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29．H85681

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

2014/10/10
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
It holds a twig in its hand, and thus it is either a runner or a guardian. It is believed that it appears in the First
Mesa but there is no detailed information concerning this issue. The doll is similar to Tsiilsona but the Tsiilsona
is a Runner; thus, it wears light clothes but this doll does not have such clothing. For example, it does not have
a pitkuna but it has a breechcloth and it does not have feathers attached on the top of the head. Also, it does not
carry a yucca plant in the hand.
手に枝を持っているので走者か護衛のカチーナ で、第 1 メサに登場すると思われるが詳細は不詳。ツィルソナ
に似ているが、ツィルソナ はランナーなので軽装に努め、このような格好はしない。例えばピックナ ではなく
下帯を着け、頭頂には羽根を付けない。また、手にヤッカの枝を持つことはない。

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

F. Sulu

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

Kopon Kachina (Globe Mallow Kachina)

Carver／制作者名

F.Sulu ( Hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1979

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This doll is unfamiliar to me. Just by the last name, he is either Tewa or Hopi.
Because if his mother was Tewa, it would make him Tewa. But if his mother was
Hopi, then he will be Hopi, due to matrilineal, that’s how our Mom’s clan.... I
don’t really have any description of this katsina because I’ve never seen it. All I
can say is that it’s classic 80s carving with the arms and the synthetic fur and the
feathers attached after it was carved and painted. It looks like it should have some
earrings because the ears are drilled to hold either earrings or feather. It’s
carrying whips so maybe it’s a runner or one of the guards. It’s wearing fringes
on his shoes, the synthetic fur for a tail, and it has a cowbell also, and a pitkuna
that is made out of cloth, painted cloth. On the bottom it says “F. Sulu”. And it
says “Hopi/Tewa” so it means that he is half Hopi and half Tewa. The only metal
part that I can see here is on the bow guard, the rest is ﬁber, material or leather
and a little bit metal on the bow guard here looks that tin maybe, with the
turquoise glued.
この人形はよく分かりません。制作者の名字はテワかホピのどちらかの言葉です。母が
テワならば子もテワになります。母がホピならば、子はホピです。母系で出自が決まり
ます。母のクランに属します。このカチーナ は見たことがありませんので、コメントは
控えます。1980年代のクラシック様式で、腕、化繊の毛糸、羽根は本体を彫刻して着色
してから後付けしています。耳に穴が開いています。耳飾りか羽根のどちらかを着ける
はずだったのでしょう。手に枝を持っているので、走者か護衛のカチーナ です。靴には
房飾りが付いています。尻尾は人工毛皮です。牛用の鈴を腰に着けています。布に描い
たピックナ を巻いています。底面に「F. Sulu」と記されています。さらに「Hopi/Tewa」
とあります。ホピとテワの混血なのでしょう。手首当てには金属片が付いています。そ
れ以外は繊維と皮です。金属は薄く、トルコ石が接着剤で付いています。

Darance：
This katsina doll, I’m not really too familiar with... it could be a katsina from 1st
Mesa. The pitkuna is made out of canvas painted on rather than carved. Wawarkatsina... from 3rd Mesa there is no Wawarkatsina that have these feathers, parrot
on top of the head, so this is not from 3rd Mesa. I’ve never seen on 3rd Mesa a
katsina with cowbell so that’s kind of unusual for us. Usually when they going to
run, they’re... their dress is simple so they can have more control of the running,
their speed. But this one is wearing more regalia or cloth. The armbands –
usually they don’t have that. Màapona, ring, and yarn - usually have that on the
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arms. I’m not familiar. I have no idea who the carver is. It looks like this doll was
carved and attached to the base. A lot of carvers like that, they didn’t carve them
whole with the base included. They add the base later they carved the whole doll.
Then they just glued it to the piece of wood like this here. Or they use a tack or a
screw. Everything on here... the whips look like they’re made out of some kind of
grass or something... not yucca. It’s all I would say about this doll.
これについて詳しく知りません。第 1 メサのカチーナ だと思います。ピックナ は彫刻で
はなくキャンバスに色を塗って表現しています。第 3 メサのワワシュカチーナ は、オウ
ムの羽根をこのように頭部に付けません。第 3 メサの人形ではありません。第 3 メサの

カチーナ は牛用の鈴も着けません。私たちには違和感のある描写です。ワワシュカチー
ナ は走るので軽装になります。この人形は盛装というか服をまとっています。腕章は着
、指輪、毛糸を手に着けます。よく分かりません。制作
けません。マーポナ（手首当て）
者も分かりません。この人形は台座に固定されています。カチーナ 人形作家の多くはこ
の人形のように台座まで一本彫りしません。本体が彫り終わってから台座を付け足しま
す。木片に接着剤で固定します。画鋲やネジを使うこともあります。手に持った枝は何
かの植物でできていますが、ヤッカの葉ではないでしょう。以上です。

Merle：
Like Gerald and Darance mentioned, I’m not familiar with this doll. It looks like
somewhat previous dolls we have done earlier, the Tsiilsona. The Tsiilsona, the
racer is not dressed like this. It would wear the breechcloth instead of the pitkuna
here but anyway has the feathers on top of the head and not carrying the whip,
the yucca plant. The person who made it, F. Sulu. I believe he is from Tewa,
maybe or his mother could be Hopi. It has been carved in mid-80s, I would say.
The arms are attached to it. I don’t really have much information to give you on
what katsina this is. To come to think of it, I believe, these dolls were not
carved... when they were carved there were no base, but maybe the collector hired
somebody to add the base on. But I might be wrong there too also. The katsina
here, on the feathers are some sort of bird, I can’t recall. The blue... I supposed
that was supposed to be wood but this is leather here. The fur is of some
synthetic fur. The yarn, the tail is also some synthetic fur also. The leather strap
holding the bell and the yucca plants, the whip is of some sort of ﬁber, maybe a
plant ﬁber. The armband is of leather also. The pink string is out of, maybe,
embroidered thread. The bow guard is out of some metal type of, I believe,
maybe a tack or some of the other sort of jewelry. And the bow guard is out of
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felt. The pitkuna here is out of canvas. The ankle fringes above the hopitotsi is of
felt also. The yarns are on the legs. I believe, it’s carved back in the early-,
mid-80s. I think, this is classic here. I just have no idea what it is. Kwakwhà!
ジェロさんとダランスさんと同様に、私もこの人形がよく分かりません。すでに熟覧し
たツィルソナ （H115040）に似ています。ツィルソナ はランナーなのでこのような格好
はしません。ツィルソナ ならばピックナ ではなく下帯を着け、頭頂に羽根を付けず、ヤ
ッカの枝は手に持ちません。制作者は F. Sulu さんだそうです。彼はテワ出身だと思いま
す。母親はホピかも知れません。1980年代半ばの作品です。腕は後付けです。このカチ

ーナ についてあまり知識がありません。これらの人形が彫られた時には、台座は存在し
なかったのではないでしょうか。収集者が誰かを雇って台座を取り付けた可能性があり
ます。私の推測は間違っているかも知れません。このカチーナ に付いている羽根が何の
鳥なのか分かりません。この青い部分は、本来なら木製だと思いますが、これは皮製で
す。首の毛皮は人工繊維です。毛糸と尻尾も人工繊維です。ベルを引っかけているのは
皮紐で、手に持っている枝はおそらく植物繊維です。腕章も皮製です。ピンク色の紐は
刺繍用のより糸だと思います。手首当ては何かの金属のようです。画鋲かジュエリー用
のパーツだと思います。手首当てはフェルト製です。ピックナ はキャンバス製です。ホ

ピトツィ を覆っている足首当ての飾りもフェルト製です。膝に毛糸を巻いています。1980
年代半ばの作品でしょう。クラシック様式です。何のカチーナ なのかは分かりません。
ありがとうございます。

General Statement by Darance：
This doll, I can’t really say too much about. It’s from the village of 1st Mesa, I
believe. In 3rd Mesa, we don’t have any katsina that have the two parrot feathers
on the head, or one with the bell here. So, I don’t really have an explanation on
what this doll is. The carver is half Hopi, half Tewa. So, I believe, maybe, this
may be Tewa katsina, but I’m not saying it for sure. But the kilt here, the skirt is
made out of canvas rather than carved as the previous dolls we’ve been reviewing.
All of them had been carved. But this is the ﬁrst one I’ve seen that the pitkuna,
the kilt, skirt, is a material. The back part of this is a fox tail. It looks like a piece
of fabric, wool fabric that’s attached. The armband is like a cloth. And it has a
bow guard and yarn. There is usually no bow guard on the Wawarkatsina or
rings, kind of interference with the running. Usually, Wawarkatsina likes to dress
light, less clothing. It’s better for them. They can get that speed and nothing
having to interfere with that. This doll looks like it was glued onto the base.
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Underneath it says F. Sulu. I’m not really sure who he is. Maybe he could be
making something up or he is really aware of katsinas and how they look. But I
can’t really say anything, so it’s all I got.
この人形についてはあまりコメントがありません。第 1 メサのカチーナ だと思います。
第 3 メサには頭部に二枚のオウムの羽根を付けるカチーナ はいません。ベルを身につけ
ているカチーナ もいません。この人形が何であるか、解説はできません。制作者はホピ
とテワのハーフです。確証はありませんが、これはテワのカチーナ なのかもしれません。
この腰布は木彫ではなくキャンバス製です。これまで熟覧した人形は木彫でした。ピッ

クナ を彫刻していない人形はこれがはじめてです。腰にはキツネの尻尾が付いています。
布か何かが付いているように見えます。腕章も布製のようです。手首当てと毛糸を着け
ています。ワワシュカチーナ は手首当ても指輪も着けません。走るのに邪魔になるから
です。ワワシュカチーナ は軽装でほとんど何も身につけません。その方が都合がよいの
です。軽いほど空気抵抗がなくて走る速度が上がります。台座と本体は接着剤で固定さ
れているようです。底面に「F. Sulu」と記載されています。誰のことなのか分かりませ
ん。何を作ろうとしたのでしょう。このカチーナ を熟知していて忠実に描いたのかも知
れません。私は何も言えません。以上です。

224

30．H85683

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

2014/10/10
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
The local name is Paakwa katsina, which means a frog. It appears during the Powamuya ceremony. The carver
is the late Roxy Pela – a clan uncle of Merle Namoki, one of the reviewers.
現地名はパークァ・カチーナ （Paakwa katsina）で、カエルを意味する。ポワムヤ 儀礼に登場する。制作者の
ロクシー・ペッラ氏は故人だが、熟覧者のマール・ナモキ氏クラン関係上のオジにあたる人物。

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

Frog 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：
In Hopi language we say paakwa for the name. Personally I don’t know how the
actual if it was in life. I can’t tell you how to describe it. But I’ve seen it when I
was younger, probably Grade School, they did this one time at Songòopavi during
the day dance and it jump out from, kind of box or something. That’s only time
I’ve seen it but it looked very scary. They said it was a frog and I don’t really
remember how it actually looked. Nowadays you see a lot of this people are
carving, but this paakwa is part of the water. All I can say is that it’s classic 1980s
style of carving, out of traditional cottonwood root. It’s very nice actually. Everything was attached after, the arms were attached, carved, sanded it and then
painted it and then all the feather, the pheasant feathers that are on there, along
with the yarn and some leather and the sakwavitkuna here were all attached later.
ホピ語でカエルをパークァ といいます。実際のカチーナ がどんな姿をしているかは分か
りません。解説することができません。幼い時に見たことがあります。多分小学生の頃
です。ソンゴーパヴィ村落のデイダンスにこれが現れたことがあります。箱か何かの中
から飛び出てきました。見たのはその一度きりです。とても怖かった記憶があります。
カエルだったそうですが、どんな姿をしていたのかよく覚えていません。最近このカチ

ーナ を象った人形をよく目にします。パークァ は水のシンボルです。1980年代のクラシ
ック様式で、素材はコットンウッドの根です。素晴らしい人形です。腕は、彫刻し、や
すりをかけ、色を塗ってから後付けしています。キジの羽根、毛糸、皮、サクァヴィッ

クナ も後付けです。

Darance：
Paakwa. I’ve seen this during the night dance in Hoatvela, but it was a female.
She was wearing a traditional Hopi dress kanèlkwasa and the cape, the atö’ö and
wukokwewa, the Hopi woman wedding sash. I can’t really say how it looked,
because it was kind of dark when I saw this katsina. It just happened to, just it
walked by and I’ve seen it going away inside the kiva. What I could see is that
what this carver did is pretty accurate to me, but I could be wrong because I
wasn’t really... I didn’t really observe that well. It’s just like I said, it was just not
going inside, the kiva, so I wasn’t able to take a good look at it. The carver, it says
Roxie Pela. I was talking with them, whit Gerald and Merle here, he is deceased.
Just it looks pretty around that time period when it was carved in 1980s things
were attached. The sakwavitkuna, the blue belt are all added on. And usually
around the neck are paaho, what it has around the neck. I’m not sure what it really
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holds. The other time I’ve seen the Paakwa was at Songòopavi, when they were
going around doing their thing during bean dance. She was standing on the
puddle of water. There was the only time when I’ve seen that there. It’s all I can
say.
パークァ です。ホテヴィラ村落のナイトダンスに登場しました。その時は雌のカエルで
した。そのカエルは伝統的なクァネルクァサ を着ていて、その他に、アトゥイ 、ウォコ

クウェワ （ホピの女性用の結婚式の飾り帯）を着ていました。これを見た時、辺りがと
ても暗かったので、容姿がどうだったか語ることができません。私がキヴァ に入った時
にすれ違いました。私にはこの人形がとても正確に描写されていると思います。しかし
私はそれをしっかり見たわけではないので、この人形の描写が正確かどうか判断できま
せん。先ほど述べたようにキヴァ に入った時だったので、まぶしくて視界が悪かったの
です。制作者はロクシー・ペッラさんです。ジェロさんとマールさんに確認しましたが、
故人だそうです。全てのパーツがつぎはぎで作られていた1980年代の作品にしては、と
ても素晴らしい作りだ思います。サクァヴィックナ （下帯、青い帯）は後付けです。首
の周りにパーホ が付いているはずです。手に持っているのは何でしょうか。ソンゴーパ
ヴィ村落でも一度パークァ を見ました。ビーンダンスの時期でした。雌のカエルは水た
まりの上に立っていました。そこで見たのはその一度だけです。以上です。

Merle：
This doll here, I vaguely see, but recently it appeared in the bean ceremony at
Songòopavi. We call it Paakwa katsina. There is not really much information that
I can really give but when I’ve seen it, it’s painted correctly, the appearance of it.
The feather on top of the head, it supposed to be a pair of eagle wings or some
sort of bird together up here. On the back side it has eagle tail feathers also
fanned out maybe around this disc attached to it. The eyes are correct here. And
this around the neck is of turkey feathers, but for him, he put, I believe, pheasant
feathers. The yarn, I believe, is correct. The bow guard is of leather here. The
feather it’s holding, I can’t really explain what it’s supposed to be holding but it
has pheasant feathers also. The yarn across the body is correct. The painting is
also correct, turquoise blue. The forearm is black with white polka dots, also on
the stomach area is correct. And on the back, also is correct. The blue belt is also
correct but it’s, I believe, felt. The breechcloth, the sakwavitkuna, is, I believe,
leather here. The yarn on the leg is correct. The painting on the foot is also
correct. Roxie is a clan member uncle. He’s no longer here with us, he’s deceased.
The doll is made out of cottonwood root. I believe, it’s glued onto the base here.
227

The arms are added on to, after he carved the doll. I believe this is authentic.
Kwakwhà!
最近のソンゴーパヴィ村落のビーン儀礼に登場しました。はっきりと見たわけではあり
ません。パークァ・カチーナ といいます。あまりお話できませんが、自分の経験に照ら
すと外見は正確に描写してあると思います。本物のカチーナ は頭頂に二枚のワシの風切
り羽を載せます。もしくは別の鳥の羽根を対にして直立させます。扇状に広げたワシの
尾羽根を、後頭部のこの円盤状の周りに付けます。目は正しいです。首の周りの羽根は
七面鳥のはずですが、この人形はキジの羽根で代用しています。毛糸は正しいと思いま
す。この手首当ては皮製です。手に持っている羽根が本当は何であるかお伝えできませ
んが、この人形はキジの羽根で代用しています。二本の毛糸をたすき掛けして交差させ
ます。身体のトルコ石色の青のペイントも正しいです。前腕は黒地に白い水玉模様が描
かれます。腹の描写も正しいです。背中も正しいです。青い帯も正しいですが、この人
形のものはフェルト製です。サクァヴィックナ と呼ばれる下帯はここでは皮製です。膝
の毛糸も正しいです。脚部のペイントも正しいです。ロクシーさんは私のクランのオジ
です。故人です。素材はコットンウッドの根です。台座と本体は接着剤で固定されてい
ます。腕は別に彫って後付けしています。ホピ製だと思います。ありがとうございます。

General Statement by Merle：
Here, this doll was made by my clan uncle, Roxie Pela. This is a Paakwa katsina.
I really vaguely see the katsina but just recently at Songòopavi he came during the
bean ceremony. The way he was dress it was feathers up here, four of them. I
believe, from the wing part of it. And back here it had an eagle tail feathers,
fanned out with a disc attached to it. The eyes are correct here. And on the neck,
it had feathers also but it was of a turkey feathers. But this one here, I believe, its
pheasant. The feathers, it’s holding, I don’t know, I can’t recall of what it is and
what it represents. The bow guard here is of leather. The painting is correct. It’s
turquoise blue. The mouth part is correct and the chin part is also correct here.
The body part, the painting here is also correct, it’s black with white polka dots.
And also on the back, it is also correct. The blue belt is also correct but this one
here, I believe, it’s felt. And the breechcloth, we call it sakwavitkuna, it is out of
leather, I believe. And the leg part is also correct, the yarn here and the painting.
It’s black with black-and-white polka dots. It’s made out of cottonwood root. My
clan uncle, he did a lot of dolls, he has always been a carver. I believe, this is
authentic.
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私のクランのオジのロクシー・ペッラさんが作った人形です。パークァ・カチーナ とい
います。はっきり見たわけではありませんが、つい最近ソンゴーパヴィ村落のビーン儀
礼に現れました。衣装を見ていきます。ここに四枚の羽根があります。風切り羽だと思
います。後頭部にはワシの尾羽根が扇状になっていて、それに円盤状のものが付いてい
ます。目は正しいです。首にも羽根が付いています。これは七面鳥の羽根です。こちら
はキジだと思います。手に持っている羽根の種類は分かりません。意味も思い出せませ
ん。手首当ては皮製です。身体のペイントは正しいです。青いトルコ石色です。口とあ
ごの部分の描写は正しいです。腹の描写も正しいです。黒地に白い水玉模様が描かれま
す。背中のペイントも正しいです。青い帯も正しく描写されていますが、この人形のも
のはフェルト製です。下帯はホピ語でサクァヴィックナ といいます。この人形のものは
皮製だと思います。足の描写ですが、膝の毛糸とペイントも正しいです。黒地に白黒の
水玉模様です。コットンウッドの根を彫っています。制作者は私のクランのオジで、プ
ロの作家として多数の人形を彫りました。オーセンティックなものといって良いと思い
ます。
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31．H115041

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

2014/10/10
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
A carver probably tried to carve Avatshoya but no details are known. The neck part resembles Avatshoya but its
head does not. In the documentation, it is registered as “TSIL Kachin (Chili Pepper Kachina).” However, if it
were Tsil katsina of the Second Mesa, it would have features as follows. The head would be white with red rims
and without a mouth. In place of peppers on top of the head, it should have fresh grass. It should have fur on
the neck, a breechcloth on the hips, and a blue belt. He runs with pepper paste in his hands and rubs the face of
the person who loses the race. The carver is Raleigh Puhuyaoma born in Supawlavi of the Second Mesa, who
moved to Mùnqapi after his wedding. He is 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.”
おそらくアヴァツホヤ （Avatshoya）を彫ったものだろうが詳細は不詳。首から下はアヴァツホヤ に似ている
が、頭部の描写は異なる。台帳の「現地名」欄には「TSIL KACHINA（Chili Pepper Kachina）
」と記されてい
るが、第 2 メサのツィル ・カチーナ だとしたら、以下の特徴となる。頭部は白く、赤い輪が描かれ、口はない。
頭頂にはトウガラシではなく通常は新芽が添えられる。首には服地を巻き、腰には下帯を着け、青い帯を締め
る。トウガラシのペーストを手に忍ばせて走り、敗者の顔に塗りたくる。制作者はラリー・プフヤオマ氏で、
第 2 メサのスパウラヴィ村落出身で、ムンカピ村落に婚出。熟覧者のマール・ナモキ氏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

Raleigh Puhuyaoma

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

TSIL KACHINA (Chili Pepper Kachina)

Carver／制作者名

Raleigh Puhuyaoma

Year of Manufacturing ／制作年

1981

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
On the catalog here, the way it’s listed as the “TSIL KACHINA (Chili Pepper
Kachina)”. It’s a... we did the previous... it’s not from Songòopavi, I can tell,
because of the head and the body, just the overall appearance of it. But I can say
that it’s, again, from the classic 80s era. By looking at the bottom, it’s made by
Raleigh Puhuyaoma, originally from Supawlavi, 2nd Mesa but married into
Mùnqapi. The doll is attached to the base with a screw, maybe some glue underneath the foot there, I can’t see, but I’m pretty sure it’s there. Just like the classic
80s dolls, the arms are attached, and the feathers, the yarn and the fur, it looks
like synthetic ﬁber has been used on the fur, on the neck part. The ears and the
whip, looks like chili there, they all have been attached later after the painting
was done, carving and painting. The only thing is that it’s kind of similar to the
one that we had in Songòopavi, are the circles on the body. In Songòopavi the
body is white and the circles are all red. And the head is totally diﬀerent than
that, the white circles on the head part as well. In Songòopavi it doesn’t carry the
whip. It just carries the paste of the chili for the unlucky opponent that’s not fast
enough to get away from this racer. It’s a racer katsina. On the back, the
mötsafngönkwewa, the embroidered sash there. I’ve never seen that on racer
katsina. I think, he would hindered somebody that’s running and then it might get
tangle and possibly fall. It’s carved out of paako, the cottonwood root. It’s very
good detailed, the hands, the feet there, the whole body it’s, somebody be carving
proliﬁcally. That’s it.
台帳には「TSIL KACHINA（Chili Pepper Kachina）
」と記載されています。頭部と身体
の特徴からそれと分かりました。先ほども熟覧しましたが、ソンゴーパヴィ村落のもの
ではありません。1980年代の人形でクラシック様式です。底面にはラリー・プフヤオマ
と記されています。第 2 メサのスパウラヴィ村落出身ですがムンカピ村落に婚出しまし
た。人形と台座はネジで固定されています。足の裏にも接着剤が付いていると思います。
目視できませんが必ず付いています。他の1980年代の人形と同様に、腕、羽根、毛糸、
首回りの人工繊維のように見える毛皮は後付けしてあります。耳とトウガラシのような
棒も後付けです。彫刻して色を塗ってから付けてあります。身体中に輪が描かれていま
す。ソンゴーパヴィ村落のカチーナ との類似点はその一点です。ソンゴーパヴィ村落の
ものは胴体が白く、輪は赤です。頭部は全く異なります。白い輪が頭部にも描かれます。
ソンゴーパヴィ村落では枝を持ちません。練ったトウガラシを手に潜ませ、駆けっこに
負けた者に塗りたくります。走者のカチーナ です。背部にはムツァフムンクウェワ とい
う刺繍した飾り帯があります。走者のカチーナ はそれを着けません。初めて見ました。
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走行の邪魔になって、もつれて取れてしまうかも知れません。パーコ （コットンウッド
の根）が素材です。手の描写はとても繊細です。足も身体も細かいです。ベテラン作家
が彫ったのでしょう。以上です。

Darance：
What I can say about this doll, I’m not really familiar with it, but I know the
carver. He is still alive. As far as the meaning and duties and what it represents, I
can’t really tell you. I’ve never seen this katsina. The carving seems pretty well
done. The arms, the ears, the sash and the back, they all are attached. Other than
that it’s all one piece. It looks like it’s screwed underneath to the base for
stability. Usually, some people will do that to make it force the strength, to make
it more strong. They glued it and then the screw or the nail underneath to
stronger the stability. Other than that, I have no really information to give on this
doll because I’ve never observed it. It’s all I can say on this.
この人形はよく分かりませんが、制作者は知っています。彼は存命です。このカチーナ
の意味、役割、象徴についてはコメントできません。このカチーナ を見たことがないか
らです。彫りの技術はとても高いです。腕、耳、飾り帯、下帯は後付けです。それ以外
は一本彫りです。補強のために台座にネジが打ち込まれています。安定感を増すために
こうした処置をするカチーナ 人形作家がいます。まず接着剤を着けて、それからねじを
回します。初めて見るカチーナ なので、これ以上のコメントはできません。以上です。

Merle：
This doll here was made by one of my clan uncles, Raleigh Puhuyaoma. I don’t
know what he was thinking of when he was making this. Maybe he was trying to
make the Avatshoya, I think. The body part, from the neck on down, seems to
look like Avatshoya but the head part is also similar to Avatshoya, but on 2nd
Mesa, it’s not dressed properly the way it should. But here, on the records, it says,
it’s Tsil katsina. The Avatshoya usually has shoes, red Hopi shoes with the ankle
guards, and the clothing here, the sash belt and then the black breechcloth is
correct. But on the records... I don’t know what he was thinking of when he made
this. I guess, he would refer as to Tsil katsina. I don’t know if he... I don’t know
what he was making but the Tsil katsina what we did earlier, on the previous doll,
it’s all white, the body, with red circles, from head to toe. No shoes. But other
than that I don’t recognize this doll here, but the carving is nice, from the 80s,
mid-80, early 80s. It’s made out of cottonwood. I believe the paint is acrylic paint.
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And cottonwood. The screw here is glued from the base on into the doll to give
stability, to hole the doll upright. Other than that, all I have to say on this doll
here, I think it’s authentic. Kwakwhà!
私のクランのオジにあたるラリー・プフヤオマさんが作った人形です。何を作ろうとし
たのか分かりません。おそらくアヴァツホヤ を作ろうとしたのではないでしょうか。首
から下についてはアヴァツホヤ のようです。しかし頭部は別のアヴァツホヤ に似ていま
す。第 2 メサにはこのような格好をしたカチーナ はいません。台帳にはツィル ・カチー

ナ と記載してあります。アヴァツホヤ は通常赤い靴を履いて足首当てを巻きます。この
人形は飾り帯と黒い下帯がつながっています。しかし台帳には ,,,。これは何を作ろうと
したのでしょうか。ツィル ・カチーナ を作ろうとしたのかも知れませんが。すでにツィ
。それは全身白で赤い輪が頭からつま先
ル ・カチーナ の人形を熟覧しました（H115040）
まで描かれていました。裸足です。この人形が何なのか分かりません。しかし1980年代
前半から半ばまでに作られたものとしては、彫刻自体の技術は高いと思います。素材は
コットンウッドの根です。身体のペイントはアクリル絵の具です。コットンウッドの根
です。ここのネジは台座から人形本体に通して、補強しています。この人形はオーセン
ティックなものです。ありがとうございます。

General Statement by Merle：
This doll here was made by Raleigh Puhuyaoma. He is one of my clan uncles
from Supawlavi. On the record it shows it’s Tsil katsina, but I’ve never really seen
this kind of Tsil katsina. Maybe it’s referring to 3rd Mesa area which he is married
into in Mùnqapi. In 2nd Mesa version the Tsil katsina is all white. The head is
white with red dots and don’t have a mouth. It usually has a green grass in place
of this feathers here. The ears are correct. And the fur part around the neck is
usually of some sort of cloth, also white with round circles on it, the body – white
circles. Here is usually the breechcloth, it’s also correct, but it doesn’t have a sash,
it has a blue belt. He doesn’t carry a chili or this whip here. I believe, the whip is
out some sort of ﬁber material. It seems to be screwed, the doll is screwed onto
the base to give it stability. This one here, it carries like a paste, as it runs. It’s a
runner. He chases him down and then he smudges the chili on the either the
mouth. It supposed to be on the mouth but rather than when it’s not correct, you
will get it face or the eye area. It stings because it’s chili. It’s made out of
cottonwood root I believe, the painting on this doll is acrylic paint. This doll is, I
believe, from early 80s to mid-80s. The arms are added on. I think, this is
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authentic. Kwakwhà!
ラリー・プフヤオマさんが制作した人形です。スパウラヴィ村落出身で、私のクランの
オジです。台帳にはツィル ・カチーナ とありますが、こんなものは見たことがありませ
ん。第 3 メサのカチーナ なのかも知れません。彼はムンカピ村落に婚出しました。第 2
メサのツィル ・カチーナ は全身白です。頭部は白く、赤い輪が描かれます。口はありま
せん。ここは通常は羽根ではなく新芽が付いています。耳は正しいです。首周りは通常
は毛皮ではなく服地です。頭部と同様にそれも白く、赤い輪があります。下帯を着けま
す。後ろ側は飾り帯とつながっていますが、通常は下帯だけです。そして青い帯を締め
ます。手にはトウガラシも枝も持ちません。このトウガラシは何かの植物の繊維だと思
います。安定感を増すために本体と底面をねじで固定しています。実際には手にトウガ
ラシのペーストを持って走ります。走者です。敗者の顔にトウガラシのペーストを塗り
たくります。口にも入れようとします。口にトウガラシが入ってしまうはずです。負け
ると顔や目に塗られます。トウガラシなので激痛がします。素材はコットンウッドの根
です。絵の具はアクリル製です。制作年は1980年代前半から半ばです。腕は後付けして
います。オーセンティックなものです。ありがとうございます。
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32．H115051

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

2014/10/10
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
It is called Mama Koisi in the Third Mesa and appears during the night dance. The body paint is done correctly.
However, the ornaments on the head and dress are diﬀerent from what they should be; thus, it is believed that
the doll might have been made in the First Mesa. The doll was made in 1980 and has the characteristics of that
period. For example, the body and the feet are made of a single piece of wood but other parts are carved separately, painted, and attached to the body later. The ﬁ ngers were carved precisely for the times in which the doll
was carved. The carver’s name – Logan Dallas – is written on the bottom of the stand (in the documentation, it
is registered as “Logon”). Many members of the Dallas family live in Orayvi and Mùnqapi but the reviewers
could not recall anyone named Logan. The name of the gallery is incorrect in the “Collection History” column.
The correct spelling is “Tepopa Trading Co.”
現地名は第 3 メサではママコスィ（Mama Koisi）で、第 3 メサのホテヴィラ村落ではナイトダンスの時期に登
場する。身体のペイントは正しいものの、頭飾りや衣装などの描写は実物とは異なるので、第 1 メサに登場す
るものを象ったのかも知れない。制作年は1980年代で、この時代に特徴的な作り方をしている。例えば胴体と
足は一本彫りだが、他のパーツは色を塗った後に後付けしている。手の指の描写がこの時代にしては精緻に彫
刻してある。制作者名はローガン・ダラス氏と底面に記載されている（台帳は Logon）
。ダラス家はオライヴ
ィ村落とムンカピ村落に多いものの、ローガンという個人は特定できなかった。
「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

Logan Dallas

Object Name by Carver／作品名

MAMAKOSIWA

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

MAMA KOSIWA KACHINA

Carver／制作者名

Logon Dalles

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

Purchased from Tepopa Truding Co.
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Gerald：
I don’t recognize this doll, or the katsina. I’ve never seen it in my lifetime. I can’t
let you know what the proper attire and regalia of this particular katsina. But I
can tell you that this is classic 1980s with the body and feet all one piece. The
ﬁngers are really detailed, so it is in that era, all the other parts have been added
after the paint was done. Using pheasant, colored chicken feathers and yarn of
diﬀerent colors. The name is not familiar to me. All I can relay is that it’s a
classic carving of the 1980s era with the cloth and yarn, the beads, plastic beads,
and this imitation of plant here. And the pheasant feathers added later after
carving and the painting was done. On the bottom here it has name and explanation of the name in English. It’s a mythical insect. I can’t read the other part but
it’s by Logan Dallas. The Dallas, last name is familiar, but the ﬁrst name I can’t...
it’s not recognized. I can’t recognize it.
何のカチーナ なのか分かりません。見たことがありません。このカチーナ がどんな衣装
を着けているかも解説できません。制作年は1980年代です。胴体と足が一本彫りです。
手の指は細かく彫られています。他のパーツは色を塗った後に後付けしています。この
時代の特徴的な作り方です。キジの羽根、染めたニワトリの羽根、色の異なる毛糸が付
いています。制作者の名前は知りません。確かなことは1980年代の作品だということで
す。布、毛糸、プラスチックのビーズ、造花の植物が後付けです。キジの羽根は彫刻と
着色が終わった後に付けました。底面には制作者の名前と解説が英語で記されています。
神話上の昆虫だそうです。他の文字は読めませんが、制作者はローガン・ダラスさんで
す。ダラス家のことは知っていますが、個人は特定できません。誰だか分かりません。

Darance：
“MAMA KOSIWA KACHINA”. This is... I’ve seen it maybe once or twice during
the night dance in Hoatvela. But is usually doesn’t appear like this. It usually has
chin, something like this here. It has smaller, tubular mouth the face is blue. It
also has the hair hanging down like this. And on each side are these little... the
headdress. And on each side, where the clouds, it’s usually ﬂower. Then on top of
the ﬂower going up are usually tadpoles. And there is usually yellow feathers on
top of the head. And the visor. Usually on each side of the cheek are two lines,
yellow and red. The paint, colored painting on the body it’s usually correct, but
the kilt is usually just the pitkuna, with the mötsapngönkwewa and kweewa, the
Hopi belt. But I don’t know, this, maybe, version, he was trying to carve. Maybe
he saw this, maybe at 1st Mesa, I’m not sure. The version I’ve seen is, what I’ve
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just described, it’s nothing compare to this what he has carved. The arms and the
tail seem to be attached. And it looks like he use for the Hopi belt, on the side is
a canvas. But either, the carving, the belt around the waist is carved on. It looks
like he glued this to a base. The rattle, the evergreens is also attached. The
colored ruﬀ, the greens, the salavi, the Douglas ﬁr is out of yarn. It looks like the
back is from some kind of bird, I’m not too familiar with. The top is dyed
chicken feather colored yellow. And then the bangs is yarn also. The armbands is
attached. It looks like it’s made out of canvas. The beads which is normally worn
by this most katsinas is made out of beads but in reality they use real turquoise
and other stones. This looks like it could be from 80s or late 70s. The painting –
kind of looks like tempera. It’s all I can say about this katsina doll.
台帳には「MAMA KOSIWA KACHINA」と書いてあります。ホテヴィラ村落のナイト
ダンスの時に一度か二度見たことがあります。外見はだいぶ異なります。本来このレー

ナングカチーナ （H115031）のようなあごをしています。もっと小さな管状の口で、顔
は青色です。このように髪が垂れ下がります。顔の両側にはこのような小さな頭飾りが
付いています。両側に雲が描かれていますが、通常は花が描かれます。花の上にオタマ
ジャクシが描かれます。頭頂には黄色い羽根が付いています。ひさしがあります。両方
の頬には黄色と赤の二本の線が描かれます。身体のペイントは概ね正しいです。腰布は
普通のピックナ のはずです。ムツァプンクウェワ とクウェワ を締めます。このような姿
のカチーナ は知りません。何を彫ったのでしょうか。第 1 メサにはこのような姿のカチ

ーナ が現れるかも知れません。私が見たことがあるものは、この人形とは比べものにな
らないほど異なります。腕と尻尾は後付けのようです。この人形のホピ帯はキャンバス
製のようです。腰回りは木彫です。台座とは接着剤で固定されています。ガラガラと常
緑樹も後付けです。緑色の襟巻きは毛糸製のサラヴィ を表現しています。ベイマツのこ
とです。後頭部の羽根は何の鳥でしょうか。分かりません。頭頂部の羽根は黄色く染め
たニワトリの羽根です。切りそろえた髪は毛糸で表現しています。腕章は後付けです。
キャンバス製のようです。ほとんどのカチーナ がネックレスを身につけます。これはビ
ーズですが本来はトルコ石かその他の稀少石のはずです。制作年は1980年代か70年代後
半でしょう。絵の具はテンペラのようです。以上です。

Merle：
As Darance mentioned, I believe, this is from 3rd Mesa area, the version of their
katsina, “MAMA KOSIWA KACHINA”. I’ve never seen this kind of katsina on
2nd Mesa and anywhere else, so I pretty much don’t have any other comment on
that, but it’s classic style of carving dated back in the late 70s, early 80s. I
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believe, this is classic here so other than that I have no any other comments.
Kwakwhà!
ダランスさんが述べたように、第 3 メサの「MAMA KOSIWA KACHINA」です。第 2
メサでは見たことがありません。コメントは控えます。1970年代後半か80年代のクラシ
ック様式で作られた人形です。コメントはクラシック様式ということだけです。ありが
とうございます。

Darance：
I think that the correct... I think I said the wrong also, the right pronunciation is
Mama Koisi.
訂正があります。正しい発音はママコスィ です。

Gerald：
“Sin” is “more than one”
「シン」とは「二つ以上」を意味します。

General Statement by Darance：
This type of katsina is called... what is says in the documentary, it says “MAMA
KOSIWA KACHINA”. But the one I’m familiar with is that usually has a chin
and the face is all blue with the little, tubular mouth, and also visor. The pattern
on the sides of the headdress is not usually painted like this. It usually has sihu,
aqawsi, a yellow ﬂower. Usually it’s painted on each side of the bottom of the
headdress. And there is a tadpoles going up. On each side of the cheek are two
marks, the red and yellow. It usually has a hair. It usually is wearing a pitkuna
rather than this tuu’ihi. It also wears the mötsapngönkwewa and the kweewa, the
Hopi belt. Blue shoes, armbands. It looks like it was carved and pieced together.
The legs and the arms are pieced along with the headdress, and then the mouth,
the rattle and the greens here. The body paint for this particular katsina on 3rd
Mesa is correct. But the only thing is that the skirt is wrong. The bangs here, it
looks like it’s yarn. The feathers – I’m not really aware of what kind of feathers
they come from, what bird. But the top of the feathers up here are dyed chicken
feathers. Yarns are attached and glued. It says, the carver is Logan Dallas. I know
some Dallas Hopis that are from Orayvi and Mùnqapi but I’m not too familiar
with the name Logan. Usually this type of katsina at Hoatvela, the Hoatvela
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version would appear, when I last saw it was during the night dance. Other than
that, this is pretty good carving. We all agreed that it’s all authentic but I don’t
know what the carver, what his intentions were and which... maybe he wanted to
make its own. Or this is a version, maybe from 1st Mesa or maybe from a
diﬀerent village, I’m not sure about it.
台帳には「MAMA KOSIWA KACHINA」と書かれています。私が知るママコスィ には
あごがあり、顔は青く、小さな管状の口とひさしが付いています。頭飾りの絵は通常の
ものとは異なります。シフ （花）が描かれます。アカウシ （黄色い花）です。花は頭飾
りの下の部分に描かれます。その上にはオタマジャクシが描かれます。左右の頬には赤
と黄色の二本の線が引かれます。髪があります。トゥーイヒ ではなくて、ピックナ を着
けます。ムツァプンクウェワ とクウェワ （ホピ帯）も締めます。青い靴を履き腕章を着
けます。別々に彫って後付けしたようです。足、腕、頭飾り、口、ガラガラ、植物が後
付けされています。このカチーナ の身体のペイントは第 3 メサ方式で正しいです。腰布
の描写が間違っています。赤く切りそろえた髪の毛は毛糸で代用されています。羽根の
種類と部位は分かりません。しかし頭頂のこの部分の羽根は染めたニワトリの羽根です。
毛糸は接着剤で固定されています。制作者名はローガン・ダラスと記載されています。
オライヴィ村落とムンカピ村落にはダラス家がいます。ただしローガンという人物は知
りません。ホテヴィラ村落にこの種のカチーナ が現れるのは、私が最後に見たのはナイ
トダンスの時でした。よい彫りの人形です。オーセンティックなものです。熟覧者全員
の見解です。しかし制作者も、彼が意図したカチーナ も不明です。存在しない独自のカ

チーナ を彫ったのかも知れません。もしくはこれは第 1 メサ版なのかも知れません。真
相は分かりません。
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33．H85666

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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
The local name in the Second Mesa is Patangkatsina or Paatangkatsina and in the Third Mesa – Paatangkatsina. It is a squash katsina, which is often seen in paintings and other artworks but which nobody has seen in
reality. This katsina is a legendary ﬁgure and appears only in stories. Hence, it can be classiﬁed as a ﬁctional
katsina that appears in stories. The carver is Arthur Yowytewa born in Paaqavi village of the Third Mesa.
、第 3 メ
現地名は第 2 メサではパタンカチーナ（Patangkatsina）もしくはパータンカチーナ（Paatangkatsina）
サではパタンカチーナ （Paatangkatsina）である。スカッシュ（カボチャ）のカチーナ で、しばしば絵画作品
や人形として目にするが、実際は誰も見たことがない。神話的存在であり、物語の中だけに登場する。物語に
登場する空想上のカチーナ として分類できる。制作者はアーサー・ヨイワイテワ氏で、第 3 メサのパーカヴィ
村落出身。

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

Arthur Yowytewa

Object Name by Carver／作品名

Patun

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

Patun Kachina (Squash Kachina)

Carver／制作者名

Arthur Yowyetewa ( hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1979

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
A lot of Hopis, maybe they didn’t see this katsina. It’s mythical. But it’s a squash.
Usually, people draw it, people carve it, but in actuality, I don’t think we’ve seen
it in life, in person. It represents the squash and what it’s carrying in are squash
blossoms and on the back of the head it’s also a squash blossom. It looks to be
whole out of one piece, except for the arms. Sakwavitkuna is also attached. All the
yarn, feathers, and the little squash blossoms are added later. It’s put of
cottonwood root. It looks like acrylic paint. The feathers, pigeon. But again, I’ll
state that I don’t think anybody has seen this. They’ll carve it, they’ll draw it, it’s
in some of the stories but in actuality we’ve never seen it, just in the books.
このカチーナ を実際に見たホピはほとんどいません。神話的存在なのです。スカッシュ
（カボチャ）のカチーナ です。よく絵や彫刻の対象になりますが、実際には誰も見たこと
がありません。全身でスカッシュを表していて、手に持っているのはカボチャの花です。
後頭部にもカボチャの花がついています。腕以外は一本彫りのようです。サクァヴィッ

クナ も後付けです。毛糸、羽根、手に持つカボチャの花も後付けです。材料はコットン
ウッドの根です。絵の具はアクリル製でしょう。ハトの羽根です。誰も見たことがない

カチーナ です。絵に描いたり、人形に彫ったりしますが、実際は誰も見たことがありま
せん。物語の中だけに登場するカチーナ です。

Darance：
Paatangkatsina. Just like Gerald said, I don’t know, I’ve never seen this type of
katsina before. Just like the Warrior Mouse is made up stories, Hopi legends. This
type of katsina, I’ve never seen it. I’m wondering if maybe it had fallen into that
category along with that Warrior Mouse which is made up children story. I’ve
seen this carved. I’ve seen it drawn before by other Hopis, but all I can say is
that... The guy that painted... carved this, his name is Arthur Yowytewa from
Paaqavi, I believe. I’m not sure if he witnessed this katsina. Maybe he just carved
it through what others had carved and he just followed that. I can’t really say too
much about this doll but it seems pretty carved, pretty well. The arms are
attached, just like what Gerald said, the other pieces, not made out of one piece.
The doll is glued onto the base, cottonwood base.
パタンカチーナ です。ジェロさんが言ったように、私はこのカチーナ を見たことがあり
ません。
『ネズミの戦士』はフィクションですが、これも伝説です。このカチーナ を見た
ことはありません。おとぎ話に登場するネズミの戦士と同じカテゴリーに分類できると
思います。人形なら何度も見たことがあります。ホピが描いた絵も見たことがあります。
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この人形の制作者はその絵を描いたこともあります。アーサー・ヨイワイテワさんで、
パーカヴィ村落出身です。彼がこのカチーナ を実際に見たかどうか不明です。誰かが彫
った人形を参考にして、この人形を作ったのではないでしょうか。あまりコメントでき
ませんが、人形としては素晴らしい出来です。ジェロさんが言ったように腕や他の部分
は後付けです。一本彫りではありません。コットンウッドの台座と接着剤で固定してい
ます。

Merle：
This doll here is Patangkatsina or Paatangkatsina. Here, Gerald and Darance said
earlier, we’ve never seen this katsina before. I don’t know what this katsina is
about but I think, it represents the squash for the harvest, probably. I don’t have
much comment on this doll because I’ve never seen it. It’s carved out of
cottonwood root. The ﬂower here represents the squash blossoms that it’s carrying
on the head. The yarn runs across the body and on the wrist, the feathers. The
belt here is out of leather. The black breechcloth is a wood, cottonwood. The arms
had been attached later on as it was carved. The base is of cottonwood root, glued
on. Made by Arthur Yowytewa from 3rd Mesa, Paaqavi, I believe. It’s authentically carved. It’s all I have to say.
パタンカチーナ 、もしくはパータンカチーナ といいます。ジェロさんとダランスさんが
述べたように、誰もこれを見たことがありません。これが何なのか分かりませんが、収
穫間近のスカッシュ（カボチャ）を表しているのだと思います。見たことがないのでコ
メントはあまりできません。コットンウッドの根が材料です。頭に付いている花はカボ
チャの花を表しています。毛糸のたすきをかけ、手首にも毛糸を巻きます。羽根も付い
ています。このベルトは皮製です。黒い下帯は木製です。コットンウッドの根です。腕
は別に彫って、後付けしています。台座はコットンウッドの根で、接着剤で固定しまし
た。制作者はアーサー・ヨイワイテワさんで、第 3 メサのパーカヴィ村落出身のはずで
す。オーセンティックなものです。以上です。

General Statement by Darance：
This is a Paatangkatsina, squash. I’ve never seen this before, but I’ve seen people
carve it, and seen people draw this ﬁgure. But personally, I’ve never seen it. I’m
wondering if it falls into the category of the mythical or the story-telling katsinas
for children, like the Warrior Mouse. The carving here looks pretty interesting. I
think, the head could be out of real gourd, that’s my thought, I’m not really sure.
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Some people that carve this type of katsina, the pumpkin or squash, they usually
use the real gourd, to make it, kind of, more realistic looking. But these are
ﬂowers here that’s it’s carrying and on the back of the head. There are pieced on.
The feathers are from the pigeon. The doll is glued to the base and it says here,
the carver is Arthur Yowytewa. I think he is from the village of Paaqavi, married
to a lady from Hoatvela. The paint is acrylic. The arms seen to be attached also,
but the legs is all one piece. The head part looks to be attached also. I can see
little... some putty here. So, I’m thinking, maybe, this may be a gourd of some...
attached.
パタンカチーナ といってカボチャを表します。見たことはありませんが、ホピはよく絵
に描いたり人形を彫ったりします。私自身は見たことがありません。ネズミの戦士のよ
うな、童話の登場人物として分類できると思います。彫刻作品としては興味深いです。
頭部は本物のヒョウタンを使っていると思います。確証はありません。このカチーナ を
彫る作家は写実にこだわり、本物のヒョウタンを使うことがあります。両手と後頭部の
花は、カボチャの花です。後付けしています。羽根はハトのものです。本体と台座は接
着剤で固定しています。底面には制作者の名前があります。アーサー・ヨイワイテワさ
んです。パーカヴィ村落出身で、ホテヴィラ村落の女性と結婚しました。絵の具はアク
リル製です。腕は後付けです。足と胴体は同じ木から彫り出されています。頭部は後付
けです。ちょっとパテが見えます。素材はヒョウタンか何かでできていて、本体に後付
けしたのでしょう。
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34．H83338

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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
Its local name is Wiharu. It is registered in the documentation under the name of Wiharu Kachina but the word
“Kachina” should not be attached at the end. This katsina resembles more Tsaaveyo than Wiharu. There were
comments concerning the tool used for the ceremony (saber) in Songòopavi. It appears together with So’yoko. Its
role is to discipline children and punish adults who do not follow the Hopi way of life. It has a high rank and
because of that it is not classiﬁed as a katsina. In terms of cultural sensitivity, the reviewers requested a certain
way of using this doll (to set limits on presenting it to non-initiated Hopi children). The carver’s family name is
Takala but the reviewers could not indicate a concrete artist.
。資料台帳の「現地名」では「Wiharu Kachina」となっている
現地名は第 2 メサではウィハージュ （Wiharu）
が、語末にカチーナ は付けない。この人形はウィハージュ というよりも、ツァーヴェヨ （Tsaaveyo）に似てい
る。ソンゴーパヴィ村落における儀礼具（サーベル）の管理者に関する言及がなされた。ソヨコ と一緒に現れ、
担っている役割は子どもの教育的指導やホピとしての生き方を実践しない成人に罰を与えることである。こう
した特別な役割を担うため、他のカチーナ よりも位が高いとみなされ、カチーナ として分類されることはない。
カルチャル・センシティビティへの配慮として、資料利用に関する要望（結社入会以前のホピの子どもに対す
る画像の公開制限）が寄せられた。制作者の名字はタカラだが、名前から個人を特定することはできなかった。

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

DEWEY TAKALA

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

Wiharu Kachina ( White Ogre Kachina)

Carver／制作者名

Dewey Takala, Hopi

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This is called the Wiharu, without the “katsina”. This is Wiharu. This can be
classiﬁed as one of the... you had a few those dolls that were considered... that we
consider more... kept in higher respect. So, we don’t refer to these as katsinas,
because of their... the duties that they perform. It comes with the Ogre Lady in
February, and it has its function, it’s like teaching obedience, teaching respect, it’s
teaching.... it’s correcting people, their wrong doing. So, it has a deeper function
in our communities, especially at Songòopavi. We don’t refer to them as katsinas.
Anyways, this Wiharu actually it’s very old. The ﬁrst part I noticed, it doesn’t
have bangs like that, the hair. What covers its face are tsu’nakwa, the eagle
feathers or owl feathers rubbed in red oxide with bluebird feathers tied on the tips
of those owl feathers, which make up the face around, where the bangs are, at the
top and on the sides. And it has horns like this with the eyes protruding. And he
has a very big mouth, larger than that. The pheasant feathers here are usually a
wing, eagle wing, ﬁve of them, with all the eagle bunches in the back, big head.
What’s nice about this, too, I like the eagle feathers coming down, four of them,
just coming down the back on the string. One thing, when we get to the shoulders
and the body, it has a nice dress shirt, it has a nice, either velvet or something
solid. And it has this thing draped around the body. Neckless, if you like. And
then it has the shell. And then, if you get to right here, it has the embroidered belt
like this, but it’s not blue, it’s all white there. And then it’s wearing a nice dress
pants with... It doesn’t have this on the leg. It just has the pants, and then the red
shoe with tsamimi again, the fringes. And it’s wearing two turtle shells. And then
when we get to the arm part, the blue armbands, bow guard and the yarn. In
Songòopavi it carries a sword on the right side, and the bow on the left. The
sword is actually from the 14th century, when the Spanish ﬁrst arrived. In the
15th? Yeah, 15th century. Those are actual Spanish swords that we have in
Songòopavi. My grandmother says that there was more. They had this side a
dagger, and they had helmets and a shield, some shields. But as time went on they
disappeared. Her father and her great aunties were caretakers of those all their
lives, and now my grandmother is the caretaker of those. They were somewhere in
the house which I never bother. This is also classic 80s, out of cottonwood root,
arms attached, feathers, yarn, all attached later after the carving and painting
were done. Right here, also, I’ll say that this is correct but it wears two pelts not
one. So, it’s draped over the shoulders like this.
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ウィハージュ です。語末にカチーナ は付きません。ウィハージュ です。他のカチーナ よ
りも位が高く、そういう高位の存在がいると信じられています。そうした存在は特別な
役割を担うため、私たちホピはカチーナ とは呼びません。これは 2 月に女の鬼と一緒に
やってきます。言いつけを守ること、尊敬すること、そういった教育的指導の役割を担
います。過ちを犯している人間を正す役目です。ソンゴーパヴィ村落では特にそうした
役割を負います。カチーナ とは呼びません。このウィハージュ の人形は年代物です。い
くつか気がついたことがあります。髪形が不自然です。顔を覆っているのはツーナクァ
です。ワシかフクロウの羽根を赤い酸化鉄でもみ、その先端に青い鳥の羽根を結びます。
それらが頭頂から側頭にかけての切りそろえた髪から出て、顔の周りを覆います。この
人形のように角が付いていて、目は飛び出ています。口は非常に大きく、この人形より
もずっと大きいです。これはキジの羽根ですが、本来は 5 本のワシの風切り羽です。後
頭部にはワシの羽根の束があります。本来は 4 枚のワシの羽根を紐に結びつけて、後頭
部から垂れ下げます。その姿は素晴らしいものです。肩と胴体を見てみましょう。ベル
ベットか無地の上等なシャツを着ているはずです。これを身体に羽織ります。いわばネ
ックレスです。貝殻が付いています。この部分には刺繍した飾り帯があります。ただし、
青色ではなく全て白のはずです。ちゃんとしたズボンもはいています。足にこれは着け
ません。ズボンだけです。赤い靴にツァミミ という房飾りを付けます。二つのカメの甲
羅もつけます。腕を見てみましょう。青い腕章、手首当て、そして毛糸を着けます。ソ
ンゴーパヴィ村落では右手に刀、左手に弓を持ちますその剣はスペイン人がやってきた
当時の14世紀のものです。15世紀でしたっけ。そうです15世紀です。ソンゴーパヴィで
は本当にその当時の剣を使います。私の祖母によれば昔はもっとあったそうです。短剣、
兜、盾も持っていたそうです。時が経ち、なくなってしまいました。私の祖母の父と大
オバたちは、生涯にわたりそうした物品を守ってきました。そして現在では私の祖母が
その世話しています。私は気にかけたことは無いのですが、家の中にあるそうです。1980
年代のクラシック様式で、素材はコットンウッドの根です。彫刻と着色の工程が済んで
から、腕と毛糸を後付けしました。この描写は正しいのですが、実際には一つではなく
二つの動物の尻尾を巻きます。肩からこのように羽織ります。

Darance：
I can’t really tell you about this katsina, this is, comes out of 2nd Mesa. But I’ve
observed it and I was able to watch it closely but these two have more information on how it’s supposed to look.
このカチーナ は第 2 メサのものなので、私はコメントを控えます。私は間近で見たこと
がありますが、このお二人が詳しくお話ししてくれるはずです。
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Merle：
This doll here, on the record it says Wiharu. Like Gerald is saying, this should be
not really shown to younger kids or out to public. In Songòopavi we call it
Nata’aska. Its role is to teach younger kids... OK not white one, the black one is
Nata’aska. The clothing here is not exact. On the head part it has eagle plumes or
owl feathers, as Gerald said, rubbed with red oxide and blue bird tail feathers tied
to the end. The horns are much narrower and not curved but kind of like crescent
moon shape. On the sides, it also has eagle feathers on both sides. And below that
is also bunches of the eagle feather with the red oxide. And it has hair hanging
down also on the sides. And the feathers are on the back here, of eagle wing part.
The bunch back here is also eagle, the chest part, the body part. The eyes are
correct but the mouth is a lot bigger and wider. The fur here is of fox pelts, two
of them, as Gerald said. And the feather hanging from the horn is also correct but
it’s of eagle, the part of an eagle wing. It wears a shirt of a solid color, velvet or
which color it prefers. And the blue armbands, it’s also correct. This here, the kilt
and the blue belt is not correct here on this one. It’s wearing a pants. And then the
sash here, the embroidered sash is correct. The guards here for the leg is not
correct. It has red shoes, the pants stuck in, two turtle shells. This here what we
call sowi’ingwvukya is correct, the deer skin. It has the shells, wearing across the
body, I guess, it called as Ramson would say, the bandoliers is correct with shells
on there. The bow guard is correct. The sword on one side is correct. It should be
on the right side, and the bow on the left side. It’s carved out of cottonwood root,
made by Dewey Takala, the artist I don’t know, I believe, from 3rd Mesa,
Hoatvela maybe. I believe, it’s classic, and painted with acrylic paint.
台帳ではウィハージュ となっています。ジェロさんが言ったように、この人形をホピの
子ども達に見せないでください。公開制限してください。ソンゴーパヴィではナタアス

カ と呼びます。子ども達にしつけをする役割を担います。すみません。黒いのがナタア
スカ でした。これは白い方です。服の描写は間違っています。頭部にはワシの胸毛かフ
クロウの羽根が付いています。ジェロさんが言ったように赤い酸化鉄でもんだもので、
そこに青い鳥の尾羽根が結ばれます。角はもっと細く、こんなに曲がっていません。い
ずれにせよ三日月型です。頭の両側にもワシの羽根が付いています。ここにはワシの羽
根の束があって、これも酸化鉄でもんで赤くします。側頭からも髪が垂れ下がります。
後頭部の羽根はワシの風切り羽です。後頭部の束もワシの羽根です。胸の毛です。目は
正しいのですが、口はもっと大きくて幅広のはずです。これはキツネの毛皮ですが、ジ
ェロさんが言ったように二つ使います。角からぶら下がっているワシの風切り羽の描写
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も正しいです。無地のシャツを着ます。ベルベットか色付きのシャツです。青い腕章を
着けます。正しいです。この腰布と青い帯は誤描写です。ズボンをはきます。刺繍され
た飾り帯は正しいです。足下の描写も正しくありません。赤い靴を履き、ズボンの裾は
靴の中に入れ、カメの甲羅を両足につけます。ホピ語でこのシカ皮をスウィインヴーキ

ャ といいます。貝殻をたすき状にかけます。ラムソンさん風に言えば弾帯ですね。その
描写は正しいです。手首当ても正しいです。片手に持つ刀も正しいです。刀は右手、弓
が左手です。素材はコットンウッドの根です。制作者はドゥウェイ・タカラさんです。
第 3 メサのホテヴィラ村落出身だと思いますが、私は知りません。クラシック様式でア
クリル着色です。

Gerald：
One of the details I forgot to mention, it has a quiver also, the arrows.
細かいことですが言い忘れた点があります。矢筒を背負っています。

Ito：
Do you know him?
制作者をご存じですか。

Darance：
I don’t know him. I just know that Takalas are from there.
知りません。タカラ家は確かにそこ（ホテヴィラ村落）の出身です。

General Statement by Gerald：
This katsina doll, the way it’s mentioned in the catalog there, we don’t really
distinguish this... we don’t really categorize it as being a katsina, because of its
special functions that it holds. It holds a special... it has a special meaning to us
because it teaches children obedience, even as well as the adults. It’s like a... like
Christians repent their sins but we repent or sins to these ﬁgures here. And that’s
how we were able to go on as Hopis, if we admit our wrongs, and they know
what we did wrong. So they go to household, to household. Each individual has to
face these ogres. This one is called... there is a pair of them. There is a white one
and the black one. This is the white one and it’s called Wiharu. The black one is
Nata’aska. Somebody attempted... it looks more like a Tsaaveyo than the Wiharu.
But, anyways, it’s listed as Wiharu. At Songòopavi, I’ll start from the head part
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where the pheasant feathers are. Those are eagle wing tips, toward the tips of the
wing. There is usually 5 of them. And then, back here, there are a lot of eagle
feathers from the breast of the eagle. One big bunch back here. The horns aren’t
really carved like that. They’re sort of like... not too much as a curve but still you
can distinguish it as a horn. It has 2. The locks here, the hair, usually this type,
has it tied on the sides along with another pair of wing tip eagle feathers on both
sides of the head representing the ear. And this where the hair is tied. And usually
on the sides... on the top and on the sides here are feathers of an owl in a red
oxide with blue bird feathers tied to the ends of those owl feathers. So they drape
over the face. I believe the eyes on these are yellow... they’re yellow with the
black inside. So they’re not like this. The mouth is a little huge, like a big... mouth
with teeth. It wears fox... 2 fox tails draped down the front, going around the
entire back and front... It also has this... either buckskin or elk skin. And it wears
a shirt with the neckless similar to mine. And a bow guard. And it has armbands
and the leather... the yarn around. So, then he wears the pants, nice dress pant
with the red shoes. And the pants tucked into the shoes with the fringes tsamimi.
And it has 2 turtle shells and it has this embroidered sash here. Only thing about,
what it’s carrying there, this sword. And it’s carrying on the right side and on the
left side it has a bow. It also has a quiver here, to hold its arrows. But the interesting thing about this katsina is that it’s holding a sword from the Spanish
conquistadors that we were able to hold on to. In old times, my grandmother, she
is the caretaker of them are belong to her house, the sun forehead house. She told
us that there was: swords, the daggers, the helmet, and the shields. But as time
went on, I don’t know, they just got misplaced or somebody just took care of it.
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But anyway, it’s still here, the sword. We use it. We integrated it to this part of or
ceremonial life, ceremonial cycle. It belongs to the whole community. It don’t
belong to only one person, it belongs to everybody. This is a... I don’t know the
last name is familiar, Takala. But I don’t know the ﬁrst name of the maker. This is
a classic example of doll making from the 1980s, mid-80s, with the whole body
carved and the arms are attached as well as all the regalia, later, after it was
carved and painted. I sketched the image, how it was looked like with its full
regalia here. This is a rough drawing but that’s how it looks at Songòopavi.
台帳にはカチーナ 人形として掲載されていますが、私たちはこれをカチーナ とみなして
いません。もっと特別な役割を持った存在なのです。子ども達にしつけを教える存在で
す。子どもだけでなく大人の過ちも正す特別な意味を持つ存在です。キリスト教徒が自
ら犯した罪を懺悔するように、私たちホピはこれに対して悔い改めるのです。そのおか
げで私たちは過ちを認めさえすれば、ホピとして生き続けることができます。彼らはそ
れを見抜いています。一軒一軒を訪れます。世帯の全員が鬼たちと顔を合わせなければ
なりません。この鬼には対になる別の鬼がいます。白鬼と黒鬼です。黒鬼の名前はナタ

アスカ です。この人形はウィハージュ というよりもツァーヴェヨ に似ています。いずれ
にせよ台帳上はウィハージュ です。ソンゴーパヴィ村落での特徴を解説します。頭部に
はキジの羽根が付いています。ワシの風切り羽の先端にはワシの羽根が付いています。
5 本の風切り羽があります。後ろにはワシの胸毛が大量についています。ここに大きな
羽根の束が付きます。角はこんなに曲がっていません。これほど曲がっていませんが、
それでも角だということは分かると思います。左右に生えています。通常だとドレッド
ヘアーのような絡まった髪がここにあります。頭の両側にはワシの風切り羽があって、
その端にもワシの羽根が付いています。それは耳を表しています。髪はここに結ばれま
す。そしてここには酸化鉄で赤くしたフクロウの羽根があって、その端には青い鳥の羽
根が結びつけられています。それらの羽根が顔の前に垂れています。目は黄色で、黒目
が描かれます。この人形とは異なります。口はもう少し大きいはずです。大きな口には
歯が並びます。二体のキツネの毛皮を首に巻き、それが肩からぶら下がります。シカ皮
かエルクの皮を羽織ります。私のように首にネックレスを着けて、シャツを着ます。手
首当ても着けます。腕章を着け、毛糸も巻きます。ちゃんとしたズボンと赤い靴を履き
ます。ズボンの裾は靴に入れて、ツァミミ という房飾りを当てます。両足にカメの甲羅
をつけ、この刺繍された飾り帯を締めます。手に持っているのは刀です。刀を持つのは
右手で、左手には弓を持ちます。矢が入った矢筒も背負います。このカチーナ はスペイ
ン時代から代々保管している刀を持ちます。私の祖母がその刀の管理人で、太陽の額ク
ランのクランハウスに保管しています。祖母が言うには、刀、短刀、兜、盾があるそう
です。だいぶ昔のことなので今でもあるのかどうか不明です。なくしたのか誰かが持っ
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て行ってしまったのか。刀だけはまだそこにあります。現在でも私たちはその刀を儀礼
に使用します。コミュニティ全体の宝物なのです。誰か特定の人物の所有物ではなく、
共有財産なのです。制作者の名字はタカラですが、誰のことか分かりません。ファース
トネームから個人を特定できません。1980年代前半から半ばにかけて作られたクラシッ
ク様式の人形で、腕と衣装は後付けしています。実際の姿と衣装をスケッチしてみまし
た。こんな格好をしています。さっと描いただけですが、これがソンゴーパヴィ村落の
格好です。
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35．H83339

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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
Concerning its name, it comes probably from the First Mesa. It comes together with Nuvaktsina to the First
Mesa. As of 2016, there is nobody from Tewa among the reviewers; thus, its roles and responsibilities could not
be speciﬁed. Its clothing resembles a Hopi woman’s wedding costume. The oova (white coat), dress, and white
belt – everything is woven by hand and delivered by the bride. The carver’s name is Takala, and thus the
reviewers assume that he comes from the Third Mesa.
カチーナ の名前から推測すると第 1 メサのものだと思われる。第 1 メサではヌヴァクチナ と共にやって来る。
熟覧者にテワは含まれていないので、テワにおける役割や義務は不明。人形の衣装は、ホピ女性の結婚衣装に
、ドレス、白い帯は、全て綿の手織りで、花婿側が提供する。制作者の
類似している。オーヴァ （白い羽織）
名字はタカラなので、第 3 メサ出身者だと思われる。

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

DEWEY TAKALA

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

Horo Mana Kachina (Cold Bringing Woman Kachina)

Carver／制作者名

Dewey Takala, Hopi

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This is a katsina doll depicted from 1st Mesa, Tewa village. By the last name of
the carver, he is from 3rd Mesa. To me, he copied it from the book because he
himself maybe not, may not have the knowledge, what exactly this katsina doll
represents, and look like. So, there is, just by the name and the katsina doll, we
know that it’s from 1st Mesa area. This falls into that other category that this has
a special function in their community. We are not from Tewa, so we can’t really
elaborate on its duties, responsibilities that it oﬀers in the community. As far as
the regalia I can tell, it’s all white with the wedding robe. This is how a Hopi
woman when she gets... when she becomes married, the groom provides all this...
what she dressed this is all hand woven cotton, a robe, and then this white dress
that she is wearing it’s usually it’s black, not white. And then the white wedding
belt, oﬀ to the left, that’s how woman wears her belt. And then, the white shoes
are also handmade buckskin. As far as the face and the head part, I have no
knowledge like that the carver probably saw this on the book. So I can’t elaborate
on that part. This is a wedding robe, so she is wearing this called the corn back
here, wrapped, that’s a woman that’s married usually has on her robe. It’s called
oova. Again, it’s from the 1980s era, when everything is carved and painted, and
then the regalia is attached later. The only thing I can say about the carver,
Takala, is the last name. It’s a family from 3rd Mesa.
第 1 メサのテワの村落に登場するカチーナ を描いた人形です。制作者の名字から判断す
ると第 3 メサ出身者のようです。制作者はこのカチーナ を見たことも、知識もなかった
のではないでしょうか。本の挿絵を手本として彫ったのでしょう。カチーナ の名前から
推測すると第 1 メサのものです。彼らのコミュニティでは、他のカチーナ とは異なる特
別な役割を担っていることでしょう。私たちはテワではないので、そこでの役割や義務
といった内容は分かりません。衣装を解説します。結婚式用のローブをまとった白装束
です。ホピの女性の結婚衣装はこんな感じです。花婿側が全て提供します。全て綿の手
織りです。ローブ、それからドレスです。通常ドレスは白ではなく黒です。白い結婚式
用の帯は、左側に垂らします。女性は左側です。白い靴も手作りで、素材はシカ皮です。
顔面と頭部ですが、私にはこの描写が正しいか間違っているか分かりません。おそらく
作家は本を見たのでしょう。コメント不可能です。結婚式用のローブの背中には、トウ
モロコシと呼ばれるものが付いています。花嫁衣装にはこれが付いています。オーヴァ
（白い羽織）といいます。1980年代の作品で、本体の彫刻と着色の後に衣装などを付け
足します。制作者の名字はタカラです。第 3 メサの家系です。
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Darance：
This doll, kind of looks like a Tsa’kwayna but it’s not. I can’t really say too much.
Like Gerald said, we are not from Tewa. Just all we can tell you is what we see
and describe. The leather here it looks like it has been painted and like Gerald
said it’s oova, representing an oova. The doll is glued to the base. The hair is from
kind of fur, maybe a commercial. These usually, what I’ve heard, this come with
Nuvaktsina, 1st Mesa, the snow katsinas. And this is one of the... this is the Snow
Lady, I guess. It’s all I can tell you on this doll.
ツァックァイナ に似ていますがそうではありません。解説不可能です。ジェロさんが言
ったように私たちはテワではありません。外見のみコメントします。この皮を白く塗っ
たものは、ジェロさんが言ったようにオーヴァ を表しています。人形は台座に固定され
ています。髪の毛は何か工業用品の毛皮を使っています。第 1 メサではヌヴァクチナ と
共にこのカチーナ がやって来るそうです。これは雪女ではないでしょうか。以上です。

Merle：
The doll here, “Horo Mana Kachina (Cold Bringing Woman Kachina)”, I’m not
familiar with... I’ve never seen and heard of this katsina here. All I probably could
say is, it’s carved out of cottonwood root. The attachments, the head part is
probably some synthetic fur, and the feathers of pigeon, yarn is also on there. And
the horse hair for the beard, and the leather for the mouth and for the tongue. I
don’t really have much comments on this doll because I don’t know what it is.
台帳には「Horo Mana Kachina（Cold Bringing Woman Kachina）
」と書いてあります。
見たことも聞いたこともないので詳しくは分かりません。確かなことは素材がコットン
ウッドの根だということです。頭部の髪は化繊でしょう。羽根はハトで、毛糸が付いて
います。髭は馬の毛が使われます。口と舌は皮製です。これが何なのか分かりませんの
でコメントは以上になります。

General Statement by Gerald：
This katsina doll, we really don’t have any information on this as far as from 1st
Mesa area, from the Tewa village. To us, it should be categorize with the other
important katsinas that have deeper meaning within our communities. But I can
tell you about the regalia, the cloth that she is wearing. She is wearing the attire
of a married woman. From the back part here. Those are corns with tied.... within
that bundle there. And sewn to the robe. The robe is handmade, it’s a handmade
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robe of a cotton. So the cotton was spun by hand and then woven by hand. That’s
what a married woman wears. And she wears a married woman belt, a white belt.
And customarily the women they wear their belts to the left. This is also a woven
white dress, but that part is not part of a married woman’s dress. A married
woman would wear black, manta. But this particular katsina doll, or katsina, has
this woven white robe as well, she uses this for a dress. And the shoes are also
buckskin, white handmade, also for the married women. This particular doll she is
a woman but her particular role within the katsina, I don’t know its duties, I have
never seen this in person. This is a classic style also with the feet, it look like
they had been attached so only the head and body are one. And later on the
synthetic ﬁber for the head part here, these look like duck feathers. This is a
leather that has been painted. That’s all have been added after the doll was carved
and painted. The maker is Takala. I’m just... I guess that Takala last name is from
3rd Mesa. They don’t have this particular katsina on their Mesa as well. So he
probably was looking at a book and doesn’t know the full function of its... what it
stands for, what its purposes or what its duties are. That’s my guess about the
artist.
このカチーナ 人形は第 1 メサのテワの村落のものなので、私たちは詳しいことが分かり
ません。私たちの村落では非常に重要なカチーナ で、他のカチーナ よりも深い意味を持
ちます。そのため、通常のカチーナ とは違うカテゴリーに分類されるべきです。衣装に
ついては解説が可能です。既婚女性の格好をしています。背中から見ていきましょう。
これはトウモロコシを表しています。この真ん中の部分です。ローブに縫い付けられて
います。このローブは手織りで、素材は綿です。綿を手で紡いで、その糸を手で織って
いきます。既婚女性はこれをまといます。既婚者はこのような白い帯を締めます。私た
ちの文化では女性は帯を左側で締めて垂らします。白いドレスも手織りですが、これは
既婚者の衣装ではありません。既婚者は黒のマンタを着ます。この人形は白い手織りの
ローブも羽織っています。靴はシカ皮製で、白く、手作りです。既婚者が履くものです。
このカチーナ は女性です。私はこのカチーナ の役割が分かりません。見たこともありま
せん。クラシック様式で、頭部と胴体のみが一本彫りのようです。足は後付けです。頭
部の化繊も後付けです。羽根はアヒルのようです。これは皮を塗ったものです。人形を
彫刻して色を塗った後にそれらが付け足されています。制作者はタカラ氏です。第 3 メ
サ出身だと思います。その地域にもこのカチーナ はいないと思います。タカラ氏はおそ
らく本に描かれた絵を参考にしてこの人形を彫ったのでしょう。このカチーナ の存在意
義や役割は知らなかったと思います。以上が制作者についての私なりの憶測です。
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36．H85663

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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
Atsunori Ito

Summary／資料熟覧の要約
This is a yellow fox katsina, and thus its name is Sikyaleetayo and not as it is registered in the documentation.
This is a kind of runner katsina but it does not appear in the Second Mesa. The age at which the Hopis begin to
carve dolls in Songòopavi is as follows. They are initiated at the age of 13 and, after that, they help in work
related to the kiva and participate in ceremonies for two years. This means that they are waiting doing almost
nothing for two years. When they reach 15 years of age, they begin carving dolls for their mothers, sisters, and
other women of the family. The carver is Joe Duwyeenie.
黄色いキツネのカチーナ なので、現地名は資料台帳とは異なり、シキャレッタヨ （Sikyaleetayo）となる。走
者のカチーナ の一種だが、第 2 メサには現れない。人形を彫り始める年齢だが、ソンゴーパヴィ村落では宗教
結社に加入するのが13歳頃で、男児の場合は加入後 2 年経ってから、キヴァ での仕事の手伝いをしたり儀礼に
参加したりする。つまり 2 年間は何もせず待機させ、15歳になった時に自分の妹や母親やその他の女性親族の
ために人形を彫らせる。制作者はジョー・ドゥワイニー氏。

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

Sikyataka Kachina ( Yellow Fox Kachina)

Carver／制作者名

Joe Duwyeenie ( Hopi; late 30s)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
Usually when we are talking about the yellow fox, leetayo is a fox. Depending on
what color it is, is it a yellow or red one. This one it’s a yellow, so it’s
sikyaleetayo. It’s Songòopavi version.
黄色いキツネのカチーナ です。キツネはホピ語でレッタヨ といいます。毛の色で呼び名
が異なります。これは黄色いのでシキャレッタヨ です。ソンゴーパヴィ村落ではそう言
います。

Darance：
If it was a grey one, it’s masileetayo.
灰色のキツネはマシレッタヨ です。

Gerald：
Yeah. Depending on the color, the fox, this one is yellow. Sikya means “yellow”.
そうですね色によって呼び名が変わります。これは黄色です。ホピ語で黄色はシキャ と
いいます。

Darance：
Masi - “grey”.
マッシ は灰色です。

Merle：
Puukya is the “pelt”.
プーキャ というのは皮のことです。

Darance：
The “tail”.
尻尾です。

Merle：
Yeah. The “tail”.
そうですね。尻尾です。
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Darance：
Puukya is the “pelt” of any animal.
プーキャ は動物の皮のことです。

Gerald：
So, if this was a yellow, you would have a yellow puukya here, the yellow fur.
And the mouth on here would be diﬀerent also. It’ll have like a pointy with the
teeth. And the ears, I’m not too sure… I’ve never actually seen this. I’ve just saw
it on carvings and drawings. Its function is also, a racer. So you have a lot of
racers here. One thing I noticed too, that is says “late 30s”. Is that, when this was
collected or…?
黄色のキツネだったら黄色い尻尾ということになります。口の描写がおかしいです。も
っと尖っていて、歯も見えるはずです。耳の形も違う気がしますが、見たことがないの
で何とも言えません。人形か絵画でしか見たことがありません。走者のカチーナ です。
「1930年代後半」と記載され
民博はたくさんの走者のカチーナ の人形をお持ちですね。
ています。収集年のことでしょうか。

Ito：
His age.
制作者の当時の年齢です。

Gerald：
Oh, this is age. Okay. Because if it was had made in late 30s, I don’t think they
had paint, tools to get these details and the carving. It would be a lot rougher and
a lot… just like the… Anyways, these are considered contemporary. Traditional
style is what is seen in the 30s which is very popular now. All I can say about
this doll is classic 80s again, with the arms attached and the whips, the green,
yucca whips he is carrying. The leather for the bow guard, and the felt, yarn. The
fact that it has no shoes, and then the way it’s dressed lightly with sakwavitkuna,
it’s a racer. I haven’t seen this racer at Songòopavi. Maybe it’s present at 3rd
Mesa. But it’s classic 80s style of carving.
年齢ですか。30代後半ですね。納得しました。1930年代後半の作品には見えません。当
時は顔料も道具も限られていたので、こんなに細かく彫れるわけがありません。もっと
おおざっぱな仕上がりのはずです。例えば……。いずれにせよこれはコンテンポラリー
の作風です。1930年代の作風は近年トラディショナル様式といってとても人気がありま
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す。この人形について言えることですが、1980年代の作風で、腕が後付けされています。
手に持っているのはヤッカの枝です。手首当ては皮製で、毛糸はフェルト製です。裸足
も衣装も描写は正確です。走者なので軽装のサクァヴィックナ を着ています。ソンゴー
パヴィ村落ではこのカチーナ を見たことがありません。たぶん第 3 メサに登場するので
しょう。1980年代の作風です。

Darance：
This type of Wawarskatsina. Usually the ears at 3rd Mesa is just angvu or silaqvu.
Corn husk rather than this. It has a little mouth. I’m not really sure how this
doll… I haven’t seen Wawarskatsinas long time so I’m just trying to remember
some of them that, they were described to me by the elders, how they look. Some
of them I can get and some, I don’t remember. All I know is that, this, in 3rd
Mesa the color is usually fox tail, grey or yellow, and the ears are usually silaqvu
or angvu like corn husk. Has a little motsovu, the mouth. I believe that this
doesn’t’ wear a sakwavitkuna. It might wear a pitkuna, but I can’t really recall. I
don’t want to say too much. I’m not sure.
ワワシュカチーナ の一種です。第 3 メサでは耳にアングヴ かシラクヴ を付けます（どち
らもトウモロコシの皮）
。こうではなくてトウモロコシの皮でできています。この人形の
口は小さいですね。もう何年もワワシュカチーナ を見ていないので記憶があやふやです。
先達が描いたものを思い出そうとしています。いくつかは思い出しましたが、思い出せ
ないのもあります。思い出したことは、第 3 メサでは身体の色が灰色か黄色で、たいて
いの場合耳はシラクヴ かアングヴ といったトウモロコシの皮を付けていることです。モ

ツォヴ （口）が小さすぎます。サクァヴィックナ は身につけない気がします。ピックナ
だったはずです。正確に思い出せません。間違っているかも知れないのでこれくらいに
しておきます。記憶があやふやです。

Merle：
This doll here is Sikyaleetayo katsina. It’s a racer, I believe. It’s made out of
cottonwood root. I’ve seen but vaguely remember. Everything on the head part is
correct except for the feather here it’s usually the green grass, and the eyes are
painted like a teardrop. Wide from this end, down narrow to the end part and it’s
curved up. And it’s also has a mouth somewhat similar to the dog, with the nose
upon top of it. This would be fur here or fox. I believe it carries yucca plant here.
And the yarns here are correct. The bow guard is also correct. The blue belt is
correct. The black breechcloth also correct. The yarns on the knees are correct.
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The feet are correct. It’s missing the ankle bands here. This is painted out of on
acrylic paint. And I believe this is authentic. The base here is also cottonwood
glued on to the doll. And it’s made by Joe Duwyeenie. I believe this is classic.
シキャレッタヨ を象った人形です。走者のカチーナ だと思います。素材はコットンウッ
ドの根です。見たことがありますが、記憶が曖昧です。頭部には羽根ではなく植物が付
いているはずです。目は涙型に描かれます。この部分はもっと太くて、端に向かいなが
ら細くなり、最後は上の方にくるっと曲がります。口の形は犬のような感じです。先端
に鼻が付いています。これは動物の毛皮かキツネの毛皮のはずです。手にヤッカを持っ
ていると思います。このように持ちます。手首の毛糸も正しく描写してあります。手首
当ては正しく描写されています。青い帯の描写も正しいです。黒い下帯も正しく描写さ
れています。膝の毛糸も正しいです。足ですが、足首当てを巻くはずです。絵の具はア
クリル製です。オーセンティックな作品といえるでしょう。台座もコットンウッドで、
本体と固定されています。作者はジョー・ドゥワイニーさんです。クラシック様式の作
品です。

Ito：
How old are you when you start carving, in average?
人形を彫り始める年齢は、平均で何歳頃でしょうか。

Merle：
I think, maybe 13, 14 years old. Someone of them are get initiated early so I
think, around 12.
たぶん13歳とか14歳だと思います。もっと早くに加入儀礼を済ます子もいます。12歳と
か。

Gerald：
They are usually around 13 when we…. Because of we are in charge of people
that… who we think, is old enough. We have to make sure that they are from
Songòopavi because I noticed in other villages when I watch the initiation, there
are kids from other Mesas are going into the kiva and in Songòopavi we can’t do
that. Cause we know our kids. Supawlavi also are originally from Songòopavi. The
Spanish came and they then moved to higher ground. But Supawlavi’s and
Songòopavi’s what we initiate in our village and usually we would like for them
to be at least 13. And then, 2 years after, when they can start helping out at the
kivas, and even taking part, the boys. But we’d like to wait them until at least 2
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years. So, by the time they’re 15, some of them are… usually carve for their
sister, their mom or whoever. So 15 is a good age, I think, at Songòopavi that
people allow their children to hand on the wood, to participate in helping, and
even participating. So around 15 is a good age
だいたい13歳頃です。受入側の意見ですが、13歳が適齢だと考えています。他村ではな
くソンゴーパヴィ村落の話です。他の村落だとよその村の子供をキヴァ に入れますが、
ソンゴーパヴィ村落では自村のみに限っています。村の子供は自分たちで世話をします。
スパウラヴィ村落はもともとソンゴーパヴィ村落の分村です。スペイン人がやってきた
ときに高地に移動しました。スパウラヴィとソンゴーパヴィは合同で加入儀礼をします。
子どもの対象年齢は13歳以上が好ましいと考えられています。男児の場合、加入後 2 年
経ってから、キヴァ での仕事の手伝いをしたり、儀礼に参加したりします。 2 年間は何
もせず待たせます。15歳になったら、自分の妹や母親やその他の女性親族のために人形
を彫るのです。15歳が人形彫りの適齢だと思います。ソンゴーパヴィ村落ではその年齢
になってから木を彫らせ、儀礼の手伝いをさせ、儀礼に参加させます。いつ頃から彫る
のかという質問への答えは、15歳です。

Ito：
Have you carved before?
ジェロさんご自身も彫ったことがありますか。

Gerald：
I’ve carved before. I was a carver for a few numbers of years. And then I got
more interested in silver, and also student, too. 2 years of college but I wished I
could go back. And then I just started making jewelry.
昔は彫っていました。何年間か人形を彫っていました。それから銀細工に関心が移りま
した。学生もしていました。 2 年間だけ大学に通いました。そろそろ復学したいです。
その後は銀細工制作をしています。

General Statement by Darance：
Leetayo, Yellow Fox katsina. The one I’ve seen on 3rd Mesa, rather than this kind
of ears out of wood, it’s usually silaqvu, angvu, or the corn husk. It’s usually on
the side for the ears. And on the top, I’m not really sure if it had the ﬂuﬀs. I
think, it has the ﬂuﬀs. I haven’t seen the racer katsinas in a long, long time so I
can’t really say exactly how this katsina looks. I just go by what I was told how it
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looked. I was very young when I saw the group of the Wawarskatsinas one time.
Usually, other thing I know it has the fox, yellow fox tail around the neck rather
than just the fur. I can say, this doll is carved pretty well. It looks like the arms
are attached but it’s kind of broken right here. I don’t know how that happened.
The sakwavitkuna is carved on. The doll is attached to the base here, glued. The
whips are attached. What’s interesting in that is what this person used for the
whips is the twisty ties, he used on bread, the wire, the plastic, that’s what this
carver used. I can see the little wire. I don’t know how much bread he bought
but… It’s all I have to say.
レッタヨ 、黄色いキツネのカチーナ です。私が第 3 メサで見たのは、耳がこの人形のよ
うに木製ではなく、シラクヴ かアングヴ といったトウモロコシの皮でできていました。
耳は側頭に付いています。記憶が確かではありませんが、耳の先端に毛羽があると思い
ます。たぶん毛羽があります。走者のカチーナ は何年も見ていませんので、格好の正確
な解説ができません。伝聞に従って解説します。私がワワシュカチーナ を見たのはとて
も小さな頃でした。首回りは動物の毛皮ではなく、黄色いキツネそれ自体を巻いていた
と思います。人形の作りはとても良いです。両腕は後付けのようです。この部分が壊れ
ています。原因は知りませんが壊れています。サクァヴィックナ も手彫りです。本体と
台座は接着剤で固定されています。枝も後付けです。作者は枝をパンの袋を束ねるプラ
スチック製のモノで代用しています。とても面白い工夫です。小さなワイヤーが見えま
す。これを作るためにたくさんのパンを買って食べたのでしょう。以上です。
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Summary／資料熟覧の要約
It is a prairie falcon katsina called in the local language Kìisa. This is almost an exact version of the Third Mesa
katsina. It is a kind of Wawarskatsina, which appears between the end of March and the beginning of April.
This doll has a mooho (yucca plant) in its hands but in fact should not be holding anything. It races with people.
If it catches somebody, it pulls his hair up. The ﬁ ngers have been carved very precisely. The body was carved
from a single piece of wood and the hands, yarn, fur, chicken feathers, and other elements were attached later.
The doll is placed on a stand made of cottonwood and this was a typical way of making dolls in the 1980s. The
carver is Joe Gashwiseoma born in Hoatvela of the Third Mesa. He still carves dolls nowadays as well.
。第 3 メサ版をほぼ正確に描写している。三月末か
ソウゲンハヤブサのカチーナ で、現地名はキーサ （Kìisa）
ら四月前半に現れるワワシュカチーナ の一種である。この人形はモーホ （ヤッカの葉）を手に持っているが、
実際には何も持たない。競争相手の人間を追いかけ、後ろ髪をつかんで上に持ち上げる。指は繊細に表現され
ている。身体は一本彫りで両腕、毛糸、毛皮、ニワトリの羽根などが後付け。本体はコットンウッドの台座に
固定してあり、典型的な1980年代の作風である。制作者のジョセフ・ギャシュウィシオマ氏は第 3 メサ出身で、
ホテヴィラ村落在住。現在でも人形を制作している。
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Gerald：
This is a Kìisa. This also, it’s…, I’ll start from the head part. This has two wing
feathers, from the kìisa right here on the side. Just one, in Songòopavi.
キーサ です。頭部から解説します。この人形の側頭にはそれぞれキーサ の風切り羽が付
いています。ソンゴーパヴィ村落では一枚だけです。

Ito：
What does the “kìisa” mean?
キーサ とは何のことですか。

Gerald：
It’s that the prairie falcon. I’ve seen it few times near my ﬁeld. Because in the
evenings, it hunts, and it just glides over the… through the bushes, and it comes
up ﬂat one time and it goes again. It’s not too big either. But, I like the way it
hunts. Up here, there is usually grass. Right here… grass… tied. And on the face,
it’s white like this. But the eyes, it has two lines here on both sides of the cheek.
And then, the mouth, it has a red, small mouth. Red little tubular.
ソウゲンハヤブサです。私のトウモロコシ畑の周辺で何度か見たことがあります。夕方
に餌を探して飛んでいました。草の茂みを超えて現れてまた飛んでいきました。小柄な
鳥です。ソウゲンハヤブサの狩りの仕方が好きです。この部分は植物が付くはずです。
ここです。草がくくりつけられます。顔面はこの人形のように白色です。両頬にはそれ
ぞれ二本の縦線が描かれます。口は……赤い色の小さな口です。赤いチューブ状の口で
す。

Merle：
Yellow?
黄色ではないでしょうか。

Gerald：
Oh! It’s not this big, but it’s kind of a beak, almost like a little beak. This one
looks like a parrot. But in actuality this one has a smaller beak, yellow with the
red thing on the side. Almost like an opening here on both sides of the beak. And
the ngönma here…. This also has black-and-white. And the body is correct, until
you get right here. It wears a black, a simple black kilt. … cloth… material….
The bow guard. So it doesn’t carry anything, usually. But it does. It comes behind
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you, and pull this hair right here up. And then, again, if this is from a diﬀerent
village, Joe Gash is probably from the 3rd Mesa area. I can’t tell that this is the
correct way it’s dressed. But on the feet, in Songòopavi, no shoes, again. No
shoes. Again, very nice, the ﬁngers are get in detail, body is carved from one
piece, arms are attached, and the yarn, and the fur, and the chicken feathers here
are attached later, glued to a base of cottonwood root, 1980s style.
黄色です。これほど大きくありませんが、嘴のような形をしています。この人形はオウ
ムのような姿をしています。実際は小さな黄色い嘴状の口です。側面に赤が描かれます。
嘴の両側に口が開いているように赤色が描かれます。ンヴェンナ （襟巻き）は、白黒の
縞です。上半身の身体の描き方は正しいです。黒い服地の腰布を着けるはずです。手首
当て。通常、何も手に持ちません。この人形は何か持っています。人間の背後に忍び寄
り、人間の髪の毛を持ち上げます。制作者の Joe Gash さんはおそらく第 3 メサ出身で
す。身につけているものが正しいかどうか分かりません。ソンゴーパヴィ村落では靴は
履かず素足です。裸足です。指は繊細に表現されています。身体は一本彫りで、両腕が
後付けです。毛糸、毛皮、ニワトリの羽根も後付けです。本体はコットンウッドの台座
に固定しています。1980年代の作風です。

Darance：
This is almost how it’s correct on 3rd Mesa. Usually the eyes are not painted like
this. There are usually crosses. There are no dots inside the clouds. It is all solid
color. The head, the feathers it’s all a single wing, wing tip feathers on each side
of the head. The mouth is correct. The pitkuna as it’s worn here is correct in 3rd
Mesa. There is usually no yarn on the arms. This is all bare. Shoes, I’m not
really, I don’t remember if it had shoes or not but I would rather have the shoes
not on there. And I don’t think, on 3rd Mesa there is a fur around it. I think, it’s
black cloth also. And the carver, Joe Gash, his name is Joseph Gashwiseoma. He
is from the village of Hoatvela. And he is still active with carving to this day.
第 3 メサ版をほぼ正確に描写しています。目の描き方は異なります。交差する線のよう
な目をしています。額の雲の内側に点々は描きません。べた塗りです。頭部の羽根です
が、風切り羽は側面それぞれに一枚が付きます。口は正しいです。第 3 メサではこの人
形のようにピックナ を着けます。腕に毛糸は巻きません。何も着けません。靴を履いて
いたかどうか覚えていません。たぶん履いていないと思います。第 3 メサでは首には毛
皮を巻かないと思います。黒い布を巻きます。制作者名は Joe Gash となっていますが、
Joseph Gashwiseoma（ジョセフ・ギャシュウィシオマ）さんのことです。ホテヴィラ村
落出身です。いまでも人形を彫っています。
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Merle：
This doll here is a kìisa, Kìisa katsina. It’s a racer in Songòopavi. The clothing here
is almost exact. Some sort of parts, like the feathers here would be out of… the
wing part of a hawk. There is only one, singular on both sides. And the beak
would be smaller, yellow. And the eye here would be painted… would say, like an
“H” symbol, like a letter of an “H”. And the ruﬀ here would be some material,
but it would we black-and-white. No arm bands here, like he has here. Yarn. The
bow guard is correct. And the yucca plant, here it don’t carry the yucca plant. He
doesn’t have anything. He chases his opponent and as he catches it pulls the hair
up from the back side. And the pitkuna here is not correct also. It would be
worn… like a breechcloth but all the way around. The blue belt is correct. And
the yarn is correct also. But the shoe, here it has blue shoes, and in Songòopavi
don’t have any shoes, it’s just barefoot. With the ankle bands, which are called
katsilwa. This doll here is carved out of a cottonwood root. And I believe the
arms were carved and added on. Also, with all the other materials here, the beak,
the feathers, the ruﬀ, the yarn, the yucca plant, and the pitkuna here, the yarns.
And this doll was made by Joe Gash, Gashyama, Gashwiseoma. Painted with, I
believe, acrylic paint. And, I believe, this is authentic.
この人形はキーサ・カチーナ を表しています。走者のカチーナ としてソンゴーパヴィ村
落にやって来ます。衣装はだいたい正しいです。頭部の羽根はタカの風切り羽でしょう
か。両側にそれぞれ一枚ずつ羽根が付きます。嘴はもっと小さくて色は黄色です。目は
アルファベットの「H」のような形で描かれているはずです。襟巻きは毛皮ではなく、白
黒の服地です。これは腕章を着けていますが、実際は着けません。毛糸です。手首当て
は正しいです。ヤッカの葉を持っていますが、本来なら持ちません。手に何も持ちませ
ん。競争相手を追いかけ、その人の後頭部の髪の毛をつかんで上に持ち上げます。ピッ

クナ を着けていますが、その描写は誤りです。下帯のように着けるのではなく、腰巻き
のように全周に巻きます。青い帯はあっています。膝の毛糸は正しいです。青い靴を履
いていますが、ソンゴーパヴィ村落では靴は履かずに裸足です。カチルワ と呼ばれる足
首当てを巻きます。素材はコットンウッドの根です。両腕は別に彫って後付けしていま
す。嘴、羽根、襟巻き、毛糸、ヤッカの葉、ピックナも後付けです。ジョー・ギャッシ
ュさん作ですが、本名はギャシュヤマかギャシュウィシオマです。絵の具はアクリル製
だと思います。ホピ製作品だと思います。

Gerald：
I want to make a correction on my… the eyes….are crosses there. The eyes are
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like little crosses. I think, fur,….black-and-white, cloth….
いくつか訂正させて下さい。目は線が交差するように描かれます。小さな十字架のよう
な形です。首回りは毛皮ではなく、黒と白の布です。

And on the neck part, it’s just a cloth, it’s all the way round, a black one,
matching the quilt. Yeah, it does have the cloth on the neck part instead of the
black-and-white. And the eyes are cross. This part is fur out of the cloth. Comes
down like this. Somehow like that… from here and it didn’t look right to me. So I
had to draw it out and….
このように首の周りは服地で全周を覆います。下帯と同じような黒い布です。白黒では
なく、黒い服地です。目は十字型です。この部分は布製です。こんな感じです。ここか
らの人形の描写は正しくないと思います。正しい格好を絵に描いてみました。

Darance：
On 3rd Mesa this is like this but no, no pitkuna. Everything else is okay.
第 3 メサではこの人形に似ていますが、ピックナ を身につけません。その他の部分はあ
っています。

Gerald：
This kind of, not too long too.
こんな感じですが、長すぎることなく適度な長さです。

Darance：
But there are higher?
もうちょっと高い位置ではないでしょうか。

Gerald：
Yeah, yeah. So it can run.
267

そうですね。走りやすいように。

Darance：
It’s like a, just regular black.
一般的な黒い布です。

Gerald：
Like a mini skirt. But it’s kind a high like this. So it…
ミニスカートのように高い位置で着ます。

General Statement by Darance：
This here is Kìisa, Prairie Falcon. The carver is Joe Gashwiseoma. His full name
is Joseph Gashwiseoma from Hoatvela, 3rd Mesa. I know him personally. This
doll that he carved, some of the things I’m not really… I haven’t seen on this type
of katsina, like the eyes are not usually curved. It’s usually just a cross on each
eye. And there is… these oomaws on top, but they don’t have dot inside the
clouds. And there is no ﬂuﬀs, it’s usually just a single wing tail on each side and
ﬂuﬀs on the top. It usually doesn’t have any of this yarn on the arms. I’m not sure
if this wears blue shoes or not. But the kilt is accurate. The fur is not usually
pheasant. It’s usually a black cloth wrapped around the collar area. And these are
just scratches that he has on the body, like this. Usually, it’s a part of the group of
Wawarskatsinas that usually comes during the month, either the end of March or
early April. Just like Gerald said that everything stops when the peaches start to
bloom. We believe that this type of katsinas, they bring cold and wind and this is
only seen during that time, no other time… other than the end of… early spring
or end of March. This doll seems to be pretty well carved, I noticed. It’s a nice
example of the era, 1980s. The arms are attached but it’s pretty well blended. It
doesn’t look like… it looks like it’s one piece. It is a very good job on this. The
whips, the yucca ﬁber is attached, mooho. The little breechcloth here, pitkuna, is
attached along with the yarn. I would say… we all agreed that this is authentic
Hopi made.
キーサ です。ソウゲンハヤブサを表しています。制作者はジョー・ギャシュウィシオマ
さんです。ジョセフ・ギャシュウィシオマさんのことで、第 3 メサのホテヴィラ村落出
身です。彼のことを知っています。この人形の数カ所の描写はよく分かりません。見た
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ことがないからです。目尻は曲がっていないと思います。通常は十字架のような形で描
写されます。額にオーマウ （雲）が描かれていますが、通常だと雲の中には点々は描き
ません。頭部の刷毛もおかしいです。風切り羽が一枚ずつ両側頭に付いているはずです。
刷毛は頭頂部にのみ付いているはずです。腕には毛糸を巻きません。青い靴を履いてい
るかどうか覚えていません。腰布は正しいです。首回りはキジの羽根以外の場合もあり
ます。通常、黒い布で首回りを覆います。胴体にはひっかいたようなペイントが施され
ています。このカチーナ はワワシュカチーナ の一つで、三月末から四月前半に現れます。
ジェロさんが説明したように桃の花が咲く頃に現れると、植物の生長が止まってしまい
ます。このタイプのカチーナ は冷気と強風をもたらすと信じられています。やってくる
時期も春先だけです。初春もしくは三月末頃までです。非常に良い彫刻作品です。1980
年代の作風をよく表しています。両腕は後付けですが、接合部分がほとんど分かりませ
ん。まるで一本彫りのようです。いい仕事です。ヤッカの枝が使われています。ホピ語
でモーホ といいます。下帯にはピックナ が使われています。これも毛糸も後付けです。
私たちの間では、これがホピ製ということで意見が一致しました。
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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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
This is a katsina called the prairie falcon. Its local name is Kìisa. It has blue corners of the mouth; hence, it is
not a katsina that appears in the Second Mesa. It is inscribed on the stand that its carver is Joe Gashwiseoma
but this is doubtful information. There are two reasons for that. First of all, his style of carving is entirely
diﬀerent. For example, in the case of this doll, the feathers have been glued with an adhesive. Secondly, this
doll represents Kìisa from the First Mesa, not from the Third Mesa, where Joe lives.
ソウゲンハヤブサのカチーナ で、現地名はキーサ （Kìisa）である。口の先端が青いので、第 2 メサに現れるカ
チーナ ではない。台帳上では制作者名がジョー・ギャシュウィシオマ氏と記載されているが、本人作かどうか
疑問視する意見が述べられた。理由は二つあり、第一に彼が制作した別の作品とは作風が異なるためである。
例えばこの人形では羽根が接着剤で固定してある。第二の理由は、このキーサはジョー・ギャシュウィシオマ
氏が居住する第 3 メサのものではなく、第 1 メサに現れるキーサ の特徴が描写されているためである。

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

Kisa Kachina（Prairie Falcon Kachina）

Carver／制作者名

Joe Gash（Hopi;age,mid 30s）

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
For this one also, it says also the Kìisa, but I don’t know which village, is the
representation of this Kìisa. The prairie falcon. As I can’t elaborate on the costume
or the regalia, because I’ve never seen it in this form. All I can say is it’s classic
80s, carved out of cottonwood root. The feathers there look like duck. In the back
are pheasant. It’s a nice feather. But this green here represents evergreen or the
Douglas ﬁr. The 3rd Mesa style with the mouth painted blue at the edge. I can’t
describe what the cane is for or I can’t really any kind of messages. All I can say
that it’s carved out of one piece, including the sash. The cane is attached later,
and the ﬁngers are pretty detailed for this era. The ears, mouth and the feathers
had been all attached later, after it was carved and painted. And the name Joe
Gash - I don’t know that person.
この人形もキーサ です。どの村落のキーサ なのかは分かりません。ソウゲンハヤブサの

カチーナ です。このような格好をしているのは見たことがありませんので、衣装の解説
はできません。確かなことは作風と素材です。1980年代の作風で、コットンウッドの根
です。この羽根はアヒルのようです。後頭部の羽根はキジです。上質の羽根を使ってい
ます。首回りの緑色は常緑樹かベイマツを表しています。口の先端が青いので、第 3 メ
サに現れるカチーナ のはずです。手にしている杖が何を象徴しているか分かりません。
飾り帯を含めて全て一本彫りされています。杖は後付けです。この時代にしては指の描
写が繊細です。耳、口、羽根は胴体を彫刻して着色してから後付けしています。制作者
名は Joe Gash となっていますが、存じ上げません。

Darance：
Joe Gashwiseoma, Joseph. I’m pretty sure that he may not have carved this. It
doesn’t look one of, like one of his dolls that he would carve. I know him
personally. And this doll doesn’t look like his style, the once I’ve seen. This looks
more like 1st Mesa style type of doll. This is no one of the 3rd Mesa’s. So I can’t
really tell you what this doll is. It says here Kìisa but if it is maybe this is how
they are seen at 1st Mesa. But on 3rd Mesa it’s totally diﬀerent from this katsina
here. I really doubt that this is carved by Joseph Gashwiseoma. With him, with
his carvings today, how I’ve seen it in the dolls, I’ve seen that he made more, I
guess, he put a little more work into his dolls, like the feathers back here he won’t
just glue it on like that. He would put more time into it. So, I think, it is not one
of his dolls.
ジョー・ギャシュウィシオマ、ジョセフさんのことです。これは彼の作品ではなく別の
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人物が彫ったのだと思います。彼の作風とは異なるからです。ジョセフさんのことはよ
く知っています。これまで見てきた別の彼の作品とも作風が異なります。第 1 メサの特
徴が描かれています。第 3 メサ出身者が作ったとは思えません。この人形が何なのか、
コメントは控えます。ここにはキーサ と記されていますが、第 1 メサのキーサ ではない
でしょうか。第 3 メサのものとは全く異なります。ジョセフ・ギャシュウィシオマさん
制作については疑問が残ります。現在の彼の作風はもっと詳細です。このように羽根を
接着剤で固定するとは思えません。もっと時間をかけて丁寧に彫るはずです。彼の作品
だとは思えません。

Merle：
This doll here on the record here, it says “Kisa Kachina (Prairie Falcon
Kachina)”. But I’ve never seen this kind of katsina. I really don’t have much to say
about what this katsina is. The carver is Joe Gashwiseoma. The arms are, I
believe, added on, and also the felt here, and then the foxtail, that we call. But
this doll, I don’t have pretty much information what it is. But it’s carved out of
cottonwood root and painted with the acrylic paint. The feathers are, I believe,
pheasant, duck maybe, chicken feathers or some other birds like a…. Other than
that it’s authentic we carved but I just don’t know, what katsina this represents.
台帳には「Kisa Kachina（Prairie Falcon Kachina）
」と記されています。こんな格好をし
たキーサ は見たことがありません。これが何なのか説明することができません。ジョー・
ギャシュウィシオマさん作と記録されています。両腕は後付けのようです。フェルトや
尻尾も後付けです。これが何のカチーナ を表しているのかよく分かりません。確かな点
は材料がコットンウッドの根で、アクリル絵の具で着色していることです。使用されて
いる羽根はキジ、アヒル、ニワトリだと思います。ホピ製のものでしょう。ただし何の

カチーナ なのか私には分かりません。

General Statement by Merle：
This doll here is made by Joe Gashwiseoma. I can’t give you much information
because I’ve never seen this katsina here. So, I don’t know what this represents.
But on catalogue, it says it’s a “Kisa Kachina (Prairie Falcon Kachina)”, but I’ve
never seen this kind of Kìisa. Maybe in other villages but where I’m from Songòopavi - I’ve never seen this katsina so therefore I can’t really give you very
much information. This doll here is carved out of cottonwood root, the base is
cottonwood. The feather is, I believe, maybe duck feathers, chicken and pheasant.
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The ruﬀ here is of evergreen, made of yarn. The ears and mouth is attached, also
the arm here. The blue arm band is out of felt here. The bow guard is of leather
and felt. The rattle is of cottonwood root, the yarn here on wrist. I believe, the
wedding sash is also of wood, cottonwood root, and the fox tail here also. And the
staﬀ here, I believe, is of cottonwood. This is classic from the early 80s, mid 80s
style here. I believe, it’s authentic but the only thing is I can’t tell you to what
katsina this really is. Kwakwhà!
ジョー・ギャシュウィシオマさんが作った人形のようです。このカチーナ を実際に見た
ことがないので、詳しい解説はできません。これが何を表しているか不明です。ただし
台帳には「Kisa Kachina（Prairie Falcon Kachina）
」と書かれています。しかしこんな格
好のキーサ を私は見たことがありません。私はソンゴーパヴィ村落出身ですが、これは
他の村にやってくるキーサ を描写したものなのでしょう。素材はコットンウッドの根で、
台座も同じ素材を用いています。使用している羽根は、アヒル、ニワトリ、キジだと思
います。襟巻きは本来なら常緑樹ですが、毛糸で代用しています。耳と口と腕は後付け
です。青い腕章はフェルトで代用しています。手首当ては皮とフェルトです。ガラガラ
はコットンウッドの根を彫ったもので、手首には毛糸が巻かれています。結婚式用の飾
り帯とキツネの尻尾もコットンウッドの根を彫って作ってあります。この杖もコットン
ウッドの根だと思います。1980年代前半から半ばにかけてのクラシック様式です。おそ
らくホピ製ですが、何のカチーナ なのか私には分かりません。ありがとうございました。
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Date／実施年月日
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Other Speakers ／上記以外の話者
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Summary／資料熟覧の要約
This duck katsina appears in the Third Mesa during the night dance and in summer ceremonies. Its local name
is Paawikya. There are several patterns of painting the body. The body paint, clothing, and tying of the belt are
not correct. It should have blue shoes, not red ones. If the body were painted yellow and red, the belt would be
white and the shoes would be red or blue. The carver is Melbert Pongyesvia but no other details are known.
アヒルのカチーナ は、第 3 メサではナイトダンスや夏場の儀礼に登場する。現地名はパーウィキャ（Paawikya）
である。身体のペイントの仕方はいくつかのパターンがある。この人形のペイントの仕方ならば、衣装の描写
は誤っていて、飾り帯を締め、青ではなく赤い靴を履くはずである。もし身体が黄色と赤で塗られているなら
ば、白い帯を締め赤か青の靴を履く。制作者はメルバート・ポギャイェスヴァ氏だが、詳細情報は得られなか
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

Melbert Pongyesvia

Object Name by Carver／作品名

DUCK

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

Pawik Kachina ( Duck Kachina)

Carver／制作者名

Melbert Pongyesvia ( Hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This one here, I’m not familiar with this also. This is from 3rd Mesa. But the way
the body is painted and the belt it is wearing, to us, it’s not the way. If it’s going
to have that type of painted body, it should be wearing the embroidered sash
along with the red… he would be wearing the red shoes instead of blue. If this
was painted yellow and red, in a diﬀerent way, yeah, then it would be wearing
white belt and the red shoe or the blue shoe. But that part I can’t elaborate also
because it is just that it’s that it’s kind of standard thing for us, depending on the
body paint. This one looks like it’s getting into the detail here also. What the…
the tail here, red fox or coyote, it’s one piece with the doll, carved out of the
cottonwood root. All the… the belt is also one piece with the carving. The yarn
and the felt and the mouth and little feathers on the top, as well as the synthetic
ﬁber. All added later along with this staﬀ, after everything was carved and
painted. Also classic 80s style. Yeah, the arms are attached later.
このカチーナ もよく分かりません。第 3 メサのカチーナ です。身体のペイントから判断
する限り、衣装の描写は誤っていると思います。このペイントならば飾り帯を締め、青
ではなく赤い靴を履きます。身体が黄色と赤で塗られるならば、白い帯を締め赤か青の
靴を履きます。ただしペイントの詳細は語ることができません。身体のペイントのやり
方はいくつかのカチーナ に典型的にみられます。この制作者は宗教儀礼に深く関与して
いたと思います。尻尾はアカギツネかコヨーテです。コットンウッドの根を彫っていま
す。帯もコットンウッドの根を彫っています。毛糸、フェルト、口、頭頂の小さな羽根、
頭部の人工の羽根は後付けです。本体部分を彫って色づけしてから、杖も含めて後付け
しています。1980年代の作風です。両腕も後付けです。

Darance：
Just like, what Gerald said, the painting on the body is not correct. It’s usually is
the upper part, portion of the body area, the chest part area is usually all yellow
but he painted a diﬀerent color which is not appropriate for the clothing that it’s
wearing. Usually, like Gerald said, it wouldn’t wear blue shoes. I mean brown
shoes rather than blue shoes. And then, the skirt and the sash would be a diﬀerent
sash, rather than the wedding belt. The correct way is, for the… like I explained
that the upper part yellow, and the rest pink. Forearms yellow and also the calf
area is usually yellow with blue arm bends. The skirt in the body, and the sash
would be correct in. There are diﬀerent… Also on the left it carries a willow
staﬀ. There are many diﬀerent colors of this kind of katsina, the duck. There are
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some that have a black face, colored eyes and the body paint with be, upper part
would be yellow and the lower portion of it would be black. And the forearms
would be black. And also the calf area would be yellow. This is, I’ve seen this but
it’s been a long time when I was small. I don’t really remember but what I can
remember, like the mouth area is pretty accurate rather but on the top portion of it
supposed to be red rather than white. But rather than that I think this is pretty
much authentic.
ジェロさんが説明したように、身体のペイントは不正確です。通常胸のあたりは黄色一
色です。制作者が塗った色は不正確で、衣装と色が対応していません。ジェロさんが言
ったように、青い靴は履きません。青ではなく茶色の靴です。結婚式用の飾り帯ではな
く別の帯を締めます。正しくは、胸のあたりのペイントは黄色で残りはピンク色です。
前腕は黄色で、ふくらはぎのあたりも通常黄色です。腕には青い腕章を着けます。腰回
りも本来は、腰布を巻いて飾り帯を締めます。左手には柳の杖を持ちます。このアヒル
のカチーナ の色には異なる様々なバージョンがあります。黒い顔、色の付いた目、胸の
あたりが黄色でその下が黒いものもいます。前腕は黒く塗られます。ふくらはぎは黄色
です。私は幼い頃にアヒルのカチーナ を見たことがあります。はっきりと思い出せませ
ん。この人形の口は正しく描写されています。しかし先端は白ではなくて赤だったと思
います。これはホピが制作したオーセンティックなものでしょう。

Ito：
Which ceremony?
どの儀礼に登場しますか。

Darance：
Duck. It’s a night dance ceremony, usually comes during the night dance,
bringing rain. It can come during the daytime also during the summer months.
Sometimes the numbers are raised to maybe 40, 50 or more
アヒルのカチーナ は、ナイトダンスの儀礼に登場します。雨をもたらしてくれます。夏
場の日中の儀礼にも現れます。その数は時として40から50体になります。

Merle：
This katsina here is Paawikya katsina. From my point of view I’ve never seen this
katsina so I don’t have much information but it’s carved out of cottonwood root.
The feather out of parakeet. The hair is out of some sort of synthetic ﬁber. The
ruﬀ is out of… the evergreen as of yarn. The staﬀ here is some sort of plant
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material. And the red band which comes across the body is of felt. The tail is of
cottonwood root. Also, the wedding sash, the rattle is also cottonwood root. The
beak is also cottonwood. Made by Melbert Pongyesvia. I don’t know him so I
don’t have much information but it’s authentic.
これはパーウィキャ・カチーナ です。このカチーナ を実際に見たことがありません。あ
まりコメントできませんが、コットンウッドの根を彫った人形です。インコの羽根が使
われています。頭部の赤い毛は人工繊維です。襟巻きは常緑樹をあしらった毛糸です。
何の種類か分かりませんが、杖は植物です。上半身の赤い帯はフェルト製です。尻尾も
コットンウッドの根です。結婚式用の飾り帯とガラガラもコットンウッドの根でできて
います。嘴もコットンウッドの根です。制作者はメルバート・ポギャイェスヴァさんで
す。彼のことは知りません。ホピ製のオーセンティックな人形です。

General Statement by Gerald：
This doll on your catalogue states that it’s a duck katsina, Paawikya, we call it in
our language. I believe, this is 3rd Mesa katsina. Just by looking at it I don’t know
of hand. But I see some… it’s not… the way the body is painted, sometimes it’s
kind of… like general not a rule, but this is how we dress when were painted a
certain way. The body here is katsintsöqa’asi. It’s depicting diﬀerent directions.
It’s wearing a white sash. If it was this style of body paint it would be wearing
the embroidered sash along with the red. And then it would be wearing red shoes
with the angle guards. But here, it’s wearing blue shoes and a white belt. If that
was the case, then the body would be painted in diﬀerent manner. So, there are
two things that they are going on here. I’m not too sure of because this is a 3rd
Mesa katsina which I’ve never seen. The feathers here look like macaw or
parakeet, one of them. Same here. This’s representing the red dyed horse hair,
synthetic ﬁber, looks like a pheasant. The yarn’s depicting evergreens. And I’m
not too sure what kind of staﬀ this… he is trying depict here. When you look
underneath, the body and the head are all carved. And the mouth, all the
synthetic ﬁber and feathers, and staﬀ and rattle are all added later. It looks like
the sash is also a part of the carving as well as the tail. So this is an exceptional
doll for that era. The ﬁngers are pretty much detailed. Bow guard is also carved.
Classic 80s style of carving in cottonwood root. Painted after it was carved and
when all the features added after it was painted and carved.
台帳にはアヒルのカチーナ と記されています。ホピ語ではパーウィキャ といいます。第
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3 メサのカチーナ だと思います。手に何を持っているか分かりません。身体の塗り方は
確固とした決まりがあるわけではないのですが、通常のペイントとは異なります。これ
はカチンツゥカアシ の塗り方です。塗り方が間違っています。これは白い飾り帯を締め
ています。もしこの身体のペイントだとしたら赤い帯と刺繍の入った飾り帯を締めるは
ずです。そして赤い靴を履いて足首当てを巻くはずです。しかし人形は青い靴を履き、
白い帯を締めています。衣装と身体のペイントは対応していなければなりません。つま
り人形は二重に間違っているということです。第 3 メサに登場するカチーナ ですが、見
たことがないので詳細は分かりません。この羽根はコンゴウインコかインコのようです。
これも同様です。赤く染めた馬の毛は人工繊維で代用しています。これはキジの羽根の
ようです。この毛糸は常緑樹の代わりです。この杖が何を意味するか分かりません。下
の方も見てみましょう。胴体と頭部は一つなぎのようです。口、人工繊維、羽根、杖、
ガラガラは全て後付けです。飾り帯と尻尾は彫刻されています。この時代にしては例外
的な作りですね。人形自体は細かく彫られています。手首当ても彫刻です。1980年代の
作風で、素材はコットンウッドの根です。本体の彫刻と着色が済んでから、羽根などを
後付けしています。
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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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
It belongs to the genre of Wawarskatsina. It is called Putskòomoktaqa in the Second Mesa. The name comes
from the word “boomerang (rabbit stick)” that it holds in the hands. It races with a man. If the man cannot run
fast enough and the katsina manages to catch him, it hits him on the head or other body part. The carver is
Raleigh Puhuyaoma from the village of Supawlavi of the Second Mesa, a member of the sun clan. He is a clan
uncle of Merle Namoki, one of the reviewers.
ワワシュカチーナ の一種で現地名は第 2 メサではプツコフモクタカ （Putskòomoktaqa）と呼ばれていて、手に
持っているブーメラン（ラビットスティック）が名前の由来となった。人間と徒競走をし、人間が鈍足でカチ
ーナ に追いつかれると、これで頭などを打たれる。制作者のローリー・プフヤオマ氏は第 2 メサのスパウラヴ
ィ村落出身で、太陽の額クランの成員。熟覧者のマール・ナモキ氏のクラン関係上のオジにあたる。

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

RALIEGH Puhuyaoma

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

Puchkofmoktaka Kachina (Scorpion Kachina)

Carver／制作者名

Raleigh Puhuyaoma ( Hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This doll is another racer. But this one is called Putskòomoktaqa. I think, that
refers to this like a boomerang that he’s holding. It’s actually stuﬀed cloth. It’s not
a boomerang…, well, it’s partly boomerang. But what the racer does is, he runs
along side… he runs of his opponent, and lets his opponent start oﬀ. But if the
opponent is slow, then he run up to and hit him with this boomerang, or whatever.
But this is not really like a wood. It is stuﬀed cloth. But it has a design on there,
and that’s why he uses to hit his opponents. Right here, starting from the top,
these antennas here, at Songòopavi, they’re usually tied on the side, but it curves
toward the inside like this. On both sides. Like this. So I kind of drew it here.
これも走者のカチーナ です。プツコフモクタカ と呼ばれています。手に持っているブー
メランが名前の由来です。実際には端切れに砂などを詰めます。ブーメランではありま
せん。人間と一緒に走るのですが、先に人間にスタートさせます。競争相手である人間
が鈍足ならば、カチーナ に追いつかれ、このブーメランのようなもので打たれます。木
のように見えますが本当は違います。詰め物した布です。そこには模様が描かれていま
す。これで敗者を叩くのです。頭頂から見ていきましょう。ソンゴーパヴィ村落では触
角は側頭から伸びていますが、このように先端が内側に向けて曲がっています。両側と
もです。こんな感じです。絵に描いてみました。

And then is has grass up here. The eyes are like I’ve already described the earlier
one, almost like tadpoles, but they’re carved up like this. Yeah, and then, yeah,
this is okay right here the two lines. But then on the neck, it doesn’t have fur, it
has a black-and-white ngönma. It’s a black-and-white alternating. The body is
accurate. I think, it has a yarn coming across the body. The yarn are correct, and
maybe the bow guard here, on the left side. The sakwavitkuna - this is correct.
Usually it just has one…, yeah, it just carries one of these little boomerang. The
artist is Raleigh Puhuyaoma from Supawlavi village, a member of the sun
forehead clan. And, again, this is classic 80s, with the….body all carved, except
the arms are attached. And the yarn, and sakwavitkuna is also attached. All after
the painting and carving had been done. And it’s a cottonwood root.
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ここには草が結ばれているはずです。さっき別の絵を描きましたが、それと同じように
オタマジャクシのような形をしています。先端はこのように上に向かって曲がります。
この二本の線は正しいです。首には毛皮を巻きません。黒と白のンヴェンナ を巻きます。
黒と白が交互になっています。身体のペイントは正確です。たすきを掛けていると思い
ます。手首の毛糸は正しいです。左手には手首当てを着けているはずです。サクァヴィ

ックナ も正しいです。ブーメラン状のものは 2 本ではなく 1 本のみ持ちます。制作者の
ローリー・プフヤオマさんはスパウラヴィ村落出身で太陽の額クランの成員です。1980
年代の作風で、腕は後付けです。毛糸とサクァヴィックナ も後付けです。本体の彫刻と
着色を仕上げてから接合します。原料はコットンウッドの根です。

Darance：
I haven’t seen the Wawarskatsinas in a long time, so I can’t really point out what
is correct. But I know that usually on 3rd Mesa there usually just have a cloth
rather than fur. And I think, this type is usually all yellow leather rather than
brown. The antennas are usually carved like Gerald said but to get into more
detail I can’t really say because I haven’t seen this in a long, long time.
ワワシュカチーナ をもう何年も見ていないので、正誤をはっきり指摘できません。第 3
メサでは首には毛皮ではなく布を巻きます。茶色ではなく黄色のペイントだと思います。
触角はジェロさんが言ったように内側に曲がっています。長いこと見ていないので記憶
が不確かです。

Merle：
This doll is called Putskòomoktaqa, Scorpion katsina. This is a racer, and as
Gerald stated earlier, this has antennas here coming up from the side and curved
at the top, inwards. And it’s made out of corn husk. The eye part here is almost
correct but it has curved ear at the end part, curving inwards on both sides. The
ruﬀ here is also black-and-white made of some sort of material. What it carries,
in Songòopavi, it carries some sort of… made out of some material, maybe canvas
or some. But it’s stuﬀed with… cotton or some…. And it’s colored yellow. And as
it runs its opponent, when it catches it up and hit it with it. And that’s how it’s
beaten. The arms, I believe, are added on, carved and added on. The yarn is on
the wrist this is correct. The breechcloth is also carved on, and also with the blue
belt. But the breechcloth is added on. And the yarn and the legs are also added.
The base here is screwed with a…, screwed to keep it stabilized. It’s made out of
cottonwood root. And, I believe, it’s painted with acrylic paint. It’s made by
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Raleigh Puhuyaoma from Supawlavi, one of my uncles. I believe this is authentic.
Kwakwhà!
プツコフモクタカ といってサソリのカチーナ です。走者のカチーナ の一種です。ジェロ
さんが言ったように触角は側頭から伸びて頭頂で内側に曲がります。触角はトウモロコ
シの皮製です。目の描写はほぼ正解ですが、耳（触角）は左右どちらも先端が内側に曲
がります。襟巻きはこれではなくて黒と白の服地です。ソンゴーパヴィ村落ではキャン
バスなどの生地でできたものを手に持ちます。中には木綿か何かが詰まっています。そ
れは黄色に塗られています。併走する相手が負けるとこの袋で打たれます。負けるとそ
うなります。腕は後付けのようです。手首に巻いた毛糸は正しく描写されています。下
帯と青い帯も彫刻しています。下帯は後付けです。膝の毛糸と脚部は後付けです。台座
は釘で固定してあります。素材はコットンウッドの根です。絵の具はアクリル製です。
スパウラヴィ村落出身のローリー・プフヤオマさん作です。私のオジです。確かにホピ
製だと思います。以上です。

General Statement by Gerald：
This katsina doll here is called Putskòomoktaqa. Referring to this… looks like
boomerang, but actually is stuﬀed on cloth. Everything starting from the head
part, I’ll start right here, the antennas, in English they say, it’s scorpion. But in
Songòopavi, where I’m from, these antennas they are on the side here. And they
are curved inward. And it’s made out of corn husk, rolled up and painted blue as
well. And the eyes here, they are like tadpoles, with tails curving upward on both
sides. This part here is, it has this boomerang on top painted right here, across.
It’s nice looking katsina, racer, it’s a racer katsina. And then, on the neck here it
has cloth painted black-and-white all the way around. And then up here usually
has a grass, just grass that’s new in the spring, the ﬁrst grass grow, that’s what
they use, because they appear in April. And usually when peaches start blooming,
or apples, we don’t like to do this type of katsinas, because we believe that it
brings the cold. And sometimes when they do, it actually freezes those blossoms.
The wind… So we have to be kind of careful when we choose this, because they
have the special power to bring the coldness. Anyways, we pray to them also for
moisture. Other racers, we pray to them to come for the clouds to come, using
their speed, these are racer katsinas, and they’re pretty fast. If you are unlucky, if
you’re an opponent and you are not fast enough, he’ll hit you with this, usually on
the head. Sometimes people fall down because it’s pretty hard. It’s kind of funny
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too, but at the same time is for reason. But the body usually it’s… I think it’s
using the nails, these lines here, through the body. And it wears a bow guard too,
on this, what I have here, and the yarn. Usually it just has one of these, oh no,
sometimes it has two, because when he misses you the ﬁrst time, it has another
one ready. It’s equipped with this arsenal. As you see here, you don’t see the
trunks, like gym shorts, like the others. This is how it usually… simple. And
sakwavitkuna. Because the lighter he is, the faster he can run. And down here,
that’s what he has, usually not this long because it can trip on this. So they’re
usually just short. I don’t know if he has ankle guards. Yeah, he has, he wears
ankle guards with no shoes. And again, looking at the… you can see, it’s a better
view from here when you look under the arm, or this one is actually the head,
somebody did a pretty good job. But the leg and the head are all carved one
piece. And then the arms are attached here probably with the toothpick and glued
and wood putty. The ﬁngers are pretty detailed, the toes are a little rough but…
It’s a classic example of the 80s style of carving.
プツコフモクタカ と呼ばれています。これはブーメランのように見えますが、実際は布
でできています。頭部から見てみましょう。まず触角です。英語だとサソリのカチーナ
と呼ばれます。私の故郷のソンゴーパヴィ村落では、触角は頭頂ではなく側頭から伸び
ます。先端は内側に曲がります。トウモロコシの皮でできていて、それを巻いて青色に
塗ります。目はオタマジャクシのような形で、尻尾の部分が上にくるっと曲がります。
額の部分にはこのブーメランが描かれます。走者のカチーナ です。かっこいいですね。
首回りは黒と白の交互の布が巻かれます。頭頂部には草が結びつけられているはずです。
春に芽を出す新芽です。このカチーナ がやって来る春の季節を表します。桃やリンゴの
花が咲く頃の来訪は歓迎されません。このタイプのカチーナ は寒気を伴ってやってくる
ためです。花が咲き始めてからやって来るのでは、花は寒さで落ちてしまいます。冷風
も一緒にやって来ます。この儀礼を実施するタイミングに細心の注意を払わねばなりま
せん。冷気という特別な力もやって来るからです。この種のカチーナ に対して湿気をも
たらしてくれるよう祈ります。このカチーナ は俊足なので、空を駆ける雨雲も連れてく
るように祈ります。かけっこの勝負の時、不運にもこれが相手で、走り負けすると、敗
者はこれで頭を打たれます。とても痛いです。もんどり打つ者もいるくらいです。その
様子はとても面白いです。負けないように頑張って走らなければなりません。身体に描
かれた線ですが、爪で描いたのではないでしょうか。人形は手首当てと毛糸を着けてい
ます。通常は一つだけブーメランを持ちます。いえ、二つ持つこともあります。一つを
無くしても、もう一つあれば打つことができます。予備ですね。ここからトランクスや
ブリーフは見えません。別の人形では見えましたが。本物もこのように何も見えません。
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サクァヴィックナ を着けます。軽ければ軽いほど速く走ることができます。腰から下を
見てみましょう。毛糸はこんなに長くありません。躓いてしまいます。もっと短いはず
です。足首当ては着けていたでしょうか。着けているそうです。靴は履かずに裸足です。
こちらから見るとわかりやすいです。腕は後付けです。制作者のことは知りませんがい
い作りです。足と頭と本体は一本彫りです。腕は後付けです。歯間ブラシをだぼにして、
接着剤で固定したのでしょう。その後パテで仕上げています。指は繊細に描写されてい
ます。足の指はやや荒いですが。1980年代の作風です。
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41．H85671

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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
Its local name in the documentation is “Tasaf Yebitchai Kachina ( Navajo Kachina Talking God)” but Yeyvitsha
and Tasaf (Tasaf Katsina) are two diﬀerent katsinam. Tasafkatsina is called Tasafkatsina in the Second Mesa and
Tasapkatsina in the Third Mesa. The sound “f” is mostly used in the Second Mesa and “p” in the Third Mesa.
It makes gestures suitable for songs and expresses the content of songs with them. It diﬀers in appearance from
Tasafkatsina of the Second Mesa. Concerning its appearance, this is Kwivikatsina. The carver is Stacy Talahytewa from Mùnqapi; thus, the reviewers concluded that it is highly possible that this is a Mùnqapi version of
the katsina.
台帳の現地名は「Tasaf Yebitchai Kachina（Navajo Talking God Kachina）
」だが、イェイビチェ とタサフカチ
、第 3 メサではタ
ーナ （タサプカチーナ ）は別のもの。現地名は第 2 メサではタサフカチーナ （Tasafkatsina）
、第 3 メサでは「P」音の「タサプ」
サプカチーナ （Tasapkatsina）となる。第 2 メサでは「f」音の「タサフ」
となる。歌に合わせて腕を動かし。歌詞の内容を自分の手の動きで表現する。第 2 メサのタサフカチーナ とは
外見が異なり、外見上の特徴からだとこの人形はクィヴィカチーナ と思われる。制作者はムンカピ村落出身の
ステイシー・タラハイテワ氏なので、この人形はムンカピ村落版の可能性が高い。

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

Stacy Talahytewa

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

Tasaf Yebitchai Kachina ( Navajo Talking God Kachina)

Carver／制作者名

Stacey Talahytewa ( Hopi; age, late 40s)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
It’s Tasafkatsina. Out over here it says “Tasaf Yebitchai Kachina ( Navajo Talking
God Kachina)”. Actually, the one that dances in the middle of these particular
group of katsinas is called the Yeyvitsha. This one is just Tasafkatsina. The one
that dances alongside… there is a group of these, and these dance in a line. The
one in the center that’s motioning all the words with his hands is actually not
talking, he is actually doing sign language. Uses his hands to, along, some of the
words in the song and he motions them up with his hands and he dances along, as
he motions. Actually I like this type of katsina but the head part is diﬀerent than
in Songòopavi. It does have the two pheasants, it usually has four. Two this way
and two that way, with ribbons on the top, like that. And the ribbons along the
feathers there. And then it has bangs, but it’s not over the head like this. It’s right
above the eye. And the face is the same here. It’s called a Kwivikatsina. In English
“proud”. It’s got obvious regalia, jewelry. It like to show, that… fancy. So this is
colorful katsina. The body is painted white like this… And…. And it has red with
a little ﬂower, and eagle feather on the other side of the head. The mouth is also
colored. The face is a little diﬀerent here. But the ﬂower, but some of them have
the corn at the face and red, blue, and yellow lines are not present in Songòopavi.
Evergreens usually out of juniper on this one. Armbands… also juniper on the
armbands right here. And usually at Songòopavi carries a little bow out of juniper
branch also. And it carries this little pursue here. A can’t remember what these
things are called. Almost like a medicine pouch. It carries that, and usually it has
nice jewelry, nice turquoise or silver, jewelry. Bow guard. Rattle. And the skirt…
Oh, it has a concho belt, too. The concho belt is usually nice. And it has a belt
with… hanging on both sides. And then, the skirt is also colorful. Usually nice
material, diﬀerent colors, also ribbons. And when you get down to the knees there
is usually a little belt. Little belt that’s going to be tied here. And this part is all
leather. Namosava. We say that usually it has a little shiny jewelry buttons on
both sides… buttons along with the red shoe. Turtle shell and a bell on the left
leg. This one here is Stacey Talahytewa, I’m not too sure, I think, he’s from
Mùnqapi. So it’s maybe a Mùnqapi version but it’s closed to what we have in
Songòopavi as well. It’s carved out of wood, cottonwood root, classic 80s, the arm
attached, and all the, rattle, yarn, the leather here and the purse, the tail, and the
mouth, all attached after it was carved and painted.
タサフカチーナ です。台帳情報は 「Tasaf Yebitchai Kachina （Navajo Talking God
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Kachina）
」です。儀礼時に列の真ん中に並んで踊るのがイェイビチェ です。これはイェ

イビチェ ではなくタサフカチーナ です。両者とも一列に並んで一緒に踊ります。列の中
央に位置し、歌詞の内容を手で形態模写するのがこのタサフカチーナ です。歌詞に合わ
せて腕を動かします。歌詞の内容を自分の手の動きで表現するのです。このカチーナ を
見るのが好きです。頭部の描写はソンゴーパヴィ村落のものとは異なります。キジの羽
根が人形には 2 枚付いていますが、実際は 4 枚です。 2 枚がこの向きで、別の 2 枚はこ
の向きです。端にはリボンが付きます。ここにリボンがあって羽根も付いています。切
りそろえた前髪がありますが、位置はこの人形のようではなく、目の上の部分です。顔
（誇り高い）
」です。
は同じです。クィヴィカチーナ と呼ばれています。英語だと「proud
衣装は決まっていて、宝飾品を身につけます。派手なものを見せるのが好きなカチーナ
です。色味も派手です。身体はこのように白を基調としています。側頭には赤い髪、花、
ワシの羽根があります。口も色が塗られています。顔面はちょっと違います。この人形
には花が描かれていますが、通常はトウモロコシです。下の方に赤、青、黄色の線があ
りますが、ソンゴーパヴィ村落のものには描かれません。首回りにはジュニパーを巻き
ます。腕章を着け、そこにもジュニパーが添えられます。ソンゴーパヴィ村落ではジュ
ニパーの枝で作った小さな弓を手に持ちます。小さな鞄も肩からかけます。ホピ語で何
というか思い出せません。薬入れのようなものです。鞄を持ち、トルコ石とか銀細工と
いった上等な宝飾品を身につけます。手首当ても着けます。ガラガラも持ちます。腰布
を着け、コンチョベルトも締めます。立派なコンチョベルトを締めます。帯は両側に垂
らします。腰布もカラフルです。色味の異なる綺麗な生地でリボンも付いています。膝
にも小さな帯を締めます。この位置で締めます。靴の上に皮を巻きます。ナモサヴァ と
いいます。赤い靴の両足に巻くその皮には、ピカピカした銀のボタンが付いています。
左足には亀の甲羅と鈴を付けます。制作者はステイシー・タラハイテワさんです。存じ
上げませんがムンカピ村落出身だと思います。この描写もムンカピ村落版なのでしょう。
ソンゴーパヴィ村落のものに似ています。コットンウッドの根を彫った人形です。1980
年代の作風で、腕、ガラガラ、毛糸、皮、鞄、尻尾、口は全て後付けです。

Darance：
This is a nice doll, Stacey Talahytewa carved. Usually, this usually is all yellow.
The pöqàngwkukveni, the eleven “11”, usually is rather than the diﬀerent colors.
And on the back is usually brown with an either, I think, corn symbols or… I
can’t remember if it’s corn symbols or clouds. Other than that, everything looks
well, well done. And then the feathers are usually like this, on the side, rather
than this one, with the owl feathers. And if he … they can if they want to put
ribbon, lestòoni, you can either to put that on there. Or, they can either put little
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pöösi eagle ﬂuﬀs, the tips of the feathers they can put on there also. The arm
bands, usually is not the blue arm band. It’s usually either beaded or ribbon,
rather than blue arm bands. It’s not… that’s usually how it is. This is correct.
Usually there is another triangle, upside down triangle go on top, which is
hollowed out. You can go through it on top and bottom. All katsinas during night
dances and day dances, except for Powamuya, the bean ceremony, and home
dance, they use juniper. Even the corn dancers they use juniper. Other, during the
bean dance ceremony and home dance they use the Douglas ﬁr. And those are the
only times when at Hoatvela, at 3rd Mesa they use those type of greens and tree
branches. Everything on here is about correct. The only thing is that it doesn’t
have tasapkwewa which is hanging on both sides, the fringes, the Navajo belt.
And skirt can be in diﬀerent styles, pattern, colors, ribbons if they want. Just
depends. Usually this wears neckless. And on 3rd Mesa, we don’t have this on
there namosasavu. It’s usually all black, with the kwewàwya, the little belts around
the ankles with either. Sometimes this type of katsina can dance slowly with the
turtle shell, or it can dance fast with two bells on each side. Other than that, this
is a good carving of this type of katsina, Tasapkatsina. In 3rd Mesa we say,
Tasapkatsina, with the “p” rather than with how they say, in 2nd Mesa with the
“f” at the end, Tasafkatsina. In the 2nd Mesa they will say Tasafkatsina. While in
the 3rd Mesa is Tasapkatsina.
ステイシー・タラハイテワさんが彫った素晴らしい人形です。色は白ではなく黄色です。

ピョカンクックヴェニ という「11」に似た印は、この色ではありません。よく覚えてい
ませんが、後頭部は茶色で、トウモロコシか雨雲の印が描かれているはずです。そうし
た描写漏れ以外はよくできた人形です。頭頂の羽根は十字に交差しています。このよう
に片側にだけではありません。その羽根にリボン（レストーニ ）をつけるか否かは制作
者それぞれです。さらに羽根の先端にワシの刷毛（ピューシ ）を付けるかどうかも制作
者の裁量に任されます。腕章は青ではありません。青ではなく、ビーズかリボンを巻き
ます。この人形の描写は間違っています。この部分は正解です。左手に持つのは二つの
三角形が上下逆になっていて内側がくり抜かれたものです。上と下のどちらの三角形の
内側もくり抜かれます。ポワムヤ （ビーン儀礼）以外のナイトダンス、デイダンス、ホ
ームダンスではジュニパーを身につけます。コーンダンサーでさえジュニパーを使いま
す。ビーン儀礼とホームダンスの時だけベイマツを使います。第 3 メサのホテヴィラ村
落ではその二度だけベイマツの枝を利用します。ここはだいたい合っています。タサプ

クウェワ （ナバホ帯）の端を左右の腰から垂らしているはずです。腰布は、模様、色、
リボンの有無など様々な方法で描かれます。制作者が決めることです。首飾りをしてい

288

るはずです。第 3 メサではナモササヴ は巻きません。黒一色のクウェウェォヤ を履きま
す。膝下（足首は言い間違い）には小さな帯を締めます。このタイプのカチーナ は、亀
の甲羅を付けてゆっくり踊ることがあります。両足に鈴を付けて機敏に踊ることもあり
ます。タサプカチーナ をモチーフとした素晴らしい作品です。第 3 メサでは「タサプ」
と「p」の発音をします。第 2 メサでは「 f 」になり「タサフ」となります。第 2 メサで
はタサフカチーナ になります。第 3 メサではタサプカチーナ です。

Merle：
This doll here is called a Tasafkatsina but to me looks like one of Kwivikatsina, is
similar to Tasafkatsina. It’s made out of cottonwood root made by Stacey
Talahytewa. In the village of Songòopavi, it’s similar here, but the bangs is a little
lower here, and it has, in place of this pheasant feathers here, it has four eagle tail
feathers. And on the side it has owl bunches. The hair is of a horse hair, dyed red
and the eagle plume is correct but this here is some sort of birds. The feather up
here, I believe it represents the deer tail. So in Songòopavi is deer tail. The mouth
is correct. The green ruﬀ here is of juniper. The arms bands, usually it has
beaded arm bands instead of blue arm bands. But, I guess, if you don’t have any
blue work. The bow guard here is of leather and it’s correct. The wand(s) here is
carrying, is usually, to triangles on top of each other’s here which we call löwa,
the female’s genitals. Rattle is also correct, the yarn - correct, and the purse here,
hanging, is also of leather and usually have some sort of silver work. Design is on
there. The belt, the sivakwewa which we call, is of silver. It has a red belt. The
skirt here is also colorful like this here. In Songòopavi we don’t have this
namosava which we call the leather. It is with black socks. And then also a little
small belt on both sides. The shoe is also correct, the tail. And the Hopi belt or I
guess like we would say, the Navajo belt that would hang on the sides. This doll is
made of cottonwood root. It’s authentic, I believe. The arms have been carved and
later on. That’s it.
タサフカチーナ となっています。私にはクィヴィカチーナ のように思えます。コットン
ウッドの根が原材料で、作者はステイシー・タラハイテワさんです。ソンゴーパヴィ村
落のものと似ていますが、これは前髪が短すぎます。人形にはキジの羽根が付いていま
すが実際はワシの尾羽根です。側頭にはフクロウの羽根の束があるはずです。赤い部分
は馬の毛です。ここには実際はワシの羽根が使われますが、人形は別の鳥の羽根で代用
しています。この部分の羽根はシカの尻尾を象徴していると思います。ソンゴーパヴィ
村落ではシカの尻尾です。口は正しいです。緑色の襟巻きはジュニパーを表現していま
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す。腕章は青ではなく、ビーズ細工したものを着けます。それが無い時は、青い腕章を
使うかも知れません。手首当ては皮製です。描写は正しいです。手に持った指揮棒は通
常は二重の逆三角形で、リワ といって女性器のシンボルです。ガラガラと毛糸も正しく
描写されています。肩からかけているバッグは皮製で銀細工が施されているはずです。
模様も付いています。銀製のコンチョベルトを締めます。赤い帯も締めます。この人形
のように派手な腰巻きを着けます。ナモサヴァ と呼ばれる皮はソンゴーパヴィ村落では
巻きません。黒い靴下を履きます。両膝に小さな帯を締めます。靴と尻尾の描写は正し
いです。ホピ帯かナバホ帯を締めて、両側から垂らします。素材はコットンウッドの根
です。ホピ製だと思います。腕は別に彫って後付けしています。以上です。

Darance：
I’ve just made a drawing how it would see it in 3rd Mesa.
第 3 メサの格好を絵に描いてみました。

It’s not the best but it’s just a little example.
参考にしてみて下さい。

Gerald：
This one here is in Songòopavi.
ソンゴーパヴィ村落ではこのような格好です。
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The mouth is totally diﬀerent than here. It’s like a… like this here, this one. But
not as pointy.
口の描写が全く異なります。口はこんなに尖っていません。

General Statement by Merle：
This doll here, on the record it says, “Tasaf Yebitchai Kachina ( Navajo Talking
God Kachina)”. There is other Tasafkatsinas that we use in Songòopavi but this
one here to me looks like it’s a Kwivikatsina, what we call. The facial features
here is kind of similar with what we use at Songòopavi. The bang should be a
little lower, maybe right through here on the forehead area. The hair here is also
correct. It’s made out of horse hair, dyed horse hair, both the forehead and the one
on the side. And this is from the eagle plume. And up here, this feather here, I
believe, he supposed to represent the deer tail. And this pheasant feather here is
supposed to be eagle tail feathers, four of them put together. And the side here
supposed to be an owl bunch. The ruﬀ here is to be of cedar, from a cedar tree.
The rattle is correct and the wand that’s carrying is supposed to be two triangles,
one slightly smaller right above this one here. The bow guard is correct. Yarn.
And the purse is also correct. Sivakwewa, which we call, is this the concho belt.
And it’s supposed to have a Navajo belt which we call kweewa. The skirt here is
also correct. The fox tail is also correct. This one has the red felt attached to it. At
Songòopavi we don’t have these leggings here. It’s supposed to be of a black
socks. The red shoes is correct but the black socks are little belt tied to it hanging
from the sides of both sides. This doll was made by Stacey Talahytewa. I believe
he is from Mùnqapi. It’s made out of cottonwood root. The arms are added on.
The head and the body is all one piece, except for the tail, and then the arm and
then the parts to the… the hand, the rattle is added on, also the wand right here,
and then the mouth. I believe, this is classic from early 80s to mid-80s. And I
believe this is authentic. Kwakwhà!
台帳には「Tasaf Yebitchai Kachina（Navajo Talking God Kachina）
」と記されています。
ソンゴーパヴィ村落のタサフカチーナ は別の格好をしています。この人形はクィヴィカ

チーナ ではないでしょうか。ソンゴーパヴィのものと顔面の描き方が似ています。前髪
はもっと長くて、額の辺りまであります。髪の描写は正しいです。馬の毛を赤く染めた
ものを使います。これはワシの羽根です。ここに置いてある羽根は、シカの尻尾を象徴
しているのだと思います。これはキジの羽根ですが、実際はワシの尾羽根です。 4 枚一
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組です。側頭部はフクロウの羽根の束のはずです。襟巻きは常緑樹を表しています。ガ
ラガラは正しいです。手に持っている指揮棒は二つの逆三角形です。三角形の大きさは
同じではなく、片方が小さいです。手首当ては合っています。毛糸も正しいです。鞄も
正しいです。シヴァクウェワ を締めます。ホピ語でコンチョベルトのことです。タサプ

クウェワ （ナバホ帯）も締めます。腰巻きは正しいです。キツネの尻尾も正しく描写さ
れています。赤いフェルトが付いています。ソンゴーパヴィ村落ではこのレギンスは巻
きません。黒い靴下のはずです。赤い靴と黒い靴下を履き、両足に小さな鈴をぶら下げ
ます。作者はステイシー・タラハイテワさんです。ムンカピ村落出身だと思います。素
材はコットンウッドの根です。腕は後付けです。頭部と胴体は一本彫りで、尻尾と腕と
ガラガラが後付けです。指揮棒と口も後付けです。1980年代前半から半ばにかけての作
風です。ホピ製でしょう。以上です。
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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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
It belongs to a Wawarskatsina group. Its local name is Navantsìitsikpu. It rips the clothes of the man who loses
a race with it. The doll looks as if his body and hands were carved from one piece of wood but because small
traces of putty used to work with wood are visible, it was considered that it was done in the style of the ’70s of
the 20th century. The doll wears short shorts but this element is not usually carved. The carver is unknown.
現地名はナヴァンチーチクプ （Navantsìitsikpu）で、ワワシュカチーナ の一種。このカチーナ と走り負けた人
間は、着ている服をビリビリに引き裂かれる。胴体と両腕は一本彫りのように見えるが、わずかに木工用パテ
を塗った跡があるので、1970年代の作風とされる後付けである。短パンが描かれているが、慣習的に描写すべ
きではない箇所である。制作者は不詳。

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

Novantsi-tsilooqa Kachina（He Strips You Kachina）

Carver／制作者名

Unknown Hopi

Year of Manufacturing ／制作年

1978

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This doll it’s called Navantsìitsikpu at Songòopavi. You know, starting from the top
here, it does have this like a Mohawk and the ears are correct, the eyes, it has like
a tadpole eyes, like curved, tail, almost like a tadpole but it’s curved like this.
Yeah, that kind of eye at Songòopavi. And the body is, it’s painted like that and it
has the yarn. And on the neck part I believe it wears a black-and-white, almost
like a cloth but it’s checker in alternating black, white, black, white, all the way
around, right here on the neck. The ngönma, we say. “Ngönma”. It’s called
“ngönma”. And then, there is, in Songòopavi it doesn’t have an… armband. And I
forgot that little detail on top, detail, too. It has also the grass tied at the top. And
the rest, way down, I noticed on here that they are, that somebody painted the
gym shorts again, the trunks, right here. Those are gym trunks or shorts. Usually
it’s just all the way… short pants. It’s supposed to not wear that. When we go
down, this is called. This is correct here, the blue belt and sakwa pitkuna. That’s
correct. And the yarn and the legs, that’s correct also. But when you get to the
feet, in Songòopavi they don’t wear shoes, just the ankle bands katsilwa. Like a
pattern, like a… embroidery. It’s just like katsilwa. Do you know what the
katsilwa is? Yeah. No shoes. When I look at this also was done either the late 70s
or the 80s. With the... This is an exceptional, because this is the ﬁrst one I’ve seen
that the arms were part of the carving. And the hands are almost getting down to
the detail. And this is dated that the time of manufacturing is 1978. So whoever
the carver was, he was already advancing into that stage when people start
carving in out of one piece of wood. So this is the ﬁrst one that I noticed. The
only things that were attached later were the yarn, the felt there, the fur and the
ears. And the tsamimi. One detail is, too, also, this is, it’s a part of, one of the
racers. One of his duty is if you are not fast enough, this guy will come behind
you and grab your shirt and tear it. But in Songòopavi it will have a torn shirt on,
too. With stripes, which is all torn, shredded shirt, shredded through here. It’s all
shredded like this. But this one, it’s kind of, when you look at it, you kind of get
scared from it. Because it’s, you’ll got a … throw you down or something.
Anyways, it’s one of the racers from cottonwood.
ソンゴーパヴィ村落ではナヴァンチーチクプ と呼ばれています。頭部から解説します。

モホーク のような髪型をしています。耳は正しいですが、目はオタマジャクシのような
形で先端が曲がっているはずです。ソンゴーパヴィ村落ではオタマジャクシ型の目です。
身体はこのような感じで、毛糸をたすき掛けします。首には白黒の布を巻いているよう

294

な気がします。その布はホピ語でンヴェンナ といいます。ソンゴーパヴィ村落ではこの

カチーナ は腕章を着けません。頭頂の特徴で言い忘れていたことがあります。頭の上に
新芽が添えられます。元に戻りますが、制作者はここに短パンか下着を描いています。
これは短パンか下着だと思います。本来そんなものは着ません。カチーナ は身につけな
いし、描いてもいけません。これは何でしたっけ。ここは合っています。青い帯と下帯
を締めます。描写は正確です。足の描写と毛糸も正しいです。ソンゴーパヴィでは靴は
履きません。足首当て（カチルワ ）だけを着けます。デザインパターンのような刺繍の
足首当てです。カチルワ といいます。カチルワ が何か分かりますか。靴は履きません。
1970年代後半から1980年代にかけての作品だと思います。この人形はこれまで熟覧した
ものとは異なります。腕と胴体が一本彫りのものはこれが初めてです。手先にかけても
詳細に描写されています。1978年制作となっています。制作者が誰であれ、この時期に
すでに一本彫りをしていたということになります。一本彫りに関して初期の作品と言え
るでしょう。後付けしているのは毛糸、フェルト、毛皮、耳です。ツァミミ も後付けで
す。走者のカチーナ の一種です。これと競って負けると、シャツをつかんで引き裂かれ
てしまいます。ソンゴーパヴィ村落では破れたシャツを着ていることもあります。縞々
のシャツで破れています。ズタズタに切り裂かれています。こんな感じでズタボロです。
この人形はその格好はしていませんが、実際に見てみれば恐怖を感じると思います。何
か乱暴してくるような風貌だからです。走者の一つで、素材はコットンウッドの根です。

Darance：
I haven’t seen this one in a long time, but the face how it’s painted it’s usually
how we paint it in 3rd Mesa. Usually around the neck the color is black. Cloth
rather than the fur. The armband is usually not present. Well, like Gerald said, the
doll seems to be all one piece, which is very interesting and this is the ﬁrst doll
that’s we have seen carved out of one piece, except for the ears but other that, it is
very good doll. This usually in 3rd Mesa, don’t have the shoes on. Everything that
I noticed it’s carved very accurate.
ずいぶん長いことこのカチーナ を見ていません。顔は第 3 メサに登場するものに似てい
ます。首回りは黒い布だったと思います。毛皮ではなく布です。腕章は着けません。ジ
ェロさんが言ったように、この人形は一本彫りしているようです。今回の熟覧の中では
初めてだと思います。耳は後付けですが、良い出来の作品です。第 3 メサに登場する場
合、靴は履きません。とても正確な描写で彫られていると思います。

Merle：
This doll here is called Navantsìitsikpu. In Songòopavi, a racer katsina which make
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races with its opponent. One it catches it, it tears the shirt on it. The clothing is
almost exact. The head part or actually the face, the eye, eye isn’t painted like
this here. It’s kind of small, I guess, you would say, tadpole with a little carve in
the end part on both sides. And also, it’s missing the mouth, at Songòopavi, the
mouth, as somewhat like a Hòo’e mouth, almost like a lip. And the ruﬀ here also
is not correct on this doll, it has black-and-white part of cloth wrapped here. The
yarn is correct, and the arm bands, is not correct. Here, I believe, we don’t have
any arm bands. The yarn is correct on the wrist. The blue belt is correct. The
breechcloth here is correct. And the red hair palahömi is also correct. The yarns
on the legs is correct. And in Songòopavi the racers don’t wear shoes. No ankle
fringes. It’s bare foot and has an ankle band, which we called katsilwa. And this
doll is actually out of one piece, except for the hairdo up here and the ears, and
the ruﬀ around the neck, the yarns, the arm bands are out of felt. The blue belt is
also felt and the breechcloth, also out felt and yarn. The red hair is some sort of
ﬁber. I can’t tell what kind of hair in English. Ankle bands here, the fringes is out
of leather. And made out of cottonwood root. The base is connected with glue. I
believe this is authentic. Kwakwhà!
ナヴァンチーチクプ です。ソンゴーパヴィ村落では走者のカチーナ は競争相手と一緒に
走ります。捕まえられるとシャツを引き裂かれます。外見はほとんど合っています。頭
部の顔面の目の部分です。ここは描写の仕方が違います。もっと小さくて、オタマジャ
クシ型です。端は上に向かって曲がっています。口がありませんね。ソンゴーパヴィ村
落ではフッエ といって唇を突き出したような形の口をしています。襟巻きはしますが、
毛皮ではなく黒と白の布を巻きます。毛糸のたすきの描写は正しいです。腕章は着けま
せん。腕章は着けなかったと記憶しています。手首にも毛糸を巻きます。青い帯と、下
帯を締めます。腰回りのパラヒミ という赤い毛も正しく描写されています。膝の毛糸も
合っています。ソンゴーパヴィ村落では走者のカチーナ は靴を履きません。房の付いた
足首当てもしません。裸足にカチルワ という足首当てを着けます。髪と耳以外の身体、
襟巻き、毛糸、フェルト製の腕章以外は一本彫りのようです。青い帯と下帯もフェルト
製です。毛糸も使われています。赤毛は人工繊維でしょうか。英語で何というか分かり
ません。足首当ての房は皮製です。素材はコットンウッドの根です。台座と接着剤で固
定されています。ホピ製でしょう。以上です。

General Statement by Merle：
This doll here, in Songòopavi we call Navantsìitsikpu. This is one of the racer
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katsinas. When it races its opponent it chases him down and rips the shirt.
Clothing here is almost correct. It has the hairdo up here like a Mohawk. But the
eye is of tear drop shape. Wider the one end and it comes narrower to this end
and has a little curve here. And the mouth, it has like a little, like a lip, a red one.
The ruﬀ around the neck is some sort of cloth. I believe, it’s black-and-white. Up
here it has a green grass tied on top of the head. And it wears a shirt it’s all like
kind of shredded. It don’t have armbands or the yarn that’s running across. Here
on the bottom it has the blue belt and the breechcloth. I think, this is correct also.
It has red horse hairs on both sides. The yarn. But here at Songòopavi it doesn’t
have shoes. It’s barefoot. It’s all painted too, also, all yellow on one side, and then
blue on the other side. And it doesn’t have this fringes here, the ankle fringes. I
think, this is doll is authentic. It’s carved out of cottonwood root. The base is also
cottonwood. It’s glued on to the doll and down at the bottom it’s, I think, little
like a ﬁnishing nail. Here, the person painted the gym shorts which is usually not
there. It’s all bare here, all painted all the way up. The arms, I believe, this is all
one piece… oh no, this is added on. I could see the wood putty that they put on
there just to blend in. I believe, this is painted with acrylic paint. I believe, this is
authentic. Kwakwhà!
ナヴァンチーチクプ です。ソンゴーパヴィ村落での名称です。走者のカチーナ の一種で
す。これに負けると、着ている服を引き裂かれます。人形の衣装の描写はほぼ正解です。
モホークのような髪型をしています。目の形は涙型です。目は端に行くにしたがって細
くなり、最後は上方向に曲がります。口はもっと小さくて唇を突き出したような形をし
ています。襟巻きは布製です。黒と白の布だったと思います。頭頂には新芽が結びつけ
られています。ズタボロに割かれたシャツを着ています。腕章も毛糸のたすき掛けもし
ません。青い帯と下帯を締めます。ここは正しいです。赤く染めた馬の毛を腰に巻きま
す。膝には毛糸を巻きます。ソンゴーパヴィ村落では靴は履きません。裸足です。両足
ともペイントされています。片足は黄色、もう一つは青です。房飾りの付いた足首当て
は着けません。ホピ製といって良いでしょう。素材はコットンウッドの根です。台座も
コットンウッドの根です。接着剤と小さな釘で固定されています。制作者は短パンを描
きましたが、これは描いてはいけません。何も身につけません。全身ペイントします。
腕も含めて一本彫りです。いや、後付けですね。地の色に馴染ませるように木工用パテ
を塗った跡が見えます。絵の具はアクリル製です。ホピ製でしょう。以上です。
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43．H83342

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

2014/10/14
1. Gerald Lomaventema
2. Darance Chimerica
3. Merle Namoki
―

Summary／資料熟覧の要約
Its local name is Sikyaqöqlö. It is classiﬁed as Mongkatsina. Every year, it comes during the Puwamuya ceremony in the evening to tell stories about the migration. It carries a big basket when it visits Songòopavi. It has
many toys in the basket like ﬂat dolls, masànpis (wands used during social dances), lightning sticks, rattles, etc.
Children like meeting this katsina. The carver was probably Andrew Grover from the First Mesa. No other
details are known.
現地名はシキャココリ （Sikyaqöqlö）であり、モンカチーナ に分類される。毎年ポワムヤ儀礼が行われる晩に
移住神話を語りにやって来る。ソンゴーパヴィ村落に現れる場合は大きなかごを持っていて、その中には平人
、稲妻棒、ガラガラなど、たくさんのおもちゃが入っている。子どもたち
形、マサンピ （踊りで使う指揮棒）
はこのカチーナ を見るのを楽しみにしている。制作者のアンドリュー・グローバー氏は第 1 メサ出身だと思わ
れるが、詳細は不詳。

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

Kokole

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

Kokole Kachina

Carver／制作者名

Andrew Grover; Hopi

Year of Manufacturing ／制作年

1977( ?)

Collection History／入手状況

―
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Gerald：
This katsina doll, its name is Qöqlö [Sikyaqöqlö] in Songòopavi and it’s one of our
Mongkatsina, special. Because every year at my kiva, the night of the Powamuya,
these two brothers, there are two brothers that tell a story of the migration of this
katsina from one of the shrines there. It’s about three hours, three to four hour
long story. Anyways, so it’s a Qöqlö [Sikyaqöqlö] and it comes at the bean dance.
It’s one of our Mongkatsinas there. Usually, starting from the head part, the
pheasant, what’s here, but it’s usually right here on top with the head, with the
whole bird and the wings coming down at the sides. So, it’s the pelt of the whole
bird on the head part. During one of its episodes, I guess, on the story telling,
there is a portion of how we acquired that bird, or that’s why he has it on his
head. The face is yellow like this, and evergreens. But when we get down to the
body part, it’s not wearing... well, it’s wearing the white shirt like this but it’s also
wearing a full two buckskins, white, on both sides, front and back. So, it’s
hanging past its knees, and tied at the waist on the sides. And it wears a neckless,
a turquoise neckless. It doesn’t have this yarn like this. And then, at Songòopavi,
it has a big burden basket, huge one, that it comes carrying in the morning. And
in there, there are all the toys, for the kids, the ﬂat dolls, and lightening and
rattle. Everybody likes to see this katsina, because it comes in the morning, and it
re-appears at night time inside the kiva and it tells the story. The buckskin is
draped on both sides, the bow guard. It looks like it has a basket, a planter,
planting box with the bean sprouts. Because around this time we have usually
bean sprouts, and these katsinam are the ones that bring them. And it has a turtle
shell. In Songòopavi it has blue shoes, and also the stocking, it wears the stocking,
and blue shoe, sakwatotsi. This is nice portrayal. It’s, again, classic 80s style
carving, paako, made out of wood, traditional cottonwood root. And all that
pieces had been added after it was carved and painted.
コーコリ ［シキャココリ ］です。ソンゴーパヴィ村落ではそう呼ばれていて、モンカチ
ーナ の一つです。毎年ポワムヤ の儀礼が行われるある晩に、私が所属するキヴァにこの
兄弟がやってきて移住神話を語ります。その話は 3 、 4 時間続きます。名前はコーコリ
［シキャココリ ］で、ビーン儀礼にやってきます。モンカチーナ のカテゴリーに含まれま
す。解説は頭からしていきます。キジの羽根があります。通常はこっちにつきます。側
頭に別の羽根と風切り羽がきます。鳥一羽分の尾羽根です。コーコリ が語る物語の一つ
に、その鳥の捕り方があります。どうして頭にその鳥の羽根を付けているかの理由を語
る節があります。顔面はこのように黄色です。首には常緑樹を巻きます。首から下に移
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りますが、このような服は着ません。白いシャツを着て二枚の白いシカ皮を羽織ります。
シカ皮は膝下まで垂れていて、腰のあたりで結びます。トルコ石の首飾りも身につけま
す。毛糸はたすき掛けしません。ソンゴーパヴィ村落では大きなかごを持っています。
朝それを持ってやってきます。かごの中にはたくさんのおもちゃが入っています。平人
形や稲妻棒やガラガラなどです。みんなこのカチーナ を見るのを楽しみにしています。
朝におもちゃを持ってやってきて、夜にはキヴァ の中で物語を話します。シカ皮は両サ
イドに垂れ下がります。手首当てを着けています。人形はかごを持っているようです。
豆の芽が生えた種まき用の植物鉢です。この儀礼の時期に豆は発芽を迎えます。カチー

ナ たちが発芽した豆を持ってきてくれるのです。足には亀の甲羅も付けます。ソンゴー
パヴィ村落では青い靴（サクァトツィ ）と靴下を履きます。とてもよく描写されていま
す。1980年代の作風で、パーコ （コットンウッドの根）を彫っています。本体の彫刻と
着色が済んでから、パーツが後付けされています。

Darance：
I’ve seen this also at Hoatvela but in a diﬀerent.... just only during the morning
time, giving gifts to the children. And usually the feet (bird tracks) are not up
here. They are right on the cheek area. And there is also a lot of bird tracks on
the back of the head also, this Qöqlö, Sikyaqöqlö. In Hoatvela we have two
diﬀerent kinds of Qöqlös. This one we call Sikyaqöqlö. And then, there is a black
one that comes during Soyalangw, to open the kivas. Usually this has pheasant,
like Gerald said, a pheasant pelt on the back, and the wings of either, it can be
owl, duck or pheasant right here on the side. It’s not kind of ﬂared down, it’s
usually pressed against the head, going upwards. The greens is a good.... he did a
good job on the greens. It’s usually really... there is a lot hanging down and he’s
usually walking around, shaking his rattle, singing during the bean dance, a pair
of them. And then go to each house giving the children their dolls or bows and
arrows. Sometimes they stop and just start singing to each other. Then they’ll
dance and then they’ll stop and then start going to, where they going to the house.
But usually this... it doesn’t carry a planting box like this, it usually has a bundle,
it’s tied with yucca, a yucca bundle, the bean sprouts rather than carrying this big
box. It’s usually has, it’s carries a bundle of bean sprouts tied with yucca, usually
it carries that if it going to give its bean sprouts away, like Gerald said, a
buckskin, two of them, connected together. And it also has armbands, blue
armbands and blue shoes. This is a good doll. I like this doll. I’ve seen this
during in Songòopavi, during their bean dance. It was a long story that they talk
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about their migration. After they ﬁnish talking they bring a lot of food for the
people inside and on top that are watching, bringing piiki, boxes of oranges,
apples, watermelon, corn, cookies. All of that is distributed to the people. This is
a good portrayal, carved Qöqlö.
ホテヴィラ村落で見たことがあるのですが、この人形とは異なる格好でした。朝に子供
たちにおもちゃを配っていました。顔面の鳥の足跡の印の位置が間違っています。頬の
位置にあるはずです。後頭部にもたくさんの鳥の足跡が記されます。このコーコリ はシ

キャココリ です。ホテヴィラ村落には 2 種類のコーコリ がいます。これはシキャココリ
です。ソヤル 儀礼の時にはキヴァ を開けるために黒いコーコリ がやってきます。ジェロ
さんがいったように、顔にはキジの尾羽根があります。側頭には風切り羽が付いていま
す。この人形はフクロウかアヒルかキジの羽根が使われています。この人形は羽根がぺ
しゃんこになっているが、本来はベルボトムの広がりのように羽根が開いています。首
回りの緑はぺしゃんこではなくふわっと表現されている。作家は良い仕事をしている。
もっとたくさんのものをぶら下げていて、ビーン儀礼時にやってきて二体一組でガラガ
ラを振って歩き回ります。家々を訪れて子供に人形や弓と矢をあげます。ものをあげる
だけではなく、立ち止まって歌を歌うこともあります。踊って、それが終わると歩き始
め、別の家に向かいます。このような種まき用の鉢は持ちません。ヤッカの葉の束と豆
の発芽を持っています。このような大きな箱ではありません。発芽した豆をヤッカの葉
で束ねたものを運びます。ジェロさんがいったように二枚のシカ皮を繋いだものをまと
います。青い腕章を着け、青い靴を履きます。良い出来の人形です。気に入りました。
ビーン儀礼の時ソンゴーパヴィ村落で見たことがあります。彼らが旅してきた話は本当
に長かったです。話が終わると、たくさんの食べ物をキヴァの中にいる人々や外にいる
人々に分け与えます。ピーキ （トウモロコシの実を挽いて水と合わせて薄く焼いて巻い
たもの）
、オレンジ、リンゴ、スイカ、トウモロコシ、クッキーなどです。これらが配ら
れます。コーコリ を象った出来のよい人形です。

Merle：
This doll here is what we call Qöqlö [Sikyaqöqlö] in Songòopavi. It’s missing some
regalia, buckskin it’s missing, which it wears. It doesn’t wear the yarn across the
body. And the head part is almost correct but as they were saying, it has a pelt of
a pheasant, the head part with a tail sticking out like back here and the wings is
like fanned out toward the back. The painting of the face is pretty correct. It has a
bird mark here on the cheek, and up here on the head. And on the back side it has
also bird track marks. The evergreens, it’s correct. This one is of yarn here. The
bow guard is also correct. At Songòopavi it doesn’t carry this little basket of
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plants. It carries a rattle on one side and gifts tied to the bean sprouts. In the
morning, it gives it to children. Boys get lightening sticks and rattle, shoes. Girls
will receive katsina dolls and wands that the girls dance with... buﬀalo dances,
what we call masànpis. The turtle shell is also correct. But the shoes here is
supposed to be blue shoes, but this one here is wearing red shoes. And it’s
supposed to be wearing blue armbands also. This doll is carved by Andrew
Grover, I believe maybe from 1st Mesa. But I can tell. The arms are added on.
Actually the turtle shell is pretty nice, almost like real, carved out of cottonwood
and tied with leather straps. And, I believe, the base is glued onto the doll. I
believe, it’s authentic. Kwakwhà!
ソンゴーパヴィ村落ではコーコリ ［シキャココリ ］と呼ばれています。いくつかの衣装
が足りません。シカ皮がないですね。毛糸をたすき掛けすることはありません。頭部は
だいたい合っています。他のお二人が解説したように、キジの尾羽根を付けます。風切
り羽は扇状に配します。顔の描き方は正しいです。頬と額に鳥の足跡の印が描かれます。
後頭部にも鳥の足跡の印がいくつか描かれます。常緑樹を首に巻きます。これは毛糸で
す。手首当てを着けます。ソンゴーパヴィ村落では植物の入ったかごを持ちません。ガ
ラガラと発芽した豆に結んだおもちゃを持ちます。朝にやってきて子供たちにおもちゃ
をあげます。男の子は稲妻棒とガラガラと靴をもらいます。女の子はカチーナ 人形とバ
ッファローダンスなどで使う指揮棒をもらいます。ホピ語でマサンピ といいます。亀の
甲羅を足に付けます。靴は赤ではなく青です。これは赤い靴を履いていますが。青い腕
章も着けているはずです。人形を彫ったのはアンドリュー・グローバーさんです。第 1
メサ出身だと思います。分かりました。腕は後付けです。亀の甲羅は本物そっくりです。
コットンウッドの根を彫って皮紐を通しています。台座は本体に固定されています。オ
ーセンティックなものでしょう。以上です。

Gerald：
You see here, it’s wearing a buckskin,
with the rattle.
こんな感じでシカ皮をまとってガラガ
ラを持ちます。

Usually he carries I did not draw
the corn on there yet, roasted corn
and a burden basket.
ここには描きませんでしたがロースト
したトウモロコシやバスケットなども
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持っています。

Ito：
Do you remember the song?
これが歌う歌を覚えていますか。

Gerald：
Yeah. We can go to karaoke and there we can... After a couple of shots, then I can
sing. One bottle of sake, then I can sing. But this is still used so maybe this part
you can’t ﬁlm.
はい。カラオケ店に行ったら歌ってあげます。何杯かお酒を飲んだらね。日本酒を飲ん
だら歌えるかも知れません。冗談です。歌は今でも儀礼で使っているので録音しないで
下さい。

General Statement by Merle：
This doll here is Qöqlö. We call it in Songòopavi Sikyaqöqlö. Almost everything
is correct on this doll. Starting from the head area, it has a pheasant, the head
part everything connected with the tail coming out and the wings spread out
toward the back here like this, not into it. The painting on the face is correct. It
has a bird marked right here on the cheek, both sides and up here on the top, and
also on the back. The evergreen ruﬀ is correct here but this is of yarn, on the real
one is Douglas ﬁr, a whole big bunch, making it bigger. The yarn here is not
correct. It wears buckskin, two of them tied together and draped over the front
and the back covering all the way down. The yarn correct on one side, the bow
guard is also correct but this one is carrying some sort of little basket here which
at Songòopavi don’t, it has a rattle on the right side. And on the left it carries
bean sprouts tied in bunches. And then it carries a gifts, lightning sticks, rattles
and shoes for the boys and dolls and dancing wands for the girls also, white
shoes. And then plaques, maybe for newborns. And little small ﬂat cradle dolls for
younger, maybe newborns. It usually is carrying a burden basket which comes
from the head part on down to the back. Back here, the strap is from through
here, and the burden basket is carried back here, all sorts of gifts for other
children. The turtle shell here is... he did a pretty good job, looks almost real like
a small turtle. It’s attached with leather here. In Songòopavi this Qöqlö don’t wear
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red shoes, it wears blue shoes here. This doll here is made out of cottonwood root.
Everything is carved in one piece except for the arms. I believe, it’s attached on
there, and the turtle shell. And this little basket here too, I believe, is out of
cottonwood root. And the strap is made out of twine, I believe. And the plant here
is... I can’t really recall, it’s some sort of ﬁber plant, I believe. I believe, this is a
classic doll, made from early 80s, mid 80s. I believe this is authentic. Kwakwhà!
コーコリ です。ソンゴーパヴィ村落ではシキャココリ といいます。およそ正確に彫られ
ています。頭部から解説します。キジの羽根が付いています。尾羽根が突き出ていて、
風切り羽は扇状に後方に広がっています。顔面の描写は正確です。左右の頬に鳥の足跡
が描かれます。額にも描かれます。後頭部にも描かれます。常緑樹の襟巻きは正しいで
す。これは毛糸で代用されていますが本来はベイマツです。もっとボリュームがありま
す。毛糸のたすきは間違いです。シカ皮をまといます。二枚のシカ皮を結んで、前後に
大きく垂らしてまといます。手首には毛糸と手首当てを着けます。人形は小さなバスケ
ットを持っていますが、ソンゴーパヴィ村落では持ちません。右手にはガラガラを持ち
ます。左手には発芽した豆を結びつけたものを持ちます。おもちゃも持ちます。稲妻棒、
ガラガラ、靴は男の子用。人形と指揮棒と白い靴が女の子用です。新生児用に編みかご
を持っているかも知れません。小さなゆりかごに入った平人形も新生児用です。額に大
きなかごを引っかけて背中にしょいます。紐をかけて背中でしょいます。大きなかごで
す。そこには子供にあげるたくさんのおもちゃが入っています。足に付いている亀の甲
羅ですが、とても詳細に彫られています。本物の甲羅のようです。皮紐が通してありま
す。ソンゴーパヴィ村落ではコーコリ は赤い靴を履きます。人形は青い靴を履いていま
すが。コットンウッドの根でできています。腕をのぞいて一本彫りされています。亀の
甲羅も後付けです。手に持っているバスケットもコットンウッドの根でできています。
紐の部分はより糸でできていると思います。この植物ですが、これが何なのか分かりま
せん。1980年代の前半から半ばにかけて作られた作品です。オーセンティックなもので
しょう。以上です。
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44．H85651

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

2014/10/14
1. Darance Chimerica
2. Gerald Lomaventema
3. Merle Namoki
Atsunori Ito

Summary／資料熟覧の要約
It is a roadrunner katsina that appears during the night dance of the Powamuya ceremony. Its local name is
Hospowi in the Third Mesa. The painting on the body and all the garments are carved accurately. The carver is
Joe Duwyeenie.
ポワムヤ儀礼のナイトダンスに現れるミチバシリのカチーナ で、現地名は第 3 メサではホースポウィ（Hospowi）
である。身体のペイントやピックナ と靴といった衣装など、どれも細部まで丁寧に描写してある。制作者はジ
ョー・ドュワイニ氏。

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

Hospoa Kachina ( Roadrunner Kachina)

Carver／制作者名

Joe Duwyeenie ( Hopi; age, late 30s)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Darance：
... it (H85663) has the same thing like this, the arms, you said Joe Gashwiseouma
[Joe Duwyeenie]. This is the same carver that carved that one (H85663). So the
one (H85663) that you have Joe Gashwiseouma [Joe Duwyeenie] is wrong. And
this one is says Joe Duwyeenie. So the guy that carved this, this is the same
person that carved that one (H85663) in the review. Because you can tell by the
way the arms is and he used the same yarn. So you might want to correct that one
(H85663).
……腕の作り方も同じです。その人形（H85663）の作者は「Joe Gashwiseouma」でした
［Joe Duwyeenie］
。この人形（H85663）も同じ作風です。さっきの人形（H85663）の作
者は「Joe Gashwiseouma」ではありません。この人形の制作者名は台帳には「Joe
Duwyeenie」と記載されています。さっきの人形（H85663）の作者はこの人形の作者と
同一人物のはずです。腕の彫り方で確認できるはずです。同じ毛糸も使っています。さ
っきの人形（H85663）の作者名を「Joe Duwyeenie」に修正した方が良いです。

Ito：
Just in case I will speak Japanese.
念のため日本語で今のことを解説します。今日見た人形の中で ... what’s his name...

Darance：
The one that carve this? It says, Joe Duwyeenie. That is the one that carved this
(H85663). And there is the one (H85663) that says Joe Gashwiseouma [Joe
Duwyeenie], so you got...
この人形の作家は Joe Duwyeenieです。この人物がそっちの人形（H85663）も作ったの
だと思います。ただしその人形（H85663）の作者名は台帳だと Joe Gashwiseouma にな
っていました［Joe Duwyeenie］
。

Darance：
... or Ramson said, maybe just put the name instead of putting “katsina” after it,
just identify, instead of the whole thing. Just be called Hospowi (roadrunner
katsina), just like that. Well, it’s just my idea of it.
資料名は「Hospoa Kachina（Roadrunner Kachina）
」となっています。ラムソンさんが
いっていましたが最後の「カチーナ 」は不要です。ホースポウィ と呼んでいます。後ろ
に「カチーナ 」を付けないというのは私の意見です。
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Gerald：
This Hospowikatsina doll, predominantly it’s 3rd Mesa. Maybe we had it in
Songòopavi but maybe I wasn’t there when it was performing or it came. I’ve seen
it just in the book but I’ve never seen it in person. All I can say is that this is
classic 80s style. It’s getting down into the detail, on the ﬁngers. Everything was
attached after it was carved and painted. That’s all I can say about this doll.
このホースポウィカチーナ は主に第 3 メサに現れます。ソンゴーパヴィ村落にもいるか
も知れませんが、私はその場に居合わせていませんでした。本に載っている絵を見ただ
けで、実際には見たことがありません。コメントできるのは1980年代の作風ということ
だけです。指の描写はとても繊細になってきています。彫刻して着色した後に後付けし
ています。コメントは以上です。

Darance：
Hospowi. I’ve seen this at Hoatvela during the night dance one year when I was
young and I’ve seen it during the day, the morning time during the bean
ceremony Powamuya, giving gift to the kids. But usually this... it doesn’t carry a
ﬂower. It is a blue stick that it carries. On the back, up to the ear, it’s painted blue
with clouds symbols on each side. Brown, I meant to say brown with clouds on
both sides. Then the top of the head, he just painted on but it’s usually the fur
cap, like a toupee. But everything else seems to be how it’s supposed to be, the
Hospowi. The rattle is added. The mouth is correct. Top of the head, the
hurunkwa is correct. The tail is glued on along with the sash on the side also
glued. The yarn is attached and glued. The doll is glued to the base so it’s not one
piece. I’m not sure, maybe the legs are attached, it’s wrapped with the yarn pretty
good so I can’t tell. But arms seem pretty... looks like maybe attached also. And it
usually has a cornhusk for earring also, so it’s one thing that is missing. And the
neckless. It looks like the armband, the bow guard, there is a piece of sponge or
something, felt to kind of replicate the turquoise.
ホースポウィ です。幼かった頃にホテヴィラ村落で見たことがあります。ナイトダンス
の時でした。ポワムヤ というビーン儀礼の時期で日中や朝にも現れて、子供におもちゃ
をあげていました。手に花は持ちません。そうではなく青い棒を手にします。後頭部は
耳のあたりまで青地で雨雲の印が描かれます。間違えました。後頭部は青ではなく茶色
です。作家は頭頂を黒く塗っていますが実際はかつらのような毛皮の付いた帽子を被り
ます。それ以外はホースポウィ をよく描写しています。ガラガラは後付けです。口の形
は合っています。頭頂のフジュンクァ （頭頂に前向きに載せる V 字のワシの羽根とコン
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ゴウインコかオウムの尾羽根）は正しく描写されています。尻尾と飾り帯は接着剤で固
定されています。毛糸も後付けで、接着剤で固定されています。台座と本体は固定され
ています。一本彫りではありません。確証はありませんが脚部も後付けだと思います。
毛糸がしっかり巻いてあるので確認できません。腕も後付けでしょう。耳にはトウモロ
コシの皮の耳飾りが付くはずです。それが欠けています。ネックレスもありません。腕
章と手首当てにはスポンジか何かの素材が使われています。トルコ石はフェルトで代用
されています。

Merle：
This katsina, I’ve seen... a while back on 3rd Mesa, Kiqötsmovi, during the day
dance, they were dancing. After seeing the dance, I could remember, this doll
here is... everything is correct on it, the feathers here but these two feathers it
would be an eagle tail. And this white feather here would be a macaw tail. And
the ngungwa, we call in Songòopavi, the eagle bunch back here. And the
hurunkwa, is also correct, the ears, the evergreen and then the beak. When I’ve
seen it carries the ﬂower here, it just have a stick, the blue stick with feather
hanging down from it. The kilt is correct, and then the belt and the sash is also
correct. The yarn and the legs are correct. But it’s missing the bells, the two bells
that it wears on both legs. The shoes are correct. It’s wearing the blue shoes.
Everything is pretty much correct on here. This doll here is carved out of
cottonwood root. It seems to be one piece except for the arms. The arms were
added on later, the ears, and then the beak, the feathers also, and the yarn for the
evergreens here, the rattle is also added on. The bow guard is out of leather, the
blue felt representing turquoise, and then the blue arm bends is also felt. The red
felt that runs across the body is correct but it’s also out of felt. And the yarns.
This doll was made by Joe Duwyeenie. I don’t know him personally but he did a
nice carving. I believe, this is classic from the early 80s, mid 80s. I believe, this
is authentic.
ずいぶん昔に第 3 メサのキコツモヴィ村落で見たことがあります。ビーン儀礼のデイダ
ンスの時でした。ダンスを見たので覚えています。この人形は全て正しいです。この 2
枚の羽根は本来はワシの尾羽根です。この真ん中の白い羽根はコンゴウインコの尾羽根
を表しています。これはソンゴーパヴィ村落ではヌンワ と呼びます。ワシの羽根の束で
す。フジュンクァ も正しく描写されています。耳も常緑樹も嘴も正しいです。私が見た
ものは花ではなく青い棒を持っていました。その棒からは羽根がぶら下がっていました。
腰巻きも正しいです。帯と飾り帯も正しいです。毛糸も正しいです。両足には鈴が付い
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ているはずです。靴は合っています。青い靴を履きます。人形はほとんど合っています。
コットンウッドの根でできています。腕以外は一本彫りしているようです。腕、耳、嘴、
羽根、毛糸、常緑樹、ガラガラも後付けです。手首当ては皮製です。青いフェルトはト
ルコ石を表しているのでしょう。青い腕章もフェルト製です。上半身の赤いフェルトの
描写も合っています。毛糸を手首に巻いています。制作者はジョー・ドュワイニーさん
です。知り合いではないですが、とても良い作品を作りました。1980年代の作風で80年
代前半から半ばにかけての作品です。オーセンティックなものでしょう。

General Statement by Darance：
This doll is Hospowi, Roadrunner. Everything look pretty accurate on the
painting. The body paint and the pitkuna, the shoes everything are detailed pretty
nicely, except for the back part, it’s usually all brown rather than being blue. And
it has corn husk earrings shaped like a cone. And rather... this’s carrying a ﬂower
but it’s usually a stick, blue stick. But other than that this doll is pretty well
carved, detailed and pretty accurate. The legs might be glue on as well as the
arms. The painting, like I said, is very... in the 80s, 90s, maybe late 80s, acrylic
paint. The ruﬀ around the neck, the yarn, diﬀerent color yarn, the feathers on top
seem to be from a bird, I don’t know what kind. Here are parrot feathers. This
could be out of pheasant, the ruﬀs on the back kwaatsakwa. The fox tail is
attached also. The yarns are all attached. And then the màapona, the bow guard,
looks to be... a sponge of this piece of felt here to, kind of, replicate a turquoise,
that’s also there. This doll, these katsinas usually... not this doll but the katsina,
Hospowi, usually comes during the winter months, or the summer day dances in
the villages. This is a pretty good representation of the katsina spirit.
ホースポウィ というミチバシリのカチーナ です。身体のペイントは正しく描写されてい
ます。胴体のペイントもピックナ も靴も、どれも細部まで丁寧に描写しています。ただ
し後頭部は青ではなく茶色です。トウモロコシの皮を円錐型にした耳飾りを付けている
はずです。左手で花を持っていますが、通常ならば青い棒を持ちます。それら以外はと
ても素晴らしい人形です。彫りも良いし、細かいし、正確です。腕だけでなく足も後付
けだと思います。1980年代後半の作風で、絵の具はアクリル製です。襟巻きは色の異な
る毛糸で描写しています。頭の羽根はどの鳥のものなのか分かりません。これはオウム
の羽根です。後頭部のクァーツァクァ （ヌンワ の第 3 メサ方言）はキジの羽根で代用し
ています。キツネの尻尾と毛糸も後付けです。マーポナ （手首当て）はスポンジかフェ
ルトでトルコ石を表現しています。ホースポウィ は通常冬にやってきます。村落によっ
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ては夏のデイダンスにも登場します。とても素晴らしい作品です。
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Merle：
This doll here is Tumo’alkatsina. “Devil’s Claw”, it says here on the record. The
carver is Alfred Fritz from Wàlpi. I know some of the Fritz, but not him
personally. This katsina comes during the mixed dances too, also. In Songòopavi
the cloud up here is similar but it is from the end of this visor it comes row by
row, like this, diﬀerent colors, blue, white, red or blue, yellow, red. The claws up
here, I believe, this might be actual plant itself or maybe of some other ﬁber plant
but it looks to me, it’s from the plant. But the visor here, at Songòopavi is
diﬀerent. On the top it’s white, and then it has... in place of the black it has with
red zigzag lines across. And underneath there is an actual color, blue, red and
yellow. It’s been a while then I’ve seen this katsina so right here on the forehead I
don’t know if it’s correct. But it has the blue face, the eyes and it has the symbol
of the plant right on the side of cheeks on both sides. The mouth, this is correct.
The evergreens on this is yarn but I believe it should be out of either juniper or
Douglas ﬁr. The body paint is also correct. The yellow and blue with the felt
running across the body here. The rattle it carries is correct. I don’t know on the
left-hand side if it’s correct. But this one here is carrying... representing the
Douglas ﬁr but this is of plastic material, artiﬁcial. The bow guard is correct. It
actually has a turquoise setting in some sort of silver screen type, metal glued on
there. The hands are carved in. The clothing here is correct but this one here is
made out of canvas, the kilt is painted with acrylic paint, the belt also and also
the sash. He did a pretty god job. This is pretty exact of what it should look like.
The fox tail here is carved out of cottonwood root and glued on there. Actually it
has bells. You can hear jingle. The turtle shell I was looking at, is real but it
seems to me it’s some out of plastic, model type plastic looking like a turtle shell,
and leather attached to it. But here, on the feet part, it does wear the actual red
shoes, hopitotsi but it would have the ankle guard, katsilwa. The feathers on the
head is out of dove, and the bunch on the back, is maybe from a dove also but it’s
missing the red, orange or the blue macaw tailed feathers. The pieces, the cloud
and then the visor, the mouth and the ears, all are attached also, made out of
cottonwood root. The rattle is also cottonwood root and the yarns for the leg and
then the wrist. The carver is Alfred Fritz from Wàlpi. He did a pretty good job. I
believe this is classic from the early 80s, mid-80s. I believe, this is authentic.
トゥモアラ というカチーナ です。台帳には「Devils Claw」と記されています。制作者は
ワルピ村落出身のアルフレッド・フリッツさんです。フリッツ家には何人も知人がいま
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すが彼は知りません。このカチーナ はミックスドダンスに登場します。ソンゴーパヴィ
村落の場合、この雲は合っていますが色は違います。端から青、白、赤か青、黄色、赤
です。これは本物のデビルズクローではないでしょうか。もしくは似た植物の繊維です。
本物だと思います。ひさしもソンゴーパヴィ村落のものとは異なります。ひさしの上部
は白で、ジグザグの線は黒ではなく赤色です。ひさしの下部は青、赤、黄色です。これ
を見たのはずいぶん前ですのでよく覚えていません。この人形の額部分は正しいのでし
ょうか。顔面の色は青です。目があり、両頬にはこの植物を表す印が描かれます。口も
正しいです。常緑樹は毛糸で代用されています。本来はジュニパーかベイマツです。胴
体のペイントは正しく描写されています。ピンク地に黄色と青のペイントで、フェルト
（パラトトジクピ ）をたすき掛けしています。右手にはガラガラを持ちます。左手は何を
持っていたか覚えていません。この人形は人工のベイマツを持っています。手首当ては
正しいです。本物のトルコ石が使われています。銀にみたてたものも接着剤で固定され
ています。手も繊細に彫られています。衣装は正しいですが、キャンバスに描き込んで
あります。腰巻き、帯、飾り帯はアクリル絵の具で着色してあります。とても良い仕事
をしています。とても精巧に作られています。尻尾はコットンウッドの根でできていて、
接着剤で固定しています。足に鈴も付いています。鈴の音が聞こえます。亀の甲羅が本
物かどうか確かめていましたが、何かプラスチックのようなものでできています。それ
に皮紐が通してあります。赤い靴を履きます。ホピトツィ といいます。それにカチルワ
という足首当てを巻きます。頭の羽根は鳩（ヒューイ ）のものです。羽根の束もおそら
く鳩のものです。赤、オレンジ、青のコンゴウインコの尾羽根が無くなっています。頭
頂の雲、ひさし、口、耳はコットンウッドの根でできていて後付けです。ガラガラも同
じで、膝と手首に巻いた毛糸も後付けです。制作者はワルピ村落出身のアルフレッド・
フリッツさんです。素晴らしい作品を作りました。1980年代前半から半ばにかけて作ら
れたものです。オーセンティックなものでしょう。

Darance：
This doll, I probably have seem it once at Hoatvela. I just had a quick glance of it.
I wasn’t able to observe it that well. But, yeah, it does have the clouds going
backward rather than like square, kind of thing. At Hoatvela, the wìikya, the visor
on top is usually white, and the light that represents lightning on top, the zigzag is
usually either red or blue. Then, underneath there is colors, the outside is red,
then yellow, then blue, then red. And there is black line with white dots and this
doesn’t have on there so it’s not painted correctly. It’s kind of, to us, Hopi, at
Hoatvela, the painting, we call it powamuytsöqa’asi, the bean dance, bean
ceremony’s paint what they use. Everything seems pretty accurate. Usually what
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were would also neckless. It’s just dressed very well. And then it would have the
honhokyasmi, on there, the back on the shoe. And this like Merle said, it has a
turtle shell underneath. It looks really realistic, very interesting. It could be from a
toy or something. It’s very plastic, it’s nice. It maybe made it look realistic. The
skirt, the kweewa, the mötsapngönkwewa, is all out of canvas but it is usually
made out of hand woven, the Hopi textile out of wool string. And I think, about
this, this is the oomaw here, on the skirt is... it’s supposed to be the other way
around rather then, it’s not painted correctly. But other than that I would say that
this is a pretty good carving. Alfred Fritz, I’m not really aware of that name. I’ve
heard of the Fritz, from Wàlpi but I don’t know them personally.
ホテヴィラ村落で一度見たことがあります。ちらっと見ただけです。ゆっくり見ている
時間がありませんでした。このようなボックス型ではなくて後ろに一枚の板に雲が描か
れて立っていた気がします。ホテヴィラ村落ではウィーキャ （ひさし）の上部は白で稲
妻を表すジグザグの線は赤か青で描かれます。下部は外側から赤、黄色、青、赤です。
そこに白の点々が入った黒線も描かれています。この線はこのカチーナ のひさしには本
来描かれません。間違った描写です。ホテヴィラ村落のホピはこの胴体のペイントのこ
とをポワムイツゥカアシ と呼んでいます。ビーン儀礼の時の塗り方です。とても正確に
描かれています。首飾りを描き忘れています。きれいな格好をします。靴にはホンホキ

ャスミ という房飾りを巻きます。マールさんがいったように、腰布の下に亀の甲羅が見
えます。とても写実的に描写されています。既製品のおもちゃか何かを流用したのでし
、
ょう。プラスチック製です。写実的です。腰巻き、帯、飾り帯（メツァプンクウェワ ）
は全てキャンバスに描いてあります。本来は羊毛を用いた手織りです。腰布のオーマウ
（雲）の描写ですが、向きが間違っています。これは間違いです。それ以外はよくできた
人形だと思います。アルフレッド・フリッツさんのことは知りません。フリッツ家はワ
ルピ村落出身だということを聞いたことがあります。

Gerlad：
This katsina doll, it refers to how it’s in English, Devil’s Claw. That’s a plant that
grows on the reservation and we use it not only on this katsina doll but on other,
some of our ceremonies. But those others are, we are not reviewing those.
Anyways, the tumo’ala is wild plant that grows out on the reservation and it has
that sharp... I think these are actual tumo’ala from that plant, there are on here. So
those are real, they are not carved, but they are from the actual plant, this little
claws here. Starting with that, that’s what the name refers to. I don’t know which
Mesa is depicting, but the clouds there, they should be one, two, three, on top,
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starting from the top at the forehead, to the back of the head. The way this is it’s
like a stood up almost like a square. So, these things should be lined, one, two,
three, right after another, blue, yellow and red running from the front to the back.
これは英語でデビルズクローという名前の植物を表したカチーナ です。保留地に自生す
る植物で、様々な儀礼に用います。それらの使い道については公開しません。トゥモア

ラ とは保留地付近に自生する野生植物で、鋭利な棘があります。これは本物のトゥモア
ラ を使っています。これは彫刻ではなく本物の棘です。この部分です。この解説から始
めます。これが名前の由来です。どの地域に特徴的なカチーナ なのか分かりません。頭
頂には 3 つの雲が後頭にかけてついています。この人形のはほぼ四角形の雲が四角柱の
ように 3 つ立っています。そうではなく青、黄色、赤がそれぞれ並んで立ちます。

The two pigeon feathers here represent the eagle feathers, and the breast of the
eagle feathers here. The visor there, they represent the rainbow, we call it a
patsakala. Old Hopi word are sooweno but now, they don’t know that word, so
they call it patsakala. The ears, and the mouth... I’ve seen this katsina before. I
was very small then, and I don’t know the details of the face but the top part, I
remember, because it’s what stood out. The green yarn represents the Douglas ﬁr.
The style of... the way it’s painted, at Songòopavi, the katsinsöqa’asi, there is
another name for it, when it goes to the men’s society but for the general, we call
it that, at Songòopavi is katsinsöqa’asi. That’s how it’s painted. And it does have a
red felt like that, bow guard that looks like real turquoise, stabilized maybe. And
some sort of foil, metal, to replicate the silver on the black leather for a bow
guard. And this is plastic, probably from a Christmas tree that it’s holding replicating a Douglas ﬁr. The rattle is carved. The kilt is pitkuna, and it’s made out of
painted canvas. Also with the sash, the embroidered sash is also canvas, as well
as the red belt which are all painted. The tail seems to be... usually the red fox.
When we go down, this type of paint, the way the body is painted, it’s correct in
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the right shoe that’s wearing. The shoes, these are the type of shoes that they
wear, when they have that sort of outﬁt and painted body. And it usually has a
turtle shell, which it does and some bells, out of an actual little manufactured
bells. And the turtle shell looks real. It’s a good, realistic replication of an actual
turtle shell. The red shoes are missing, the ankle bands here. But, again, it’s
1980s carving. The doll is glued to the base, probably with something that’s
probably dowel and nailed, some of this wood putty is covered up on the bottom.
The arms are attached as well as the rattle and all the tumo’ala, the devil claw on
the top, all attached later when it was carved and painted. The last name is
familiar, from the 1st Mesa area but the ﬁrst name, I can’t... I don’t know who this
person... just the last name is....
頭頂には 2 枚の鳩の羽根がありますが、本来はワシの羽根です。こっちにはワシの胸毛
があるはずです。ひさしは虹を表します。虹色のひさしのことをパツァーカラ といいま
す。ホピ語の古語ではスウェノ ですが、もう使われません。今はパツァーカラ と呼ばれ
ています。耳と口は……。このカチーナ を見たことがあります。とても小さかった時の
ことです。詳しいことは忘れましたがぼんやりと覚えています。緑色の毛糸はベイマツ
を表しています。胴体のペイントはカチンツゥカアシ です。男性結社で使う別の言い方
もあるのですが、ソンゴーパヴィ村落では一般的にはカチンツゥカアシ と呼んでいます。
これがその塗り方です。このように赤いフェルトをかけます。手首当ても着けます。こ
れは本物のトルコ石のようです。強化トルコ石です。薄い金属が銀を代用しています。
左手に持っているのは人工物で、たぶんクリスマスツリーからとってきたのではないで
しょうか。ベイマツの代用品です。ガラガラは彫刻です。腰巻きのピックナ はキャンバ
スに色を塗ってあります。飾り帯も赤い帯もキャンバス製で着色したものです。尻尾は
アカギツネのようです。このように身体を塗る場合は赤い靴を履きます。正しく描写さ
れています。胴体の塗り方や衣装に合わせて履く靴の色が決まります。通常亀の甲羅を
付けます。鈴も付けます。これは本物の鈴が付いていますね。亀の甲羅も本物のようで
す。本物の亀の甲羅のような写実的な描写です。靴には足首当てが着いていません。1980
年代の作風です。本体と台座は固定されています。だぼか釘を使って木工パテで仕上げ
ているのでしょう。腕、ガラガラ、トゥモアラ 、は全て後付けです。制作者はアルフレ
ッド・フリッツさんですが、その名前からして第 1 メサ出身なのでしょう。姓しか知り
ません。

General Statement by Merle：
This doll here is, what we call, the tumo’ala, the plant that grows on the ground,
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shaped like a devil’s claw. We used that to pull in the cloud, the rain, the
moisture, for the ﬁelds, as we are... dry farmers, and that’s what we use to bring
in the moisture. Up here, it’s clouds but it’s not set how it is. It runs across from
the front of the head to the back, three of them. The feathers here, I believe, it’s
out of pigeon. It should be eagle tail, and one macaw feather sticking straight up.
And the bunch here would be of an eagle also, but this is some sort, maybe a
duck. And the evergreen of a Douglas ﬁr. This one here is of yarn. The mouth
here is correct also. The face features is correct. It has the devil claw plant
symbol on the cheek, on both sides, the eyes are correct. Right here on the
forehead, I can’t recall if it’s painted correct. The visor is also correct. We call it
patsakala, but in our place it’s white and it has red zigzag which represent the
lightning and the colors here are representing the rainbow, red, yellow, blue and
red, and then the black line outlines the two colors, the three colors, but right in
the middle it would have black with white dots in the middle, the longer wise.
The painting on the body is correct also. That’s how it should be painted with the
felt running across the body. The kilt here is also correct. And the sash and the
belt is also correct. This doll is made out of canvas, I believe, and somebody just
do the design, how it’s supposed to be on there. As I was looking underneath, it
has the bells which it does on the left side. It has the bells, and on the right side it
has the turtle shell. The turtle shell, I believe, it’s plastic. The shoes is also
correct, the red shoes, but it’s missing the ankle guards which we call katsilwa.
Here, the evergreen, it should be a Douglas ﬁr but this is of some sort of plastic
material, artiﬁcial evergreens. The rattle is out of wood. Up here, the devil claw is
the actual plant, I believe. The doll here is made out of cottonwood root. I believe,
it’s been made in early 80s, mid-80s. I believe, this is classic and authentic.
トゥモアラ です。地表に生える植物で鋭い棘があるので悪魔のかぎ爪と呼ばれています。
乾燥地農法をしている私たちホピは、それで雲を引き寄せたり雨や湿気を畑に呼び寄せ
たりします。頭頂のこれらは雨雲ですが実際とは異なります。頭の正面から後頭部にか
けて 3 つ並びます。この羽根は鳩だと思います。本来はワシの尾羽根で真ん中にはコン
ゴウインコの尾羽根が直立します。この羽根の束も本来はワシの羽根です。この人形の
はアヒルの羽根で代用しています。首にベイマツを巻いています。これは毛糸でできて
います。口は正しく描写しています。顔面も正しいです。両頬にはデビルズクローの印
があるはずです。目は合っています。額のこの部分の描き方がどうだったか思い出せま
せん。ひさしは合っています。ホピ語でパツァーカラ といいます。私の村では白地に稲
妻の象徴の赤いジグザグが描かれます。赤、黄、青、赤、それら 3 色を囲む黒枠といっ
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たたくさんの色は虹を表しています。黒枠に白の点々も描かれます。身体のペイントは
正しく描写されています。本物も身体にたすきを掛けます。腰巻きも正しく描写されて
います。飾り帯と帯も正確です。これらはキャンバスに色を塗ったものです腰回りのデ
ザインは別の人が担当したのだと思います。腰巻きの内側ですが、左足には鈴が付いて
います。右足には亀の甲羅が付いています。亀の甲羅はプラスチック製だと思います。
正しい赤色の靴を履いています。カチルワ という足首当てを巻くはずです。手の常緑樹
はベイマツのはずですが、これはプラスチック製です。ガラガラは木製です。このデビ
ルズクローは本物だと思います。人形自体はコットンウッドの根でできています。1980
年代前半から半ばにかけての作品です。クラシック様式のオーセンティックなものでし
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

2014/10/14
1. Darance Chimerica
2. Gerald Lomaventema
3. Merle Namoki
Atsunori Ito

Summary／資料熟覧の要約
It portrays a badger katsina; in the Second Mesa, it is called Kuwanhonànkatsina, and in the Third Mesa,
Kuwanhonànkatsina or Sakwahonànkatsina. Usually, it comes during the winter ceremony but it sometimes also
comes between April and June. Its face and body paint diﬀers from the real katsina. The carver is probably
Stacey Talahytewa born in Mùnqapi. The name of the carver is written with a typographical error in the documentation. The correct spelling is “Talahytewa.”
、第 3
アナグマのカチーナ を表していて、現地名は第 2 メサではクワンホナンカチーナ（Kuwanhonànkatsina）
メサではクワンホナンカチーナ （Kuwanhonànkatsina）もしくはサクァホナンカチーナ （Sakwahonànkatsina）
となる。主に冬場の儀礼に登場するが、 4 月から 6 月頃にかけても現れることもある。この人形の顔面と身体
のペイントのやり方は、実際のものとはだいぶ異なる。制作者はムンカピ村落出身のステイシー・タラハイテ
ワ氏だと思われる。資料台帳の制作者名欄は綴りに誤植があり、正しくは「Talahytewa」となる。

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

Honan Kachina ( Badger Kachina)

Carver／制作者名

Stacey Talhytewa ( Hopi)

Year of Manufacturing ／制作年

1980

Collection History／入手状況

―
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Darance：
This is a... there are 2 names. You can either call it Kuwanhonànkatsina or
Sakwahonànkatsina, blue badger or more dressed katsina. Everything is pretty
accurate on this doll except for the line in the middle. Usually it’s white in the
middle, then red outline all the way to the lip area here on the mouth. And on
each side of the cheek, there is the white... I mean, the yellow with the badger
paw. But there is no border closing the yellow. It’s just yellow. That’s it. And then
the blue color on the face. On the back part of the doll it supposed to be all
brown not white. And it has two eagle feathers with the parrot tail in the middle,
the rìikokni. Kwaatsakwa in the back. It doesn’t carry a stick, it has an awta, a
bow on the left side. This part here, the blue is supposed to be in front, the ﬁrst
one blue, then yellow, same with the one on this side. The yellow ﬁrst, then the
blue... switched. This has honhokyasmi, on the ankle here the ankle guard. This is
usually seen during the winter months or the summer time dances during June, or
May, sometimes in April. But this looks to be... the arms are attached, the tail is
attached, along with the rattle and the stick, they are both attached. The bow
guard is leather. The sash on the side is also attached. And the doll is glued to the
base here. The ears, the mouth, it’s all attached. The bangs is out of yarn, which
is usually dyed horsehair, palahömi, or bang. And the felt is glued on also. And
the feathers, it looks like some kind of pheasant. The back could be maybe from a
duck. And on top is duck also. This looks like from that area, the 1980s when it
was carved and the paint is all acrylic. The legs are attached also. The doll is
pretty well made, traditional wood paako, cottonwood root. We all agreed that this
is authentic Hopi carved doll.
この人形の呼び方は 2 種類あります。クワンホナンカチーナ もしくはサクァホナンカチ

ーナ です。前者は着飾ったアナグマカチーナ、後者は青いアナグマカチーナという意味
です。顔の真ん中にある線の描き方以外は正確に描写されています。本来は真ん中が白
く、唇のあたりまで赤で縁取りされます。両頬にはアナグマの手の印が黄色く描かれま
す。黄色い部分に外枠は描かれません。ただ黄色だけです。外枠はありません。顔面は
青く塗られます。後頭部は白ではなく茶色のはずです。二枚のワシの羽根に一枚のオウ
ムの尾羽根が挟まれるジーコクニ がついているはずです。後頭部にはクァーツァクァ（ワ
シの羽根の束）があるはずです。左手には棒ではなく弓を持ちます。右上腕部は青が前
面に塗られていて、背中側が黄色です。左上腕部も同じ配色です。靴には足首当てのホ

ンホキャスミ を着けているはずです。主に冬場に現れますが、六月、五月、時には四月
にも現れます。この人形は腕と尻尾とガラガラと棒が後付けのようです。手首当ては皮
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製です。飾り帯も後付けです。台座と固定されています。耳と口も後付けです。切りそ
ろえた前髪は毛糸でできています。本来は赤く染めた馬の毛のパラヒミ です。このフェ
ルトは固定されています。羽根はキジだと思います。後頭部の羽根はアヒルでしょうか。
頭頂の羽根はアヒルです。1980年代の作風で、アクリル絵の具で塗った後に接合されて
います。脚部も後付けです。良い作りの人形です。ホピ語でパーコ 、コットンウッドの
根を彫ったものです。ホピが彫ったオーセンティックなものでしょう。

Ito：
SAKWA...?
サクァ 。

Darance：
S -A-K-W-A....
サクァ 。

Gerald：
This is a rare to us in Songòopavi, but we do have it. It’s called a Kuwanhonànkatsina, because it’s elaborately dressed. The face is painted little diﬀerent than
a Honànkatsina. I think, this is a 3rd Mesa version. I can’t really go into any
much details on this doll because it’s rare in Songòopavi. The one that I remember
is they have the... ﬁve eagle feathers, I think there is like twelve, like a fan right
here, along with the breast eagle feathers here. It’s painted a lot diﬀerent than this
one here. As far as the dress... it looks like everything is in order there with the
kilt and the sash and the belt and the tail. And the way it’s painted, how Darance
pointed it out, yeah, the arms, the lines are switched because they should follow
each other’s all the way round. I don’t know this person, Stacey Talahytewa, I just
now the last name. But this is also 80s style carving with arms attached and all
the regalia, plus the yarn, feathers, all attached after it was painted from
cottonwood root.
ソンゴーパヴィ村落にはめったに現れません。クワンホナンカチーナ といいます。着飾
っているからです。単なるホナンカチーナ とは顔面の塗り方がやや異なります。これは
第 3 メサのやり方ではないでしょうか。私の村ではほとんど見ることができないので、
コメントは限られた内容になります。後頭部には 5 枚、いいえ12枚のワシの羽根が扇状
に広がっているはずです。胸毛も付いています。顔の塗り方はこの人形とはだいぶ異な
ります。衣装は、腰巻き、飾り帯、帯、尻尾で正しく描写されています。胴体の塗り方
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はダランスさんが説明したように、上腕部の線の色の描き方が逆になっています。制作
者はステイシー・タラハイテワさんです。面識はありません。苗字は聞いたことがあり
ます。これは1980年代の作風で、腕と衣装が後付けです。毛糸、羽根も後付けされてい
ます。

Darance：
The one that Gerald explained with the feathers on the back, on 3rd Mesa we call
that one a nahepnumka, that one, that katsina there. And it’s probably tied in with
this group here so it’s just another animal. There is a lot of diﬀerent katsinas like
that, that kind of fallen into the same category. There is more than one.
ジェロさんが後頭部の扇状に広げた羽根を説明しましたが、第 3 メサではそれをナーヘ

プヌンカ といいます。その羽根はこのカチーナ だけではなく他の動物を象徴するカチー
ナ にも着けられます。このような格好をするカチーナ は他にもいるのです。それらは同
じカテゴリーに属します。この一体だけが特別なのではありません。

Merle：
This doll here on the record says “Honan Kachina (Badger Kachina)”. I’ve really
not seen but vaguely one time, I did get really a good view of how exact it look so
I guess, I can go... Darance says here how it dress and I believe it’s dressed
properly. Like Gerald stated, the feathers back here... I kind of remember, yeah, it
had a fan of the feathers, eagle tail, back here. And then the eagle bunch. As in
3rd Mesa version, it had two eagle sticking out with the macaw tail feathers,
sticking in the middle. The bangs, I believe are correct, with the... should be made
out of horse hair, we call it palaqalmongwa. And the feathers up here represent
the eagle plumes, bunched and tied, maybe parrot feathers also tied in with there.
The ears, I believe, it’s correct also. I can remember that part. But the face right
here on the cheek area, the badger claws I believe is there but I don’t know if it’s
the right, correct colors. And from the forehead, down to the mouth part, I can’t
recall so I really don’t have much to say on that, but the mouth is correct also, the
evergreens. And the painting is also correct but as they stated, it’s misplaced.
Blue should be on the other side and the right.... the lines here. The kilt is also
correct, the belt and the sash, and also the tail here. But as Darance stated, it
shouldn’t be carrying a stick, it should be a bow. The bow guard is of leather, the
rattle, also, out of cottonwood root, the yarn for the wrist, and then the leg. It
probably should be wearing bells on the left side, and the turtle shell on the right
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side. The shoes is correct but it should probably have the ankle guards, the
katsilwa. The carver, I’m not familiar with, but I believe, the last name is from
3rd Mesa, Mùnqapi area. It’s carved out of cottonwood root and painted with
acrylic paints. He did a pretty good job, it looks nice here. I believed this is from
the early 80s, mid-80s era. I believe, this is authentic.
台帳には「Honan Kachina（Badger Kachina）
」とあります。一度目にしたことがあるよ
うな気がします。ダランスさんが衣装について解説してくれましたが、その通りだと思
います。ジェロさんが後頭部の羽根について述べていましたが、確かに扇状に広げたワ
シの尾羽根がここにあったと思います。ワシの羽根の束もありました。第 3 メサでは 2
枚のワシの羽根の間にコンゴウインコの尾羽根が直立しています。切りそろえた前髪も
正しく描写されています。これは赤く染めた馬の毛でできていて、パラカルモングァ と
いいます。頭頂の羽根はワシの刷毛を表しています。束が結びつけられます。オウムの
羽根の場合もあります。耳の描写は正しいと思います。覚えています。顔面の頬の部分
ですが、アナグマの手が描かれていましたが、色が正しいかどうか確証がありません。
額から口にかけての描写は覚えていませんのでコメントを控えます。口と襟巻きは正し
いです。身体のペイントはお二人が指摘したように逆になっています。青い線が前面に
あるはずです。腰巻きは正しく、帯と飾り帯と尻尾を巻きます。ダランスさんが言って
いたように、棒ではなく弓を持ちます。手首当ては皮製で、ガラガラはコットンウッド
の根でできています。手首と膝には毛糸が巻かれています。左足には鈴、右足には亀の
甲羅を付けているはずです。靴は正しいのですが、カチルワ という足首当てを巻くはず
です。制作者を知りません。苗字から判断して第 3 メサのムンカピ村落出身者だと思い
ます。コットンウッドの根を彫り、アクリル絵の具で色を付けています。出来の良い人
形です。1980年代前半から半ばにかけての作品だと思います。オーセンティックなもの
でしょう。

General Statement by Darance：
This doll is in 3rd Mesa is called Kuwanhonànkatsina or Sakwahonànkatsina.
Everything on here is pretty accurate, how he carved it and painted it except for
the face part here. The white should be touching all the way to the lip and instead
of the black it should be only the red that it is enclosed. And on each side of the
cheek is yellow with the badger paw. There is no red or black border, it’s just
yellow. The back is usually all brown with cloud design on each side. This katsina
don’t carry the stick like this here. It just carries a bow, awta and nice neckless,
and the honhokyasmi, the shoe area, on the ankle. Puukya, the fox tail is attached
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and so is the sash, the mötsapngönkwewa, it’s also attached, the rattle, motsovu,
the mouth, the ears. And usually, this has a rìikokni, the two eagle feathers with
the macaw feather in the middle, between the kwaatsakwa, the eagle bunch in the
back here. It looks like it’s glued to the base here. The legs look to be glued on
also with arms. The carver, I think, it’s Stacey Talahytewa from Mùnqapi.
第 3 メサではクワンホナンカチーナ もしくはサクァホナンカチーナ といいます。顔面の
塗り方を除き、人形は正確に描写されています。中心の白い線は唇まで到達し、縁は赤
のみで黒は描かれません。両頬は黄色で、アナグマの手が描かれます。頬の部分の黄色
には赤や黒の輪郭は描かれません。後頭部は茶色で左右に雲の印が描かれます。手に棒
は持ちません。弓を持ちます。首には首飾りをかけます。靴の上にはホンホキャスミ を
巻きます。キツネの尻尾（プーキャ ）は後付けです。メツァプンクウェワ という飾り帯、
、耳は後付けです。V 字に組んだワシの羽根の間にコンゴウイ
ガラガラ、モツォヴ（口）
ンコの尾羽根を立てるジーコクニ と、ワシの羽根の束のクァーツァクァ を後頭部に着け
ています。本体と台座は接着剤で固定されているようです。足も腕も後付けのようです。
制作者はムンカピ村落のステイシー・タラハイテワさんです。
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