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Worn in Rites of Passage
On the Symbolic Meaning of White Robes 

In this paper I introduce and discuss studies in the fi eld of folklore of the symbolic role of white robes 

worn during rites of passage. In the fi rst chapter, I introduce a hypothesis which asserts that white 

robes are used as an aid to those who feel psychological resistance during a rite of passage to help 

them complete the ritual without hindrance.  Concerning the question of why the color white is used, I 

trace earlier arguments asserting that the use of white derives from the phonetic similarity between 

shira （ 産室 , a term for birthing huts and rice planting in some southern Islands ） and shiro, （ 白、

meaning white）. 

In the second chapter, I refer to descriptions of initiates who change from white garments back 

into colored garments, marking the completion of the ritual. In the third chapter, I discuss descriptions 

found in folklore of experiences after death in which the dead are expected to remain in their white 

garments. I also cite references to similarities between the datsueba, elder women who dress the dead 

and whose role it is to complete the transmigration of the dead from the world of the living to the 

world of the dead, and samba, or midwives. This suggests that the datsueba and the samba or 

midwives fulfi ll the respective roles of assisting the rite of passage into life and that out of life into the 

realm of death.  Through this study, it becomes clear that the distribution and collection of white robes 

play a critical symbolic role in creating the cycle of life and death.
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これまで何千枚もの古着の白いシャツを用いて作品を作ってきた。家族や友人・知人からも

らった古着、フリーマーケットで購入した古着、古着の輸出業者から分けてもらった古着―シャ

ツに残された染みや汚れや擦り切れに愛着を感じた。同じ時を生きるたくさんの人々が衣類に

残した痕跡の数々。古着の白い衣類を用いて、彼らの日常と聞こえない声を自分なりに掬い取

りたかったのかもしれない。

カッターシャツやブラウスなど日常の衣類を手に取り制作を行う一方、非日常的な場所で纏

われる白い衣服が気になり始めた。神職の装束、花嫁衣裳、死装束といった白無垢である。白

でなくてはならない機会とそこで纏われる白い衣服。通過儀礼に白い衣服が介在した謎に魅か

れて書物の旅を始めた。

1.　白

紫式部日記では、藤原道長の娘彰
しょう

子
し

の出産当日の様子をうかがい知ることができる。

彰子は寛弘五年 (一〇〇八 )七月十六日、出産のため父道長の土御門邸に里帰りし、安産祈

祷のため僧侶が法華経など読経していた。九月九日夜に産気づき、十日明け方に魔除けのため

白一色の調度に囲まれた寝殿に移った。その場所の星回りが悪くなったので、急遽明け方に北

側の庇
ひさし

の間に移り、午
うま

の刻 (現在の午前十一時から午後一時頃 )、一条天皇の第二皇子敦
あつ

成
ひら

親

王 (のちの後一条天皇 )を無事出産した。

白い空間で一人の男の子が産声を上げる。産声と共に、読経の声は歓声に変わったことだろ

う。民俗学に関する書物を巡ると、かつての日本の通過儀礼においては、白い衣服が纏われて
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いたことが浮かび上がってくる。新生児の産着、花嫁の白無垢衣装、死装束、葬儀に参列する

死者の親族の着物。紫式部日記に記された産室の調度品が白であることを思うと、新たな命を

白い布空間にいる産婦の姿が目に浮かぶ。魔除けのための白い空間。白によって生命が守られ

ると考えられていたようだ。人生の重大な局面で白に包まれる人々の姿。

不思議なことに、通過儀礼で纏われる白い衣服は、慶事か弔事かという儀礼の区別は小さな

着こなしの違いだけで、花嫁の式服と葬儀の際の女性式服とが共通することが報告されている

（瀬川 .1978.115）。花嫁衣装が白無垢の衣装であることは死装束として白衣、産着としての白い

衣服と共通し、花嫁の被る角隠しあるいは綿帽子は、死者の顔を覆う白布や宮参りや初外出の

時に赤児の顔にかぶせる白布と一連の物であるとみなしたのは近藤直也（1997.）である。近

藤は、民俗学においてケガレといえば普通は死のケガレと産のケガレを指すが例外的に婚礼の

場合もケガレとみなされている事例が存在することに着目し、通過儀礼において「白は、ケガ

レの色と言っても過言ではない（1997.6）」と考察を進める。

ケガレとは何であろうか？近藤によると、ケガレの本質は「天と地が逆転するような激烈な

変化に際し、ほんの少し前まで自分がいた世界を思い、懐かしみ、その頃の時間と空間に帰ろ

うとする事（近藤 .1997:245）」だという。自らが居た時間と空間を思いこがれ戻ろうとする傾

向は新たな秩序にとっての汚点となる恐れがある。そのため、「不浄」や「汚点」というよう

な現在の広辞苑的意味が「ケガレ」という言葉に二次的に備わったのではないかと推測する（近

藤 .1997:244-245）。

通過の儀礼を通して、赤子は幼子に、産婦は母に、花嫁は娘から嫁に、死者はこの世からあ

の世の住人に、喪中の家族は喪明けの家族へと位置づけが移行する。それによってコミュニ

ティーは新たな秩序のもとでの日常を始める。通過の時は、個人にとってもコミュニティーに

とっても危機を孕んだ不安定な時だ。花嫁は装いも美しく人生の中で最も輝かしい時を迎え、

死や産（血）が喚起させる怖れからは程遠い姿である。にもかかわらずケガレとされるのは、

花嫁が心中に抱える過去の状況や役割に戻ろうとする傾向（ケガレ）が嫁ぎ先での新たな生活

に順応させることの妨げとなり、ひいては築かれるべき新たな秩序の汚点となりうるかもしれ

ないという人々の不安を基盤としている。そう考えると、通過儀礼・ケガレ・白い衣が重なり

を見せてくる。戻れない時と空間への思慕を抱くものを白い布が包み、個人をそしてコミュニ

ティーを新たな時空間へと導いてゆく。
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それでもまだ謎が残る。黒でも赤でも青でもなく、どうして白なのだろう？私の脳裏にはセ

ミの幼虫が殻を破り、真っ白な姿で羽化する様子がイメージとして浮かびあがってくるのであ

るが、白であることの背景を探してさらに書物の旅を続けた。

柳田国男（1963）は、「シラ」が産室を意味する言葉として使われていたこと、また米の貯

蔵庫を意味する言葉として使われていた可能性を指摘する。牧田茂は、米の貯蔵庫はコメの魂

が再生する宗教的な空間として機能したことを考慮しながら、「もともとは、もののなかに籠

ることが、シラだったのではなかろうか（1981:86）」と推測し、「稲の魂が籾のなかにこもり、

産屋にこもっているうちに、発芽し、成長する力、つまりは魂が充実してくるように、人の子

の魂も、母の子宮にこもり、その母は産屋にこもることによって、生まれ出る力、成長する力

を蓄えることができると、むかしの人々は考えたのである（1981:99）」と米の貯蔵庫シラと産

室シラとの関連を説明した。加えて牧田（1981）は産室を白色にする風習について触れ、産室

としてのシラと色彩としてのシラも同音であるために、人々は産室を白くしなくてはならない

と考えたのではないかと推論する。また、折口信夫（1976）は愛知県北設楽郡の民俗である「花

祭」に用いられる新たな命を生み出すとされる白い構造物（白山）について「ものが生まれ出

る時には、すべて装飾を真白にしなければ、生まれ出ないと考えたのです。我々の辿れる限り

では、産室は真白でした」と述べた。「花祭」とは、特定の年齢の人々、あるいは病気を抱え

る人々が、白山 (しらやま )と呼ばれる白い空間に白い衣服で籠ることで、ウマレキヨマルか

たちになったとする祭りである。宮田登（2006）は、生まれ清まりが花祭の中心的な考えであ

ることを踏まえ、白い物の中に入って再生することをケガレと関連させて次のように考察する。

「白い物の中に入って忌こもるという物忌みには、当然その中にはいるまでのケガレに対する

認識がある。ケガレが永い時空間において堆積されており、それを速やかに排除することを意

図して編まれた呪法がすなわち白山だといえる。(2006:118)」

白についての研究をパッチワークのように繋いでみた。そのパッチワークから浮かび上がっ

てきた図柄は、「誕生のための力を与える空間シラが、色彩をあらわす白
しら

と結びつき、それゆ

え白い物の中にこもることがケガレを取り除き新たな命をもたらす方法として受け入れられ

た」ということである。通過儀礼において白い衣服を纏うことは空間シラに籠ることであり、

戻れぬ時と場所への思慕を抑制しつつ取り除きながら新生のエネルギーを蓄え、新たな状態へ

と安全に移行させるための社会的な装置であると言えそうである。
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2.　色直し

通過の儀礼が終盤を迎えると、新生児、産婦、花嫁、死者の親族は白い衣服を脱ぎ、有色の

衣服、平常の衣服を身に付ける。通過儀礼の完了を告げる「色直し」である。色直しを迎える

と、通過儀礼の当事者は来るべき新しい社会的役割を負う者となり、共同体もこれを承認する。

すなわち新生児は赤ん坊に、産婦は母に、花嫁は生家の娘ではなく嫁ぎ先の嫁に、喪に服する

家族は喪が明けた家族にというふうに、新たな秩序のもとでの日常が営まれ始めることとなる。

衣服は第二の皮膚またはアイデンティティーの表れだと言われることを思うと、白ずくめから

有色への色彩の変化は、纏う者のアイデンティティーの変化を象徴的かつ効果的に表すことが

できるだろう。また、各儀礼には色直しまでの特定の期間が儀礼ごとまた共同体ごとに定めら

れているようだ。花嫁は婚礼の4日目(江馬,1976,pp421、新生児は誕生の8日目(宮田,1999:pp72)、

産婦は産後 7日、長くて 50日目（中村 ,1999:pp58）、喪家は葬儀の 51日目 ( 中村 ,2003:pp261)

といったふうである。設定された期間の長さは、古い状況と新しい状況の間にある物理的心理

的段差の大きさをほのめかしているように思われる。

戻れぬ時と場所への思慕（すなわちケガレ）を抱える者を白い衣服が包みながら儀礼が進行

し、不安定な時期を越え新たな状況が到来したことのしるしとしての色直しが催される。その

後には新しい秩序のもとでの平常が続いていく。しかし、ここに一つの疑問が浮かび上がる。

儀礼のあいだ白を纏いながらも色直しを経験しない者がいる。それは棺の中にいる死者だ。死

者は色直ししないために、ずっとケガレの状態にあるのだろうか？死者の通過儀礼は完了する

のだろう？死者の纏う白い衣服を追跡することにした。もちろん、実際には白い衣服は火葬に

よって焼失したり、土葬によって地中に朽ちたりするのであるが、死後の世界を描く物語の中

では、白い衣服は存続し、彼岸において大切な役割を果たしている。

3.　産婆と奪衣婆

中村ひろ子は、死者の身支度や副葬品、伝承に注目して「あの世への旅」を次のように紹介

する。

「死者は道中の弁当となる握り飯や穀物に『三途の川の渡し賃』や『道中の小遣い』となる銭、

履き替え用の草履などを持って旅立つ。片袖をとり帯を切り配偶者と縁を切っての一人旅であ

る。道中、犬や鬼、悪魔に追われることもあり、悪魔には石や目つぶしの灰を投げ鬼や犬には
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握り飯やコヌカ、山椒などを与え、六地蔵に参るなどして三途の川に到着する。三途の川を無

事渡るために渡し賃を払うが、渡ったところには着物を剥ごうとショウズカの婆さんが待ち受

ける。持参したもう一枚の着物を渡して許してもらうか、剝がれてしまったときは予備にもっ

ていった着物を着るのである。しかし、語られるのはここまで、すなわち三途の川を渡るまで

であり（中略）『三途の川を渡ること』が旅の終わりのように語られるのは、三途の川という

よりは『川を渡ること』にあの世という世界への移行を見たからであろう（2000:pp128）」

ショウズカの婆さんとは、奪衣婆とも呼ばれ、三途の川の向こう岸にいるとされる女性であ

る。おもしろいことに、三途の川に到達するまでの死者の振る舞いは、食事をするとかお金を

支払うというふうに生者の振る舞いとよく似ている。たとえこの世での死の後も、白い衣服を

着たまま、生前の延長ともいえる旅を続ける。そこに立ち現れるのが奪衣婆だ。奪衣婆は死者

から白い衣服を剥ぎ取るという。「死装束を脱がされて、かつてなら男は褌一丁に、女は腰巻

一枚にさせられ（川村 2003:pp146）」たり、「衣がなければ身の皮をはぐ（川村 2003:pp153）」

とも言われていることを思うと、死者が奪衣婆に衣服を渡すということは絶対に必要なことな

のだ。奪衣婆に衣服を渡すことを見込んで「死者の着物の背中や衿に縫いつけられる小さな着

物や、余分にもう一枚添えるとされる着物（中村、2000:pp129）」を棺に納める風習もあるよ

うだ。この場合、予備の白い着物を奪衣婆に渡したり、あるいは奪衣婆に着物を奪われてから

予備の着物を着たりして、あの世の入り口を通過させてもらえると想像できる。

なぜ奪衣婆に衣服を返さなくてはならないのだろう？「生まれた時に老婆から借りてきたも

のを返すため（柳田 .1975:54）」であると言われ、この言い伝えを裏づけるかのように「衽のな

い着物は死者と生まれたばかりの子供（中村 .2000:pp124）」と、死者の着物と新生児に着せる

胞衣着はともに衽がないという同じ構造をもっている。この世に誕生した際に貸してもらった

衣服を、あの世で返却する。この衣服貸借を奪衣婆が担っている。老婆から借りて着ることは

生者になることを意味し、老婆から借りた着物を脱いで返すことは死の確認であり、あの世の

住人になることの同意であるようだ。老婆による衣服のリサイクルを思わせる。「奪衣婆が亡

者の衣を剥ぎ、懸衣王が枝に衣を懸けて、枝の垂れ下がり具合から、罪の軽重を判断し、亡者

を王庁に送ることになる（川村 2000:pp149）」と物語が続くと、誕生時に奪衣婆から借りた衣

服に付着つけた現世の塵が罪であり、奪衣婆は死者から剥ぎ取った衣服を三途の川で洗濯して、

新生児に貸し与えるのではないかとの想像が広がってゆく。

さらに奪衣婆は、取り上げ婆さんを連想させる。取り上げ婆さんは、新生児を母体から取り
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上げてこの世にもたらし、体を洗って胞衣着を着せ、後に胞衣着から衽のついた着物に着替え

させる役割を担う女性、すなわち産婆である。生まれた時に衣服を貸してくれた婆とは、実際

的には取り上げ婆さんだったのだ。胞衣着が死者の着物と同じ構造をもつことは先に述べたが、

その胞衣着は「前もって縫うことを忌み、この世に子を取り上げたトリアゲバアサンが出産後

に仕立てるものとされた（中村、2000:pp111)」というタブーは、彼女の役割が子供の誕生の身

体的物理的な手伝いだけではなく、赤ん坊はあの世からこの世へと渡ってくるという物語を基

にした想像上の手助けもしていることをほのめかす。取り上げ婆さんと奪衣婆はこの世とあの

世の境界にいて、生から死へ、あるいは死から生へと人々の移行を可能にする女性である。

白い衣類に包まれての通過儀礼を全体として眺めてみたい。そこには、この世に生まれて死

ぬまでという時間内の出来事として命を捉えるのではなく、あの世からこの世への移行をも含

んだ円環的な世界観が見えてくる。死の世界への入り口には奪衣婆が、生の世界への入り口に

は取り上げ婆さんがというふうに二人の女性が、死の世界と生の世界を繋ぎ合わせ、人の命を

円環的に移動させている。通過儀礼で纏われる白い衣服とその背景を追跡すると、誕生と死と

いった身体的な生と死、また結婚、出産、喪といった社会的な小さな生と死を包含しつつ、こ

の世とあの世とを包含した大きな生命の円環が浮かび上がってきた。

産婆と奪衣婆による命の円環のイメージ図
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「紫式部日記絵巻 (藤田美術館本 )　第四段」　第七夜の産
うぶ

養
やしない

。御張台の中の中宮の様子
（徳川美術館　「国宝　紫式部日記絵巻と雅びの世界」より転載）

葬式の着物―新潟県南魚沼郡塩沢町石打関、昭和６年９月
（須藤功編「写真でみる日本生活図引５」より転載）

白装束から色物の盛装へとりかかる場面／一勇斎歌川国芳「婚礼色直し之図」
（江馬務「江馬務著作集　　第七巻　一生の典礼」より転載）

【参考図版】
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三途の川の風景／「十王絵図のうち初江王図」妙光寺所蔵
（さいたま川の博物館特別図録「日本人の他界観を探る―三途の川」より転載」）

左：産婆と新生児／「百人女郎品定め」国立国会図書館蔵
　　杉立義一「お産の歴史―縄文時代から現代まで」より転載）、
右：死者と産婆／「十王絵図のうち初江王図」の一部
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