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 本研究は、ある時代的背景の下でいかにして新たなシンボルが生み出されるのかを描き出すも

のである。「バリンタワックの聖母」を事例として、アメリカ支配下時代のフィリピンの民族主義

とキリスト教を背景としたシンボルの操作と新たな表象の生成を、歴史資料から明らかにする。 

独立革命を背景に教会のフィリピン化を求めて 1902 年にローマ・カトリックから分離独立し

たフィリピン独立教会は、バリンタワックの聖母という特有の聖母像を有する。これは、フィリ

ピンの衣装をまとい、革命のときカティプーナンの夢に現れたという由来譚をもつ。その像は

1924 年に同教会のマリア・クララ教会に安置され、「母なる祖国」の象徴であると言われた。 

先行研究ではバリンタワックの聖母について次のように論じられてきた。独立革命時代の民衆

の文脈における「民族主義的な・政治的な」ものと「宗教的な」ものの融合（Ileto 1979, Gealogo 

2010）、フィリピン独立教会の集団的アイデンティティのシンボル（Varona 2001）、フィリピン

の歴史において外来の信仰がフィリピン化されたもの（Ocampo 2014）などと指摘されるほか、

フィリピンにおける聖母出現譚にも位置付けられている（de la Cruz 2015）。これらを踏まえて

本発表では、先行研究で未だ指摘されていない次の二点、つまり、バリンタワックの聖母の伝説

と図像が成立した時期を探り、「母なる祖国」の寓意像（擬人像）としての解釈を提示する。 

 まず、確認できた限り、バリンタワックの聖母が資料上最初に登場するのは、1924 年 9 月 28

日にマニラのマリア・クララ教会の落成式に際して像が安置され、初代最高司教グレゴリオ・ア

グリパイの演説の中で言及されたときである。1925 年～26 年にかけて発行された祈祷書『祖国

のノベナ』において、夢の伝説を含む詳しい説明がみられる。さらに、フィリピン独立教会の創

立者イサベロ・デ・ロス・レイエスの伝記（c1949）には、彼がフィリピンの衣装の聖母とカティ

プーナンのイエスの像を作らせバリンタワックの聖母と呼んだと述べられている。その他の資料

も照らし合わせ、図像は 1924 年までに成立し、デ・ロス・レイエスがその考案者であったと考

えられる。伝説については図像に先立つことも考えられるが 1924 年以前の資料は未確認である。 

 次に、バリンタワックの聖母が上述のアグリパイの演説と『祖国のノベナ』において「母なる

祖国」の像であると言われていることを踏まえ、図像学における「国」の寓意像（擬人像）とし

ての女性像の観点から考察する。西洋美術の図像学における伝統には、国や土地の擬人像として

の女性像がある。その典型的な例は、ドラクロワの《民衆を導く自由の女神》（1830 年）にも描

かれているフランスの「マリアンヌ」であり、これは「フランス共和国」に自由の女神や聖母が

重ねあわされたものである。 フィリピン美術においても、フアン・ルナによる《スペインとフィ

リピン》（1886 年）のように、国を女性像で擬人化する作例が見られる。バリンタワックの聖母

もこうした図像学の系譜に位置付けることができる。さらに、バリンタワックの聖母が、「偶像」

ではなく「象徴」であるとされていること、フィリピンの衣装をまとい独立革命に関連する物語

をもつことには、フィリピン独立教会の合理主義的・民族主義的思想が表れているといえる。 

  



This study explores how a new symbol is created reflecting social and cultural background of the 

time. Historical documents reveal that Virgen sa Balintawak, or the Virgin of Balintawak, was born in 

the process of identity negotiation and creation of symbol in the context of nationalism and religion in 

the Philippines during the American Regime. 

   Virgen sa Balintawak is an icon of the Virgin Mary unique to the Philippine Independent Church 

(Iglesia Filipina Independiente, or IFI) which was founded in 1902 as a result of the struggle for 

Filipinization of the Catholic Church. The Virgin wears a Filipino dress and has a legend which tells 

that she first appeared in a dream of a katipunero during the revolution. An image of her was installed 

in Maria Clara Church and said to be the image of the “motherland.” 

 Previous studies argue Virgen sa Balintawak as a fusion of “nationalist” and “religious” idioms in 

the context of the masses at the time of the revolution (Ileto 1979, Gealogo 2010), a symbol of group 

identity of the IFI (Varona 2001), a reflection of how an imported foreign faith is taken and Filipinized 

(Ocampo 2014), or in the context of Marian apparitions in the Philippines (de la Cruz 2015). In view 

of the previous studies, this paper discusses the following two points; possible date of the creation of 

the image and the legend, and its iconological interpretation as an allegory of the motherland. 

   The earliest document found so far regarding Virgen sa Balintawak is a 1924 document which tells 

that upon the inauguration of Maria Clara Church in Manila, an image of her was installed on the altar, 

and Mons. Gregorio Aglipay, the first Supreme Bishop of the IFI, referred to it in his address. A prayer 

book titled Novenary of the Motherland, published in 1925 and 1926 in at least three languages, 

contains the legend of the dream of Virgen sa Balintawak. Then, a biography of Isabelo de los Reyes, 

founder of the IFI, tells that when Maria Clara Church was built he made the Virgin Mary wore a 

Filipino dress, with the small Jesus standing by her side wearing Barong Tagalog and a Katipunan hat, 

and called it the Virgin of Balintawak (Llanes c1949). With other documents considered, it can be said 

that the image was created in or before 1924, and the main figure behind it was de los Reyes. The 

legend might date back earlier than the image, but no earlier document is available so far. 

   As Virgen sa Balintawak is called the image of the “motherland” in the said address by Aglipay 

and Novenary of the Motherland, it can be seen as a female figure as an allegory. Iconology in Western 

art has a tradition of representing a land or a country in a personified form, especially in female 

images. Typical example is “Marianne” of France, who is the personification of the French Republic 

with the images of the goddess of Liberty and the Virgin Mary overlapped, as seen in Delacroix’s 

Liberty Leading the People (1830). Also in Philippine visual art, we can see examples of countries 

represented in female form such as Juan Luna’s España y Filipinas (1886). Virgen sa Balintawak can 

be positioned in this iconological context. Virgin sa Balintawak, which was regarded as a “symbol” 

not an “idol,” clad in a Filipino dress and associated with the story of the revolution, reflects 

rationalistic and nationalistic teachings of the IFI. 

 

 

 

 



【主要参考文献 Bibliography】 

Achútegui, Pedro S. de, and Miguel A. Bernad. Religious Revolution in the Philippines. Vol.1. Manila: 

Ateneo de Manila, 1961. 

__________________. Religious Revolution in the Philippines. Vol.2. Manila: Ateneo de Manila, 

1966. 

Aglipay, Gregorio. “Por la virgen de Balintawak.” The Independent (October 4, 1924):21.  

________________. “Necesidad de una Iglesia Nacional que predique una Religión científica y 

defienda nuestra Independencia,” Sensacionales discursos y escritos: sobre los grandes principios de 

la Iglesia Filipina Independiente, 3-9. Manila: impr. Fajardo, 1924. 

________________. Pagsisiyam sa virgen sa Balintawak. Manila: Isabelo de los Reyes y Lopez, 

1925. 

________________. Novenario de la patria. Manila: Isabelo de los Reyes y Lopez, 1926. 

________________. Novenary of the Motherland. Manila: Isabelo de los Reyes, Jr., 1926. 

De la Cruz, Deirdre. Mother Figured: Marian Apparition & the Making of a Filipino Universal. 

Chicago: University of Chicago Press, 2015. 

Gealogo, Francis A.“Time, Identity, and Nation in the Aglipayan Novenario ng Balintawak and 

Calendariong Maanghang.” Philippine Studies, vol.58 nos. 1&2 (2010):147-168. 

Ileto, Reynaldo Clemeña. Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910. 

Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1979. 

Llanes, Jose L. The Life of Senator Isabelo de los Reyes. [s.l.]:[s.n.], c1949. 

Ocampo, Ambeth R. Virgin of Balintawak: Looking Back 8. Mandaluyong City: Anvil Publishing, 

2014. 

Varona, Mario S. Symbols in the Iglesia Filipina Independiente: An Interpretive Study. A Dissertation 

Presented to the Faculty of the Asian Center University of the Philippines Diliman, 2001. 

Warner, Marina. Monuments and Maidens: the Allegory of the Female Form. Berkeley, Los Angeles: 

University of California Press, 2000 [1985].   

モーリス・アギュロン著、阿河雄二郎・加藤克夫・上垣豊・長倉敏・訳『フランス共和国の肖像 

－闘うマリアンヌ 1789～1880』ミネルヴァ書房、1989 年。 

レイナルド・C・イレート著、清水展・永野喜子・監修、川田牧人、宮脇聡史、高野邦夫・訳『キ

リスト受難詩と革命 1840～1910 年のフィリピン民衆運動』法政大学出版局、2005 年。 


