ブータンのチャムと密教圏の
チャムとの比較考察
―ブータン王国のゾンのチャムから考えるチャムの
「疑似体験」と「聖と俗の境界」―
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一、はじめに
1

チャムは密教の〈三密の修法〉に身体技法を組み合わせた密教修法であり、さらにチャ
2

ムの中で魔を討つ修法を修するものである。チャムにおいて修法を修する場合とチャムを
伴わず修法を修する場合とでは、その効験力に大きな違いがある。
3

チャムの場合、寺院の僧侶全員による読経と密教の観想修行を積んだ複数の僧侶や密教
4

行者達が本尊を観想し、それによって、主たる忿怒尊だけでなく、それ以外の忿怒尊やそ
の眷属までも顕現させ、観想の中で巨大なマンダラを形成する。さらに、そのマンダラの
5

中で、チャムによって魔を祓い、咒師が魔を討つ修法を修するのである。
6

7

8

例えば、ゲルク派の〈ジャハル・チャム〉は、ドルジェ・ジグジェを観想して怨敵降伏
の調伏法を修するチャムであり、ゲルク派最大の効験力をもつ修法を修する修会である。
9

10

11

チャムは〈ナーローの六法（六成就法）〉や〈聖者の生起次第の修行法〉に基づく密教
修会であるため、観想によって顕現する世界は天上界ではなく、死の瞬間から次の生を得
るまでの 49 日間の中有（バルドゥ）の世界である。その中有の光景は『死者の書（バル
ドゥ・トェドル）』に説かれる世界の再現であり、中有のマンダラに現れるホトケの多く
12

13

は男女両尊（ヤブ・ユム）一対でチャムを執り行なう。つまり、チャムとは曼荼羅観想を
14

15

中心にした「生起次第」とヨーガの技法を用いた「究竟次第」が組み合されたものであ
る。
チベット仏教ではチャムを修する僧侶（密教行者）自身の心が正しくなかったり、チャ
ムの解釈や儀軌次第を誤ったりすると、死をもたらす危険性があるとして恐れられてい
る。チャムは中有の世界の顕現であるため、密教の秘儀ともいわれ、選ばれた僧侶や密教
行者にしか執り行うことが許されていない。チャムを執り行う僧侶や密教行者には師承関
係に基づく伝法潅頂と師による口授が必要であり、観想能力だけでなく、身体技法を執り
行うための身体能力も要求される。
チャムには大まかな儀軌次第や型の組み合わせが専門用語で記された儀軌経典が存在す
16

るが、もともと、密教タントラは口伝によるため、秘儀に関する部分は経典に記載されな
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い。また、魔を討つ修法に関する儀軌経典は別途存在し、チャムを執り行うには複数の儀
軌経典を組み合わせる必要がある。
チャムの儀軌経典は各宗派のチャムの統一形式を記したものであるため、チャムの基本
儀軌や型は儀軌経典を参考に師から口授を受けて執り行われる。そのため、各宗派のチャ
ムの基本儀軌や型はほぼ同じである。しかし、同一の儀軌経典を用いたとしても、各寺院
それぞれ独自の演出を加え、固有のチャムを創り上げるため、チベット仏教圏にはどれ一
つとして同一のチャムは存在していない。
17

18

19

本稿では、まず、ブータン王国のゾンのツェチュとチベットやモンゴルのゲルク派の
チャムとの比較考察によって、チャムとは何かという問題を再考察したいと考えている。
そして、本稿で導き出した結論に基づき、筆者がアジアの密教圏におけるチャムの一種で
あると考えている伎楽について、密教儀礼の観点から再考察を試みる次第である。
なお、本研究は 08 年度科研特定領域「散楽の源流と中国の諸演劇・芸能・民間儀礼に
見られるその影響に関する研究」（研究代表者 : 加藤徹）並びに 09 年度科研基盤Ｂ「アジ
アの無形文化における仮頭の研究─仮面との比較から─」（研究代表者 : 細井尚子、
19401015）の他、早稲田大学演劇博物館演劇映像学連携研究拠点研究助成平成 21 年度
「アジアの無形文化における芸能的身体表現の研究」（研究代表者 : 稲葉明子）及び平成 22
年度「仮面舞チャムの儀礼世界の研究─チベット文化圏と日本における仏教儀礼 / 芸
能の比較から─」（研究代表者 : 木村理子）によるものである。
二、チャムと国家との不可分な関係─チャムの起源に関する考察から
（1）チベット、ブータンのチャムの起源

20

チベットにおいて流布しているチャムの起源説によると、8 世紀、吐番のティソン・デ
21

ツェン王（754 〜 796）の時代、インドからチベットに招聘された密教行者バドマサンバ
22

ヴァがサムイェー寺建立（775 年）の際の落慶式に鼓舞を取り入れ、悪魔退治を行ったの
がチャムの始まりであると伝えられている。
23

24

ブータン王国の国教であるドゥク派はバドマサンバヴァをグル・リンポチェとして祀
り、現在、ブータン王国のゾンではバドマサンバヴァの生誕日（月の 10 日）に合わせ、
年に 1 回ツェチュが執り行われている。ブータン王国のゾンのツェチュにはサムイェー寺
建立の際にバドマサンバヴァが執り行ったとされる鼓舞に由来する〈ギン・ツォリン〉の
チャムが存在する。ただし、このチャムはブータン王国のゾンのチャムの統一形式の一
つであり、チャムの統一形式は、ブータン王国第二代国王ジクミ・ワンチュック（在位
1926 〜 1952）の時代にこれまであったチャムを参考に新たに創造されたものであるため、
そのもともとの起源は不明である。

25

また、ブータン王国のゾンのチャムの統一形式にはペマ・リンパ（1450 〜 1521）が瞑
想で見た「神々の世界」を再現したと言われるチャムも存在する。ペマ・リンパはニンマ
26

派の聖人であるため、ブータンのペマ・リンパに関わるチャムはニンマ派のチャムに由来
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している。

27

チャムはヨーガ（観想）の行法を用いて修するものであり、ニンマ派やカギュ派では、
もともと密教行者が執り行っていたものである。ペマ・リンパの子孫が瞑想で見た「グ
28

ル・リンポチェの楽園サンドペルリ」のチャムがブータン王国の伝承においてドゥク派の
僧侶によるチャムより遅く始まり、ブータン王国のゾンにおける俗人（在家密教行者）の
チャムの起源になっている背景には、ドゥク派による国家統一がブータンの国としての起
29

源であり、なおかつ、現在のブータン王国の王家がペマ・リンパの血筋であることが関係
していると思われる。
また、ブータン王国のゾンのチャムの特色でもある高く跳び上がる跳舞のスタイルもペ
マ・リンパがチャムに導入したものであると伝えられている。ペマ・リンパには神通力で
ブータン国中の悪魔退治を行ったという伝説があり、高く跳び上がる跳舞のスタイルは国
王がペマ・リンパにまで遡る王家の伝統に則り、国中の悪魔退治を執り行なっていること
を示唆するものであろう。
このようなペマ・リンパに関わるチャムはブータン王国のゾンにおける俗人（在家密教
行者）のチャムの起源になっているが、ブータン王国のゾンの僧侶のチャムにも起源説が
存在する。ブータンを国として統一したシャブドゥン（1594 〜 1651）亡き後、その後継
30

者となった第四代摂政（デシ）テンジン・ラプゲ（1638 〜 1696）が、ドゥク派政権樹立
直後の時期である 1667 年に、チベットで学んだチャムをプナカとトンサのゾンにおいて
執り行ったのがゾンの僧侶のチャムの始まりであると伝えられている。
31

32

一方、17 世紀、ブータンと戦っていたチベットでは、1642 年、モンゴルのグシ・ハン
がチベットの国王となり、グシ・ハンによってダライ・ラマ五世（1617 〜 1682）がチ
ベット仏教界全体の教主に推戴され、グシ・ハンの軍事力を背景にダライ・ラマ五世はチ
ベットにゲルク派政権を樹立する。そして、その直後、1645 年、ゲルク派本山のタシル
33

ンポ寺においてダライ・ラマ五世によって〈ジャハル・チャム〉が修されている。それが
ゲルク派のチャムの始まりであるが、ゲルク派のチャムはゲルク派政権樹立直後の時期に
始まっていることから、おそらく、ゲルク派政権の法王であるダライ・ラマ五世に捧げ修
され始めたものであろう。
その後、ダライ・ラマ五世はチャムを盛んに奨励するようになり、1669 年にチベット
34

全域に勅令を出し、〈三種のチャム〉を執り行うよう命じている。当時、チベットは領土
拡大を図るため、近隣諸国との戦いの最中にあり、戦勝祈願のための調伏法としてチャム
が盛んに修されたものと思われる。
ダライ・ラマ五世は当時、宗派を超えたチベット仏教界全体の教主の立場にあったが、
ニンマ派については篤く保護したものの、他宗派についてはゲルク派に改宗させ、ゲルク
派政権下に入れようとした。そのため、近隣諸国に亡命する他宗派の活仏も多く、当時、
ブータンにも多くの僧侶達が移民している。
また、この時期、ダライ・ラマ五世によってゲルク派にもニンマ派の密教タントラが取り
入れられたので、ゲルク派のチャムの統一形式の創造にはニンマ派の影響があった可能性
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がある。

35

ダライ・ラマ五世はニンマ派の旧家の出身であり、ニンマ派の古派密教を信奉し、ニン
マ派の僧侶から教えを受け、チベット古来の荒ぶる神々を仏教の守護神に変身させるた
36

め、ニンマ派の護法神の御神託とその護法神を勧請して執り行う修法に傾倒していた。
ダライ・ラマ五世が傾倒したニンマ派の護法神の御神託とはシャーマン僧による一種
の「神降ろしの儀式」であり、僧侶（密教行者）が観想によって、護法神を勧請し、その
護法神と僧侶自身が一体化して、トランス状態に陥り、御神託を受けるものである。さら
に、その「護法神」がチャム（一見、舞踏に見える身体技法）を行い、魔を祓い、仏敵政
敵を討つ怨敵降伏の修法を執り行う。
当時、ダライ・ラマ五世はチベットのゲルク派政権の法王として、吐番の再建を夢見
て、モンゴルの軍事力を背景に国家建設と領土拡大を目指し、周辺地域と戦いに明け暮れ
ていた。激しい戦乱の時代であったがゆえに、ニンマ派の護法神の御神託や調伏法が必要
とされ、ゲルク派のチャムの統一形式が創り出されたのであろう。
ブータンのゾンで初めてチャムが執り行われた 1667 年もドゥク派政権樹立直後の動乱
の時期である。そして、それは、ダライ・ラマ五世によって〈三種のチャム〉の勅令が出
される二年前のことである。ブータンのゾンのチャムはゲルク派政権下のチベットから
ブータンに移民したチベット人僧侶によってドゥク派政権へと伝授されたものであるが、
チベットのダライ・ラマ五世の影響だけではなく、当時、戦乱の中にあったチベット周辺
37

諸国においても調伏法としてのチャムの必要性が高まっていた可能性がある。
このように、ブータンのゾンにおいてチャムが執り行われ始めたのは中央政府樹立直後
の時期であり、摂政（デシ）が実権を握っていた時期である。さらに、シャブドゥンの死
が国家機密として秘匿されていた時期でもあり［今枝
38

1994：40］、ダライ・ラマ五世亡

き後のチベットと同様、当時のブータンでも護法神の御神託と摂政（デシ）によって政治
39

が執り行われ、護法神の御神託が盛んに執り行われていた。
17 世紀のドゥク派はまだ転生者制度ではなかったので、ブータンではシャブドゥンの
死後、ドゥク派歴代座主の系統であるギャ氏よりシャブドゥンの後継者を選ばなくては
ならなかった。しかし、後継者はなかなか見つかず、シャブドゥンの死を秘匿したまま、
ギャ氏の傍系にあたるドゥクパ・クンレー（1455 〜 1528）の子孫である第四代摂政（ダ
シ）テンジン・ラプゲがその後継者に選ばれている［今枝

1994：41］。それは、シャブ

ドゥンをブータンのドゥク派政権の法王としたままでの後継者就任であり、当時、第四代
摂政（ダシ）テンジン・ラプゲは、自らの地位の確立のためにも、ブータンのドゥク派政
権の実質的「法王」の立場から鎮護国家と玉体安穏を目的としてチャムを執り行ったもの
と思われる。
一方、現在のブータン王国のゾンのチャムも国王と深い関係にあり、第二代国王ジク
ミ・ワンチュック（在位 1926 〜 1952）の時代にブータンのゾンのチャムの統一形式とし
て形成されたものである。1940 年代、第二代国王は王宮トンサ・ゾンの舞手に命じ、そ
れ以前、ブータンに存在していた様々なチャムをとりまとめさせ、チャムの統一形式を創
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らせたが、1960 年代に入り、改革によって近代化を推し進めた第三代国王ジクミ・ドル
ジ・ワンチュック（在位 1952 〜 1972）によって、前国王の時代に創られたチャムの統一
形式が全国のゾンへと伝播し、現在、ブータン全国のゾンにおいて〈チャムの統一形式〉
を組み合わせたツェチュが、国王に捧げ修する修法と共に、それぞれ独自の演出によって
執り行われている。
（2）モンゴルのチャムの起源
モンゴルのチャムの始まりはチャムがモンゴルに伝播し始めた清代、乾隆帝（在位
1735 〜 1799）の時代のことであり、清がチベットを事実上保護国化（1751 年）した後の
ことである。
モンゴル国（清代の外モンゴル）における最初のチャムは 1786 年にゲルク派のエルデ
40

ネ・ゾーで執り行われたチャムである。このチャムはタシルンポ寺から来訪したチベット
41

人僧侶によって伝授されたものであるが、モンゴルに伝授されたチャムはその殆どがタシ
ルンポ寺のチャムである。
チャムを修する際、各寺院に許可を与えるのは各宗派本山の座主である。ゲルク派では
ゲルク派本山タシルンポ寺の座主であるパンチェン・ラマがゲルク派の各寺院にチャムを
42

修する許可を与えるため、タシルンポ寺より各地の寺院に口授を与える僧侶が派遣され
る。
モンゴルにチャムが伝播した時期は清が国家統一と国家建設を進めていた時期であり、
清の領土が最大になる時期でもある。ゲルク派のチャムはダライ・ラマ五世の時代にはチ
ベット人僧侶しか執り行うことが許されなかった門外不出の秘儀であったが、チベットが
清の保護下に入ると、清の統治政策の影響を受け、モンゴル人僧侶へも伝授され始めるよ
うになる。
清代に伝藩したゲルク派のチャムとは、主に、〈ジャハル・チャム〉である。〈ジャハ
ル・チャム〉とはドルジェ・ジグジェ（ヤマーンタカ）を本尊として調伏法を修するチャ
ムのことであるが、ドルジェ・ジグジェはゲルク派宗祖ツォンカパ（1357 〜 1419）のイ
ダム（守護尊）であり、文殊菩薩の化身でもある。〈ジャハル・チャム〉の本尊が文殊菩
薩の化身であるということは〈ジャハル・チャム〉が怨敵調伏のための呪殺法「度脱＝ド
43

ル」
［正木

2002：9］を修する修会であり、「文殊菩薩の化身」である清の皇帝に捧げ修

されていたことを示唆するものである。
〈ジャハル・チャム〉で修する修法は、本尊、三角壇、怨敵調伏の三つから推測して、
おそらく、日本の密教における〈大威徳法〉に類する修法であろう。日本の密教は中期密
教であるため、忿怒尊は存在せず、観想するのは明王であるが、〈大威徳法〉とは僧侶が
観想によって大威徳明王を勧請し、三角壇に安置した人形を法具で刺して破壊する怨敵調
44

伏の呪殺法である。
ただし、日本の密教において最大の効験力をもつとされる調伏法は〈大元帥法〉であ
る。〈大元帥法〉は観想によって本尊である大元帥明王を勧請し、複数の壇を用いて障碍
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の魔を討つ調伏法であるが、鎮護国家と玉体安穏を目的として天皇に捧げ毎年宮中で修す
る秘儀の中の秘儀である。
〈ジャハル・チャム〉はその本尊から考えると、〈大威徳法〉に類する修法とみなすのが
妥当であるが、その目的と効験力から考えると、天皇に捧げ修する〈大元帥法〉に類する
修法であった可能性がある。
清の皇帝は、チベットとモンゴルを藩部として統治するにあたり、チベット仏教に帰依
した。そして、ダライ・ラマ五世が創造したチャムは、チベットが清の保護下に入ると、
「文殊菩薩の化身」であり ｢ 大ハーン ｣ でもある清の皇帝に捧げる修会として、藩部であ
るチベットやモンゴルへと伝播された。ここで注目したいのは、チャムが藩部にしか伝藩
されなかったことである。すなわち、清代のチャムは、皇帝が皇帝自身に捧げ藩部に執り
行なわせた修会であり、藩部の反乱を鎮圧する調伏法として、皇帝を崇め讃えさせる中央
集権化の手段の一つとして利用されたものと思われる。
清の藩部であった外モンゴル（現在のモンゴル国）は、1911 年、辛亥革命に乗じ、ジェ
プツンダンバ・ホトクト八世を国王としてモンゴル国の独立宣言を行うが、独立宣言以
後、外モンゴルのチャムは、清の皇帝のためではなく、国王ジェプツンダンバ・ホトクト
八世に捧げる修会として執り行われ始める。清朝末期から 1920 年代前半、外モンゴルは
独立のために内外の敵と戦っていた時期であり、特に、独立宣言の前後の時期は、外モン
ゴルにおいてチャムが最も盛行した時期でもある。
清の皇帝はチベットの法王に捧げて修されていた修会を自らに捧げる修会として普及さ
せ、その後、モンゴルの国王は清の皇帝に捧げ修していた修会を自らに捧げる修会へと移
行させている。
（3）チャムの伝藩の特徴
チベット仏教圏においてチャムが修され始めるのはいずれも国家建設の時期である。チ
ベットで初めてチャムが修されたのは吐番のティソン・デツェン王が仏教の力によって中
央集権化を図り、さらに領土を拡大しようとしていた時期であり、ダライ・ラマ五世が
チャムの統一形式を創造した時期も、吐番以来、初めてチベットが国として統一され、ダ
ライ・ラマ五世がゲルク派政権の法王として、国家建設と領土拡大のために内外の敵と
戦っていた時期である。
また、ブータンのゾンにおけるチャムの始まりもドゥク派政権によって国家建設が推し
進められていた時期である。さらに、現在のブータン王国のゾンのチャムの統一形式が創
られた時期も、ブータン王国成立後、中央集権化と国家建設が推し進められた時期であ
る。
そして、清代におけるモンゴルへのチャム伝播の時期も清が国家建設と領土拡大を推し
進めていた時期であり、外モンゴルにおいてチャムが盛行した時期も国王ジェプツンダン
バ・ホトクト八世が独立を宣言し、国家建設に向け内外の敵と戦っていた時期である。
どの時代を見ても、チャムと国王（皇帝）とは不可分な関係にあり、いずれの場合も
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チャムは鎮護国家と玉体安穏を目的として国王に捧げる修会として修されている。
三、俗人が執り行うチャムの存在─ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュを
事例として
（1）トンサ・ゾンのチャムの分類
現在のチベットやモンゴルではチャムは寺院において僧侶しか執り行えない修会であ
る。しかし、ブータン王国のゾンのツェチュには僧侶によるチャムと俗人（在家密教行
者）によるチャムが存在する。このような聖俗双方のチャムを組み合わせた構成は、チ
ベット仏教圏では珍しく、ブータン王国のツェチュの場合、聖俗双方の拠点であるゾンで
執り行なわれるものであることから、聖俗双方のチャムの統一形式が組み合わされた可能
性がある。
そこで、筆者は、ブータン王国のゾンのツェチュの一例として、チャムの統一形式を創
造したブータン王国第二代国王の王宮があったトンサ・ゾンにおいてツェチュの調査を行
い、その調査に基づき式次第を作成（本稿添付の式次第参照）、チャムの特徴や目的、由
来から以下のような分類を試みた次第である。
分類 1.

グル・リンポチェ（バドマサンバヴァ）による悪魔退治に由来するチャム

すべて俗人（在家密教行者）によるチャム：ギン以外、儀軌経典に則る
・シャザムのチャム（鹿神のチャム）［俗人］第 4 日目
※バドマサンバヴァが鹿神になって悪魔退治をした伝説に基づき創造されたチャム。男女両
尊一対 2 組（計 4 神）
・ギン・ツォリン（ギンと忿怒尊ツォリンによる神々の舞）［俗人］第 4 日目

＊分類 3（ギン

は虎皮裙姿）
・ケ・チャム（動物神による剣の舞）［俗人］第 2 日目（動物神は虎皮裙姿） ※一蘊が付いた
12 動物神

分類 2.

ニンマ派の聖人ペマ・リンパやその子孫が瞑想で見た世界を再現したチャム

すべて俗人（在家密教行者）によるチャム：儀軌経典なし
・ダミツェ・ンガ・チャム（ダミツェ村起源の打鼓の舞）［俗人］第 2 日目
※一蘊が付いた動物神
・ジュ・ギンのチャム（棒のギンの舞）［俗人］第 2 日目
※一蘊が付いた動物神
・ディ・ギンのチャム（剣のギンの舞）［俗人］第 2 日目
・ンガ・ギンのチャム（打鼓のギンの舞）［俗人］第 2 日目

分類 3.

密教修法と関わるチャム

僧侶によるチャム（一部、俗人（在家密教行者）によるチャムを含む）：いずれも儀軌経典に則
る
【僧侶によるチャム】
・シンジェーのチャム（閻魔大王の眷属ヤマ（男女両尊の雄牛）のチャム）
［僧侶 2 名］第 2 日目
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45

・シャナ のチャム（黒帽咒師のチャム）
［僧侶 21 名］第 2 日目 ※トルマを用いて魔を祓う儀式
・シャナのンガ・チャム（黒帽咒師による打鼓のチャム）［僧侶］第 2 日目
・ドゥルダ（骸骨の姿をした屍林の主のチャム）［僧侶 4 名］第 3 日目
※トゥンガムの修法の一部（三角壇を運び込む）
・トゥンガム（忿怒尊のチャム）［僧侶］第 3 日目

※トゥンガムによるバグリン破壊の儀式

【俗人（在家密教行者）によるチャム】※ギン以外、儀軌経典に則る。
・ドゥルダ（骸骨の姿をした屍林の主のチャム）
［俗人 4 名］ 第 4 日目※ツォリンの修法の一部
・ギン・ツォリン（ギンと忿怒尊ツォリンによる悪魔退治）［俗人］第 4 日目

＊分類 1

分類 4. グル・リンポチェの供養会（曼荼羅供含む）と関わるチャム
僧侶によるチャム（
〈パ・チャム〉のみ俗人（在家密教行者）によるチャム）
：
〈パ・チャム〉以外、
儀軌経典に則る
・グル・ツェンゲ（グル・リンポチェと八変化相の舞）［僧侶］第 4 日目
※グル・リンポチェ来迎
・ンガチュ（打鼓の舞）［僧侶 16 名］第 4 日目

※『死者の書』にも登場する半神半人

・リンガ・チュドゥク（持明呪者十六部衆の舞）［僧侶］第 4 日目
※『死者の書』にも登場する半神半人
・シンシェク・ペモ・チャム［僧侶 3 名］第 5 日目
・パ・チャム（英雄の舞）［俗人］第 5 日目

分類 5.

※瞑想の世界「楽園サンドペルリ」より創作

説話や物語

すべて俗人（在家密教行者）によるチャム：〈ポレ・モレ〉と『ミラレパの物語』以外、儀軌経
典に則る
・ユリマのチャム（悪魔の舞）［俗人］第 2 日目

※ラクシャー・マン・チャムのデュナ・チュ

※原作『死者の書』
・ポレ・モレ（王と王妃の物語）
［俗人］第 2 日目 ※アツァラ（阿闍梨）による道化芝居を含む
・アチョ・ペンドゥップ・シャワ・ガンレイ・パプニ（『ミラレパの物語』前篇）［俗人］第 2
日目
・ラクシャー・ゴ・チャム（閻魔大王登場までを描いた物語）［俗人］第 3 日目
※原作『死者の書』
・ラクシャー・マン・チャム（閻魔大王による裁きの模様を描いた物語）［俗人］第 3 日目
※原作『死者の書』
・アチョ・ペンドゥップ・シャワ・タライ（『ミラレパの物語』後篇）［俗人］第 4 日目
※アツァラによる道化芝居を含む

（2）俗人（在家密教者）によるチャム
以上のように分類してみると、俗人（在家密教者）によるチャムは大きく三種に分けら
れる。
第一は、分類 1 のように、その由来がチベット仏教成立以前やドゥク派成立以前に遡
る、悪魔退治を目的としたものである。これらはニンマ派の儀軌経典に則るものである。
第二は、分類 2 のように、ニンマ派の聖人の瞑想に現れた「神々」を再現したチャムで
ある。聖人の瞑想に現れた「神々」を再現したチャムは古くはニンマ派の儀軌経典に基づ
いて執り行われていたものであり、ニンマ派由来のチャムである。
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聖人の瞑想に現れた「神々」をチャムで再現する行為はダライ・ラマ八世（1758 〜
1804）が五台山を訪れた際、夢に現れた白翁をチベットのチャムに加えた［木村

2000：

25］ようにゲルク派のチャムでも行なわれることであるが、ゲルク派のチャムでは、僧侶
が観想によって顕現させた「忿怒尊のマンダラ」の周りに聖人の瞑想や夢に現れた「神々」
を再現し加えることで、マンダラの世界が視覚的に華やかで色彩豊かなものになってい
る。しかし、瞑想や夢に現れた「夢の世界の神々」はゲルク派のチャムに加えられたとし
ても、「忿怒尊のマンダラ」を構成する神々ではないため、マンダラの中には入れず、お
練り（行道）として加えられている。そのため、ゲルク派のチャムでは地面に引いた白線
のマンダラの外枠内に入るか入らないか、チャムを行うか行なわないかによって、〈忿怒
尊の修法〉と「夢の世界の神々」の再現部分との区別化が図られている。
一方、ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュの場合、俗人（在家の密教行者）による
「聖人の瞑想に現れた神々」の部分もチャムとして執り行われ、〈忿怒尊の修法〉と「夢の
世界の神々」の再現との区別化は、舞手が僧侶か俗人（在家密教行者）かによってなさ
れ、舞手の聖俗の区別は靴の着用の有無で図られている。
第三は、分類 5 のような説話や物語を演じる仮頭劇の部分である。この部分もブータン
46

王国のゾンでは俗人（在家密教行者）によって執り行われる部分である。チベットやモン
47

ゴルのゲルク派寺院ではカギュ派の『ミラレパの物語』やニンマ派の『死者の書』を原作
にした「閻魔大王の裁きの物語」である〈ラクシャー・マン・チャム〉がチャムの一種と
して僧侶によって執り行われている。これらは聖人の瞑想に現れた「夢」や「中有」の世
界の再現であり、単なる仮面劇ではない。輪廻転生思想に基づく「死・中有・生」のプロ
セスに沿って展開する説法であり、観衆に解脱の方法を説くための法会である。そのた
め、これらはゲルク派寺院では僧侶によって執り行われるが、ブータン王国のゾンのツェ
チュではドゥク派の僧侶ではなく、ニンマ派やカギュ派の経典に基づいて、俗人（在家密
教行者）が執り行なう部分になっている。
（3）僧侶によるチャム
ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュにおいて僧侶が担当する部分はドゥク派のチャ
ムの儀軌経典に則り、ドゥク派の忿怒尊を勧請し、密教修法を修する修会部分に限られ
る。
ブータン王国のゾンのツェチュにおいて最大の効験力をもつ〈忿怒尊の修法〉を修する
48

49

チャムは〈トゥンガムのチャム〉である。
〈トゥンガムのチャム〉は国王に捧げ修するチャムであり、ドゥク派の僧侶がツェチュ
の本尊であるグル・リンポチェを観想し、グル・リンポチェの護法神であるトゥンガムを
50

勧請、トゥンガムが三角壇に入った人形（バグリン）に障碍の魔を封じ込め、法具でバグ
リンを破壊し、障碍の魔を討つ修法を修するものである。このような三角壇に入ったバグ
リン破壊の修法は宗派を超えチベット仏教寺院で修される怨敵降伏のための調伏法であ
る。ブータン王国のゾンのツェチュは国王に捧げ〈トゥンガムのチャム〉を修するために
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執り行われると言っても過言ではない。
その他、僧侶が担当するのは、分類 4 の〈グル・ツェンゲ（グル・リンポチェとその八
51

変化相）〉と〈グル・ツェンゲ〉来迎図の御開帳（曼荼羅供）の部分であり、いずれもグ
ル・リンポチェ供養会と関わる部分である。
供養会の一部でもある〈グル・ツェンゲ〉ではドゥク派の僧侶達が観想によってグル・
リンポチェと八変化相を勧請し顕現させ、グル・リンポチェ来迎に際して、八変化相が忿
52

怒尊ドルジドロを中心にチャムを執り行う。ただし、忿怒尊ドルジドロは魔を討つ修法を
執り行わず、チャム（舞踏）のみで魔を祓い、八変化相がチャム（舞踏）で清めた空間に
グル・リンポチェが厳かに来迎する。本来、浄土にいるはずのグル・リンポチェが死者を
浄土に導くため「中有」まで迎えに現れる場面が〈グル・ツェンゲ〉の場面である。
（4）ブータン王国のゾンのツェチュの目的
チベット仏教において国王に捧げるほど強力な効験力をもった修法はチャムでしか修
することができない。ブータン王国のゾンのツェチュの第一の目的は、ドゥク派を国教と
するブータン王国がグル・リンポチェ（バドマサンバヴァ）の生誕日であるブータン暦の
10 日に合わせ、全国のゾンにおいて国王に捧げ修法を修することである。ブータン王国
の場合、ツェチュは国直轄の寺院が鎮護国家と玉体安穏を目的として国王に捧げ調伏法を
修する、怨敵調伏・除災招福のための修会でもある。そのため、調伏法を修する〈トゥン
ガムのチャム〉が第 3 日目のグル・リンポチェの生誕日に執り行われるようプログラムが
組まれている。
第二の目的は、国家のために、グル・リンポチェとシャブドゥンに捧げる供養会を執り
行なうことである。これはブータンを国として統一したシャブドゥンを国祖として祀り、
さらに、ブータンの国教ドゥク派の初代法王として供養するものである。
53

ツェチュの期間中、ゾンでは秘仏シャブドゥン像の御開扉が執り行なわれる。この御開
扉は、毎年一回、ツェチュ期間中に行なわれ、ツェチュ初日は堂内の秘仏シャブドゥン像
の御開扉式から始まり、シャブドゥン像の御閉扉式によって 5 日間に及ぶツェチュが終了
する。
第三の目的は、衆生救済のために国民に捧げ法会を執り行うことである。この部分は俗
人（在家密教行者）による聖人の瞑想に現れた「神々」の再現部分である。
第一と第二の目的は、主に僧侶によるチャムによって執り行われる部分であり、第三の
目的は、主に、俗人（在家密教行者）によるチャムの部分である。
チベット仏教圏の他の地域のチャムと比較すると、ブータン王国のゾンのツェチュの特
色は、在家密教行者によるチャムの部分に色濃く見られる。この部分は主に第三の目的で
ある衆生救済のために国民に捧げ修する法会と関わるものである。
ブータンのドゥク派は、カギュ派の一支流であるが、カギュ派は、チベット仏教の宗派
の中で、最も密教色が強く、もともと、寺院の僧侶よりも在家密教行者を担い手にして発
展してきた宗派である。ブータン王国のゾンのツェチュでは俗人（在家密教行者）が担当
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するチャムが数多く執り行われるが、俗人（在家密教行者）によるチャムも観想修行と師
による口授を伴い、口授された身体技法に則り執り行われる密教修法である。
四、「夢見」と「中有」の疑似体験
（1）「夢見」と「中有」の再現
聖人の瞑想に現れた「神々」を再現したチャムは、カギュ派の密教行法として継承され
てきた〈ナーローの六法（六成就法）〉やゲルク派にも取り入れられた〈聖者の生起次第
の修行法〉の哲学に基づき、聖人のように瞑想ができない衆生に対し聖人が瞑想で見た
「夢」の世界、すなわち、「中有」の世界を疑似体験させるために創作されたものであると
思われる。
ブータン王国のゾンのツェチュにおけるニンマ派の『死者の書』を原作にして創作され
た〈ラクシャー・ゴ・チャム〉と〈ラクシャー・マン・チャム〉には瞑想によって生命エ
ネルギーが流れるとされる人体の脈管（ナディ）が動物神で表象されている。この 2 つの
チャムも「仮想的死の体験」のために執り行われ、「中有」の疑似体験を目的としている。
また、〈ダミツェ・ンガ・チャム〉（ダミツェ村起源の打鼓の舞）のような、瞑想に現れ
た「グル・リンポチェの楽園サンドペルリ」を再現したチャムも「夢見」の疑似体験のた
めのチャムであり、「神々が顕現する中有」の世界の再現である。
このような聖人の瞑想による「夢見」や「中有」の再現は、ブータン王国のゾンのツェ
54

チュでは在家密教行者によって現世に生きる観衆に捧げ修されるものであり、観衆に聖人
が瞑想で体験した「夢見」や「中有」を疑似体験させ、観衆の生の浄化を図り、煩悩を消
滅させ、正しい悟りへと導き、精神的安楽を与えることを目的としている。つまり、ブー
タン王国のゾンのツェチュにおける俗人（在家密教行者）によるチャムは、衆生救済のた
め、除災招福、正覚獲得を目的として執り行われる法会の部分であると推測する。
（2）「死・中有・生」のプロセスの疑似体験
ブータン王国のゾンのツェチュにおいて、俗人（在家密教行者）によって 3 日間にわた
り展開される説話物語部分は、以下の通り、〈聖者の生起次第の修行法〉に則った「死・
中有・生」のプロセスに沿って構成されている。
【第 2 日目】『ミラレパの物語』の前篇：猟師による殺生と猟師の死
【第 3 日目】『閻魔大王の裁きの物語』（『死者の書』）：閻魔大王による裁判
【第 4 日目】『ミラレパの物語』の後篇：ミラレパの説法と猟師の悔改め

「死」
「中有」
「生」

本稿に『ミラレパの物語』と記しているものは、ミラレパが遺した詩の中の＜鹿と猟師
と犬＞を題材にした詩を再現したものである。ミラレパは数多くの詩を遺し、詩の中で
「死がすべての始まりである」と説いている。
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55

56

ブータン王国のゾンのツェチュの特色は、この『ミラレパの物語』が前篇と後篇に分け
られていることである。この二部編成によって、ブータン王国のゾンのツェチュの第 2 〜
4 日目にわたる 3 日間のプログラムは、「死・中有・生」のプロセスに沿ったストーリー
性を持った展開が可能になっている。
第 2 日目の『ミラレパの物語』前編では「生」の場面における猟師兄弟による「殺生」
と猟師の男の「死」という二つの「死」が描かれ、そして、次に続く、第 3 日目の〈ラク
シャー・ゴ・チャム〉と〈ラクシャー・マン・チャム〉（＝『閻魔大王の裁きの物語』）で
「中有」の場面に入り、第四目は「中有」から「浄土」へと導かれる〈グル・ツェンゲ〉
の場面へと続き、『ミラレパの物語』の後編において「生」へと再生する。
a．「死」へのプロセスの疑似体験
「死」へのプロセスが描かれるのは、ツェチュ第 2 日目の『ミラレパの物語』前篇にお
いてである。『ミラレパの物語』のあらすじは、カギュ派やゲルク派で執り行われる『ミ
ラレパの物語』と同様であるが、ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュでは、猟師兄弟
が猟によって殺生を繰り返していることを暗示する場面に本来のあらすじには存在しない
猟師の男をもう一人登場させ、その男が黒い布を頭から被り死んでいく「死」の場面が加
えられている。
そして、続く第 3 日目には、『閻魔大王の裁きの物語』である〈ラクシャー・ゴ・チャ
ム〉と〈ラクシャー・マン・チャム〉が執り行われる。これは『ミラレパの物語』の一部
を成さない、別の物語である。しかし、ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュでは、前
日の『ミラレパの物語』前篇と翌日の〈ラクシャー・マン・チャム〉がストーリー性を
もってつながっている。
b．「中有」における裁きの場面の疑似体験
第 3 日目の〈ラクシャー・マン・チャム〉では、前日の『ミラレパの物語』前篇で殺生
を繰り返して死んでいった猟師の男が悪人として死後の「中有」に登場し、閻魔大王に裁
かれる場面が展開する。〈ラクシャー・マン・チャム〉においてアツァラ（阿闍梨）が引
き摺り回す鹿と豚の生首は、前日の『ミラレパの物語』前篇において猟師の男が殺した鹿
と豚のものであり、猟師の男が「中有」において殺生の罪で裁判にかけられ、地獄に落ち
るという設定を暗示させる演出になっている。
また、〈ラクシャー・マン・チャム〉の場面では観衆も現世に顕現したチェジ・ゲブ
（閻魔大王）の前に一人ずつ歩み出て拝礼し、来世への良き生まれ変わりと現世における
除災招福を祈願する。「閻魔大王」の前に歩み出て拝む行為は観衆自身による「中有」の
疑似体験でもある。
〈ラクシャー・マン・チャム〉は閻魔大王によって裁かれた聖人が生前の善行によって
天女に導かれ浄土に向かってゆっくりと進んでいく場面で終わるが、この場面は「浄土」
には至らず、閻魔大王のいる「中有」から「浄土」へと向かう過程で終了する。
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c．浄土信仰と結びついた「中有」の疑似体験
ブータン王国のゾンのツェチュの特色は、説話物語である〈ラクシャー・マン・チャ
ム〉で顕現された「中有」の世界に続いて、僧侶による〈グル・ツェンゲ〉が執り行われ
るところにある。
第 3 日目の〈ラクシャー・マン・チャム〉に続き、第 4 日目は俗人による〈シャザムの
チャム〉を経て、僧侶による〈グル・ツェンゲ〉へと場面が続いている。
『死者の書』によると、「中有」では忿怒尊だけでなく、静寂尊とも遭遇する。グル・リ
ンポチェとその八変化相が登場する〈グル・ツェンゲ〉は一見明るく華やかな天上界の光
景に見えるが、死者を浄土に導くために「中有」まで迎えに現れたグル・リンポチェ来迎
の場面である。
この〈グル・ツェンゲ〉の場面は曼荼羅供で開帳されるグル・リンポチェ来迎図の「ホ
トケたち」を僧侶達が観想によって勧請し一体化して顕現させたものであると思われる。
これは、「阿弥陀如来を信じていれば、臨終に際して阿弥陀如来が極楽に導いてくれる」
57

という浄土信仰にも似たグル・リンポチェ信仰に基づき執り行なわれる「聖衆来迎練供養
会式」の一種であろう。
〈グル・ツェンゲ〉の後半に〈ンガチュ〉（太鼓を持った持明呪者十六部衆）と〈リン
ガ・チュドク〉（金剛鈴とダマルを持った持明呪者十六部衆）が登場する。持明呪者とは
ニンマ派の『死者の書』にも登場する超能力をもった半神半人の神々である。この持明呪
十六部衆の場面は持明呪者が五色の光でグル・リンポチェとその八変化相を照らす場面で
あり、この場面によって、死者が浄土へと導かれることが暗示されている。この場面が続
く間、観衆は一人ずつグル・リンポチェの前に歩み出て拝礼する。僧侶が瞑想によって顕
現した中有の世界に来迎したグル・リンポチェを観衆が拝む行為は、観衆が「中有」を疑
似体験していることでもある。

58

ニンマ派の『チベットの死者の書（バルドゥ・トェドル）
』には、死後、中有において
どのような光景が現れても恐れ慄かず自分のイダム（＝守護尊）を認識できれば、早い解
脱が図れると説かれている。忿怒尊を恐れると悟りが得られないため、信者の臨終に際し
て僧侶がその耳元で『死者の書』をささやき、中有において死者の目の前で展開される光
景と解脱の方法を説くのである。「中有」に現れるものすべて、自分自身の意識の投影で
あり、幻影であると認識できれば、解脱は可能であると、『死者の書』は説いている。そ
のため、観衆はチャムを観るだけで「中有」を疑似体験し、それによって、正覚獲得が図
れ、「中有」における早い解脱が促されるということなのであろう。
d．「生」へのプロセスの疑似体験
〈グル・ツェンゲ〉終了後、『ミラレパの物語』後篇へと移るが、ここで「中有」から
「生」への場面の切り替えが図られる。そして、『ミラレパの物語』後篇は「生」における
出来事として聖人ミラレパが登場し、ミラレパが猟師兄弟に説法を行い、猟師兄弟を悔い
改めさせる場面で終了する。
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「中有」に組み込まれた〈グル・ツェンゲ〉の場面は、グル・リンポチェによって浄土
に導かれるというだけでなく、「中有」においてグル・リンポチェに拝礼することによっ
て再び人間に生まれ変わり、「再生」できるということも暗示している。つまり、「生」に
向かうプロセスの疑似体験でもある。
ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュにおける場面の展開は、輪廻転生の思想に基づ
き構成されたものであるため、第 2 〜 4 日目にわたる 3 日間のツェチュを観ることによっ
て観衆は無意識のうちに「死・中有・生」のプロセスを疑似体験し、〈聖者の生起次第の
修行法〉に則った「死・中有・生」の認識と浄化を実践することになる。
これは、密教寺院における〈胎内窟くぐり〉のように、再生直前の「胎内」に一旦戻
り、「中有」を疑似体験し、「生」に戻る行為によって煩悩を消滅させるという思想に類似
するものである。
五、聖と俗の境界─悪魔退治と道化
ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュでは「死・中有・生」のプロセスの中で「中
有」から「生」へと切り替わる境界に、悪魔退治を行う「神々」と道化芝居を行うアツァ
ラ達が登場する。
（1）「神々」による悪魔退治
ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュには、「中有」の世界を暗示する、僧侶と俗人
（在家密教行者）それぞれの〈ドゥルダ（屍林の主・骸骨姿の神）〉が存在する。前者は第
3 日目の〈トゥンガムのチャム〉の前に、後者は第 4 日目の〈ツォリンのチャム〉の前に、
双方とも、同じ儀軌に則り三角壇を運び込む役目を担って登場する。つまり、聖俗双方が
執り行う魔を討つ修法の一部として登場している。
ここで注目したいのは、俗人（在家密教行者）による〈ドゥルダ〉の方は「中有」から
「生」へと場面が切り替わる境界に登場していることである。この俗人（在家密教行者）
の〈ドゥルダ〉に続く〈ギン・ツォリン〉では、まず、忿怒尊ツォリンとその眷属である
12 忿怒尊が登場し、忿怒尊ツォリンが障碍の魔を討つ修法を執り行う。この場面は、前
日の僧侶による〈トゥンガムのチャム〉と同一の儀軌で執り行われるが、忿怒尊ツォリン
は俗人（在家密教行者）が担い、法服は着用するものの、裸足である。
そして、忿怒尊ツォリンが退場しないうちに太鼓を持った 14 名のギンが寺院の 2 階の
窓から一斉に身を乗り出して登場する。まさに、その様は勢い余って「夢」の世界から現
実の世界に跳び出してしまったような演出になっている。ギン達は走り回りながら太鼓の
バチで観衆の頭を軽く叩き、一年の福を授けて回る。このギン達は儀軌経典に則らないた
め、太鼓を叩きながら自由に走り回り、時には立ち止り、悪魔を威嚇するようなポーズを
執りながら悪魔退治を終えた勝利の舞を見せる。
第 4 日目の〈ツォリン〉と〈ギン〉は「中有」と「生」の境界に登場し、「夢」の世界
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から「現実」の世界へと戻る過程で悪魔退治を行う「神々」であると思われる。同様に、
第 2 日目の〈ケ・チャム〉も「中有」から「生」へと切り替わる境界に登場し、虎皮裙姿
59

であることから悪魔退治の「神々」であると推測される。
（2）アツァラ達による道化芝居
a．正しく行なわれない葬式の光景
第 4 日目『ミラレパの物語』後篇の冒頭部分では、突然アツァラ達が乱入し、ポー（男
根）の形をした大きな赤いトルマ（供物）4 体を運んで来る。続いて、アツァラ達による
法要の真似事が始まり、「法要」の後、アツァラ達はポーの形をした 4 体のトルマを次々
と観衆めがけて投げ捨てる。さらに、観衆の中から男女数名を無理やり連れ出し、「信者」
に見立て地面に座らせ、「アツァラ教」による「法要」を続ける。この場面でアツァラ達
は「法要」を正しく行なわず、パロディ化しているが、これもニンマ派の『死者の書』に
存在する場面の一つであると思われる。
『死者の書』によると、中有においてなかなか解脱できない者は自分の葬式の光景を
目にする。そして、その光景において、自分に対する法要が正しく行なわれていなくて
も、死後の事を頼んだ人達が何をどのように行なったとしても、その人達に常に信頼を
寄せ、清らかな気持ちを持つことが大事であるということが説かれている［川崎

1993：

124−125］。そのため、おそらく、この場面は、『死者の書』で説かれる、早い解脱のため
の「正しく行なわれない葬式の光景」の場面であろう。
b．道化による非現実的な世界
ブータン王国のトンサ・ゾンのツェチュにはアツァラ達が道化を演じる場面が幾つか存
在するが、アツァラ達がパントマイムによって長い道化芝居を演じるのは第 2 日目の『ポ
レ・モレ』（王と王妃の物語）と第 4 日目の『ミラレパの物語』後篇の冒頭においてのみ
である。ここで注目したいのは、アツァラによる道化芝居は、俗人（在家密教行者）によ
る〈ケ・チャム〉の前後と〈ギン・ツォリン〉の後に演じられていることである。つま
り、いずれも「中有」から「生」へと向かう「再生」への過程においてである。
第 2 日目の『ポレ・モレ』（王と王妃の物語）ではアツァラ達が王妃や老婆を「強姦」
したり、医者の「馬」になったりと、物語のあらすじに関わる道化芝居が繰り広げられ
る。さらに、『ポレ・モレ』の物語自体にも王が王妃の鼻を刀で切り落とした後、王妃の
鼻が元通りに戻るなど、物語は「生」を舞台にしていながら、非現実的な出来事が展開さ
れる。このようなアツァラ達による道化芝居は一見娯楽に見える部分であるが、この部分
も『死者の書』と関わる重要な部分であり、「中有」に現れた幻影達が繰り広げる実体の
ない光景であると思われる。
アツァラ達は非現実的な道化芝居を演じることで〈俗〉の存在として「聖人が瞑想で見
た世界」に〈聖〉の意味をもたせる一方、その道化芝居によって「すべて空である」こと
を観衆に覚らせる〈聖〉の存在にもなり得る。すなわち、「聖人が観想で見た世界」はす
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べて幻影であり、チャムに現れる「神々」も実体のない幻影であることを覚らせる導師的
な存在になっている。無論、「観想で見た世界」に現れるアツァラ達自身も幻影である。
c．アツァラとポー（男根）
ブータン王国のゾンのツェチュにおけるアツァラの道化芝居では「強姦」と「ポー（男
根）」によって「性ヨーガ」の具現化が図られている。チベット仏教の性ヨーガにおいて
は、「〈俗〉と〈聖〉は不可分な関係にあり、〈聖〉と〈俗〉は逆転し得るものである」［ツ
ルティム

2000：35］と説かれている。

ブータン王国のゾンのツェチュの「ポー」は、ブータン王国の伝承によると、ドゥク
パ・クンレーが「性的ヨーガ」を用いて悪魔退治を行った伝説に則って創作されたもので
60

あることから、ブータン王国のゾンのツェチュのアツァラは密教行者が観想した世界に現
れた「密教行者自身」であり、〈聖〉と〈俗〉を兼ね備えた〈境界〉の存在であるという
ことになろう。
d．〈聖〉と〈俗〉の担い手
アツァラ達は〈境界〉の存在としてチャムにおいて二役を担っている。時には「神々」
の舞に乱入し、〈聖〉の世界の一員として道化によって〈俗〉なる非現実性を演じる一方、
〈俗〉なる現実世界の一員として、ツェチュの期間中、進行役や運搬役、幕の開け閉めか
ら集金まで裏方全般の雑務を担当し、非現実的な〈聖〉の世界を創り出す作業に貢献して
いる。そして、第 2 日目と第 4 日目におけるアツァラ達による道化芝居が終わると、「中
有」における「神々」の幻影が消え、「再生」を終え、「生」の場面に戻り、『ミラレパの
物語』が展開する演出になっている。ただし、この「生」の場面も密教行者の瞑想によっ
て再現された「夢の世界」であり、「幻影」であるため、「神々」は消えても、アツァラ達
は消えずに留まっている。
e．〈空の思想〉の表象
チャムで顕現する「中有」の世界は〈ナーローの六法〉と〈聖者の生起次第の修行法〉
のプロセスに沿って展開するが、「中有」の世界の疑似体験は『死者の書』の世界観に基
づいた〈仮想的死の体験〉のためのものである。このような〈仮想的死の体験〉を観衆に
疑似体験させることがチャムの目的の一つであり、ブータン王国のゾンのツェチュでは観
客が〈仮想的死の体験〉を疑似体験した後、アツァラ達による道化芝居によって人間味溢
れる非現実的な光景を目の当たりにする展開になる。そして、それによって疑似体験した
世界の現実味に揺らぎを生じさせ、目の前に展開されている場面は、結局、すべて幻影に
過ぎず、実体を持っていないことを覚らせようとしている。つまり、アツァラの道化芝居
の根底にあるのは〈空の思想〉であり、幻影であることを覚知することが解脱の方法であ
ると説く『死者の書』に基づいて再現された「世界」である。
ブータン王国のゾンのツェチュのプログラムは密教のタントラと仏教の〈空の思想〉に
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則り、非常に緻密に精巧に練り上げられている。なおかつ、娯楽性豊かな演劇にもなって
いる。そして、その娯楽性によってチャムの本来の目的やその根底にある密教哲学が秘匿
された形になっている。そして、まさに、そのような秘匿性こそがチャムの密教修会たる
所以でもあろう。
六、「夢」の疑似体験―チャムとの比較による伎楽再考察
筆者は、以前、拙論［木村

2000：18−28］において、「伎楽もチャムの一種であり、密

教儀礼である」と論じたことがある。伎楽が盛行した時代、伎楽も天皇と不可分な関係に
あり、仏教の力によって、天皇が国家建設と中央集権化を推し進めていた時期である。
伎楽の調度が日本に初めて将来するのは『新撰姓氏録』によると、欽明天皇（540 〜
571）の時代である。バドマサンバヴァがチベットで悪魔退治の鼓舞を行なったのは 8 世
紀であるため、チャムと伎楽は時代的に一致しない。しかし、伎楽が日本に伝来した 6 世
61

紀、チベットには吐番が興り、当時の吐番の状況は、隋や唐、印度から僧侶を招請し、仏
62

教の力で国を治めていた同時期の日本の状況と似ている。
伎楽調度が日本に将来する 6 世紀は前期密教から中期密教へと移り変わる時代でもあ
る。仏教における前期密教のタントラは所作に基づくものであり、釈迦を本尊とし、除災
招福を目的としている［ツルティム 2000：26］。
また、前期密教の主な経典は陀羅尼経であり、『般若経』や『華厳経』にも陀羅尼呪が
持経者を内外の諸魔から擁護することが説かれている［松長
63

1980：89］。

陀羅尼は呪と同一の内容と機能をもち、三昧と結合しているため、神秘的な宗教体験が
付加される。つまり、菩薩が変化相で現れ、衆生を救済するというものであるが、菩薩が
陀羅尼のもつ念力によって魔を排すという考えには煩悩消滅などの精神的障碍の除去だけ
でなく、内外の魔の破壊も含まれている［松長

1980：98−99］。

日本において伎楽が盛行する 7 〜 8 世紀は中期密教の時代である。仏教における中期密
教のタントラは行と瑜伽に基づき、大日如来（毘盧遮那）を本尊とし、正覚獲得と除災招
福を目的としている［ツルティム 2000：26］。東大寺大仏開眼供養会の際の伎楽は「60 人
64

の撃つ鼓が雷のように天に響いた」と伝えられるほど盛大なものであったが、この時代の
65

密教は中期密教である。
日本の東大寺大仏（毘盧遮那）開眼供養会の大導師は密教呪術に通じた印度僧菩提僊那
（704 〜 760）、呪願師は菩提僊那と共に来日した唐僧道璿（702 〜 760）である。また、東
大寺大仏開眼供養会に先立つ、740 年 5 月 1 日の光明皇后発願になる一切経の中にも陀羅
尼経が流布し始めた初期のものとして貴重な隋の闍那崛多訳の『大威徳陀羅尼経』が含ま
れている［東京

2010：202］。

伎楽は 6 〜 7 世紀の前期密教から中期密教への移行期に日本に伝来し、その後、廃れる
ことなく、8 世紀まで日本において盛行している。このことから伎楽は前期密教・中期密
教、双方に共通する修法を用いた仏教儀礼であった可能性があり、その修法は〈三密によ
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る修法〉であった可能性が考えられる。密教行者が印契、呪（真言）、三摩地（三昧）の
三者を瑜伽観法の中で連携させ、一体化させてはじめて速疾に成仏が可能となる〈三密に
よる修法〉は純密といわれる中期密教経典に現れる修法であるが、前期密教経典の中にす
でにその素材が見出されている［松長

1980：89］。そして、チベット仏教では、〈三密に

よる修法〉に舞踏（踏み足などの身体技法）を組み合わせたものが〈チャム〉と呼ばれて
いる。
さらに、チャムに〈忿怒尊の修法〉が組み合わされ、咒師や忿怒尊によって魔を討つ
調伏法が執り行われるようになるのは、11 世紀以降の後期密教の時代からであると言わ
れている。それ以前の中期密教時代のチャムは、ニンマ派のチャムのように、在家密教
行者が〈三密による修法〉によって「夢（中有）の世界の神々」を再現したものや、そ
の「神々」が魔を祓う身体技法（舞踏）を執り行うもの、ブータン王国のゾンのアツァラ
（阿闍梨）のように「中有」の世界において「幻影」として道化を演じるものなどである。
どの時代のチャムも基本は『死者の書』に基づく「中有」の世界の顕現である。『死者
の書』には、「中有にはありとあらゆるものが光明と身体を持った姿で現れる」とあり、
「死者を浄土に導くために五仏（大日如来、金剛薩埵、宝生仏、阿弥陀仏、不空成就仏）
がそれぞれの女尊や従属する神々（眷属）を伴って現れてくる。それと同時に地獄、餓
鬼、畜生、阿修羅、人、天の六道の六つの薄光りも現れる。その薄光りは解脱を妨げるも
のである」と説かれている［川崎

1993：55］。つまり、このような「中有」の光景を〈三

密による修法〉で顕現したのが、もともとのチャムである。
伎楽もチャムのように「中有」を顕現したものであったと仮定するならば、〈ナーロー
の六法〉のように輪廻からの解脱を目的として「空なるもの」を求めてこれに意識を集中
して行う身体的ヨーガの実践修法であった可能性があり、その場合、伎楽の舞手にも密教
行者としての観想（瑜伽）修行が必要とされた可能性がある。
チャムの起源は鼓舞である。伎楽についても、新川登亀男氏は「伎楽にとってもっとも
重要な楽器が皷（鼓）の類であったことは間違いない」［新川

1999：323］と述べ、鼓と

『金光明最勝王経巻二夢見懺悔品』との関連性を指摘している［新川

1999：351］。

「・・・今此品中正明行者罪厭離改悔懺諸悪。・・・（中略）・・・問。妙幢聞未了。何故中間
還家夢聞鼓音。後詣佛陳耶。答。鼓元因夢見覩。・・・（中略）・・・於夜夢中見大金鼓。金明晃
曜猶如日輪。夢鼓説懺。・・・（中略）・・・見一婆羅門桴撃金鼓。出大音聲。聲中演説微妙伽陀
明懺悔法。聞鼓説法。・・・」［註金光明最勝王経

1973：254］

筆者もチャムと伎楽との比較考察から、新川登亀男氏が指摘する通り、伎楽における鼓
は「夢で見聞した鼓」と関連性があるように思うが、その場合の「夢見」とは「中有」の
疑似体験でのことであろう。
「菩薩の変化身が現れ、衆生を救済する」と説く密教経典の光景を顕現したものが伎楽
であると仮定するならば、伎楽の「呉公」や「酔古王」「太孤父」は女尊や従者、半獣半
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神を従え死者を浄土に導くため「中有」に現れた「菩薩の変化相」であった可能性があ
る。

66

伎楽は主に 4 月 8 日の仏生会と 7 月 15 日の安居結願の日や盂蘭盆講の日に執り行われ、
67

後期伎楽は『法華経』や『金光明最勝王経』など護国の経典が読まれた「官安居」の開始
に連携して始められたと考えられている［新川 1999：317−319］。すでに 7 世紀に『金光
68

明経』が講じられていたこと［實祐

1930：170］、さらに、伎楽に関心を抱いた称徳（孝

謙）天皇の『金光明最勝王経』への執着ぶりは群を抜いていたことからも［新川

1999：

342］、後期伎楽は、中有信仰に基づいた追福の供養会である初期伎楽に、咒師が天皇に捧
げ護国の経典と共に修する鎮護国家と玉体安穏のために修する調伏法を組み合わせたもの
であった可能性が考えられる。
チャムが盛行した時期と伎楽が盛行した時期を比較してみると、チャムの場合は国王と
不可分な関係にあり、清の皇帝は藩部を統治するにあたり、自らを「文殊菩薩の化身」と
して、「文殊菩薩の化身」を本尊とするチャムを藩部に普及させている。一方、天皇と不
可分な関係にあった伎楽も日本に伝来した当初の初期伎楽において国内では日本（倭）と
異域との諸関係で必要とされている［新川

1999：314］。そのため、初期伎楽の段階から

伎楽は単なる追福のための供養会ではなく、初期伎楽自体も「菩薩の化身」である天皇に
捧げる密教修会として執り行われていた可能性がある。そのように考えると、伎楽は天皇
と不可分な関係にあったからこそ、急速に全国に伝播し、その関係に変化が生じたことに
69

よって、急速に衰退していったと思われる。
伎楽は一見、奉納舞や行道のようにも見える。しかも、伎楽にはマラカタ（木製男根）
を持った崑崙が登場し、呉女（五女）を懸想する道化の場面が存在する。ブータン王国の
ゾンのツェチュにもアツァラがポー（木製の男根）を持って登場する場面があり、アツァ
ラがポーを持って戯れる仕草は『教訓抄』の〈崑崙〉を連想させるものである。伎楽が
「中有」の世界を再現したものであると仮定するならば、伎楽の崑崙は「中有」に現れた
「幻影」であり、アツァラのように〈空の思想〉を根底にして創作された〈聖〉と〈俗〉
の境界の存在であった可能性が考えられる。
伎楽において、崑崙がマラカタを持って登場する場面は、特に印象的であるが、チャム
と同様、密教修会であると仮定すると、伎楽においても、その根底にある密教哲学が娯楽
性や演劇性などで秘匿されていた可能性がある。
伎楽とチャムとの比較考察から、伎楽とは、第一に、観衆に「中有」を疑似体験させ、
生の浄化を図り、煩悩を消滅させ、正しい悟りへと導く衆生救済のための除災招福や正覚
獲得を目的とした法会であり、第二に、浄土信仰と結びついた「来迎練供養会式」であ
70

り、第三に、伎楽が顕現した「中有」のマンダラの中で咒師が天皇に捧げ密教呪術を修す
る修会であった可能性があると考えている。
特に、伎楽が盛行した 6 〜 8 世紀は、日本のみならず、隋・唐でも貴族達が中有信仰に
基づき亡き親や息子の追福のために競って造寺や造像、写経を行っていた時代であった
［川崎

1993：225］ことから、伎楽も中有信仰に基づき死者を浄土に導くことを目的とし
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た「中有」の再現であったと考える次第である。
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注
1

三密とはホトケの身・口・意のことであり、密教行者が印契、呪（真言）、三摩地（三昧）
の三者を瑜伽観法の中で連携させ、ホトケと一体化し、速疾に成仏を図る修法。三密加持法
とも言う。

2

チャムでは三密加持法によって顕現させた忿怒尊の力を得て怨敵調伏の調伏法が修される。
密教の修法には、調伏法の他に、増益法、敬愛法などもあり、いずれも三密加持法を用いて
執り行う現世利益を目的とした呪法である。

3

観想とは、瞑想のこと。三摩地、三昧とは、瞑想による集中が高まった状態。

4

チベット仏教を含む後期密教の尊格で、日本の中期密教の明王にあたる。

5 〈三密の修法〉と身体技法が組み合わされたもの、一般には「舞踏」と解釈されてしまう場
合もある。
6

黄帽派とも呼ばれる。開祖はツォンカパ（1357−1419）。密教修行の前に戒律を重んじ顕教
を必修とする。カギュ派の転生活仏制度を取り入れ、ダライ・ラマを頂点に頂くチベット最
大の宗派。へールカ（呼金剛）、ヤマーンタカ（大威徳金剛）、ナーローの六法、カーラチャ
クラ（時輪金剛）などの伝統を引き継ぎ、9 世紀に成立した『秘密集会タントラ（一切如来
金剛最上秘密大教王経）』を最高の密教経典とする。曼荼羅観想を中心にした「生起次第」と
ヨーガの技法を用いた「究竟次第」に大別される。

7

ドルジェ・ジグジェ（ヴァジュラバイラヴァ、ヤマーンタカ、大威徳金剛）を本尊として
ダムディンチョイジル（金剛怖畏、ヤマーンタカ）を勧請して修する修法を執り行なうチャ
ムである。〈ジャハル〉とは僧侶の観想によって勧請されるダムディンチョイジルの住む「鉄
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の都市（鉄堡）」のことであり、七層に積み重なった巨大な円形の黒いトルマ（供物）のこと
である。ジャハルの下方には家畜の心臓と肺を置き、これらを悪魔の心臓と肺の代りに見立
てる。〈ジャハル・チャム〉ではジャハルを依り代としてダムディンチョイジルを顕現させる。
ジャハルはソル（障碍の魔を焼滅させる修法に用いる紙製のトルマであり、赤い炎の形をし
た細長いピラミッド状の頂きに髑髏が付いたもの）と共にチャムの最後に焚かれる。
8

ヴァジュラバイラヴァ、ヤマーンタカ、大威徳金剛のこと。モンゴル仏教では「ジグジッ
ド」と称される。

9

ナーローパ（1016−1100）のこと。11 世紀、インド後期密教を代表する大密教行者。カギュ
派の開祖であるマルパの師。

10

ナーローの六法とは、ナーローパが開発したと伝えられている修行法であり、
（一）内的火、

（二）幻身、（三）中有、（四）光明、（五）意識移動（ポワ）、（六）死体への生命力注入（死
者蘇生術）からなる。ただし、後世は、（五）に代わって、幻身の支分である夢が数えられる
ことが多い。中有も幻身の支分である。六法の基本構造は、瞑想によって、内的火で身体と
中有とを幻と観じ、光明を生み、意識を、自分を超えたより優れた存在へと移すことである。
要するに、基本的には古典ヨーガと同じ構造を有し、ヒンドゥーのハタ・ヨーガと殆ど同じ
行程である。ただし、ヒンドゥーの行者は、仏教のように身体や世界を「空なるもの」とは
考えないという違いはある［ツルティム

1999：61−61］。ナーローの六法とは、ヒンドゥー

とも共通するヨーガの行法であり、密教行法であるが、チベット仏教の場合は、空性を重ん
じ、空の思想を根底にして行法を執り行う。また、これは後期密教の修行法とされるが、た
だ一つの経典に典拠するものではなく、それ以前の様々な密教経典が継承され、整理統合さ
れてできたものと考えるべきであろう。
11 〈聖者の生起次第の修行法〉はゲルク派の修行法として知られるが、ゲルク派の密教部分は
ニンマ派やカギュ派の影響を受けている。詳細、注 14 を参照のこと。
12

チベット仏教の歓喜仏（合体仏）の男尊。

13

チベット仏教の歓喜仏（合体仏）の女尊、明妃。

14

キェーリム。生成のプロセスのこと。私たちの世界を構成する森羅万象がじつは究極のホ
トケたちの顕現に他ならないことを感得する瞑想のこと［ツルティム

2003：22］であり、

生起次第を成就することが究竟次第を修習するための必須条件となる［ツルティム

2003：

21］。生起次第とは、密教行者が観想の中でホトケを勧請し、観想者が観想に顕現させたマン
ダラの中で行者自身が観想に勧請させたホトケたちと一体化して、行者自身の心身からホト
ケたちを生起する次第のこと。
15

後期密教が究極の修行法として開発した快楽と智恵の究極の関係に基づく、「性的ヨーガ

（性瑜伽）」に集中する瞑想のこと［ツルティム

2003：22］であり、脈管（ナディ）が固く

絡み合っている身体の霊肉の結節点にあたる輪（チャクラ）、脉管（ツァ）、風（ルン）、心滴
（ティクレ）という精神的生理的要素を瞑想の中でコントロールして超人的な能力を引き出
し、究極的な真理を覚る修行法のこと。8 世紀後半に成立した無上瑜伽の『秘密集会タント
ラ』では仏陀とその性的パートナーが性的瑜伽を実践してマンダラを生成するプロセスを追
体験する修行が中核となっている［ツルティム

2003：32］。すなわち、究竟次第とは、精神

的生理的要素をコントロールした瞑想によって、死、死後の中有、来世への再生のプロセス
を疑似体験することである。
16

タントラとは、古代インドから伝わった密教経典であり、儀礼実践における儀軌や規則、
神を祀る式次第が記されたものである。チベット密教の修法は、タントラに依拠するが、タ
ントラの思想は、仏教だけでなく、ヒンドゥー教、ボン教、ジャイナ教にも共通するもので
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ある。
17

1907 年にトンサ・ペンロップであったウゲン・ワンチュックが国王に選出され、ドゥク派
正教一体制から世襲王制に移行し、ブータン王国が誕生した。国教はチベット仏教ドゥク派。

18

チベット文化圏に見られる城塞であり、中央政府が派遣した任期制の長官によって統治さ
れる行政区画単位。ブータン王国では国直轄寺院と県庁が入った国の最上位の地方区画単位
の拠点。ゾンが管轄する行政単位をゾンカクという。

19 「ツェチュ」とは「十日」を意味し、バドマサンバヴァの生誕日である月の十日に執り行う
供養会のこと。
20

建国 633 年、滅亡 877 年。吐番の初代ソンツェン・ガンポ王（581−649）はチベットを統一
し、唐から文成公主をネパールからティツゥンを降嫁させ、中国仏教とインド仏教を吐番に
もたらしている。チベット仏教の歴史はソンツェン・ガンポ王より始まるが、これはチベッ
トの国としての歴史の始まりでもある。

21

ティソン・デツェン王の時代、吐番は全盛期を迎え唐にも侵攻、763 年には一時唐の都長
安を占領した他、敦煌を半世紀上にわたり支配している。ティソン・デツェン王は仏教を積
極的に擁護し、インドから学僧シャーンタラクシタを招き、サムイェー寺を建立に際しては
密教行者バドマサンバヴァをインドから招聘している。

22

蓮花生大師。チベットのティソン・デツェン王がインドからチベットに招聘したインド人
密教行者。チベットにおいて仏教の浸透を妨げる土着の神々を呪術によって調伏し仏教の守
護神にしたとされ、チベット最古の寺院サムイェー寺創建にも尽力。ニンマ派の宗祖。チベッ
ト仏教では釈迦如来と同様に信仰されている。ブータンでは、グル・リンポチェとして信仰
されている。

23

カギュ派の一支派。南ドゥク派はブータン王国の国教。ドゥク派の宗祖はリンレーパの弟
子であるツァンパ・ギャレー、イェシェー・ドルジェ。チベットのドゥク派本山ラルン寺の
座主の家系にあった高僧ンガワン・ナムゲル（シャブドゥン）が 1616 年にドゥク派教主の座
を巡る内紛によってチベットから西ブータンに亡命し、ブータンにおいてドゥク派の勢力を
拡大。これによりドゥク派は南北に分かれる。ブータンに南ドゥク派政権が誕生し、ブータ
ンが国として初めて統一される。

24

ブータンのグル・リンポチェ信仰は「チベットからの伝来ではなく、オリジナルの伝統を
有している」という歴史的伝承に基づく強い信仰である［東

1994：382］。

25

ニンマ派の五大テルトン（埋蔵宝典発掘僧）の一人。

26

宗祖はティソン・デツェン王がインドからチベットに招聘したバドマサンバヴァ。チベッ
ト仏教の古派。古い時代に訳された経典に依拠し、呪術に精通し、多数の埋蔵経典を有し、
チベット土着のボン教や中国禅の影響を受けている。

27

開祖はキュンポ（990 〜 1139）とマルパ（1012 〜 1097）。マルパに伝えられた秘法は『ナー
ローの六法（六成就法）』であり、ヨーガを用い、死後の「中有」を擬似体験、煩悩を滅して
悟りを得、さらに肉体の桎梏を逃れ、衆生を救済する法である。マルパの法は弟子ミラレパ
を通じガムポパに伝えられ、さらに多くの弟子達により分派に分裂した。

28

須弥山のさらに上にあるとされるグル・リンポチェの宮殿。

29

ブータンの国としての統一は、シャブドゥンによるものであり、17 世紀に始まる。ブータ
ン王国において、シャブドゥンという名で信奉されている、チベットのドゥク派本山ラルン
寺の座主の家系にあった高僧ンガワン・ナムゲルは 1616 年にチベットから西ブータンに亡命
し、1629 年にブータンにシャブドゥン自身の寺院を建てる。それがブータンにおける最初の
ゾン（要塞と寺院を兼ねたもの）となり、その後、ゾン建設に伴い、ブータンにドゥク派の
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勢力が拡大していき、シャブドゥンはブータンの内外の敵と戦い、ブータンを国として統一
する［今枝
30

1994：37−38］。

摂政とは、チベット仏教において法王の死後、転生者（ブータンにおいては後継者）を探
索する責任を担う他、新法王が成人するまで法王に代わり政治の全権を掌握した僧のこと。
高僧の中から選ばれる。

31

ダライ・ラマ政権は、ブータンに 1644 年、1648 年、1649 年と三回侵攻したが、いずれも
撃退されている。ダライ・ラマ政権以前、チベットのツァンの王も、1629 年、1634 年、1639
年にブータンに侵攻している。

32

17 世紀中期、モンゴル高原西部から東トルキスタン北部に居住していたオイラート四部の
うちの西モンゴル部族の一つであるホショードの首領トゥルバイフ（1582−1654 年）のこと。
チンギス・ハーンの弟カサルの末裔を名乗り、ダライ・ラマ五世の摂政からのゲルク派への
援助要請に応じ、チベットに遠征。1637 年に青海を平定し、ダライ・ラマ五世から「護教法
王」の称号を授与される。1640 年にカム地方、1642 年にツァン地方も平定し、「チベットの
王」となり、チベットの中核部をダライ・ラマ五世に寄進し、ダライ・ラマ五世によるゲル
ク派政権樹立に至る。

33

ゲルク派本山。チベットのシガツェに 1447 年にツォンカパの高弟であるゲンドゥ・トゥッ
プ（後のダライ・ラマ一世）が創建した寺。17 世紀、ダライ・ラマ五世が自分の師を務めた
タシルンポ寺の座主（パンチェン・ラマ四世）を阿弥陀如来の化身として認めて以来、同寺
は隆盛を誇る。

34

rNga cham（打鼓のチャム）、Sor cham（魔を封じ込めたソルを焚くチャム）、rDrup cham

（不明）の三種。//'bri gung bka' brgyud kyi gar 'cham ngo sprod snying bsdus sengge'i rnam
rol shes bya ba bshugs so//
35

吐番時代にバドマサンバヴァらによって翻訳されたといわれる古タントラ（旧訳密教経典）
に依拠する古派。

36

仏教を守護する恐ろしい忿怒相をした守護尊（イダム）のこと。もともとインドの神々で
あった他、チベット土着の神々がバドマサンバヴァによって仏教を守護する神に変えられた
場合もある。ダライ・ラマ五世の守護尊はパルデン・ラモ（吉祥天の忿怒相）である。

37

日本では、この時期 1667 年に東大寺二月堂が焼失し、1669 年に再建された二月堂でお水
とりが再開されている。この年号の一致は全くの偶然かもしれないが、ダライ・ラマ五世の
チベット仏教界全体への勅令、チャムという調伏法の奨励、護法神の御神託への傾倒、ゲル
ク派への改宗による他宗派の僧侶の亡命などの当時のチベット密教圏の動きが、アジアの密
教界全体に与えた影響については今後の研究課題にしたいと考えている。

38

チベットでも 1682 年にダライ・ラマ五世が死去すると、その転生者が見つかるまで、その
死は秘匿され、護法神の御神託と摂政サンギェーギャツォによって政治が執り行なわれた［山
口

39

2009：180−182］。
ブータン王国のゾンには、現在も「ゲンカン」という女人禁制の「秘儀の間＝護法神祀堂」

が存在する。護法神の御神託はゲンカンで執り行なわれる。
40

1585 年、アブタイ・サイン・ハーンによって建立されたモンゴル国最古の寺院。

41

清清崩壊後もモンゴル国（外モンゴル）ではスターリン時代の粛清によって寺院が破壊さ
れる 1937 年までチャムが執り行われ、約 700 あった寺院において約 500 のチャムが執り行わ
れていた［Sereeter 1960］。

42

ゲルク派政権の法王であるダライ・ラマが許可を与える場合もある。

43

呪殺によって迷いの世界から悟りの世界に導く呪法。11 世紀のニンマ派の密教行者ドル
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ジェタクが執り行った呪殺法として知られる。〈ジャハル・チャム〉を修したダライ・ラマ五
世もドルジェタクの影響を受けていたと思われる。
44

明王（忿怒尊）の修法が、日本の中期密教において盛んに執り行われるようになるのは、9
世紀以降、常暁や空海、最登によって明王（忿怒尊）の修法が日本に伝来されて以降のこと
であると思われる。

45

チベットとモンゴルのチャムにおける〈シャナグ〉のこと。呼称の違いは、チベット語の
発音の仕方の違いである。黒帽咒師は、伝承によれば、9 世紀半ば、チベットにおける仏教
弾圧者として名高いダルマ・ウィドゥムテン（ランダルマ）王を黒い帽子を被った咒師が袖
に隠した弓矢で暗殺、その後、黒帽咒師は、仏教の救世主とされ、チャムにも取り入れられ
るようになったと言われている。

46 『ミラレパの物語』、『ポレ・モレ』、〈ラクシャー・ゴ・チャム〉、〈ラクシャー・マン・チャ
ム〉では半神半獣の神々以外は俗人（在家密教行者）も靴を着用。
47

本稿では『ミラレパの物語』という名称で記しているが、ミラレパが遺した詩の世界を再
現したチャムであり、ブータン王国のゾンのツェチュでは、前篇は〈アチョ・ペンドゥップ・
シャワ・ガンレイ・パプニ〉、後篇は〈アチョ・ペンドゥップ・シャワ・タライ〉というタイ
トルになっている。モンゴルでは Myal bogdin cham と称される。ブータン王国のゾンのツェ
チュの『ミラレパの物語』には、チャム（「跳舞」）を繰り返す鹿（シャワ）と犬（シャチ）
が登場するものの、演目にはチャムという言葉は使われず、プログラム上、チャムとの区別
が図られている。チベットとモンゴルでは僧侶によって丸一日かけて執り行われるチャムで
ある。

48

トゥンガムとは、ツェチュにおいて僧侶がグル・リンポチェを本尊として観想した際、勧
請される護法神。ツェチュで修される怨敵調伏の修法ではトゥンガムの力で障碍の魔を討つ。

49

ブータン王国のゾンでは、〈トゥンガムのチャム〉はツェチュ第 3 日目のグル・リンポチェ

（バドマサンバヴァ）の生誕日（ブータン暦 11 月 10 日）に国王に捧げる修会として修される。
2009 年 1 月のトンサ・ゾンのツェチュでは、この日のみブータン王国の首相が国王の名代と
して参観し、〈トゥンガムのチャム〉に立ち合っている。また、ゾンのツェチュでは修法終了
後、国王の生まれ年以外の方向にトルマを捨てる規則がある。このような規則からも国王に
捧げ執り行われていることは明らかである。現ブータン国王五世は申年生まれなので、申（西
南西）の方角以外にトルマを捨てる。
50

バグリンとはリャンガ（男性裸体像）のことである。ゲルク派のバグリンはトルマ（供物）
を作る要領で練った大麦粉を使って僧侶の手で手で作製される。足先まで伸びた長い髪には
ヤクの黒毛を用い、全身は黒褐色に色付けされた人形（ひとがた）である。腹の中に山羊の
生血（家畜の血と内臓を入れる場合もある）を入れ、手足は鎖でつながれ、男根は頭ほどの
大きさに製作され、額と心臓と臍と臀部に秘種文字が記されている。ヒンドゥー教にもチベッ
ト仏教以前のボン教にも人間の生贄を捧げる儀礼が行なわれていたが、当初、生身の人間で
行なわれていた儀式が仏教浸透後、殺生を避ける理由からリャンガで代用されるようになっ
たとも伝えられている。三角壇に入ったバグリンをプルブ（金剛橛）で破壊する儀式は、ボ
ン教の咒師の呪法でも執り行われる。ブータン王国のゾンのツェチュで用いるバグリンは練っ
た大麦粉を型押しして製作されたものであり、鉄製の三角壇に入れられている。

51

13 世紀に、グル・チョーキ・ワンジュク（1212−1270）が発掘した経典『ラマ・サンドゥ』
を典拠としたチャム。『ラマ・サンドゥ』にはグル・リンポチェとその八変化相を主尊とした
教義体系が記されている。

52

グル・リンポチェ（バドマサンバヴァ）の八変化相のうちの忿怒尊。ブータン王国のゾン
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のツェチュではドルジドロによってバグリンを破壊する調伏法は修されないが、ラダックの
ニンマ派寺院タクトク寺のツェチュでは、「トゥンガム」とも称されるドルジドロによって、
調伏法が修されている。
53

ゾンの御堂にシャブドゥン像は大小二体あり、秘仏は小体の方である。小体はツェチュの
期間しか公開されない。

54

同じドゥク派でもインド北部ラダックのへミス寺院では僧侶が執り行っている。

55 〈アチョ・ペンドゥップ・シャワ・ガンレイ・パプニ〉
56 〈アチョ・ペンドゥップ・シャワ・タライ〉
57

蓮華から生まれた御子が阿弥陀仏の変化身でバドマサンバヴァのこの世に現れた最初のお
姿である［塚本

58

1984：168］。

14 世紀の埋蔵宝典発掘者カルマ・リンパが発見した経典と言われている。

59 〈ケ・チャム〉は、「聖人が瞑想で見た夢の世界」の「中有」から「生」の場面を舞台にし
た『ポレ・モレ（王と王妃の物語）』に切り替わる途中、王と王妃の登場前に登場する。そし
て、王と王妃が退場する前に再び〈ケ・チャム〉が再登場する。〈ケ・チャム〉は二部に分か
れ登場するが、〈ケ・チャム〉ではアツァラ達も登場し、動物神の舞を真似る。〈ケ・チャム〉
の動物神の仮頭は外見上聖人が瞑想で見た「神々」を再現した〈ダミツェ・ンガ・チャム〉
や〈ジュ・ギン〉の動物神の仮頭と酷似しているが、〈ケ・チャム〉の方は儀軌経典に則って
執り行われ、虎皮裙姿であるため、〈ギン・ツォリン〉のギンと同様、清めのための悪魔退治
に現れた「神々」であると思われる。
60

第四代摂政（ダシ）テンジン・ラプゲの祖先にあたるドゥクパ・クンレーは〈瘋狂の瑜伽
行者〉と称され、自らの男根（男性性器）を用いて悪魔退治を行なった伝説をもつ人物であ
る。 ポー（男根） とは、密教行者が性的なエネルギーをヨーガの身体技法によって霊的な
エネルギーへと変換させる

性的ヨーガ

を執り行う際の

プルブ（金剛橛） を意味し、

〈一切調伏・煩悩砕破の御利益〉と〈忿怒の力の結晶〉のシンボルでもある。
ブータン王国のゾンのツェチュに登場する〈ポー〉はこのドゥクパ・クンレーの悪魔退治の
伝説に基づいて創作されたものであるとの伝承がブータン王国にはある。ドゥクパ・クンレー
の悪魔退治伝説に由来する〈ポー〉がブータン王国のゾンのツェチュに取り入れられた背景
には、ドゥクパ・クンレーがシャブドゥンの後継者であった第四代摂政（ダシ）テンジン・
ラプゲの祖先であるということが関係していると思われる。
61

伎楽調度が日本に初めて将来した欽明天皇の時代、大陸は南北朝時代にあり、北魏などの
北朝は鮮卑系貴族（モンゴル系かテュルク系の遊牧騎馬民族）の王朝であった。北朝の楊氏

（鮮卑説あり）が南北を統一して隋を建て、続いて、鮮卑系貴族の王朝である唐が興る。呉と
の関わりで伎楽伝来ルートを考えると、呉と同じく建康（建業）を都とする南朝の梁から伎
楽調度が日本に将来した可能性があるが、南朝の陳が滅亡した後も日本では伎楽が盛行して
いることから、日本への伎楽伝播には、唐王朝まで続く北魏などの北朝の鮮卑系貴族王朝の
影響があった可能性が考えられる。
62

ツルティム・ケサン、正木晃両氏は「東大寺をサムイェー寺に、鑑真を学僧シャーンタラ
クシタ、聖武天皇をティソン・デツェン王に、それぞれ匹敵すると考えることも可能であろ
う」［ツルティム

63

2000：45］と述べている。

瞑想による集中が高まった状態。

64 『東大寺要録』には、六十人の鼓撃がいたこと、
「雷鼓振而響天」とさえ伝えられている［新
川
65

1999：323］。
伎楽自体は、東大寺大仏開眼法要以前、すでに前期密教の時代に日本に伝来し、法隆寺を
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はじめ幾つかの寺院で執り行われていた。そして、中期密教の時代において、聖武天皇の時
代以降、さらに、盛んに執り行われている。
66

安居は、寺院固有の「本願の経」を講じる「功徳安居」と、護国三部経（法華・最勝・仁
王般若）を講じる聖武天皇本願の「官安居」に分けられる［新川

67

1999：317］。

また、後期伎楽は七仏薬師法などの密教修法でも執り行なわれていた（『覺襌鈔』など）

［新川

1999：319］。

68

東大寺雑集録巻八第五巻「天武天皇元年（673 年）。始テ金光明經ヲ講セラル、ト云。」

69

唐は 907 年に滅亡。9 世紀以降、明王（忿怒尊）の修法のような、より強力な効験力を持
つ中期密教の修法が日本に伝来し、天皇に捧げ修されるようになると、天皇に捧げる密教儀
礼として伎楽が執り行われなくなり、9 世紀以降、伎楽は衰退していった可能性がある。

70

新川登亀男氏は伎楽と和薬使主氏（医薬）との関連に注目している［新川

1999：267］。

チャムによる障碍の魔を討つ修法は、チベット仏教圏では医術の一種とみなされていたこと
から伎楽でも医術の一種とみなされた何らかの呪術が執り行われていた可能性がある。チベッ
ト仏教圏では、チャムに伴い、咒師によって堂内の密室で密かに呪術が修される場合もある。
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ブータン王国トンサ・ゾンのツェチュの式次第
調査者および式次第作成者 : 木村理子
調査日時：2009 年 1 月 5 日〜 8 日（ブータン暦 11 月 9 日〜 12 日）
調査場所：ブータン王国トンサ・ゾン
トンサ・ゾンのツェチュ開催日：毎年ブータン暦 11 月 8 日〜 12 日
開催時刻：午前 7 時頃〜午後 5 時半頃
開催場所：トンサ・ゾン内、中庭
第 1 日目（ブータン暦 11 月 8 日）
［仮頭なし］
※前半 1 〜 4 は僧侶によるチャム。後半 5 〜 8 は俗人（在家密教行者）の舞手による
チャム。
※僧侶は靴を履いてチャムを行い、俗人は裸足でチャムを行う。
※各出退場の合間に、横一列に並んだ村人女性 11 名によるフォークダンスと歌が入る。
1．シンジェーのチャム Shingey Cham（ヤマのチャム）［僧侶］
※男女両尊一対になってチャムを行う。ヤマとはヤマーンタカの眷属のこと。雄牛の
仮頭。
2．グル・ツェンゲ Guru Tshengey
（グル・リンポチェ（バドマサンバヴァ）八変化相のチャム）［僧侶］
※グル・リンポチェの来迎と八変化相によるチャム。忿怒尊ドルジドロとその眷属
12 忿怒尊も登場。
3．ラモ・ツォモのチャム Lhamo Tsomo（マハカラ（大黒天）忿怒尊のチャム）［僧侶］
※トンサ・ゾンのツェチュに新しく加えられたチャム。1986 年にプナカから伝授さ
れたチャム。仮頭を用いないで行うチャムであり、第 1 日目しか執り行われない。
ツォモとラモは男女両尊（ヤブ・ユム）である。
4．リンガ・チュドゥク Ringa Chudrug（持明呪者の舞）［僧侶］
※グル・ツェンゲ（グル・リンポチェと八変化相）の場面に登場する超能力を持った
半神半人。
5．シャザムのチャム Shazam Cham（鹿神の舞）［信徒の俗人］
※グル・リンポチェが鹿神になって悪魔退治を行なったという伝説に基づいて創作さ
れたチャム。
6．ドゥルダ Durdag（骸骨の姿をした屍林の主の舞）［信徒の俗人］
※儀軌経典に則って執り行われる。ドゥルダは、忿怒尊ツォリンの修法の前に、三角
壇を運ぶ。
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7．ダミツェ・ンガ・チャム Dramitse Nga-Cham
（ダミツェ村起源の鼓舞）［信徒の俗人］
※ニンマ派の聖人ペマ・リンパの子孫キュンガ・ゲルツェンが瞑想で見た「グル・リ
ンポチェの楽園サンドペルリ」を再現したチャム。18 動物神。
8．ラクシャー・マン・チャム Raksha Mancham
（閻魔大王の裁きの物語）［信徒の俗人］
※チベットでも執り行われているチャム。原作はニンマ派の『チベットの死者の書
（バルドゥ・トェドル）』である。善人と悪人それぞれが、死後、中有（バルドゥ）の
世界で閻魔大王より裁きを受ける模様を描いた物語。儀軌経典に則って執り行われ
る。
第 2 日目（ブータン暦 11 月 9 日）［仮頭有り］
※ツェチュ第 2 日目から第 4 日目までの三日間、前夜から三夜連続、夜通し、堂内で観
想の儀式（プジェ）が執り行われ、儀式は、毎朝午前 7 時頃に終了する。堂内の儀式が
終わると、堂外、ゾン内の中庭で外チャムが始まる。
※第 2 日目前半 1 〜 3 は僧侶によるチャム。後半 4 〜 11 は俗人の舞手によるチャム。
※僧侶は靴を履き、俗人は裸足でチャムを行う。
※各出退場の合間に、横一列に並んだ村人女性 11 名によるフォークダンスと歌が入る。
ただし、シャナのチャムとンガ・シャナのチャムの間には、村人女性 11 名の登場はな
い。
1．シンジェーのチャム Shingey Cham
（ヤマのチャム）［僧侶］
※男女両尊一対でチャムを行う。儀軌経典に則っ
て執り行われる。シンジェーとは、ヤマーンタカ
の眷属であるヤマ（雄牛）のこと。
2．シャナのチャム Zhanag Cham（黒帽のチャム）
［僧侶］
※シャナ（黒帽）とは、黒帽を被った咒師のこと。
※儀軌経典に則って執り行われる。
※シャナの数は 21 名。21 名は、チャムの儀軌経典に則っ
たシャナの数である。21 名のシャナは、左手にプルブ
（金剛橛）、右手にカパーラ（髑髏杯）を持って登場する。
※トルマ（供物）を用いて魔を祓う修法を執り行う。シャ
ナのチャムの途中、僧侶が円の中央に 2 体のトルマと灯
明を載せた台を置く。シャナ（黒帽咒師）の最高位であ
るチャムペンがトルマの周りを旋回し、トルマに魔を封
じ込めると、僧侶がトルマの台を急いで持ち去り、トル

― 45 ―

マを投げ捨てる。トルマを投げ捨てる方角は、国王の生まれ年の
方角以外である。※現国王は申年生まれなので、西南西以外の方
角に捨てる。
3．シャナのンガ・チャム

Zhanag Nga-Cham

（黒帽による打鼓のチャム）［僧侶］
※シャナ（黒帽咒師）のチャムと同様、儀軌経典に則って執り行
われる。
※ 21 名のシャナは退場するやいなや、すぐさま、
太鼓を持って再登場する。
※〈シャナのチャム〉と〈シャナのンガ・チャム〉
の間には、11 名の女性達による歌と踊りは入らない。
※黒帽咒師が左手に太鼓、右手に太鼓のバチを持っ
て、太鼓を叩きながら、旋回と跳躍を行う〈シャナ
のンガ・チャム〉は、ブータンのチャムの特色に
なっている。このチャムは、ロルモ（シンバル）1
名とシャナ自身が打つ太鼓の音で執り行われる。

4．ダミツェ・ンガ・チャム Dramitse Nga-Cham（ダミツェ村起源の打鼓の舞）
［信徒の俗人］
※ 1511 年、ニンマ派の聖人ペマ・リンパの子孫のキュ
ンガ・ゲルツェンが、ダミツェ村で瞑想中に「グル・リ
ンポチェの楽園サンドペルリ」でグル・リンポチェと対
面したという話に基づき、その時、瞑想で見た「グル・
リンポチェの楽園サンドペルリ」の神々の舞をチャムで
再現したものである。
※ダミツェ・ンガ・チャムには 18 の動物神が登場する
が、左手に太鼓と右手に太鼓のバチを持ち、跳躍と激し
い旋回を繰り返し行う。白獅子を先頭に登場する、亥、
ガルーダ、鹿、カラス、雌鹿、熊、犬、虎、鰐、猿、蛇、
牛など計 18 の動物神は、グル・リンポチェの眷属の化
身である。仮頭には仏門に入っている証である一蘊（髑髏）がある。
※ダミツェ・ンガ・チャムの最中、アツァラ（阿闍梨）が観衆の前をバナナを持って
二周ほど歩き回り、子供達にバナナを配る素振りを見せる。動物神は登場順と同じ順
番で白獅子を先頭に退場するが、退場前にアツァラが道を清めるための穀物を撒く。
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5．ユリマのチャム Wilimi Cham（悪魔の舞）［信徒の俗人］
※儀軌経典に則っている。ユリマ（悪魔）とは〈ラクシャー・マン・チャム〉に登場
するデュナ・チュ（黒い裁判官）のようである。
※ユリマのチャムの前に、アツァラ達が村の
女性達 11 名をからかい、広場で戯れる。
※〈ユリマのチャム〉となっているが、アツァ
ラ達と戯れる場面である。唐獅子のように長
い黒髪をふり回しながら、ユリマ（悪魔）が
登場する。登場の際の音はロルモ（シンバル）
のみ。ユリマが飛び跳ねながら人皮を持って
くる。アツァラがその人皮を地面に敷く。ア
ツァラ達はユリマと戯れる。ユリマは手でポー
ズをとりながら頭を上下に振る。ユリマはおどけて地面に寝転がる。アツァラ達はユ
リマの髪をつっつき、からかう。その間、〈ジュ・ギンのチャム〉の 14 動物神が次々
に登場する。寝転がっていたユリマは勢いよく起き上がり、飛び跳ねながら退場す
る。退場するユリマの後ろをアツァラが追いかける。
6．ジュ・ギンのチャム Juging Cham（棒のギンの舞）［信徒の俗人］
※〈ジュ・ギンのチャム〉はペマ・リンパが創作した三種のギンの一つであると言わ
れている。ペマ・リンパが瞑想で見た「神々の舞」を再現したチャムである。ブータ
ン王国のタムジンとブムタンでは三種のギ
ンのチャムを僧侶が執り行なうが、トンサ・
ゾンでは、俗人が執り行なう。
※ 鹿、 蛇、 鰐、 亥、 雄 牛、 犬、 ガ ル ー ダ、
カラスなど 14 の動物神が、白獅子を先頭に、
右手に棍棒を持って登場する。仮頭には、
仏門に入っている証となる一蘊（髑髏）が
ある。チャムでは左手を腰に当て旋回した
り、頭を振ったり、しゃがんだりする。左
右の手を入れ替え、時には、立ち止り、棍棒を脇に挟んで、手を叩く。チャムの間、
アツァラが神々にいたずらをする。神々は円から二列になり、再び円になり、二つの
円に分かれた後、鹿神を最後尾にして一列になって、退場する。
※〈ジュ・ギンのチャム〉終了後、アツァラが腰にポー（木製の赤い男根）を携え登
場する。村の女性達 11 名が歌っている間、女性達の肩帯の位置を直すアツァラもい
れば、観衆に向かっておどけた仕草を見せるアツァラもいる。ポーを持って、ポーズ
をとったり、別のアツァラに向けたりして戯れるアツァラもいる。
7．ディ・ギンのチャム Driging Cham（剣のギンの舞）［信徒の俗人］
※ペマ・リンパが瞑想で見た「神々の舞」を再現したチャム。

― 47 ―

※右手に剣（ディ）を持った 14 名のギンが登場
する。先頭から、仮頭の色が、赤・赤・赤・橙・
赤・赤・橙・赤・赤・赤・橙・赤・赤・赤の順
に一周して三つの円に移動し、また一つの円に
戻る。この間、アツァラがチャムの間に入って、
戯れる。ギン達が剣を円の中心に置くと、ア
ツァラが剣を回収する。ギン達は剣を持たず、
チャムを行う。円から二人一組になり、向かい
合って両手を腰にあて、チャムを行う。この時、アツァラ達がギン達にいたずらをす
る。ギン達は再び円になり、時計回りに回りながら一列になって退場する。
アツァラ達はチャムの最中でも広場を横切り、自由に戯れている。
8．ンガ・ギンのチャム Ngaging Cham（打鼓のギンの舞）［信徒の俗人］
※ペマ・リンパが瞑想で見た「神々の舞」を再現したチャム。
※左手に太鼓（ンガ）、右手に太鼓のバチを持ったギン 14 名が登場する。ンガ・ギン
の仮面は顔の部分を赤い布で覆った仮面である。仮面の頭部には長い毛糸の髪と五蘊
（髑髏）が付いている。
※ンガ・ギンは、赤面青毛、青面赤
毛、赤面赤毛、赤面青毛、青面緑毛、
赤面赤毛、緑面青毛、赤面青毛、赤
面赤毛、緑面青毛、赤面赤毛、赤面
青毛、赤面緑毛、青面青毛の順で登
場する。
※登場すると、太鼓を打ち鳴らしな
がら円になり、一列へと移動し、跳
躍をし、腰を下ろすと、再び、跳躍する。退場の際にはアツァラも太鼓を持ち、ン
ガ・ギンの舞を真似て、激しい旋回と跳躍の舞を見せる。
9．ケ・チャム Kel Cham（Kye Cham）（動物神による剣の舞）［信徒の俗人］
※儀軌経典に則って執り行われる。鹿、
ガルーダ、獅子、カラス、犬、猿、蛇、
鹿、雄牛など 12 神が登場する。動物神
は護法神の化身である。仮頭には、仏門
に入っている証となる一蘊（髑髏）がつ
いている。神々は右手に剣を持ち、虎皮
裙の姿である。悪魔退治の舞を行う。
※ 12 神は、鹿神を先頭に、獅子神最
後尾で一人ずつ登場する。時計回りに
一周し、続いて、二重円になる。旋回
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しながら位置を移動させ、4 行 3 列から、一重円になり、登場と逆順に一列になって、
退場する。退場の際、アツァラが〈ケ・チャム〉の舞を巧妙に真似ると、観衆より歓
声が上がる。
10．ポレ・モレ Phole Mole（王と王妃の物語）［信徒の俗人］
※チベットの物語。仮頭劇。
※まず、王 2 名と王妃 2 名ずつが、東西南北の位
置に時計回りに二人一組で移動しながら男女向き
合って立つ。二人の王は移動を終え、立ち止まる
度に、歌を歌う。老婆が登場し、老婆は長い竹棒
で二人の王妃の肩を叩いていく。その後、王妃の
歩幅の狭い踊りを老婆が滑稽に真似る。
※あらすじ：美しい王と王妃がいる。ある日、
王は戦いに出かけることになる。王妃は「一緒に戦場に行きたい」と言うが、王は
「心配するな、すぐに戻ってくるから、待っているように」と言って出掛ける。王が
戦いに出かけると、アツァラの男衆が王妃を誘拐し、けそうする。男衆が王妃にけそ
うする様子を見ていた老人が若い衆を真似、老婆にけそうしようとする。老婆は王妃
の侍女である。王妃が男衆に襲われるのを見た老婆は王妃を救い出そうとする。その
時、老婆も老人に連れ去られ、強姦されてしまう。王は戦場から戻ると、王妃を襲っ
た男衆と闘う。王は王妃が男衆に襲われてしまったことを知り、王妃の貞操観念のな
さに腹を立て、王妃の鼻を切り落とす。それを見ていたアツァラ達が慌てて、医者を
呼びに行く。しかし、医者は「馬がないので往診に行けない」と断る。アツァラは
「それでは、馬を差し上げよう」と、アツァラ自身が馬の物真似をして医者をおんぶ
する。その時、アツァラはおぶった医者をわざと落とす。医者が怒ると、アツァラは
再び馬の真似をして医者をおんぶし、王妃の元に走って行く。王妃は鼻を切り落とさ
れたので、手で鼻を隠している。医者は王妃の鼻を治す。だが、診療を終えた医者は
家に帰るための馬がないことに気づき、怒り出す。
※『ポレ・モレ』が終わり、王と王妃が退場する直前に、再び、〈ケ・チャム〉が始
まる。〈ケ・チャム〉終了と同時に、『ポレ・モレ』の王と王妃も退場する。
11．アチョ・ペンドゥップ・シャワ・ガンレイ・パプニ
Ajo Fento Shawa Gangley Fapni
（『ミラレパの物語』前篇：猟師兄弟と丘の上から追われた鹿の舞）［信徒の俗人］
※チベット仏教圏では『ミラレパの物語』もチャムの一種とみなされているが、〈念
怒尊の修法〉を執り行う修会ではなく、ミラレパの詩を題材にして作られた教訓劇。
チベットから伝播した原作に則って執り行われるが、前篇と後篇に分けて上演するな
ど、ブータン王国特有の演出が施されている。
※演者は僧侶ではなく、俗人（在家密教行者）である。
※トンサ・ゾンにおける『ミラレパの物語』前篇のあらすじ：猟師弟が消息不明にな
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る。猟師兄は犬を 1 匹連れている。猟師兄は階段の上（丘の
上）で「弟を探している」と歌う。階段の下（谷）では、弟
がアツァラ（阿闍梨）と遊んでいる。一人のアツァラが犬の
真似をしてみせる。猟師兄の犬は鹿の蹄を両手に持って舞っ
ている。弟は兄の言うことをきかない。
アツァラが兄に謝るよう、弟に言う。
※猟師兄弟による掛け合い歌の台詞は、すべて韻文形式のゾ
ンカ語である。
兄が歌う。「探していた」と。

弟は兄に向って歌う。「兄さ

んのことが好きだ。会えてよかった」と。
階段の下（谷）では、ダマル（髑髏鼓）を手に持ち、僧侶を真似た仕草を行う黒い爬
虫類のような仮顔を付けた男が座ったまま、猟師弟に問いかける。｢ 猟師よ、なぜ、
そんなに不幸なのか ｣ と。この黒い仮頭の男も猟師であり、黒い布を被り、そのまま
座ったままの状態で死ぬ。その後、二人は退場する。続いて、鹿が登場する。鹿の角
には、仏門に入っていることを示す黄色のカタ（献布）が巻きついている。犬 2 匹も
登場する。1 匹は猟師兄の犬、もう 1 匹は猟師弟の犬である。鹿と犬 2 匹でチャムを
行う。この後、聖人ミラレパが登場するはずだが、前篇はここで終了する。
※犬、鹿、犬の順で退場する。最後の犬が退場すると、第二日目が終了。本物の鶏 2
羽、広場を歩き回る。
第 3 日目（ブータン暦 11 月 10 日）［仮頭有り］
※第 3 日目前半 1 〜 2 は僧侶によるチャム。後半 3 〜 4 は
俗人の舞手によるチャム。
僧侶は靴を履いてチャムを行い、俗人は裸足でチャムを行う。
※各出退場の合間に、横一列に並んだ村人女性 11 名によ
るフォークダンスと歌が入る。
1．ドゥルダ Durdag（骸骨［屍林の主］のチャム）［僧侶］
※儀軌経典に則って執り行われる。
※ドゥルダ 4 名の登場は、死後 49 日間
の「中有（バルドゥ）の世界」である
ことを示す。
※ 2 名ずつで登場すると、しばらく、走
り回りながら跳躍を行う。その後、4 名
のドゥルダが力を合わせ、布製の人皮に
載せた鉄製の三角壇を中庭の中央まで
運び、ゴザの上に載せる。三角壇の中
には、バグリン（人形）が入っている。
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鉄製の三角壇には鉄の蓋がしてある。運び終わると 4
名のドゥルダは退場する。※アツァラ達がゴザや人
皮、三角壇の位置を丁寧に整える。別のアツァラが
チェジ・ゲブ（閻魔大王）の大きな赤い片腕を掲げ
持って登場し、急いで退場する。
※白い布で口を覆った僧侶 1 名、布が掛っている台
を両手で高く掲げ持ち、中庭を横切り向かい側の堂に
持って入り、戻ってくる。
その様子をアツァラが真似、赤い
仮頭の上から白い布を鉢巻のよう
に捲き付け、三角壇の前に立って、
僧侶のように拝礼する。
2．トゥンガム Tungam（忿怒尊のチャム）［僧侶］
※儀軌経典に則って執り行われるチャムである。
※忿怒尊トゥンガムによるバグリン（大麦粉を練って作った人形）破壊の儀式は、魔
を討つ調伏法である。ブータン王国では、国王に捧げ執り行われている。
※忿怒尊トゥンガムとその
眷属である 12 忿怒尊は時計
回りに一周し、円の中心に
トゥンガムが移動し、三角
壇の周りを時計周りに回り
ながら、チャムを行い、しゃ
がみこんで、三角壇の中の
バグリン（人形）を刀で三
回突き刺し、破壊する。
※忿怒尊トゥンガムがバグリン
を 破 壊 し た 後、 白 い 布 で 口 を
覆った僧侶が登場し、破壊され
たバグリンに聖水を掛け、清め
のセルジム（聖水潅頂）を行う。
そして、三角壇を両手で高く掲
げ上げる。その瞬間、傍にいた
アツァラが人皮の敷物をひっぱ
り取る。僧侶は三角壇に蓋をし
てから、胸より高い位置に掲げ
持って退場する。退場後、僧侶

― 51 ―

は壊れたバグリンを窓の外へ投げ捨てる。バグリン破壊の儀式が終わると、忿怒尊
トゥンガムとその眷属である 12 忿怒尊は円になり、旋回しながら、チャムを執り行
い、先に 12 忿怒尊から順に退場し、最後に忿怒尊トゥンガムが退場して、終了する。
※〈トゥンガムのチャム〉の後、村の女性達 11 名の歌が始まる。歌が終わると、ア
ツァラ達が登場し、猿（猿の仮頭を被り、着ぐるみを着ている）と緑色の布製のボー
ルで戯れ始める。この日は本物の猿一匹もゾンの御堂の屋根によじ登り一日中走り
回っている。
3．ラクシャー・ゴ・チャム Raksha Gocham（閻魔大王登場までの過程を描いた物語）
［信徒の俗人］
※チベット仏教圏の寺院で執り行われる仮頭劇。原作は 14 世紀の埋蔵宝典発掘者カ
ルマ・リンパが発見したニンマ派の『チベットの死者の書（バルドゥ・トェドル）』
である。儀軌経典に則って執り行われるが、ブータン王国特有の演出が施されてい
る。
※ラクシャー・ゴ・チャムでは六道輪廻図に則った「中有の世界」が描かれ、ラク
シャー・ランゴー（ヤマ。雄牛面に長く尖った角。ヤマーンタカの眷属）とその眷属
である 18 の動物神達が登場する。
4．ラクシャー・マン・チャム Raksha Mancham（閻魔大王による裁きの場面を描いた物
語）［信徒の俗人］
※原作は、ニンマ派の『チベットの死者の書（バルドゥ・
トェドル）』である。儀軌経典に則り執り行われるが、ブー
タン王国特有の演出である。閻魔大王が「中有」において、
善人と悪人を裁く模様を描いた仮頭劇であり、閻魔大王の
裁きによって、悪人が地獄に、善人が極楽に送られる模様
が演じられている。
※両手に鈴を持ったラ
クシャー・ランゴーが
登場し、続いて、右手
にプルブ（金剛橛）、左手にカパーラ（髑髏杯）
を持った 18 動物神が入り口で一度高く跳躍して
から、次々に登場する。ガルーダ、鷲、烏、亥、
虎、獅子、鹿、龍、蛇、猿等。この時、堂の屋
根の上から物音がする。アツァラ 1 名が屋根の
上を駆け回り、屋根の上から中庭に向け鶏の羽毛を撒く。別のアツァラは閻魔大王が
登場する堂の出入り口付近に穀物を撒き、道を清める。猿の着ぐるみを着た人が御堂
の柱をよじ登る。
※アツァラが本物の鹿と豚の生首を紐につないで、引き摺り回し、時計回りに中庭を
一周する。この鹿と豚の生首は悪人が生前に犯した殺生の証である。
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※ラクシャー・ランゴーと動物神達はチャムを行い、
動物神は一神ずつラクシャー・ランゴーの前で跳躍を
見せる。続いて、デュナ・チュ（黒の裁判官）が登場
し、三回、ラクシャー・ランゴーの前で跳躍を見せる。
※物語のあらすじ：ある猟師が死んで行く時、死後の
「中有」の世界に、黒と白の道が見える。猟師は生前
に犯した殺生などの行為を閻魔大王に裁かれ、黒い道
へと導かれ、地獄に落ちる。ある聖人も死んでいく
が、生前の善行により、白い道を通って極楽へと導
かれていく。極楽へは 5 人の天女（5 人の若い僧侶が
扮している）が導いていく。
※デュナ・チュ（黒い裁判官）が登場すると、動物
神達がうなり始める。デュナ・チュの腰には、大小
数多くの鈴が付いている。デュナ・チュが退場する
と、引き続き、動物神達が一神ずつラクシャー・ラ
ンゴーの前で跳躍を見せる。アツァラ達もふざけて、
動物神の舞を真似、ラクシャー・ランゴーの前で跳
躍をみせる。
※この間、猿とアツァラが観衆の中を集金に回る。
ツェチュ実施のための寄付金の徴収である。
※デュナ・チュに続いて、ラクシャー・ラン
ゴ ー も 堂 内 に 一 旦 退 場 す る。 そ の 際、 ラ ク
シャー・ランゴーの前後に、動物神が一神ずつ
御供をして、一緒に退場する。
その間、鹿神（アニ・シャワ）がラクシャー・
ランゴーのいた円の中心へと移動する。鹿神
（アニ・シャワ）の周りを 14 神が旋回しながら
舞う。鹿神（アニ・シャワ＝カルマ・リンパの
化身）は赤い紐を持っている。
※太鼓 1 名、銅鑼 1 名、ジャリン（チャルメラ）2 名の楽器演奏者達（俗人）が登場。
その後ろに、村の男女各 11 名、計 22 名が続く。その後、巨大なチェジ・ゲブ（閻魔
大王）が僧侶達に支えられて、登場する。
※巨大なチェジ・ゲブ（閻魔大王）は、人が扮するのではなく、上部は大仮頭、下部
は竹かごである。チェジ・ゲブ（閻魔大王）は密教行者と一体化しない。僧侶が閻
魔大王と一体化するのは極めて危険な行為である。そのため、〈ラクシャー・マン・
チャム〉に登場する閻魔大王は巨大な仮面と竹かごを用いて製作されている。
※青い布を持ったデュナ・チュがチェジ・ゲブの先導役になる。チェジ・ゲブは時
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計周りに半周し、西側の壁の中央の椅
子に座す。まず、デュナ・チュがチェ
ジ・ゲブの前で舞い、拝礼する。蛇神
が線香の束のようなものを差し出す。
ラクシャー・ランゴーも再登場し、し
ばらく、地面に座した後、おもむろ
に立ち上がり、チェジ・ゲブの前で、
チャムを行う。この時、堂の入り口の
鴨居には僧侶によってシャブドゥンの
タンカ（仏画）が掲げられる。
※村の女性達 11 名登場する。ラクシャー・ランゴーが舞う。ラクシャー・ランゴー
の周りをデュナ・チュが旋回しながら舞う。その後、デュナ・チュとラクシャー・ラ
ンゴーが猟師の男を捕まえに向かう。
※この間、各 11 名の男女が白いカタ（献布）を捧げ持ち、チェジ・ゲブの前に歩み
出て拝礼する。続いて、一般観衆も列をなしてチェジ・ゲブを拝みに行く。チェジ・
ゲブを拝んだ後、僧侶より護糸一本と護種一粒が配られる。
※デュナ・チュと猿、カラスが猟師
の男を連行してくるが、男は逃亡す
る。男の仮頭は、黒い爬虫類である。
男を追いかけ、捕まえ、連行してく
るが、また、逃げられ、再度捕まえ、
連行してくる。猟師の男は土下座を
して、許しを乞う。デュナ・チュは、
男を座らせ、数多くの殺生を数え上
げる。鹿と豚の生首を引き摺って来
て、男の目の前に置く。
※ラクシャー・ランゴーもチェジ・ゲブに男の悪行の数々を報告する。動物神達は
チェジ・ゲブの正面で二列になって向かい合って座っている。蛇、豚、猿、ガルー
ダ、鹿、獅子などの神々もラクシャー・ランゴーの従者なので、次々に立ち上がり、
チェジ・ゲブに男の悪行を報告する。
※デュナ・チュは、黒の裁判官であるため、男の悪行をチェジ・ゲブに報告する。
ハ・カルポは白の裁判官であるため、男を庇い、男の善行をチェジ・ゲブに報告す
る。すると、デュナ・チュは、男の悪行をチェジ・ゲブに再び説明する。
※デュナ・チュとハ・カルポは、仮頭を被ったまま、掛け合い歌形式で吟じ合う。
「この男は、南インドから来た男で、多くの殺生をしたらしい」と、デュナ・チュは、
猟師の男の悪行を数え上げる。そして、デュナ・チュの意見の方をチェジ・ゲブが選
び、男は地獄に送られることになる。デュナ・チュは黒い布で男を包み、猿と一緒
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に、男を地獄に連行しようとする。
地面には青い布が敷かれ、地獄への道が表わされる。デュナ・チュと猿は、男を連行
していく。その後ろを、ラクシャー・ランゴーが追い駆ける。すると、再び男が逃
げ、デュナ・チュが追い駆ける。
※次に、生前、伝法に尽くした聖人（托鉢僧）をラクシャー・ランゴーが連れて来る。
聖人は、経典を背に背負い、杖をついている。聖人の仮頭は、白い菩薩面である。ラ
クシャー・ランゴーが、チェジ・ゲブの前で、その聖人の生前の善行を報告すると、
白と黒の裁判官であるハ・カルポとデュナ・チュは、チェジ・ゲブの左右に立つ。ラ
クシャー・ランゴーは、聖人の周りを舞う。ラクシャー・ランゴーに続いて、ラク
シャー・ランゴーの従者である蛇神が立ち上がって舞い、続いて、豚神が舞い、猿神
が舞い、最後にガルーダ神が舞う。猿神は「法」を意味する天秤を手に持っている。
蛇神は世界を明るく照らす松明を手に持って
いる。続いて、聖人の悪行を報告するため
に、デュナ・チュが舞う。次に、ハ・カルポ
が聖人の善行を報告する。ハ・カルポが聖人
の善行を告げている間、デュナ・チュは舞い
続け、ハ・カルポに背を向ける。アツァラが
太鼓を叩いて、ハ・カルポに賛同する。それ
をデュナ・チュが邪魔をする。デュナ・チュ
をこらしめようと、老アツァラが手に持った
太鼓をふりかざして殴りかかろうとする。それを見ていた別のアツァラが止めに入る。
だが、その止めようとしたアツァラが、また太鼓を振りかざして、デュナ・チュに殴
りかかろうとする。ハ・カルポの方が正しいと、老アツァラは、ハ・カルポの前で太
鼓を平らに持って叩いてみせる。ハ・カルポは白い紐を持っている。ハ・カルポは、
聖人の善行を伝えるため、チェジ・ゲブの前で、白い紐を捧げ、祈る。その時、白
い鳩が中庭に舞い降りる。デュナ・チュは、再び、聖人の悪行を伝えようとするが、
「法」の天秤を持った猿にどちらが正しいか、審判を仰ぐ。続いて、ハ・カルポに先
導され、五天女が登場する。五天女は時々立ち止り真言を唱
える。右手にダマル（髑髏鼓）
、左手に金剛鈴を持っている。
その間、アツァラが大きな白い布を地面に敷き、聖人が極
楽に行ける道を準備する。五天女が祈った後、聖人をハ・
カルポと共に取り囲み、歌う。そこに、老アツァラも加わ
る。その老アツァラの振る舞いを別のアツァラが注意する。
聖人は五天女に導かれ、極楽へと進んでいく。途中、立ち
止まり、南の方角に向かって五天女が歌う。先頭は五天女、
次に、聖人、ハ・カルポの順で進んでいく。五天女はダマ
ルと金剛鈴を鳴らながら進み、チェジ・ゲブの前で立ち止
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まり、歌いながらステップを踏む。聖人が極楽に進むと、チェジ・ゲブは退場する。
※チェジ・ゲブ退場の際、男性二人、ゾンの行政府の幹部達、太鼓 1 名、銅鑼 1 名、
ジャリン（チャルメラ）2 名、女性 11 名、男 7 名、香を
掲げ持つ僧侶、チェジ・ゲブ、デュナ・チュの順に中庭を
一周して、堂内に入る。チェジ・ゲブが立ち上がると、大
量の穀物と鶏の羽毛が撒かれ、道が清められる。動物神達
も立ち上がり円になって舞う。チェジ・ゲブは中庭を一周
した後、僧侶やアツァラ達に両脇を支えられながら後ろ向
きになって堂内に入る。
※動物神達の円の中央には、アツァラが立っている。その
後、動物神が一神ずつ円の中央に歩み出てきて舞い、高い
跳躍を 3 回繰り返す。アツァラも真似て、高い跳躍を行
う。その後、動物神は、ラクシャー・ランゴーを囲み、小
さな円になって舞う。この時、アツァラが、堂の出入り口の鴨居に掲げられていた
シャブドゥンのタンカ（仏画）をはずし、
堂内に持って入る。
※ラクシャー・ランゴーが先頭、鹿神（ア
ニ・シャワ）が最後尾で舞いながら、円か
ら一列になり、ラクシャー・ランゴーは脇
にはずれ、一人座る。動物神は 4 神ずつ退
場する。残り 4 神と鹿神（アニ・シャワ）
が退場しないうちに、村の女性達 11 名が
登場する。アツァラが女性達のおしりを赤い布製のボールで叩いていく。猿がおどけ
て、最後の 4 動物神と鹿神（アニ・シャワ）の舞に加わる。その模様をラクシャー・
ランゴーが東南の方角に座して見ている。女性達 11 名は一列になってラクシャー・
ランゴーの前に歩み出て、拝礼し、アツァラは、女性達のおしりを叩いていく。
※猿は鹿神（アニ・シャワ）と一緒に舞い始める。猿が鹿神（アニ・シャワ）と舞っ
ていると、アツァラがその邪魔をする。そして、
猿とアツァラは布製のボールを持って激しい殴
り合いを始める。猿とアツァラの殴り合いは、
鹿神（アニ・シャワ）の舞が終わるまで続く。
※鹿神（アニ・シャワ）が退場すると、猿とア
ツァラは、ラクシャー・ランゴーを取り囲む。
二人はボールで地面を叩く。じっとしていたラ
クシャー・ランゴーは両手に鈴を持って立ち上
がり、舞い始める。ラクシャー・ランゴーの舞の間、猿が真似して舞い、アツァラが
猿の邪魔をする。

― 56 ―

ラクシャー・ランゴーは、両手を腰に当て、上半身を反らして回し、首を振り、高い
跳躍を行う。その間、猿がその舞を真似し続けるが、アツァラに止められる。
※ラクシャー・ランゴーが退場。御堂入り口、敷居の手前で、仮頭を脱いでから、堂
内に入る。
※ラクシャー・ランゴーの退場と入れ替わりに、
腰に剣を付けた二人の英雄が登場し、歌いながら
舞う。英雄達は右手にダマルを持っている。二人
の英雄の舞の間をアツァラが行ったり来たりする。
英雄の舞が終了すると、11 名の女性達に、男性 11
名が続き、一列になって歌を歌いながら、階段を
下り、ゾンの外へと出て行く。
第 4 日目（ブータン暦 11 月 11 日）［仮頭有り］
※第 4 日目前半 3 〜 5 は僧侶によるチャム。2 と後半 6 〜 8 は俗人の舞手によるチャム。
※僧侶は靴を履いてチャムを行い、俗人は裸足でチャムを行う。
※各出退場の合間に、横一列に並んだ村人女性 11 名によるフォークダンスと歌が入る。
1．ベルコル Belkor（僧侶団による御練り行列）［僧侶］
※儀軌経典に則って執り行われる。
チャムは行なわず、僧侶が一列になって練り歩く。
2．シャザムのチャム Shazam（鹿神のチャム）
［信徒の俗人］
※儀軌経典に則って執り行われる。男女両尊一対、計
4 神でチャムを行う。
※グル・リンポチェが鹿神に変身して悪魔退治を行
なったという伝説に基づいて創作されたニンマ派に由
来するチャムである。〈グル・ツェンゲ〉来迎前の露
払い的な役割を担う。
※シャザムのチャム終了後、仮頭に白い布を巻いた
アツァラが登場し拝礼する。続いて、口を白い布で
覆った僧侶が登場し、拝礼する。
3．グル・ツェンゲ Guru Tshen Gey
（グル・リンポチェと八変化相の舞）［僧侶］
※儀軌経典に則って執り行われる。グル・リンポチェ
来迎の場面である。
グル・リンポチェの八変化相によるチャム。
※まず、グル・リンポチェの八変化相の一つである
忿怒尊ドルジドロ Dorje Droloe が登場する。さらに、
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ドルジドロの眷属である 12 忿怒尊が登場する。それに続いて、緑と白の菩薩相であ
る Tshokye Dorje と Loden Chogsey、高僧相の Padmasambhava が登場する。続いて、
グル・リンポチェ Guru Rinpoche が 4 名の童子とともに登場する。その後に、イン
ド人阿闍梨相の Pema Gyalpo と Nyima Ozer が登場する。そして、続いて、仏陀相の
Shakya Senge と、忿怒尊相の Sengye Drathok が登場し、チャムの輪に加わる。
※忿怒尊ドルジドロを中心にして、全員で円になってチャムを行う。グル・リンポ
チェは僧侶達に支えられ、登場する。時計回りに半周した後、西側の壁の中央の席に
座る。左右に、4 名の童子が分かれて座る。
※グル・リンポチェはチェジ・ゲブ登場の時と同様の所作に則り僧侶達に支えられ、
御堂の入口から登場する。登場に際し、道を清めるための米が撒かれる。
※〈ラクシャー・マン・チャム〉のチェジ・ゲブ（閻魔大王）は人が扮したものではな
かったが、
〈グル・ツェンゲ〉にお
けるグル・リンポチェの場合、僧侶
が観想によって、グル・リンポチェ
を勧請し、観想の中で一体化して顕
現されるため、僧侶が仮頭を被り、
グル・リンポチェとして登場する。
※〈グル・ツェンゲ〉におけるグ
ル・リンポチェは〈ラクシャー・マ
ン・チャム〉におけるチェジ・ゲブ
（閻魔大王）と同一の儀軌次第で登
場する。〈グル・ツェンゲ〉は『死
者の書』に基づき再現された「中有」に浄土から死者を導くためにグル・リンポチェ
とその八変化相が来迎した場面である。そのため、光り輝く場面であるものの、この
場面も「中有」の一光景である。
※女性達 11 名が一列になって、グル・リンポチェに拝礼する。緑の菩薩相の舞が始
まり、アツァラが戯れる。続いて、白い菩薩相の舞が始まる。円の中心では、ドルジ
ドロェがチャムを行っている。続い
て、インド人阿闍梨相 2 名が一人ず
つ前に出て舞い、忿怒尊が順に舞う。
その後、ドルジドロを中心にしたま
ま、二重円になり、内円には 6 名の
忿怒尊、外円には、6 名の忿怒尊と
菩薩相 2 名とインド人阿闍梨相 2 名
が位置する。この間、観衆は、グル・
リンポチェを拝むため、一列になっ
て順番を待っている。

― 58 ―

※チャムが終わると、ドルジドロとその眷属の忿怒尊、菩薩相、インド人阿闍梨相ら
はグル・リンポチェの左右に 8 名ずつに分かれて座る。
※グル・リンポチェに拝礼した観衆には僧侶より護糸一本と護種一粒が配布される。
4．ンガチュ Ngachu（打鼓の舞）［僧侶 16 名］
※儀軌経典に則って執り行われる。左手に太鼓、右
手にバチを持った持明呪者十六部衆がゆっくり時計
回りに練り歩き、グル・リンポチェの前まで進む。
※持明呪者は、〈グル・ツェンゲ〉の場面に登場す
る超能力を持った半神半人である。
※この時、中庭の中を本物の犬が一匹うろつく。
※ツェチュ第 2 日目〜 4 日目には、鶏・猿・犬の順
で各日、生きた鶏・猿・犬が中庭に放たれている。
それらは、鬼門（丑寅）の方角と反対の方角の干支
である。
5．リンガ・チュドゥク Ringa Chudrug（持明呪者十六部衆の舞）［僧侶］
※儀軌経典に則って執り行われる。
※ンガチュの後、右手に金剛鈴、左手にダマルを持っ
た持明呪者十六部衆が登場し、ンガチュと同様に、
ゆっくり時計回りに練り歩き、グル・リンポチェの前
まで進み、グル・リンポチェの退場に同行する。
※グル・リンポチェ退場の際には、太鼓や銅鑼、ジャ
リン（チャルメラ）演奏者を先頭に村人の男女各 11
名が一列になってグル・リンポチェの後ろに続き、香
を掲げる僧侶に先導され、中庭を一周してから、グ
ル・リンポチェは後ろ向きの姿勢で堂内に入る。グ
ル・リンポチェの退場の際にも、地面に清めの米が撒
かれる。グル・リンポチェが退場すると、続いて、その八変化相が退場する。
6．ドゥルダ・チャム Durdag Cham（骸骨［屍林の主］のチャム）［信徒の俗人］
※儀軌経典に則って執り行われる。俗人によ
るドゥルダである。
※ 4 名のドゥルダが、人皮の四隅を持ってバ
グリン（人形）が入った三角壇を運んで来る。
ドゥルダが人皮に三角壇を載せて運んで来る
際、途中で人皮がひっくり返り、バグリンが
地面に落ちる。アツァラ達が慌ててバグリン
を拾い集め、三角壇の中に戻す。
※三角壇を運んだ後、ドゥルダは 4 名で舞い、
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退場する。鉄製の三角壇は、中庭の中心より少し奥に置かれている。村の女性達 11
名が登場し、三角壇の後ろに並び、歌を歌う。アツァラが戯れ、村の女性達 11 名は、
アツァラを先頭に退場する。
7．ギン・ツォリン Ging Tsogling（ギンと忿怒尊ツォリンによる神々の舞）
［信徒の俗人］
※ギン・ツォリンのチャムは、俗人が行なう悪魔退治の
チャムであり、虎皮裙姿のギンと、法服を着用した忿怒
尊ツォリンのチャムとに分かれる。まず、忿怒尊ツォリ
ンが登場し、続いて、14 名のギンが登場する。
※ツォリンのチャムには、忿怒尊ツォリンとその眷属で
ある 12 忿怒尊が登場。俗人が裸足で執り行う忿怒尊の
チ ャ ム で あ る。 三
角壇の周囲を時計
回りに回りながら、
忿怒尊ツォリンが
三角壇の中のバグ
リ ン（ 人 形 ） を プ
ルブ（金剛橛）で刺して破壊する。
※ギン・ツォリンは、グル・リンポチェ（バドマサ
ンバヴァ）がサムイェー寺建立の際に鼓舞を用いて
悪魔退治を行った際に執り行ったチャムであると言
われている。トンサ・ゾンでは、〈グル・ツェンゲ〉
の後に執り行われ、まず、俗人による忿怒尊ツォリ
ンが三角壇に入ったバグリン（人形）を破壊する儀
式を執り行う。
※左手に太鼓、右手にバチを持った 14 名のギンが、御堂二階の窓から身を乗り出し
て太鼓を叩きながら登場する。ギンは、太鼓を叩きながら、走り回り、チャムを行
い、悪霊を祓う。ギンに太鼓のバチで頭を軽く叩かれると、その年一年、無病息災で
あると言われている。ギンは、最後に
悪霊退治をした後の勝利の舞を行う。
8．アチョ・ペンドゥップ・シャワ・
タライ Ajo Fento Shawa Thalay
（『ミラレパの物語』後篇 : 猟師兄弟の
舞と谷から追われた鹿の舞）［信徒の
俗人］
※『ミラレパの物語』後篇のあらすじ：
アツァラと猟師弟が戯れていると、猟
師兄が犬を伴って登場し、歌い始める。
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アツァラと猟師弟が遊んでいる間、猟師兄
は歌い続け、犬が舞う。「プシ、プシ、プシ
（家に帰ろう）」と言いながら、2 匹の犬が
登場し、退場する。猟師弟がマントで床を
叩く。猟師兄が床の上にマントを敷いて座
る。猟師弟は兄に謝る。
※ここまでは、『ミラレパの物語』のあらす
じに沿った内容であるが、続いて、ブータ
ンオリジナルの展開へと移っていく。ジャ
リン（チャルメラ）の音と共に、ポー（男
根、リンガ）の形をした大きな赤い 4 本の
トルマ（大麦粉を練って形作った供物）が
アツァラ達によって中庭に運び込まれる。
ポーの形をした赤いトルマの先には、白い
女陰（ヨーニ）が差し込まれている。9 名のアツァラが登場し、黒い布を袈裟のよう
に羽織って、地面に座る。高僧に扮したアツァラの横には、猟師兄が座り、まるで、
「アツァラ教」の法要のような様相になる。その後、アツァラ達はポーの形をしたト
ルマをつかんで、観衆に向かって放り投げる。それが終わると、猟師弟が兄に拝礼
し、猟師弟は札束を取り出し、札束で自分の頭を叩きながら、一旦退場する。そし
て、すぐさま再登場し、猟師弟はアツァラ達と共に、観衆の中から男性を選び、連れ
て来る。続いて、観衆の中から女性を抱きかかえて連れて来る。男女達は、「高僧」
に扮したアツァラの前に向かい合って座る。再び、「法要」の様相となる。そこに、
『ミラレパの物語』の犬 2 匹が跳舞を繰り返しながら登場する。犬 2 匹は「高僧」に
拝礼し、仏門に入る。そして、「高僧」の前で、犬 2 匹は跳舞を繰り返す。この間、
男女達にはアツァラ達からお茶や食べ物が配られる。犬 2 匹が退場し、「法要」は終
了となり、アツァラによって男女達も退場させられる。続いて、アツァラ達も退場す
る。
※これは『死者の書』に現れる〈自分の葬式を見る光景〉であると思われる。すなわ
ち、たとえ正しく行なわれていない法要の様子を見たとしても、死後の事を任せた人
たちに信頼を寄せ、清らかな気持ちでいること
を説く場面である。
※この後、『ミラレパの物語』の後篇のあらす
じに戻る。犬 2 匹と鹿が登場する。犬 2 匹と一
緒に鹿が舞う。聖人ミラレパが一人で登場する。
その間、猟師兄弟は縄跳びをしているかのよう
な跳躍を繰り返しながら、鹿と戯れる。鹿と犬
2 匹がそれぞれミラレパの前に座り、拝礼する。
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猟師兄弟がミラレパの正面に立つ。鹿と犬は仏門に入っているため、ミラレパの横に
座る。ミラレパは猟師兄弟に殺生しないよう説法を行い、猟師兄弟を悔い改めさせ
る。この間、掛け合い歌形式でミラレパと猟師兄は吟じ合う。歌が終わると、ミラレ
パと猟師兄弟は退場する。犬 2 匹が舞い始める。鹿がその舞に加わる。アツァラが犬
の舞を真似ながら、後に続く。犬、鹿、犬の順で退場する。
第 5 日目（ブータン暦 11 月 12 日）［仮頭なし］
※南の御堂に東側からグル・リンポチェの八変化相
であるニマ・オセル、グル・ペマ・ギャルポ、グ
ル・ロデン・チョクセ、国祖のシャブドゥン、グ
ル・リンポチェの順にタンカが横一列に掲げられる。
1． ト ン ド ル・ ユ ニ Thongdrol Yuni（ グ ル・ リ ン ポ
チェの大タンカ御開帳）
※〈グル・ツェンゲ〉来迎図の大タン
カがトンサ・ゾン行政府職員、俗人の
舞手達によって中庭に運び込まれる。
僧侶達が大タン
カを北の御堂の
上から釣り上げ、
俗人達と共に
開帳する。また、
こ の 間、 僧 侶 達
はトルマ（供物）
や法会の準備をする。
2．トンドル・ラドニ Thongdrol Radney（曼荼羅供）
※僧侶達による読経が始まり、僧侶達と信
者達が一斉に大タンカに拝礼する。
3．シンシェク・ペモ・チャム Shingshek Pemo
Cham［僧侶 3 名］
※中庭に座り読経を行っている僧侶達の座
列 の 間 を、 旋
回を繰り返し
ながら行った
り来たりしつつ、高い跳躍の舞を行う。※この年のツェ
チュに参加した村人男女各 11 名やゾンの行政府職員も
法会に参加している。
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4．パ・チャム Pacham（勇者の舞）［信徒の俗人］
※シンシェク・ペモ・チャムと同様、読経を行っ
ている僧侶達の座列の間を舞う。ペマ・リンパの
子孫キュンガ・ゲルツェンが瞑想で見た「グル・
リンポチェの楽園サンドペルリ」の中で「勇者と
その妃であるパオとパモが死んだ信者をグル・リ
ンポチェのもとに導きながら舞っていた光景」に
基づき、信者達が死後、「グル・リンポチェの楽
園サンドペルリ」に導かれるようにとの願いから
創作された舞である。
5．ダムニェン

チョシェー Dranyen Choegey［信徒の俗人 10 名］

※ 10 名の俗人がダムニェンというギターを奏でながらドゥク派をブータンに伝えた
シャブドゥンを讃える仏法歌を歌う。
6．テンワン Tenwang（聖灌頂）［僧侶と俗人

※俗人はトンサ・ゾンの行政府幹部］

※ゾンの秘仏シャブドゥン像を御神輿に安置し、ゾンの中庭内を巡行する。
※秘仏シャブドゥン像の御開扉は、年に一度、ツェチュの期間中に執り行われる。
※ツェチュ最終日に秘仏シャブドゥン像は堂外に運び出され、ゾン内を巡行する。
7．テアンログ・ユニ Teanlog Yuni（秘仏納めの儀）
［僧侶と俗人

※俗人は行政府幹部］

※巡行後、秘仏シャブドゥン像を堂内に納め、御閉扉の儀式を執り行う。
8．ラマ・ユニ Lama Yuni（トンサ・ゾンの高僧退場の儀） ※ツェチュ終了

写真：木村理子
調査協力者：ブータン王国トンサ・ゾン僧侶 Lupen Pema Dendup
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