
1 

 
電子水子 ―インターネット空間における新たな

水子供養の展開― 
 

松浦 由美子 
 

1．はじめに 

 1999 年 11 月、財団法人国際宗教研究所の主催で行われたシンポジウム「イ

ンターネット時代の宗教」において、東京都港区愛宕神社の女性神職である松

岡里枝は、自身が開設した神社のホームページを紹介し、次のように述べた。 
 

［前略］私たちのホームページにはバーチャル参拝というものがあります。

実際のお社の案内という意味もありましたが、いつも神様が心にいる、そ

ういう環境を作っておきたかったのです。わかりやすいかなと思って付け

ました「バーチャル」の言葉にまだ反対の声もありますが、このページを

はずさないでほしいという声が多いのも事実です。（「シンポジウム『イン

ターネット時代の宗教』」39） 
 
 1991年に開発されたワールド・ワイド・ウェブ（以下WWW）は、誰もが用

意に扱えるメディアとしてインターネットの利用を拡大した。日本においては

1999年の時点で自宅からの利用者が職場、学校からの利用者数を上回り、イン

ターネットは日常生活へと浸透していったと言える。このときに 150万人ほど

だったインターネット利用者は、2005 年には 7000 万人を超えており（日本イ

ンターネット協会）、もはやインターネットというメディアはわれわれの生活の

一部だということができるだろう。 

 宗教社会学者井上順考が 2000年の時点で、「日本では、宗教団体の大半が、

この新しいツールを積極的に導入・利用する姿勢を見せているとは言い難い面

がある」（井上 9）としながらも、宗教団体によるインターネットの利用が「情

報のやりとりの補助手段、あるいはそれらの追加手段にとどまるだけでなく、

別種の状況を生み出すかもしれない」（井上 15）と述べたとおり、インターネ

ットは、既存の宗教に新たな空間を生み出した。1996年という早い時期に神社

のホームページを開設した松岡は、「バーチャル参拝」に対し「必要以上の拒否
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反応がありました」（「シンポジウム『インターネット時代の宗教』」 34）と述

べているが、2006年現在では、インターネット上には数え切れないほどのさま

ざまな神社による「バーチャル参拝」「インターネット参拝」「バーチャル初詣」

が存在している。 

それはもちろん神社だけではない。インターネット上には現在、仏教寺院に

よる「インターネット水子供養」も数多く存在している。例えば天台宗系の円

宗院が行っているインターネット水子供養は、「ご自宅におられながらも我が子

の水子之霊位牌とご対面し、手を合わせ、同日同時刻に、お寺において僧侶に

よる読経を行います。お申し込みの各位は、本堂に座して供養を行っていると

思って合掌祈念してください」と説明している通り、申し込みをするとサイト

上の「供養申し込み一覧」に水子の戒名と自分のハンドルネームが掲載され、

水子の戒名をクリックすると位牌と観音の画像が現れ、画面を見ながら経を唱

えることができるようになっている。円宗院では「i供養も受付しております」

と、携帯電話からの供養もできるようである。1 

 1970年代初頭に出現した中絶胎児に対する水子供養は、当初は、寺院におけ

る地蔵奉納が一般的な形態であった。しかし現在、インターネット空間におい

て、その形態は多様化し、まさに、「別種の状況」を生み出している。WWWは、

個人に単に寺院の提供する情報を消費しその通りに行動するのではなく、その

空間に積極的に参与し新たに情報を発信することをも可能にしたのだ。さらに

それらの情報は、ハイパーリンクによって無数に結合されていく。水子供養寺

へのリンクを張る産婦人科医院、水子供養掲示板へのリンクを張る女性による

中絶体験を紹介するホームページ、中絶体験をつづるブログ、「yahoo!知恵袋」

「教えて goo」などの相談サイトにおける水子供養をするべきか否かの質問を

めぐる応酬、寺院が開設する電子掲示板（BBS）、あるいは供養を約束する個人

が開設している電子掲示板における中絶経験者による書き込みと交流、これら

は全てネット上で結びついている。  

哲学者Ｈ・Ｌ・ドレイファスは、「ウェブにはリンクを制約する、いかなる権

威もいかなる合意されたカタログ体系も存在しないから、リンクを作成する者

の勝手な連想によって、リンクが張られていくことになる」（ドレイファス 12）

と述べているが、リンクを作成する者は、ドレイファスが言うように単に「た

またま思いついた理由」（12）によってのみリンクを張るのではない。ある情報

とある情報を結合する行為は、それを行う者の知識体系を反映しているのであ
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り、中絶胎児を人格化してとらえることが極めて一般化している日本社会では2、

「中絶」と「水子供養」をめぐる情報はインターネット上で必然的に結合し、

水子をめぐるバーチャルな世界を作り上げているのである。中絶に関して情報

を得たい女性が、検索システムを利用して「中絶」というキーワードで検索す

るとしたら、「水子供養」「赤ちゃんのご供養」といった情報に接触することな

しに、中絶に関する情報に行き当たることはほぼ不可能だろう。 

 本稿では、新たに出現したそのような中絶と水子3をめぐるインターネット空

間に注目し、そこに実際に参加している女性たちの語りから、そのようなバー

チャルな空間が現実空間といかに関わりあって新たな形態の水子供養を展開し

ているのかをみていきたい。そこでは、中絶を経験した女性たちによって、失

った胎児は実際にどこかで生きている実在する子供かのごとく語りかけられ、

バーチャルな空間において何の不思議もなく「家族」が演じられている。それ

が単なる言葉遊びでも取るに足らない空想でもなく、現代日本において、中絶

をめぐる言説が当事者である女性たち自身によって形成される際の重要な一空

間となっていることを考察したい。また、そのような新たな水子供養の形態を、

宗教研究という枠組みを超えて解釈していくことの必要性と可能性を示唆した

い。 

 

2．インターネット空間とは何か 

2．1．＜仮想＞ＶＳ＜現実＞？ 

 最初に、われわれはインターネット空間をどのようにとらえるべきかについ

て考察してみたい。インターネット空間を語る上で、「仮想」（virtual）という

言葉は非常に多く使われる。しかし、社会学者吉田純が指摘するように、「『仮

想』を『現実』の単なる対立概念として捉えるのは正確ではない」（吉田 51）。

仮想的なものとは単なる虚構ではない。吉田は仮想的なものを「たとえ物理的

な実体をもっていなくとも、人間にとってなんらかの実質的ないし社会的機能

を果たすもののことである」（吉田 51）と定義づけ、「インターネットやパソ

コン通信などの CMC［コンピューター媒介型コミュニケーション］ネットワー

ク上に構築される仮想的社会空間は、そこに参加する人々にとって、まさに現

実と同等の（ある意味ではそれ以上の）意味をもち機能を果たす空間として立

ち現れている」（吉田 51、［ ］内筆者）と述べている。 

 心理学者シェリー・タークルは、MUD（マルチユーザー・ドメインズ）とい
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うインターネット上でのロールプレイングゲームのキャラクターによる「バー

チャル・レイプ」を取り上げ、それが単なる言葉上の問題ではなく、自由、暴

力、責任をめぐる「リアルな」問題であることを示している（タークル 341-347）。

さらに現在、インターネット空間への多様な参与の形態をみてみると、インタ

ーネットという「仮想」の空間と、実生活という「現実」の空間という区別に

疑問を持たずにはいられない。インターネット上での日記、ブログに関して、

社会学者浅野智彦はタークルの研究を念頭に置きながら次のように述べている。 
 

タークルが対象としたのはオンラインゲームという仮想性・虚構性の高い

空間であった。これに対して日記がしばしば日常生活の事実に言及しなが

ら書きつづられることを考えると、ネット上での多元性はタークルの研究

が行われた時点よりもさらに日常生活（オフライン）と地続きのものにな

っているといえるかもしれない。（浅野 178） 
 
 中絶と水子をめぐるインターネット空間においては、女性たちは中絶という

実際の経験を機に、HP、ブログ、掲示板への書き込みなどのさまざまな形でそ

こに関与している。あるHPでは、中絶を経験した女性は「そう簡単に人に話し

ていいことじゃないと思うから だから誰にも言わないでここまできた｡ 多

分、これからも言わないと思う｡」4と、実生活では人に打ち明けることのできな

い苦悩をインターネット空間において吐露している。インターネット上だから

こそ彼女は彼女の実体験を語ることができるのであり、そこで展開される彼女

の語りは、「虚構」ではない。水子へのメッセージを書き込む掲示板では、携帯

電話を駆使して一日に複数回書き込む女性も多数存在する。友人に携帯電話を

使ってメールを送ることと全く同等に、水子への語りかけが実生活の一部を構

成しているのだ。また、そのような掲示板において「オフ会」（オフライン・ミ

ーティング）が開催されることもあり、掲示板に書き込む女性たちが実際に対

面し交流することもある。このようなオフ会の存在は、吉田が指摘するとおり、

「オフラインのコミュニケーションとオンラインとのそれとが連続したもので

あること、いいかえれば＜仮想社会＞が＜現実社会＞から遊離したものではな

い」（吉田 79）ということがわかる。むしろ中絶をめぐるインターネット空間

は、中絶というスティグマ化された経験に女性が対処するための重要な場を提

供しているのであり、それを、現実から全く乖離したものとしてとらえること

は妥当ではない。 
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2．2．匿名性と＜新たなアイデンティティ＞ 

ではなぜインターネット空間なのか。中絶をした女性たちがインターネット

空間に参与していく際に最も重要なのはその匿名性である。心理学者Ａ・Ｎ・

ジョインソンは、CMCにおける匿名性について次のように説明している。 
 

匿名性という言葉は通常、「識別性の欠如」、すなわち巨大な群衆の中の一

人でいるということを示す。しかし、コンピューター媒介型コミュニケー

ション（CMC）は通常、「視覚的に匿名な状況」（つまり、自分が今話して
いる人を見ることができない）で運営され、「識別性の欠如」はない（つ

まり、相手の名前は電子メールのアドレスで知ることができるし、相手が

ニックネームやハンドルを使っていても、そのハンドルを使っている人で

あるということは識別できる）。（ジョインソン 26） 
 
 中絶したことを不名誉に感じている女性たちにとって、自らの社会的属性を

示すことなくコミュニケーションを行うことのできる点でインターネットは最

適なメディアである。彼女たちは自己表現のツールとしてインターネットを「戦

略的に選択」（ジョインソン 135）しており、それは、「新たなアイデンティテ

ィを創造し、他者に呈示する自己を操作する機会を提供する」（ジョインソン 

135）。 

 では、中絶を経験した女性たちが CMC を介して獲得する新たなアイデンテ

ィティとはどのようなものだろうか。インターネット上において、参加者は自

らの名前を「ハンドル」と呼ばれるニックネームを付けることによって自由に

コントロールできる。「アイデンティティ創造における明らかな出発地点は名前

の選択である」（Baym 54）とナンシー・K・ベイムは CMCにおけるハンドル

ネーム選択の重要性について述べる。水子に対するメッセージを書き込む電子

掲示板を見てみると、参加している女性たちのハンドルネームは、「みき」「ゆ

う」「なお」「カナ」「ミナ」といった、一般的な女性の名前の簡略な形がほとん

どであり、それはおそらく参加者の女性の本名の延長線上にあるものである。

ここには特別注目すべき点はみられない。しかし、確かに彼女たちはインター

ネット上において「新たなアイデンティティ」を創造している。それは、水子

という存在である。 

女性たちは、自らの失った胎児に対して、名付け、アイデンティティを与え、
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それを維持し続けている。水子の名前の選択は自らのハンドルネーム選択より

も慎重に行われている。ほとんどの女性が初期中絶であるために、水子の性別

はわからない。そのため水子に中性的、かつ非現実的な名前が選ばれている場

合が多い。「ほし」「そら」「ゆめ」「みらい」「つばさ」等である。また、中期中

絶、あるいは流産で性別がわかっていた場合、あるいは中絶を選びながらも胎

児の性別に対して希望を持っていた場合、それが反映されて実際に子供に付け

るような名が使われている場合もあり、そこで見られる名前は流行を反映して

おり、現実の子供に付けられるものと変わらない。例えば男だと思われる、あ

るいは希望する水子に対して現在「ＯＯと」という名前はよくみられる。「愛斗」

「聖斗」などである。また、女の場合に「ＯＯ子」という名前はほとんどみら

れない。さらに、実際の子にするのと同じように、字画にこだわることもあり

うる。「未樹の字画調べたら実樹だとよくないからパパと相談して未樹って漢字

に変えたよ」5と掲示板で水子に報告する女性がいた。女性たちは、失ったはず

の胎児に名をつけ、呼びかけ、あたかもそれが実際に存在する子供であるかの

ようにインターネット上で振舞っているのである。 

そして、水子を作り出すことによって、この掲示板における女性たちは「母」

という新たなアイデンティティを得ているのである。ほぼ全員の女性が「ママ」

という一人称を使用し、また、妊娠の原因となったパートナーの男性に対し「パ

パ」という呼称を用いている。十代、二十代である彼らは、書き込みを見る限

り結婚はしていない。しかし、水子という想像上の子をめぐって、父、母、子

という家族の力学を用いて彼女たちのインターネット上の世界は展開している。 

 

2．3．共感の共同体  
 

 氷河期の再来が近いと確信している人、またプレスリーの目撃談は政府

の陰謀でもみ消されていると信じている人がいる。このような人を近所で

見かけることはないかもしれない。インターネットでは、世の中で知られ

ていないこと、社会に認められないこと、風変わりなことであっても、自

分と同じ関心を持ち、同じ考え方の人はキーボードのすぐ向こう側に存在

している。（ウォレス 105） 
 
 インターネット上で女性たちは、自分と同じように中絶した女性たちに容易

に出会い、経験を語り合い、励ましあうことができる。ほとんどの中絶関係の
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掲示板では、「中絶批判や中傷はこのサイトの目的ではありませんのでご遠慮下

さい」、「ここは中絶の是非を問うたり、中絶非難を行ったりする場ではありま

せん」、「中絶に批判的な書き込み、誹謗、中傷等の書き込みは禁止します」と、

中絶の是非に関する議論は禁じられており、そこでは同じ経験をした女性たち

だけのコミュニティが形作られている。そこで女性たちが得られるのは、共感

である。 
 

無題 FROM：あすか 
一ヶ月前まではおなかに小さな命いました。。もう少しで空に返して一ヶ

月。。あのころはまだおなかにいてつわりがあるたびにげんきなんだなっ

て思ってたあのころ思い出します。 
美羽に会いたい・・泣 
心が痛い。。泣 
 
あすかさんへ FROM：ひかりママ 
美羽ちゃんに会いたい気持ち、よく解ります。 
まだ身体も心も辛いと思いますが、気持ちを吐き出さずに溜めてしまうこ

とが、一番心身に障ると思います。弱音を吐いても、頑張れない日があっ

てもいいと思います。それがあすかさんの笑顔を取り戻す過程なら、美羽

ちゃんもきっと応援してくれますよ！6 

 
 このようなやりとりは非常によく見受けられる。ジョインソンは、オンライ

ン上でのソーシャル・サポート・グループに関して、単なる情報のやり取りだ

けでなく、共感を得ることが非常に大きな役割を果たしていることを示唆して

いる。「人々はただ単に事実に基づく情報を探しているのではなく、問題に苦し

んでいる自分自身を確認し、同じように苦しんでいる人々とコミュニケーショ

ンをしているのである」（ジョインソン 160）。 

 また、コミュニケーションをしているのは女性間のみではない。女性たちは

水子の存在をも共有しているのであり、ある女性が別の女性の水子に語りかけ

ることもある。 
 

こんばんゎ。また勝手に空良クンにお手紙書いちゃうね…。空良クン、マ

マゎ元気かな？？ママはたくさん愛してくれてるね☆幸せだょね？空良

クン、ママを助けてあげてね。空良クンママゎ、頑張りやさんだね。だけ

ど無理しそぉだから心配だよね…。私も、一緒に応援させてね☆愛琉と種
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と仲良しになったかな？ 
よろしくお願いします。7 

 
 掲示板に書き込む女性たちは、中絶をした悲しみを共有し、さらに、それに

よって、水子という幻想をも共有している。異なった意見の排除された空間で

は、そのような幻想は、共有することでさらに強化され、インターネット上に

おける想像の家族を保持していくのである。  

 

3．バーチャル家族から現実の家族へ―「空良ママ」の場合― 

 ここで、2004年 4月から 12月にかけての 8ヶ月間、「お空に還った赤ちゃん

のご供養」を約束する、水子宛てのメッセージを掲載する電子掲示板に継続的

に書き込みをしていた一人の女性をみてみたい。書き込みによれば、彼女は 21

歳、関東地区に在住している。ハンドルネームは「空良ママ」、水子の名前は「空

良」であり、彼女の一人称も「ママ」と、ここでの彼女のアイデンティティは

完全に彼女の想像上の子の母となっている。彼女は一日平均２、３回のペース

で長期にわたりほぼ毎日携帯電話を使用して書き込みを続けており、彼女の語

りには信頼性が高いと考えられる。8 

 この掲示板の趣旨は、女性たちのメッセージを水子に届けるというものだが、

ほとんどの書き込みは、「メッセージ」というよりも恋愛相談のようである。「空

良ママ」が交際している男性は「パパ」と呼ばれており、彼女の水子へのメッ

セージは、水子への謝罪の言葉、水子への愛情表現とともに、その男性につい

ての不満と相談が大半を占めている。 
 

どうしてママはパパのことこんなにも愛してしまったんだろう…。空良の

事、いらないっていった憎い奴なのに。ママはパパの言いなり。こんなマ

マにパパと離れる勇気を下さい！ママは空良がいてくれればそれでいい

の。空良…愛してる。（2004年 5月 9日） 
 
ママ…空良の事、大好き！でもパパのことも大好きなんだ。パパと仲良く

できないけどママはパパが大切。空良、ゴメンネ。パパを選んだママを許

してください。空良のこと、一生愛してるからね。（2004年 5月 10日） 
 
ママは空良のことが大好き過ぎて後悔しないと決めたのに、実際はスゴイ

後悔してる。愛してる。パパはやっぱり馬鹿で…仕事したくないと言い出
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しました。ママ、もうパパといるの、耐えられない。自分が苦しくなる。

ママはまだ弱いままだね。空良に強くなるって約束したのに。空良、愛し

てる。（2004年 5月 30日） 
 
 この電子掲示板の目的は「お空へ還った赤ちゃんのご供養」であるが、「空良

ママ」にとって中絶自体への悔恨と胎児への謝罪は中心的な事柄ではない。彼

女が悩んでいるのは過去に起こった中絶についてではなく、パートナーとの現

在の関係であり、「空良」は何でも愚痴をこぼせる相談役であり、またその立場

ゆえに「空良ママ」にとって恋人との関係をつないでいる存在でもある。 

また、現実世界に存在しない「空良」は、現実に存在する不安定なパートナ

ーよりも、はるかに安定した愛情の対象である。「私をちゃんと見てくれるのは、

空良だけだもんね」（9 月 15 日）と、パートナーによってもたらされた不安を

彼女はあきらかに「空良」に語りかけることによってやわらげようとしている。

「空良」という水子は、胎児への謝罪の気持ちだけではなく、パートナーへの

愛情、執着からも生み出された存在といえるだろう。「パパ」が誰かわからない、

といった書き込みに出会うことはまずない。パートナーとの恋愛関係は、水子

という想像の子を生み出す大きな要因である。あるいは、中絶とそれにともな

う水子存在の出現によって、パートナーとの 1対 1の恋愛関係は「家族」関係

へと変化するのである。そしてその幻想は、インターネット空間において保持

され、そして増強される。 

 2004年 10月になると、「今、ママを支えてくれてる人がいるの。見ててわか

るでしょ？」（2004年 10月 12日）と、「パパ」以外の別の男性が登場する。「パ

パにとっては、ママは邪魔者。ママ、違う人と幸せになろうかな」（2004年 10

月 13日）、「ママを本当に必要としてくれるのは…誰？」（2004年 10月 14日）

と、彼女の心は揺れ始める。パートナーである男性への愛情が、「空良」という

存在の大きな意義であることは先に述べたとおりである。そのために、新たに

出現した男性との交際が順調にいき、それまでのパートナーとの交際が終われ

ば、「空良」はその存在意義を失い、彼女の書き込みは終わるのではないかと考

えられた。しかしその予想は裏切られた。新たに出現した男性は、「空良」の存

在を脅かすものではなく、「空良」の「新しいパパ」として、彼女が作り上げて

きた想像的な家族の物語へと参入したのである。「パパと新しくパパになるかも

しれない人との間で気持ちがゆれています」（2004 年 10 月 24 日）と語ってい
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た彼女はついに以下のような報告を「空良」にする。 
 

新しいパパを、あなたは好きになってくれますか？ママはユウジパパが大

好きです！だから空良も好きになってください。パパはママをとっても好

きでいてくれるけど、パパの都合で振り回されるの、疲れた。幸せになり

ます！空良もユウジパパも愛してる。（2004年 10月 25日） 
 
 「新しいパパ」は「ユウジパパ」と「パパ」の前に名前をつけ、従来の「パ

パ」との差別化をはかっている。その後、「マサヒロパパとヮもう一切連絡とっ

てないよ！」（2004年 11月 3日）と、それまでの「パパ」のほうに固有名詞を

つけ差別化し、そうして「パパ」の座は新たに出現した男性に譲られることと

なったのである。さらに彼女は以下のように結婚の報告をする。 
 

空良…ママ、お熱出ちゃって辛い（；_；）パパに無理するなって怒られ
た。だけど精神的にパパにスゴイ助けられてるよ（＾∀＾）結婚式は来年

になっちゃうけど、空良もママの近くで結婚式に参加してね（＾＾）愛し

てる。（2004年 11月 7日） 
 
 この後の彼女の書き込みは、顔文字を用いた、新たなパートナーとの幸せな

日常の報告となる。こうして「空良ママ」は年明けの 2005年には結婚し、その

報告をして、その後、書き込みは途絶えることとなる。現実の彼女の家族の獲

得をもって、インターネット世界における彼女の家族物語は終焉を迎えたので

ある。 

 

4．まとめ 

 以上、インターネット上で展開される新たな水子供養を記述してきた。この

ような新たな水子供養の形を、従来の寺院における水子供養と比較してその下

位に位置づけることはもはやできない。インターネット空間における掲示板で

の書き込みのほうが、物理的・心理的アクセスのしやすさ、同じ経験をした女

性たちからの共感の得られやすさ、また、文字が蓄積し共有されることによる

水子の存在の確かさなどの点において、寺院における従来型の水子供養の形態

よりも、実際に関わる女性たちにとっては好ましいものであり、女性たちの日

常に入り込んでいるといえる。 

 そしてこのような日常化した女性たちの水子への語りかけという行為をみる
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ときに、従来の宗教研究としての水子供養研究の有効性は疑わしくなってくる。

インターネット上で「赤ちゃん」に語りかける女性たちにとっては、中絶胎児

は自らの愛すべき子供であり、それに語りかけることはあまりに当たり前とな

ってしまっているからである。彼女たちにとっては自らの行為が特定の宗教か

どうかは全く問題ではない。「水子」の仏教的由来を説かれなくとも、寺院にお

いて地蔵を奉納しなくとも、インターネット空間において、女性たちは失った

胎児に語りかけることによって常に、自らの「子」としての水子を作り出して

おり、しかも、供養という名目を掲げながらも実際には供養すらも中心的では

なくなっている。宗教的な意義を失ったこのようなインターネット上での語り

かけを、われわれは、どのように理解することができるのであろうか。 

 「赤ちゃん」として存在していることがあまりに自然化されたために、もは

や寺院もオカルト的な表象も必要としなくなった、インターネット上で語りか

けられている水子、それは、非実体化されているがゆえに、女性たちのインタ

ーネット上での書き込みという行為の中にのみ存在しているのであり、またそ

れゆえに強固な「モノ」でもある。スラヴォイ・ジジェクは、後期資本主義社

会における紙幣から電子貨幣への移行を、フェティッシュの概念を用いながら

以下のように説明した。 
 

［前略］物神性
フェティシズム

は、物神それ自体が「脱物質化」され、流動的で「非物質

的」な仮想的実体に転じたとき、その頂点を極めるのだ。貨幣物神はその

電子的形態への移行とともにその頂点を極めるが、こうした移行とは、そ

の価値（金や銀）を直接的に化体する「本当」の貨幣、次いで内在的価値

が何もない「たんなる記号」とはいえ依然としてその物質的存在にこびり

ついている紙幣を経て、その物質性の最後の痕跡が消え失せた第三の形態

としての電子貨幣という経路を採ることになる。また貨幣が純粋に仮想的

な参照点となるこうした段階においてのみ、貨幣はついに不可滅な亡霊的

存在という形態を受け取ることになる。（ジジェク 191） 
  
 ウィリアム・Ｒ・ラフルールが、「死んだ子ども自身と、あの世での道でその

子の面倒を見てくれる救済者の両方を表している」（ラフルール ８）と描写し

た水子地蔵から、さらに、ヘレン・ハーディカーが「フェティッシュとしての

胎児」（Hardacre 91）と呼んだオカルトブーム期の女性週刊誌によるたたる水

子像を経て、水子は、インターネット空間に偏在するものとなり、まさに、「脱

物質化」された仮想的実体となったのだ。ジジェクと同様に、電子貨幣につい
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て岩井克人は以下のように指摘している。 
 

〔電子貨幣という形態においては〕貨幣とはそれ自体にモノとして価値が

あるから貨幣であるのではなく、また政府がそれを貨幣として使うことを

強制するから貨幣であるのでもなく、たんに人々が貨幣として使うから貨

幣なのであるという、貨幣の持っている純粋な形式性が純粋に浮き彫りに

されている。（岩井 61、［ ］内筆者） 
 
人々が、貨幣それ自体の価値など全く信じていないにもかかわらず交換行為

をし続け、その行為によって「貨幣の価値」なるものをフェティッシュに生み

出し、まさにその行為によって支えられた空虚な価値を中心にして貨幣経済が

成り立つという、貨幣の「純粋な形式性」と同様、インターネット空間におけ

る水子をめぐる語りかけは、特定の宗教というよりも、女性たちの中絶後の生

活を罪悪感に悩まされることなく成り立たせている形式として理解されるべき

ものではないだろうか。このような形式の反復の中で、水子は、いかなる宗教

にも伝統にも汚染されない、「不可滅な亡霊的存在」になったのだ。冒頭で引用

した松岡は、バーチャル参拝を作った理由について、「いつも神様が心にいる、

そういう環境を作っておきたかったのです」と述べているが、水子は、インタ

ーネット空間において、寺院という枠組みから、またメディアによる表象の独

占からも解き放たれ、日常的な書き込みという行為によって、女性たちの心に、

まさにいつもいるのだ。 

 

注 

1 宗教法人円宗院 http://www.otera.net/ensyuuin/hpkuyou.htm（2006年 9月 11日閲覧） 
2 中絶胎児の位置づけをめぐるこの日本の状況は、胎児が一個の人格か否かをめぐ
り激しい議論の続いているアメリカ合衆国の状況と比較すると非常に興味深い。

日本における中絶胎児の人格化については拙稿（2005）を参照。 
3 インターネット空間、特に若い女性が主体となっているＨＰや電子掲示板では、
中絶された胎児に対して「水子」と呼ぶことは少なく、「赤ちゃん」と言ったり、

あるいは後述するように具体的な名を付けて呼んでいる。女性たちが供養してい

る対象は、正確には「胎児そのもの」ではなく、時とともに生長する愛らしい赤

ちゃんであり、それはあくまで「イメージ」なのである。当人が「水子」という

呼称を使うか否かにかかわらず、本稿では中絶胎児に対するこのような人格化さ

れたイメージを「水子」と呼ぶ。このような胎児の人格化されたイメージは、ま

さに 70年代以降の水子供養の言説から生まれたものだからである。 
4 「Life is Sweet! 中絶後の痛みを癒すために」http://www42.tok2.com/home/ 
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faith827/ （2006年 9月 11日閲覧） 
5 「 星 に な っ た 赤 ち ゃ ん へ … マ マ か ら の メ ッ セ ー ジ 」 http://0bbs.jp/ 

yuandmekuyou/?o=1 （2004年 7月 15日閲覧） 
6 常光円満寺による「お空の赤ちゃん掲示板」http://www2.bigcosmic.com/board/ 

s/board.cgi?id=soudan1（2006年 9月 23日閲覧） 
7 「 星 に な っ た 赤 ち ゃ ん へ … マ マ か ら の メ ッ セ ー ジ 」 http://0bbs.jp/ 

yuandmekuyou/?o=40 （2004年 7月 15日閲覧） 
8 以下の引用は全て 2004 年における「星になった赤ちゃんへ…ママからのメッセ
ージ」http://0bbs.jp/yuandmekuyou/ からのものである。現在、彼女の書き込みは
削除されている。 

 

参考文献 

浅野智彦「ネットは若者をいかに変えつつあるか」『大航海』2005年 56号 新書館 
pp.176-183 

井上順考「インターネットが宗教に及ぼす影響」国際宗教研究所編、井上順考責任

編集『インターネット時代の宗教』新書館 2000年 pp.5-26 
岩井克人「インターネット資本主義と貨幣」『InterCommunication』1995 年 13 号 

pp.59-67 
ウォレス、パトリシア『インターネットの心理学』川浦康至、貝塚泉訳 ＮＴＴ出

版 2001年 
ジジェク、スラヴォイ『迫り来る革命―レーニンを繰り返す』長原豊訳 岩波書店

2005年 
ジョインソン、Ａ．Ｎ．『インターネットにおける行動と心理―バーチャルと現実の

はざまで』三浦麻子、畦地真太郎、田中敦訳 北大路書房 2004年 
「シンポジウム『インターネット時代の宗教』」国際宗教研究所編、井上順考責任編

集『インターネット時代の宗教』新書館 2000年 pp.27-161 
タークル、シェリー『接続された自己―インターネット時代のアイデンティティ』

早川書房 1998年 
ドレイファス、ヒューバート・Ｌ『インターネットについて―哲学的考察―』産業

図書 2002年 
日本インターネット協会 http://www.iajapan.org/iwp/2005.html 
松浦由美子「弔いのポリティクス―イデオロギーとしての水子供養」『多元文化』第

6号 2006年 3月 pp.29－42 
吉田純『インターネット空間の社会学－情報ネットワーク社会と公共圏』世界思想

社 2000年 
ラフルール、ウィリアム・Ｒ『水子―＜中絶＞をめぐる日本文化の底流』森下直貴、

遠藤幸英、清水邦彦、塚原久美訳 青木書店 2006年 
Baym, Nancy K. “The Emergence of On-Line Community.” Cybersociety 2.0 – Revisiting 

Computer-Mediated Communication and Community. Ed. by Steven G. Jones. Sage 



14 松浦 由美子 

Publications, 1998.  
Hardacre, Helen. Marketing the Menacing Fetus in Japan. University of California Press, 

1997. 
Poster, Mark. The Second Media Age. Polity Press, 1995. 




