol u k'ab u Ki'ichkel(e)mi(1) Dios*. 39. Utia'a(l)
bakdan xan tu ti'its lak'in, utia'a(l) tu kaahil chik'in, utia'a(l) tu y6ox ti'its
xaman, utia'a(l) tu kan ti'its nohol.
a0. Be(h)la' bakdan, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bak6an xan kin in ki'
k'uubeh ti' Jersalem*, ti' Jesfis* Nazareno*. 41. U ti' bakdan xan seflorn
San* Felipe*, ti' seflor* San* Diego*, ti' seflor* San* Dieguito*, ti' seflor*
San* Isabel*. 42. U ti' bakdan xan seflor* San* Jer6nimo*, ti' seflor* San*
26. Beey bakdan

Berdadiino [Bernardino*] .
43. Beey bakSan xan kin

ki' k'uubik u ti'bakdan xan Santo* Cristo* ti'
noh Chumayel*, u ti' bakdan xan Santos* Reyes* TizimTn*: Gaspar*,
Melchor* , Baltazar*.
44. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan Sagrado*
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Coraz6n* de* Jesf,s*, ti' Divino* Redentor* del* mundo*. 45. U ti' bakdan
xan Yuum Gran* Poder* de* Dios*, u ti' seflor* San* Romdn*, u ti' sefror*
San* Miguel* Arcangel*.
46. Beey bakdan xan kin

ki' k'uubik u ti' bakdan xan Santo* Cristo*
de* Amor* ti' noh chfiumuk ka'an. 47. U ti' bakdan Sefror* de* las*
Ampollas*, 48. tu'ux bakdan xan ku ki' k6ohol in x-muulk'ab t'ant(i)ko'ob.
49. In x-muulk'ab payahbeht(i)ko'ob xan, u ti' bakdan xan Tres* Cruces*,
Tres* Cruces* t(u) yiknal a Ki'ichkel(e)mil [...] SO. Utia'a(l) bak6an xan tu'
ux kin ki' k'uubik le santo* sii(l) 6olalo'ob 51. le ku ki' sii(l) 6o(l)t(i)k a
ah-siisabilo'ob tu no'ohol u k'ab a Ki'ichkel(e)mil.
52. Be(h)la'bakdan, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakdan xan kin in ki'
k'uubeh ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)biil Virgen* Maria*. 53. Ti' bak6an xan
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii0) Guadalupe*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(1)bii1t1 x-tem, ti'
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Bel6n*. 54. U ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(1) x-ool, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Ansunsi6onfAsunci6n*] a',
ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(1) Concepci6na'*. 55. U ti' bakdan xan

x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Candelaria*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)
Ma(g)dalena*. 56. U ti'bakdan xan x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Elena*,

ti'

x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(1) Natividad*. 57. U ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(1) Santa* Rita*, ti'x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Ermita*.58.
U ti' bakdan xan x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Rosat, ti' x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(1) Dolorosa*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Rosario*.
59. Beey bakdan xan kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(1) Gertrudis*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(1)bii(l) Soledad*. 60. U ti'
bakdan xan x-ki'ichpam ko'ole(1)bii(l) de- las* Estrellas*, ti' x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(1)

de* las* Medallas*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) de* la*

Caridad*.
61. Beey bak6an xan

kin ki' k'uubik u ti' bakdan xan x-ki'ichpam
ko'ole(l)bii(l) Maria* del* Carmen*, ti'x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Perpetuo*
Socorro*. 62.U ti'bak6an xan x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l) Santa* Teresa*, ti'
x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(1) Santa* Clara*, ti' x-ki'ichpam ko'ole(l)bii(l)
Santa* Ana*. 63. Tu'ux bakdan xan ku ki' k6oh(o)l in x-muulk'ab t'ant(i)ko'ob, ti'x-muulk'ab payahbeht(i)ko'ob xan, ti'x-ki'ichpam ko'ole(l)bii0)
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Santa* Bdrbara*, 64. Santa* Bdrbara*, t(u) yikna(l) bakdan xan a
ki'ichpami(l) ku k6oh(o)l in t'aan, 65. tu'ux kin ki' k'uubik le santo*
peimiisia. 66. Le u permiisia bakdan xan le a ah-siihsabilo'ob ku ki' sii(l)
6o(l)t(i)ko'ob tu no'ohol u k'ab a ki'ichpami(l).
Ki'ichkelem Yuum, (bi)n in ka'bakdan xan
in k'dat (h)unp'6(e)l licencia* u perd6n* xan tu yo'olal bakdan [...] 04. U
rdepresentaante [representante*]ilo'obbakdan xan le santo* permiisiao', tu
no'ohol u k'ab a Ki'ichkel(e)mi1(l). 69. Ydax bakdan xan (h)untfiul a ahsiihsabi(l) ku ki' sii(h) 6ola(l) bakdan xan tu no'ohol u k'ab a Ki'ich67. Pues* be(h)la'bak6an, in

kel(e)mi(l).

Primitivo* bakdan xan behl(a')e', in Ki'ichkelem Yuum,
le bakdan ti' xan kin k'6at(i)k (h)unp'6(el) licencia* u perdon* yo'olal. 71.
Ma' bakdan xan yfiuchu(l) loob, ti' m(a') u y'uuchu(l) mixba'a(l) ti' xan, ti'
(1)e Bdakabo'ob, ti' B6al(a)mo'ob, ti' Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti' u ahKanuno'ob, ti' u ah-Peetnilo'ob, (u)tia'a(l) tu kan ti'itso'ob xan.
72. LU ts'ook ka' tuulo'?] Don* Jos6* Leovildo* bakdan xan, behl(a')e',
in Ki'ichkelem Yuum, le bakdan ti' xan kin k'dat(i)k (h)unp'6(el) licencia* u
perd6n* y6olal. 73. Ma' bakdan xan yfiuchu(l) loob, ti' m(a') u yfiuchu(l)
mixba'a(l) ti' xan ti' (l)e B6akabo'ob, ti' B6al(a)mo'ob, ti' AarkanhelfArcangel*]o'ob, ti' u ah-Kanuno'ob, ti' ah-Peetnilo'ob (u)tia'a(l) tu kan
ti'itso'ob xan.
74. [u ts'ook 6oxtfiulo'?] Jos6* Rolando* bakdan xan, behl(a')e', in
Ki'ichkelem Yuum, le bakdan ti' xan kin k'6at(i)k (h)unp'6(el) licencia* u
perd6n* y6olal. 75. Ma' bakdan xan yfiuchu(l) loob, ti' m(a') yfiuchu(l) mixba'a(l) ti' xan ti' (l)e Bdakabo'ob, ti' B6aal(a)mo'ob, ti' Aarkanhel[Arcangel*]o'ob, ti' u ah-Kanuno'ob, ti' u ah-Peetnilo'ob (u)tia'a(l) tu kan
ti'itso'ob xan.
76. [u ts'ook cuatro*?] Jos6* Justino* bakdaan xan be(h)l(a')e' in
Ki'ichkelem Yuum, le bak6an ti' xan kin k'6at(i)k (h)unp'6(el) licencia* u
perd6n* t(u) yo'ola(l). ZZ. Ma'bakdan xan yfiuchu(l) loob, ti' m(a') u yfiuchu(l)
mixba'a(l) ti' xan, ti(' l)e Bdakabo'ob, ti' B6al(a)mo'ob, ti' AarkanhelfArcangel*]o'ob, ti' u ah-Kanuno'ob, ti' u ah-Peetnilo'ob (u)tia'a(l) tu kan
ti'itsilo'ob xan.
70. Don* Jos6*
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78. Be(h)la'bakdan

in Hahal Dios* Ki'ichkelem Yuum, ts'o'ok bakdan
xan u nfiuup'(u)l in k'6at(i)k (h)unp'6(el) licencia* u perd6n* xan, tu yo'ola(l)
bakdan xan u rEepresentaante[representante*]ilo'ob le santo* permiisiao'
tu no'ohol a k'ab.
79. Pues* be(h)la'bakdan, in Ki'ichkelem Yuum, (bi)n in ka'bakdan xan
in ki' he'ebens yook santo* mfiuuyal tu chuun ka'an lak'in u ti' noh [...], gO.
utia'a(l) bak6an xan in x-muulk'ab t'ant(i)ko'ob, in x-muulk'ab payahbeht(i)kko'ob xan le santo* suuhuy kdakabo'ob 81. tu'ux tu ki'lIi(k)'(e) sah yook
(l)e santo* mfiuyalo'ob utia'a(l) tu kan ti'itsil.
82. Be(h)la'bakl,an, in Hahal Dios*, in Ki'ichkelem Yuum, tu'ux bakaan
xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kSak(a)bi(l) bakdan xan ti' x-oni(l) ch'e'en.
83. U ti'bak6an xan x-aakambdalam, ti'x-chuun b6ekil, ti'x-chuun chakah.
84. Beey bakdan xan ku k6oh(o)l u t'aani(l) tu k6ak(a)bi(l) bakdan xan

ti'

ch'e'en x-mde(k)' halal, ti' ch'e'en x-kaba(l) halal, ti' ch'e'en x-chaale', ti'
ch'e'en x-b6alche'. 85. U ti' bakdan xan ch'e'en chulfiuli0), ti' ch'e'en xch'iich'il, u ti'ch'e'en pakab mdasi(l), u ti'ch'e'en sak lu'um. 86. U ti'bakdan

ti' ch'e'en x-holo'ochi(l), u ti' ch'e'en x-dakan
tuunil. 87. U ti'bakSan xan ch'e'en x-noh k'a'awil, ti' ch'e'en San* Jos6*, ti'
ch'e'en x-noh boobil. 88. U ti'bakdan xan muusi(l) ch'e'en, ti' x-tuunsi(l)
ch'e'en, ti' x-chdaltun ch'e'en, ti' ch'e'en muul saay. 89. U ti'bakdan xan
ch'e'en lu'umi(l) laab, u ti'ch'e'en beech', u ti' x-taak'in ch'e'en, u ti'x-ts'am
k'ab, u ti' ch'e'en x-chak ts'lits'ib.
90. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bakdan
xan ti'ch'e'en Campamento*, ti'ch'e'en x-ya'ax kabal. 91. U ti'bak6an xan
ch'e'en x-ya'ax kacha(l) baak, u ti' ch'e'en k'uuba', u ti' ch'e'en sisal, u ti'
ch'e'en x-luuchi(l). 92.U ti' bakdan xan ch'e'en x-b6alche'i(l), u ti' ch'e'en
chak siinik che', ti'ch'e'en noh chak siinik che'. 93. U ti'bak6an xan ch'e'en
x-noh kusama', ti' x-noh arco* ch'e'en, ti' x-kol6ohche' ch'e'en, ti' x-k'aan
ha'il, ti'x-ka'al6ak'ha'.94. U ti'bakdan xan x-k'aan looli(l), u ti'ch'e'en
x-yaal ahaw tu'ux h-ndako'on tu [ti'its nak'il].
95. Beey u suut u ka' bakdan xan tu kaakbi(l) bakdan xan ti' ch'e'en
chelemtuun, u ti' x-puki(l) ch'e'en, ti'subin ch'e'en, ti' x-luuk'i(l) ch'e'en. 96.
U ti' bakdaan xan ch'e'en x-biruut, ti' ch'e'en x-k'6obenil, ti' ch'e'en
xan ch'e'en x-m6achutsi(l), u
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k'ii(m)bila', u ti' ch'e'en x-wayfium. 97. U ti' bakdan xan ch'e'en bolon piich,
u ti' ch'e'en x-holom ch'6och', ti' ch'e'en x.kakwi(l). 98. U ti' bakdan xan
ch'e'en x-ch'oyobi0), ti'ch'e'en x-t6oloki0), ti'ch'e'en x-wuts'ubi[), ti'ch'e'en
x-aak'i(l), ti' ch'e'en x-k'o'och'i(1).
99. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bakdan
xan ti' ch'e'en x-ka'al6ak' k'6ax. 100. U ti' bakdan xan ch'e'en x-ho'o(l)
pak'ab, u ti' ch'e'en x-noh luuchi(l). 101. U ti' bakdan xan ch'e'en San*
Lorenzo*, ti'noh ele', u ti' x-ha'as ch'e'nil, utia'a(l) x-chak ch'e'en. 102. U ti'
bak6an xan ch'e'en x-biltuun ha', ti' ch'e'en x-chak tuun ha', ti' ch'e'en
x-chak ts'aami(l). 103. U ti'bakdan xan ch'e'en sak iitsa', ti' ch'e'en noh sak
iitsa', u ti' ch'e'en x-but'd', u ti' ch'e'en Sisal'. 104. U ti'bakdan xan ch'e'en
x-konbi(l), ti' ch'e'en x-hats' mdaskabifi), ti' ch'e'en x-noh k'iiw(i)ki(l), ti'
ch'e'en x-ka'al5ak' chakah. Tu'ux bakdan xan ku ki' [...]
105. Beey u suut u ka'bakdan xan tu k6ak(a)bi(l) bakSan xan ti'ch'e'en
Agua* Viva*, ti'ch'e'en k'uh, ti' ch'e'en x-tuulubi(l), ti'ch'e'en x-ho'obi(l).
106. U ti'bakdan xan x-nooria[noria*] ch'e'en, tu'ux bakdan xan [ku ki'
manchahal u t'aanil tu] kdak(a)bil bak6an xan, L07. ti' ch'e'en San*
Francisco*, u ti' noh ts'iib, u ti' x-k'dankab ch'e'en, ti' ch'e'en xok muuk'.
108. U ti'bak6an xan ch'e'en x-ya'ax koopo'i(l), ti' ch'e'en x-makche' kaan,
u ti'ch'e'en saskab mukuy. 109. U ti'bakdan xan ch'e'en noh saskab mukuy,
ti' xbut'bi(l) ch'e'en, ti' x-ch'e'en hoolom, ti' ch'e'en miis, ti'ch'e'en xikin [...]
110. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu k6aak(a)bi(l)
bak6aan xan ti' ch'e'en x-ka'ahmati(1). 111. U ti'bakdan xan ch'e'en noh ti'
mucuy, ti' ch'e'en San* Vicente*, ti' ch'e'en Santa* Marla*, ti' ch'e'en xwe'ech iik'i[). LLz. U ti' bakdan xan ch'e'en x-ya'ax iik'ifl), ti' ch'e'en San*
Pedro* sats'ab, u ti' ch'e'en x-ch6ech(e)mi(l). 113. U ti' bakdan xan ch'e'en
San* Jos6*, u ti' ch'e'en ch'omak, ti' ch'e'en x-k'uyut, u ti' ch'e'en mukuy.
114. U ti'bakdan xan ch'e'en x-k'ok'mifl), ti'bak6an xan.
115. Beey bak6an xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu k6ak(a)bi(l) bakdan
xan ti' ch'e'en chdaltun burro*, ti' noh ch6altun burro*. 116. U ti'bakS,an
xan ch'e'en p6oh che' nah, u ti' ch'e'en x-lemlaki(l), u ti' ch'e'en x-k'aan
homa'i(l). Il7. U ti' bakdan xan ch'e'en bat, u ti' ch'e'en x-ixi'ima(l), ti'
ch'e'en x-p6et ya', E ti' ch'e'en x-6oxnuup'. 118. U ti'bakdan xan ch'e'en noh
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lu'umila', u ti'ch'e'en ch'ikbuul, u ti'chan ch'ikbuul, u ti'ch'e'en x-k'6ankab
k'u' tu'ux ku bin u ....
119. Beey u suut u ka'bakdan xan tu kdak(a)bi(l) bakdan xan ti'ch'e'en
x-oono'obi0), ti' ch'e'en tsfiuk baatu(l), ti' ch'e'en chan olla*, ti' ch'e'en noh
olla*. I20. U ti' bakdan xan ch'e'en x-p'olbi(l) maak, u ti' ch'e'en San*
Tomds*, u ti' ch'e'en lakantuun, u ti' ti' x-takbi(l) ch'e'en.
121. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bakdan
xan ti' ch'e'en x-sak wayuumi0), ti' ch'e'en x-ya'ax iiki0). I22. U ti' bakdan
xan ch'e'en 6oxela', u ti' ch'e'en Xelbak, u ti'ch'e'en x-noh k'anasin. 123. U
ti' bakdan xan ch'e'en chfiumuk k'6a1, u ti' ch'e'en noh paatil, u ti' ch'e'en
k'atab, u ti' ch'e'en palal.
L24. Beey bakdan xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bakdan
xan ti' tslimin ch'e'en, ti' ch'e'en x-m6abi1i0). 125. U ti'bakdan xan ch'e'en
Santan Teresa*,

ti' ch'en San* Miguel*, ti' ch'e'en

Sann Amado*, u

ti' aak'ab

ch'e'en.

xan ku ki' k6oh(o)l u t'aani(l) tu kdak(a)bi(l) bak6an
xan ti' ch'e'en xok miis, ti' ch'e'en x-kooy b6eki(l). I27. U ti' bakdan xan
ch'e'en x-ye'ebi(l), ti' ch'e'en x-luuchiO), ti' ch'e'en x-bootasi(l), u ti' ch'e'en
126. Beey bak6an

x-maay tsiimni(l).

xan ku ki' [...] nohoch. 129. Beey bakdan xan ku ki'
tu
k6ak(a)bi(l)
bakean xan ti'ch'e'en x-maay tsiim(i)ni(l). 130.
suut u t'aani(l)
U ti' bakdan xan x-pet ch'e'enil, ti' che'e'n x-y6al makni[), ti' ch'e'en
x-mesa* tuunich, u ti' ch'e'en x-sepo* tunich. 131. U ti'bakdan xan ch'e'en
x-corral* tunich, u ti' ch'e'en ka'ana(l) amil, u ti' ch'e'en kaba(l) amil, u ti'
ch'e'en xikin k6eh. I32.U ti'bak6an xan ch'e'en x-k'anchunuupi(1), ti'ch'e'en
x-t'ab k'6ak'i(1), ti' ch'e'en k'o'ochila', u ti' ch'e'en k'ulu', ti' ch'e'en bdalam
128. Beey bakdan

tuuni(l). 133. U ti'bak6an xan ch'e'en x-ka'al6.ak beek, u ti' ch'e'en x-chuun
k6opo'i(1), utia'a(l) ts'libal ch'e'en, tu'ux ku ki'nuupul t'aan tu kan ti'itso'ob.
134. Ay, in Hahal Dios* Ki'ichkelem Yuum, he'e bix tu ki'he'ebintsilak
yook santo* mfiuyal tu chuun ka'an lak'in, u ti' noh sayab.
135. Beey bak6an xan kin ki'xu'ulbes(i)ko'ob tu chuun ka'an chik'in, u

ti'

chan sayab.
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155. Le ku

ki' sii(l) 6olta'a1) tu no'ohol w k'ab a Ki'ich.kel(ehni(l)

bakd,an.

756. Eyak, bolon iik'en, eyah, suuhuy bolon iik'o'ob, be(k)la' bakd.an xan
kin pa.yakbek u beel a Ki'ichkel(elrni(l) bakdan.
157. Utia'aA) bakd,am tcan tot'tuc kin k'wwbik; h,t'oa kin ckti,kbesik le santo*
permii,sinn',
158. le ku

ki' sii(l)

6olta'aQ) tu no'oho w k'ab a Ki'ickke(e)rndl) bakdan.

759. Eyah, noh moson-iik'en, eyah, suuhuy moson-iik'o'ob,

160. be(k)la' bakdan mn

k ki'

ok'o(l)bdet(i)k

u beel a Ki'ickkel(elrni(l)

bakd,an.

161. Turnen bakdan xan te'ex ka rndane'etc

kw tooka'al Oe fuete(n}

t?,t'ttJc

koolo'ob.

162. Utia'a1) bakdnn t(an

tot'r,tx

ka mol(i)ke'etc

?,t,

ta'ani(l)

bakdnn.

163. Eyak, rnabene'ac, elak, cuatro* mnbene'ex, be(h)la' bakdnn rnn k

ki'

u beel a Ki'i,chkel(e)mi(l) bakdnn.
164. Twmen bakdan rnn te'qce' k-kalan-lw'urne'er, te'etce' k-kalanok'o(l)bdet(i)k

ti'itse'ex bakdnn,
765. te'ex bakd,an xan le k-kalan-ti'its-ka'ame'ex

166. U ti' bakdnn xam tu cuntro* ets'eb
ctntro* Bal(alrnbanl.

ti'

tu cuatro* okon tuwn.

ti' tu comtro*

Bdakab

ti'

tu

767. Eyah, Bdanbantunen, eyatrt, Bdnlarntunen, m,a' bakda.n ya'a(li)k a
Ki'ickkel(elrni(l), wa rna' tin k'uubik,

ona

Fna' tin chtikbesik tu no'ohol u

k'ab a Ki,'f,ckkel(e)rni,(l).
168. Eyak, Bannbantwnen, eyalt, Bdnlarntunen,

miax wa u Suiadori(l)

Honorio* CI4nlA* bakdan.
169. Le bakdan
Ki'ichkel(elmi(l).

ti' xam k'wwbik, leti' kin cktikbesik tu no'ohol w k'ab a

170. Hats'aknak, k'anaknak w

ki'

taal u suukwy iik' tu no'ohol u k'ab

a

Ki,'ickkel(ehni(l).

171. Hats'aknak, k'anaknak u

ki'

tanl u swuhwy

Esfiritw* Santo*. Arndn*
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iik' tu k'a,aba' Dios*

172.En*el*nombre*de*Dios*Padre*,IDios*Esplritu*Santo*.Am6n*.
173.Ay,in Hahal]Dios*Ki'ichkelem Yuunl,seior* San* Bartolom6*,
* Nazareno*, le santo* perFrliiSia kin k'uubik tu no'oh01 u k'ab a

Jes

Ki'ichkel(e)ini(1). 174. Le ku ki's五 (1)6o(1)t(i)k a ah‐ koolkaabilo'obo', 175.
tu'llx ku ki'ok'ol rnaat(i)kO'ob u ye'ebi(1)ka'an,176.tu'ux u ki'ok'ol rnaat…
(i)kO'Ob u ye'ebi(1)Gloria*tu no'ohol u k'ab a Ki'ichkel(e)ini(1)...177.Jesis*

E)ios*Mehenb五 1,Jesis*]Dios*Mehenb五 1,tu k'aab'a]Dios*Espfritu*Santo*,

Am6n*.
178.Buenas*′ rardes*.

3.3.4「 料理祭壇」の祈躊

(日 本語訳 )

1.イ エ ス・ キ リス ト,父 と子 と聖霊の名 にお いて,ア ーメン。
2.[あ なた も。秘書 がいた ら秘書 も一緒 に。]お お,我 が真 なる主・ 大 い な
る父 よ,聖 ペ テ ロ・ パ ウロ,聖 バ ル トロマ イ よ。 3.こ れ清 らかなる日曜 の
午後 2時 。

4.我

ここ祭壇 の前,大 い なる主 と聖 なるキ リス トの御前 に立 つ。
5.我 願わ ん。主 のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。我 が言葉 ,天 頂 まで

届 き給 え。 6.大 いなる主,美 しき聖母 マ リア様 ,永 遠 なる父の まします天
エ ホバ の あ らせ られ る ところまで。 7。 この聖 なるプ リミシアを差 し出 さん
,

がため,据 えんがため。

8.ミ

ルパ を作 りし者 らの聖なるプ リミシア こそ

,

9.我 ら涙 もて,い と高 き者
の大 いなる右 の手 よ り天の しず くを願わんがため。 10。 大 きなる泉 の東 の空
に浮 かぶ聖なる清 き雲の御足 の持 ち上 げられん ところなればな り。 11.届 き

彼 らが天の しず くを涙 もて求 めんがためな り。

給 え我が言葉。我喜 び もて聖 なる供 え物 を差 し出 さん。 い と高 き者 の大 い なる
右 の手 に手渡 されん捧 げ ものなれば。
ああ,我 が真 なる主,大 いなる父 よ, 4つ の聖なる心優 しき雲, 3つ の
層 よりなる雲 に。 13.祭 壇 に供 えられ しもの。聖なるスープ と大 いなる (本 ?)
12。

の置 かれ し祭壇。 14.聖 なる コル の置 かれ しところ。我喜 び もて い と高 き者
の大 い なる右 の手 に据 えるな り。
我 が大 いなる父 よ,今 ここに我喜 び もてい と高 き者 の大 いなる右 の手 に
差 し出 さん。 16.聖 バ ル トロマイ,あ あバ ル トロマ イ,大 いなる主の薬師 よ
15。

,

17.汝 受 け取 りて差 し出 し給 え,大 いなる右 の手 に。汝 [.¨ ]雨 の神 [.¨ ]。
18.我 が大 い なる父 よ,今 ここに我喜 び もて大 いなる主の大 いなる右 の手 に
差 し出 さん。

19.ミ ルパ を作 りし者 らのため,
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ミルパ を作 りし者 らのため,

20.積 み石の番人 に,「 正 しき道 を教 えん者」
に,「 付 き従 う者」に,「 読 み上 げる者」に,「 木 を打 ちつ ける者」に。 21.「 鳥
を驚 かす もの」 に。
ミルパ を守 り賜 う者 らのため。

22.我 喜 び もて差 し出 さん。 23.聖 なる「大地 を冷 やす もの」に,「 熱 い石
を冷す もの」 に,「 木 の幹 を消す もの」 に。
24。 今我喜 び もて差 し出 さん,「 黒 き土地 」
の番人 らに,大 い なる
「黒 き土地 」
の番人 らに。「黒 き土地 」 の湿 りた る者 たちに,「 黒 き土地 」 の深 きに座 し者 た

ちに。
25。 今我喜 び もて差 し出 さん,バ カブの神 々 に,ジ ャガーの神 々 に,大 天使
らに,カ ヌルの人 々に,ペ テ ンの人々 に。 そ して世界 の四隅 に。
26。

今我喜 び もて差 し出 さん,聖 なる大 つ む じ風 に,処 女なるつ む じ風 に。

27.夜 のつ む じ風 に,道 を吹 き払 う風 ,枯 葉 を舞上 げる風 に。 28.臆 病 な風

,

築山を走 る風 ,大 きなる丘 に6 29。 「木 々 を射 る者」
,「 岩 の割 れ 目を射 る者」
0カ
ー ン・ イクの鳥 に。
「 セノー テを射 る者」 に。 30.聖 なるユユ ン
,

31.今 我喜 び もて差 し出 さん。

32.4つ の祭壇 に。 33.あ あ,祭壇 よ

,

今 まさに聖 なるプ リミシアが据 えられん とす。 34.い と高 き者 の大 いなる右
の手 に。我喜 び もて..ミ ルパ を作 りし者の [.¨ ]。 35.我 ら喜 び涙 もて願わ
ん,天 の しず くを。 36.我 ら喜 び涙 もて求 めん,天 の しず くを。
パ を作 りし者 が喜 び もて働 くミルパ の後 ろにて [.¨ ]。

37.ミ

ル

38.我 が大 いなる父 よ,今 ここに我喜 び もて大 いなる主の大 い なる右 の手 に
祈 りを唱 えん。 39。 東 の隅 に,西 の第 2の 隅 に,北 の第 3の 隅 に,南 の第 4
の隅 に。

40.我 が大 い なる父 よ,今 ここに我喜 び もて差 し出 さん,エ ルサ ンム に,ナ
ザ ンのイエ スに。
に。

41.聖 ピ リポ,聖 ディエゴ,聖 ディエ ギー ト,聖 イサベル

42.聖 ヒエロニムス,聖 ベルナル デ ィノに。

43.我 喜 び もて差 し出 さん,チ ュマ イ ェル の聖 なるキ リス ト,テ ィシ ミンの
聖三 賢人 ガスパ ル,メ ル チ ョル,バ ル タサル に。

44.我 喜 び もて差 し出 さん,キ リス トの聖 なる心臓 ,す なわち世界 の救 いの
主 に。 45。 神 の偉大 なる力 を持 つ主 に,聖 ロマ ンに,聖 ミゲル大天使 に。
46.我 喜び もて差 し出 さん,村 の真 ん中 にまします聖なる愛 のキ リス トに。
47.水 膨 れのキ リス トに。 48.届 き給 え,我 が言葉一つ とな りて。 49.我
一つ とな りて呼びかけん。三本 の十字架 ,い と高 き者 の側 の三本 の十字架 に。
50。 我喜 び もて差 し出 さん,聖 なる供 え物 を。 51.ミ ルパ を作 らん とす る者
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らが,い と高 き者 の大 なる右 の手 に捧 げん とするものを。
52.我 が大 いなる父 よ,今 ここに我喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 マ リア
様 に。 53.美 しき聖母 グアグルーペ様 ,美 しき聖母 シュ・ テム様 ,美 しき聖
母 ベ レム様 に。 54.美 しき聖母 シュ・ ツ ォール様 ,美 しき聖母 アスンシオ ン
様 (被 昇天の聖母 ),美 しき聖母 コンセプシオ ン様 (無 原罪懐胎 の聖母 )に 。 55.
美 しき聖母 カンデラ リア様 ,美 しき聖母 マ ググ レー ナ様 に。 56.美 しき聖母
サ ンタ・ エ レー ナ様 ,美 しき聖母 ナテ ィビダ様 に。 57:美 しき聖母 サ ンタ・
リタ様 ,美 しき聖母 サ ンタ・ エル ミータ様 に。 58.美 しき聖母 サ ンタ・ ロサ
様 ,美 しき聖母 ドロロサ様 ,美 しき聖母 ロサ リオ様 に。
我喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 ゲル トルー デ ィス様 ,美 しき聖母 ソ
ンダー様 に。 60.美 しき聖母 デ・ ラス・エ ス トレージ ャス様 ,美 しき聖母 デ・
59。

ラス・ メダー ジャス様 ,美 しき聖母 デ・ ラ・ カ リダ様 に。
61.我 喜 び もて差 し出 さん,美 しき聖母 マ リア・ デル・ カルメン様 ,美 しき
聖母 ペ ルペ トゥオ・ ソコロ様 に。 62.美 しき聖母 サ ンタ・ テ レサ様 ,美 しき
聖母 サ ンタ 0ク ララ様 ,美 しき聖母サ ンタ・ アナ様 に。 63.我 が言葉一つ と
な りて届 き給 え,貴 女様 の もとへ。我 一つ とな りて祈 らん。美 しき聖母 サ ンタ
・
バルバ ラ様 に。 64.サ ンタ
・ノシレバ ラ様 の もと。大 いなる主の側 に届 き給 え
,

我 が言葉。 65.我 喜 び もて差 し出 さん,こ のプ リミシアを。 66.生 みし者
らへ のプ リミシア。 い と高 き者 の大 い なる右 の手 に差 し出 さん。

67.我 が大 い なる父 よ,今我再 び願わ ん。主 のお許 しと御加護 の与 えられん
ことを。 68。 い と高 き者 の大 いなる右 の手 に捧 げられ しこの聖なるプ リミシ
アの代表者 らに与 えられん ことを。 69,生 みし者 らの最初 の者 が今 い と高 き
者 の大 い なる右 の手 に供 え物 を捧 げん とす。

70.ホ セ・ プ リミテ ィーボ。我 が大 い なる父 よ,我 願 わん。彼 に主のお許 し
と御加護 の与 えられん ことを。 71.彼 の身 に何 も起 こ りませぬ よ う。 また
何 も起 こ りませぬ よう,バ カブやジャガー,大 天使 ,カ ヌルの人 々,ペ テ ンの
,

人 々,そ して世界 の四隅 に も。

72.[2番 目は?]次 なるはホセ・ンオビル ド。我が大いなる父よ,我 願わん

,

彼 に主のお許しと御加護の与 えられんことを。 73.彼 の身に何 も起 こりませ
ぬよう。 また,何 も起 こりませぬよう,バ カブやジャガー,大 天使,カ ヌルの
人々,ペ テンの人々,そ して世界の四隅にも。

74.[3番 目は ?]次 な るはホセ・ ロ ラ ン ド。我 が大 い な る父 よ,我 願 わ ん

,

彼 に主 のお許 し と御加護 の与 え られ ん こ とを。 75。 彼 の 身 に何 も起 こ りませ
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ぬよ う。 また,何 も起 こ りませぬ よう,バ カブや ジ ャガー,大 天使 ,カ ヌルの
人 々,ペ テ ンの人々,そ して世界 の四隅 に も。
76.[4番 目は ?]次 なるはホセ・フス ティーノ。我 が大 い なる父 よ,我 願わ

77.彼 の身 に何 も起 こ り
ませぬ よう。 また,何 も起 こ りませ ぬ よう,バ カブや ジャガー,大 天使 ,カ ヌ
ル の人 々,ペ テ ンの人 々,そ して世界 の四隅 にも。
ん,彼 に主のお許 しと御加護 の与 えられん ことを。

78.我 が大 い なる父 よ,全 ての者 が集 まれ り今,我 願 わ ん。大 いなる右 の手
に聖なるプ リミシアを捧 げし代表者 らに主のお許 しと御加護 の与 えられん こと
を。

79.我 が大 いなる父 よ,我 今再 び喜 び もて開かん とす。大 いなる

(泉 )の 東

80.我 一つ とな りて語 らん。我一つ とな り
て聖なる清 き「黒 き土地 」 の主たちに呼びか けん。 81.世 界 の四隅 の聖 なる
の空 に浮 かぶ聖なる雲の御足 を。
清 き雲 の足 を起 こさんがため。

82.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地」 の言葉 ,シ ュ・ オニル の井戸 まで。 83.
シュ・ アー カ ン・ バ ラムの井戸 ,シ ュ・ チ ュン・ ベ ー キル の井戸 ,シ ュ・ チ ュ
ン・ チャカーの井戸 に。

84.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地」の言葉 ,シ ュ・メー ク・ハハ ル の井戸 ,シ ュ・
カバ ー・ハ ラル の井戸 ,チ ャー ンの井戸 ,シ ュ
・ノシレチ ェの井戸 に。 85.シ ュ
・
チ ュ リル の井戸 ,シ ュ・ チー チル の井戸 ,バ カブ・ マ ーシルの井戸 ,サ ク・ルー
ムの井戸 に。 86.シ ュ 0マ ー チ ュツ ィル の井戸 ,シ ュ・ ホ ローチル の井戸
,

87.シ ュ・ ノー・ カーウ ィル の井戸
サ ン・ ホセの井戸 ,シ ュ・ ノー・ ボー ビル の井戸 に。 88.ム ーシル・ チ ェー
シュ・ アーカ ン・ トゥーニ ル の井戸 に。

,

ンの井戸 ,シ ュ・ トゥー シル・ チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ チャル トゥン・ チ ェー
ンの井戸 ,ム ル サイの井戸 に。 89。 ルー ミル・ラーブの井戸 ,ベ ーチの井戸
シュ・ ター キ ン・ チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ ツ ァム・ カーブの井戸 ,シ ュ 0チ ャ
,

ク・ ツ ィーツ ィブの井戸 に。
90。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地」 の言葉 ,カ ンパ メ ン トの井戸 ,シ ュ・ヤー
シュ・ カカブの井戸 に。 91.シ ュ・ ヤーシュ・ カチ ャル・ バ ークの井戸 ,ク
バ の井戸 ,シ サル の井戸 ,シ ュ・ ルー チル の井戸 に。 92.シ ュ・ ノシレチ ェイ
ル の井戸 ,チ ャク・ シーニ ク・ チ ェの井戸 ,ノ ー・ チ ャク 0シ ーニ ク・ チ ェの
井戸 に。 93.シ ュ 0ノ ー・ クサマ の井戸 ,シ ュ・ ノー・ アル コ 0チ ェー ンの

井戸 ,シ ュ・ コローチ ェ・ チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ カン・ ハ イルの井戸 ,シ ュ・
カーラク・ ハ の井戸 に。 94.シ ュ・ カー ン 0ロ ー リル の井戸 ,シ ュ・ ヤール・
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アハ ウの井戸 に。我 らつい に至れ り,そ の淵 に。
95。 再開せん,「 黒 き土地 」
の言葉。チ ェレン トゥンの井戸 に,シ ュ・プキル・
チ ェー ンの井戸 ,シ ュ・ ス ビン・ チ ェーンの井戸 ,シ ュ・ ル キル・ チ ェー ンの
井戸 に。 96.シ ュ・ ビルー の井戸 ,シ ュ・ コーベ ニル の井戸 ,キ ンビラの井
戸 ,シ ュ・ ワユームの井戸 に。 97.ボ ロン・ ピー チの井戸 ,シ ュ・ ホロム・
チ ョー チの井戸 ,シ ュ・ カクウ ィル の井戸 に。 98。 シュ・ チ ョー ヨビル の井
戸 ,シ ュ・ トーロキル の井戸 ,シ ュ・ ウーツビル の井戸 ,シ ュ・ アー キルの井
戸 ,シ ュ・ コー チル の井戸 に。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地」 の言葉 ,シ ュ・ カーラック 0カ ー シュの井
・ノー・ルー チル の井戸 に。 101.
・ホー・パ カブの井戸 ,シ ュ
戸 に。 100.シ ュ
サ ン・ ロレン ソの井戸 ,ノ ー・ エ ンの井戸 ,シ ュ・ ハ ース・ チ ェニル の井戸
99。

,

シュ 0チ ャク・ チ ェンの井戸 に。

102.シ ュ・ ビル トゥン・ ハ の井戸 ,シ ュ・

チャク・ トゥン・ハ の井戸 ,シ ュ・ チャク・ ツ ァーニル の井戸 に。 103.サ ク・
イーツ ァの井戸 ,ノ ー・ サ ク・ イーツ ァの井戸 ,シ ュ・ ブ ッ ト・ ムー クの井戸
,

シサル の井戸 に。

104.シ

ュ・ コー ンビル の井戸 ,シ ュ・ ハ ツ・ マ ースカ ビル

の井戸 ,シ ュ・ ノー・ キーウ ィキルの井戸 ,シ ュ・ カーラク・ チャカーの井戸
に [.。 。]。
再開せん。「黒 き土地 」 の言葉。 アグア・ ビバ の井戸 ,ク ー フの井戸
・
シュ・ トゥール ビル の井戸 ,シ ュ・ホー ビル の井戸 に。 106.シ ュ・ ノー リア
105。

,

チ ェー ンの井戸 に。[ど うか受 け入れ られ給 え,]「 黒 き土地 」の言葉。 107.サ
ン・ フランシス コの井戸 ,ノ ー・ ツ ィウの井戸 ,シ ュ・ カーンカブ井戸 ,シ ョ
・ヤー シュ・コポイル の井戸 ,シ ュ・マ クチ ェ
・
・ムー クの井戸 に。 108.シ ュ
ク
カー ンの井戸 ,サ スカブ・ ム クイの井戸 に。 109。 ノー・ サスカブ・ ム クイの
井戸 ,シ ュ・ ブー トゥ ビル井戸 ,シ ュ・ チ ェー ン・ ホー ロム井戸 , ミースの井
戸 ,シ キ ン井戸 に。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉 ,シ ュ・ カーマ ティル の井戸 に。
111.ノ ー・ テ ィム クイの井戸 ,サ ン・ ビセ ンテの井戸 ,サ ンタ・ マ リアの井戸 ,
110。

112.シ ュ・ ヤー シュ・ イキル の井戸 ,サ
ン・ ペ ドロ・ サツァブの井戸 ,シ ュ・ チ ェーチ ミルの井戸 に。 113.サ ン・ ホ
セ の井戸 ,チ ョーマ ックの井戸 ,シ ュ・ クーユ ッ トの井戸 ,ム クイの井戸 に。
シュ・ ウ ェーチ・ イキル の井戸 に。

114.シ ュ・ コー ク ミルの井戸 に。
どうか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉 ,チ ャル トゥン・ ブー ロの井戸
ノー・ チャル トゥン・ ブー ロの井戸 に。 116。 ポー・チ ェ・ ナーの井戸 ,シ ュ 0
115。

,
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117.バ ッ トの井戸,
ペ
シュ・ イ シーマル の井戸 ,シ ュ・ ー ト・ ヤの井戸 ,シ ュ・ オーシュ・ ヌープ
レム ラキル の井戸 ,シ ■・ カー ン・ ホマ イル の井戸 に。

の井戸 に。 118.ノ ー・ ルー ミラの井戸 ,チ ク・ ブールの井戸 ,チ ャ ン・ チク
ブール の井戸 ,シ ュ・ カー ンカブ・ クの井戸 に,[.¨ ]

119.再 開せん,「 黒 き土地 」 の言葉。 シュ・オーノビル の井戸 ,ツ ー ク・バ ー
トゥル の井戸 ,チ ャン・ オ ジ ャの井戸 ,ノ ー・ オ ジ ャの井戸 に。 120。 シュ・
ポル ビル・ マ クの井戸 ,サ ン・ トマ スの井戸 ,ラ カン トゥンの井戸 ,シ ュ・ タ
ク ビル・ チ ェー ンの井戸 に。

121.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地 」 の言葉。 シュ・ サク・ ワユー ミルの井戸

,

122.オ ー シェラの井戸 ,シ ェルバ クの井
ュ
・カ
ン
・
ノー
ナシ
の
に
戸 ,シ
井戸 。 123.チ ューム ク・カールの井戸 ,ノ ー・
パ ティル の井戸 ,カ タブの井戸 ,パ ラル の井戸 に。
シュ・ ヤー シュ・ イキル の井戸 に。

124.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地」 の言葉 ,ツ ィー ミン・ チ ェーンの井戸 ,
シュ・ マー ビ リル の井戸 に。 125.サ ンタ・ テ ンサの井戸 ,サ ン・ ミゲルの井
戸,サ ン・ アマー ドの井戸 ,ア ーカブ・ チ ェー ンの井戸 に。

126.ど うか届 き給 え,「 黒 き土地 」の言葉 。 シ ョーク・ ミースの井戸 ,シ ュ・

127.シ ュ・ イ ェー ビル の井戸 ,シ ュ・ ルーテル
の井戸,シ ュ・ ボータシルの井戸 ,シ ュ・ マー イ・ ツ ィムニル の井戸 に。
ボー イ・ ベ ー キル の井戸 に。

128.[再 開せん,「 黒 き土地 」の言葉。]129。 再 開せん,「 黒 き土地 」の言
葉。 シュ・ マ イ・ ツ ィムニル の井戸 に。 130。 シュ・ ペ ー ク・ チ ェー ンの井戸
シュ・ ヤール・ マ クニル の井戸 ,シ ュ 0メ サ・ トゥニ ッチの井戸 ,シ ュ・ セポ・
トゥニ ッチの井戸 に。 131.シ ュ・ コラル・ トゥニ ッチの井戸 ,カ ー ナル・ ア
,

ミルの井戸 ,カ カブ・ ア ミルの井戸 ,シ キ ン・ ケー フの井戸 に。 132.シ ュ・
カー ンチ ュヌー ピルの井戸 ,シ ュ・ タブ・ カーキルの井戸 ,コ ー チラの井戸
,

クール の井戸 ,バ ラム・ トゥニル の井戸 に。 133.シ ュ・ カーラ ック・ ベ ー ク
の井戸,シ ュ・ チ ュー ン・ コポイル の井戸 ,ツ ィバ ル・ チ ェー ンの井戸 に。我
が言葉巡 りた まえ,世 界 の四隅 を。
134。

おお,我 が真 なる主・大 い なる父 よ,我 喜 び もて大 きなる泉 の東 の空 に

浮 かぶ聖なる雲の御足 を開 け り。
135。 我 ここに喜 び もて小 さき泉 の西 の空 にて祈 りを終 えん。

<朗 唱 >
136.我 が 父 な るジャガ ー よ,今 や 汝 に聖 な るプ リ ミシア を差 し出 せ り。その
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大 いなる右 の手 に。聖 なる雲の御足 が立 ち上が らん大 なる泉 に。

137.喜 び もて動 きだ さん空 の四隅 に。
138.お お,今 や 3人 のボ ロ ン,聖 なるプ リミシアを差 し出 さん,主 よ,そ の
大 いなる右 の手 に。

139.聖 なる雲 の御足 が立 ち上が らん大 なる泉 に。稲妻 を走 らせ る雨の神 に
馬 に跨 が りし雨の神 に。神 々 よ,ミ ルパ に喜 び もて雨 を降 らせた まえ。
140。 今 や, 3人 のボ ロンが喜 び もて差 し出 さん。聖 なるプ リミシアを。

,

141.雲 の蓋 を纏 い,水 を撒 き給 う者たちに。主 よ。
142.願 わ くは,天 の雫 の もた らされん ことを。主 よ。
143.涙 もて,涙 もて願 い し ミルパ を作 りし者 らなれば,主 よ。
144.喜 び涙 もて天の雫 を願 い し者 らなれば,主 よ。
145.涙 を重ねて願 い しミルパ を作 りし者 らなれば,主 よ。
146.願 わ くは, ミルパ に喜 び もて雫 の撒 かれん ことを。主 よ。
147.涙 もて,涙 もて願 い しミルパ を作 りし者 らなれば,主 よ。
148.願 わ くは,美 しき恩寵 (ト ウモロコシ)の 幹 の冷 や されん ことを,主 よ。
149.我 らに授 けられ し恩寵 は今 まさに この地 にて焼 け こがれん とす,我 が主
よ。

150.主 よ,今 我大 いなる主の道 を開かん とす。
151.我 喜 び もて聖 なるプ リミシアを差 し出すな り。
152.ミ ルパ を作 りし者 らが喜 び もて大 い なる主の大 い なる右 の手 に据 えし
プ リミシアなれば。

153.あ あ,バ カブ,あ あ,バ カブの風 ,今 我汝 の大 い なる主の道 を開かん と
す。

154.我 差 し出さん,我 据 えん,聖 なる供 え物。
155。

い と高 き者 の大 い なる右 の手 に捧 げ られ しものなれば。

156。

ああ,9つ の風 ,処 女 なる 9つ の風 ,今 我汝 の大 いなる主の道 を開かん

とす。

157.我 差 し出 さん,我 据 えん,聖 なるプ リミシア。
大 いなる主の大 い なる右 の手 に捧 げ られ しものなれば。
159.あ あ,大 きなるつ む じ風 ,あ あ,処 女 なるつ む じ風
158。

,

160.我 ら喜 び涙 もて,大 い なる主の道 を開かん とす。
161.汝 らが通 らん道 に ミルパ が 開かれ しなれば。
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162.汝 らが灰 を集 めん道 なれば。
163.あ あ,机 ,あ あ,4つ の机 ,今 我 ら喜 び涙 もて大 い なる主の道 を開かん
とす。

164.汝 ら土地 を守 り給 えば,汝 ら世界 の四隅 を守 り給 えばな り。
165.汝 ら 4つ の支柱 にて空の隅 を守 り給 えばな り。

166.4人 のバ カブ, 4人 のバ ル ンバ ンの住 み し 4つ の家 を。
167.あ あ,バ ンバ ン トゥン,あ あ,バ ラ ン トゥン,告 げ給 うな,大 い なる主
に。 さもな くば,我 差 し出す ことなか りけ り。我 い と高 き者 の大なる右 の手
に据 える ことなか りけ り。
168。 ああ,バ ンバ ン トゥン,あ あ,バ ラン トゥン,案 内役誰 な らん。オノ リ
オ・ チャ レー な り。

169.か か る者 こそ差 し出すな り。かか る者 こそい と高 き者 の大 なる右 の手 に
据 えるな り。
170。

どしゃ降 りの雨,滝 の ごとき雨 とな りて きた り。大 いなる主の大 いなる

右 の手 の清 き風 が。

171.ど しゃ降 りの雨,滝 の ごとき雨 とな りて きた り。清 き風 が。父 と子 と聖
霊の名 にお いて。アー メン。

172.父 と子 と聖霊の名 にお いて,ア ー メ ン。
173.あ あ,我 が真 なる主,大 いなる父 よ,聖 バ ル トロマ イよ,ナ ザ ンのイエ
スよ,我 この聖なるプ リミシアを大 い なる主の大なる右 の手 に差 し出す な り。

174.ミ ルパ を作 りし者たちが捧 げん ものなれば。

175.喜 び涙 もて空の雫 を

求 めるものな り。 176.喜 び涙 もて天の雫 を求 めんは,大 いなる主の大 いなる
右 の手な り。 177.イ エ ス・キ リス ト,父 と子 と聖霊の名 にお いて,ア ー メ ン。
178。
ご機嫌 よう (こ んにちは)。
(後 編 につづ く)

圧

[1]マ ヤ語 の表記 法 は国 際音 声字母 に基 づ い た音 素 の学術 的 な表 記 を重 視 し
た もの と,ユ カタ ン・ マ ヤ語話者 の 多 くが スペ イ ン語 とのバ イ リンガル で
あ る とい うマ ヤ語 を取 り巻 く社会 的文化 的 な環境 か ら実 際的 な使 用 を重 視
した もの に大別 す る こ とが で きる。本稿 で は,ほ ぼ慣 習化 して い る後者 の
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π%の 表記法 に準
表記法 を採用 し,そ の中で も D溌 あ%α %ο い Qの 潮θ
拠す る。 ただ し,こ の辞書 では二重母音 の表記法 が不完全 で あるため,母
ttzα ποaが ぁ
音 に関 しては Juan R.Bastarrachea,et.al.(1992)の 五万σ
ユタαπο測″ r,m‐ EMα ″οムの表記法 を採用す る こととす る。 よって本
.

稿 で用 い るマヤ語 の音素 は,p,p',b,t,t',k,k',ch,ch',ts,ば ,s,
x, nl, n, 1, h, ', w, y, a, aa, 五a, i, 五, li, u, uu, 6u, e, ee, 6e,

o,oo,6oで ある。ア ポス トロフ ィー (')単 独 は声門閉鎖音 を表 し,p',t',
k',ch',tゞ はそれぞれ p,t,k,ch,tsに 気音 を伴 った有気音 で ある。ts
は歯茎破擦音 ,chは 硬 口蓋 破擦音 ,xは 硬 口蓋摩擦音 で ある。yは ,母 音
で始 まる単語 の直前 に/u/が来 た場合,間 に挿入 され る硬 口蓋側音 である
が,ス ペ イ ン語 の慣例 に従 って,単 語 の末尾 の/i/を 表記す るために も使用
す る。なお,祈 薦文 中 に現 われ るスペ イ ン語 の単語 には*印 を付 け,ス ペ イ
ン語 オ リジナル の表記 を行 ってい る。 ただ し,発音上 かな り変形 してい る
と思われ るものに関 してはマヤ語 で表記 した上で,[]で スペ イ ン語表記 を
付 けるか,注 を付 けた。 また,祈 薦文 を除 く本文 では,マ ヤ語 をイタ リッ
ク体 で表わ した。

[2]チ

ャ・ チ ャー ク儀礼 の祈薦全文 を文 字化 した もの として は,お そ ら く
πθ
bb」‐
%ο bι .の 二巻 が唯一で
Carlos Montemayor(1994)の び R 沈λグ
,

あろう。Ro Redfield and A.Villa Roias(1934)が

Cttπ 働

2.で 付録 と

して掲載 した祈薦文 は部分的 な ものであ り,残 念 なが らそ こか ら祈薦 の全
体 の構成 を知 ることがで きない。 また,チ ャ・ チャー ク儀礼以外 のフ・ メ
ンの祈薦 を文字化 した もの としては,Alfredo Barrera Vasquez(1970)
の The Ceremony of Tsikul T'an Ti' Yuntsiloob at Balankanche:

′
Description of the Ceremony.(In I勉 滋π
物%θ あら 物 ηπι〆 励θl動 髪″
″ ι
stt Eo Wyllys Andrews IV(ed.),pp.72‑79.Tulane University Middle
American Research lnsitute,Pub.No.32.New Orleans。 )=や ω λ″力οο′
を扱 った Bruce

Love(1984),M%物

γを取 り上 げた William Hanks

(1984)な どがある。
[3]フ・ メ ンの成巫過程 に関す る詳細 な研究 は行 なわれて いない。筆者 の知 る
限 り,ユ カタンのフ・ メ ンはエ リアー デの分類 で言 えば,個 人型・ 職業型
の シ ャーマンで,既 存 の フ・ メ ンに弟子入 りしてフ・ メンとしての知識 を
身 に付 ける ことが多 い。ただ し,「 祈薦 はすべ て 自然 に出て くるものであっ
て,他人 か らフ・ メ ンになるための訓練 を受 けた ことはない」 と主張す る
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召命型 のフ・ メンも存在 する。オ シュクツカブの あるフ・ メ ンは,祈 薦 よ
りも儀礼用料理の作 り方,特 にピブや コルヘ の トウモロコシの配分 に関す
る知識 を習得す る方 が重要だ と筆者 に語 った。 これはフ・ メ ンの成巫過程
にお いて祈稿 の会得 が さほ ど重 要視 されてい ない ことの表われ と見 ること
も可能 で あろう。少 な くとも,フ・ メンの祈薦 が フ・ メ ン毎 に異 なるとい
う事実 に照 らしてみた場合 ,こ の フ・ メンの言葉 はフ・ メンの祈薦 が師弟
間 で厳格 に伝授 され る必 要性 がな い こと,す なわち個人間 の偏差 へ の許容
度 が高 い ことを前提 にしてい る もの と思われ る。 その意味 では,各 フ 0メ
ンは祈薦 の技法の習得 を個人 的 なプ ロセス として体験 してい る と考 える こ
とがで きよう。 なお,フ・ メンはエ クスタシーの技術 を用 いない呪医 で あ
るが,フ ・ メ ンは動物 な どに 自由 に変身 した り,空 を飛 んだ りする能 力 を
持 っているとい う信仰 が存在す る。
・ワー クは 1995年 4月 か ら 1996年 3月 までメキシ コ政府外務
[4]フ ィール ド
省 の研究助成 を受 けて行 なった。

[5]ユ カタン半島原産 の りゅうぜつ らん科 の植物。サイザル麻 とい う名で も知
られ るこの植物 は,19世 紀後半 よ リロープな どの材料 として栽培 されるよ
うにな り,大 規模 なプランテー シ ョンが発達 した。 その後 ,石 油化学繊維
の発 明 や ライバ ル生産 国 の登場 な どによって競争力 を失 ったため,政 府 は
エ ネケ ン栽培 へ の補助金 を打ち切 り,そ の他 の農業作物 へ の転換政策 を進
めて い る。

[6]マ ヤ系諸言語 の中でユ カタン半島 で話 される言語 が マヤ語 と呼 ばれ る。こ
のユ カタンの マ ヤ語 を他 の マ ヤ系言語 か ら明確 に区別 す るた めにユ カ タ
ン・ マ ヤ語 (Yucatec[Maya],Maya Yucateco)と い う表現 が しばしば
用 い られ る。 しか し,ユ カタンにおいて一般 にマヤ と呼 ばれる人 々 あるい
は社会 を特定す る ことは言語学的 に も人種的 にも非常 に困難 で ある。本稿
ではユ カ タ ンの現地 (土 着 )文 化的な ものを指 してユ カタン 0マ ヤ と呼 ぶ
こととし,そ れによって特定 の民族集団 を意味 しない もの とす る。 よって
本稿 では,ユ カタン固有 の文化 を持 った人 々 を指す必要が ある場 合 には
マヤ人 ,マ ヤ民族 とい った表現 は用 いず,マ ヤの人 々,あ るい は単 に (ユ
,

カタン・ )マ ヤ とす る。

[7]現 在で も,ト ウモロコシ栽培 が村 内部 の基本的 な生業形態 で ある ことに変
わ りはないが,1970年 代以降 のカ リブ海沿岸の リゾー ト産業の発達 に伴 っ
て両村 ともに出稼 ぎが村人 の生業 の一つ としてカロわってい る。
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[8]半 島北西部 の先端部 に一部 ステ ップ (Bs)気 候帯 が ある。
[9]一 度切 り開かれた畑 (ス ペ イ ン語 で milpa,マ ヤ語 で 力οοJと 呼 ばれ る)は
森 の放置年数 によって複数年使用 され る。 2年 目以降 は トウモロコシの茎
と雑草 を切 り払 って燃や し, ミルパ にす る。 ミルパ には基本的 に追肥 をし
ないため 2年 目以降 の収穫量 は半減す る。通常, 2年 (回 )で 使用 をやめ

,

森 が再生す るまで放置す る。
[10]ユ カタンで栽培 されて い る トウモ ロ コシは生育期間,穂 の大 きさな どに
π″%‐ πα′
′
よっ1〔 χ‐
,″ 切れ
,hibrido lこ 大別 され,さ らに任1に よって下
%α ′は 1.5〜 3ヶ 月で結実す るが,穂 が ルπ滋 ―
πα′
力ι
π‐
位分類 され る。χ π′
‐
‐
力θ
%‐ π
α′も播種 の時期
よ りも小 さ く,収 穫量 が少 ない。χ %滋 %α ′もχ″ θ

は同 じである。 Hibridoは 品種改良 を行 なった トウモロコシで収穫 量 は最
も多 いが,早 魃 に弱 いため天水 を唯一の潅漑 とす る伝統的 な焼畑農地 で は
栽培 されない。
[11]ウ ・ ハ ン リ・ コール %物彪π″力οο′儀礼 を数年間行 ってい ない人 は,こ れ
を行 う場合 もある (Redfield and Villa Roias 1934:85)。
[12]『 チ ャ ン・ コム』 には「経済活動」 を扱 った章 で,チ ャ・ チ ャー ク儀礼 は
種蒔 き と収穫 の い ずれ の 時点 で 行 なって も構 わ な い とも記 され て い る
(Ibid.)。

[13]Villa Roias(1978)に は儀礼 の水が どこか ら得 られ るのかについての記述
は見当た らない。

[14]植 物 の名称。学術名 はそれぞれ次 の通 り。π滋″七PJo%ι 乞 磁滅絨雄 物 :
ηヴ
グ
″勿
η
励勿 ωππ%π たか 2む θ
CαSα砂ル蒻b夕 %た 力ι
η, 加 ιル賀 Ic競り οπι
ιη励″%α , sゎ θλ〆f B%%σ 力θsル gttπ グ%′ οsα , ″勿″ C力 α%″ グοπα
ん滅 s滋 物 は花 を飾 りとして用 い るのに対 し,後 者
″ %勿 わ 励 。磁 ″'と θ
3つ は葉 っぱを用 い る。 物 b物 と扇α′は「冷」「温」の分類 カテ ゴ リー にお
いて「冷」 とされ るものである。
・マヤに関す る民族誌 で女性 を儀礼的 に「汚れた もの」 で ある と
[15]ユ カタン
明示 した報告 は見当た らない。 また筆者 のフ ィール ドワー クにお いて も,
ユ カ タ ン・ マヤの人 々の口か ら女性 は汚れて い るとい う説明がなされた こ
とは一度 もなかった。一般 に,女 性 が儀礼 の場 に立 ち入 ると神 が機嫌 を損
ね るか らとい う理由か ら,儀 ネLの 場 か ら排除 される傾向があるだけである。
[16]ク ル ソー・ マヤではバ ル チ ェで はな くcalizと 呼 ばれ る酒 が用 い られた。
ただ し,こ れ はバ ル チ ェの材料 で あるバ ル チ ェの本 の皮 が入手 で きなかっ
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たためである。
[17]バ ル チ ェの聖化特性 が何 に由来す るのかは不明である。ユ カタ ンで消費 さ
れ るアル コール類 の中で,バ ル チ ェが唯一 ユ カタ ン固有 の ものであるとい
う点 では,他 のアル コール に対 して構造的価値 を持 ち うる。 しか し,バ ル
チ ェは征服 以前 か ら用 い られて い るこ とを考 えると,こ の解釈 では不十分
である。 なお,日 常 に消費 され るアル コール類 の中で ビールや ワインはマ
ヤの儀礼 には決 して使用 されない。 ラム酒 (サ トウキ ビの蒸留酒 )が しば
しばバ ル チ ェを補完 す る形 で使われ る ことが あるが,ラ ム酒 はバ ル チ ェよ
りも「処女」 の度合 いが低 い とされ る。

[18]聖 母 マ リアが チ ャー クに付 き従 う こともある。聖母 は瓢箪 を持 たない。そ
の代 わ り,聖 母 が跨 がった太 った黒 い馬 の体 か らほ とばしる汗 が雨 になる
とい う (Villa Roias 1978:292)。

[19]筆 者 が直接観察 で きなか った部分 は,祭 壇 な どの準備過程 ,鶏 や七面鳥 が
生 け贄 にされる過 程 , 1日 目の夜 に行 なわれた十字架 へ の祈躊 (velada),
儀ネL終 了後 の払 いな どが ある。
[20]こ の時,筆 者 に時間 を尋ねた フ・メンはいい時間 だ とつぶや いた。 6月 か
ら8月 までの雨期 には通常午後 に数時間 のス コールが ある。雨 は南東部 か
ら北西部 に移動 しなが ら降 る。 メ リダ市近辺 では 3時 頃か ら降 り始 める こ
とが多 い。 この 日は 4時 頃,儀 礼 の後片付 けが済 まない内 にどしゃぶ りの
雨 が 降 った。

[21]こ の祈躊 のテープ起 こ しはユ カタ ン 自治大 学人類 科学部講 師 Refugio

Vermont Salas氏 が行 ない,そ れ に筆者 が修正 を加 えた。
・メンは,ス ペ イ ン語 の primiciaを 夕ι
η 法あ と発
[22]こ の祈稿 を行 なった フ
音 した。 プ リミシアは本来「初穂」「初収穫」を意味す るが,今 日ユ カタ ン
では,チ ャ・ チャー クな どフ・ メ ンが行 な う儀礼で供 えられ る供物 を総称
してプ リミシア と呼 ぶので,本 稿 で はプ リミシア と訳す。

[23]原 語 では「一つの許可 と許 し」 となってい る。以下同 じ。
[24]コ ル デメックス・ マ ヤ語辞典 では,ジ の あ
「 気前 の よさ」 と記 され
"は
てい る。Vermont Salas氏 は これ を一貫 して「供 え物 (ofrenda)」 と訳 し
た。

[25]Vermont salas氏 のテープ起 こしの まま。「料 理祭壇 」の祈薦 で は この部
分 は「読 み上 げる者」 となって い る。

[26]こ こでは 滋αみ〃 を 物 たαみの協滋ι′
〃の短縮形 とみなした。「料理祭壇」の
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・コ
祈薦 の 24番 も同 じ。 それ以 外 の「黒 い土地 」 は 物 たαみの訳 。『 チ ャ ン
ム』 は,磁 滋 ιに「椰子 の本 が生 え,作 物 が よ く実 る黒 い土地 」 とい う注
また ,同 書 で はカカ
釈 を付 けて い る (Redfield&Villa Roias 1934344)。
‐
ブの土 地 の番人 は αλ滋 %α %― 力 ιθbみ (カ カブの土 地 の番人 )と も記 して い
る。

[27]鳥 の名称 。 Vermont Salas氏 は これ をム ク ドリモ ドキ (orop6ndola)と
訳 して い る。 ム ク ド リモ ドキ (マ ヤ 語 で ノ笏η %π )は Icterus科 の 鳥。

Santiago Dominguez Akё (1993)に よる と,ム ク ドリモ ドキが 巣 をか け
る期 間 が 長 い と,そ の 年 は 日照 りが長 く続 く とされ る。
参考文献
あπαπο ″のαCθ γ
αι
%グ
σ
σ
Barrera Vasquez,Alfredo,et al.(edS。 )1980.」 げ

.

146rlda:]Ediclones Cordemex.

Bastarrachea, Juan R.1992.Lcσ あ%α πο B祇″θ Ettα πθん関のα, Mttc‐
鉤 αποtt Mё rida:R/1aldonado Editores.
bグ ′
σ
λα′
′
グ%: FJaπ ノ Fα%%α o M6XiCo:
Chavez Guzman, M6nica。 1995. Iレ グ
Conlisi6n Nacional para el conocilniento y Uso de la Biodiversidad.

Dominguez Ak6,Santiago.1993.Cπ ιπθ鶴 ,乃リワθ沈雰 ノ Cο %sc燃〕Zのパ
Colecci6n Letras Mayas Contemporaneaso No.20.Mё xico: IN1/
SEDESOL.
ι
ルγCο わπ勿′R%″ ′動 ιCο JJaθ ″υ
Farriss,Nancy M。 1984.動 物%Sθ σ
″″ %π イ
αムPrinceton:Princeton University Press.
E%″ 紗πζ
θcF S%η ′
υ
.

Hanks, Willianl F。 1984. Sanctification, Structure, and Experience in a

π
Yucatec Maya Ritual Event.ユ ,%″ zα ′(ヴ 4π ι
。1990。

R´ ″πJ物 ′Pttσ ι
たθ′ια%♂錠

%乃 ルあ″。97:131‑166.

απグ Lわ θ
グ (シ α α%ο タ
ィ 励ι

物 り。ChiCago:The University of Chicago Press.
″υ .r G7%sο
INEGI.1992.Caα EE sa Rω %施 ぁsD和 ′
乃 b滋 σπ ノ

ら 19"Mё

y′υ
″π滋

(ル %ι π′滋

xico:INEGI.

̀′

診′Es滋 ″θtt y勿 (z〃%。 M16xico:INEGI.
.1994.4π z″ πο Es″ グ角磁co ι
Love, Bruce。 1984.Wahil Kol: A Yucatec Maya Agricultural Ceremony.
Esttaり。
sa診 滋 笏

名α ぃ Q.15:251‑300.

.1986.Yucatec Maya Ritual:A Diachronic Perspective.Ph.D.Disserta‐

tion,UCLA.
一‑54‑―

ゝ4aas Coni, Hilaria。 1991. La lmportancia de las Ceremonias y Practicas

Religiosas en una Comunidad]Rural,Sotuta,Yucatan.Informe final de
la investigaci6n.Universidad Aut6noma de Yucatan.centro de lnves‐

tigaciones Regionales ̀̀Dr. Hideyo Noguchi", Unidad de Ciencias
Sociales.

Montemayor,Carlos.1994.1/λ 孵た″bb J― %ι ποbろ ″″OS助 〃ο滋燃
Mの優)̲J一 二 COlecci6n Letras Mayas Contemporaneas.No.37‑40。
M6xico:IN1/SEDESOL.
Pacheco Cruz,Santiago.1947.跳 銭 εOs物 %ι″の,Rι ′
″ σ%rS″ ι容″ ぁπハ ル
わsZの ぉ。Mё rida:Imprenta del Sro Enrique Go Triay.

ο
πα
%グ
Press,Irwin。 1975。 7滋 滅厖
Re

4物 滋″ο%fZが 7

2 αZθttπ

Mのα力′
れ影。WeStport:Greenwood Press.
%r
Cruz,Alicia。 1996.動 ι7勿 ο〃グ
笏 グ C滋 %κθ

L

滋%

π グ α』
化孵
Sσ ι
πα

協 :ιttθ ι形 .Albany:State University of New York Press.
滋π.Chicago:The Univer‐
Redfield,Robert.1941.τ みθ乃 ル C%′ 劾″ グ L
sity of Chicago Press.

Redfield,Robert and Villa Roias,Alfonso.1934.Cttπ

κθπ『 ス ″物脇

力 :睦Co Washington:Carnegie lnstitution of Washington.
鈴 木紀 1989「 マ ヤの四 つ の祭壇 」『季刊 民族 学 』 50号 ,107‑114頁 .
Иグ
1994.ι αプ
Teran,silvia and Christian Rasmussen。
わα″ιJas』 屁り f Lα

S夕
%脇 π 滋 あS」 吻 磨 レ カ炒 滋″θ
絶 πθ
yttσακ%.B46rida:Gobierno

4ε ttJes

′助 盗 ″ 滋
θ
πι

del Estado de Yucatan.

varguez Pasos,L.A。 (ed。 )1981.ι 夕

Jビ′
物

θ
πι
″ あS″ の

滋

珍

〃%.

ヽ46rida:Ediciones de la Universidad de Yucatan.

sル aθsi E物 昭 η 物 滋
Villa RoiaS,Alfonso.[1945]1978.ι お EJ ″″θ
Zのぉ

Jι

O物 ″%α

Rο θ
o Serie de Antropologla Social.No.56。

INI.

―‑55‑―

Jas

Mё xico:

