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仮面と物質性：仮面論の再考に向けて
佐々木

重

洋

はじめに
（注１）

本稿の目的は、物質性（materiality）

を帯びた存在としての仮面、すなわち一定の質量、

質感をもち、人間の五感との間で特有の相互交渉を繰り広げるモノとしての仮面にあらためて注
目して、仮面論の若干の整理を試みることにある。
私たちは日常、仮面という語をさまざまな意味で用いている。日本語でいう仮面とは、文字ど
おり仮の面（かりのおもて）のことを指す。仮の面という考え方は、それとは別の面（おもて）
─しばしば、もとの面や「素顔」と呼ばれる─が存在するという前提のうえに成立する。ただし、
この仮の面を得るということは、物質としての仮面を使用すること、すなわち何か物理的なモノ
で人間の顔や外側を覆うこととは必ずしも同一ではない。
一例をあげれば、「誰某の仮面の裏の素顔を知りたい」とか、「私は毎日、色々な仮面をとっか
えひっかえ被って生活している」などといった発言がなされるとき、ここで言及されている人物
は、決して自分の皮膚以外の物質としての仮面を被っているわけではない（表情や目つきを変え
たりはしているかもしれないが）。ここで問題にされているのは、前者であればその人物の本性
ともいうべきもの、あるいは「本来の」ものと想定される性格、あるいは人格である。後者の場
合なら、それらに加えて社会的役割などの含意もあろう。実際、これらの発言においては、仮面
という語を一切用いなくても、例えば仮面という語をすべて人格とか個性という語に置き換えて
みても、それぞれに十分、意は通じる。
このように、仮面の問題は人格や個性、社会的役割、さらには後に検討するように近代的自我
の同一性をめぐる議論へと接続し得るものであり、それゆえ哲学や心理学、精神病理学などの分
野でも取り上げられることになる。ただし、人格とか個性などとほぼ置換可能な意味合いで仮面
が語られる場合、そのとき人間は物理的には、すなわち外見上はもとの面、あるいは「素顔」の
ままで、中身だけ変わり得るという考え方に立っている。そこに、物理的なモノとしての仮面は
必ずしも必要とはされない。
同じ仮面という語ではあるが、物理的なモノとしての仮面を用いて仮の面を得る場合と、物理
的なモノとしての仮面を用いることなく仮の面を得る場合とでは何が違うのだろうか。この点に
関連することであるが、私は、少なくとも外見はそのままに人間の中身だけが変わり得るという
発想は、何か物理的なもので人間の外側を覆うことで仮の面を得ようとする発想とは根本的に異
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なっており、そもそもその前提となる顔面や身体に対する考え方自体にも相違があると考える。
両者を混同することで見えなくなる問題もある。この根本的な相違を読み解くためのひとつの手
がかりとして、仮面における物質性にあらためて注目する。
本稿では人間がモノ、物質としての仮面との間では、実際に身体を介した物理的な相互作用を
繰り広げるという点に何よりもこだわる。つまり、仮面の物質性に注目することで、そのような
物理的相互作用があるがゆえに初めて可能となるような人間の思考や行動について検討すること
から始めたい。
本稿は、物質性という側面から展開し得る仮面論を検討する作業をつうじて、時として混同さ
れがちな仮面と仮装、変装、さらには化粧などの間にみられる異同についても若干の見通しを得
ることができると考える。

１、マスク、ペルソナ、おもて
（１）マスクとペルソナ
わが国で、仮面という語がさまざまな意味合いで用いられる背景には、そもそも異なる語源か
ら派生した別々の概念を、日本語では一括して仮面と呼んでしまっていることがあげられる。日
本語でいう仮面は、中世ラテン語起源の masca とも、アラビア語起源の maskara とも、ある
′
いは古代ギリシア語のバスカイノー（βασκαινω）起源ともいわれる
mask と、ラテン語のペル

ソナ（persona）起源とされる persona の両方の訳語として用いられているほか、日本語の「お
もて」にも、仮面に相当するような概念が含まれているのである。
まず、今日では「マスク」といえば、アフリカやオセアニアなどにおけるいわゆる伝統社会の
仮面から日本の能面、伎楽面、さらにはプロレスラーが着用するマスクに至るまで、モノとして
の仮面をもっともよく連想させる語である。人間の顔を中心に、時には身体の一部や全体を覆う
物質的なモノ、それが「マスク」である。「マスク」の直接の語源については諸説あり、辞書的
には、イタリア語の maschera あるいは mascara、ないしフランス語の masque を起源にもつ
とされる。そして、それらの語源たる中世ラテン語の masca は、「妖術師」や「幽霊」を意味す
るという

（注２）

。

この masca という語は、アラビア語で「道化師」を意味する maskara の影響を受けている
ともいわれる。一方、ギリシア語のバスカイノーは、辞書的な意味では「人の悪口をいう、呪う、
そしる、邪視」などだが

（注３）

、かつては「他人の邪視を防ぐ」、「託宣」などを意味していたと

される。これらの真偽の検証は必要であるが、これらの情報からすれば、「マスク」という語は、
人間の発話行為や呪術的行為、要するに何らかの特別な「力」を帯びた行為と関係しているとい
う点にはあらためて留意が必要である。
今日の「マスク」は、何らかのキャラクターを示すために着用されるものである反面、何かを
（2）
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覆う、隠すという意味ももっている。風邪をひいた患者や歯科衛生士などが着用する衛生用のマ
スク、所定の個所を誤って塗装しないように用いるマスキング・テープなどがそれをよく示して
いる。また最近の一部の若者のあいだでは、外出時に身を整えるのが面倒だが、さりとてそうし
た自分の顔を他人に見てほしくはないため、衛生用のマスクをつけて外出する人がいるそうであ
るが、これも「隠す」側面が強調された事例である

（注４）

。先ほど述べたプロレスのマスクにおい

ても、何らかのキャラクターを表わすだけでなく、中の正体を隠す「覆面」としての性格がより
強いものもある。同様に、テロリストや、犯罪者などが自身の正体を悟られないように着用する
目なし帽や、ストッキングなども「マスク」に入る。
「マスク」としての仮面の性質を検討したジョン・ピクトンは、アフリカ、ナイジェリアのエ
ビラ社会の仮面舞踊の事例を念頭に置きつつ、仮面がもつ性質を 4 点に分けて整理している。ピ
クトンによれば、仮面は古代ギリシアの事例を引くまでもなく、演劇と密接に結びついており、
まずもって⑴仮面着用者（＝演者）とそれを見る観衆との間に明確な線を引くものである。その
うで、⑵仮面は演劇に登場する何か、例えばエビラ社会の場合であれば「精霊」を表象するもの
である一方、⑶中に入っている人間の正体を隠すものでもある。また、仮面にはコンゴ民主共和
国のレガ社会の事例のように、被って用いられないものも報告されており、つまり演劇とは関
係のない、⑷これまでの 3 つのカテゴリーのいずれにも当てはまらないもの、もある（Picton
2002[1990]: 57-61 ）。
ピクトンの整理を待つまでもなく、「表わすと同時に隠す」ということは、「マスク」のもつ本
質的な性質のひとつであり、そのどちらに重点が置かれるかは、それぞれの「マスク」の使用目
的と、材質や造形、意匠、色彩などの物質的特徴に左右される。そして「マスク」は、少なくと
も後述する「ペルソナ」とは異なり、ただ何かのキャラクターであったり、そのキャラクターを
表象するだけのものではなく、語源的には呪術的性質や何らかの特別な「力」と関係している。
そして、これが本稿の立場からいえば重要なのだが、「マスク」は「ぺルソナ」とは異なり、物
理的なモノで何かを覆ったり隠したりするものと定義したい（注５）。
一方の「ペルソナ」は、文字どおり person や personhood と密接なつながりをもつため、よ
り人間の人格や社会的役割の問題として、例えば近代的自我をめぐる考察との親和性が高くなる。
私たちが日常言及する仮面とは、じつはこちらの意味における仮面であることが少なくない。
和辻哲郎は、この「ペルソナ」が「人間生活におけるそれぞれの役割」であることを確認した
うえで、我や汝、といった人称のほかに「地位、身分、資格等」も「それぞれの社会におけるペ
ルソナである」と指摘する。そして、「ペルソナ」が人間の行為の主体、権利の主体として、「人
格」を意味するようになったと説き、「仮面」が「人格」の意味を帯びるようになったと述べる
のであるが、この際に、モノとしての仮面ないし面がもつ独特の力について、わずかではあるが
言及している。
和辻は、能面や伎楽面を例にあげながら、顔面（面）のもつ「不思議」を指摘する。面という
（3）
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のは、「元来は人体から肢体や頭を抜き去ってただ顔面だけを残したもの」であるのにもかかわ
らず、その切り詰められた顔面は再び自由に肢体を獲得し得ることから、これが人の存在の核心
的な意義をもつという。そして、まさにこの「不思議」こそが、「ペルソナ」が人格の意味を獲
得した歴史の背後で働いたと認めてよいと指摘する（和辻 1961[1935] ）。
和辻のこの先見的な指摘は、ただし「人格」の核心としての「顔面」の威力と、モノとしての
仮面の威力を明確に区分してのものではない。顔面が威力をもつことと、人間によってつくりだ
された仮面が威力をもつことは、じつは同列に扱えない。顔面は素面であり、モノとしての仮面
を着けた姿ではないからだ。また、モノを着用した場合、着用者にとっては素面の時にはあり得
ないような視覚や嗅覚、触覚の体験をする。これらの体験は独自のものである。また、視る側か
らすれば、生身ではなく、しかも表情が固定した「顔面」を前にすることになり、これまた特殊
な体験である。
以上にみてきたように、仮面を考えるとき、「マスク」と「ペルソナ」は、もちろんお互いに
共通性がないわけではないが、安易に混同してはならない概念なのである。
（２）おもて
日本語の「おもて」という語も、「マスク」あるいは「ペルソナ」的な意味合いでの仮面を指
すのに用いられることがある。「おもて」は素顔や素面、顔面を指すのにも用いられるという点
で興味深い語であるが、この語にとくにこだわって仮面論を展開したのが坂部恵である。彼が仮
面に注目した大きな理由のひとつは、これが近代的自我の同一性を前提視するような考え方を脱
構築するうえで好材料と考えたからであった。このことは、例えば坂部の以下の言葉にも明確に
あらわれている。
「近代的・自己同一的な〈自我〉主体が支配し、その〈しるし〉としての素顔のリアリティー
が無条件に信じられ、世界は、ただこの自己同一的な〈自我〉の主観・意識という鏡に映っ
た〈表象〉すなわち〈再 - 現前化〉re-presentation の相の下においてとらえられ、それも
また、無条件に世界のリアリティーとして、素顔として信じられる。このような主体と主語
の自同性の論理の支配の下においては、真の〈おもて〉の感覚、あるいは真の〈おもてがた〉
の感覚、いいかえれば真の〈変身〉の感覚は当然失われ、忘れ去られることになるだろう。
自己同一的な自我と世界のうちに閉じこめられ、封じこめられて、いわば現実の生きた接
触をうしなった類分裂病とでもいうべき近代人の世界、別な文脈からいえば、主観と客観へ
メタモルフォーシス

と両極分解し、それぞれへと封じこめられた近代人の世界には、真の〈 変 身 〉も、また、他
の領域へと越えて〈meta-〉、運ぶ〈phoreo〉、
〈メタフォラ〉metaphora つまり〈メタフォ
ル〉metaphore もありようがない」（坂部 1992[1976]: 4-5）。
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坂部は、真の「変身」、「メタモルフォーゼ」、「メタフォル」としての「おもて」の感覚を取り
戻すことは、こうした近代を支配する自己同一的な「実体」の、自己同一的な「主体」と「主語」
の論理によっては不可能と考えた。そして、日本語の「おもて」の「おも」が、「重」と「思」
に通じることを指摘しつつ、「おもて」を、人間にとっての世界の中心＝重心を設定するととも
に、人間の「思ひ」をかたどり、定着させる、つまり「原初の不安のカオスからの意味づけをえ
たコスモスのかたどりへの最初の方向づけ」を担う存在としてとらえなおそうとした。
坂部によれば、このような考え方に立てば、例えば「おもて」と「うらて」は必ずしも自明で
はなく、相対的で相互変換的な関係にある。つきつめれば、「おもて」とは「主語とならない述
語」であり、「意味されるもののない意味されるもの」である。そして、それは「私」や「あな
た」、「彼／彼女」などの区分以前の、いわば「原人称（archi-personne）」をもつ存在とされる
（坂部 1992[1976]）。
このような考察における「おもて」は、「仮の面」、すなわち一時的で仮の面が存在する一方、
それとは別の面や「素顔」が存在するという考え方と無関係ではないものの、相容れない側面も
もつ。というのも、「おもて」論は、素顔を信じ、それを別の面で覆うという発想を根本から脱
構築するものだからだ。もとより、坂部による仮面論は人格、固有名詞、主体／客体論、憑依論、
記号論、さらには日本語による思考の独自性など、じつに多岐にわたる論点を含んでおり、仮面
研究の広がりや将来的な可能性を考えるうえで今なお示唆に富む。
ただし、坂部の仮面論は、思想としてみれば魅力的であるが、私がこれまでアフリカや日本の
フィールドなどで仮面研究をおこないながら、実際に見聞してきた事例に即して考えた場合、そ
の魅力がやや色褪せることも事実である。それは、坂部の仮面論には大きくみてふたつの問題が
あることによる。ひとつは、これは本人も認めているようであるが（注６）、坂部は自身が属する
と考えるところの近代世界とは異なる（と坂部が「期待」する）世界を、やや対比的かつロマン
ティックにとらえすぎている点である。近代を脱構築するうえでの戦略としてそれは有効かもし
れない。しかし、その論は、近代＝自分たちと、それ以外＝彼らの区分を過度に強調したものと
なりかねない。このような対比がある種の危うさをはらむことは、今さら指摘するまでもない。
もうひとつの点は、坂部の論は、良くも悪くも物質性の問題とは基本的に無関係であるという
ことである。もちろん、能の面など、モノとしての仮面に対する言及がまったくみられないわけ
ではない。しかし、主題はあくまでも抽象的な概念としての仮面であり、モノとしての仮面を出
発点とした考察が展開されているわけではない。その結果、例えば能面をつけるシテや、アフリ
カの仮面結社のメンバーなど、仮面を使用する「当事者」との対話では、坂部の仮面論では思い
つかないような興味深い視点や考え方があらわになる。
例えば、坂部とともに、能の観世栄夫がパネリストの一人として参加したシンポジウムにおい
て、観世は興味深いことを述べている。それは、演ずる側が常に自分というものを意識しつつ、
醒めた存在たろうとする側面があること、そのために「自我」を忘れないように努めていること、
（5）
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そして、その際にモノとしての面が重要な役割を果たしているということである。
「大事なのは、こういうふうに面をかけますね。かけたときに、女の面などは特にそうな
んですけど、面の外というか、まわりに自分の顔を少し出すようにかけるんです。全部お
おってかけてしまうと、人形みたいになっちゃっていきいきしてこないんですけど、こうい
うふうにわざわざ出してやると、何か生命力というのが出てくる。
それはどういうことかというと、ぼくらがやるほうの生理としてはとてもよくわかるんで
すけど、その役のほうになるっていうのと一緒に、役のほうが自分のほうに近づいてくると
いう、その両方があって、─つまり、この面の役が１で、こちらが１だから１＋１というん
じゃなくて、掛け合わされた違った要素というのがでてきて、演じているぼくという人間も
片方では見えるし、それと面のもっている、つまり演じるべき女なら女の役というものとが、
いつも二重写しというか、両方ありながらある違ったものが生まれてくる、というような
作用が、面をかけるということの中にはどうもあるような気がするんです。」（山城編 1982:
169-170）
この発言は、「面をかける」という、人間とモノとの相互作用がもたらす独特の側面について
言及した、しかも当事者の経験に裏打ちされた具体的な事例のひとつをよく示している。
また坂部が、自分を離れて自分を見るような視力が得られる極意として考える能の「離見の見」
について観世に問うた際、当事者である観世は回答として、「離見」というよりは「我見」であ
る可能性があること、その際には魚眼レンズで見ているように一度に複眼的に色々なものを同時
に見ている自分という存在があることを述べており、この応答は必ずしもかみ合っていない。そ
して観世は、役になりきってしまえば面というモノは必要がない、つまり、役になりきらない部
分を担保するのが、モノとしての仮面なのではないかという非常に興味深い見解を披露している
（山城編 1982）。
後述するように、アフリカや日本の仮面の事例において、仮面着用者が、えてして冷静に周囲
を見ていること、彼らは仮面をはずした後でも、彼らが仮面を着けていたときのことをしっかり
と覚えている。これらの仮面着用者は、坂部が解体しようとしていた近代的自我に近いものをむ
しろしっかりと保持し、そのうえで「素顔」とは別の存在を「演じて」いるとさえいえるかもし
れない。このように考えてくると、仮面の物質性に注目することは、仮面と憑依、仮面と変身の
問題を再度、しかもある程度限定した範囲で深く論じることを可能にするのではないかという期
待が生じる。

（6）
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２、仮面 A と仮面 B
前節でみてきたような問題は、これまでにも議論されてきた。きわめて幅広く、まさに学際的
な顔ぶれを集めて開催された仮面に関する一大シンポジウム、「仮面の世界―新たなる人間科学
創造の試み」（国際交流基金、西武美術館主催、1981 年）では、この問題もさまざまな角度から
検討されている。
このシンポジウムに、精神衛生学を専攻するパネリストとして参加した小田晋は、仮面 A と
仮面 B という表現を使いながら、仮面を区別して論を展開している。小田によれば、仮面 A と
は「非市場社会における仮面以来の仮面、マスクという意味での仮面」であり、仮面 B とは「わ
れわれが日常かぶっている仮面」である。そして、仮面 B の世界に慣れてしまった「われわれ」
は本来の自分を見失い、それを回復するために時々仮面 A を必要とするのだが、今や仮面 A が
死んでしまったような「われわれ」が生きる世界では、それに類するものを何に求めればよいの
か、という問いを投げかけている（山城編 1982）。この場合の仮面 B とは、いわゆるペルソナ的
な意味での仮面であり、人格とか社会的役割などと置換可能なそれである。
この仮面 A と仮面 B という区別は、もちろん大雑把で便宜的なものであり、厳密にいえば、
実際の事例にすべて当てはまるものではないし、非市場社会と市場社会という区分も単純すぎる。
ただしこの仮面の区分は、じつは仮面の物質性を考慮するかどうかということと密接に関係する
という点で注目に値する。
モノとしての仮面を物理的に用いず、人間がもとの面、あるいは「素顔」のままで中身だけ変
わるという事態は、何か物理的なもので外側を覆うことで仮の面を得ようという発想とはかなり
異なる。仮面 B は、具体的なモノがなくても成立するが、これに対して仮面 A は具体的なモノ、
物質としての仮面の存在と使用を前提としている。そして小田は、モノとしての仮面が、人間の
狂気を解放する側面を持ちつつも、人間が狂気に走るのを時間的空間的に限定する、一種の枠づ
けをする作用を有すると指摘する。これは、先にみた観世の考えと、ある部分で共通点をもつ。
確かに、日本における肉付きの面の逸話や、カメルーンのエジャガム社会の仮面パフォーマン
スのひとつであるオバシンジョムにおいて、オバシンジョムが「帰る」＝託宣パフォーマンスを
終えるとき、仮面着用者がしかるべき手順で沈静化されないと狂って死んでしまうといわれるこ
となどを考慮するまでもなく、人類社会において人が通常と異なる状態になるとき─「憑依」と
か「変身」とか「脱魂」などといった学術用語で言及される─、それは生命上ないし精神上危険
な状態にあるとみなされることは珍しくなく、その「戻し方」が非常に重視される。
その過程に枠づけを与え、危機を回避する手立てとして、モノとしての仮面を用いることが有
効であるとする小田の指摘は、本稿の立場からすれば、じつに的を射たものにみえる。もう少し
表現を変えるなら、人間が狂気に走ること、異常な状態に陥ることを時間的空間的に限定するた
めのものとしての仮面の作用、しかもそれが物質性をもったモノたる仮面ゆえにもたらされると
（7）
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考えることが可能になるからだ。
ここまでみてくると、ここでいう仮面 A が前節の「マスク」、仮面 B が「ペルソナ」に、それ
ぞれ大筋では対応することが明らかとなるだろう。もちろん、「マスク」と「ペルソナ」、「おも
て」がそれぞれまったく無関係であり、異なる概念であるとはいえないように、仮面 A と仮面
B をまったく別のものであると考える必要はない。ただし、これらを混同してしまうことによっ
て生じる弊害を取り除くために、仮面 A と仮面 B をひとまず分けて考える、そしてその際には、
あらためて仮面の物質性に注目して議論の整理をしてみようというのが、本稿における私の意図
である。

３、仮面と物質的関与（Material

engagement）

モノとしての仮面を使用するとき、人間は物質性を帯びた仮面に直接、身体をとおして働きか
けるし、同時にその物質性に思考と行動を規定される。他ならぬ仮面というモノであるがゆえに、
すなわち、仮面特有の形態、材質、色彩、質量、臭い、着用時の身体感覚など、人間の五感に直
接働きかけるものがあるはずである。これらの諸要素に注目して記述と分析をおこなわない限り、
私たちは仮面について語ったことにはならない。
コリン・レンフルーら（Renfrew 2004, 2007）の提唱する物質的関与理論（met）は、モノを
単なる思考の反映や表象とみなすのではなく、モノの物質性に留意しながら、これと人間の身体
＝思考との間で繰り広げられる相互作用に注目する。レンフルーが繰り返し述べるように、私た
ちの思考や認識は頭蓋骨の中、すなわち脳においてのみ、しかも抽象的に存在するわけではない。
私たちの思考は、身体をとおした物質世界との交渉の中で具体的に感得され、形成されていくと
考えた方がよい。この観点に立脚するなら、「人間はモノをとおして考える」という表現は、決
して誇張ではない。
先にも述べたように、人間と仮面の関係ないし相互作用においては、人間がモノとしての仮面
を持たず、また仮面を着用することなく、素面のままでいる場合とは根本的に異なる経験をもた
らす。人間は、モノとしての仮面を通じて初めて認識し、体験し得るものをもつのである。その
内容を検討するにあたっては、いくつかの立場や場面に即して考えたほうがよい。まず、仮面を
着用しているときの、仮面の着用者とそれ以外の者である。次いで、仮面を実際に人間が着用し
て使用しているときと、それ以外のときである。
仮面を着用する者にとって、それは一定の質量と材質上の特徴、しかるべき形態や色彩、臭い
などをもった物質的なモノを、自分の顔や全身の上に着けることである。顔に着ける場合であ
れ、全身あるいは身体の一部にまとう場合であれ、仮面は人間の身体を物理的に覆う。仮面着用
者はたいていの場合、視界を限定されるし、多少息苦しくなることが少なくない。仮面着用者の
顔面の皮膚は何らかの違和感ないし圧力にさらされるだろう。その仮面が発する臭いも鼻につく
（8）
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かもしれない。身体を覆うものであれば、身体が窮屈に感じることもあり得るし、運動性が制限
されることもある。いずれにしても、仮面着用者の顔や皮膚は、日常生活におけるそれとは異な
る状態におかれる。「仮面を着用している」という事実は、仮面着用者の身体を通じて感得され
る。これは、仮面着用者にのみ限定された、特殊な体験である。
一方、仮面着用者以外の者、これを見る側の者は、少なくともその時、仮面着用時に着用者が
経験する上述のような感覚からは無縁である。彼らは、モノとしての仮面が今や肢体を備え、動
き回るのを目にする。この時、仮面着用者の顔はもちろん、場合によっては皮膚の一部も露出し
ていないので、そこに仮面着用者の素顔やいつもの姿を見ることはできない（たとえ中の人物が
誰であるか知っていたとしても）。文字通り、仮面着用者の正体は、一定の厚みをもった「異物」
で物理的に覆われているのであるが、この点は、後述するように仮面と化粧の異同を考えるうえ
で非常に重要と考える。
以上は仮面を使用しているときに人間がもち得る特徴的な経験であるが、仮面は着用していな
いときにも、モノとしての仮面は人間との間でさまざまな相互作用を繰り広げている。当り前の
ことであるが、仮面がモノである以上、それは製作され、社会の中で流通し、保管され、また時
として補修されたり、あるいは寿命が来れば投棄されて土に還ることだろう。仮面にもまた、多
くの物質文化同様、人間が使用するモノとしてのライフ・サイクルがあり、しかもそれは、他の
物質文化とは異なる仮面というモノに特有の性質を帯びている。これらの一連の過程においても、
仮面と人間の五感との間の直接的な相互作用は数え切れないほど存在する。
とくに、人間が仮面にいわゆる神格や超人間的な威力を認めているような場合、その性質は顕
著にあらわれる。仮面は、被って使用していない状態でも、超人間的存在や神として、あるいは
その依代や投影として、人間の働きかけの対象となる。人間は、仮面に対して発話・発声したり、
これに接触したり、飲食物を献上したりする。このとき、人間は神や超人間的存在と直接交渉し
ているのであり、モノたる仮面は単なる表象などではない。
例えば、日本の奥三河地域で伝承されている花祭の事例をみてみよう。これは、湯立てを核と
した霜月神楽としてよく知られているが、鬼をはじめとするさまざまな面形舞がみられ、一種の
仮面パフォーマンスとしての側面ももっている。この花祭に登場する鬼面のうち、
「榊鬼」や「山
見鬼」、「茂吉鬼」などの役鬼には、巨大で重量がかなりあるものも存在する。これらの面は、人
びとから神聖視された「鬼さま」であり、日頃から木箱に入れられ、特別の場所に安置されてい
る。この取り扱いは、きわめて丁寧かつ慎重なものである。面を着用する際にも、これをただ被
ればよいというものではなく、しかるべき手続きを欠かしてはならない。
花祭を伝承する地区のひとつ、愛知県北設楽郡の小林地区の事例（注７）では、榊鬼を着けると
き、着用者は神部屋（かんべや）と称する神聖な空間（兼支度部屋）で、まず面を箱の上に置い
てこれと正面に向き合い、「頭に被らせたもう、手には鈴を持ち、足には靴をはき、この国を豊
葦原の国と踏み鎮めたもう」、そして「天神七代地神五代以来日本六十余州を豊葦原の国と踏み
（9）
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写真１、着用前、榊鬼に手を合わせる着用者。目の前の 写真２、着用前、榊の葉を口にくわえ、榊鬼に献酒する
箱の上に置かれているのが榊鬼。榊鬼は普段、
着用者。（筆者撮影）
この箱に納められている。（筆者撮影）

写真３、榊鬼の面をつける。（筆者撮影）

写真４、舞庭に登場した榊鬼。（筆者撮影）

鎮めたもう」と唱える。ついで、榊の葉を口
にくわえ、榊鬼専用に用意された一升の御神
酒から一杯とり、これを口にくわえた榊の葉
の上にかざしてから面に献ずる。そして、榊
の葉を後方へ向けてふたつにちぎり投げ、面
に向かって二拍して一礼し、それから面を着
ける（写真１、写真２、写真３）。舞いを終え、
神部屋に戻って面を脱ぐときも、必ずこれを
写真５、舞を終えて神部屋に戻り、面を脱いだ後、もう
一度榊鬼に手を合わせる。（筆者撮影）

拝む（写真４、写真５）。
同様に、カメルーン南西部からナイジェリ

ア南東部のクロス・リヴァー地方でおこなわれている、オバシンジョム（「呪薬の神」）と称す
る仮面もそうした側面が強くみられる（佐々木 2000）。オバシンジョムは、反妖術の託宣をおこ
なうのであるが、この託宣に使用される仮面衣装、なかでもその頭部（echi njom ＝「ンジョム
（注８）

の頭」）はオバシンジョム本体と説明される

（写真６、写真７）。この仮面衣装は人びとの発

（10）
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写真７、オバシンジョムの頭部。表面は、すり混ぜられ、
吹きつけられた「薬」で覆われているのが確認
される。（筆者撮影）

写真６、オバシンジョムの仮面衣装。（筆者撮影）

話・発声の対象となり、またこれには生卵や鶏、ヤギ、ヤシ酒などが供犠される。生卵や動物の
血は直接、仮面頭部に振りかけられたり、口の部分に流し込まれる。また、森林から採取した植
物をすり混ぜた「薬」が、人間の口から仮面頭部に吹きつけられる。
オバシンジョムの仮面衣装は、普段は木の箱に入れられて、村落の集会所に安置されている。
託宣をおこなうときには、二人がこの木箱を左右から抱え、上下に７回ゆすってからしか、仮面
衣装を取り出すことができない。箱に戻すときも同様である。オバシンジョムの「力」は視る力
にあるとされ、目に相当する部分（丸い鏡でできている）は常に布などで拭いてきれいに保たれ
る。このオバシンジョムの仮面は、７年おきにつくり変えられることになっており、古くなった
ものは、森の中で丁寧に廃棄される。そのときも、仮面に対する発話や供犠をともなう儀礼がお
こなわれることはいうまでもない。
もちろん、鬼面の場合であれ、オバシンジョムの仮面の場合であれ、人びとは仮面そのものと
ともに、じつはその背後にある非物質的なもの、目に見えない「超自然的」（注９）存在に対して働
きかけている可能性はもちろんある。しかし、仮にそうだとしても、それを可能にしているのは
モノとしての仮面の存在であり、それとの具体的で物質的な関与である。繰り返すが、モノとし
ての仮面は非物質的な神格の単なる表象ではない。そうではなく、人びとが語るように、モノと
（11）
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しての仮面は「鬼さま」あるいは「呪薬の神」そのものなのである。人びとは、モノをとおして
「超自然的」存在と交渉し、思考し、またその具体的なイメージや認識を絶えず再生産している
のである。
以前、私は東北地方のカマガミ（竈神）の事例をもとに、人々がカマガミの仮面の目や鼻を拭
いたり、歯の部分を磨くなどしているうちに、火伏せの神であるカマガミにそれ以外の多様な解
釈が施されるようになったこと、また塗装し直したりして「芸術品」のような扱いを受けるもの
も出てきたことを紹介し、これらが他地域の竈神信仰で一般的にみられるようなお札ではなく、
仮面というモノであったがゆえにそうした人間からの働きかけや相互交渉が可能になったと指摘
したことがある（佐々木 1994）。本稿の観点からみても、これもまさにモノとしての仮面がもた
らす特有の物質的関与の一例といえる。

４、仮面着用者の自我意識
先に紹介した観世の語りは、彼は面を着用しつつ、常にどこか冷静にそれを意識している自分
というものがいることを示唆している。
このことに関連するが、私の調査経験に照らしていえば、興味深いことに、私は完全に自失し
た状態におちいった仮面着用者を見たことがこれまでに一度もない。私は、自分のフィールド経
験に限ってではあるが、仮面を着けることと、いわゆるトランス状態や神懸り、脱魂などは、少
なくとも現在ではあまり関係がないと感じている。むしろ、仮面着用者は仮面を着けている間も、
もちろんそこには多少の個人差があるにしても、自我について意識しており、冷静に周囲をみて
いる。そして、自分がしかるべき儀礼なりパフォーマンスのなかで次に何をすべきかを考えてい
ると語る。
私は 2003 年以来、先に紹介した花祭の面形舞の演じ手に対する聞き取りを継続しているが、
これまでのところ、彼らは例外なく、「舞っている自分」をよく意識しているし、舞っている間
もその会場である舞庭の様子はよく見えており、そこに集う観衆などを冷静に観察している。花
祭に登場する鬼面のうち、「榊鬼」や「山見鬼」などの役鬼には、巨大で重いものもあり、これ
らの面をつけるときに着用者はまず、布製の面あてを頬や顎に厳重に巻きつけられる。そのうえ
に重い面を着用するため、顔が締め付けられるのと、面が重いのとで、「気が遠くなりそうにな
るときはある」。しかも、面をつけると視界は狭くなり、また顔を面が覆うため息苦しいことも
あるという。それでも、舞庭に出れば、練習通りに舞をこなすことに専念するという。そして、
「マナーの悪い観客や、舞うのに邪魔な位置にいるカメラマンを、手にした鉞でわざと追い払う
こともある」。
また、これらの役鬼は花祭の面形舞の中でも特別な存在であり、先述したようにこれを着用す
る際にも特有の手続きが必要である。そして、この一連の手続きについては、榊鬼に「無事に舞
（12）
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わせてもらうため」におこなっているという説明がなされる。これらの言動をみる限り、榊鬼の
面はまぎれもなく神格化された存在である。ただし、だからといって、榊鬼の面を被って舞うこ
とは着用者が榊鬼に「憑かれて」自分を失うということにはならないという点に留意したい。こ
の小林の榊鬼の事例では、面を着用して舞庭に出る際にも再度「天神七代地神五代以来日本六十
余州を豊葦原の国と踏み鎮めたもう」と唱えるが、先にみた面の着用時と同様、一貫して人間が
榊鬼に依頼して「踏み鎮め」をおこなうという形式になっている。依頼主としての人間＝仮面着
用者は、榊鬼と同化するわけではないのである。
同じく物神化された仮面と人間の関係、そこでの仮面着用者の自我意識について、別の事例を
検討してみよう。先に紹介したオバシンジョムの事例は、エブンジョムがオバシンジョムに「呼
ばれて」その言を伝えるという点で、より「憑依」的な性格が強い事例にみえる（注 10）。オバシ
ンジョムは、妖術の脅威がないときには箱の中に納められて「眠っている」。そして、託宣をお
こなうとき、オバシンジョムはエブンジョムと称する仮面着用者を「呼ぶ」とされている。オバ
シンジョムに「呼ばれた」エブンジョムは、大声で叫びだし、何かに導かれるように仮面衣装の
ところに直行する。エブンジョムが仮面衣装の中に飛び込み、周囲の助けを借りてこれを着用す
ると、託宣パフォーマンスが始まるのである。
託宣パフォーマンスが終わるときには、オバシンジョムは仮面衣装が重くなってきたので、そ
ろそろ自分は帰る時期であり、そのために歌を歌ってドラムをたたくように周囲に命じる。人び
との「アクパン（オバシンジョム）よ、どうぞお帰りください」という歌にあわせてひとしきり
踊った後、オバシンジョムは突然倒れ、仮面衣装の中からはフラフラになったり興奮状態にあっ
たりするエブンジョムが姿を現す。長老による沈静化を受ける間、彼は周囲の人に支えられ、両
手を上に上げさせられる（写真８、写真９）。
このオバシンジョムの事例は、まさにトランス状態や脱魂などの用語が適用されそうな事例に

写真８、託宣を終え、オバシンジョムが「帰った」直後
の場面。手前には、仮面衣装を広げた状態で丁
寧に地面に置こうとする人々の姿、奥には仮面
衣装の中から現れ、長老たちに「鎮静」を受け
るエブンジョムの姿がみえる。（筆者撮影）

写真９、
「鎮静」を受けるエブンジョム。このように、仮
面衣装を脱いだ後、一定時間、必ず両手をあげ
た状態にされる。（筆者撮影）

（13）
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みえる。実際、エブンジョムの状態は明らかに普段とは違うので、そのように書いても決して間
違いではない。エブンジョム自身も、「託宣の間、自分が何を見て、何を語ったか覚えていない」
と語る。この事例は、一見すると、仮面と憑依やトランスの関係を積極的に関連づけるものにみ
えるかもしれない。
ただし、この事例でも注意点がある。それは、エブンジョムは仮面衣装を着用する数日前から、
対妖術のスペシャリストたちから断続的に呪薬の処方を受け、「妖術師を見る」ための状態にさ
れつつあるということだ。彼らは、叫びだす前の日あたりから、さまざまなものが目の前を飛び
交っていたり、動物が自分の部屋にやってきたりするのを「見る」と語る。そして、これが重要
なのだが、彼らは、仮面衣装を着用する前から、すでに一種のトランス状態にあるということで
ある。決して、仮面を着けてから初めてトランス状態になったりするわけではないのである。同
様に、仮面を脱いだ後も、エブンジョムたちは興奮状態にあったり朦朧としていたりしており、
鎮静化を受けて「オクワエー、ンバキム！」という合言葉を聞くまでは、普段とは違う状態にあ
る。つまり、これらの事実をみる限り、仮面ないし仮面衣装が憑依やトランスと直接関係してい
るとはいいがたい。
さらに興味深いのは、エブンジョムたちは、「託宣の間、自分が何を見て、何を語ったか覚え
てはいない」と口を揃えるものの、後で折にふれて何度も聞いていくと、その当時の状況などを
詳しく記憶していることが明るみになる場合があるということだ。もちろん、そのことを問いた
だすと、彼らは慌てたようにごまかしたり話題を変えたりする。ただ、その時に言外に「まあわ
かってくれよ」というニュアンスを私に対して発しているようにも感じる。おそらく、「託宣の
間、自分が何を見て、何を語ったか覚えてはいない」というのは一種の社会的約束事にそった説
明であり、彼らは日頃からそのように語ることを心がけているのである。しかしながら、実際に
は仮面衣装の中から冷静に周囲を見ているということも十分あり得るのである。

５、モノとしての仮面使用、それを支える思考、物質的関与
こうしたオバシンジョムをめぐる社会的約束事は、その内容について人びとがどのように思っ
ているかということとは別に、共同体全体で当たり前のように再生産されており、容易に破綻す
るものではない。このエジャガム社会で調査をしていたとき、私は非常に印象深い出来事に遭遇
した。1999 年のことであるが、ある人物の葬送祭で踊りを披露していたオクム・ンベ（「豹の仮
面」）という仮面が、突然、観衆の面前で素顔をさらしたのである。オクム・ンベは、エジャガ
ム人にこの世界を平和裏に暮らしていくための極意を伝えたとされ、エジャガム人の知恵や力の
源泉たる森の精霊あるいはそのメッセンジャーであると説明され、エジャガム人の宗教的世界観
の再生産に直結する重要な仮面である（佐々木 2000 ほか）。
オクム・ンベが素顔をさらすというような光景を、もちろん私はそれまでに見たことがなかっ
（14）
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たので、これは何らかの騒動になるのではないかと予想した。社会的約束事が破られたようにみ
えたからである。ところが、観衆は何事もなかったかのように歌と踊りを続けた。そのうちに、
一人の長老がオクム・ンベに歩み寄ると、怒ったような顔をして二、三言注意し、衣装をもとど
おりに顔に被せた。その後は、何事もなかったかのようにオクム・ンベの踊りが続けられた。
このとき、私が興味深かったのは、オクム・ンベが素顔をさらしたとき、周囲の人びとには困
惑の雰囲気がなかったわけではないが、彼らは明らかにそれを見ないふりをしたことであった。
つまり、オクム・ンベの踊り手がどのような意図で素顔をさらしたのかはともかくとして、彼ら
はそれを黙殺したのである。いいかえれば、共同体の成員たちによって、この行動は「なかった
ことにされた」のである。この場面では、彼らにとってオクム・ンベはオクム・ンベなのであり、
彼らの前に現われているのは、決してオクム・ンベの仮面衣装を着用しているエレム・ジョンと
いう人物ではなかったということである。このことから、私はあらためて仮面をめぐる社会的約
束事の強固さ、こういってよければ文化的な根強さを思い知らされた。
後日、エレム・ジョン氏と雑談をする中でこのことを尋ねてみると、彼は「自分がこれ（＝オ
クム・ンベ）をやっている」ということを見せたかったということであった。じつは、少なくと
もここ数年は、この人物がオクム・ンベの正体であるということ自体は、ほぼ周知の事実となっ
ている。しかし、彼は同時に、それは「酒に酔っていたとはいえ、やってはいけないことであ
り、罰金を科されても仕方がなかった」と認めてもいた。それがなぜいけないことなのかを尋ね
ると、「昔からそうだ。そういうものだから」と答えるのみであった。わざわざ説明するまでも
ない、すっかり慣習化したことにすぎないということであろう。ただ、続けて「でも、オクム・
ンベを踊るのはこのオレだ。オレがいなければ、オクム・ンベはない」と自慢げに語った（注 11）。
この語りも、オクム・ンベという「精霊」が、人間の身体と仮面衣装という物質によって初めて
成り立っている、という考え方をよく示していると考える。
ところで、前節の内容に関連するが、この場合も仮面着用者は仮面を着用している間、明らか
に自分というもの、自我を保っていたということを繰り返し強調しておきたい。彼は、仮面衣装
を被って踊っていることをずっと自覚していた。彼はオクム・ンベに「成り切って」はいなかっ
たし、「取り憑かれて」もいなかった。それどころか、彼は自身を周囲の人びとに誇示しようと
したのである。この事例からみれば、物質としての仮面は、仮面着用者にとっても、それを見る
人びとにとっても、このような社会的約束事の枠組みを絶えず明示するもの、明確化させるもの
として存在する可能性があるといえないだろうか。
この点に関連して、山折哲夫は人間の変身と仮面の関係について、以下のような興味深い指摘
をおこなっている。
「仮面をかぶって変身するということと、仮面を使用せずに変身するということは、変身
そのものの意味が違うのではないか…。仮面そのものに少々こだわったいい方になるかもし
（15）
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れないが、仮面をかぶる変身には、仮面の下に『原型』があること、換言すれば変身以前の、
元の『身体』があることを、いちおう前提にしている。……これにたいし、仮面を使用せず
に変身するということは、原型としての『身体』そのものが変形するということであって、
たとえば身体が獣や鳥類の身体性を獲得するということを意味する。」（山折 1979:36）
この話はその後、人間の身体が直接変身する古代ギリシアの変身譚などに対する考察へと向か
うため、本稿の議論とは方向性がやや異なる。ただし、山折のこの指摘は、仮面というモノを使
用することに付随する特異性について、ごく簡潔に言い当てているようにみえる。仮面は人間の
身体を物理的に覆うモノである。そして、その背後には、山折の言葉を借りれば「原型」たる人
間の身体の不変性と、それを覆うことで「変身」が達成されるとみなす、そのような思考によっ
て支えられた仮面観が存在するのである。
同じく、フリッツ・クラウゼの論文（Krause 1931）に触れつつ、仮面を「外皮」ないし「脱
皮」の観念と結びつけて考察しようとした大林太良の論考（大林 1998）も、仮面着用者の顔や
身体を覆うモノとしての仮面の特異性を考えるうえで、そしてその前提となる身体のとらえ方、
人間が何か普段とは別の存在になる（変身する）ということに対する思考を、そうでない思考と
区別して考えるうえで、大変示唆的である。これらを仮面の物質性の議論に引きつけるなら、そ
の閒の線を引くのがまさにモノとしての仮面の存在であり、本稿でこれまでに論述してきたよう
な、人間とモノたる仮面の間でやりとりされる物理的な相互交渉であり、物質的な関与なのであ
る。

おわりに
本稿は、仮面のもつ物質性に注目して、仮面論の若干の再整理をおこなってきた。仮面の物質
性にこだわることは、私たちが日ごろ曖昧に口にする「仮面」という語の内容についての再検討、
それに関連して「マスク」と「ペルソナ」あるいは「おもて」、仮面 A と仮面 B などの議論をよ
り深化・発展させるうえでの糸口のひとつを提供できると考える。何より、モノとしての仮面は、
仮面と人間との間に独特の相互交渉をもたらす。人間は仮面というモノをつうじて思考し、認識
する固有の領域をもつのである。この領域を民族誌資料にもとづいて具体的に明らかにしていく
ことが、物質性に注目した仮面研究の当面の課題である。その際には、その地域なり社会なりに
は、私たちが日頃慣れ親しんでいるようなそれとは異質の見方や考え方があり、「仮面」や「仮
面を着用すること」、さらには「物質性」のとらえかたや感知のしかたそのものが異なっている
可能性についても、常に注意を払う必要がある。
もちろん、例えば坂部が展開した仮面論は、西欧近代的な自我の同一性を前提にした議論を脱
構築する視点を提供したという点で興味深く、これを引き継いだ研究も必要である。ただし、そ
（16）
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の前段階の作業として、仮面の定義をより明確化しておいたほうがよい。少なくとも、
「マスク」、
「ペルソナ」、「おもて」などの語意の異同を吟味することなく、仮面という語を乱発するのは生
産的ではない。そして本稿では、物質性を帯びたモノとしての仮面を着用する事例を中心に検討
した結果、坂部の魅力的な問題提起とは裏腹に、むしろ今日いうところの「マスク」的なるもの
としての仮面は、自我の同一性をある程度前提にした考え方のもとで成立するものであり、人間
が通常とは異なる状態に移行することを社会的に保証し、またそれを一時的で限定的なものにと
どめる装置としてとらえるほうが妥当であるという可能性を指摘した。
物質的特性を備えたモノとしての仮面は、人間に一時的な変身を社会的に保証するひとつの枠
づけとなっていると考える。この枠づけを守るために、仮面をめぐる社会的約束事が維持されて
きたし、今も維持されているのではないだろうか。ある意味では、こうした社会的約束事が共有
されているような共同体において使用されるモノとしての仮面は、人間が社会的存在であること
をやめ、常軌を逸し狂気に走ることを止める装置として機能している可能性がある。本稿で指摘
したように、仮面着用者は多少なりとも普段の自分というものを維持している。この点からいえ
ば、仮面は確かに変身するための道具であるが、しかし同時に、仮面はその変身を一時的で限定
された局面にとどめるための道具でもある。
もちろん、モノとしての仮面ではなく、人格とか個性という語と置換可能な意味合いの仮面の
場合には、このことは必ずしも当てはまらない。モノとしての仮面、「マスク」としての仮面で
顔を覆うことなく、見た目には同じ顔や姿でありながら「さまざまな仮面をとっかえひっかえ
被って生活している」というような言説が横行する社会というのは、変身を一時的で限定された
ものとするための枠づけを失った、あるいはそれが曖昧になった社会といえる。そして、「多重
人格」とか「統合失調症」などの用語が生まれ、どちらかといえばネガティブな、病理上の文脈
で用いられていることは、こうした現状に対して現代人が抱く不安や危機感のあらわれなのかも
しれない。
ところで、仮面は装うということ、人間がいつもとは違う別の存在になるという点で、化粧、
変装ないし仮装と共通点をもつ。しかし、モノとしての仮面を着用することは、人間の素顔や身
体を物理的なもので覆うという点で、少なくとも化粧とは異なると考えるべきである。化粧にお
いては、確かに化粧品という物質を顔に塗りはするものの、顔はそのまま露出している。いかに
濃く化粧しようとも、その顔は仮面を被ったときとは異なり、皮膚は見えてその人物の面影を残
す。表情や皮膚の動きも隠れない。その結果、化粧は仮面ほどには素顔を覆い隠し、また、素顔
と完全に異なる造形と質感を与えることはない。
確かに、パプア・ニューギニアのセピック地方にみられるような派手な顔面装飾、あるいはひ
ところの日本でみられた、ガングロやヤマンバなどと揶揄された若い女性の化粧などの事例にお
いては、かなり分厚く化粧品ないし顔料を塗っており、多少なりとも素顔を隠す効果があるとい
う点で仮面的である。しかし、これらでさえも、化粧品や顔料は素顔の形態を変化させるまでに
（17）
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は至っていない。これは素顔を覆い、その形態を根本的に変えてしまう仮面とはやはり異なる。
何かを塗ってはいても顔を露出していることと、顔を仮面で完全に覆ってしまうことは、当人に
とってもそれを見る人びとにとっても、異なる感覚をもたらすに違いないからである。この点か
らいえば、顔を完全に覆うような仮装、とくに着ぐるみなどは、仮面により近い形態といえるだ
ろう。
本稿では、仮面の物質性に注目して論を展開することで、仮面論の再整理に関して若干の寄与
ができたと考える。こうして次に、「ペルソナ」や「おもて」としての仮面、またそれらに関連
して展開されるべき人称の問題や主体／客体の問題などについて、より焦点化して論じることが
できるはずである。仮面と仮装や化粧との異同についても、より詳細に検討することが可能に
なったと考えるが、これらについては、稿を改めて別の機会に詳しく論ずることとしたい。

（註）
（１） 本稿では、さしあたり「物質性（materiality）」という用語を、人間が五感で感知し得る物理的なモノが備
える諸性質を指すのに用いている。しかし、厳密にいえば、例えば空気や紫外線、放射能など、人間が目に
したり、直接触れていることを実感しにくいようなものも科学的には物質と呼べるわけであり、なにも仮面
のようなモノだけが「物質性」を帯びているとはいえない。「物質性」という用語は比較的最近になって脚光
を浴びるようになったといえるが、そもそも materiality と material の使い分けなどについても議論の
余地があることは、例えばティム・インゴルドによって問題提起されているところである（Ingold 2007）。
また、「物質性」の指す対象の範囲をどのように規定するのか、それと関連して、例えば materiality と
physicality

の異同などについての詳細な検討も今後必要である。

（２） オックスフォード新英英辞典ほか。アフリカの仮面の研究もおこなっているジョン・ピクトンは、自分の祖
父が持っていた 1932 年のウェブスター辞典（Webster Collegiate Dictionary）のコピーをもとに、マス
クという語の辞書的な意味として、1）変装あるいは保護のために顔を覆うもの、2）古代ギリシア・ローマ
の俳優たちが着用した人工的な顔や頭部の像、3）デス・マスク、4）変装あるいは隠すためのもの、5）マス
クを被った人物、仮面着用者、6）仮面舞踊、7）俳優がマスクを着けて演じた演劇の旧い形式、と紹介して
いる（Picton 2002[1990]: 52-53）。彼は、マスクという語の英語への翻訳に際しての困難についても言及して
いる。本稿では紙数の関係上、この点について詳しく論じることはできないが、日本語の「おもて」同様に、
アフリカの現地語の概念を詳細に検討すると、「マスク」や「ペルソナ」という語では翻訳不可能な部分が少
なからず存在する。
（３） Liddell

and

Scott の Greek-English Lexicon (1871) による。

（４） これは覆面ともいえる側面である。他人に気づかれないようにするときの手段としては、サングラスもある。
サングラスは、目の周囲を隠す。一方、仮面はたいていの場合、眼の周辺は穴が開けられ、仮面着用者の目
は確認できるのに対し、サングラスの場合は顔の大半は露出している。同じ覆面的な効果をもちつつも、「マ
スク」とサングラスの違いはこの点に集約される。
（５） しかしながら、これは一般的には必ずしも自明ではない。例えば、ポップ音楽において日本の ymo が最初に
歌い、後にマイケル・ジャクソンが若干、歌詞を変えてカバーした ”Behind

the

Mask” という曲の歌詞を

検討してみると明らかなように、これは「偽りの仮面を帯びた、つまり本来の素顔は別（と想像される）の」
人物のことを歌った歌であるが、この歌では mask という語は本稿でいうところの persona 的な意味で使わ
れている。
（６） 谷泰を進行役に、木村重信、坂部恵、守屋毅、吉田憲司の 5 名でおこなわれた「仮面の人類学」という座談
会の席上、坂部はザンビアのチェワ社会の仮面に関する吉田の民族誌資料の内容に触れ、仮面使用をめぐっ
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てチェワ人が「非常にさめている」ことが「非常にショックだった」と表明しつつ、「一方、われわれには、
すれっからしの近代人の変な思いあがりがあって、……さめながら酔うほかに生きていくことはできないと
いうテーマは、たとえば森鷗外から石川淳、三島由紀夫などがつねに念頭に置いてきたテーマですけれども、
ぼくらはそういうものはわれわれ近現代社会の特殊性みたいに思っていて、未開民族とか、中世以前の人は
もっと素朴で単純に酔えるものとか信仰を持っていたというようなイメージで、それらをいわば見下すと同
時にうらやむといった一面がある」と発言している（『季刊人類学』18-2、1987）。もっとも、これは坂部に限
らず、近代以降の知識人たちが、ややもすると陥りやすい点かもしれない。なお、この座談会では、「軽いト
ランス」という表現で、日本の能やアフリカの伝統社会の仮面着用者が、じつは冷静な場合があることも言
及されている。
（７） 小林地区の「榊鬼」、「山鬼」、「茂吉鬼」などの物質文化としての諸特徴については、別稿（佐々木重洋・小
林花祭保存会編 2009）を参照のこと。
（８） オバシンジョムの仮面衣装の物質文化としての諸特徴については、別稿（佐々木 2000）を参照のこと。
（９）「超自然的（supernatural）」という表現は、自然／超自然という西欧近代的な分類を連想させるものであ
るが、今日ではエジャガム人自体がこの英語を用いて説明するので、ここではそれをそのまま用いることに
した。ただし、エジャガム語には、これに相当するような語は存在しないということにも留意しておく必要
がある。
（10） オバシンジョムの場合、エジャガム語では日本
語の「仮面を着用する」というような表現に相
当するものとして、「ンジョムを着る＝オバシン
ジョム（の仮面衣装）を着用する」という言い
方をする。また、オバシンジョムが託宣をする
ことについては、「ンジョムが預言をする」とい
う言い方をする。後者の表現ではオバシンジョ
ムが主語であり、託宣パフォーマンスの場面で
は、人びとの前に現れているのはオバシンジョ
ムそのものであり、仮面衣装に身を包んだ人間
ではないということがうかがえる。しかし、前
者は人間が主語になっており、仮面衣装を着用
する／しないが、主体の変化と密接に結びつい
ていることがよくわかる。
（11） このとき、私は放送大学の撮影クルーを同行さ

写真 10、オクム・ンベの仮面衣装から顔を出した状態で
写真撮影に応じるエレム・ジョン氏。（筆者撮
影）

せており、彼らはこの場面でもカメラをまわし
ていた。これは明らかに通常とは異なる状況であり、これがエレム・ジョン氏の行動に何らかの影響を与え
た可能性はある。当然というべきか、編集された番組（『呪術・宗教～カメルーン～』、放送大学、1998 年）
ではこのシーンはカットされたし、彼もそうなるであろうことは承知していたようである。ただし、彼はこ
のとき以外でも、観衆のいないところでは、オクム・ンベを演じる前後に仮面衣装を身につけつつ素顔を出
した状態で写真撮影を要求することがよくあり（写真１０）、しかもこれは、この地域では決して珍しいこと
ではない。文化的約束事は、やはり守られているのである。
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ABSTRACT
Masks and Materiality: Towards a Reconsideration of Mask Studies
SASAKI Shigehiro
This paper aims to offer some points of view for rethinking theories of mask studies, by focusing on
the materiality of masks and masquerades. The Japanese term kamen (kari-no-omote), which can be
translated “masks” as well as “persona” in English, is also referred as omote (face). Epistemological
distinction among mask, persona, and omote should be reconsidered. Masks as material culture are not
mere abstract notion but material objects which have their own physical interactions between human
beings. This paper provides ethnographic descriptions on these interactions, based on case studies of
Cross River societies in Africa and societies in Okumikawa region, Japan. Material engagement theory
(MET) is helpful for having some insights in the issue on materiality of masks and masquerades. Certainly
mask is a means of transformation or disguise, but it makes them temporal cultural actions which are
socially admitted in each community. Materiality of masks plays an important role for this, which is
never observed in other means of disguise or transformation. Mask studies have been carried out from
various fields of research. This paper suggests that description and analysis on materiality of masks and
masquerades will offer certain points of view for reconsideration of mask studies, which must be a proper
contribution from anthropology and ethnology.
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