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研究成果の概要（和文）：声と文字に関わる宗教実践について、東南アジア地域内の比較研究と、東南アジアと
隣接諸地域との比較研究を通して、(1)宗教文書をめぐる実践が常に文字と声の両実践の統合体として現れてい
るということ、(2) 声と文字に関わる宗教実践が実践者個人の営為によって継承されており、聖職者と俗人の境
界を超えて循環し、共有されていること、(3) 声と文字の宗教実践は、それが記録され・上演され・複製される
媒体の特性に大きく影響されていること、以上の３点を明らかにすることができた。

研究成果の概要（英文）：Comparing religious practices of Southeast Asia and comparing religious
practices between Southeast Asia and its neighboring areas, this research revealed the features of
orality and literacy in religious practices as follows. (1) The religious practices of the written
appear in a convergence of orality and literacy, not opposition. (2)The knowledges and skills of
orality and literacy in religious practices are not exclusively restricted to clergy or monks. These
are circulated widely through individual acts of religious practitioners. (3)The media of the oral
and the written influence the way of emergence of the sacred in religious practices.

研究分野： 文化人類学
キーワード： 文化人類学

宗教学
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東南アジア

地域間比較

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９−１、Ｚ−１９、ＣＫ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
文字（聖典・経典）を有する世界宗教の世
界規模の展開と受容の過程はこれまで多く
の研究者の関心をひいてきた。しかし、先行
研究の問題設定の多くは、（聖典・経典に書
かれた）「正しい教え」の受容過程あるいは
「聖典・経典がもたらした影響」についての
考察が中心であり、受容した当事者の主体性
を十分くみ取ってきたものとは言い難い。
仏教、ヒンドゥ教、キリスト教、イスラー
ムの聖典（経典）とともに新たに東南アジア
にもたらされた文字は、「書かれたもの」の
聖性（正統性）を生み出し、宗教的な領域を
超えて、人々の歴史意識や民族意識にも大き
な変革をもたらしたと考えられる。
しかし、その一方で、東南アジアでは声か
ら文字へ、紙から電子メディアへ、秘匿から
公共へ、あるいは呪術から合理的精神へとい
った従来の一方通行の発展モデルが当ては
まらず、歌や語り、刺青・護符、写本、印刷
物、電子メディアなど、宗教に関するメディ
アの「同時共存状態」がある。さらに、宗教
における声と文字は、単に宗教的メッセージ
を伝達するメディアであるのみならず、身体
行為と一体となった宗教実践そのものでも
ある。
近年、宗教学の中からも「宗教実践の中で
の聖典・経典」という観点から聖典・経典を
捉えなおす研究が出てきており（Graham 1987,
Griffiths 1999）、またヨーロッパ史の研究
においても、聖書や書物の実践形態に注目し
た研究がなされてきている（Stock 1983.大
黒 2010）
。これらの研究は、従来の聖典・経
典を再考するという点で高く評価できるが、
書かれたものの相対化の契機として宗教実
践を措定している点で、依然としてテクスト
中心的な傾向を帯びている。
一方、人類学・民俗学における「文字の文
化」の研究（Goody 1968, Boyarin 1992,笹
原 2009）
、リテラシーを声と文字の関係から
考察するグディやオングの研究（Goody 1986;
1987, オング 1991）
、そしてテクストや書承
文化に関する人文系研究者の共同研究（齋藤
2009, Kashinaga 2009）は、書かれたもの（文
字）とその運用形態や機能の多様な相を明ら
かにしてきた。しかし、これらの研究ではリ
テラシー全般への理解が中心課題であり、宗
教実践に関わるリテラシーはその一分野を
構成しているに過ぎず、その特徴が十分に明
らかにされているとは言えない。
研究代表者は、京都大学地域研究統合情報
センターの共同研究「宗教実践における声と
文字―東南アジア地域からの展望」
（平成 25
〜26 年度）に参加し、そこでの討議を通して、
「宗教実践のなかの聖典・経典」と「オーラ
リティとリテラシーの多様な相」という新た
な研究課題を得た。この研究課題を、東南ア
ジアと隣接地域との比較研究によって発展
させるのが、本研究である。

２．研究の目的
本研究では、宗教実践において人が発する
「声」と読み書きされる「文字」の特徴を、
以下の研究課題に沿って明らかにすること
を目的とした。
(1)身体行為の重要性（共通課題）：「となえ
る」
、
「よむ」
、
「うたう」
、
「かたる」
、
「きく」
、
「きざむ」
、
「かく」
、
「みる」
、
「おがむ」
、
「つ
たえる」といった宗教における声や文字の実
践が有する力の生成の過程や仕組みを明ら
かにする。
(2)声と文字からみるリテラシー（個別課
題）：宗教実践において文字がもつ意味は、
聖典語や俗語の文字知識の有無という単純
な指標では測れず、読めるが書けない「識字
者」、聴くことでテクストを享受する大衆、
読書によって新たに生み出される語りなど、
文字と声の複雑な関係を明らかにする。
(3)メディア間の相互関係（個別課題）
：声と
文字は単に相互関係を持つだけではなく、さ
らに図像、絵画、演劇、音楽、聖像・聖遺物
との関係へも開かれている。声と文字をめぐ
るメディア間の協働関係を明らかにする。
(4)文字と歴史性（個別課題）
：文字に書かれ
たものから歴史を読み解いていくのは歴史
学の作業であるが、本研究では、文字に関わ
る身体行為が、過去の出来事を聖化し、意味
を付与するプロセスを明らかにし、人々の歴
史意識・民族意識に与える影響を明らかにす
る。
３．研究の方法
本研究の研究方法の特徴は以下の 2 点であ
る。第 1 点目は、東南アジア地域内、隣接地
域間の比較研究をすることで、世界宗教の系
統にとらわれない声と文字に関わる宗教実
践の特徴を明らかにすることである。これま
で宗教上のリテラシーに関する人類学的研
究は、インド（文献）学・仏教学・キリスト
教学・イスラーム教学という世界宗教の「大
本」（おおもと）の研究か、あるいは他地域
の同系統の宗教の受容形態を取り扱う人類
学的研究との比較対照を通して、その地域の
世界宗教の受容形態の特徴を測ってきた。本
研究ではこれらの研究成果を前提として参
照しつつも、そこに留まらず、地域内・地域
間比較によって共通の構造を明らかにする。
第 2 点目として、文化（社会）人類学の研
究者に加えて、歴史学、インド学、文学を専
門とするメンバーによる研究分野横断的な
研究メンバーを構成した。研究対象を歌謡・
演劇・文学・歴史資料にまで広げることによ
り、声と文字をめぐる宗教実践の全体像を把
握することができる。また、地域内・地域間・
宗教間の比較研究のため、東南アジアをフィ
ールドとする研究者に加えて、東アジア、南
アジアの研究者も加えた。
研究プロジェクト全体の共通課題を「(1)
身体行為の重要性」とし、
「(2)声と文字から
みるリテラシー」、「(3)メディア間の相互関

係」
、
「(4)文字と歴史性」の 3 つを個別課題
とし、これらのうち一つ以上の個別課題に関
して、各メンバーが資料収集・調査とデータ
分析を行い、その成果を研究集会において報
告し討議を行った。各メンバーは本研究課題
に取り組むための「入り口」としてこれら 3
つの課題の内の 1 つを中心的に取り上げるが、
それと同時に、他の個別課題との関係を射程
に入れて考察を発展させていった。
４．研究成果
(1)オーラリティとリテラシーの輻輳
東南アジアの上座仏教徒諸民族の仏教文
書朗誦文化、漢文経典の朗誦、山地民の憑依
と歌謡、日本の真宗門徒の経本の実践の研究
から、宗教文書をめぐる実践は、常に文字と
声の両実践の統合体として現れていること
が明らかとなった。
「経典」
「聖典」は、朗誦・
拝聴といった口頭・口承の活動を通して広く
社会の中に浸透していく。
さらに「経典」
「聖典」の実践では、口頭・
口承だけではなく、身振り・演技などの身体
全体を使ったパフォーマンスも伴うことが
顕著にみられる。そのため、宗教実践におけ
る声と文字に関わる活動では、黙読によるテ
クストの内的な鑑賞や感情・思考をテクスト
として記述することを前提とした近代的リ
テラシーとは異なる知識・技能が求められて
いることを明らかにできた。
(2)声と文字に関わる知識・技能の循環
「経典」「聖典」の宗教実践は、聖職者と
俗人の境界を超えて共有されており、その継
承には、寺院・教会・モスクなどにおける聖
職者の教育・修業だけではなく、俗人の活動
も大きな役割を担っている。「経典」や「聖
典」がそれ自体で聖性を生み出す源泉となる
ため、「経典」や「聖典」を上演する技能を
持つことで、俗人であっても「経典」
「聖典」
が表す宗教的世界にアクセスすることが可
能となることを明らかにした。
(3)媒体の特性
身体に刻まれる刺青、映像に記録される朗
誦儀礼、聖像にまつわる奇跡譚の文書、中世
文学作品の演劇化の研究から、声と文字の宗
教実践は、それが記録され・上演され・複製
される媒体（メディア）のもつ特性に大きく
影響されていることが明らかとなった。声や
文字の宗教実践では、モノ−コト−コトバが
一つの連鎖として構成されており、声・文字
を成立させるモノや身体といった媒体との
相互関係の重要性が明らかとなった。
本研究で得られた成果の一部を、東南アジ
ア学会第 95 回研究大会のパネル「宗教実践
における声と文字―東南アジア大陸部から
考 え る 」 (2016 年 6 月 ) 、 国 際 研 究 集 会
Southeast Asian Studies in Asia Conference
2017 "Unity in Diversity: Transgressive
Southeast Asia" の パ ネ ル "Orality and
Literacy in Southeast Asian Religions"
（2017 年 12 月）として報告した。
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