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Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/07
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama
3. Darance Chimerica
4. Merle Namoki
Chip Colwell, Atsunori Ito, Robert Breunig

Summary／資料熟覧の要約
The local name is Qöötsafkatsina in the Second Mesa and Qöötsapkatsina in the Third Mesa. It appears in the
Second Mesa only during certain ceremonies. This katsina belongs to the genre of Mongkatsina (katsinas of high
position), and thus the carving of it and other portrayals of it are forbidden. In terms of cultural sensitivity,
Minpaku has been asked to store this doll (in a location diﬀerent from other katsina dolls) and use this doll (not
to display in exhibitions) in a certain way. Yet, when it comes to the knowledge the Hopi religious societies have,
the reviewers expressed the common view about not sharing the knowledge with people who are not members
of the society. The doll is made in the 1970s style of carving. The clothing has some inadequacies. Certain
elements look the same as in the book by Barton Wright (Wright 1973: 25). The carver is the late Lane Pela born
in Sitsom’ovi in the First Mesa, a member of the sun forehead clan. He was a clan uncle of Merle Namoki, one of
the reviewers. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column. The correct spelling is
“Tepopa Trading Co.”
、第 3 メサではコーチャプカチーナ（Qöötsapkat現地名は第 2 メサではコーチャフカチーナ（Qöötsafkatsina）
sina）
。第 2 メサの村落で特定の儀礼時にのみ登場する。モンカチーナ （最高位のカチーナ ）に分類されるた
め、地元では人形彫刻など具象化が慣習的に禁じられている。カルチャル・センシティビティへの配慮として、
民博に対して資料保存に関する要望（他の一般的なカチーナ を象った人形とは別の場所で保管）と、資料利用
に関する要望（展示利用しない）が寄せられた。また、ホピの宗教結社が保持する知識に関して、非成員が積
極的に共有を求めることは通常行われないという一般的見解が述べられた。人形は1970年代の作風で制作され
ている。衣装描写について不正確な箇所があると指摘され、一部についてはバートン・ライトの見解と一致す
る（Wright 1973: 25）
。制作者のレイン・ペッラ氏（故人）は第 1 メサのシチョモヴィ村落出身で、太陽の額
クラン成員である。熟覧者のマール・ナモキ氏にとって、クラン関係上のオジにあたる。
「入手状況」欄のギ
ャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。
Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

LANE PELA

Object Name by Carver／作品名

Qochaf Kachina Ashes

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

QOCHAF KACHINA（Ashes Kachina）

Carver／制作者名

Lane Pela

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
This is called, Qöötsafkatsina. I don’t know how you say it in English. Usually, we
are not allowed to make these…Yeah, it’s some sort of a certain society, that is…
it’s privilege information. Only when we’re initiated to that certain society then
you know the full…. So for us, we don’t know the full details of this doll but for
me and Merle we can recognize it because we see it every spring. What I can tell,
visually from here it’s pretty nice actually. It’s made probably in the 70s, of style
how they used to make it. There are certain things that are wrong with it, just by
looking at it. The fur, it doesn’t have fur here. It has a corn husk. Then, corn
husks here on this skirt. And there is some other regalia that is missing. It is a
good description of… what it is… what it is… But, like I said, most of the time
we’ll refrain from making these…These…. we call them chief katsinas. In 3rd
Mesa, I don’t think they… just only in 2nd Mesa…For Songòopavi and Supawlavi
I notice that I know that…have this… during year… one of our ceremonies. Lane
Pela is deceased. This is the sun clan. His wife is from Polacca. They are from
Hopi, Sitsom’ovi but Lane is his clan uncle, Merle.
コーチャフカチーナ です。しっくりした英訳が思いつきません。これを彫ることは禁じ
られています。特定の宗教結社だけが保持する機密情報なのです。それについて知るこ
とができるのは、その結社に加入した者だけです。私はその結社に加入していないので
部分的にしか知りません。私とマールさんは毎年春にこれを目にするので、それが何な
のか見当は付きます。この人形を見て言えることは、とても作りが良いことです。おそ
らく1970年代の作品で、当時の作風がうかがえます。一目見ただけですが、描写がおか
しい箇所がいくつかあります。首には毛皮は巻きません。耳にトウモロコシの皮がある
はずです。腰巻きにもトウモロコシの皮が付きます。盛装に関していくつか描写漏れが
あります。この外見についてはよく描写できていると思います。しかし先ほども述べた
とおり、私たちはこれを人形に彫ることを慎んできました。カチーナ の中でも最高位の
ものなのです。第 3 メサでは違うと思いますが、第 2 メサではそう認識されています。
ソンゴーパヴィ村落とスパウラヴィ村落では、一年に一回、ある儀礼の時に現れます。
制作者のレイン・ペッラさんは故人です。底面のサインから判断すると太陽クランの成
員だったと思われます。彼の妻はポラッカ村落出身です。彼らは二人ともホピで、シチ
ョモヴィ村落出身です。レインさんはマールさんにとってクランのオジにあたる人物で
す。

Ramson：
In my personal experience, I’ve never encountered this katsina. I’ve talked with
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the older men, from, both 2nd and 3rd Mesa and they do have, they’ve conﬁrmed
that this katsina does exist. But I’ve never come across this one. Generally, if
there are major ceremonies happening at other mesas, I usually don’t go. So I
don’t really have a lot to say about this. Other than that… just based on the
identiﬁcation on the bottom of the base we could be assured that this is authentic.
Beyond that, in terms of the wardrobe and the facial features and all of that stuﬀ,
I’m not going to be familiar with this doll.
私はこれまでにこのカチーナ を見たことがありません。第 2 メサと第 3 メサの古老に尋
ねたことがあります。どちらの地域にも現れるようです。しかしながら私は見たことが
ありません。他村で重要な儀礼が開催されることがあっても私は見に行きません。そう
いった理由のためコメントは控えます。底面の記載内容から判断する限り、ホピが制作
した人形だといえると思います。それ以外について、例えば衣装や顔面の描写について
は詳しい情報は分かりません。

Darance：
Just like Ramson said I have never seen this particular katsina. This is a…. comes
from 2nd mesa but I, too, have heard that it does exist. The wood is paako,
cottonwood with all katsina dolls are made out of. It looks authentic to me.
ラムソンさんと同じく、私もこのカチーナ を見たことがありません。第 2 メサのものだ
と思います。そこに現れるということを聞いたことがあります。全てのカチーナ 人形と
同様に、素材はパーコ （コットンウッドの根）です。ホピ製だと思われます。

Merle：
The katsina here that we have reviewed is actually existing and we still practice it
in the village of Songòopavi. It’s authentic. The society that performs this is
actually a kind of a secret to us so we kind of have a say to where we can really
explain to other people. It’s authentic. The person who made it is Lane Pela. It’s
one of my clan uncles. Like Gerald said, he is no longer here, he is deceased. His
wife is still living happily and kids, also. This is authentic. Thank you.
このカチーナ は本当に現れます。ソンゴーパヴィ村落では現在でもその儀礼を行ってい
ます。正真正銘のホピ製です。儀礼を執行するのは秘密結社なので、関係者以外に他言
することはできません。人形自体は本物です。制作者はレイン・ペッラさんです。私に
とってクランのオジにあたる人物です。ジェロさんが言ったように故人です。奥さんは
存命で子ども達と暮らしています。ホピ製です。ありがとうございます。
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Chip：
Just one observation. I don’t know if Ito-sensei here, you may have museum’s
perspective on this. But for us, if there are very special katsina like this that
maybe you want to get recommendation for how they should be cared for, like
maybe if this data base becomes public, maybe this one, you wouldn’t want a
photo, maybe just information or maybe you would recommend this one, maybe
just it should not be public at all, or any combination like that. So maybe just one
thing to think about is, if you have recommendations like that, perhaps that would
help Ito-sensei and the staﬀ understand how to care for items like this into the
future. Just one observation.
気がついたことが一つあります。伊藤先生が民博としての資料管理についてどういった
見解を持っているか存じ上げませんが、この種の特別なカチーナ の人形資料について、
ホピの皆さんは何か特別な扱いとか、データベースで画像を公開していいかとか、画像
の公開はしないで文字情報のみ公開にするとか、そのようなご要望はありますか。もし
ホピの皆さんからご提案があれば、担当する伊藤先生や他の職員にとって、将来にわた
る資料の取扱いに関して有益なコメントになると思います。この点が気になりました。

Ramson：
Being from 3rd Mesa and having any experience what this particular katsina in
my personal experience anyway, and not being from 2nd Mesa. I would probably
abstain from suggesting one way or the other how it should be displayed or the
image captured anywhere. That’s… I would subordinate to Merle and Gerald
about that. We don’t have to do it now.
第 2 メサではなく第 3 メサとして、さらに私個人の経験に基づく見解となりますが、以
下のようにコメントします。展示方法や画像の公開・非公開などについて、どちらの見
解についてもコメントを控えます。
（第 2 メサの）マールさんとジェロさんのご意見に従
いたいと思います。早急に決める必要はなさそうです。

Chip：
It’s just if you would like more… I would imagine… some suggestions….
もし何かご希望があれば、この機会におっしゃった方が良いと思いますが。

Gerald：
Excuse me. Even if we knew what this was, we are not involved in that society
that’s in charge of this part of our religious cycle. So we can’t even give any kind
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of in-depth explanation of its duties to fully extend because we are not involved
with that particular society. To me, it’s out of respect to this thing. It should be
separated from the rest of the katsina dolls, that we consider katsina dolls. But…
since it’s Qöötsafkatsina it’s out there already probably on the internet and, you
know, you have it here. Things before attention, how it going to change it from
not being a katsina to something that is involved with the rest of the katsinas. No,
we would not think of it like the rest of the katsinas. It has its own separate
meaning to us, instead of the katsina.
話を遮ってすみません。これが何なのか知っていたとしても、宗教的暦に則ってこのカ

チーナ が登場する儀礼を担当する特定の宗教結社に、私たちの誰一人も加入していない
のです。そのため、そのカチーナ の役割や詳細について説明することができないのです。
個人的にはこの人形に敬意を払うべきだと思いますので、カチーナ を象ったと思われる
他の人形とは隔離して別の場所で保管して下さい。しかし実際にコーチャフカチーナ を
象ったと思われる人形はここにありますし、インターネットを介して情報も流れていて、
ここに写真もあります。カチーナ 人形と分類されているものから、カチーナ を象ったと
は思えない人形をより分けましょうか。カチーナ ではないものを象った人形がここには
たくさんあるのです。この人形はカチーナ ではなく、何かもっと特別な意味をもってい
ます。

Darance：
So you got katsinas, and you got the other ones more important. Well they are all
important but they’re involved into something we don’t know about. So it’s kind
of… don’t really talk about what they do because we don’t know. And some of
them were… have gone long before so we don’t know. We don’t ask. Just leave it
like that.
民博にはカチーナ 人形があります。カチーナ より上位のものを象った人形もあります。
どちらも重要なのですが、中には私たちがよく知らないものも含まれています。私たち
にはそれが何か分かりません。知らないことは話せないのです。ずいぶん昔に消滅した
ので私たちが知らないものも含まれています。そうしたものについて私たちは質問をし
ません。知らないままそっとしておきます。

Ito：
I don’t know if it is a good question or a bad question, but to whom should we
ask about Qöötsafkatsina.
適切な質問かどうか分かりませんが、ではこのコーチャフカチーナ についてホピのどな
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たにご意見を伺えば良いのでしょうか。

Darance：
Deﬁnition? Or the meaning?
同定か役割かどちらでしょうか。

Ito：
Do you know anybody who….?
どなたかご存じないでしょうか。

Gerald：
I know but I don’t think he’ll… answer you. My uncle Lee Wayne is involved in
this particular society. But even within the Hopi, they don’t give us that kind of
information about details of things…. Even if we are Hopis, I won’t know what
Ramson is all involved in and I won’t ask him, even when I ask he would tell me
anyway at all. Like that. So… This, like that with all of us. Merle… and I don’t
really know what Darance is…But I know, Merle is a part of certain society too,
that I don’t ask questions about…So even within a community, all of us we don’t
know. But we’ll respect what they’re doing for us, for everybody…
照会すべき人物はいますが、彼がその質問に答えるとは思えません。私のオジのリー・
ウェイン・ロマイェステワさんがその結社のメンバーです。しかし仮に質問者がホピで
あっても、詳細な回答は得られないでしょう。私たちは全員ホピですが、例えばラムソ
ンさんが所属している結社のことを私は知りたいとも思いません。もし質問には全て答
えるよと言われたとしても、私から質問することはありません。そういうものなのです。
マールさんと私はダランスさんがどんな役割を負っているか知りません。マールさんが
ある特定の結社に属していることを私は知っています。しかし私はマールさんにその結
社について質問することはありません。同じコミュニティに暮らす者同士でさえ、個々
人の儀礼的役割は知らないのです。誰しもが何らかの役割を担って社会のために貢献し
ていることを尊重しあっています。

Darance：
It’s like society… it’s like an example going to somebody’s house without being
welcomed. We don’t do that. So that’s how it is. We don’t ask, we don’t bother
because there is not… not what we were initiated into. That’s their thing.
所属しない結社に関する質問というのは、歓迎されないのを承知で他人の家を訪問する
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ようなことなのです。私たちはそんなことはしません。結社についての質問はしない、
メンバーには迷惑をかけない、そういうしきたりなのです。

Ito：
Can I make another question? Gerald mentioned, some of the power…
別の質問をしてもよろしいでしょうか。ジェロさんはこの人形の持つ何か力に言及され
ていましたが。

Gerald：
Well, the skirt, the crosses on the skirt. This is only when we see it though. And
it’s fast. It doesn’t walk. It runs in full speed. You are not supposed to look at it
anyway. These crosses here represent corn husk. There is supposed to be corn
husk instead of the paint on the skirt. I think, even if the skirt is a certain type of
material it doesn’t look like it’s cloth, it looks like it’s rabbit fur or something.
This part here is fur but actually it’s corn husk. And it has shells, not too much,
just a little bit. I don’t know what’s all on there but it looks real old. Little pouch
also with arrowheads, and shells. But all that regalia, we don’t know what it
represents. Just the people that are in charge of this society…. So it’s important
katsina.
ええと、スカートの複数の十字についてです。初めて見ました。これは非常に早足で、
歩くというより全力疾走します。速すぎて目で姿を追うことが出来ません。これらの十
字はトウモロコシの皮を表しています。スカートには十字ではなく、実際にトウモロコ
シの皮が付いてあるはずです。そしてスカートはたとえこれが本当にその素材だとして
も、布地ではなくウサギの毛皮のように見えるはずです。襟巻きも実際はトウモロコシ
の皮のはずです。適量の貝殻が付いているたすきをかけるはずです。貝殻の種類は分か
りませんが、年代物のようです。矢印が描かれた小さな袋を持っています。貝殻も付い
ています。私たちはそれらが何のシンボルなのか知りません。この儀礼を司る結社成員
だけが知っている内容です。非常に重要なカチーナ です。

Darance：
What they call this kind are important katsinas… or Mongkatsina.
こうした重要な役割を担うカチーナ を、モンカチーナ と呼びます。

Gerald：
It goes deeper than the regular katsina. It’s something another. It has more signiﬁ23

cance in our…
通常のカチーナ よりも深遠な存在です。別格なのです。とても重要な存在なのです。

Darance：
Should be respected
敬われるべき対象です。

Gerald：
So that’s what I put out of respect, the dolls should not be part of katsina doll
exhibit. They should be separate from… mentioned separately than, like I said
earlier to that…

Most of the time we don’t want to make those...

I wouldn’t

make it in my jewelry, I won’t make that. It’s kind of taboo, or so.
敬意を表してこの人形は展示活動に使用しないでおきましょう。先にお話ししたように、
通常の人形とは別に保管して下さい。これは彫刻の対象にしてはならないものなのです。
私はこのモチーフを宝飾品のデザインに使用しません。ある種のタブーなのです。

Ito：
One more question: what is the pronunciation of your uncle’s name?
最後の質問です。マールさん、オジさんの名前の発音をもう一度お願いします。

Merle：
Lane Pela.
レイン・ペッラです。

Ito：
Again, please.
もう一度お願いします。

Merle：
Lane Pela.
レイン・ペッラ。

Ramson：
Like “Life in the Fast Lane”.
「刺激の多い人生」のような名前ですね。
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Ito：
Any questions?
他に何か質問はございますか。

Robert：
I’m sorry I didn’t catch the name.
すみません。名前をもう一度お願いします。

Darance：
Lane Pela.
レイン・ペッラ。

Robert：
No, no that one…
いえ、それではなくて。

Darance：
Qöötsapkatsina.
コーチャプカチーナ 。

General Statement by Ramson：
My comment about this particular katsina doll carving is that, based on my
experience as a carver, I would say that this doll is authentic, it’s made out of the
materials that are commonly used within the Hopi tradition. My experience with
this particular katsina doll is non-existent. Personally, I’ve never seen this katsina
and I’m not aware of any details or the role and the function that places within
Hopi society. In terms of the materials, I can say that the materials are consistent
with traditional katsina doll carving practice in terms of using the type of wood
which is the cottonwood root, using feathers and certain pigments for the color.
Those are all in alignment with what I feel is traditional carving. Thank you.
この人形について人形作家としての経験からコメントしてみます。正真正銘のホピ製の
人形です。素材はカチーナ 人形彫刻の伝統に共通してみられるものです。私はこのカチ

ーナ を彫ったことがありません。モチーフのカチーナ を一度も目にしたことがありませ
ん。あるホピの結社が管理しているこのカチーナ の詳細も役割も機能も知りません。素

25

材ですが、コットンウッドの根、羽根、特定の顔料といった、人形作りにおいて伝統的
に利用されてきた素材が使われています。こうした点を考慮し、伝統的な人形であると
判断しました。以上です。
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2 ．H85679

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/07
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
It resembles the cocklebur katsina (family: Asteraceae, genus: Xanthium) except for the head. It is diﬃcult to
determine its name (local name) but if it is a cocklebur katsina, it is called Patsoktsina in the Second and the
Third Mesa. It was recognized that errors in the appearance of the head have their source in cited information.
Originally, carvers make dolls based on their memory while taking part in ceremonies but a trend in recent
years is noticeable whereby the number of carvers who do not participate in ceremonies and carve dolls based
on illustrations and descriptions in books has increased. It was suggested to correct the spelling of the name in
the documentation of Minpaku ( Pachok’china) because there is no phone “ch” in the Hopi language. The name
of the artist is probably written on the bottom of the stand. It seems that it was a woman. Although in recent
years the number of women artists has grown, traditionally, only initiated men have the right to carve dolls. The
reviewers were trying to deduce the reasons for writing this name and circumstances in which the doll was
carved by a woman.
オナモミ（キク科オナモミ属）のカチーナ に類似しているが、頭部の描写が実物とは異なる。個体名（現地名）
の同定が困難だが、もしオナモミのカチーナ ならば、現地名は第 2 メサと第 3 メサ共にパチョクチナ
（Patsoktsina）となる。頭部の描写ミスは参照した情報源に問題があるためだと思われる。元来、人形制作で
は作者自ら参加して記憶した儀礼での見聞が根拠とされてきたが、近年の傾向として儀礼に参加せずに書籍に
掲載された絵画や作品写真を参照する人形作家が増えているという。民博台帳に記載されている現地名の綴り
（Pachokʼ china）を修正するよう指摘を受けた。ホピ語には「ch」の発音がないためである。底面に記されてい
る氏名はおそらく制作者本人が記載したものだが、女性名だと思われる。ホピでは近年女流作家が増えている
ものの、伝統的にはカチーナ 結社に加入した男性のみが彫刻する資格があるとされる。女性が人形を彫った背
景や、記名した理由を推定した。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

Regina Talahytewa

Object Name by Carver／作品名

Cocklebur Kachina

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

Pachokʼ china（Cocklebur Kachina）

Carver／制作者名

Regina Talahytewa

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This particular doll, 85679, everything looks accurate until you get to the head
part. And it’s a totally diﬀerent… it’s not what it’s instead of us it should be. It’s
a… Even the 3rd Mesa representatives here can’t identify what it actually is.
Everything is… from the bottom, feet to…, as far as the evergreen part around
the neck, the green part. And then from there on, it makes a totally diﬀerent…
It’s not this Patsoktsina. That’s what we can’t really identify this doll accurately.
You can see right here the sign. Customarily, the women don’t carve the dolls. So
we are thinking that maybe she signed it because the actual maker wasn’t there to
sign it, which sometimes happens too. So, I think in the summary Merle can’t go
into that of why we came up to this conclusion.
H85679は、頭部を除けば正しく描写されています。頭部の描写は私達の村のものとは全
く異なります。第 3 メサの皆さんでさえも、これが何なのか特定できません。足元から
首の周りの常緑樹の部分までは正しく描写されています。そこから上の部分は全く異な
ります。パチョクチナ はこういう姿ではないのです。頭部の描写がおかしいので、正確
に同定することが困難です。みなさん、底面のサインをご覧下さい。ホピでは女性はカ

チーナ 人形彫刻をしません。収集時に人形の本当の作家（男性）が不在だったため、こ
の女性が代筆して自分の名前を書いたのかも知れません。よくあることです。マールさ
んも特定することができなかったので、このような結論に達しました。

Ramson：
In our discussion about this particular katsina doll, several questions were raised
and we weren’t very very sure about how we would answer that. But, I think,
from cultural standpoint, for the knowledge in terms of collecting katsina dolls in
terms of speciﬁcally, it’s the general idea of Hopi is that women are not supposed
to be carving katsina dolls. It’s one of our traditional practices that’s limited to
initiated males. So even if a male is not initiated they aren’t allowed to carve. A
lot of people ask me at what age children get initiated and there is no set age. Just
it depends on the feelings of the parents, and the children sometimes themselves
that will determine at what point they are going to go through initiations. That
was one thing that we had discussed. And the question now becomes, there are
growing number, although it’s still small, there are growing number of female
carvers. And in terms of, how museum want to handle that really is in your court.
Do you want to collect dolls that are made by females? Because, number one, just
based on the documentation here, the Patsoktsina that I’m familiar with, looks
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nothing like this. So, where are carvers, especially younger carvers getting the
information from how to carve dolls? Well, unfortunately they refer to past publications. I mean, there is a list of people who documented katsinas early on.
Another one might be Cliﬀ Bahnimptewa who is a Hopi but when I go through
his book I see a lot of mistakes. So, a lot of younger carvers are relying on
misinformation to carve their dolls. And that is something that we try to make
younger people aware of. Because generally the knowledge that you have it
doesn’t come from books, it comes from actual participation in the culture. So
that’s something that I believe, the museum people have to think about in terms of
who they are going rely on for their collections. Obviously, this is a female. Now,
why her name is on here, we also discussed the various possibilities. She may
have been short of money to buy groceries so she went ahead and signed it. She
may have made this doll by herself. But, again, relying on those inaccurate books
to carve something. She may have been pressured into carving. I mean, there are
so many reasons why she applied… I mean, she had to take some amount of
courage for female to sign her name, or maybe arrogance to sign her name on a
piece like this. From the neck down it’s more similar to this katsina doll here, and
this katsina right here in terms of the overall features like wardrobe and facial
features. I come short of putting it in these categories simply because there are no
feathers on the crown on the head. It those feathers were there then I would be
comfortable and saying, yes this is one of these Nayayataka. But because those
feathers are not there I’m not going to put my stamp of approval on it, simply
because of that small detail. It is a nice piece of work. The other thing that I look
at is the posture of the katsina doll itself. Does this katsina hold its arm, the right
arm up like it is portrayed here? Typically no. And most carvers will, even they
look at the body and how the body movement is carved like that. So if you see
some carvings that are just like .. way… their movement is way over exaggerated.
For me is a clue as to the knowledge and how they portrayed that, the idea. And
here, on the documentation, there is no “ch” sound in the Hopi language. So I
altered my spelling on this document. So I spell this: P A T S O K T S I N A,
Patsoktsina, that how it would be pronounced in Hopi. So I changed the spelling
there. So, although, we look at… from the neck down and say it could be that,
that small detail becomes critical whether we say this is a real carving. It is
carved by a Hopi, I’ll say that much, but in terms of being carved by Hopi men,
obviously that’s not that the label is telling us.
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この人形に関する話し合いの結果、いくつかの疑念が生じました。そしてどう説明して
よいのかよく分かりません。この人形資料のことではなく、総論を述べてみたいと思い
ます。ホピの文化的な観点に基づいたコメントですが、一般的に女性がカチーナ 人形を
彫ることは想定されていません。カチーナ 人形制作はカチーナ 結社に加入した男性に制
限する、という慣習があります。たとえ男性でも、結社未加入者は人形彫刻を認められ
ていません。
「子どもは何歳くらいになったら結社に加入するんですか？」という質問を
たくさん受けました。その子の両親やその子自身が、加入儀礼を受けるタイミングを感
覚的に決めるのです。まずこの点を議論しました。もう一つ別の問題は女性の人形作家
の存在です。現在でも少数派ですが徐々に人数が増えています。博物館はそういった内
容のモノをどのように扱いたいのでしょうか。博物館にお勤めのみなさんは、女性が彫
った人形を収集したいですか。というのも第一に、資料台帳に記載されているパチョク

チナ を私は知っていますが、この人形はそれとは似ても似つきません。制作者は彫刻の
経験が浅く、ハウツー本などを参照したのでしょうか。不幸にも若手の中には出版物を
参照する者がいます。Barton Wright、Jesse Walter Fewkes、Joseph Mora などの書籍で
（挿絵、Barton
す。過去にカチーナを記録した人物が何人も存在します。Cliﬀ Bahnimptewa
Wright 著）の本を買った人がいるかもしれません。Cliﬀ はホピですが、その本にはたく
さんの誤記があります。若手作家はそうした誤情報を手本として人形を彫ってしまうの
です。こうしたことが起こらないように若手作家に注意喚起しています。というのも、
宗教的知識というものは、書籍から得るのではなく、実際の文化活動を通して体得する
ものだからです。モノを収集する博物館のみなさんは、収集品を作り、売る人物につい
てよく検討して欲しいものです。これは明らかに女性の名前です。なぜ女性の名が記さ
れているのでしょうか。考えられる可能性も議論しました。例えば金欠で、食べ物を買
うお金欲しさに自分の名前をサインしたのかも知れません。彼女自身が制作したのかも
知れません。誤記が含まれる書籍を参照して作った可能性もあります。女性がカチーナ
人形を彫ることに対してプレッシャーを感じていたかも知れません。女性による彫刻や
氏名記載には、色々な事情が考えられます。名前を書き残すと制作者と同一視されがち
なため、相当な勇気が必要だったと思われます。もしくは傲慢だったのかも知れません。
首から下の部分は、衣装や顔面の特徴からして、台帳に記載されているカチーナ にそっ
くりです。ただし、冠部分にあるはずの羽根がこの人形には付いていません。羽根が正
しく付いていたならば、胸を張ってナヤヤタカ の一種だと言えたと思います。羽根の欠
如という些細な点のために、私は太鼓判を押せなかったのです。彫刻作品としては良い
出来です。もう一つ気になったのは、身体動作の描写です。右手をあげていますが、そ
うした動作をするでしょうか。しないと思います。多くの人形作家はこのようにカチー

ナ の動作を描写しようと試みます。みなさんも人形を見る場合には、その動作が過度に
誇張されていないか注意して見て下さい。私は人形の動作とカチーナ に関する知識の両
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面に注目して熟覧を行いました。もうひとつ。台帳は「Pachokʼchina (Cocklebur Kachina)」
ですが、ホピ語に「ch」の発音はありません。台帳を次のように書き換えたいと思いま
す。P A T S O K T S I N A。パチョクチナ がホピ語の発音を正確に表した記述法で
す。私はそのように変えました。首から下の部分は問題なく、羽根の有無という些細な
点によってこの人形の真正性に疑義が生じたのです。この人形はホピによって制作され
たものである、これが私のいえる最大のことです。制作者の性別は台帳情報からは分か
りません。

General Statement by Merle：
This particular doll here, simple… is to us, we agreed on this, it’s unknown. We
don’t know what the katsina is, or represents. The clothing, starting from the
bottom up. It’s made out of cottonwood root. The clothing here is all close to what
we agreed on. The doll is pieced, the arms are pieced together. The tail here, the
fox tail is also pieced. There is evergreen… it’s also pieced to it, and the rattle.
And as far as it gets to the head part, the evergreen is carved in there. The mouth
piece here on the doll is also pieced on. Also the ears. This doll here I have no
idea what it is. On the record it shows “Cocklebur” but we agreed that the
“cocklebur” doesn’t look like this here. The feathers, I believe is some sort of
bird. I have no knowledge of which bird it comes from. That’s pretty much it. The
carver, it has a name here, Regina Talahytewa, which I believe is a lady carver.
To our belief, talk to us from our elders, ladies aren’t supposed to carve katsina
dolls. I think that explains what I rely on it to say all about this we just don’t
know what this katsina is. And unknown of what it is. I think, that’s pretty much
it for ever, because we don’t know what the katsina is.
この人形に関する私たちの総意は、詳細不明ということです。これが何のカチーナ を象
ったものなのか分かりません。身につけているものについて下から上に見ていきます。
素材はコットンウッドの根です。衣装については概ね正確に描写されています。胴体部
分は一本彫りで、腕の部分は後付けです。キツネの尻尾も後付けしています。常緑樹と
ガラガラも後付けです。頭部ですが、常緑樹は彫刻されています。口の部分も後付けで
す。耳も後付けです。この人形が何のカチーナ か分かりません。台帳には「オナモミ
（Cocklebur）
」と記載されていますが、オナモミ・カチーナ はこれとは異なります。頭部
の羽根は鳥の羽根でしょう。しかし鳥の種類は分かりません。以上です。制作者ですが、
「Regina Talahytewa」と記されています。おそらく女性だと思います。女性はカチーナ
人形を彫ってはいけない。これが代々伝わるしきたりです。確かなことが一つあります。
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誰もが何のカチーナ か同定できないことです。この人形が何なのか不明です。以上です。
時間をかけても分かりません。何のカチーナ か分からないのです。
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3 ．H85689

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/07
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica

―

Summary／資料熟覧の要約
The local name has not been registered but it belongs to the bear katsina in the Third Mesa as a warrior
(Haaniya). The reviewers described what the correct clothing of this doll should be like. They also explained
the materials, tools, and process of carving. There was no comment from the Second Mesa.
現地名の言及はなかったが、第 3 メサでは戦士のカチーナ （ハニヤ ：Haaniya）として分類されるクマのカチ
ーナ である。この人形の衣装に関する正誤描写が行われた。材料、使用した道具、作り方に関する解説が行わ
れた。第 2 メサからのコメントはなかった。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

―

Object Name by Carver／作品名

―

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

Hania Kachina ( Bear Kachina)

Carver／制作者名

Unknown Hopi

Year of Manufacturing ／制作年

early 1970s

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
I think, for this, like earlier, that doll, the ﬁrst one that we did…Qöötsafkatsina,
maybe we don’t have too much information to give because it primarily from
Songòopavi, 2nd Mesa area and for us now, on this H85689, same thing occurs
but vice versa. It’s 3rd Mesa that has more information to give on this particular
doll, instead of Songòopavi. So that’s why I think they are ready.
先ほどのコーチャフカチーナ （H115024）と同様、私たち第 2 メサのソンゴーパヴィ村
落からは情報提供ができません。ソンゴーパヴィ村落からは提供不可能ですが、第 3 メ
サからはこの人形について情報が得られると思います。お話を聞いてみましょう。

General Statement by Darance：
This particular doll is called Haaniya. It’ a bear katsina. Looking at this doll I see
bird feathers, on the back, on the top here I see chicken feathers. Looks like it’s
been dyed. There are pieces of …attachments, the ears, the eyes, the mouth. On
the back, it’s missing a…, what we call in 3rd Mesa kwaatsakwa, little bunches of
eagle feathers. That’s missing from the back. As I move down I see leather straps
across the body. That’s accurate but some of the other katsinas they usually have
shells on it, small shells. The arm bands are made out of leather. That’s accurate.
Moving down, I see the… looks like the tail on the back of the… the kilt is
attached. On the side I see the sash which looks like it’s also attached, glued. The
snake skirt is pretty accurate how we would see it during the dance out on Hopi.
Moving down the legs, with the leather straps that usually either deer hide or elk
hide. The artist wanted to use the…, on place of the hide he used leather straps.
Moving down to the shoe part, the leather fringes are made out of leather, Hopi
call that tsamimi. The base is made out of cottonwood paako, the cottonwood root.
Looks like it has been sprayed by… with a “Shellac” or some kind of…
protecting or something. To me it’s… we all decided that this is an accurate
katsina. One piece doll, except for the ears. It’s added. The mouth is also
attached. Facial features, all the pieces on the head are attached. Along with
the…. just the facial on the head. Everything else is one piece. Looks like the
knife and the sharpening stone it’s all one piece. Paasa-a. That’s all.
ハンヤ を象ったものです。クマのカチーナ です。背中に羽根が付いています。頭部には
ニワトリの羽根が付いています。染めたものでしょう。耳、目、口は一本彫りではなく
後付けです。後頭部にあるはずの小さなワシの羽根の束が描写漏れしています。第 3 メ
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サではクァーツァクァ と言います。下も見ていきましょう。胴体には皮の紐（たすき）
がかけてあります。正しい描写なのですが、多くの場合、カチーナ の皮のたすきには小
さな貝殻が付いています。腕章は皮製で、正しく描写されています。下に移動します。
腰に尻尾があります。腰布は後付けです。側面で飾り帯を締めます。これも後付けのよ
うです。ヘビの模様の腰巻きは正しいです。ホピはこれを儀礼でまといます。足の部分
を見てみましょう。膝のあたりには通常、シカかヘラジカの皮紐を結びます。制作者は
それを表現したかったのでしょう。皮紐を使用しています。履きものですが、ホピ語で

ツァミミ という皮製の房飾りを巻きます。台座部分もコットンウッドの根（パーコ ）を
使っています。Shellac か何かの保護液を吹き付けたようです。全員の意見ですが、これ
はカチーナ を正しく描写したものです。耳、口、頭部の羽根などは後付けで、それら以
外は一本彫りです。ナイフと砥石で彫ってあります。パーサァ 。以上です
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4 ．H115084

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/07
1. Darance Chimerica

―

Summary／資料熟覧の要約
The local name is Nayayataka in the Third Mesa. The reviewers described the correct appearance of the head
and the clothing of this doll. The belt should be tied on the right side in case of a male katsina. The carver is the
late Ted Namingha from Hoatvela. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column. The
correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
。頭部や衣装の描写に関する正誤が指摘された。男性のカチ
現地名は第 3 メサではナヤヤタカ （Nayayataka）
。
「入手状
ーナ ならば飾り帯は通常右腰で締める。制作者はホテヴィラ村落出身のテッド・ナミンハ氏（故人）
況」欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

TED NAMINGHA

Object Name by Carver／作品名

―

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

Flower ( ?) Kachina

Carver／制作者名

Ted Namingha

Year of Manufacturing ／制作年

1981

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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General Statement by Darance：
This particular doll is called Nayayataka. The carver is… it looks here it says, Ted
Namingha. He is from the village of Hoatvela. He is a carver. He is no longer
here. What a… On top here… looks like chicken feathers. The feathers on the
side seemed to be carved. The ears and the mouth… is pieced on. And on the top
of the head it’s supposed to be black-and-white around the head. And then, the
back is supposed to be brown, it’s not supposed to be all blue. Then the tadpoles
is not supposed to be there also. The ruﬀs around the head here seems pretty
accurate. Made out of yarn. The body… coming down… on the body. It’s
usually… the yarn is supposed to be just one on the body, but there are two. The
arms look to be… are attached. The greens, the yarn that it’s holding it’s
supposed to be… the greens that it holds, the rattle they are all attached, the yarn
around the wrist. The other thing I’ve noticed is that the sash is in the back
whereas it’s supposed to be on the side. And the foxtail is supposed to be on the
back. I’m not sure why he changed it. There is no katsina that has the sash toward
the back, it’s always toward the right side. The painting, the designs are pretty
accurate. We call it as a pitkuna, the kilt. Coming down, on the legs, the yarn,
everything seems pretty well… accurate. And I noticed when I looked to see who
the carver was, at the bottom… was, there is a nail at the bottom of the… I think
the nail is to kind of secure it, to make it more stable. And it does look like it’s
been carved in that period. The wood, paako… out of cottonwood root, what is
traditionally, what carvers… what Hopi carvers would use to carve their katsina
dolls. And we all agreed upon that this is an accurate Hopi katsina doll.
ナヤヤタカ です。底面に制作者名が書かれています。テッド・ナミンハさんです。彼は
ホテヴィラ村落出身です。彼はカチーナ 人形作家でした。故人です。頭部の羽根はニワ
トリのものだと思います。両サイドの羽根は木彫で表現しているようです。耳と口は後
付けです。頭頂部は白黒の彩色が施されるはずです。後頭部はこのように青色ではなく、
茶色のはずです。後頭部に描かれるのはオタマジャクシではありません。襟巻きは正し
く描写されています。毛糸で代用してあります。胴体を見てみましょう。この人形には
二本の毛糸（のたすき）が巻かれていますが、本来は一本のはずです。腕は後付けして
いるようです。左手の緑色の毛糸は植物の代用です。ガラガラと手首に結んだ毛糸は一
本彫りではなく後付けです。飾り帯がお尻に垂れ下がっていますが、本来の位置は右腰
です。帯のある位置に、キツネの尻尾があるはずです。制作者はなぜ変えたのでしょう
か。カチーナ は飾り帯を後ろ向きに垂らしません。常に右腰に締めます。身体のペイン
トの描写は正しいです。腰布のことをホピ語でピックナ といいます。足を見てみましょ
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う。膝の毛糸は正しいです。制作者名が記してある底面を見てみましょう。釘がありま
す。固定用だと思います。台座の木材は年代物のようです。ホピ語でパーコ というコッ
トンウッドの根です。伝統的にその根をカチーナ 人形の材料として使用します。熟覧者
の総意ですが、これはホピ製のカチーナ 人形です。
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5 ．H115089

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/07
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama

―

Summary／資料熟覧の要約
The local name is diﬀerent in each mesa. Its name is Sipikni in the First Mesa, Sipiknitaqa in the Second Mesa,
and Tulaymotsovu in the Third Mesa. The name of the carver is registered neither in the documentation of
Minpaku nor on the stand. However, its local name in the documentation of Minpaku is “SIP-IKNE,” and thus
it is possible that either the place of purchasing the dolls was the First Mesa or the artist was from the region.
This katsina appears in the Third Mesa during the Powamuya ceremony ( bean dance). It plays the role of
guardian and keeps distance between the katsinam and the crowd using a whip. The doll is made in the style of
the 1970s. In this style, the body and the hands are carved separately and joined together later. There are some
inconsistencies in the appearance of the face, body paint, dress, manner of tying the belt, and its design, as well
as the type of feathers, etc. Gerald Lomaventema conducted most of the reviews of the dolls beginning with
this one, according to observations based on the demonstration by Jim Enote ( Director of the Zuni Museum)
and Cynthia Chavez Lamar (Collection Department Director of the National Museum of the American Indian)
on October 6th, 2014. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column. The correct
spelling is “Tepopa Trading Co.”
、第 2 メサではシピクニータカ
現地名はメサによってそれぞれ異なり、第 1 メサではシップイクニ （Sipikni）
（Sipiknitaqa）
、第 3 メサではトゥライモツォヴ （Tulaymotsovu）となる。制作者名は民博の資料台帳にも、人
形底面にも記載されていないが、民博の資料台帳に記されている現地名は第 1 メサ方言の「SIP-IKNE」なの
で、購入先もしくは制作者が第 1 メサ出身者の可能性が残される。このカチーナ は第 3 メサのホテヴィラ村落
ではポワムヤ 儀礼（ビーンダンス）に登場する。儀礼に登場するカチーナ に接近しすぎる人間を鞭打って距離
を保つ、護衛・警護の役割を担う。人形は1970年代の作風で制作されていて、両腕などは本体とは別に彫って、
後付けしている。顔面の描写、身体のペイント、衣装、帯の締め方や模様、羽根の種類など、細部にわたって
正誤確認が行われた。ジェロ・ロマベンティマ氏は、2014年10月 6 日にジム・イノーテ（ズニ博物館長）とシ
ンシア・チャベス・ラマー（国立アメリカ・インディアン博物館資料管理部長）がデモンストレーションした
方法を踏襲し、以後ほとんど全ての資料についてこの方法で熟覧が行われた。
「入手状況」欄のギャラリー名
は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

―

Object Name by Carver／作品名

―

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

SIP-IKNE (Zuni Warrior Kachina)

Carver／制作者名

unknown

Year of Manufacturing ／制作年

1981

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
I want to do this how Jim demonstrated to us, almost like layering it. Top to
bottom. First of all, it all looks correct but as I go down the line… point out
which ones are… it’s just a few… few…The top part represents the bird, macaw
feathers. This one looks like it has little…, pheasant feathers representing…It is
wrapped around the macaw. The macaw feathers are made out of wood. The
feathers are real pheasant. It looks to be pheasant feathers…, made it to look like
macaw feathers on this doll. Tsizro is the burden on top. I guess, originally it’s
supposed to represent a parrot, it has many colors, macaw feathers coming top to
back. As we go down, the head part, everything there looks like… it’s supposed
to be how the real one looks. I don’t know exactly how those… ﬂowers
represent…. ﬂowers on the…. Each color represents diﬀerent direction. The
yellow, and the blue are missing though from here, because each color represents… like the red for instance represents South, white is East. We only…maybe
that could be, green could be the blue as… what’s painted on here, representing
the West. I think the whole name refers…motsovu… refers to the mouth of the
katsina. As we were talking earlier, there are 3 versions…Well, the one is on this
catalogue is 1st Mesa version, Sipikni. And the ours, in 2nd Mesa is Sipiknitaqa.
And in 3rd Mesa is Tulaymotsovu. The body, it’s like the carving at the early 70s
where I can see the arms were attached. In nowadays they carve them all in one
piece, but these back then were put together. I can tell… at the elbows… maybe
it’s stucked together with the dowel or maybe one of those two ﬁxed it for the
macaw feather. The body paint is original, that’s how it’s supposed to be painted
with no shoes. Usually on the wrist, there is probably just the yarn, not the
turquoise. Because this is a moving katsina, it’s active. It’s a whipper. But the
whip, the whips they use to… their guards… they have these whips to control the
crowds, but also spiritually they ward oﬀ evil. And also that’s medicine to us. The
yucca, how they use it in this particular katsina. It’s a part of medicine to us. It is
dressed lightly. It only has that kilt, we call it tuu’ihi, because it’s so over
embroidery involved in this kilt. It’s dressed lightly for its duty and it has a blue
belt. Sometimes, there were bells but most of the time they just plain like this.
The carver wanted to carve bells and it would take it longer to complete. As we
move down and I can tell again that sometimes back in the 70s the men they were
carving them they carved the feet and the body all in one but they attached the
arms so on. Here I can tell, it’s part of the original wood, the legs. And then just
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added some more…Yarn to represent the evergreen. But on the legs here, it’s
appropriate. You don’t use the eagle ruﬀs like, they should have here on this part.
So that’s a good representation of the evergreen on the ankles there. And we
move down to the base. It’s a paako as we call cottonwood root. But when you
turn it over, it looks like some company’s stamps on the bottom. We don’t
recognize the stamps but if there was a signature or hallmark associated with this
carving or with the base… on the bottom of the base then we would know exactly
who it was but there is only a stamp. It’s like a… some sort of a bird… But a….
so, we don’t know who the maker is. But we know that it’s… it looks like
authentic.
ジム・イノーテさんが教えてくれた方法でやってみます。頭部から足下まで順番に解説
していきます。概ね正しく描写してあるようですが、いくつかおかしい箇所があります。
頭頂部に鳥があり、コンゴウインコの羽根が付いています。この羽根は、キジの羽根で
しょうか。木のコンゴウインコは尾羽根で包まれます。その尾羽根は木彫で表現してあ
ります。これは本物のキジの羽根です。この人形ではキジの羽根でコンゴウインコの羽
根を表現しています。チジョ が頭部に付いています。本来は色とりどりのオウムの羽根
が付いていて、コンゴウインコの羽根が頭頂に後方に向って付いているはずです。下の
方も見てみましょう。まず頭部ですが、全て本物のように描写してあります。私にはこ
の花が何を表しているのか分かりません。色彩は方位を表します。あれっ、黄色と青色
が無いですね。それぞれの色が方位を表しているんですが……。赤は南、白は東です。
緑が青の代用なのでしょうか。西を表すはずの色が……。カチーナ の口の全体部分をモ

ツォヴ といいます。先にお話ししましたが、名前は方言で 3 種類あります。第 1 メサで
はシップイクニ で、台帳もそう表記しています。第 2 メサではシピクニータカ 、第 3 メ
サではトゥライモツォヴ です。胴体部分は70年代の作風で、腕は後付けしています。今
日では全ての部分を一本彫りしますが、かつては別に作って後付けしたものです。肘は
あわせ釘で接合したのでしょう。身体のペイントの描写は正しいです。靴は履かず裸足
です。おそらく手首にはトルコ石（の手首当て）ではなく毛糸だけを結びます。このカ

チーナ は動き回りますから、軽装に努めます。鞭打ち人です。両手に持つ鞭は観衆を制
御したり、邪悪なものを撃退するために用います。鞭打ちは一種の医療行為です。この

カチーナ はヤッカで鞭打ちます。鞭打ちは一種の医療行為です。軽装です。トゥーイヒ
という刺繍が施されたキルトを羽織ります。このように軽装し、青い帯を締めます。足
に鈴を付けることもありますが、通常はこのように簡素な格好をします。制作者は鈴を
描写したかったでしょうが、難しかったのでしょう。錐の跡があります。1970年代の人
形の多くは、足と胴体部分、そして腕を別に作って後付けしました。腕は足と同じ木材
を使っていますね。それを後からくっつけます。毛糸で常緑樹を表現しています。足の
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毛糸は正しく描写してあります。ワシの羽根を足首に結ぶことはありません。足首には
常緑樹を結びます。台座を見てみましょう。パーコ （コットンウッドの根）です。底面
には会社の商標のようなものが刻印されています。これが何なのかは分かりません。も
しこの底面の印が制作者のホールマーク（落款）かサインだとしたら、その人物が誰な
のかを特定できたでしょう。この印は鳥のようですね。制作者が誰なのか分かりません。
ただ、ホピ製のように思えます。

Ramson：
I’d just like to point out a few other details that I’m looking at. It’s a very
accurate portrayal of this particular katsina. At 3rd Mesa we call it Tulaymotsovu.
Over there, when you… the mouth is tubular, and on the left and the right side of
the mouth, midway, there is a rectangular along… slim rectangular shape with
white inside and that’s bordered by or enclosed by red. They actually… it’s just
red and the inside is black as well. That wouldn’t be that little dash of white, it
would be black. The other thing that I just noticed looked at it is that the two
yellow marks that are coming from the shoulders down towards the elbow should
be all the way to the elbow and they’re mid-way. So they should be fully
connected right in this area. At 3rd Mesa you see in place of that blue belt it’s
usually a Hopi belt with the fringes hanging down both the right and the left side.
So the ends of the belt are actually dangling down. This is, like Gerald said, the
kilt is called tuu’ihi which refers to the embroidered wedding robe. And the other
thing that is not included on here, on the kilt itself is the inverted triangle design.
The black one, there should be a slightly smaller one right on top of it. So, it
should be two, one - on the top, the other… And here only one triangle is
portrayed. So there should be another one on top on each of those. As Gerald
pointed out, the collar or the ruﬀ is typically eagle breast feathers rather than the
green, which is… the green is being portrayed here is Douglas ﬁr. So, that’s…
and when the yarn came to use for carvers, you see a time, which really didn’t
last long, time when yarn was really incorporated into the doll. So you can get an
idea of dating by looking at how they’re using yarn. In Hoatvela this katsina
normally appears during a ceremony that we call Powamuya. We call it the bean
ceremony. But the bean ceremony doesn’t translate to Powamuya. The reason why
it’s called the bean ceremony is because anthropologists came to the reservation
and already had the idea that they knew what they’re seeing. And because bean
sprouts play a role in this particular ceremony they doubted the bean dance.
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Personally, I tend to use the word “ceremony” rather than “dance” because they
have diﬀerent connotations about them. Tulaymotsovu like this one is one of
several styles where the markings on the head and the body may be a little bit
diﬀerent but the wardrobe is pretty consistent among all the varieties. So I say,
they are like snowﬂakes. Snowﬂakes are snowﬂakes but they all are diﬀerent.
Katsina such as this one is going to play a policing role. Whereby I intend to use
the analogy of police oﬃcers riding on their motorcycles up and down the street
when there is a parade about to commence. And their job is to keep people back.
And so, that’s basically what this katsina will do, it has policing functions.
We don’t know who the maker is, but we all agreed that this is an authentic
carving.
気がついた点を指摘します。これはあるカチーナ を正確に描写した人形です。第 3 メサ
ではトゥライモツォヴ と呼ばれます。口はチューブ状で、左右の真ん中ほどに長方形、
内側が白く、赤色で縁取りした細長い長方形が描かれています。本来その部分は赤で内
側が黒です。白色は少量すら描かれません。その他に気がついた点は、肩から肘にかけ
て黄色い二重の線がありますが、これは上腕までではなくきちんと肘まで描かれるべき
です。第 3 メサではこの青い帯ではなくホピ帯を締めます。そして左右の腰で締めて垂
らします。つまり、帯の両端は垂れ下がります。これは、ジェロさんが説明したように

トゥーイヒ です。結婚式用の刺繍が施されたローブのことです。描写漏れがあります。
この逆三角形デザインの部分です。この黒い部分です。本来この上にもう一回り小さい
黒い逆三角形が連なるはずです。本来は上と下に二つあります。この人形には一つしか
描かれていません。それぞれが上下に二つずつです。ジェロさんが述べたように、この
人形では緑色のベイマツがあてがわれていますが、本来なら襟巻きにはワシの胸毛が使
われます。毛糸が使われることがあります。毛糸はすぐに痛むので、その状態をみれば
人形がいつ頃に作られたのかを知る判断材料になります。毛糸は制作年代を推定する鍵
となります。ホテヴィラ村落ではこのカチーナ はポワムヤ と呼ばれる儀礼に登場します。
ビーンダンスとも言います。正確に言うとビーンダンスとポワムヤ は完全一致しません。
ビーンダンスという呼称は人類学者が名付けました。彼らが保留地にやってきて、見聞
したことを名付けました。その儀礼では豆の発芽が重要な役割を持つので、人類学者は
不確定ながらもビーンダンスと名付けました。私見ですが、私は「ダンス」ではなく「セ
レモニー」という傾向にあります。含意が異なるからです。トゥライモツォヴ には様々
なスタイルがありこれはその一つです。頭部や胴体部に細かな誤描写がありますが、衣
装は個体種に限らず共通しています。考え方としては雪の結晶に似ています。総体とし
ては雪の結晶ですが、個々の結晶はどれも異なる形をしています。この種のカチーナ は
警備係のような役割を担います。パレード開始時にバイクに乗って道路を行ったり来た
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りする警察官に相通じると思います。警官たちは観衆を元の場所に戻す役割も担います。
このカチーナ もそうした警官と同じようなことをします。制作者は分かりませんが、こ
の人形がホピ製だということで意見が一致しました。

General Statement by Gerald：
This particular doll is called Sipiknitaqaand in 2nd Mesa version… other… the
name of it. But the top part here represents… it looks like… it should be a parrot
beak, but this one looks like a hummingbird. The macaw feathers right here are
made out of… looks like toothpick to replicate the macaw. This here are… looks
to be a pheasant and usually it has like a… eagle plumes around the parrot… all
tied together and bunched like this. And the mouth will have like a parrot beak
representing the parrot of diﬀerent colors. The head on the sides of… looks like
nice ﬂower. Actually that represents diﬀerent directions of… where… each ﬂower
has its own direction also but... to me, and we agreed on this, the green represents
the blue, and direction is… from the West, red, and white, South and East. But
it’s missing the yellow… direction. But it looks accurate there, the eyes there.
That’s how we usually see the actual katsina how it looks, it looks like it’s
wearing something on its eyes but that’s how it’s on the actual katsina
Sipiknitaqa. And the mouth there is, I think, most of the diﬀerent versions of how
the… calling this particular katsina doll is referring to the mouth because it
protrudes out and… the tubular, and it has usually…It’s all right… everything is
correct there except the white in the middle. Usually it has like a… you can see
sometime like through the tube, through the mouth you can see…. and look like
it’s see through it. But this one has white painted there. When we get to the ruﬀs
here, to us, when it’s green like this somebody wanted to portrayal to replicate the
evergreen or the Douglas ﬁr. But in actuality this is made from eagle ruﬀs, it has
a…. whole… all the way around the neck, they used the eagle feathers from the
breast, as Ramson stated. That’s the only thing I’ve seen so far… that’s… not
correct but otherwise it’s good representation… And when you go down the body
you can see that the arms are connected to this, you can see where it’s… how
they use the wood… sawdust or something to caver the gaps and then sending it
down. But the paint on this katsina is accurate. The lines should be a little longer
and connecting to the arm there, to the forearms. These represent the shells, not to
many shells, but there is no shells on here. But it has leather to… usually the
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leather… that shells are tied to the leather but I think, they didn’t have enough
shells to put on there. The belt here is from 2nd Mesa also, Songòopavi. This is
how they wear the… in other mesas they… at 3rd Mesa they have the
hopikwewa… Hopi belt, red and hanging on both sides but this is a Songòopavi
version of… just the blue. And the skirt here is called tuu’ihi which refers to all
the embroidery that’s involved in colorful skirt. Usually they have clouds on there
too, with this little triangles here. And then they have another upside-down
triangle above this… that one there. So they should be two of them right here.
And then maybe a sun and rain cloud inside these little triangles. As we go down
further, I can tell that, the feet and the body up to the head, excluding the arms
and the mouth and the parrot feather and the…, oh, I forgot about the yucca…, it’s
all one piece, down to the feet. The arms, and the fur, and the yucca and the
mouth are added later. These represent, like I said earlier… instead of using eagle
feathers, here they put the yarn to replicate the evergreens that are tied on the
ankles of this particular katsina. When I look at here, I can see the glue that
somebody used to attached to this base. So glue is used to make it stand up right
and probably a little toothpick … to… stabilize or… give it more support. Then
when I look at this wood here, this is a paako, we call it, cottonwood root. And
that’s what the carvers use to carve, the dolls. And when I turn it over, I see a
hallmark there, I don’t know whose hallmark that is. But if that was the name
associated with this doll, we’d probably know exactly who made it, and maybe
even the year that they made it. But… It’s authentic, Sipiknitaqadoll.
この人形は第 2 メサ方言でシピクニータカ といいます。頭頂部の鳥はハミングバードの
ように見えます。本来ならばオウムの嘴のはずです。この部分のコンゴウインコの羽根
は、つま楊枝で代用したみたいです。この部分はキジの羽根が使われています。本来な
らオウムの周囲にはワシの刷毛が使われるはずです。全て束ねてこのように後頭部に付
けるはずです。オウムの嘴のような口と丸く膨らんだ部分は、色とりどりのオウムを表
しています。頭部の左右には、綺麗な花が描かれています。それは方位を表しています。
それぞれの花も方位を示します。緑色は西を表す青色の代用なのでしょう。赤は南、白
は東です。しかし黄色が描かれていません。目の描写は正しいと思います。実際のシピ

クニータカ もこのような目をしています。目の上に何か描かれています。このカチーナ
の特徴は突き出たチューブ状の口だと思います。中央部の白色の部分を除くと描写は正
しいと思います。時折口の中が透けて見えることがあります。この人形は白く塗られて
います。襟巻きの部分ですが、制作者は常緑樹かベイマツのような緑色のものを描きた
かったのでしょう。しかしながら実際はワシの羽根の襟巻きなので、ラムソンさんがお
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っしゃったようにワシの刷毛で覆われます。今のところ誤描写はこの部分だけです。そ
れ以外の描写は正確です。胴体ですが腕は後付けです。おがくずか何かで溝に詰め物し
ています。身体のペイントは正しいです。腕の部分の二本の線は、本来はもうちょっと
長くて前腕に達します。たすきには貝殻が付いているのですが、この人形には付いてい
ません。皮のたすきには貝殻が付いているはずです。制作者は貝殻を見つけられなかっ
たのでしょう。青い帯を巻くのは第 2 メサのソンゴーパヴィ村落のやり方です。それが
私たちのやり方ですが、第 3 メサだと赤いホピ帯を締めて両サイドに垂らすようです。
ソンゴーパヴィ村落では青い帯を締めます。スカートはトゥーイヒ といいます。刺繍が
施されたものの総称で、このようなカラフルなものも含まれます。通常そこには小さな
三角形の雲が描かれます。一重ではなくもう一つの逆三角形があって二重のはずです。
二つです。おそらくその中に太陽か雨雲のデザインが入っているはずです。もう少し視
線を下ろすと、腕、口、オウムの部分、手に持つヤッカを除く部分、つまり足と頭部ま
での胴体が一本彫りだということが分かります。腕、毛皮、ヤッカ、口は後付けです。
さっきも話しましたが、ワシの羽根の代用として常緑樹を表す毛糸を足首に付けていま
す。台座の部分には接着剤の跡があります。人形を自立させるための接着剤、それから
つま楊枝が使われています。木の部分は、パーコ （コットンウッドの根）が使われてい
ます。カチーナ 人形にはコットンウッドの根が使われます。裏面にはホールマークがあ
りますが、これが誰の落款なのかは分かりません。もし名前が書かれていれば、その人
を特定できたと思います。制作した年代も分かったかも知れません。でもそうした情報
はありません。これは正真正銘のシピクニータカ の人形です。
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6 ．H115048

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/07
1. Merle Namoki
2. Ramson Lomatewama
3. Gerald Lomaventema
4. Darance Chimerica
―

Summary／資料熟覧の要約
The name in the Second Mesa is Piftuqa and in the Third Mesa, Piptuqa. Its local name in the documentation of
Minpaku is registered as “PIPTU WUHTI CLOWN” but the word wuhti, which means “married woman,” is
unnecessary. Yet, it is not a synonym of clown, and thus the word “CLOWN” should be removed. In the
column with the name of the carver in the documentation of Minpaku, the tribe is written on the right-hand
side in brackets (“Andrew Grover ( Walapai)”). Since this is not Hopi, the reviewers explained the way to
become a Hopi (through the maternal line). Andrew Grover was born in Hoatvela of the Third Mesa and
married a woman of Polacca village of the First Mesa. As qualiﬁcations to carve katsina dolls, the reviewers
explained the process of entering the society in Songòopavi of the Second Mesa. Among the Hopi, there is a
tendency to look with contempt on carvers who have not passed the initiation. Also, it is usually taken into
consideration whether a carver participates in religious ceremonies, his ability to understand the Hopi language,
and his experience as a carver of dolls. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column.
The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
、第 3 メサではピップタカ （Piptuqa）
。民博の資料台帳では現地名
現地名は第 2 メサではピフタカ （Piftuqa）
が「PIPTU WUHTI CLOWN」となっているが、
「既婚者」を表すウーティ （wuhti）という言葉は不要。道化
と同義ではないので「CLOWN」の語も削除する。民博の制作者欄には氏名の右にトライブ名が括弧書きされ
ている（
「Andrew Grover（Walapai）
」
）
。ホピとは異なるトライブ名が記されていたため、ホピでの出自のたど
り方（母系）が解説された。なお、アンドリュー・グローバー氏は第 3 メサのホテヴィラ村落出身で、第 1 メ
サのポラッカ村落に婚出した。カチーナ 人形を彫刻する「資格」として、第 2 メサのソンゴーパヴィ村落での
入会過程の概要が示された。ホピでは、結社未加入の人形作家に対して軽蔑の眼差しを向ける傾向がある。ま
た、宗教儀礼への参加、ホピ語の理解、人形作家としての経験は比例すると考えられている。
「入手状況」欄
のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。
Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

GROVER

Object Name by Carver／作品名

Piptu Wuhti

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

PIPTU WUHTI CLOWN

Carver／制作者名

Andrew Grover ( Walapai)

Year of Manufacturing ／制作年

1979 1980

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Merle：
After reviewing the doll I believe it’s authentic. It’s made out of cottonwood root.
It’s all carved in one piece except the scarf… I believe it’s leather. And also the
purse is wood but the strap is leather also. The Piftuqa represents someone like a
clown during dances. The artist here, Andrew Grover, I believe, is from Polacca,
Arizona. So, after the group reviewing, the doll I can say that it’s authentic, I
believe. Kwakwhà!
この人形はホピのどなたかが作ったものでしょう。素材はコットンウッドの根です。ス
カーフ以外は全て一本彫りです。頭に巻いているのは皮でしょうか。右手に持っている
ハンドバッグも、皮製の取っ手以外は木彫です。ピフタカ は、儀礼の間に登場する道化
のような存在です。制作者のアンドリュー・グローバーさんはアリゾナ州ポラッカ村落
出身だと思います。みんなで熟覧した結果、ホピ製だという意見にまとまりました。あ
りがとうございます。

Ramson：
I’d like to share a few comments on just the idea of carving in general. I believe
that there are several aspects of looking at katsina dolls and the relevancy they
hold within the culture itself. I looked at the name Andrew Grover. Many of the
people that I know with that last name come from 1st Mesa. But the prentices also
says Walapai which rises a question of his clanship aﬃliation. Because his father
might have been Walapai and his mother Hopi or his mother may have been
Walapai and his father Hopi. We don’t know for sure exactly. When you look at
that question from the cultural standpoint, historically and still today, a person
gets her primary identity through the mother’s line. So this is a matrilineal system
which means that if a boy or a girl have a Hopi mother they are considered Hopi
because of the clan identity. If the mother is non Hopi then that changes the
circumstances a little bit. So there is that question right there. Some people are
more open to accepting both. Others are conservative in terms of saying that:
“Well, if you’re mother is not Hopi you’re really not Hopi”. So, there is that
question that we debate among ourselves even though, there are no deﬁnite
answers to that. The other thing that we also ask is: Is this person initiated?
Because I know a few carvers who have not been initiated through the katsina
process but they still carve dolls. When people talk about that, there…. they look
down on people who carve dolls but who are not initiated. Not so much so if
you’re… ethnic, the blood line is not quite 100％ there is little bit of exception for
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that. But the other question that we look to is that… how… to what degrees are
these people are involved in ceremonies, because the more you participate the
more your knowledge base grows. There are some carvers who are not engaged in
ceremonial activities, who carve and who are relying on books and trying to glean
information from other individuals to justify their knowledge. I feel that a lot of
people out there, have the idea or the view that the more you participate that….
you strenghten your position as a carver. If you’re initiated, that also strenghten
your position. Your identity strenghten your position. And the other thing that
strenghten your position is knowledge of the language. I do come across carvers
every so often who do not speak Hopi but pretend that they do. It…this weighs
heavily, because if you are actively participatining in Hopi lifeways, your
language is going to, also, be stronger, you’re be more ﬂuent than other people. So
those are cultural benchmarks, that we use among ourselves up there. Some
people don’t agree with that. Other people say: “Well, this is a way of… of
gauging…. the authenticity of carving. And like I said, there are no deﬁnite
answers today because we’re not as culturally strong as we used to be, or our
grandparents, and their grandparents used to be some time ago. And also we
weren’t intermarring as much by then. Today it’s a diﬀerent case. So those are
some things that I look at in terms of labeling something authentic or not. I will
say that this is a very nice carving. It’s done well. It’s an accurate portrayal of the
Piptuqa. And on the paper it says Piptuqwuhti and gramatically it’s not correct.
You really don’t need the word wuhti, “women” in there because that’s already
understoot because we see that’s a female. And that’s how we refer to as this
particular type of the katsina as just the Piptuqa. And technically, Piptuqa is not
a clown. We make that or… other people make those type of assumption because
they see them appearing with conjunction with the clowning ceremony so they
assume that they are clown as well but they are not, really. So my question for
others is what constitute of authenticity. And I’m just throwing that out. I don’t
pretend to have an answer but these are some of the ideas that people talk about
back on the reservation.
人形を彫ることについての概要をお話しします。カチーナ 人形をみる場合には、私たち
ホピの文化との関連において見て頂いた方が良いと思う点がいくつかあります。まず、
制作者のお名前です。私が知る限り、この名字をもつ人々は第 1 メサ出身です。資料台
帳には括弧書きで彼がワラパイ出身と書かれています。この記述から彼が所属するクラ
ンについて一つの疑問が生じます。父がワラパイで母がホピなのでしょうか。それとも
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母がワラパイで父がホピなのでしょうか。どちらなのか分かりません。文化的な観点か
ら捉えてみましょう。歴史的にも現在でも、ホピのアイデンティティは母系を通じて得
られるのです。子どもが男性であれ女性であれ、その子の母がホピならば、その子はホ
ピとみなされます。母系制です。その子の母がホピではない場合は、状況が少し変わり
ます。双系で考える人もいれば、
「お母さんがホピじゃないなら、あんたはホピじゃない
わね」と保守的に考える人もいます。私たちはこのことについて議論しましたが、はっ
きりとした答えはありません。第 2 の疑問は、この人形の作者が結社に加入していたか
どうかです。カチーナ 結社に入会していないのに、カチーナ 人形を彫っている人が何人
もいます。ホピは、未加入の人形作家に対して軽蔑の眼差しを向ける傾向があります。
そこまで極端ではないにしても、出自や純血度が完璧なことは稀なんです。別の疑問が
生じました。人形を彫る人々が儀礼にどれくらい深く関わっているかという点です。と
いうのも儀礼に参加すればするだけ知識は増えるものです。人形作家の中には儀礼に参
加しない者もいます。そうした人物が参考にするのは書籍や他人から拾い集めた情報で、
儀礼への参加という体験ではないのです。儀礼に参加すればするだけ、もしくは儀礼を
見学すればするほど、人形作家としての経験値が増します。ホピの多くがそのように考
えていると私は感じています。宗教結社への加入は人形作家としての経験値を大幅に上
げます。アイデンティティが人形作家たる由縁となるのです。ホピの言語に関する知識
も人形作家としての経験に役立ちます。私は時折、ホピ語を話せないのに話せるふりを
する人形作家に出会い、気が重くなります。というのも、ホピとしての生き方を全うし
ていれば、言葉は上達し、他の誰よりも上手に話せるようになるはずだからです。これ
らは文化的な指標となるわけです。納得しないホピもいます。別の人は「オーセンティ
ックなものと言って良いんじゃないかな」というでしょう。先に述べましたが、明確な
答えはないのです。今を生きる私たちは、昔の人々ほど強力な文化を維持していません。
例えば祖父母やその祖父母といった世代に比べると、文化は廃れました。当時ほど近親
結婚もしていません。現代とは、文化を維持するのが困難な時代なのです。熟覧する資
料が真正か非真正かという点に関するものの見方をお示ししました。さて、この人形で
すが、良い出来の作品です。ピップタカ をとても上手に描写しています。資料台帳には
Piptuqwuhti と表記されていますが、それは文法的に誤っています［※実際には資料台帳
には「PIPTU WUHTI CLOWN」
、底面には「Piptu Wuhti」と記載されている］
。この人
形の場合、
「女性」を表すウーティ （wuhti）という言葉は必要ありません。男性ではな
く女性であることは一目瞭然だからです。そのため私たちはこのカチーナ を単にピップ

タカ と呼びます。また、厳密にいうとピップタカ は道化ではありません。このカチーナ
は道化が登場する儀礼に現れるので、その儀礼をみた非ホピの人々は、このカチーナ も
道化の一種だと思うかも知れません。しかし実際は道化ではありません。私の疑問は真
正性を決定する構成要素は何かということでした。そしてそれが一筋縄に行かないこと
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を提示しました。確固とした答えがあると見せかけようとしたのではなく、地元にはた
くさんの見解が混在することをご紹介しました。

Gerald：
I’m gonna start up with the name also. In 2nd Mesa it’s also, the woman or the
wuhti part. We don’t usually say that. We just say Piftuqa with the “f”, and there
is Piptaka. But it’s basically the same word we understand it as… what it’s
refering to. The wood is paako or cottonwood root. It’s classic 70s 80s style of
how they were carving the legs and the body in one piece with the arms attached.
The purse is attached. The knot on the scarf and the scarf are glued on. It’s glued
to the base, maybe with the toothpick to stabilize it further. It’s signed Grover and
that’s were, again, when you goes back to where you are from with a… like he
said, your matrilineal… We all follow our mother’s clan and everybody knows
each other. So when there is initiation we all know only Songòopavi are supposed
to… or Supawlavi are getting initiated in Songòopavi. Other than that you can’t
enter the kiva. So that’s how far… as people are getting initaited and learning how
to carve or beginning to carve. Then they a lot begin carving and after that
become initiated. So that’s how we know each others… through the initaitions…
and who’s carving and who should be carving. This is a whole diﬀerent Mesa that
we’re talking. The Grover, last name there, he’s actually from Hoatvela what is
marrying into 1st Mesa. So his kids are all from 1st Mesa. So, that’s kind of… we
don’t really know who’s this… Wala… And the other thing is Walapai. Maybe his
father is Grover, that’s why he is carrying the name. So, right there is a question
for us, but all we know the doll is carved in that period. And it’s portraying what
is supposed to be… the name is except the wuhti part. It’s a Piftuqa. Kwakwhà!
人形の名前から始めたいと思います。第 2 メサでも女性のことをウーティ といいます。
第 2 メサでもこの人形にはウーティ は付けずにピフタカ （Piftuqa）と呼びます。第 3 メ
サの子音は「p」ですが私たちは「f」です。子音に違いはありますが同じものを言い表
しています。材料はパーコ 、コットンウッドの根です。胴体と足の部分を一本彫りして、
腕の部分を後付けする、1970年代から80年代にかけての作風です。ハンドバッグは後付
けです。頭巾とスカーフも後付けです。つまようじか何かで台座と人形を接着して固定
しているようです。Groverというサインがあります。先ほどラムソンさんが解説しまし
たが、母系のことを説明します。私たちホピは母のクランを通じて出自をたどります。
そして相手が誰であるかを母方のクランを介して理解します。私たちソンゴーパヴィ村
落の結社には、ソンゴーパヴィ村落とスパウラヴィ村落から加入者が集います。それ以
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外の方法でキヴァ に加入することはできません。これが入会方法であり、それこそが人
形彫刻を学ぶプロセスなのです。人形彫刻を学び始めるのは宗教結社加入後です。結社
でのつながりを通して私たちはお互いを知ることになります。誰が彫り始めたか、誰が
これから彫るべきなのかを知っていくのです。メサ毎に方言は全く異なります。この資
料の制作者の Grover さんは、正確に言うと、第 3 メサのホテヴィラ村落出身で、その後
第 1 メサに婚出しました。ですので彼の子どもたちは第 1 メサ出身となります。アンド
リューという人物は知りません。
（台帳の制作者名に）ワラパイ出身と書いています。お
そらく彼の父がグローバー姓で、アンドリューさんもその名字を継いだのでしょう。そ
んなことが気になりました。人形は70年代から80年代にかけての作風です。台帳にある
ようにウーティ の部分は削除しますが、ピフタカ を描写したものだと思います。ありが
とうございます。

Darance：
I’d like to say there are some comments I would like to ask is a… well, questions.
Is the Hopi culturaly active? How much knowledge does he know about katsina
dolls? Those are the questions that I… they came to mind. Looking at the doll
that he did a good job on carving. The handkarchief on the head is added, just
like what Gerald said. Everything is all carved in one piece, the knot, and purse is
all pieced on. The wood, all is made of traditional cottonwood paako. That’s all I
got to say.
私がいいたかった、気になった点は、ホピの文化は今でも健在かどうかということです。
制作者はカチーナ 人形についてどの程度の知識を持っていたのでしょうか。そういった
ことが頭を過ぎりました。彫刻の技術は高い方だと思います。ジェロさんが述べたよう
に、頭巾は木彫ではなく後付けしています。頭巾とハンドバッグ以外は全て一本彫りで
す。木は伝統的に用いるパーコ （コットンウッドの根）です。私からは以上です。

General Statement by Ramson：
This is a carving by someone with the name Grover. Down here it’s labeled as
“Piptu Wuhti”. And we will typically refer to this type of a katsina as Piptuqa.
Even though the word “Wuhti” is included at the base, we all know that this is a
woman so we usually just not say that part. We just say Piptuqa. This is a carving
that probably dates back to the 80s. And it is pretty common for dolls around that
time to be carved realistically. And there are also other attachments like the head
scarf and the purse be separated. And usually utilize diﬀerent materials. The doll
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portrayal herself is very accurate. The posture and the gesturing is something that
you would see in this type of a character. And this particular type of katsina that
we call Piptuqa is usually a character that supports kids in the clowning
ceremonies. So this type of katsina can, I guess, be a character that is a parody of
just about any other character that you’ll income to the real world. The scarf it
looks like it is made from material that we call Shami. It is a type of synthetic
leather that’s usually used for washing automobiles. But in this case they just took
a little section of it and tune it into a scarf. The purse itself is made of Paako, it’s
a cottonwood root, but the strap uses leather. And that just lends a little bit more
realism to it. And the scarf on the back is pretty detailed and it’s emulating a
typical pattern of that she ﬁnding in modern silk scarfs. So it’s an accurate
portrayal and there are other questions that arise but I’d prefer not to comment on
those at this time.
グローバー家のどなたかが彫った人形です。台座の底面には「Piptu Wuhti」と記されて
「Wuhti」の語が付
います。ですが私たち（第 3 メサで）はピップタカ と呼んでいます。
いていますが、誰がみても女性だということは分かるので、あえて（女性を言い表す
Wuhti を）付けません。ピップタカ です。80年代の作品です。写実的な描写は当時から
すでに広まっていました。頭巾やハンドバッグなどは一本彫りではなく、後付けしてあ
ります。木以外の材料も使われることがあります。人形はとても正確に描写されていま
す。身体の動きは儀礼中にみられるものです。このピップタカ というカチーナ は、道化
が登場する儀礼で子どもたちを守る役割をします。この世にいる誰であろうとパロディ
ーとして真似することができるのです。頭巾はチャミーと呼ばれる工業製品の素材のよ
うです。オートバイを磨くための合成繊維のことです。制作者はその素材をちょっと使
って頭巾を表現しました。ハンドバッグ自体はパーコ 、つまりコットンウッドの根を彫
ったものです。持ち手の部分は皮製です。そうすることによって写実性を高めています。
背中のスカーフの描写はとても繊細です。モダンなシルク製のスカーフによく描かれる
ようなパターンを真似て描かれています。色々と疑問点もありましたが、ここでは言わ
ないでおきます。この人形はピップタカ を正確に描写しています。
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7 ．H115045

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Darance Chimerica
2. Ramson Lomatewama
3. Gerald Lomaventema
4. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
This katsina is called Rukùn and it holds a gourd (rukùnpi) in its hand. Its local name is Ngayayataqa. It sways
to the rhythm of songs during the ceremony and due to this fact it is called Ngayayataqa (one who sways). It can
be inferred from the characteristics of its headdress that this is a katsina of the First Mesa. Also, it was indicated how to determine a carver’s place of birth from the color of the corners of a katsina’s mouth. If the color
is red, it is somebody from the Second Mesa; if blue, from the First or the Third Mesa. Body paint is also
diﬀerent in every mesa. In addition, the reviewers explained not only the correct and incorrect elements in the
clothing but also how the materials used for a real katsina and a doll diﬀer in terms of, for example, changes in
details of the hair (drawings, substitutes, joining parts of a carving, carving from one piece etc.). The doll was
made in the style of the 1970s. The individual elements were made separately and then glued together. Only the
family name is registered and this hinders accurate determination of the carver but it is known that the Ami
family lives in Polacca of the First Mesa. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History”
column. The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
ヘチマ（ルグンピ ）を持っているルグン と称されるカチーナ で、現地名はナヤヤタカ （Ngayayataqa）である。
儀礼の最中、歌詞に合わせてふらふらする動作をするためナヤヤタカ （なにかふらふらしているもの）と呼ば
れる。ただしこの人形の頭飾りの特徴から第 1 メサ版と指摘する意見も出された。口の先端の色によって制作
者の出身地を推定する方法が提示された。口の先端が赤なら第 2 メサ、先端が青なら第 1 メサか第 3 メサであ
る。身体のペイントの仕方も、メサによって異なる。衣装の正誤だけでなく、例えば毛皮部分の細部の描写の
変遷（描画、代用、後付け彫刻、一本彫り）など、実際の素材と人形で使われている代用品の詳細な解説がな
された。人形は1970年代の作風で制作されており、多くの部分が別に彫って後付けされている。名字しか記載
されていないため制作者の特定は困難だが、Ami 家は第 1 メサのポラッカ村落を拠点としている。
「入手状況」
欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。
Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

Ami

Object Name by Carver／作品名

Corn

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

RUGAN CLASS A（Corn Kachina）

Carver／制作者名

Old man Ami

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Darance：
We all discussed about this katsina doll and we all agreed that this is a very good
carving. Everything on this doll is pretty much accurate. There are some changes
and diﬀerences that we’ve seen so I’d like to point them out. On the top of the
head is supposed to be black and white. The yarn on the head here, the little
abalone shell in the middle. The ears, corn husk earrings, that’s missing. The
arms, the ears, the mouth, the rattle, the green that it’s holding are all pieced on.
The blue arm bends looks like it’s leather. The belt made out of canvas. The
fringes look to be cotton or twine. The legs… it looks to be attached, it’s not all
one piece. The black yarn here is added also. And on the back of the shoes…. the
design on the back of the shoes is supposed to be closed with red. The doll has
been glued to the stand. And there is a hallmark underneath of the black bird. The
artist, all I can see, is Ami. No ﬁrst name but this is a good carving. I forgot to
mention, it supposed to have either yellow lines coming… two yellow lines on
each side coming down or either that two lines going to the side and two on the
arm. That’s not on here. On the back of the head it supposed to have a oomaw, the
cloud, but it’s all brown and that’s missing also.But this is a good carving.
このカチーナ 人形はとても素晴らしい作品です。それが全員の総意です。全てが正しく
描写されています。修正すべき点や実際とは異なる点もあります。それらを指摘してい
きます。頭頂部の色は黒と白のはずです。顔面には毛糸、額には小さなアワビの貝殻が
付いているはずです。耳にはトウモロコシの皮で作った耳飾りがあるはずです。両腕、
耳、口、ガラガラ、首周りの緑は別に作って後付けしています。青い腕章は皮製のよう
です。帯はキャンバス製です。房の部分は綿かより糸を用いたようです。足も後付けだ
と思います。一本彫りではありません。膝の黒い毛糸も後付けです。靴のかかとの部分
ですが、デザインは赤色が加わるはずです。台座と本体は接着剤で固定してあります。
台座の底面にはホールマークがあります。黒い鳥のマークです。制作者情報は「Ami」と
いうことしか分かりません。ファーストネームは不明です。お伝え忘れていたことがあ
ります。胴体の胸から腹にかけて、上下に二本の黄色い線が描かれるはずです。脇腹に
は二本の横線、上腕にも二本の線があるはずです。描写漏れです。後頭部にはオーマウ
（雲）が描かれるはずです。この人形は茶色一色ですが、本来ならその模様が描かれるは
ずです。とても良い作品です。

Ramson：
First, just for the sake of clariﬁcation, all the dolls that are on the table, from my
view, are made out of paako, P A A K O. That’s our word for the root of the
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cottonwood tree, which is the material that’s supposed to be used for carving
these dolls. From this point… I’m not going to say that it is made of cottonwood
root or paako because if it’s not made of that material I would point it out. It is a
pretty accurate portrayal of a… The fur that’s handing down is pretty standard
part of the wardrobe for katsina doll carving. Some of them may use actual fur
like this or some carvers may carve it in or paint it directly onto the doll. I
noticed that the further back in time you go, the material that’s used, or the way
that’s applied, it changes. Years and years ago the tendency or the common
practice was to paint the pelt onto the doll itself. And then, when fur became
popular then people turned to use the actual fur. And now a lot of our carvers are
actually carving the pelt on. Either one piece carved directly from the main wood
or they would carve the pelt separately and then attach it on. So it’s done in one
of two ways. The sash that he wears is also conventional for a male. Sashes, belts
and such… generally hang to the right side on a male. To the left side on a
female. There are exceptions for that, of course. And the sash in this case and on
this particular classiﬁcation of work, I guess, maybe category of katsina is… This
is a wedding sash rather than an embroidered sash that is a accompanied by a belt.
That’s kind of the standard but for some katsinas, it’s common for them to have
the wedding robe and sash or the rain sash. So this is a pretty good carving. And
like Darance pointed out, typically the pattern at the heel of the shoes is generally
boarded with red. And also for a while there was this practice of actually carving
out the hollow part in the mouth. Typically they just painted them on but, I guess,
to add to them more realism they chose to bore it out which is pretty interesting
because you don’t see a lot of dolls like that. The other thing, too, is that the
interior of the mouth part is red. I’ve seen carvers who painted it black, just to
add a little bit more realism to it. So it’s pretty interesting the way that the doll
carving has evolved over decades. And like the others said, this particular type of
katsina will usually have earrings that are made out of corn husk which look like
little cones. Some people paint a white triangle thing to try and get that idea
across. And again, some carvers will actually make little corn husk earrings that
are cone shape and attach them to the ears. Here, the local name is “Rugan”,
that’s butchering the Hopi language. There are a certain number of katsinas that
we call Rukùnkatsina. Not because that’s what they are but because this particular
type of a katsina is accompanied by female katsinas who keep time of the song
what we call rukùnpi. And rukùnpi is an overturned… it’s an inverted gourd…
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whereby… this wooden notched stick is placed directly on the gourd which acts as
a resonator. And the sheep scapula is then… kind of stroked over the notch stick
to create that sound. So, the instrument itself is called rukùnpi. And because those
female katsinas who play that instrument are accompanying this type of katsina
we just kind of use that way to generally describe that Rrukùnkatsina but this is
not what… it is not the name of this katsina. This katsina is called Ngayayataqa.
The reason why it’s called that is because Ngayayataqa refers to one who sways.
The name refers to the swaying motion that this katsina has from side to side as
part of its dance characteristic. So that’s what the name refers to Ngayayataqa.
And the suﬃx of that “-taqa”, again, a lot of mistakes were made because “-taqa”
is referring to a man but it’s a non-gender term for the most part. So Ngayayataqa
doesn’t mean the man who sways, it’s referring to something one that sways on.
So, that’s how we describe these particular types of dolls or these katsinas. But it
is a very accurate rendition of what this katsina would look like if it appeared in a
ceremony.
はじめに素材の分類を述べますが、このテーブルに置いてある全ての人形はパーコ で作
られていると思います。パーコ とはホピの言葉でコットンウッドの根のことです。それ
がこうした人形の素材に用いられます。今後素材がパーコ だということはあえて言いま
せん。もしそうではないなら、その時にそうではないということをお伝えします。実に
良く描写された人形です。ぶら下がっている毛皮（尻尾部分）はこうした人形制作でよ
く使われる衣装です。人形作家の中には本物の毛皮を使う者もいます。また、木の根を
彫って尻尾を表現する者や、絵の具で尻尾を描き込む者もいます。時代とともに素材や
使用法が変化していきます。大昔の傾向として、人形自体に皮の部分を描くという方法
がありました。その後、毛皮が入手しやすくなると、本物の毛皮を人形に使うようにな
りました。現在では多くのホピの作家は尻尾の部分を彫刻で表現します。一本彫りで尻
尾を彫る人もいれば、別に作って後付けする人もいます。どちらかの方法です。腰に締
めた飾り帯は男性用のもので、通常男性ならば右腰に締めて垂らします。左側に垂らす
のは女性（や女性のカチーナ ）です。もちろん例外もあります。飾り帯や人形の分類な
どからして、この人形は……。これは刺繍した帯ではなく結婚式用の飾り帯です。カチ

ーナ の中には結婚式用のローブや飾り帯とか雨の飾り帯をまとうものもいますので、特
段珍しいわけではありません。これは非常に良い作品です。ダランスさんが既に指摘し
たように、足のかかと部分の色は通常は赤色です。また、口の部分は中空仕立てに表現
されることもあります。色を塗って表現する場合もありますが、この人形のように実際
に穴を空けることも稀にあります。面白いですね。口の内側が赤く塗られています。そ
こを黒色に塗ってリアリズムを追求する作家もいます。カチーナ 人形の彫刻はこの数十
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年で色々と展開しているのです。他の方が既に述べましたが、この種のカチーナ は耳に
トウモロコシの皮を用いた円錐形に似せた耳飾りを付けます。作家の中にはそれを白色
の絵の具で表現する者もいます。繰り返しになりますが、作家によっては本物のトウモ
ロコシの皮を使って、円錐状の耳飾りを付ける者もいます。台帳には現地語名が「ルー
」と表記されています。正しいホピ語ではありません。ホピにはルグン と
ガン （Rugan）
呼ばれるカチーナ がいます。それは姿かたちで分類されたのではなく、ルグンビ と呼ば
れる歌を管理する女性のカチーナ とパートナーになって登場するために、そのように呼
ばれるのです。ルグンビ とはひっくり返った、上下を逆にしたヘチマのことです。共鳴
装置としてのヘチマに V 字型の刻みがついた木の棒を直接あてます。ヒツジの肩甲骨を
使って、その V 字型の刻みの付いた木の棒をこすって音を出します。その楽器自体がル

グンビ と呼ばれます。その楽器を弾く女性のカチーナ がこの人形のカチーナ と一緒に登
場します。そのためルグン・カチーナ と呼ばれることがあります。ただしカチーナ の名
称ではありません。
（個体名は）ナヤヤタカ です。ナヤヤタカ という名称の由来は、その
ふらふらした動きです。儀礼の最中、ふらふらした動作をするのです。そのためにナヤ
「〜タカ 」という接尾辞ですが、それは男性を表し
ヤタカ と呼ばれるようになりました。
ます。ですが言葉自体の性差ではないのです。お分かりでしょうか、ナヤヤタカ とは「ふ
」ではなく、
「なにかふらふらしているもの」を指し
らふらしている男性（のカチーナ ）
ます。私たちはこうやってこれらのカチーナ 人形を説明します。この人形は儀礼に登場
するカチーナ を非常に良く描写していると思います。

Gerald：
In each mesa there are diﬀerent variations of this a… or interpretations…. how
it’s dressed, particularly on the headdress part. And here, I think, this is a 1st
Mesa version. Because those little squares here represent corn that is stacked. In
Songòopavi is very simple. It’s only two lines on each sides of the cheek. That’s
the only way we portray this Ngayayataqa. It’s missing the yarn, the qalahayi, the
abalone. Otherwise it’s all almost the same, except for painting. And on the
mouth there, the blue. In Songòopavi we don’t do the blue on the tip of the mouth.
It’s all red. So maybe 1st Mesa and 3rd Mesa they do that. The evergreens, we all
use depending on time of the year, the juniper or Douglas ﬁr. But… everything on
the body part is… that’s how each mesa is…, dressing up when they…, that’s this
type of katsinas. And I noticed that the everything is wood, maybe plastic yarn…
and there is a little metal, it looks like a tag for a bow guard. Looks like a thumb
tag. So maybe that’s Navajo jewelry…just kidding. It’s a nice doll. Old man Ami,
I don’t know there’s a lot of Amis are there, I don’t know which old men were
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talking about but it’s from 1st Mesa. And it’s from paako, classic period when
they did, carved everything from the feet up to the head. They added the mouth,
ears, rattle, the evergreen and the belt, the yarns…. and the fur. But, like he
［Ramson］said, the evolution of carving today. The carvings today, everything is
carved, so you don’t see that much. But when you see this, you know that’s from
that area, late 70s to the 80s. So reminds me my father’s carvings.
この人形のモデルになったカチーナ はメサによって差異がみられます。特に頭飾りの部
分が異なります。この人形は第 1 メサ版だと思われます。頬の部分に描かれた四角形は
積み上げたトウモロコシを意味しています。一方、第 2 メサのソンゴーパヴィ村落のも
のはシンプルで、頬に 2 本の線があるだけです。私たちはそうやってナヤヤタカ を描写
します。アワビの貝殻の付いたカラハイ があるはずです。それ以外は正しく描写されて
いるようです。身体のペイントの仕方が誤っています。ソンゴーパヴィ村落では口の先
端を青く塗りません。全て赤です。青く塗るのは第 1 メサと第 3 メサでしょう。首の周
りの常緑樹は、季節によってジュニパーかベイマツを使い分けます。メサ毎に身体のペ
イントも異なります。主な素材は材木で、化繊の毛糸と小さな金属も使われています。
手首当てのタグの部分が写実的です。ナバホ製のジュエリーを真似たのでしょうか。冗
談です。素敵な作品です。台帳の制作者名は「Old man Ami」となっています。Ami 家
はたくさんいるのでどの高齢の Ami さんかを特定することはできません。いずれにせよ
第 1 メサ出身だと思います。素材はパーコ です。この時代の作風ですが、足から頭まで
一本彫りです。それに口、耳、ガラガラ、常緑樹、ベルト、毛糸、毛皮などを後付けし
ています。ラムソンさんが述べたように、今日ではカチーナ 人形彫刻の技能が上がって
います。現在ではほとんど全てのパーツを木彫で表現します。この人形はそうではない
ので、作風から70年代後半か80年代にかけて作られたものだということが分かります。
私の父の人形のスタイルのようです。

Merle：
This doll here is called Ngayayataqa for our version in 2nd Mesa. Everything here
is pretty much authentic. It’s nicely carved, traditionally carved, the arms put
together, the arms…. I mean the legs added on also, the rattle. The feathers, I
believe, is to be a dove, chicken, and parakeet. The ruﬀ around the neck part is
evergreen made out of yarn. The yarn that runs across the body also is yarn. The
rattle is added on. It’s made out of cottonwood. The armbands, I believe, it’s
leather. As we were saying about the bow guard, yeah, it’s leather, but I believe
the metal part there is of thumbtack, I believe. The evergreen surrounding is some
sort of artiﬁcial evergreens. And the fur here are some sort of fur… I can’t
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recognize. And the belt, I believe this is canvas. And the fringes are hanging on a
twine. I believe, it’s authentic, very nicely carved, out of cottonwood with the
name here, I couldn’t recognize. The Amis come from Polacca, 1st mesa area so I
believe, made by some person in Polacca, 1st Mesa area. And we agreed it’s
authentic. Kwakwhà!
私たちが住む村のある第 2 メサでは、ナヤヤタカ といいます。ほぼ正確に描写されてい
ます。良い作品で、伝統的な彫り方です。両腕は後付けです。両足もガラガラも後付け
です。羽根は、ハト、ニワトリ、インコのものだと思います。首を包んでいるのは常緑
樹を模した毛糸です。上半身にたすき掛けしているのも毛糸です。ガラガラは後付けで
す。素材はコットンウッドの根です。腕章は皮製だと思います。
（左手の）手首当ても皮
製だと思います。ただし金属部分は画鋲ではないでしょうか。首周りの常緑樹は化学繊
維でしょう。しっぽの部分は何の動物の毛皮を使っているか分かりません。帯はキャン
バス製ですね。帯の房飾りの部分はより糸を垂らして表現しています。この人形はホピ
製で、とても良くできています。素材はコットンウッドの根で、制作者の名前はここに
書いてありますが、読めません。アミ家は第 1 メサのポラッカ出身です。ですから第 1
メサのポラッカ村落のアミさんが彫ったのでしょう。ホピ製です。ありがとうございま
す。

General Statement by Ramson：
This katsina doll, tihu is carved by someone with the last name Ami. When I
looked at this initially, it usually if there is a label down here at the bottom it
usually describes what the doll is, and it does say “corn”. Just occurred to me,
about 2 seconds ago, that it also could be his clan. There is another stick thrown
into ﬁre to confuse things a little bit more. So that’s something that I’ve just
noticed about this doll in terms of the portrayal and how this is made, it stands
about 7 to 8 inches tall. And these appeared to be chicken feathers which on a
real katsina would be eagle feathers. And macaw and parrot feathers would be
positioned under here so I believe that’s why they have that little green. They
could be parakeet feathers to emulate the macaw and the parrot feathers that you
would ﬁnd underneath the eagle feathers.And this is typical of this type of
katsina, and this is when you look at to help you to identify what it is. Because
Ngayayataqa typically has two feathers protruding out of the left and the right
side of the crown of the head. And the Ngayayataqa, the face may diﬀer because
there is a variety of them at 3rd Mesa. The mouth it has usually this turquoise
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blue around, I guess it would be the lip area, maybe. And at 2nd Mesa that is red.
So there is a slight diﬀerence from mesa to mesa. The patterns here could
represent the corn or stacks of corn but typically when you see this katsina at the
ceremonies, the face pattern on the cheeks is diﬀerent. So it could be individual
artistic license by the carver or it could be for another reason why he painted
these on there. Every so often a carver does not remember exactly how a certain
color or pattern is. So they just try to approximate it. And that’s why they count
for some if the variety in details of these dolls. The green yarn here is showing
the green, evergreen ruﬀ, or collar that you ﬁnd on katsinas. Everything is carved
down the arms have been attached but the fuzzy part back here is indicative of a
fox pelt. So for a while they were painted on directly to the kilt. And then there
was this time, a period of when they were putting a real fur on there. And also
they were carving and they still carve the pelt directly as part of the main piece
or they can carve the pelt separately and attached it on later. This sash here
around the waist is a bride’s, wedding sash. And the long fringes here are
symbols of rain coming down. The shoes are pretty well detailed other than the
fact that normally you would ﬁnd a thin, red border around this area right here.
The bow guard which is typical for a katsina is in the left hand, the part that I
think is supposed to show the silver work on there is shown by a thumbtack. And
the evergreens are normally held in the left hand which is another clue that
someone knows what they are doing. The rattle of course is general in the right
hand and a yarn along with the turquoise bracelet generally is worn on the right
wrist as well. The body paint is fairly accurate. It does have a yarn bandolier that
is draped over the right shoulder and under the left arm which is the standard
wardrobe. And most katsinas have their bandoliers like that, whether is yarn or
leather or another material it’s usually draped over the right shoulder. So this is a
pretty good carving. The ears are attached, the mouth is attached, the rattle is
carved separately and then put in there. So that’s pretty much of… common
practice maybe 30 or 40 years ago.
このティフ （カチーナ 人形）は名字が Amiという人物によって作られました。まず確認
したのは台座の裏です。通常人形のことが書かれています。そこには「トウモロコシ」
と書かれています。ふと気がついたのですが、たった 2 秒前に気づいたのですが、これ
は（カチーナ の名前ではなくて）制作者の属するクラン名かも知れませんね。それとは
別の混乱の種があります。描写とか形態の観点からいうと、この人形は 7 〜 8 インチ（約
20 cm）程の大きさです。ホンモノのカチーナ は頭頂部にワシの羽根を付けますが、この
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人形はニワトリの羽根で代用しています。コンゴウインコとインコの羽根はこの部分の
下に付いているはずです。頭部がやや緑色なのはそれを表現したせいなのかも知れませ
ん。ワシの羽根の下にあるはずのコンゴウインコとオウムの羽根を真似るために、オウ
ムの羽根っぽいものを代用した可能性があります。カチーナ の特徴を良く表しています。
例えば以下の点に注意すると、これが何の人形なのか理解する手立てになると思います。

ナヤヤタカ の頭部には左右それぞれに 2 枚の羽根が飛び出ています。ナヤヤタカ の顔面
にはバリエーションがあります。第 3 メサでは口の先をトルコ石色で描きます。第 2 メ
サでは赤色なので、この部分をみれば地域を推定できるかも知れません。メサ毎に違い
があります。頬の部分の印はトウモロコシ、もしくは積み上げたトウモロコシを意味し
ます。ただし実際の儀礼に登場するナヤヤタカ の顔面はこの描き方ではありません。人
形作家によって個性が出るのでしょう。もしくは何か別の理由があってこのように故意
に描いたのかも知れません。作家はしばしばカチーナ の細部の色とかデザインを忘れて
しまうこともあります。記憶が曖昧だったのかも知れません。そのことが人形の価値を
高める要因なのかも知れません。首周りの緑色の毛糸は常緑樹の襟巻きを表しています。
腕は後付けです。腰の柔らかい毛の部分は、キツネの尻尾を表しています。腰布に直接
キツネの尻尾が描かれた人形を私たちは熟覧しました。この人形では本物の動物の毛皮
を付けています。何の動物でしょうか。尻尾の部分を彫った作品もありました。本体に
彫ることもあれば、別に彫って後付けした場合もありました。腰周りの飾り帯は花嫁が
身につける結婚式用のサッシュです。この長い房飾りは、降雨を表しています。靴の部
分は実物よりも詳細に描かれています。ホンモノのカチーナ の場合、かかと部分には薄
くて赤い線が見えるはずです。手首当ては左手に付けます。その銀細工は画鋲で表現し
ています。常緑樹は通常は左手に持ちます。持ち物が何かを知れば、その動作が何を表
しているか理解するヒントになります。ガラガラを持つ手はいつも右です。右手首には
トルコ石の付いたブレスレットと毛糸を結んでいます。身体のペイントは正しいです。
毛糸のたすきがあります。右肩から左腕の下にかけています。それが正しいかけ方です。
他のカチーナ も毛糸や皮などの素材のものを掛けます。右肩から左腕が正しいかけ方で
す。とても素晴らしい作品です。耳は後付けです。口もガラガラも後付けです。今から
30 40年前によく見られた作風です。
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Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Darance Chimerica
2. Ramson Lomatewama
3. Gerald Lomaventema
4. Merle Namoki
Atsunori Ito

Summary／資料熟覧の要約
It called Oota in the Second Mesa and Kwasa’ytaqa in the Third Mesa. It should not be named “KWASAITAKA
KACHINA” as it is written in the documentation of Minpaku and on the stand because the name is doubled.
Kwasa’ytaqa is often translated into English as “skirt man” but the correct meaning is “one who wears
clothing.” It usually appears in the Second Mesa during the bean ceremony but it has not appeared there for
several years. It also appears in other times in the Third Mesa. The doll was made in the style of the 1970s.
Many of the Talahytewa family members live in Mùnqapi. It is written “Roberta” (a female name) on the stand
but “Robert” (a male name) in the documentation, and thus it is not clear whether the carver was a female or a
male carver. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column. The correct spelling is
“Tepopa Trading Co.”
、第 3 メサではクァサイタカ （Kwasa’ytaqa）である。重複になるので民
現地名は第 2 メサではオータ （Oota）
博の台帳や人形底面に記されているように「クァサイタカ・カチーナ 」とは言わない。クァサイタカ はしばし
ば「スカートをはいた男（Skirt Men）
」と英訳されることがあるが、正しくは「衣装を身にまとったもの」を
意味する。第 2 メサではビーン儀礼に登場するが、もう何年も現れていない。第 3 メサではそれ以外の時期に
もしばしば現れる。人形は1970年代の作風で制作されている。Talahytewa 家はムンカピ村落に多い。台座には
Roberta
（女性名）と書いてあるが、台帳には Robert
（男性名）と記されているので、制作者の性別を判別する
のが困難である。
「入手状況」欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

Roberta Talahytewa

Object Name by Carver／作品名

KWÄSÄITÄKÄ KACHHINA

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

KWASAITAKA KACHINA (Skirt Man Kachina)

Carver／制作者名

Robert Talahytewa

Year of Manufacturing ／制作年

1981

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Darance：
This doll is Kwasa’ytaqa. Here, under the base it says Roberta Talahytewa. And
the carver’s name here is Robert Talahytewa, so I don’t know if this is a female or
male that carved this doll. Everything on the head seems to be accurate. The only
thing that is missing is the corn husk for the ears… earrings. Arm bands…. in 3rd
Mesa there are no arm bands. Usually the Hopi belt is little further down in place
of the arm bands. The carver added arm bands. In 3rd Mesa we don’t have arm
bands on this particular katsina. The shoes, the blue shoes… it supposed to have a
red border around the tongue on top of the, kind of a red little tongue formation
on top of the shoe here. And that is now represented on this doll. The arms seem
to be attached along with the ears and the mouth and the rattle and the stick. And
usually this particular katsina carries a bag of seeds. That is not represented also.
Diﬀerent kinds of seeds, corn, water melon, planting seeds, vegetables and fruits.
It looks here, this doll has been attached to the base. And we all agreed upon that
this is a real, authentic, Hopi made katsina. But we just don’t know the gender of
the carver if she is a female or a male.
クァサイタカ です。台座には Roberta Talahytewaと書かれていますが、台帳の方は Robert
Talahytewa となっています。この人形を作ったのが女性なのか男性なのか分かりません。
頭部は正しく描写してあると思います。耳にトウモロコシの皮で作った耳飾りが付いて
いるはずです。人形は腕章を着けていますが、第 3 メサでは着けません。帯はもう少し
下に締めると思います。腕章は木彫ではなく後付けです。第 3 メサでは、このカチーナ
は腕章を着けません。青い靴ですが、甲の上の部分には赤色の線があるはずです。靴の
この部分に赤色の模様があるはずです。持ち物などを見ていきます。腕、耳、口、ガラ
ガラ、右手の棒は後から取り付けてあります。このカチーナ は種の入った袋を持ってい
るはずです。描写漏れしています。その袋には、トウモロコシ、スイカ、畑に植える野
菜とか果物の種が入っています。台座も後付けのようです。この人形はホンモノで、ホ
ピが作ったオーセンティックなものだという結論になりました。ただし、作家の性別は
不明です。

Ramson：
The notes that I made for this particular carving is that “for the most part it is an
accurate in the details”. Typically though on the Kwasa’ytaqa, which translates to
“One who wears a dress”. It does not mean “Skirt men”. And I believe very
strongly that we need to really focus in… on not continuing to perpetuate that
misnomer. So, on a Kwasa’ytaqa these, I believe, are pheasant feathers, but the
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head dress is made out of turkey feathers, the black ones with kind of the golden
edges on them. That’s what this would appear. Sometimes carvers try to ﬁnd a
turkey or… turkey feathers small ones and use that, just to add realism. There is a
particular species of pheasant. They also has feathers above this size that looks
just like… very close like turkey feathers. And as a carver, that’s what I look for,
that’s what I try to put on top of this one are the real turkey feathers. And if I can
ﬁnd those, then the small pheasant feathers, to me, they just look like the turkey
feathers. That’s all what I out up here. The face is pretty accurate and as Darance
pointed out, this would also have earrings that are made out of corn husks. And
they’re cone shaped. The mouth here would also be made out of corn husks.
When you look at the details here this is a good reference to compare other dolls
to this is… you’d probably use that as… the jumping up point. Again, this is one
those dolls that was made during the time when using diﬀerent materials was
invoked. Just to try to add realism. One detail that I would like to point out here
is the belt. This, to me, looks like two separate belts. That’s what I…, I mean, at
ﬁrst glance, that’s what I would assume is here. But at 3rd Mesa the Kwasa’ytaqa
does not wear arm bands, blue arm bands. Rather than the belt, the Hopi belt that
you see here, goes across the chest, just below the shoulders. And they say that
the position of the belt over the upper arm is what… is what arm band is. And
then, on the back, the belt is normally tied. And here they’re just crossed over
each other, they are not tied. And in the back, the belt would be tied. There are no
details, non what so ever. And this is not the blue that I would choose to use as a
carver. I would choose more like turquoise. Because that’s conventional. And also,
there’re no details, no red. And I’m just going to pick this doll (H115045), just to
give you an idea as to that’s… This is more accurate detailing for the shoes. As
well as the checkerboard pattern. That’s one of the thing that you put on these
blue shoes. And the checkerboard area has a thin boarder of red around it. And
this one does not have that. And you can just tell by the weight and the lightness
that it is paako. And the arms are attached on. I remember my dad carving dolls,
he would use a brads and nail in the arms, I’ve seen him do those when I was
young. And then, kind of spackle over with plastic wood. And they also used
plastic wood for a while, to… kind of… blend the joint together. So, for me, this
is a… it’s an okay doll but, again, the fact that this says Roberta Talahytewa at
the base, and your record shows: “Robert”, there are various scenarios that that
could have happen. That kind of ask to the confusion. The other thing that could
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have happen is that the person who was entering this data, might have got it
wrong. So, there are several things that could have happen with that.
この人形をみながら残した自分のメモを読み返してみます。
「ほとんどの部分が詳細かつ
正確に描写」
、と書いてあります。通常クァサイタカ は「衣装を身にまとったもの」と訳
されます。
「スカートをはいた男」という意味ではありません。こうした誤称の継続使用
を防ぐため、我々が注意していくことがとても大切だと思います。このクァサイタカ の
人形に使われているのはキジの羽根で、縁の部分が黒と金の羽根は（ 4 枚の十字状）七
面鳥の羽根だと思います。この人形にはそれらが使われています。作家は写実性を追求
するために小さな七面鳥の羽根を探すことがあります。ある種類のキジは、七面鳥の羽
根に見た目もサイズもとてもそっくりな羽根を生やします。カチーナ 人形作家として、
私はそういった本物の七面鳥の羽根を使用するように心がけています。本物が手に入れ
ばそれを使います。そうでなければ七面鳥の羽根にそっくりな小さなキジの羽根を使い
ます。ここで言いたかったのはそういうことです。顔面は正確に描写されています。ダ
ランスさんが指摘したように、本来なら耳にはトウモロコシの皮で作った耳飾りを付け
ているはずです。その耳飾りは円錐の形状をしています。口もトウモロコシの皮ででき
ています。このカチーナ を象った人形を目にしたら、今述べた点に注意してみて下さい。
繰り返しになりますが、この人形が制作された時代には、写実性を追求するために様々
な素材が使われていました。例えば帯の部分です。これは 2 本の帯のようです。一目見
ただけでそのようになっているだろうと思いました。しかし第 3 メサではクァサイタカ
は腕章、青色の腕章を着けません。腕章ではなくホピ帯を肩の下、胸の位置にかけて巻
きます。今腕章が着いてある位置にホピ帯が巻かれます。その帯は背部で結びます。人
形のものは 2 本の帯が交差しているだけで結ばれていません。帯は背中で結ばれるので
す。靴の描写は詳細ではありません。私が作るならば、靴の色を青く塗りません。私だ
ったらトルコ石色にします。その色が伝統的だからです。靴には赤色の部分が描かれて
いませんね。どこがおかしいかお伝えするためにこの人形（H115045）と見比べてみま
しょう。靴に関しては市松模様の部分を含めて、こちらの人形（H115045）の方が正確
です。青い靴にはこのようなデザインのものを加えます。市松模様の部分は赤い縁取り
の薄いものでかかとを覆っています。今コメントしている H115032にはそれがありませ
ん。人形の重量から判断して、素材はパーコ で間違いないでしょう。両腕は別に作って
後付けしています。父が彫った人形は腕を釘でつなげていました。今でも覚えています。
幼いときに父がそうしているのを見ていました。それから人口木目材をべっとり塗って、
つなげた部分を馴染ませます。この人形は私には悪くは映りませんが、Roberta Talahytewa
という底面部の記載と台帳の「Robert」という記載との齟齬から、いくつかの状況が思
い浮かびます。これが私たちにとっては混乱の種なのです。もしくは台帳に記載された
名前は単なる誤記かも知れません。いくつかの可能性が考えられます。
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Ito：
One question. Another Japanese museum has a doll carved by Robert Talahytewa.
That museum put another information. She or he comes from Mùnqapi.
一つ質問よろしいでしょうか。民博ではない別の日本国内の博物館が Robert Talahytewa
の作品を所蔵しています（松永はきもの資料館：G45130）
。そこは別の情報を持ってい
まして、Robert がムンカピ村落出身となっています。

Ramson：
Yeah, that’s what I was thinking… that Talahytewa is generally associated with
Mùnqapi… One more thing that I want to add on. On this katsina, usually you’ll
have two parallel lines, right here and right here. That looks like an “X”. And
that’s also a kind of a standard mark on the side of the lower legs when it’s… this
kind of a yellow.
そうでしょう。私もそう思っていました。タラハイテワ家はムンカピ村落に多いですか
ら。もう一つ加えておきたいことがあります。このカチーナ は通常、両足の膝の外側に
交差した二重の線（X 字）が描かれています。足がこのように黄色い場合は、そうした
二重の X マークの線が描かれます。

Gerald：
This katsina is popular on 3rd Mesa. We rarely see it on Songòopavi. We call it
Oota. At 3rd Mesa they call it Kwasa’ytaqa. I don’t know how they call it in 1st
Mesa. The last time I saw this was a while back during the bean dance. I know,
on 3rd Mesa they occasionally perform this during the night dances or even
during the day dances. Everything on here is classic era, late 80s. I can’t really
describe how the… how… correct… how its dress here… how it’s dressed
correctly. I can’t give any kind of information like that. But everything is… like
the Hopi… the women’s dress… this is how it looks. The shoes are missing, the
tongue and the red outlines and the checker thing behind the shoe here. And the
arms are attached maybe with the dowel or using plastic wood to cover the… kind
of blend in the to where its attached there. But the… like I said I can’t really
explain in detail what it would look like because it’s been a while since I’ve seen
this at Songòopavi. But it’s popular on 3rd Mesa. That’s all.
このカチーナ は第 3 メサでは珍しくないようですが、ソンゴーパヴィ村落ではほとんど
見かけません。私たちはオータ と呼んでいます。第 3 メサではクァサイタカ でしたね。
第 1 メサでの呼称は分かりません。最後にこれを目にしたのはだいぶ昔です。ビーンダ
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ンスの頃でした。第 3 メサではナイトダンスやデイダンスでもこのカチーナ がやって来
ます。1980年代に作られた、クラシックな作品です。私自身は正誤の指摘や実際の衣装
との齟齬についての解説ができません。情報提供不可能です。衣装はホピの女性が身に
つけるもののように見えます。靴の描写は粗いですね。甲の部分の赤、かかとの部分の
市松模様が描かれていません。両腕は別に作って後付けしています。合わせ釘が使われ
ていて、接合部分の溝を埋めて馴染ませるために合成木材か何かが使われているのでし
ょう。ソンゴーパヴィ村落で最後に見てから相当の年月が経っています。そのため細部
については説明ができません。第 3 メサでは珍しくないようです。以上です。

Merle：
Like Gerald is saying, we vaguely (rarely) see it on 2nd Mesa here. We call it as
Oota. It’s the only pretty much said, everything here is correct. What they say is
what I would go with, to make it simple because we make it see as I don’t really
understand what this katsina represents. So, that’s pretty much it. Kwakwhà!
ジェロさんが言ったように、第 2 メサではほとんど見る機会がありません。オータ と呼
んでいます。以上です。他の方が解説した内容が正しいので、私もその意見に従います。
というのも、私がこのカチーナ について何も知らないからです。以上です。ありがとう
ございます。

General Statement by Darance：
We all agreed upon that this doll is accurately carved, authentic. The wood is…
made out of cottonwood root. But the question that we had was that on the
documentation it said Robert Talahytewa. And underneath it says Roberta
Talahytewa. So we are not really sure if it’s a male of female, with the name. I’ll
start on the top here. Usually, on top of the katsina doll, or the katsina there is
usually turkey feathers but they are substituted with, it looks like pheasant
feathers. Usually, there is corn husks earrings. And there is no earrings on the
ears here. On 3rd Mesa this type of katsina doesn’t usually wear the leather arm
bands, blue arm badns. The kweewa, the red belt usually, kind of.. covers the mid
upper arm part in placee of the arm bands. In the back usually, this Hopi belt is
tied. It looks like he just overlapped it. It looks like the arms have been carved
separately and pegged on, looks like. The feet looks to be one piece. Other thing
that I want to point out is that the shoes around the top usually is a piece of red
leathers that’s wrapped around. On the bottom there is usually a checker design
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bordered with red and that is not shown, that is missing. The doll is glued to the
base. But we all agreed that this is authentic katsina carving.
この人形の描写は正確でオーセンティックなものです。それが皆の意見です。素材とな
っている木は、コットンウッドの根です。資料台帳の制作者欄が Robert（男性の名前）
Talahytewa となっていたことに、みな疑問を抱きました。台座の底面には Roberta（女性
の名前）Talahytewa になっています。結局、制作者が男性なのか女性なのかは名前から
では判断できません。頭部から下へとみていきたいと思います。このカチーナ 人形、も
しくはカチーナ の頭部は七面鳥の羽根が使われますが、この人形ではキジの羽根で代用
しています。耳にはトウモロコシの皮で作った耳飾りが付いているはずですが、描写漏
れしています。第 3 メサではこの種のカチーナ は皮製の腕章は着けません。青色の腕章
です。クウェワ という赤い帯を上腕の、ちょうどいま青い腕章が着いている位置に巻き
ます。ホピ帯は背中で結びます。輪で覆われているような感じになります。両腕は別に
作って後付けしています。胴体と足の部分は一本彫りのようです。もう一つ指摘してお
きたいのは、靴の部分です。甲の部分は赤い皮で覆われます。かかとも赤い市松模様の
もので覆われますが、それらがこの人形では描写されていません。身体と台座は接着剤
で固定されています。オーセンティックなカチーナ 人形だというのが皆の意見です。
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9 ．H85684

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama
3. Darance Chimerica
4. Merle Namoki
Henrietta Lidchi, Robert Breunig, Chip Colwell

Summary／資料熟覧の要約
It is called Atosle in the Second Mesa. It comes to discipline children and punish adults who have done bad
deeds. It does not appear in the Third Mesa. It is a powerful being stronger than a katsina, and thus the
community considers it to be a deity. To express respect to it, it is not an object for carving. The carving of it is
a kind of taboo. In terms of cultural sensitivity, the reviewers asked us to treat it as a living being, not as a doll
(object) and not to store it in one place with other katsina dolls. It was carved in the 1980s when the carving of
dolls became more detailed. The hands of the doll, including the thumbs, are carved precisely. The carver is the
late Roxie Pela born in Songòopavi. He was an uncle of Merle Namoki, one of the reviewers. It is a work that
illustrates his style very accurately.
現地名は第 2 メサではアットスレ （Atosle）で、子どもたちへの躾をするためにやって来る。罪を犯した大人
も罰せられることもある。第 3 メサには現れない。カチーナ というよりも、もっと強い力であり、コミュニテ
ィ全体にとっての神格とみなされる。敬意を払い、彫刻の対象としない。彫刻にするのは一種のタブーである。
カルチャル・センシティビティへの配慮として、人形（モノ）としてではなく、生きものとして扱った方がよ
く、資料保存に関しては他の一般的なカチーナと は隔離して保存するよう要望が寄せられた。人形は作られた
のは1980年代で、この時期を境に描写が繊細になっていく。この人形の手の部分は、親指も含め全ての指が丁
寧に彫られている。ロクシー・ペッラ氏（故人）はソンゴーパヴィ村落出身で、熟覧者のマール・ナモキ氏の
オジにあたる人物。彼の作風がよく現れている作品。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

Roxie Pela

Object Name by Carver／作品名

―

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

Atosle Kachina (An Ogre Kachina)

Carver／制作者名

Roxie Pela ( Hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This doll, it’s called Atosle. I don’t have English translation how … we say that in
English. But this … it’s our representation of one of the elders that only appears
at Songòopavi. Like the other doll that we saw yesterday, the ﬁrst one, we usually
don’t like to carve these because it’s out of respect for what our duties are for the
community and spiritually. The top of the head, those are pheasant. But it does
have little feather like that on top. It’s made out of diﬀerent… something more
sacred, I guess, religious. It does have feathers sticking through the ears like this.
Looks like little fur on the neck and it does have fur like that and the beard it’s
also… the color. The mouth… looks like it’s leather. The mouth is very long. It
does have long mouth like that with the teeth. And the bangs hanging down. It’s
scary on your collection. Even if you are getting older, it’s still scary. And it
wears buckskin, and this leather here is…. a good representation of what it does
look like. It’s missing one thing right here, a burden basket. It has a huge burden
basket right here and carries it on her forehead. This is classic, I can tell. The
arms are attached from that era, again. And the skirt, well, we were talking about
it earlier, it’s a belt, on the males it’s on the right, on the female it’s like this in
this way. Manta, kanèlkwasa, manta. This is what she carries, this cane here. This
leather, the shells that are tied to the ends of the… And the... Usually it doesn’t
have this on its… anything. It just has little shells, that’s all, on one side, on the
left side. The shoes there, there are…. that’s how it looks, with the wraps, with
the white wraps. This looks like it’s connected also with glue and maybe a
toothpick to the base. And it looks like it’s real nice wood. Some people like to
put the… ﬁngers nails into the wood to see if it’s good wood and… but… yeah…
I know this carver. He is not here any longer, he is… like Ramson said, watching
the dance somewhere. His name is Roxie, he is from Songòopavi. But I’ll mention
again, this is not usually made, it’s against tradition, it gives you… what we say,
taboo… So I respect, just kind of respect… Even if the carving, when we look at
it… you have to think of it as… not really a katsina but something that we have
deep respect for it.
アットスレ といいます。英語に何と訳すか分かりません。ソンゴーパヴィ村落にのみ現
れる長老の一人を表しています。昨日最初に熟覧した人形（H115024）と同様に、これ
はコミュニティ全体にとっての神格なので、敬意を表して彫刻の対象とはしないのです。
頭頂部にはキジの羽根が使われています。その上に小さな羽根が載せてあります。実際
とは違うのですが、それが本来何であるかは宗教的な理由で明らかにできません。耳に
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は羽根が突き刺さっています。首回りには動物の毛皮があり、色の付いたあごひげも伸
びています。口の部分は皮製のようです。並んだ歯が特徴的です。長いギザギザの歯で
す。前髪も垂れ下がっています。恐ろしい人形を所蔵していますね。子どもだけではな
く大人にとっても相変わらず恐ろしいものです。シカ皮をまとっています。良い皮を使
っていますね。描写漏れが一つあります。バスケットの背負子がありません。背中にか
ご製の大きな背負子を背負い、額にひもをかけて運びます。古い作風の人形です。その
時代のものは両腕を別に作って後付けします。衣服ですが、先ほど話したように、帯を
垂らす位置は男性が右側、女性が左側です。クァネルクァサ と呼ばれるマンタを着ます。
持ち物はあっています。左手には杖を持っています。皮と貝殻が先端に結びつけられて
います。普通は皮製の手首当てを着けません。左手に着けるのは小さな貝殻だけです。
靴は正しいです。白い皮でできた房を靴の周りに巻きます。人形と台座とは接着剤かつ
まようじで固定します。上等な木材を使っているようです。木に爪を立てるとそれが良
いものかどうかが分かるのですが、やっては駄目ですよね。制作者を知っています。故
人ですが、ラムソンさんが言ったように、どこかでこの儀礼を見ていることでしょう。
名前はロクシーで（Roxie Pela）
、ソンゴーパヴィ村落出身です。もう一度いいますが、
これは通常、彫刻制作の対象にしません。伝統に背くことになるからです。タブーなの
です。私は敬意を払っています。すでに彫られたものがあっても、それを目にするとき
には、単なるカチーナ ではなくより多くの敬意が払われるべき存在であることを思い出
さなければなりません。

Ramson：
Just in terms of the carving style and the techniques, it’s pretty nice carving. You
don’t see too many dolls from this period, the 80s where there is a lot of details
on hands. But this one has carved, individual ﬁngers and even the thumb. It’s like
a real thumb. Personally I don’t have any experience with this particular katsina
because this doesn’t appear at 3rd Mesa. It’s a 2nd Mesa katsina. And everything
that I know about this particular doll is, number one, it’s not aloud, and it’s 2nd
generation information at that point. Because the only thing that I know about this
doll is when people from 2nd Mesa or even 1st Mesa just happen to mention it
and talk about it a little bit. I guess, what… just for the sake of sharing this or
keeping it for posterity is, what Gerald said.
この人形はとても出来が良いです。作風とか技術といった点からコメントします。この
人形が作られたのは1980年代で、カチーナ の手の部分の描写が写実的になった時代でし
た。1980年代の人形を目にする機会はあまりないと思います。この人形の手の部分は、
親指も含めて全ての指が丁寧に彫られています。この親指はまるで本物のようです。個
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人的な経験に基づきますが、私はこのカチーナ を見たことがありません。第 3 メサには
やって来ません。第 2 メサには現れます。この人形について知っていることは、第一に、
多くが彫られていないということです。第二に、情報がほとんど無いということです。
第 2 メサや第 1 メサの人々がこの人形を見ても、詳細についてほとんど口にしません。
先ほどジェロさんが述べたように、彼らが沈黙する理由は、後世の人々に形態と知識を
残すことを目的としているためだと思います。

Darance：
With my experience with this doll, I’ve seen this particular katsina and I do know
it exists but the functions…, and all…I mean, I know the functions but how it is
particularly dressed, I’m not really aware of. This is a 2nd Mesa katsina,
Songòopavi. In 3rd Mesa we don’t have this particular katsina. So I got to say
about this.
この人形、この人形の元になったカチーナ を見たことがあります。こういうのが存在す
るということは知っていますが、具体的な役割は知りません。いえ、役割は知っている
のですが、着ているものについては定かではありません。これは第 2 メサ、特にソンゴ
ーパヴィ村落のカチーナ のようです。第 3 メサにはやって来ません。そのため何も分か
らないのです。

Merle：
Like Gerald mentioned earlier, this here is one of, actually, a katsina we kind of,
we respect. We talked about here, but actually, well, her role is… I would say is
she plays a role… she discipline children… misbehavior. Well, actually, this doll
here, the clothing here, the feathers, I believe it’s pheasant up here. But… as to
here, it comes from our village there is another feather up there but it’s secret. I
actually couldn’t say what it is. But actually the hair here, actually, I believe, is
horse hair. And also the beard. Everything on here is pretty much authentic. It’s
dressed the way it should be. Roxie Pela is one of my clan uncles. He is not
longer here. He is in another world. The carving is very nice, actually. I like the
carving how he does. I see a lot more of his carving he did. They are actually
similar to this here. I believe, this is authentic. That’s pretty much what I have to
say. Kwakwhà!
先ほどジェロさんが述べたように、このカチーナ に対して私たちは敬意を表しています。
いまここでその役割について話し合いました。私だったら、子どもたちへの躾と表現し
ます。人形についてですが、頭にはキジの羽根を付けています。私たちの村落ではこの
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部分の羽根は別の鳥の羽根なのですが、それは秘密なのでお伝えできません。この人形
ではこの部分とあごひげには馬の毛が使われています。とても正確に描写されています。
ロクシー・ペッラさんは私のクランのオジです。故人です。この世にはいません。人形
としてはとても良い出来です。私は彼の作風が好きです。彼の作品をたくさん見てきま
した。この人形はそうした彼の作風をよく表しています。オーセンティックなものとい
ってよいでしょう。以上です。ありがとうございます。

Henrietta：
How should they be stored? Should they be separate?
どのように保管すればよいのでしょうか。他のカチーナ 人形とは別にした方がよろしい
ですか。

Gerald：
You know, that one there, and these two, we have kind of… like a… they
shouldn’t be categorized alongside the katsina dolls, but kept… categorize as
something more than just a katsina doll. Actually, the fact that they are already
carved and made it into katsina dolls, one of things that we really… that’s why we
don’t really call the katsina dolls. But they were supposed to be make them as
katsina dolls. So, there are in diﬀerent category, I think, other than the other…
And there is a few of them in there that go even deeper that I’ve noticed. It’s…
some sort of category… how to categorize these diﬀerent things that are carved. I
think, they should be categorize diﬀerently… for future references that whoever
doesn’t know Hopi they would never see this katsina and they would say “Oh,
that’s katsina!”, but in actuality it’s not really… In our life it’s not really… refer to
us as katsina because it’s a diﬀerent role… if that makes sense.
この人形、それから H115024と H115071の 3 体は、他のカチーナ 人形と同列に分類され
るべきではありません。もっと位の高いものです。ただし、ご覧のようにすでに誰かに
よってカチーナ 人形として彫られています。この状況を私たちは……私たちはそれをカ

チーナ 人形とは呼びません。しかしカチーナ 人形として作られてしまっています。両者
は異なるカテゴリーに存在しているのです。ここ民博にもそうしたもっと重要な存在を
描写した人形が収蔵されています。一般のカチーナ とは同列にはできないのです。この
「あ、カチーナ（人形）だ」と勘違
先私たちホピのカチーナを 知らない人がこれをみて、
いしないように、カチーナ とは異なる分類を新設した方が良いと思います。私たちの実
生活において、これらはカチーナ とは異なる役割を持っているのです。
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Robert：
Would that apply to all the Soosoyu?
全てのソーソユ に該当しますか。

Gerald：
Yeah, it’s…
ええと、そうなのですが……

Robert：
The same concept to apply to all of them?
他のソーソユ にも同じことがいえるのでしょうか。

Gerald：
Just like this… next one… yeah. This represents a whole clan here, this one we’re
going to do next. And also it appears with this here. And it has its own role as
well.
次にみる予定のこの人形（H85677）もそうなのですが、これは全てのクランを表してい
ます。この次に熟覧する人形です。独特の役割を担っています。

Robert：
I’m just clearing that you are saying that the Soosoyu, you cannot really see them
as katsinas, but something diﬀerent, more powerful, diﬀerent role, diﬀerent…
確認させてください。ソーソユ について解説していると思うのですが、あなたはそれら
をカチーナ として分類できないとおっしゃっていますね。そうではなくて何かもっと違
うもの、パワフルなもの、異なる役割を担うもの。そういうカチーナ とは異なる……

Gerald：
Just as powerful, we still pray to them for rain, but extended roles behind there…
When the katsina is dancing in the summer they have more purpose, or they have
more duties to… it’s just like …. the whole community… Yeah… so these are
actually powerful. I’ve seen it with my own eyes, something probably the scientiﬁc world wouldn’t believe.
強い力を持っているのです。彼らにも降雨を祈念しますが、それだけではなくもっと強
い力に対する祈りでもあるのです。夏に登場するカチーナ は、コミュニティ全体にとっ
てもっと別の目的とか任務を持っているのです。本当に強力なのです。自分の目で見た
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のですが、科学では説明できない何か強い力なのです。

Merle：
And this is pretty much consequences you pay.
とても注意しなければなりません。

Robert：
Consequences…
注意というと。

Merle：
Consequences you pay.
慎重な行動です。

Robert：
Consequences… if you do what?
慎重な行動。もしそうしなければ。

Gerald：
If you oﬀend them.
もし罪を犯したら。

Merle：
Yeah… the doll, I mean the katsina or the spirit.
ええ。その場合にカチーナ というかその精霊が。

Darance：
The thing that you have to look at, too, is just not carvings… that’s just it’s still
carrying the… spirit of the katsina. Even if it is made out of wood you still have
to respect it because if you do something bad it still comes back in a bad way. So,
you are really not just observed it as just an… object, like a… it’s living.
単なる木の人形というということではなくて、カチーナ の精霊をまとっているのです。
木の人形とはいえ、敬意を表しなければなりません。というのも、なにか悪事を働けば、
その結果が自分に返ってくるからです。そのため人形というモノとしてではなく、生き
ているものとして扱った方が良いです。

76

Chip：
Do you have a recommendation for handling, for museums that have carvings of
this category? Would you speciﬁcally recommend things like…. physically
separate them if there is a display exhibit, maybe not to choose one from the
category, maybe not take photos? Maybe people, the general public should have
access if they want to come in. Do you have some thought on what some speciﬁc
steps museum can take to make sure they respect the carving?
こういったモノを所蔵している博物館に対してなにか提案はありませんか。たとえば展
示の場合に他の人形と物理的に離して保管するとか、展示用に選ばないとか、写真撮影
しないとか。来館者はこの人形にアクセスできてしまうと思います。博物館に対してこ
の人形に敬意を表する扱い方を伝えておくべきではないですか。

Darance：
Well, these, they can be in their own group, separated from like these ones here.
The ones that are important… because we saw a lot in that back room that are
really, like he was saying, that are deeper than what’s here. Some of that what I
would be respectful and not even think about carving some of those that I’ve seen
in there. So, the ones that are like… the higher respected katsina should be set
apart maybe in a diﬀerent place. That’s I would recommend. I don’t know we got
four of us here so they can give you other ideas also, but this is just from me.
重要な役割を持つ「カチーナ 」を象ったこれらの人形については、特別なカテゴリーに
分けた方が良いと思います。ここにあるだけではなく、棚にはもっとたくさんの、カチ

ーナ ではない特別なカテゴリーに含まれるものが並んでいました。彫刻にすべきではな
いもの、もっと敬意を払うべきものがたくさんあったのです。そうした重要なものは通
常のカチーナ人 形とは別の場所に保管されるべきです。そのことを博物館側に対して伝
えておきたいです。ここには私を含めて 4 人いるので、残りの方々は別の考えを持って
いるかもしれません。私からは以上です。

General Statement by Gerald：
This katsina carving is ﬁrst of all not really considered as a katsina by most
Hopis. But here it is, it’s a carving. I wanted to start from the top. It has pheasant
feathers. Looks like it’s glued on there. And the ears are glued as well, the eyes
are also glued on there as well as the mouth. And the fur is also glued and the
beard made out of dyed… looks like synthetic ﬁbers. But it’s all correct how it’s
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depicted here, using diﬀerent materials. The cape, I didn’t notice this earlier but
it’s worn sideways instead of wearing… how it is on here. It goes diagonally right
here and it’s tied in the middle. When I look under the arms here, it’s classic style
in that era, in the 80s when they glued the parts. The arms are separately carved
and then glued on and ﬁxed around with the wood putty or sawdust. Looks like
glue and it’s sanded down to… to its… to blend in with the arm… the formation
or how arm is shaped. This particular katsina... katsina doll, she wears a manta.
And on the other katsina dolls, the sash is on the right side. Well, this is a woman
ﬁgure so she is wearing it on the left side. And usually, she wears also a little
strap of leather with shells tied to the… one side of the shoulder. It’s all carved,
the sash, the manta… the manta… And then, when you go to the cane, that’s
usually what she… that’s called a natöngpi. But it’s a cane with shells that’s little
leather here to… to… in place of the shells as well as here. And then she carries a
knife with blood on it. That’s how it looks. The legs, this is what you can tell, in
that era, because the legs are attached, it’s all one piece with the body, except for
the arms and the rest what I mentioned. This here replicates the deer or the deer
hide, it’s tied along in how a woman should wear her shoes in the hopitotsi. And
this piece is also glued to the base. And right here I can tell it’s the cottonwood
root. And as I look underneath it Roxie Pela, he is a member of our village no
longer with us he is deceased. So, we know the maker and we know the doll and
it’s produced in the 80s.
この「カチーナ 」人形ですが、ほとんどのホピはカチーナ とは思わないと思います。そ
れでもここにあり、人形として存在しています。頭頂部から見ていきましょう。キジの
羽根がついています。接着剤でここに固定されているみたいです。耳も接着剤で固定さ
れています。目も口も同じく接着剤ですね。毛皮の部分、それから染めた毛を用いたひ
げの部分も接着剤ですね。いやこれは人工繊維のようです。素材こそ違えど、人形は正
しく描写されています。袖無しの肩マントについて、先ほど言い忘れたことがあります。
この人形のように正面ではなく、本来は身体の左右どちらかで結んで着ます。このよう
に対角線上に結びます。腕は80年代の作風で、別に作って後付けしています。腕は別に
彫刻して、木製のパテとかおがくずを使って後付けします。どうやら接着剤を使ってい
て、やすりがけをしています。本物の腕のように成形されていますね。この「カチーナ 」
人形はマンタを着ています。別の人形では、飾り帯は右側に垂れ下がっていました。こ
の人形は女性の「カチーナ 」を象ったものなので、飾り帯は左側で結んでいます。通常
この「カチーナ 」は貝殻のついた一本の皮紐を肩からかけています。この人形では飾り
帯とマンタは彫刻されています。杖はホピ語でナトゥンピ といいます。杖のこの部分に
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は貝殻付きの細かい皮紐がついています。ここの部分です。そして血のついた刃物を手
にしています。こんな姿をしています。足をみると制作年代を推定できます。というの
も足が胴体についています。腕と先ほど述べた部分を除くと一本彫りされています。ホ
ピの女性が履くホピトゥチ という靴にシカ皮が巻かれます。この部分はそれを再現して
います。身体と台座は別に作り、後付けしています。素材はコットンウッドの根です。
台座の底面を見たところ、ロクシー・ペッラという名前が記されていました。彼は私た
ちと同じ村落（ソンゴーパヴィ）出身者で、故人です。制作者、人形、そして制作年代
が80年代ということがお分かりになったと思います。
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Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Ramson Lomatewama
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
4. Gerald Lomaventema
Kelley Hays-Gilpin

Summary／資料熟覧の要約
Its local name is We’öö in the Second Mesa but it is also called Piksona. It hardly appears in the Third Mesa.
The name written in the documentation of Minpaku is “We-u-u Kachina” but the word “Kachina” is redundant
in it. It appears together with an ogre (So’yoko), which eats people and plays the role of teaching children selfdiscipline. It is responsible for education of girls and tells them to make piiki, sweet cornmeal, and collects the
piiki made by them. So’yoko comes in February, when it is cold, and thus it wears a cape. It used to be sewn
from rabbit fur (sowitvupu). In terms of cultural sensitivity, the reviewers requested a certain way of storing this
doll (not to store it with other katsina dolls) and using this item (to set limits on looking at them and not to
display them in exhibitions). The carver is Roxy Pela born in Songòopavi village. He is a clan uncle of Merle
Namoki, one of the reviewers.
現地名は第 2 メサではウェフウ （We’öö）で、ピックソナ （Piksona）と呼ばれることもある。第 3 メサにはほ
とんど現れない。民博の台帳の現地名欄には「We -u-u Kachina」記載されているが、この場合は「〜カチーナ 」
という表記は不要。子どもに自制心をもたせるための役割を負った人食い鬼（ソヨコ ）と一緒に現れる。女児
、と言って、女児が作ったピーキ
のしつけが担当であり、
「ピーキ を作れ、スウィート・コーンミールを碾け」
を回収する。ソヨコ がやって来るのは 2 月頃の寒い時期であり、毛布を羽織る。かつてはウサギの毛皮を縫い
合わせたもの（sowitvupu）が使用された。カルチャル・センシティビティへの配慮として、資料保存に関する
要望（他のカチーナ 人形とは別の場所に保管）と、資料利用に関する要望（閲覧制限を設け、展示利用は避け
る）が寄せられた。制作者はソンゴーパヴィ村落出身のロクシー・ペッラ氏（故人）で、熟覧者のマール・ナ
モキ氏のクランのオジにあたる人物である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

Roxie Pela

Object Name by Carver／作品名

We-u-u

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

We-u-u Kachina

Carver／制作者名

Roxie Pela ( Hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Ramson：
Overall, I’ve been looking at all these sheets... the local name that is noted on
this... Personally I don’t think that you need “katsina” on there. Because that’s the
name, well.... that’s it, for us anyway. That identiﬁes the carving, the doll, the
katsina like it is. To me “katsina” just become redundant all the time. But it’s only
a suggestion. This is katsina that is not common to 3rd Mesa so my knowledge of
this doll is minimal at best. The only thing that I do know is that when other
carvers bring it to the shop they talk a little bit and I’ve seen enough of this
particular doll just be familiar with its appearance and its wardrobe, a little bit of
its character and when it appears but it’s very basic knowledge that I have. I’d
rather diﬀer to Gerald and Merle because they are more familiar with this doll
because it comes from their area.
台帳の隅々まで目を通しましたが、現地語名の記述がおかしいです。個人的な感想です
「〜カチーナ 」
が、この人形については「カチーナ 」という用語は使わないと思います。
という言い方はしません。この人形はそのカチーナ をよく描写していると思います。私
には「〜カチーナ 」というのが冗長で不必要な言い方に思えるのです。一つの提案だと
思ってください。これは第 3 メサには縁遠いものですので、私はほとんど知識を持って
いません。
（私は店で販売員として働くこともありますので）この人形を店に売りに来た
制作者と、これについてちょっと話したり、衣装を目にしたことがあります。そのため
外見とか衣装について多少は記憶しています。役割とかどの儀礼に登場するのかといっ
たことについては、基本的なことしか知りません。ジェロさんとマールさんはこれが登
場する地域に住んでいるので、深い知識を持っています。私の見解とは異なるかもしれ
ません。

Darance：
Just like Ramson said, this is 2nd Mesa... katsina. I’ve never seen this in 3rd Mesa
but I’ve observed it and I’ve seen it in Songòopavi during... when it comes during
that time of year. To me, it seems pretty accurate but they have more information
on that, they have the answers to this particular doll.
ラムソンさんが言ったように、これは第 2 メサに登場するカチーナ です。第 3 メサでは
見たことがありません。ですが第 2 メサのソンゴーパヴィ村落での儀礼の際に目にした
ことがあります。私の目には正しく描写されているように写りますが、ジェロさんとマ
ールさんの見解をうかがってみたいと思います。
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Merle：
This here... doll, also is from 2nd Mesa. It’s called We’öö. And others call it
Piksona. Also comes with the group of the ogres which.... discipline the children.
But here, this one collect the piiki bread from the girls. It’s authentic, here... made
but Roxie Pela, one of my clan uncles. Everything here seems pretty correct... the
feathers, which I believe it’s pheasant and the feather to the ear is also pheasant,
and the stick it carries is correct, the yarn. Except one thing which is missing, the
ankle guard here. This one has an ankle guard but it’s not on there so... And the
base is of a cottonwood root. I think… I believe…. it should be with one of the…
two dolls here the Atosle and the Wiharu… kind of… put aside and maybe you
needs more access to get to the dolls or… keep it have protected or away from
public… maybe. And it needs more access to ask questions or what not. I believe
that’s it. Thank you. Kwakwhà!
このカチーナ は第 2 メサにやって来ます。ウェフウ といいます。ピックソナ と呼ぶ場合
もあります。子どもに自制心をもたせるための役割を負った人食い鬼と一緒に現れます。
その集団の中でこれは、女児からピーキ を集める役を担います。私のクランのオジにあ
たるロクシー・ペッラさんが作ったものなので、ホピ製です。どれも正しく描写されて
いると思います。羽根はキジでしょうか。耳についているのもキジだと思います。手に
している杖とか毛糸も正しいです。足首巻きが描写されていません。
描写漏れしています。台座はコットンウッドの根でできています。アットスレ やウィハ

ージュ と同様に、管理場所を別にしたり、閲覧制限を設けるなどした方が良いように思
えます。情報開示制限を設けるべき対象です。以上です。ありがとうございました。

Gerald：
This carving is called We’öö. Like Merle said, some people refer to this…
Piksona. Also a Sleepy Head. The feathers here are pheasant. Usually it has
eagle…ngungwa. How we say is ngungwa, eagle bunches. That one is usually up
here on the top. This one has pheasant. Through the ears also it’s an eagle feather,
just as the pheasant as well. It looks…. because it’s not only in Songòopavi, there
is one at Musangnuvi and Supawlavi, too. But their it has a blue line across,
instead of the red. The blanket there… in old times it used to be a rabbit… rabbit
fur. I’ve only seen that once, that kind of a blanket and those are thick, thicker
than a Pendleton. The stick, it carries the stick and I’m not really too sure what is
the deeper meaning if this is a clan… this belongs to a particular clan, and then
there the ones that know about it the stick here. And then… too eager to
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everybody knows but it carries the stick and usually nowadays they wear the
Pendleton, nice Pendleton blanket. Here, this is rabbit fur. It’s fairly simple…
simple katsina. It carries a bag to put a piiki and a corn meal, sweet corn meal,
gathered from the girls throughout the village. Usually around the time they
appear, it’s why is wearing the blanket as well, because it’s pretty cold. It wears
the yarn, and the hopitotsi, the shoes with the katsilwa. I wrote it here as ankle
wraps, but it usually has those ankle guards are wraps here, around the shoe here
the hopitotsi, the red moccasins. This looks like it’s one piece except for the ears
and the stick and the feathers. It’s made by Roxie Pela, a member of Songòopavi.
He used to be a member of Songòopavi. The base is also glued. I almost could see
right across, I can almost see Bob [Robert Breunig]. There a toothpick probably
on both… holding… in place glued. Looks like acrylic paint, that’s painted.
Somehow it’s still good for us because now they want Hopi. It’s almost like what
they want in the art world. But to us it’s just more than art.
名前はウェフウ です。マールさんが解説したように、ピックソナ と呼ぶ人もいます。お
ねむさんと呼ぶ場合もあります。羽根は全てキジで代用されています。本来はワシの羽
根、ヌンワ です。ヌンワ というのはワシの羽根の束のことです。それがここについてい
るはずです。これもキジの羽根です。耳の羽根も本来はワシですが、人形ではキジで代
用されています。これはソンゴーパヴィ村落だけでなく、ムサングノヴィ村落とスパウ
ラヴィ村落にもやって来ます。ただし、この斜めの線は赤ではなく青です。毛布を羽織
っていますが、大昔はウサギの毛皮だったそうです。この種の毛布を一度目にしたこと
があるのですが、非常に分厚く、ペンドルトン社のブランケットよりも厚みがありまし
た。この杖ですが、特定のクランに関する何か特別な深い意味があるかもしれませんが、
私には分かりません。それについて詳しい知識を持っている人物がいるはずです。どう
しても知りたい方がいるとは思いますが、杖についてはよく分かりません。毛布につい
ては近年ではペンドルトン社の立派な毛布をまといます。これはウサギの毛皮を表現し
ています。役割は非常にシンプルです。村中の女児からピーキ 、スウィート・コーンミ
ールを集めて袋に入れていきます。寒い時期の儀礼に登場するため毛布をまといます。
足には毛糸、ホピトゥチ を履いて、それにはカチルワ を巻きます。ホピトゥチ と呼ばれ
る赤いモカシンに足首あてを巻きます。耳、杖、羽根以外は一本彫りのようです。制作
者はソンゴーパヴィ村落出身のロクシー・ペッラさんです。ソンゴーパヴィ村落の出身
でした。台座部分は接合されています。ロバートさんが見えます。台座との接合部分に
はつまようじか何かが使われていたと思われます。絵の具はアクリル製だと思います。
ホピのモノを欲しがる人がいることはありがたいことです。美術商が美術品を買いあさ
るような感じです。ただし、私たちにとっては単なる美術品以上の意味を持っています。
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Darance：
I think it’s just because is rare for somebody to have that.
買いあさりに来る人間がいるということは、希少性が関係しているのだと思います。

Gerald：
Somehow it’s unattainable…. it’s hard to get, that’s why they want.
手に入れたいと思っても入手が非常に困難な場合、よけいに所有欲が高まるものです。

Darance：
Like good diamonds, gold.
ダイアモンドとか金のような感じでしょう。

Kelley：
The more dangerous it is.
危険ですね。

Gerald：
Yeah… Kwakwhà!
はい。ありがとうございました。

General Statement by Merle：
This doll here is called We’öö or other people name it as Piksona. This doll here
was made by Roxie Pela who was a clan uncle of mine, but he is no longer here.
He is deceased. The doll looks authentic. The feathers here we call ngungwa is…
pheasant feathers here… and also through the ear it’s also pheasant feather. It’s all
one piece. The only pieces that are added on are the ears and then the stick here.
And also the yarn and the feathers. It looks pretty authentic. The blanket here, I
believe, it used to be out of wool. But as time went by, I think, most people it’s
like… kind of Pendleton blanket that they use. And the stick here, to a certain
kind society they have this katsina is, I don’t really understand and know what the
meaning of the stick is for… As I go down further, shoe part here is supposed to
have ankle guard, katsilwa, we call it. This here come to the So’yoko group…
come to village to discipline the children that are misbehaving. This one here is
for… kind of discipline the girls where… He asks them to make piiki or grind
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sweet corn meal. And that’s what he gathers from them and then return for…
their disciplinary. It’s authentic. I really like this doll here. Thank you. Kwakwhà!
ウェフウ です。ピックソナ と呼ぶ人もいます。制作者はロクシー・ペッラさんで、私の
クランのオジです。もうこの世にはいません。故人です。この人形はホピ製といえます。
この羽根はヌンワ です。人形ではキジの羽根で代用されています。耳を貫通している羽
根もキジで代用されています。一本彫りですね。耳と杖だけが別に作ってあって後付け
しています。毛糸と羽根も後付けです。オーセンティックといえます。この毛布は羊毛
製のように思えます。時代とともに、ペンドルトン社の毛布が使われることが多くなり
ました。このカチーナ を管理する特定の結社が所有する杖ですが、私にはその意味や用
途がよく分かりません。下に行きますが、靴の部分は本来ならカチルワ という足首あて
が着いているはずです。ソヨコ のグループの一員として儀礼に登場します。子どものし
つけのために村落にやってきます。女児のしつけのためにやってきます。ピーキ を作れ、
スウィート・コーンミールを碾け、と言います。そうして作らせたものを回収するのが
役目です。オーセンティックな人形です。この人形はとても良い出来です。ありがとう
ございました。
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Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama
3. Darance Chimerica
4. Merle Namoki
Robert Breunig

Summary／資料熟覧の要約
This is a corn katsina – Qaa’ö. Its subspecies is Avatshoya and it is the name used in the Second and the Third
Mesa. Its local name in the Minpaku documentation should be corrected. Avatshoya means “corn with a
marbled pattern.” It is portrayed in various postures. The characteristic feature is to carve the doll in vigorous
motion while running. For this reason, it often wears light clothes and dances very energetically to Kooyemsi’
song. The reviewers described in detail which items of clothing and what feathers have been done incorrectly
and what has been done properly. The carver is Rudy Poleahla of Polacca in the First Mesa, an older person but
in good health. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column. The correct spelling is
“Tepopa Trading Co.”
トウモロコシのカチーナ で、カーェ （Qaa’ö）と総称される。その亜種であるアヴァツホヤ （Avatshoya）が第
2 メサと第 3 メサでの現地名となる。民博の資料台帳の現地名は、修正すべきである。アヴァツホヤ とは、ま
だら模様のトウモロコシという意味。さまざまな姿で描写される。彼らの特徴はまるで走っているかのような
きびきびした動作であり、そのために常に軽装で、コーヤムシ の歌にあわせて非常に激しく弾むように踊る。
衣装と羽根の正誤について細かく解説された。制作者は第 1 メサのポラッカ村落出身のルディー・ポリアラ氏。
2014年10月現在、高齢だが健在。
「入手状況」欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」で
ある。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

Rudy Pole
（不明瞭）

Object Name by Carver／作品名

―

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

KA-E KACHINA (Corn Kachina)

Carver／制作者名

Rudy Poleahla

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
This katsina doll… it’s Qaa’ö. Qaa’ö says, Qaa’ö katsina, that’s corn. I think it’s
just referring to that English…“corn”, but to us it’s Avatshoya and it’s diﬀerent
variations of how it’s depicted on… But the head part it’s correct, how it looks
and… But I’ll start from the top again, this represents a little macaw ﬂuﬀs, the
tied here. And it usually on this, it has a turkey wing but here, I am not too sure
what kind of bird this feathers came from… which bird. Usually it has like a hair
bangs all way around, right on top of the head before all the feathers. This part is
correct. And the face… that can diﬀer too on these Avatshoyas because there are
so many diﬀerent Avatshoyas. I’m not referring to it as a Qaa’ökatsina because
Qaa’ökatsina is diﬀerent also, or maybe it can put Avatshoya right there. These
are very lively. I’d like to perform these because it’s like running in place and…
yeah, it’s dressed light, even if you know you be dancing in the middle of the
summer. So you need to be dressed lightly. These represent the yarn… is representing the Douglas ﬁr here. And the mouth… that’s… it’s… in Songòopavi we
don’t do the blue here. It’s all red. And usually it has earring also in the ears here,
even turquoise, you can put corn husk. Also, the body there is diﬀerent way
that’s… it’s a… the body is painted. This is one way. The one I’m familiar with
is… it has like little holes, not little holes…little circles all over its body, like the
Cheerios with diﬀerent colors. That’s the one I’m familiar with. And it does arm
bands and this… cutting across. This is called tsukuvitkuna [sakwavitkuna] like
here. It’s a clown kilt. But that’s what it usually wears the…. hopikwewa on both
sides. And it has themötsafngönkwewa, the embroidered sash coming on the back
part and also tsukuvitkuna [sakwavitkuna].
カーェ です。カーェ というのはトウモロコシのカチーナ のことです。その言葉を英語に
すると「corn」となります。トウモロコシに関するカチーナ はいくつも存在します。こ
れはその一つで、アヴァツホヤ と呼ばれています。頭部は正確に描写してあると思いま
す。頭部から見ていきましょう。この部分はコンゴウインコの刷毛を表現しています。
本来ならばその上に七面鳥の羽根があるのですが、この人形では何の羽根を代用してい
るか識別できません。額の部分には切りそろった前髪があります。全周です。この部分
は正しいです。顔面ですが、アヴァツホヤ には非常にたくさんの種類があるので、偏差
があってもおかしくありません。この人形に対して「カーェ ・カチーナ 」と呼ぶのを止
めます。それとこの人形とは異なるからです。この場合はアヴァツホヤ に訂正して良い
かと思います。彼らの特徴はきびきびした動作です。軽装で、まるで走っているかのよ
うな仕草をします。炎天下の夏場の儀礼だとしても扮してみたいと思います。軽装です。
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この部分の毛糸はベイマツの代用品です。口の部分ですが、ソンゴーパヴィ村落では先
端を青く塗りません。赤です。耳にはトウモロコシの皮で作ったイヤリングがあるはず
です。身体のペインティングがやや異なります。これはそのうちの一つに過ぎません。
私がよく知っているのは、小さな穴、いえ穴ではなく、体中に描かれた小さな輪、チー
リオス社製のシリアルのような多彩な輪っかです。それなら詳しく分かります。腕章を
着けます。これはツクヴィックナ ［サクァヴィックナ ］といって、道化のキルトです。
それにホピクウェワ を両サイドに垂らします。ムツァフムンクウェワ という刺繍した飾
り帯を後ろに垂らしてツクヴィックナ ［サクァヴィックナ ］を着ます。

Merle：
Sakwavitkuna.
サクァヴィックナ だと思いますが。

Gerald：
Sakwavitkuna. Sorry, sakwavitkuna, this part here.
サクァヴィックナ です。すみません間違えました。この部分はサクァヴィックナ です。

Robert：
Oh, it’s not tsukuvitkuna.
ツクヴィックナ ではないのですね。

Gerald：
Yeah. Clown... So many times I got used to calling it tsukuvitkuna. Tsuku means
“clown”. Anyways… I’ve turned these dolls every time like this because that way
we can tell if the legs were attached but this is also one piece. The arms are
attached here. Using again probably a toothpick and a… either…wood putty,
plastic wood… to cover up where they attached the arms to the body. Most of
these dolls around this era, 1980s when they did that. The yarn also is representing the … blue spruce, but usually it would be carrying the corn here. The ear
of corn, maybe on the left side or sometimes on both sides in each hand. And the
scarf here it’s correct. And sometimes it has also evergreen also on the arm band.
And then also right here is holding the evergreens here and one in the back. It’s
dressed like it’s… not too many clothes. But that’s why it’s dancer here. It has a...
it’s pretty lively because it dances pretty… pretty hard… with the beat. And has a
yarn right here on the knees, usually with bells… Bells tied around its knee.
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Right here is kind of…Because when you wear white shoes like this, when they
wear white shoes usually there is a fur made out of skunk… are used for the
ankle guards. But here they use katsilwa it’s called… ankle guards. On your
records, I can barely see his name… Rudy Poleahla. He is from 1st Mesa. He is
still there. He is probably pretty old now. I haven’t seen him for a while. And it’s
out of cottonwood. The feet are attached to the base with glue. Pi lomahìnta.
Looks nice. Avatshoya.
ツクヴィックナ は道化のものなので違います。サクァヴィックナ のことをいつも間違え
てツクヴィックナ と言ってしまいます。ツク というのは道化のことです。人形を見る時、
この角度から見ます。足の部分を確認するためです。この人形については一本彫りされ
ています。腕は別に作って後付けしています。つまようじとか、木材用のパテとか、人
造木材とかそういったものを使って継ぎ目を目立たないようにします。1980年代に作ら
れた人形の多くが、そうやって作られていました。手の毛糸は植物の芽を表しています
が、通常はトウモロコシを手に持ちます。トウモロコシを左手に、もしくは両手に持ち
ます。襟巻きの描写は正確です。手首にも同様に常緑樹が巻かれることもあります。こ
こと後ろには常緑樹が付いています。こんな感じで重ね着するわけではありません。実
際に踊るので軽装です。旋律にあわせて非常に激しく弾むように踊ります。膝には毛糸
を結びます。鈴を付けることもあります。鈴を膝の周りに結びつけるのです。この部分
です。白い靴を履く場合、通常毛皮を巻きます。スカンクの毛皮製の足首巻きです。こ
の人形はそうではなくカチルワ と呼ばれる足首当てがついています。台帳に記載されて
いる名前ですが、よく見えませんが、Rudy Poleahlaですね。彼は第 1 メサ出身です。健
在です。高齢のことと思います。長いこと彼に会っていません。人形の材料はコットン
。
ウッドの根です。足と台座は接着剤で固定されています。ピ・ロマヒンタ（ああ美しい）
良い出来映えのアヴァツホヤ ですね。

Ramson：
This tihu is a variation of a doll, the katsina that we refer to this as Avatshoya.
And Avatshoya is as I understand it, speciﬁcally is referring to spotted corn.
That’s what’s the Cheerios shape circles, the multicolor ones is depicting. So, on
that one, the katsina’s body is usually black. But again, there is a variety of this
type of katsinas. And this is pretty much one that’s depicted…. these kind of
katsinas dance in the 3rd Mesa area. And like Gerald said, they’re lively katsina.
So, they are usually accompanied by chorus of Kooyemsi. So, it’s the group of the
Kooyemsi who will act as the chorus. They’ll sing the songs and these katsinas
will be actually dancing. There are basically two types depending on the origin of
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the Avatshoya. Then, we say, there is Hopi Avatshoya. And that type…. there are
four eagle tail feathers that come out to the four sides: front, back, left, right. That
you can tell Hopi Avatshoya. Other Avatshoyas will have turkey wing, the blackand-white turkey wing. And if you have that turkey wing type, there is usually
ribbon that is stretched across from front to back. And another strand of ribbon
from left to right. And all four have ends that dangle down. And that makes it a
little bit more… dressed up, I guess. And also, the type with the turkey feathers,
as I can recollect, the kind with the turkey feathers has, rather than feathers on the
crown, it has a crumbled up corn husks. Like a little bouquet of corn husks that
have been folded so that they kind if look like zigzag, like that and that’s what’s
up here. The forehead area all around, the head that alternating black and white. It
is like that but, like Gerald said, there is usually a bang or a layer of hair that
goes all the way around as well. And it’s kind of mow haircut, some sort like that.
The ears are there. Typically you would see the ear… the earrings made out of
corn husk, the conical shape ones or turquoise… a loop of turquoise through the
ears. And this would be evergreens… Douglas ﬁr through there. The body is
pretty accurate but what’s missing on this particular doll are… a pair of white
lines, there’re kind of jiggled like this, over the right and the left area. So they
come two white lines from this white area here, would come down like this and
like this in pairs and it would also be the same on the back. The other thing is
you would have again two parallel lines from the white area and the shoulders
going down to the forearms. So that’s what is missing here. The armbands are
typical of this and today you ﬁnd a lot of armbands that have very nice-looking
decorations or… just a kind of variety of decorated ends on this, on the ends of
the… The belt it would be a cotton Hopi belt. They chose to use a... looks like
leather, just to kind of give you the idea that it is… the ﬂat cotton belt. This they
call sakwavitkuna. Sakwa refers to the term blue, pitkuna is a kilt. Long time ago
they had indigo type color that they would use for the weaving and that’s what’s
referring to sakwavitkuna. And pitkuna, when you use the word pitkuna by itself
you’re referring to a “kilt” and that the word starts with the letter “p”. But when
you conjoin it with another word that describes that, then at 3rd Mesa we change
that “p” to a “v”, so it becomes sakwavitkuna. That’s how the language works.
The embroidered sash is going down. The back side is typical. Although the
greenery that are in the arms would be ears of corn, ears of dried corn rather
than the green. And you would have the yarn and the bracelet on the right wrist
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and the bow guard on the left wrist. And that is pretty standard for all katsina
dolls if it’s a male. The other thing that’s missing here are the marks on the
forearm right here, generally are also on the lower leg, on the outside part. So
that’s one thing that’s missing. This is really... also this is common right here,
these two parallel lines coming down the upper legs. And you would usually have
them in a... like three or four diﬀerent places, like the front, the sides, the back.
That’s typically how they are. They just chose to show it on the outside. And if it
has brown shoes it would have this type of... anklets. Usually it’s like designed
like it’s made out of yarn. But if it has white shoes it would have anklets that are
made out of skunk pelt. So that’s what would have been here instead of this style
here. And over all, the other thing that I noticed is that this is a typical color for
most katsinas on the back side of the head but you should ﬁnd some cloud designs
on the back as well. One about this position and the other one in this position.
That’s something we look at as well. Other than that, it’s a pretty good carving in
my opinion. It’s pretty accurate to pretty good degree so that’s what I’ll say about
this one.
このティフ はアヴァツホヤ と呼ばれるカチーナ の一つの姿を象ったものです。私が理解
する限り、アヴァツホヤ とは、まだら模様のトウモロコシのことです。チーリオス社製
のシリアルのような多彩な輪っかが胴体に描かれています。胴体のベースの色は通常黒
色です。ただし、このカチーナ は様々な姿で表現されます。この人形は第 3 メサの儀礼
に登場して踊るカチーナ をよく表しています。ジェロさんが言ったように、俊敏な動き
をするカチーナ です。コーヤムシ （泥頭）の歌に合わせて踊ります。歌を詠唱するコー

ヤムシ のグループのメンバーと見なされます。コーヤムシ が歌い、アヴァツホヤ が踊り
ます。アヴァツホヤ には基本的に 2 つの種類がいます。一つはホピのアヴァツホヤ です。
これは、頭頂部に 4 枚のワシの尾羽根を付けています。正面、背部、左、右といったよ
うに四方向に向く羽根です。それがホピのアヴァツホヤ です。その他のアヴァツホヤ は、
頭部に七面鳥の白色と黒色の風切り羽が付いています。七面鳥の風切り羽が付いている
種類のものは、正面から背面にかけてリボンを付けています。左から右にかけてもリボ
ンが通っています。 4 本のリボンはそれぞれ端が垂れ下がっています。それが盛装なの
でしょう。それから七面鳥の羽根が付いているタイプの方については思い出せる範囲で
の話になりますが、頭部には羽根だけではなく、トウモロコシの皮が載っているはずで
す。トウモロコシの皮を折りたたんでできた小さなブーケのようなものが、ジグザグ状
になっていてここの上に付いています。額から頭頂部にかけては白と黒が交互に描かれ
ている湾曲型です。ただしジェロさんが言っていたように、切りそろえられた髪の毛も
全周に付いています。ぴしっと切りそろえた髪型です。これは耳です。両耳には円錐形
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のトウモロコシの皮か、輪っか状に連ねたトルコ石の耳飾りが付いています。これは常
緑樹かベイマツです。胴体部分は正しく描写されていますが、この人形にはジグザグ状
の二本の白い線が描かれていません。この白い部分から二本の白い線がこのように下方
向に伸びます。こんな感じです。背中にも同様に描かれるはずです。それから同じくこ
の白い部分からは、両肩から肘までにかけて二本の白い線が描かれるはずです。描写漏
れです。腕章はこのようなものが使われます。今日では綺麗に装飾された腕章をカチー

ナ が身につけているのを目にすることができます。木綿でできた帯を締めます。制作者
はベルト部分に皮を使っていますね。それを平たい木綿の帯として代用しています。こ
、ピックナ は「スカート
れはサクァヴィックナ です。サクァ というのはホピ語で「青」
（腰布）
」のことです。大昔には藍のような色があって、それを帯の染めに使っていまし
「スカート（キルト）
」を表す「ピッ
た。そのためサクァヴィックナ と呼ばれています。

クナ 」という言葉ですが、そのスペルは「p」から始まっています。ただしそれが他の言
葉とつながって用いられる場合には、第 3 メサでは「p」音が「v」音に変化します。そ
のためサクァヴィックナ となるのです。言葉の説明でした。刺繍された飾り帯はこのよ
うに垂れ下がります。背面はだいたいこんな感じです。手に持っている緑色のものは、
トウモロコシのはずです。新鮮な緑色のものではなく乾燥させたトウモロコシのはずで
す。右手首には毛糸とブレスレット、左手には手首当てを着けます。ほとんど全てのカ

チーナ は男性です。肘から手首までの部分、それから膝下の外側にはこの印が描かれる
はずですが、この人形には描かれていません。描写漏れです。通常ここに平行する二本
の線が下方向に描かれます。同じものが 3 〜 4 カ所に描かれているはずです。前面、両
サイド、背部といったように。本来はそのような姿をしています。この人形では外側し
か描かれていません。赤い靴を履くなら、この種の足首巻きを付けるはずです。毛糸製
の足首巻きです。しかし白い靴を履く場合は、スカンクの毛皮でできた足首巻きを着け
るはずです。この人形と実際のカチーナ とではいくつかの点が異なります。それからも
う一つ。後頭部ですが、ほとんど全てのカチーナ の後頭部はこの色をしています。その
場合、そこには雲の印が描かれるはずです。ここに一つ、ここにもう一つ。私たちはこ
れらの箇所について意見を交わしました。それら以外の点については、個人的にはよく
できた人形だと思います。だいたい正しく描写されていて良い感じです。私が申し上げ
るのは以上になります。

Darance：
I agree with Gerald and Ramson who just said that this is called Avatshoya.
Everything seems pretty well done here. The attachments, the pieces, the leather
and how they wanted to describe this katsina adding on the leather, it’s pretty well
done. What I’m thinking is maybe usually when the forearm is white, the leg, the
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calf area part is white. I’m thinking, the reason why it’s black is maybe it’s
wearing socks, Hopi socks. So that’s what I’m thinking why it’s black. But
usually when a forearm is white or yellow or blue, the calf area’s that color so…
Just like Gerald and Ramson said that usually there is a skunk pelt fur around the
ankle… But there is the leg band here and that’s not really standard for this type
of katsina to wear. Everything seems well done. The only thing is that the arms
are attached and the mouth, the ears. But I’ll say that, we all agreed that’s
authentic, well done carved katsina.
ジェロさんとラムソンさんに同意します。この人形はアヴァツホヤ です。とてもよくで
きた人形だと思います。手にしているものや、取り付けられたもの、この皮の部分など、
このカチーナ を描写するために制作者はいろいろと努力しています。良い出来です。た
だし私が思うには、肘下とふくらはぎは白色だったと思います。ふくらはぎが黒く描か
れている理由を考えていたのですが、おそらくホピの黒い靴下をはいているためだと思
います。黒に描かれている理由をそのように考えました。通常肘下とふくらはぎは白、
もしくは黄色か青です。ジェロさんとラムソンさんが言ったように、通常、足首にはス
カンクの毛皮でできた足首巻きを着けるはずです。しかしこの人形は脚帯を巻いていま
す。この種類のカチーナ にとっては異常なことです。人形の彫りは上手です。腕、口、
耳は後付けです。この人形がオーセンティックで、良い仕上がりのカチーナ 人形だと言
って良いと思います。

Merle：
This doll here, we call this Avatshoya. But there are other features that it has as
they were saying, well, they explained it all so… For me, Rudy is a carver from
Polacca Arizona. I believe, he is pretty well known for his carving and it’s pretty
sure, it’s throughout the world. I agree it’s authentic and well carved. Like Gerald,
Ramson, and Darance already explained pretty much well so that’s all I have to
say. Thank you. Kwakwhà!
この人形の名前は、アヴァツホヤ です。アヴァツホヤ には別の姿をしたものもいますが、
それはすでに別の方が説明しています。制作者についてですが、Rudy さんはアリゾナ州
のポラッカ村落出身です。彼は熟練の技で人形を制作します。オーセンティックで良い
出来の人形と言って良いと思います。ジェロさん、ラムソンさん、ダランスさんが説明
したように、良い出来の人形です。ありがとうございました。
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General Statement by Darance：
This doll here is Avatshoya. In the documentation… says “KA-E”’, but this is
Avatshoya. The regalia seems pretty appropriate. But usually on the top of the
head is supposed to have bangs hair, and in the back is supposed to have two
cloud designs. On the ears there is corn husk earrings, kind of like cone. This
particular katsina usually has a corn that it carries. And there is some that don’t
have nothing… it motions what the song is about with its hands. And this… on
the body it’s usually two lines, white lines coming down on each side, front and
back and that’s not on here. The sakwavitkuna, the little… the breechcloth is
leather. The Hopi belt here, the kweewa is leather. The sash, mötsapngönkwewa is
leather also. It’s pretty well painted and how it should be painted, I mean how it
usually is on Hopi, the sash. And usually around the ankle here it’s usually a
skunk pelt fur. But they put ankle leggings, a honhokyasmi. It’s usually supposed
to be a skunk, skunk fur. The arms seem to be attached. But the legs are not
seemed to be one piece. The mouth and the ears are also attached. The armbands
are attached. The doll looks to be glued onto the base, pegged on and glued to
give it more stability. We all agreed upon that this is an authentic Hopi katsina
doll.
アヴァツホヤ です。資料台帳では「KA-E」となっていますが、アヴァツホヤ です。身に
つけているレガリアは正しいです。しかし通常、頭部には切りそろえた髪があるはずで
す。後頭部には二つの雲の印があるはずです。両耳にはトウモロコシの皮でできた、円
錐形の耳飾りが付いているはずです。このカチーナ は手にトウモロコシを持っているは
ずです。手に何も持たないカチーナ もいるのですが、歌の内容にあわせたものを手にし
て踊ります。胴体には通常二本の白い線が描かれます。両脇、正面、背面です。ここで
はありません。この人形のサクァヴィックナ という下帯は皮製です。このホピ帯のこと
はクウェワ と言います。この人形では皮製です。飾り帯のムツァプンクウェワ も同様に
皮で代用されています。模様は上手に正確に描かれています。飾り帯はまるで本物のよ
うです。足首にはスカンクの毛皮でできた足首巻きをしますが、この人形にはありませ
ん。その代わりにホンホキャスミ という脚絆を着けます。本来ならスカンクの毛皮でで
きた足首巻きを着けます。腕は別に作って後付けしています。足と胴体は一本彫りのよ
うです。口と耳も接合されています。腕章も後付けです。人形は台座に固定してありま
す。安定感を増すために釘か接着剤を使ったのでしょう。この人形はオーセンティック
なホピのカチーナ 人形です。

94

12．H115062

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Darance Chimerica
2. Merle Namoki
3. Ramson Lomatewama
4. Gerald Lomaventema
―

Summary／資料熟覧の要約
This katsina has diﬀerent name in all three mesas. It is Wupamo in the First Mesa, Wupamu’katsina in the
Second Mesa, and Wuyaqqötö in the Third Mesa. All three names should be registered in the Minpaku documentation. The English name is written in parentheses as “Long-Billed Kachina” but the exact meaning is “long
mouth.” It is believed that the doll represents a katsina from the First Mesa. Many elements are missing on it
like feathers, a turtle shell, and a bell. This katsina acts as a guardian. It keeps a right distance between
katsinam and people while the katsinam move from one kiva to another. It hits people with a whip when it is
necessary but this hitting has the meaning of puriﬁcation and prayer. The carver is Coolidge Roy. The doll is
carved in contemporary style with details made very precisely. It was indicated that the doll might have been
carved by another person but was signed with Coolidge Roy’s name and surname. The name of the gallery is
incorrect in the “Collection History” column. The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
同じカチーナ に対して、 3 つのメサでそれぞれ異なる 3 つの呼称が存在する。現地名は、第 1 メサではウパモ
（Wupamo）
、第 2 メサではウパムカチーナ （Wupamu’katsina）
、第 3 メサではウィアックテ （Wuyaqqötö）とな
る。民博の資料台帳には 3 地域での呼称を記載するべきである。また、台帳の英語名には「Long-Billed Kachina」
と括弧書きされているが、実際には「長い嘴」ではなく、
「長い口」を意味する。この人形は第 1 メサ版を描
写したものだと思われる。ただし、羽根や亀の甲羅や鈴の欠如など、たくさんの描写漏れが指摘された。カチ
ーナ の役割は護衛で、カチーナ がキヴァ からキヴァ へと移動する際に、人間がカチーナ に近づきすぎないよう
に両者の間に距離を保つ役目を担う。必要な場合は鞭で人びとを叩くのだが、その鞭打ち行為はお祓いや祈り
の意味として解釈されている。制作者のクーリッジ・ロイ氏の作風は、細部まで非常に精緻なコンテンポラリ
ースタイルである。別の人物制作し、彼の名前を制作者としてサインした可能性が指摘された。
「入手状況」欄
のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

―

Object Name by Carver／作品名

Wupamo

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

WUPAMO KACHINA ( Long-Billed Kachina)

Carver／制作者名

Coolidge Roy

Year of Manufacturing ／制作年

unknown

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Darance：
This particular katsina, I’ve never seen this. What Ramson has observed, this type
of katsina. The only time I’ve seen this katsina it was in 2nd Mesa. It was long
time ago. But I’ve never seen it in other mesas so not really have to say much
about this. But other than that I can tell you that this particular doll is carved very
well. And the designs on the regalia, the sash... the mötsapngönkwewa and the
kweewa, the Hopi belt, the pitkuna, the skirt is all very accurate. That is how it
should be painted. The tail here seems to be attached, the arms and the yucca is
all attached. The eyes, the feathers are all attached along with this fur here. What
we are talking also is that in the back is usually a bunch of feathers. He chose not
to put them on there. And the sticks, there supposed to be two sticks on each side
in between the two feathers here on each side with eagle ﬂuﬀs. But other than that
I would say that this is a very good carving. And there are diﬀerent variations of
the doll, the face may be changed. And also varies from villages, mesa to mesa
they appear on that village. But other than that I would say that this is authentic.
第 3 メサでこのカチーナ を見たことがありません。ラムソンさんは見たことがあるそう
です。私は第 2 メサで一度だけ見たことがあります。ずいぶん昔のことです。それ以外
のメサでは見たことがありません。そのため多くは語れません。カチーナ の役割以外の
ことなら解説できます。たとえば人形としてはとても良いものです。ムツァプンクウェ

ワ 、クウェワ 、ピックナ はどれも正確に描かれています。しかるべきに描かれています。
尻尾、両腕、手に持つヤッカは別に作って後付けしています。目、羽根、毛皮も後付け
です。後頭部には羽根の束があるはずです。描写漏れです。この両側、二枚の羽根の間
には二本の棒と毛羽だったワシの羽根が付いているはずです。この描写漏れ以外はよく
できた人形だと思います。顔の描写が異なることもあります。村落毎、メサ毎に姿が異
なります。オーセンティックといっていいと思います。

Merle：
This doll here we call Wupamu’katsina. And it’s due to the long beak it has. I
believe this doll is portrayed from 1st Mesa area. Being grown or raised in the
Polacca area with my grandfather. I usually see this as a guard. Guarding the
katsinas as they move to other places, other kivas. As they were saying, it’s
missing several items. The head part is missing the eagle bunches, that are
possibly be back here. Other items that I would not rather get into, it’s kind of
like a secretive, as Ramson was saying earlier. Everything pretty much here is
correct. The way it’s dressed. Where as in 1st Mesa he has a turtle shell and also
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a cow bell that hangs here. And in our area, in 2nd Mesa area it’s similar, too but
the face is painted diﬀerent. But it’s also… it’s a guard, it guards them as they
move forward to other kivas or plazas. I think, this is pretty much authentic doll,
nice. One thing here too is Coolidge Roy. His carvings are a lot more intricate,
more contemporary and I’m not too sure if it would be him, himself, or Coolidge
Roy senior or junior. Or maybe another person who just signed this doll name as
Coolidge Roy, just to get more… value for the doll. But I think, it’s authentic.
That’s it. Kwakwhà!
第 2 メサではウパムカチーナ と呼んでいます。長いくちばしを持っているので、そう名
付けられました。第 1 メサのものを描写したのだと思われます。私はポラッカ村落の祖
父の家で育ちました。そこでよくこれを見かけました。このカチーナ の役目は、他のカ

チーナ がキヴァ などに移動する際の警護です。他の方々が述べたように、いくつか描写
漏れがあります。頭部にはワシの羽根の束があるはずです。後頭部のこの場所です。ラ
ムソンさんが述べたように、部分的に秘匿性が高いものがあるため、詳しくはお話しで
きません。この人形の衣装の描写はとても正確です。第 1 メサではカメの甲羅と牛用の
鈴を足に付けるはずです。第 2 メサの私たちの村落では、この人形と似たようなものが
登場します。ただし顔の塗り方がやや異なります。地域こそ違えど役割はキヴァ と広場
を行き来するカチーナ の護衛です。オーセンティックな人形といっていいと思います。
いい作品ですね。制作者のクーリッジ・ロイさんについて一言。彼の人形の描写は細部
まで非常に細かく、もっとコンテンポラリーなスタイルです。これが本当に彼の作品な
のか、シニアなのかジュニアなのか確証がありません。商品的価値を高めるために、別
の人物が作った人形にクーリッジ・ロイの名前をサインしたのかもしれません。いずれ
にせよホピ製のオーセンティックな人形といえます。ありがとうございました。

Darance：
Other thing is that in 2nd Mesa they call it a Wupamu, and in 3rd Mesa is
Wuyaqqötö. So there are two diﬀerent names for that katsina.
第 2 メサではウパム 、第 3 メサではウィアックテ といいます。呼び名が二つあります。

Gerlad：
Actually there are three. In 1st Mesa they just say Wupamo and in Songòopavi and
in 2nd Mesa they…Wupamu’katsina. So there are three names for one katsina
from three mesas.
呼称は 3 つです。第 1 メサではウパモ 、第 2 メサとソンゴーパヴィ村落がウパムカチー

ナ です。同じカチーナ に対して 3 つのメサでそれぞれ異なる 3 つの呼称があります。
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Ramson：
Another thing that I’m just looking at documentation here, it says “WUPAMO
KACHINA (Long-Billed Kachina)”. It’s not a bill. A duck has a bill. It’s a mouth,
it’s not a bill. Long mouth katsina. Not “loudmouth”.
もう一つ指摘しておきたい点があります。今ちょうど資料台帳を確認したのですが、
「WUPAMO KACHINA（Long-Billed Kachina）
」と記されています。これは嘴ではあり
ません。アヒルのような嘴ではありません。嘴ではなく、口です。長い口のカチーナ で
す。
「ほら吹き」でもありません。

Gerald：
This doll it’s… a rest… most… in the collection as a 80s, just by looking at that.
And I know the carver. He probably with a various tools coming out to the
market, better carving tools. And now these dolls are very intricate, very detailed.
But this is as detailed as you can get in those days, this is nice. Like in the
classic 80s, the eyes… it’s not one piece. The eyes, mouth, feathers and this part
here on the exactly what they call this here but it’s on the… when you see the
katsina, that part is also added. And the mouth is probably with the toothpick or
some sort of thing to stabilize with… along with glue. And fur… it’s good representation of what it has around its neck. The only thing it missing on the top part
is like a … the eagle bunches and the two things standing up right here. But this
is a nice. I think with a Coolidge Roy… nowadays his carvings… you can’t… I
wouldn’t notice if I didn’t know the name… If I saw there but I won’t know he
was Coolidge Roy but I’ve just known him as a contemporary carver now. It’s a
good portrayal of what he is trying portray out of cottonwood root.
この人形は1980年代の作風です。一目見て分かりました。制作者を知っています。おそ
らく彼は市販されていた上等の道具類を用いて制作したと思われます。現在ではもっと
繊細に作ります。この人形が作られた80年代にしては大変繊細に作られています。素晴
らしい作品です。80年代の作風ですが、一本彫りではありません。目、口、羽根、そし
てこの部分は本体とは別に作って後付けしています。口の部分はおそらくつま楊枝か何
かを用いています。それを接着剤で固定しています。毛皮です。首回りをよく表現して
います。描写漏れがあります。頭部なのですが、ワシの羽根の束と「V」字の羽根があ
るはずです。素晴らしい作品です。クーリッジ・ロイさんの現在の作風は……。これは
彼の作品ではないと思います。彼は現在ではコンテンポラリーのスタイルで有名です。
制作者名を知らされず人形だけを見たなら、彼の作品とは思わなかったです。コットン
ウッドの根を用いた人形で、対象をよく描写して彫ってあります。
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General Statement by Merle：
As we talked earlier about this katsina here is Wupamu’katsina. And the
Wupamu’katsina means “long mouth”, as I would say. It is a guard katsina. It
guards katsinas as they move on to another kiva… to another kiva. Just guards
them there from other people getting closer. I believe, this is a 1st Mesa version.
Some parts are missing here like on the back part of the head is supposed to be
eagle bunches. There… and some other sort of sticks or… how would I say…
branches from the head part between the feathers is missing. This seems to be
exact and authentic. In 1st Mesa it would have a turtle shell and then a cow bell.
And usually sometimes the Mudhead, the Kooyemsi, would be, I guess, holding
pretty much almost similar to a leash or a rope. And it would be running around,
purifying people when they need it as to where they pray to it and it will whip
them. And I said earlier about Coolidge Roy’s dolls… I guess, he would probably
carved back then in the 80s as to his dolls are now more contemporary and
expensive. I think, this doll is pretty much authentic. As to the clothing here... the
pitkuna, the mötsafngönkwewa, and kweewa is all made out of wood. As to a real
katsina it would be material, cotton or wool. And on the back here, the foxtail
would be fur. But it’s carved so it’s all fur and the red felt here is actually felt and
the fur up here is fur. Some synthetic fur or maybe real fur. I really don’t have
knowledge of what kind of fur this is. But I believe this is authentic.
先ほどお話ししたように、これはウパムカチーナ といいます。ウパムカチーナ とは「長
い口」を意味します。護衛の役割を担います。カチーナ がキヴァ からキヴァ へと移動す
る際に護衛します。人びとがカチーナ に近づきすぎないように両者に距離を保つ役目で
す。これは第 1 メサのものだと思います。いくつか描写漏れがあります。例えば後頭部
にワシの羽根の束があるはずです。頭に付いている棒というか枝というか、何と言った
らよいのでしょうか。羽根と羽根の間にあるはずの棒状のものが見当たりません。この
人形の描写は正しく、オーセンティックなものと言っていいと思います。第 1 メサでは
足にカメの甲羅を付け、カウベル（牛用の鈴）をぶら下げます。マッドヘッドのことを
ホピ語でコーヤムシ といいます。それがこれに似た綱かロープを持っていると思います。
それは儀礼の最中にそのあたりを走り回り、必要な場合は鞭で人びとを叩きます。その
行為は浄化や祈りの意味が込められています。クーリッジ・ロイさんについて先ほど述
べましたが、彼は1980年代にも活動していたと思います。しかし現在の作風はもっとコ
ンテンポラリー寄りで、作品価格も高額です。この人形はオーセンティックだと思いま
す。衣装のピックナ 、ムツァフムンクウェワ 、クウェワ は全て木製です。カチーナ それ
自体の素材はコットンウッドの根と毛糸です。腰に付いているキツネの尻尾は毛皮で代
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用されています。彫刻の部分、毛皮が使われている部分、赤いフェルトが使われている
部分があります。人工毛皮か本物の毛皮です。これが何の動物の毛皮なのか分かりませ
ん。オーセンティックなものだと言っていいでしょう。
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Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama
3. Darance Chimerica
4. Merle Namoki
Chip Colwell

Summary／資料熟覧の要約
The local name in the Second and the Third Mesa is the same – Tohòokatsina. It is a mountain lion katsina,
which participates in the night dance. It jumps from a ladder to the ground of the kiva. The doll has been made
very precisely. The reviewers have described in detail the color of the face and body and explained the process
of attaching all elements. Many of the Poola family members live in the First Mesa. The name of the gallery is
incorrect in the “Collection History” column. The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
。ナイトダンスに登場するマウンテンライオ
現地名は第 2 メサと第 3 メサ共にトホーカチーナ（Tohòokatsina）
ンのカチーナ である。キヴァ のハシゴの中段から地面をめがけて飛び降りる。人形作品として完成度が高い。
顔面や身体のペイントの描写について細かい指摘がある。後付けに関する作業工程の説明がなされる。プーラ
家は第 1 メサに多い。
「入手状況」欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

M. Poola

Object Name by Carver／作品名

Toho

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

TOHO ( Mountain Lion Kachina)

Carver／制作者名

M. Poola

Year of Manufacturing ／制作年

ca. 1970

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
This one is a tohòo. I wanted to point out that this is classic, again. That era that
attaching the arms, the mouth, rattle. Everything that’s… the feathers… the
regalia is… this is all attached and it’s carved form the era because I can see
where he attached the arms and use probably again wood putty or something to
match to… without no craters or cracks on there. But all I can say is the last time
I saw this at 2nd Mesa was over 20 years ago. I can’t remember exactly how it’s
the regalia… I can’t say that all this is wrong here. I can’t say that because it’s
been a while since I’ve seen this. But everything is on the right, the bow guard is
on the left it’s here, yarn. And I’m not too sure about that bells and anything but
it had yarn so… all I can say is that it’s a classic 80s style carving and the…
arms attached and all the regalia are attached later, after the carving. And it’s
paako. Poola, it’s last name from 1st Mesa. And M. Poola, I have no idea who...
All I know is, Jasper, that’s all I know Poola. So, it’s probably related to him.
トーホ です。クラシック・スタイルの人形です。この時代は、腕、口、ガラガラは別に
作って後付けします。羽根とか盛装などは一本彫りではなく後付けです。腕はおそらく
木工用のパテかなにかで固定しています。穴やひびなどはありません。私がこのカチー

ナ を目にしたのは、第 2 メサで、今から20年以上前のことです。昔のことなので、衣装
は正確には覚えていません。ここの部分全てが間違っている可能性があります。ずいぶ
ん昔のことなので断定はできません。右腕の毛糸、それから左手の手首当ては正しく描
写されています。鈴が付いていたかどうか思い出せません。私が言える確実なことは、
これが1980年代の作風で、腕と衣装が別に作られて後付けされていることです。素材は

パーコ です。ポーラという名字は、第 1 メサ出身者だと思います。M. Poola という個人
名については分かりません。ポーラ家で知っているのはジャスパーさんだけです。おそ
らくそのジャスパー・ポーラ氏の親戚だと思います。

Ramson：
This a… this Tohòokatsina appears occasionally at the kiva ceremony in the night
time, during winter and late winter time. The details, as far as the head is
concerned, are pretty accurate. It’s got these feathers that are tied to… usually the
stick, there are usually two feathers that are paired up right here. And that’s kind
of a typical way of putting feathers on the katsina. This also is on there and it’s
a… it would be a fan of a feathers, tail feathers, usually eagle feathers that would
come down here right below this. This might have been like right here. That’s
what I used to see it, a little higher. And the blue around here would have had a
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red border. That’s how… they usually have a red outline around this round area.
Over all, the face is accurate. But as I recall this has a… marks on the cheeks.
There should be two marking on the cheeks, or pairs of marking on the cheeks.
And then, where the brownish color is separated from the chin area, that’s usually
black. That separates those two colors and there is no color separation… or
separator. There are as well... And it’s... It does have the black dots on the white
background and that’s pretty accurate. In terms of the body, one thing that is
missing here are leather bandoliers. That would one would be draped over the
right shoulder under the left arm, and the other one would be over the left
shoulder under the right arm. That’s how this katsina is usually portrayed. I’m
trying to recall how this area is… It’s been a number of years since I’ve seen this
katsina so I don’t quite remember. It might be just all brown. It usually has a
neckless, choker, and there is a… it would be a white dot or white oval right here
that’s bordered by black outline…Oh, yeah! Black circle! (…see I am getting
Alzheimer disease). Black circle bordered by white with white dots on the inside.
And it also… it wouldn’t be white like this either. It would be that same pattern.
And same thing down here for the lower legs. And then it wouldn’t have this
sakwavitkuna. It does have the blue belt with the red hair coming down like this.
But his would be a regular Hopi men’s kilt that’s folded in such a way, so that the
embroidery ends up being down at the bottom. So, it doesn’t wear this part here,
it wears a diﬀerent…. Yeah, and the kilt would have been down here, folded like a
breechclout. And it would have a turtle shell and bells on the left side.
トホーカチーナ は、キヴァ でナイトダンスが行われる冬季に現れることがあります。作
品の描写ですが、頭部はとても正確です。棒の先端には通常 2 枚の羽根が結びつけられ
ます。カチーナ の頭部にはこのようにして羽根が付けられます。後頭部には扇状に広げ
たワシの尾羽根がこのようにぶら下がっているはずです。この位置にあるはずです。も
うちょっと高い位置にあるはずです。ここにある青色のものには赤い縁取りがあるはず
です。この円形のものの周りには赤い縁取りがあるはずです。顔面は正しく描写されて
います。ただし、頬には印があったかもしれません。はい、頬には二本の線が描かれま
す。あごの辺りで茶色と白に色が別れますが、縁の色は通常は黒です。色の境は黒色で
す。色分解や色分離はありません。白地に黒の点々が正確に描かれています。胴体部分
に描写漏れがあります。皮製のたすきがあるはずです。右肩から左腕の下にかけて、た
すきがあるはずです。もう一つは左肩から右腕の下にかけてです。本当のカチーナ を描
写するとそうなります。この部分がどうだったか思い出そうとしています。最後にこの

カチーナ を目にしたのはもう何年も前のことです。思い出せません。茶色一色だったで
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しょうか。ネックレスかチョーカーを首にかけているはずです。それからここには白い
点というか楕円形があって、黒で縁取りされていたと思います。そうです、黒い円です。
私はアルツハイマー病になりかけていますね。白く縁取りされた黒い円があって、内側
には白い点々があるはずです。ここはそこと同様に白くはありません。そこと同じ模様
のはずです。すねの部分も同じような模様です。腰にはサクァヴィックナ は巻きません。
この人形は青い帯から赤い髪が垂れ下がっています。しかし実際はそうではなく、ホピ
の男性用の腰布をこのように折って履くので、刺繍した部分が垂れ下がります。この人
形のような格好ではなく、違うものを身にまといます。腰布はこのように垂れ下がり、
フンドシのように折って履きます。右足にカメの甲羅、左足に複数の鈴を付けます。

Darance：
Other thing about this is also is that on the legs, the upper leg is just supposed to
be all white with two scratches or markings. And also on the calf it supposed to
be like the forearm like I was mentioning earlier it supposed to be black with
white dots. It usually wears a turtle shell. But other that then, this is a good
carving. It’s like Gerald said, the arms are attached. The doll is attached to this
base. It’s cottonwood base. The rattle and the stick that it is carrying are also
attached. Other than that it’s a good carving, authentic Hopi made.
補足して説明することといえば、膝から上の部分は本来なら全て白くてそこに二本のひ
っかき傷というか線が描かれているはずです。ふくらはぎの部分は肘から手首にかけて
と同じように、本来ならば黒くてそこに白い点々が描かれているはずです。カメの甲羅
を足に付けます。良くできていると思います。ジェロさんが言ったように、両腕は後付
けです。人形本体は台座に固定されています。コットンウッドの根が材料です。手に持
っているガラガラと棒も後付けです。良くできた人形です。正真正銘のホピ製の人形で
す。

Merle：
I think this doll had been made by a person from 1st Mesa. I believe, there is
only people from there that use Poola. It’s authentic. The only pieces that are
added on are arms, carved and then added on, maybe with a dowel, glued. And
maybe some sort of wood ﬁlling or something to ﬁll in the openings. And also
leather, feathers. I can’t recall what bird it’s from. The portrayal of this is pretty
accurate. And as Ramson said what parts are missing. The painting here, the legs
and the front chest area and the back is also wrong there. And as Gerald said, we
haven’t really seen this katsina a long while so I won’t really recognize how it
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would it look as of today. But rather than that, this is authentic and a very large
doll.
この人形の制作者は第 1 メサ出身者だと思います。おそらくポーラ姓の人形作家は一人
しかいません。この人形は本物です。腕は後付けです。彫刻した後に接ぎ木か接着剤で
固定してあります。接合部分には木か何かが塗り込まれています。皮と羽根も後付けで
す。何の鳥の羽根か思い出せません。カチーナ の描写はとても正確です。ラムソンさん
が述べたように、描写漏れがあります。身体のペイント、足や胸や背中ですが、これら
は間違いです。ジェロさんが申しましたが、このカチーナ を長い間見たことがありませ
ん。どういう姿をしているかよく分かりません。オーセンティックでとてもサイズの大
きい人形です。

Ramson：
I might add one thing is that usually the rattle is just unpainted but they chose to
paint that rattle in turquoise. That’s just one thing that I noticed. And one characteristic of this particular katsina is that at the ceremonies, at the night dances, this
particular katsina will descend just part way down the ladder and jump oﬀ into
the kiva. And that’s kind of the idea that mountain lion being able to jump from
high place down to the lower one.
一つ追加しておきます。通常このガラガラには彩色されませんが、制作者はトルコ石色
に塗っています。その点が気になりました。これはナイトダンスに登場しますが、ハシ
ゴからキヴァ の中に飛び降ります。マウンテンライオンが高いところから飛び降りるの
を真似ているのです。

Chip：
When you look at each doll and then you describe that a katsina comes to the
Mesas, you describe how they look so are you… is it a kind of critical look at the
doll? Is it okay the dolls have those kinds of variations compered to when the
katsina really comes to the Mesas.
ここの人形をご覧になった後で、熟覧者の皆さんはカチーナ がメサにやってくると述べ
ていました。そしてカチーナ の外見的な特徴を解説してくれました。その解説には批判
的な見解も含まれているのでしょうか。といいますのも、実際にメサ（村落）にやって
くるカチーナ と人形との間に描写に関する齟齬があると思うのですが、それは問題ない
のでしょうか。
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Ramson：
What I was taught is that you shouldn’t change anything. And so... Well, I would
carve dolls as truly to their actual appearance as I possibly could. But that, I
think, that’s up to the carver how they feel about that, what they were taught.
私は（先輩から）何も変えずに見たままを彫りなさい、と教えられました。私はそのよ
うに、見たままを忠実に再現するように人形を制作します。ただそれは個々の制作者で
考えが異なると思います。どのように先達から教えられたのか、その教えを守るかそれ
とも聞き流すか、といったように。

Gerald：
The way... just how Jim Enote instructed us, I’m trying to stick to that, without
going really into the deep, what’s the meaning behind this and this, but how it’s
made, what era, and maybe the artist, if I know the artist or how… how… just
like the that one there with the Old Orayvi.. Coolidge Roy… how his carving is
evolved. To me is just like we are trying to explain how these things were made
or how wood, materials… I don’t know that’s what you would like to hear from
us, what you want us to explain, what our duties are or it’s… and I think, all it is
important, the museum… all that. That’s like this one here. I wouldn’t consider
katsina doll.
ジム・イノーテさんが熟覧の方法を教えてくれました。私はその方法に従おうと思いま
す。人形には非常にたくさんの深い意味が込められています。それらに言及するのでは
なく、どのように作られているのかとか、いつの時代に作られたのかとか、制作者を知
っていればその人物についてとか、その人物の居住地や名前や作風がどう変化したとか、
そういったことを解説として述べたいと思います。私にとって、私たちが解説している
内容は、材質とかそういった内容なのです。あなたたちが何を聞き出したいのか分かり
ません。何について説明を求めているのですか。私たちの義務とは何ですか。博物館と
か熟覧の意義などの重要性については理解していますが。ここに存在するカチーナ 人形
のように、なぜ私たちがここにいるのかよく分かりません。カチーナ 人形（の文化的な
意味）についてはほとんど口にしていません。

General Statement by Ramson：
This tihu is portraying a tohòo, mountain lion. More often we refer to this as a
Tohòokatsina. The quality of the carving is pretty good. It’s larger than most
carvers would probably do in its size but it doesn’t detract from the value, the
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intrinsic value of this doll. This one was carved by…. M. Poola… I’m not really
familiar with that carver so I’m just going to look at that doll itself and just can
give my impressions of it. First of all, start from the top, the pair feathers that are
tied together like this are pretty common characteristic of some katsina dolls so
that’s and accurate rendition of that. You can see that this particular katsina has
the traditional men’s Hopi hairstyle. I’m wearing the same type of hairstyle. And
this is just my personal… when... looking at this… If I had carved this doll I
would have probably had brought this just a little bit higher. And this blue
circular design generally should be enclosed by red. The feathers coming down
are usually eagle fan feathers or red tailed hawk or it can be a variety…. I’ve seen
a variety of fans from diﬀerent birds, usually raptors. The face is okay although
it’s missing some detail. There are two standing lines side by side that should be
here on each cheek. And then the part that separates, the color that separates the
brown face from the white chin should also be divided by a black line. But the
chin itself is… it’s pretty correct. It’s white background with black dots on it. I’ve
seen this katsina in my lifetime several times. Usually when they do appear in the
ceremonies they’ll have leather… strips of leather that have been tied together so
that makes a bandolier and they usually wear crossing over each other like this, in
this type of a pattern like that. And it does have leather arm bands. The body is
diﬀerent, it should be… White....? Black...?
この人形はトーホ 、マウンテンライオンを象ったものです。トホーカチーナ として知ら
れています。作品の質はとても高いです。非常に大きい人形ですが、大きいからといっ
て品質が損なわれているわけではありません。制作者は、M・ポーラです。私はその人
物についてよく知りません。そのため制作者ではなく人形についての印象について述べ
ていきたいと思います。頭部から始めます。このように二枚の羽根が結ばれているのを
他のカチーナ 人形でも目にします。とても正確な演出です。この人形はホピの男性の伝
統的な髪形をしています。私も同じ髪形にしています。個人的なことはさておき、人形
を見てみましょう。もし私がこの人形の制作者だとしたら、この部分をもう少し上にし
たでしょう。そしてこの円形を赤で縁取りしたはずです。垂れ下がっている羽根は本来
ならば、ワシかアカオノスリの羽根を扇状にしたものです。猛禽類の鳥の羽根を用いま
す。顔面は正しく描写されています。しかし細部は間違っています。左右の頬にはそれ
ぞれ、二本の縦の線が描かれるはずです。顔の色が分かれる部分、茶色と白の境界部分
は黒のはずです。あごの部分は正しいです。白地に黒の点々が描かれています。私は何
度かこのカチーナ を見たことがあります。これが儀礼に登場する場合、皮紐をまとって
います。皮紐を結んでたすきにして、肩から脇にかけて左右からたすき掛けします。皮
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製の腕章も両腕に着けます。身体のペイントは間違っています。白でしたっけ、黒でし
たっけ。

Darance：
Black and white dots...
黒字に白い点々です。

Ramson：
Yeah, black with white dots and it’s bordered with white as well. You should see
that same color pattern right here on the forearms and on the legs right here. They
should be white as well rather than brown. The other thing that we noticed about
this doll was that it has diﬀerent breechclout rather than the folded kilt. It should
be the folded kilt here rather than this sakwavitkuna. I’ve seen it with both painted
rattle and unpainted rattle. This is typical… this is kind of what it carries as well.
One of the things that I recollect about this particular katsina is when it appears in
the ceremonies it generally appears during the ceremonies where the katsinas
dance in the kivas. One thing about this particular katsina as it will descent half
way down the ladder and then jump oﬀ to the side and land on the ﬂoor which is
kind of… it’s exciting to see. So that’s pretty much of what this doll is. It’s
typical of the 80s, attaching the arms, attaching all the others smaller details. The
snout is attached as well. It’s a pretty nice carving for… just the way that’s put
together here.
はいそうでした。黒地に白い点々が描かれ、その黒は白で縁取りされています。それと
同じパターンの模様が肘から手首にかけてと、足に描かれているはずです。ここは茶色
ではなく白のはずです。他に気づいた点は、この人形の下帯が折りたたんだキルトでは
ないことです。サクァヴィックナ は着けません。ガラガラは色を塗ったものか、色が塗
られていないものを持ちます。これは典型的なものです。他に思い出したことがありま
す。儀礼に登場してダンスをする場所はキヴァ の中です。このカチーナ はハシゴの中段
から地面をめがけて飛び降ります。それを見るときはいつもハラハラします。以上がこ
のカチーナ の解説です。1980年代の作風です。両腕とその他の細かい部分は本体とは別
に作って後付けしています。突き出た鼻の部分も後付けです。良い作品です。
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14．H115071

cultural
sensitivity

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/08
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Ramson Lomatewama
Kelley Hays-Gilpin, Atsunori Ito

Summary／資料熟覧の要約
There is no information on its local name. This probably does not belong to the category of katsina and this is a
very dangerous being; thus, the reviewers refused to comment on it. It should not be viewed by the Hopi,
regardless of age or gender. In terms of cultural sensitivity, the reviewers requested a certain way of storing the
doll (not to store it with other katsina dolls) and using this doll (to set limits on displaying it in exhibitions and
presenting the photographs to the public). The name of the gallery is incorrect in the “Collection History’
column. The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
現地名の言及なし。カチーナ ではないカテゴリーに分類することが可能だが、非常に危険なものなので熟覧は
拒否された。ホピの老若男女問わず閲覧を慎むべき対象であり、カルチャル・センシティビティへの配慮とし
て資料保存に関する要望（別の場所に保管）と、資料利用に関する要望（展示利用や画像の公開は控える）が
寄せられた。
「入手状況」欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

―

Object Name by Carver／作品名

Tukwunag Cumulus Cloud

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

TUKWAUNANG (Cumulus Cloud Kachina)

Carver／制作者名

Ernest Chappela

Year of Manufacturing ／制作年

1982

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
Atsunori, I don’t want really explain anything about this one because it’s just too
deep. Looks interesting that’s why everybody wants to hear but…
伊藤さん、この人形は私たちホピにとって非常に重要な意味を持つものです。ですので、
これに関する解説は行いたくありません。皆さんが解説を聞きたがることについてはと
ても興味深いのですが……

Darance：
It’s very… secret.
秘密の内容です。

Ramson：
And… and… I want to go and say that both Darance and I, we don’t have the
knowledge, we don’t have all of the, we shouldn’t even be talking about that
because that’s not our…
これだけは言っておきます。私もダランスさんもこの人形の元になっているカチーナ に
ついて知識を持っていません。私たちの属している結社の管轄外ですので、私たちが口
にすることは控えるべきだと思います。

Gerald：
Yeah, I can say that for Merle too… for myself… I don’t want to.
そうなのです。マールさんも私も口にしたくありません。

Ito：
That’s okay.
分かりました。

Kelley：
That’s why I asked you, I saw…
そういうことだと思ったので尋ねてみました。

Gerald：
Yeah, it’s scary actually.
本当に恐ろしいことなのです。
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Ito：
Just basic information. 115071. The maker is…, Prof. Kotani…
基本情報をお伝えしておきます。H115071は小谷凱宣教授が収集したもので……

Gerald：
I think, this would be categorized. I would not want younger or even older
persons that I… have any kind of knowledge about this to see… because it’s… to
me is dangerous. So I categorized it nothing near these… even the other ones that
we told… katsinas… it’s beyond the… yeah… I don’t know if somebody else have
courage to do it. Maybe we can take the one away already.
これはある特殊なカテゴリーに属します。若い者も年老いた者もどちらもこれを見て欲
しくありません。知っている限りとても危険なものなのです。私はこの人形に単独のカ
テゴリーを設けました。これまでカチーナ としていくつかの人形を見てきましたが、こ
れはカチーナ ではありません。皆さんの中で熟覧する勇気がある方はいらっしゃいます
か。もう結構でしょう。すぐに別の場所に移動して下さい。
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15．H115038

Collection Review (Reconnection Project) ／資料熟覧情報
Date／実施年月日
Reviewer(s) ／熟覧者
（underline is the speaker of general
statement ／下線が総論の発言者）
Other Speakers ／上記以外の話者

2014/10/09
1. Gerald Lomaventema
2. Ramson Lomatewama
3. Darance Chimerica
4. Merle Namoki
Atsunori Ito, Robert Breunig, Chip Colwell

Summary／資料熟覧の要約
The cockleburs attached as ears are called paatsutsu in the Second Mesa. The cocklebur katsina belongs to the
genre of runner katsina (Wawarskatsina). It does not appear in Songòopavi but its name in the Second and the
Third Mesa is Patsoktsina (see H85679). Ramson Lomatewama, one of the reviewers, thoroughly described the
ceremony in which the Runners appear. A runner katsina sometimes appears suddenly in a 20-person group in
late winter in Ösömuya month (in March, according to the lunar calendar). The group brings a lot of apples,
baked corn, colored cakes, somiviki in traditional foods, etc. They race with people gathered in the square. In
Hoatvela, girls also participate in races. If somebody wins, he/she gets food that the katsinam brought with
them as a reward. The runner katsinam do certain things against one who loses a race. For example, this cocklebur katsina puts cockleburs in the loser’s hair. The ceremonial races last until all the food is distributed. At
the end, a man from Powamuya society called “katsinas’ father” asks the katsinam to take part in the dance. In
terms of cultural sensitivity, the reviewers requested making the long explanation on the process of organizing
ceremonies not available to non-initiated Hopi children. The carver is Robert Kayaquoptewa. His children were
students of Ramson Lomatewama when he was working as a teacher in junior-high school. The name of the
gallery is incorrect in the “Collection History” column. The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
耳に付いているオナモミは第 2 メサではバーツゥツゥ（paatsutsu）と呼ばれる。オナモミのカチーナ は走者の
カチーナ（Wawarkatsina）の一種である。ソンゴーパヴィ村落には現れないが、現地名は第 2 メサと第 3 メサ共
。熟覧者のラムソン・ロマテワイマ氏による走者のカチー
にパチョクチナ（Patsoktsina）となる（H85679を参照）
ナ が登場する儀礼の詳細な解説が行われた。走者のカチーナ は、冬の終わりのイシュムヤ の月（陰暦で 3 月頃）
に、20体ほどの団体として突然村落に現れることがある。リンゴ、焼きトウモロコシ、色の付いたクッキー、伝
統食のソミヴィキ などを大量に持参し、村落の広場に集まった人間と足の速さを競う。ホテヴィラ村落では女
子も競争に参加する。人間が勝つと持参した食料を褒美として贈与する。人間が負けると、走者のカチーナ は
人間に対してさまざまな仕打ちをする。例えばこのオナモミのカチーナ は、手にしたオナモミを敗者の人間の
髪の毛に付けて絡ませる。全ての食料が分け与えられるまで、この祝祭的な雰囲気の徒競走が続く。終了する
と「カチーナ の父」と呼ばれるポワムヤ 結社の男性が踊りを披露して欲しいとカチーナ 達にお願いし、カチーナ
が踊りを披露する。カルチャル・センシティビティへの配慮として、宗教結社に入会する以前のホピの子ども
たちに対して、儀礼の組織過程に関する長時間に及ぶ解説部分を非公開にするよう指示があった。制作者のロ
バート・コヤクァプテワ氏は故人だが、その子どもたちは熟覧者のラムソン・ロマテワイマ氏が中学校の教師
をしていた頃の教え子だった。
「入手状況」欄のギャラリー名は誤植で、正しくは「Tepopa Trading Co.」である。

Bottom Surface Research ( 2013) ／2013年までに実施した底面記載内容調査で判明した情報
Carver／制作者名

―

Object Name by Carver／作品名

―

Basic info on Minpaku catalog (as of 2012) (partial) ／資料熟覧以前の資料情報（部分）
Object Name／標本名

Kachina Doll

Local Name／現地名

PASHOKʼ CHINA（Cocklebur Kachina）

Carver／制作者名

Robert Kayaquoptewa

Year of Manufacturing ／制作年

1979

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
This doll, it’s a... all I can say about this doll is that it’s classic again, style, in the
era... late 70s, 80s, where the arms are attached and all the feathers and... this...
it’s called in 2nd Mesa paatsutsu, this thing for the ears and the fur. I don’t
recognize this katsina from... we don’t have it in Songòopavi. But just by looking
at it, it’s classic era of the 80s, depiction of the pitkuna, the kilt and the all it’s
how it looks. And the katsilwa, the anklets, those what it looks like. You can tell
that it is made of paako. And the yarn, that’s how it usually is, it is the racer that
how it’s... the lightest…, you want dress light cause you want to be running.
That’s all I have to say about this doll because I can’t recognize it. I know it’s
classic era of late 70s, 80s carving.
この人形はクラシック様式です。1970年代後半か80年代に作られたものだと思います。
その時代は腕や羽根を後付けします。この耳の部分は第 2 メサではバーツゥツゥ と呼ん
でいます。このカチーナ はソンゴーパヴィ村落にはいません、よく分かりません。外見
から判断すると、クラシック様式で1980年代に制作されています。ピックナ の柄の部分
は筆で本物のように描かれています。足首当てのカチルワ も本物のように描かれていま
す。素材はパーコ です。毛糸も本物のように描写されています。このカチーナ は走者な
ので、走るのに邪魔にならないよう軽装を好みます。このカチーナ はよく知らないので、
私のコメントは以上です。1970年代後半か80年代に作られたクラシック様式の人形です。

Ramson：
Like Gerald said, this katsina falls into a group or... category of katsina that we
call Wawarkatsina which is singular. Wawar means to “run” or the “active
running”. These are runners or... some people call them racers. And basically
what it is, is right around late winter this… their place for their ceremony. I’ve
only seen this happened maybe two times in my entire life where a group of
diﬀerent Wawarkatsina, there is maybe close to 20 diﬀerent katsinam that are
falling to this group in. And my recollection of this ceremony is they appear in
the village unannounced. There is no preparation for this. So they appear in the
group unannounced and they are accompanied by a Kooyemsi, because most
katsinam, they don’t talk with people, they only make gestures. But a Kooyemsi
among other few katsinas, actually can talk. So they always have Kooyemsi with
them. He becomes their spokesperson. These katsinas make their way into the
village, but they carry a lot of food. They can bring oranges that are strung
together, maybe 5 oranges strung together, apples, what we call tùupewvu roasted
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corn, cookies, brightly colored cookies... all that kind of staﬀ they bring, plus, they
bring a strands of somiviki. Somiviki is traditional food that’s made out of like a
blue cornmeal paste, and it’s wrapped in corn husks and tied with thin yucca
ﬁbers. But they bring strands of these, that are, kind of tied together in sequence
and some of these length that they bring maybe about 6 8 feet long. So they carry
them and they drag, they tend to drag them along the ground sometimes. There
are so many tied together. And the other thing that they bring also colored piiki,
the folded piiki, the rolled up kind. There are also tied together with yucca. So,
there are a lot of food that they bring. So, they make their way to the plaza and
put a big pile of this food on, usually on one side toward one corner of the plaza.
And then all the katsinas are just meeting around. And the Kooyemsi... by this time
the people and the community are gathering. When there are people around the
plaza, then the Kooyemsi, the katsina will then kind of announce why they came.
And generally he will tell the people that he brought his boys, his gang, to test the
runners here, the boys and the men in the village to see if they can beat their
boys. So, it’s like a track meet of sorts. You have the visiting team coming in.
And you have the home team, which... could be anybody. What they do is, they
tell them to get them the fastest runner from the village. And the very ﬁrst race is
usually a katsina against a human, the fastest of the katsinas and the fastest one of
the people. They race together but the thing is that there is nobody who says
“Go!” or anything like that. It’s just somebody goes down to the plaza and just
starts running from one side to the other and then the katsina will start to chase
him. That’s how the race starts out. If the human, the person from the village
wins, it could be anybody too, they say that if the person wins, then it’s a sign
that the people will come out on top of this race. And if the katsina wins, then
they say that the katsina will come out of top of that race. And it also is
connected to the idea of the rain coming here to give us nourishment in the form
of moisture. And then, ones that’s done, then it switches over to the girls. Then
the girl will run. And then, she is chased by a katsina we call Kokopölmana. Then
they’ll run together. So it’s supposed to have the same kind of outcome. Anyway,
ones that’s done... and the thing about this race is that the runner from the village
can dress up however he wants. It can be even comical. If he wants to dress
comically he can dress like that, too. So, they have that two races between the
boy and the girl. And then the Kooyemsi, the kind of… announces to the people
there that anybody can come and race against one of the katsinas, so by this time
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all the little boys and young men, and sometimes older men, they’re already lined
up ready to go. And so, they start racing and nobody says “Go!” There is no
signal to start racing. They just say that, okay, “You start here and then where the
passageway, out of the plaza is, that’s how far it is.” So, that end up being, I don’t
know, maybe 30 40 yards...? It’s a sprint. The katsina just waits for the guy to
start running. So, the katsinas are... kind of jumpy... ready to go. Sometimes I look
at these cage ﬁghters. They’re kind of antsy, jumping around, hopping ready to
go, that’s how these katsinas are as well. And a katsina will always give you
maybe one or two paces of a head start and he watches you. And when you start
running, he will start running after you. So, you can try to fake them out, too.
And just kind of ﬂinch, and see if you can catch them of guard. Then you start
running and the katsina will chase after you. If you cross that imaginary ﬁnish
line before the katsina, if you win the race, he will escort you back to the big pile
of food, and then give you something from there. And then, you are welcomed to
get back to the end of the line to try again. So, they just have these races, just...
just.... just keep going. If the katsina catches up to you before the ﬁnish line, then
he’ll do his thing. And this Patsoktsina, these little bur, we call them cockleburs,
they have those spindly ends, like there are barbed and this katsina carries a
handful of those. And if he catches up to you before you get to the ﬁnish line,
he’ll put them in your hair. And then, that shows that he beat you in the race. And
then, even if you do that they still take you to the food pile and give you
something. So, whether you win or lose the race you’ll still get something. And...
so, there is a number of Wawarkatsinam that there are in this group and we just
run until that food pile is gone. So, it can last most of the day. There is another
Wawarkatsina that’s called Hömsona. It translates into the hair-craver. Nowadays,
it carries like scissors. And if it catches you it will cut some of your hair oﬀ.
Tsilisona... some people say, Tsilinono’a, carries powder chili and if it catches you
he’ll put it in your mouth, force-feed it to you. Wiktsinhoya, we say it’s like a
greasy katsina. It has a mixture of lard and a... soot in its hands and if it catches
you it will smear it on your face. There is one that has that staﬀ in its hands too,
but... slap you. There is one that will tear your shirt to shreds. I mean, there is a
bunch of stuﬀ... like small punishments that they do. So it’s very festive.
Everybody is laughing, cheering...
ジェロさんが仰ったように、このカチーナ はワワシュ という分類に属します。
「走るこ
と」をホピ語でワワジ （第 3 メサ）と言います。これらは走者です。レーサーと呼ぶ人
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もいます。冬の終わりの儀礼に登場します。私の人生で二度、種類の異なる20体くらい
のワワシュカチーナ が一同に揃って登場したのを目にしたことがあります。その儀礼に
ついて覚えていることですが、何の前触れもなく村に現れました。何の事前準備もあり
ませんでした。ワワシュカチーナ は何の前触れもなく集団でやって来ました。一緒にい
たのはコーヤムシ でした。ほとんど全てのカチーナ は人間と話をする事が出来ないので、
身振りでのコミュニケーションだけになります。しかしコーヤムシ はカチーナ とは異な
り、話をする事が出来ます。そのためワワシュカチーナ はいつもコーヤムシ と一緒に現
れます。コーヤムシ は通訳になるわけです。ワワシュカチーナ は手ぶらではなく大量の
食料を持って村にやって来ます。紐で結んだオレンジを持ってきます。おそらく 5 つく
らいが一連になっているのでしょうか。それからリンゴや、焼きトウモロコシ、クッキ
ー、色の付いたクッキー、そうしたものや紐でくくったソミヴィキ も持ってきます。ソ

ミヴィキ というのは青トウモロコシを練って作った伝統食です。トウモロコシの皮で包
んで細いヤッカの葉の繊維で結びます。彼らはそれら食料を束にした状態で持ってきま
す。食べ物は順序正しく結んであって、長いものだと 6 〜 8 フィート（180〜240㎝）に
もなります。それらを引っ張るわけです。彼らは食料を手に持ってくるわけではなく、
地面に引きずってやってくることもあります。その場合は食料がずらっと結ばれます。
色の付いたピーキ 、折りたたんだピーキ 、ロール状のピーキ も持って来ます。それら も
ヤッカの葉で結ばれています。大量の食料を持ってくるのです。広場にやってきて食料
を高く積み上げます。広場の端から端まで食べ物で埋め尽くされます。そして全てのカ

チーナ が隊列を組みます。コーヤムシ もです。その時までに村落の人びとは広場に集ま
ってきます。人びとが広場に集うと、コーヤムシ がカチーナ の来訪理由を人びとに告げ
るのです。人びとに対してコーヤムシ はこう告げます。自分は連れを連れてきた。この
村の人びとの足の速さを試すためだ。少年カチーナ を打ち負かせる俊足はこの村にいる
のか。一種の陸上競技会が始まるのです。遠征隊の入場です。地元チームは村人誰もが
参加できます。カチーナ の目的は村で一番足の速い人間が誰かを捜し当てることです。
人間で一番足の速いものを探し、一番足の速いカチーナ と競わせるのです。カチーナ と
人間が勝負するのですが、
「用意ドン！」と合図を出すスターターは存在しません。ただ
広場に集まり、端から端まで走ります。カチーナ はその後を追いかけて走ります。この
競争はこうやって始まります。もし村人の人間が勝てば、誰でもいいのですが、もし人
間の方が俊足なら人間の勝ちです。もしカチーナ が速ければ、カチーナ の勝ちになりま
す。勝負の行方はここに雨が降るかどうか、それによって食料を得られるかどうか、と
いう結果にもつながります。それが終わると今度は女子が走ります。女子の部が始まり
ます。人間の女子はココペルマナ と呼ばれるカチーナ に追いかけられます。それから一
緒に走ります。結果は同じになります。この徒競走では、村人は好きな格好で走ること
が出来ます。笑いをとる格好でも構いません。滑稽な格好をしたければそれでも構わな
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いのです。男子の部と女子の部という二種類の競争が行われます。それからコーヤムシ
がやってきて、カチーナ と勝負したい人間はいないか、と村人に尋ねます。その通達が
あってから、村落に住んでいる少年、若者、時には老人までが立候補して並ぶわけです。
そして競争が始まります。スターターはいません。用意ドン！の合図はありません。コ

ーヤムシ は「ここがスタートラインだ。広場の端がゴールだ」としか言いません。30〜
40ヤード（27〜36メートル）ぐらいの距離を走ります。カチーナ は人間が走り出すのを
ただ待ちます。いつでも走り出せるようにカチーナ は準備万全です。格闘技の試合を見
ているような感じです。試合開始前の選手は落ち着かずにジャンプしたり跳ねたりしま
す。走り出す前のカチーナ も同じ感じなのです。カチーナ はいつも人間にハンデを与え
ます。 1 、 2 歩走り出すのを見届けてから追いかけます。人間が走り出すと、カチーナ
が追いかけます。人間はスタート時にフェイントをかけても構いません。たじろいだり、
相手選手の動きを封じたり。そして走り出すと、カチーナ が追いかけてきます。実際に
はゴールラインは見えませんが、人間がカチーナ より先にゴールすると、カチーナ は勝
者の人間を山積みした食料の所までエスコートしてご褒美の食料を授けます。また並ん
で何回でも勝負しても良いのです。こうした勝負が永遠に続きます。走っている人間に

カチーナ が追いつけば、カチーナ はある行動をします。このパツォクチナ （オナモミ、
小さな細長いいが）は、この様なとげのある植物の種を手にたくさん持っています。人
間が先にゴールできなければ、このオナモミを敗者の人間の髪の毛に付けます。それが

カチーナ の勝ちを意味します。その人間は競争には負けましたが、山積みの食料の所に
連れて行ってもらい、何かを授けられます。人間は勝負に勝とうが負けようが何かしら
の褒美を与えられます。この種のワワシュカチーナ が何体もいて、全ての食料が分け与
えられるまで徒競走が続きます。一日中この勝負が続きます。ヒムソナ というまた別の

ワワシュカチーナ がいます。英語に訳せば髪切り魔でしょうか。ハサミのようなものを
持っています。このカチーナ に追いつかれると、髪の毛を切られます。ツィリソナ もし
くはチリーノノナ は、トウガラシの粉を持っています。このカチーナ に負けると口の中
に無理矢理トウガラシ粉を突っ込まれます。ウィクチンホヤ という脂でギトギトのカチ

ーナ もいます。豚脂と煤を手に持っていて、追いつかれると顔にそれを塗りたくられま
す。何かを手にしているカチーナ もいれば、平手打ちするカチーナ もいます。着ている
服をズタズタに引き裂くカチーナ もいます。カチーナは敗者にちょっとしたお仕置きを
するのです。その場は祝祭的な雰囲気に包まれます。みな笑い歓声を上げています。

Gerald：
There is one who has like a boomerang and throws it at you.
ブーメランのようなものを持っていて、それを投げつけてくるカチーナ もいます。
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Ramson：
Yeah, throws it at you. That’s a Scorpion. But, like I said, there are a lot of them.
I can’t remember all of them but... Oh yeah, there is Kokopölmana. It’s a female
katsina. The Kokopölmana will try to catch a guy and jump his bone to put it
lightly. So there is that one that comes along with them. And it just keeps on
going on.
そうです。投げつけてきます。サソリのカチーナ ですね。そんなのがたくさんいます。
全種類を思い出すことは出来ませんがたくさんいます。ココペルマナ というのがいます。
女性のカチーナ です。人間の男性を見つけて、捕まえると馬乗りになって犯そうとしま
す。それはワワシュカチーナ と一緒にやってきます。ずっとそれが続きます。

Darance：
Kìisa.
キーサ 。

Ramson：
Kìisa, a prairie falcon katsina. Palavitkuntaqa – one that wears a red kilt, I mean
there are all diﬀerent kinds. A rattle katsina. A diﬀerent type of rattle katsina...
also... do this. But there is also a person from the community whose responsibilities and part of their duties is to... kind of host the katsina group from the village
side, and this person is always from the Powamuya society. And so, those people,
those men who do that, who play that role, we say, they are the fathers of the
katsinam. And so, then they’re with them all they and at one point they get into
race against the Kooyemsi. And so, when all the prizes run out then the father of
the katsinam, the human person, he’ll have them lined up single ﬁle. And then,
he’ll ask them if they can do at least one dance to entertain the people. And so,
they’ll do their dance. And then, once that dance is done, he’ll give a small
speech to thank them for coming and that they came here to see if we are strong
or not and... it’s kind of a long speech so... one of the…. I guess, the closing statements is that, you came here and ran with us. You made us happy. So now, when
you go back to your own world, you tell the rest over there on that side to come
visit us as clouds to bring the rain. Come to us again with that speed that you
showed us here today. That’s kind what he tells them. And so, he gives them like
a ritual feeding and then he sends them on their way. That’s kind of... the whole
ceremony like that. And like I said, it appears to be a festive, kind for track meet
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type of a thing. But in itself it’s still a form a prayer for rain through the
ceremony itself. And this doll here... I know the carver. He’s been gone for a
number of years but it’s funny that you should mention Ito you know some of his
children because one of his sons and his daughter were my students when they
were in junior high school. So, the family photo, picture, all came into my head
automatically. So, I do personally have known this carver, Robert Kayaquoptewa.
Like Gerald said, it’s typical of the 80s... 70s 80s, the way the carving is. So, I’m
not going to talk very much about the carving itself but I will tell you that he is
wearing a pitkuna and the kweewa dangling down the sides and it has the
bandolier, because every so often during the winter night ceremonies they come
as a group and they’ll dance so this is kind of their formal dance attire. When
they come to run against the boys and the men, they don’t wear kilt like this.
They wear that sakwavitkuna, the dark black one, the breechclout, they’ll wear that
and... yeah, like this one here... they’re... they’re... they wear those. They really
don’t wear the anklets when they come to race either or... the wrist bands, they
don’t wear those generally because they want to be light on their feet, and they
want to be less weight, less drag, right? Then we’re talking about aerodynamics
and all that kind of stuﬀ, so that’s why they dress a little bit diﬀerently. Yeah, this
is the type of the breechclout they wear, not the kilt.
キーサ というハヤブサのカチーナ もいます。パラヴィットクンタカ という赤いスカート
を巻いたカチーナ もいます。たくさんの種類のカチーナ がいます。ガラガラのカチーナ
もいます。ガラガラのカチーナ にはたくさんの種類がいます。村落の人間についてです
が、村にはカチーナ 達をお迎えする役割を持った人物がいます。その人物はポワムヤ 結
社に所属している男性です。ポワムヤ 結社の男性はこの役割のために「カチーナ の父」
と呼ばれます。
「カチーナ の父」は終始カチーナ 達と一緒にいます。そしてある時点でコ
「カチー
ーヤムシ と勝負するために競争会に参加します。ご褒美の食料の山が尽きると、
「カチ
ナ の父」と呼ばれる人間が、一列縦隊の人びとに追加の食料を持ってこさせます。

ーナ の父」はカチーナ に、村人のために踊りを披露して欲しいと尋ねます。カチーナ 達
はダンスを披露します。そのダンスが終わると、
「カチーナ の父」はカチーナ 達に対して
短いスピーチを行います。来てくれたことに対する感謝や自分たち人間が力強いかどう
かを試してくれたことへの感謝です。スピーチは長文になります。最後の言葉は来訪し
てくれたことと一緒に走ってくれたことに対する感謝の意となります。あなたたちカチ

ーナ が来てくれたので楽しく過ごせました。あなたたちカチーナ は今から自分たちの世
界に戻ると思いますが、そこにいる別のカチーナ たちに「この村を訪れて雨をもたらし
て下さい」
、と伝えて下さい。あなたたちもまた来て下さい。今日ここで披露してくれた
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俊足をまた見せて下さい。そんなことを「カチーナ の父」は話します。
「カチーナ の父」
はカチーナ 達に儀礼的な食事を施します。そしてカチーナ 達は帰って行きます。儀礼は
そういった感じの内容となります。その場は祝祭的な雰囲気に包まれます。陸上競技会
のような感じです。ただしカチーナ の来訪や徒競走それ自体は、儀礼を通した雨乞いの
祈りということになります。さて、この人形に戻りましょう。制作者を知っています。
彼は数年前に他界しました。伊藤さんが言ってくれたことがとても面白かったのですが、
彼の子ども達、息子達と娘は中学校で私の教え子でした。彼の家族の写真というか全員
が揃った絵が頭に浮かびました。個人的にロバート・コヤクァプテワさんのことは存じ
上げていました。ジェロさんが仰ったように、この人形は確かに70年代から80年代の作
風です。人形の彫りの技術について語るつもりはありません。人形の衣装を解説します。

ピックナ 、それからクウェワ が両サイドにぶら下がっています。たすきも掛けています。
冬場に集団でやってきます。これが正式な装いです。村の少年や若者と駆けっこすると
きは、このような腰布は身につけません。サクァヴィックナ という黒い下帯を着けます。
こんな感じです。駆けっこするときには足首巻きも付けません。手首の毛糸も付けませ
ん。邪魔にならないように軽量化に努めるのです。そうですよね。空気力学的に見ても
いかなる抵抗も身につけません。そのため他のカチーナ と比べてちょっと変わった格好
をしているのです。腰布ではなく下帯を着けます。

Ito：
How to say it in Hopi?
ホピ語で何と言いますか。

Gerald：
Sakwavitkuna.
サクァヴィックナ です。

Ramson：
This one brings back fun memories of those times.
楽しい思い出がよみがえりました。

Darance：
I think Ramson summed for all of us. I can’t do the same all about it but it’s a
very nice doll. I’ve seen it probably ones. I observed the ceremony ones also, how
did he… he explained it very well. So it’s all I got to say.
ラムソンさんが全て語ってくれました。もう話すことはありません。よく出来た人形で
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す。一度だけ見たことがあります。その儀礼を一度だけ見たことがあります。このカチ

ーナ は…… ラムソンさんが全て語ってくれましたね。私からは以上です。

Merle：
I think, they... pretty much... some sort of.... It’s supposed to be. I’ve never really
seen this doll actually here but I guess, I agree with them it is a racer katsina. I
believe it’s authentic. As he said, he knows the artist and the artist is no longer
here with us. But it’s really nice doll. I’ve never really seen any dolls like this
here. We had also racers on 2nd Mesa but I don’t recall one of these katsinas so
that’s all I have to say.
みなさんがすでに解説し尽くしてしまいました。このカチーナ を見たことがありません
が、走者のカチーナ です。オーセンティックなものだと思います。ラムソンさんが言っ
たように、制作者は故人です。とてもいい人形です。このような人形も見たことがあり
ません。第 2 メサにも走者のカチーナ はいますが、こんなカチーナ は知りません。以上
です。

Ito：
Any questions or comments?
なにか質問やコメントはありますか。

Robert：
Is the Wawarkatsina associated with a particular clan or they...?
ワワシュカチーナ は何か特定のクランと関係していますか。

Ramson：
No, they are not, as far as I know, they’re not. However, Wawarkatsinam are not
associated with any particular clan, as far as I’m aware. But they’re only supposed
to appear for that event only during the late winter time. We say Ösömuya,
“roughly around March”, because they say they also have a chance of bringing
cold weather with them. And so, they tell us that when the peach trees start to
blossom they’re not supposed to come after that because then they’ll just freeze of
all the trees again, so they only come in the late winter and when they’re going to
do this. And so, they get upset with people who sponsor this type of things out of
their proper time. There’s a lot of ceremonies that are like that. And that’s kind
of… one of the area of contention among Hopis themselves because there are
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those people who believe that there is a proper place for these things. I guess I fall
into that group. So... personally I just frown upon events, ceremonies, things that
are sponsored by some people in the community who violate those things. Like
buﬀalo dance. Buﬀalo dance is only for Paamuya, January, well that moon phase
in January. There is the only time they’re supposed to dance and not the other
time of the year but some people do that.
私が知る限りクランは関係ありません。私が知る限りクランは関係ありません。しかし、
、おおざっぱ
冬の終わりのその時期にしかやって来ません。イシュムヤ（太陰暦の月名）
に言うと 3 月に、寒気と共にやってきます。桃の花が咲く頃になるともう現れません。
もしやってくると木々を再び凍らしてしまうからです。冬の終わりにやってきて、この
陸上競技会の儀礼を行います。この時期以外に人間が儀礼を開催しようとするとカチー

ナ 達は怒ります。他の多くの儀礼も同様に開催すべき適時があります。開催すべき場所
についてもこだわる人びとがいます。私もその一人です。そうした決め事を守らない人
びとが儀礼のスポンサーになることについて、個人的には賛同しません。バッファロー
ダンスについても同様です。バッファローダンスは太陰暦で 1 月に該当するパームヤ に
のみ実施されるべきです。バッファローダンスは年間でこの時期のみに行われるべきも
のなのですが、別の時期に開催する人々もいます。

Chip：
Another question. Talking about this group of katsina. One thing that I’ve been
curious about is your thoughts about storage. Right now I’m presuming things are
just kind of things are just kind of scattered, it’s not coherent, they’re not
organized in groups. Would you have any recommendations or advices on how to
store the dolls in terms of if would it make sense to you to try to...?
別の質問です。カチーナ の種類についてです。人形資料をどのように分類し保管するか
について関心があります。それについてご意見を伺いたいと思います。現状についてで
すが、人形資料は単なるモノとして収蔵されていて、文化的なまとまりもなくバラバラ
に収蔵されていると私は考えています。ご自身の文化に基づく資料分類と収蔵方法とし
て何かご提案はありますか。

Ramson：
As far as I know, it doesn’t make a diﬀerence. Well... and this is just me
speaking. It really doesn’t make a diﬀerence because they’re all tihu, right? But for
your ediﬁcation, and just to know that “Well, okay”, these particular katsinas are
involved in this particular ceremony, just for your mental shoebox as a scientist,
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who deal with a lot empirical ideas, for you, you may want to do that, just for
your own... Yeah. Because we’re already know, we know what they are, so we do
our mental grouping here.
私の知る限り、重要な問題ではありません。これはあくまでも個人的な感想です。これ
らはカチーナ ではなく人形ですので、分類は無意味です。これらのカチーナ （人形）は
特定の儀礼に登場します。経験主義に基づく思考を持った科学者としてのあなたの啓蒙
的な頭の中では、整理整頓された靴箱のように人形の分類が可能なのでしょう。でもそ
れはあなたがしたいことであって、あなたのための分類であって、あなた独自の……。
私たちはそれらが何かを知っています。分類はすでに頭の中で完成しているのです。

Gerald：
I’ve seen that somewhere, I try to think about where I have seen that grouped
together... as racers. But it’s been a while. That would be something that would
clarify a lot of things to distinguish to separate... them from the regular...
どこかで走者のカチーナ が分類されていたのを見たことがあります。ずいぶん昔のこと
ですので。どこだったのか思い出せませんが。通常のカチーナ との違いを明らかにして
くれる手がかりになると思うのですが。

Merle：
Guild?
ギルドのことですか。

Gerald：
Yeah, that’s the thing I saw, apart from the other...
そうです。そこです。走者のカチーナ が他のカチーナ と区別されていました。

Darance：
….katsinam
カチーナ 。

Gerald：
Yeah. Then, as growing up, these katsinas they... to me... or yeah, that’s we use to
think in Musangnuvi, on 2nd Mesa is where was most had that you can feel that
energy there so we use thing that Musangnuvi... that’s where.... that’s who does it.
We don’t really see them often in Songòopavi. We did it in the past 10 years
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probably twice.
そうです。幼いときこれらのカチーナ は私にとって ...。第 2 メサのムサングノヴィ村落
では他の村落より強く彼らの息吹を感じることが出来ます。そこなのです。ソンゴーパ
ヴィ村落では珍しい存在です。この10年間で 2 回しか行っていません。

Robert：
So... (well, that’s I was to question about,) so... there is maybe a family or an
individual who sponsor that, and then organize that and then work with the
Powamuya society. Did you have to put it on or how are things like this being
organized?
ある家族や個人が儀礼のスポンサーになり組織します。そしてポワムヤ 結社と一緒に準
備をすると思います。どのように組織されるのでしょうか。

Ramson：
Oh, if I’ve told you that I might have to take an arm and... not really kill you but
just take a ﬁnger or...
そんな質問をするなら片腕を切り落とさなければなりません。命だけは助けてあげます
から、指一本頂きましょう。

Gerald：
...Take this one...
これをいただきましょう。

Ramson：
Because... I mean... we can discuss it here because there are non... there are no....
non-initiated kids present but my concern is for the record here on ﬁlm I would
just request that you guys just not show some things to younger kids. You know
what I mean? Kids that are nor initiated really shouldn’t be listening to this
conversation. This part of anyway.
この場にはイニシエーションを経る前の子どもがいないので話すことが出来ますが、気
がかりなのはここでの会話を記録していることです。記録映像のいくつかの場面は、子
ども達が閲覧できないような仕組みにして下さい。おわかりですか。イニシエーション
前の子どもにはこの会話を本当に聞かせるべきではありません。今から話す部分です。
※ Request for deletion ／熟覧者の要望により省略
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General Statement by Ramson：
This is an example of katsina that we call Wawarkatsina. It can be translated to
“running katsina”, but it alludes to the idea of racing. There are a number of these
katsinas that fallen to this category. Maybe about 15, 20 or so diﬀerent katsinas
are considered Wawarkatsinam. They have their own attributes, their own
personas, if you want to put it in that way. But they generally come as a group
during the late winter. And one of the things they’re doing is to come to race
against the people in the village. So it’s kind of like a track meet that they have.
And the katsinas bring a lot of traditional foods with them as prizes for the
winners. But even though if you’re, if you lose the race you still get something.
And generally it’s a ceremony for rain but this particular katsina is a Patsoktsina
which is the cocklebur. And, on the carver whom I knew personally, who is from
Hoatvela, carved this particular doll. His name is Robert Kayaquoptewa and he
chose to use real cocklebur for the side of the head. There would be a substitute
material that looks like this plant material that would be on the actual katsina.
And here, this katsina is portrayed, I would say, in more formal attire for dancing
in a ceremony. Because when they appear for the races they’re only wearing a
breechclout to make them lighter. So this is a katsina that falls into a category of
other katsinam. And in my lifetime I’ve only seen them twice to come for an
event, to race against the people in the village.
これはワワシュカチーナ に分類されるカチーナ です。翻訳すれば「走るカチーナ 」とな
ります。徒競走の勝負を暗示しています。これ以外にも走者のカチーナ に分類されるカ

チーナ がたくさんいます。ワワシュカチーナ は15か20種類くらいがいるとされます。そ
れぞれ個性や役割を持っています。晩冬の儀礼に集団で現れます。村人と勝負するため
にやってきます。陸上競技会のようなものが開催されます。ワワシュカチーナ は勝者へ
の賞品として大量の伝統食を運びこびます。駆けっこ勝負に負けても参加者には景品が
与えられます。この駆けっこは雨乞いの儀礼の一種です。この人形のカチーナ はパチョ

クチナ といってオナモミを表しています。制作者を知っています。ホテヴィラ村落出身
で、人形作家をしています。名前はロバート・コヤクァプテワさんです。彼は本物のオ
ナモミを頭の左右に付けて使用しています。実際のカチーナ は本物のオナモミではなく
それによく似た植物で代用するのですが、これは本物のオナモミです。この人形は走る
格好ではなく、儀礼でダンスをするフォーマルな格好として描写されています。駆けっ
こをする場合、走るのに邪魔にならないように下帯しか身につけません。他のカチーナ
とは区別される特定のグループに属すカチーナ です。私は生涯で二度、彼らが人間と勝
負したのを観たことがあります。
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