
雲両省戒族の輪踊りとその装飾美術
一国際共同調査による雲南省奔子欄郷の春節儀礼と造形 ･表現のアーカイブ化に関する研究-

芸術学部 服部等作

1.はじめに

地域に根ざした固有の文化が､いわゆる情報化や社会

の経済発展により急速に失われつつある｡ とりわけ少数

民族が持つ有形の造形 (美術 ･デザイン ･工芸)､およ

び無形の表現 (音楽､舞踊 ･芸能､劇)という側面は､

地域 ･民族文化研究に止まらず民族の伝統にいきづ く文

化遺産として､保存の方法まで含めたアーカイブ化-の

方向性が求められる時代に入った｡中国においては第十

次五ケ年計画のもとで西部大開発事業がすすめられるな
ナペノト

かで蔵族の有形 ･無形の文化が消失 しつつある状況にあ

る｡

本研究では以上の背景にたち､雲南省において25程あ

る少数民族のなかヒマラヤをとりまく各地で文化圏を形

成している影響力をもつ戒族における造形と表現につい

て資料化にむけた調査研究をすすめた｡既報 ｢ヒマラヤ

文化圏の芸術 と文化 ･そのアーカイブ化に関する研究｣
てきけい

に続き本報告では中国雲南省迫慶戒族自治州での現地調

査 した内容を述べる (註 1)｡

2.雲南省辿慶蔵族自治州の地歴的概要

1.地理 ･歴史的概要

調査 した中国雲両省迫慶戒族自治州は､世界の屋根と
ユイソ7ン カム

呼ばれるヒマラヤ山脈北側の西戎自治区の衛蔵から康､
アムド ノア/ノエ/ ユンクイ
安多にまたがる青戒大高原の東端から雲貴高原帯にか

かる地域にある｡ ヒマラヤの氷河から解けだした水が平

均標高3500mを越える青蔵大高原と雲貴高原帯の低地を

求めてヤルンツアンポ河がブラフマプ トラ河の源流とな
きんさこう

ってインド洋に流れ込む他､金沙江 (長江､揚子江源流)､
らんそうこう どこう
欄槍江 (メコン河源流)､ならびに怒江(サロウイン河

源流)の濁流が山塊を削 り､近づきがたい地形を形成し

ている｡ この山岳渓谷をなす地形が生態系や民族の棲み

分けを強いてきたため､ヒマラヤ周辺のみならず雲両省

でも渓谷毎､少数民族毎に多彩な文化がみられ､山地で

の放牧農耕 ･採取狩猟､平地の水耕作をする文化が複雑

に混在している｡

デ子･ェン ペンスラン
本研究の対象となった迫慶戒族自治州特欽県･奔子欄郷

シヤングりラ
は､雲南省省都の昆明市より自治州都の香格里投県の中

デジュン
心地の中旬まで707km､さらに中旬より北西約90km､ジ

64

-プで山岳道をおおよそ4時間程要する雲南省と四川省

を分けて流れる金沙江流域に沿った山岳の谷間に位置

し､孤立した地形におおよそ2000人程の住民のほとんど
チヘノト

が戒族である｡ この村では人々が家畜を飼い､畑での農

耕を主体に温暖な地に恵まれ伝統ある戒族の有形と無形

の文化を育む風土である (註2)｡

奔子欄郷は､古 くからラサへの交易路 ｢茶馬古道｣の

要衝にあり､雲南特産の茶を主に馬を使って交易をした｡

戒族への交易品として他に冠服､錦､布､塩など､漠族

-は仏教用品､珊瑚､布地などを運ぶため､演の地から

苦康経由でラサへ交易するための旧損戒公路にあり､四

川側から雲南-の渡河地､補給地として20世紀半頃まで

潤った｡また金沙江にそって明 ･活時代には砂金､金の

産出地として奔子欄の名 (チベット語 (以下tb:)｢砂の

盆地｣の意味)が知られ､近年では1999年に完成した州

都q)中旬飛行場から､当地の様々な特産品の輸送だけで

なく､人々の交流が飛躍的に便利になった｡

[図1][写真 1]
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写真 1:全沙江と旧茶馬古道の渡河点

(奔子欄郷と左対岸の四川省側)

今 日において戒族の生活の底流には､チベットに8世

紀頃インドから伝わった仏教 (通称ラマ教)の信仰が根

強 く､それと共に様々な祭 り､芸能､芸術活動が地域毎

に活発である｡

奔子欄郷における主な宗教的行事は､チベ ット暦 2月

15日にあたる春節の輪踊 り､および冬月29日に九種類の
ゴ=.L~__

食べ物をそろって調理する｢階冬節｣の法舞がある(註 3)｡

とりわけ戒族の一年中でいちばん盛大な祭 日の一つが

春節である｡ その期間中の恒例行事に "グオジョ"､ま

たは "ゴォ-ジョアン"(tb･チベ ッ トの漢音 :鍋庄､

果卓､卓はtb音で舞踊の意味)とよぶ輪踊 りを行い､戒

族の芸能と美術が融合 した特徴ある文化になっている｡

3.春節 ･輪踊りの儀礼概要

今 日､伝っている春節の輪踊 りの "グオジョ"は､放

浪の僧侶 ･ミラレパが創作 し900年以上の伝統をもつと

され祝事の儀礼舞踊で祝祭日や新築 ･結婚等で度々興の

尽 きるまで夜を徹 し歌い踊られる｡ その内容は､戒族の

男女が分かれて並んで歌いながら円い輪をつ くり踊られ

る｡ なかでも奔子欄の "グオジョ"は､他の戒族地域の

｢卓｣､｢弦子｣の娯楽的な踊 りと比べ歌唱 も含め男性の

踊 りが質朴､実直でタップ地面を踏みならし､女性側の

踊 りが優美､軽快な華麗さの点から評判を集めている｡

春節の "グオジョ"における行事の大きな流れは､1)

"グオジョ"の日取 りの占い､その決定による "グオジ

ョ"の準備期間を経て､2)神-の奉賛､ 3)迎えの儀

礼､4)"グオジョ"の儀礼舞踏､ 5)神送 りの儀礼が

ある｡ この一連の行事 と舞踏の中で様々な工芸品が用い

られる｡ それぞれの儀礼形態の流れと使用される装飾品

について次に述べたい ｡

3.1.日取りの占い

"グオジョ"をするに当たっては､占術 をつかさどる

人物が一般的に太陰暦 (旧暦)の大晦日から新年最終日
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写真2:村人の初詣 (奔子欄郷)

の ｢完音読｣15日までつづ く春節 (註 4)の期間から最

適な日取 りを決めることとなる｡決定に従い年毎に交代で

村のなかの7つの家がその準備の作業を持ち回る｡

3.2 神への春節の奉賛
ラ′⊥-

奔子欄の春節 において初詣がある｡ 村人達は､春節

早々の明け方から午前にかけ出会う村人達と挨拶をかわ
チョルテン タル+ヨ

しながら､村をとりまく小高い丘に有る桐に新 しい祈祷旗
ヤツェ/ ソムサ

や捧げ物を持参 し焼香台で焼香 し､迎える年の平穏無事､

五穀豊穣､風雨順調 と祈 りを唱え周回する｡ 山岳信仰に

基づいた村人達の山への遥拝が重要視されているのであ

る (註 5)｡ [写真2]

"グオジョ"の開始にあたっても男性による年寄 りか

ら子供に至るまで男が早朝 より村外れに集まり､待ち受

ける トラックの荷台にの り､山の神を遥拝出来る場所に

向かうことから始まる｡約半時間程かけ山岳道路をのぼっ

て トラックがたどりついた場所から村人が登 り詰め､360
レニ′/iゥドナニ

度の展望がきく両のある場所に出る｡その前に英雄金剛山

が奪え立つ ｢聖なる空間｣である｡

ひっそ りと神像絵図を納めて建つ両に､新 しい祈祷旗

を持参 し参拝する村の男達は､樹木の葉 (桧葉､杜松の
ヤツ⊥ン ノムサ

類)､五穀などを供物 とともに焼香台で焼香 し､談笑の

あと読経 とともに参拝する｡ 村人の自然との共生 ･共存

観は､朝の冷気､そしてのぼるサンの香 りと煙､周囲の

峰々に敬度にチベット仏教の祈 りを捧げ古 くからの伝統

を受け継いだ神々しい行事であることを実感する｡ 神へ

の散華をすまして後に村人たちは､山を徒歩で下る途中

でラチェ寺院の境内にある湧水地や果樹がある場所で

"グオジョ"を奉納 し休憩 をとった後､村 に下山する｡

(註 6)｡ [写真3]



写真 3:英雄金剛山への遥拝

写真4:神への献禦 (奔子欄郷) ･法要

1時間半かけ下山の後､ようやく女性の村人が待ちか

まえる村の入 り口に到着し､村の公会堂的な役割を持つ

会場に向うのである (註 7)｡ その間､村の会場の二階
ケンカ

室内の北面に仏画を掲げ､その前に祭壇､供物台を設け
′ヽナヤ

て神霊を降ろす儀式が祭祀者と村人数人の経の頒経 (読

経)とともに奏楽により祭神-の供えとして献祭が営ま

れる｡

カンター
祭祀 の参加者 は､金剛鈴 を鳴 らしなが ら大 きな
ラ ド ブ/十エイ- / カ ー 77ル ト/J/

チベットホノV/ン､大型シンバル､両面太鼓､太鼓､法螺貝

といった楽器と法器を使う｡ ここではチベット仏教独特
カハーラ カ/りン

の人骨製の閣僚杯､大腿骨の笛の使用は認められない｡

[写真4]

二階で法要が行われる一方､屋上では煤桑という行事

をおこない杜松を燃やしたなかに猛烈な白煙をあげるよ
叶/

うに水をかけ煙と香りを天空への示巳りが行われる｡

[写真 5]

3.3 迎えの儀礼

村に戻ってきた男性達は､村の入り口や角々の路で赤
ラレ

い頭巾を頭にまき美 しく華麗な "グオジョ"の衣裳で着

飾った未婚者をふ くめ4名程の女性達の出迎えをうけ

る｡ 女性が両手にささげ持つ盆の上には､大麦の一種の
イ/コー

はだか青裸麦で作 られる酒を注いだ献杯がおかれてい
ナユハ十

る｡女性が待ちかまえる男性は､まず献杯をうけ､神-
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写真5:"グォジョ"会場 ･奔子欄ノリ村

写真 6:"グォジョ"迎えの儀礼 (奔子欄郷)

会場入口での献杯

献杯をすませるため杯の酒に薬指をつけた後､薬指と親

指をつけ､空に向けて指先をはじき､まず天の神に､つ

ぎに大地に､そして家族-と感謝のしぐさを届ける｡

その後､次の献杯する場所では若い女性と子供の数人
/ユラ

が､そして "グオジョ"が行われる会場と呼ぶの入り口

では老女､数名が献杯をささげ持ち､男性に酒を男性に

差出し､ふるまう｡ この献杯の間に双方が歌いそのやり

とりが日本の追分調､和讃のような歌を朗々と歌い､こ

の日を心から喜ぶ村人の姿が垣間見ることができる｡

[写真6]

3.4 "グォジョ"の儀礼と舞踏

(1) 輪踊 りの歌

以上の歓迎の儀礼が済むと会場中庭の中央にもうけた
/ク/
祭壇をめぐり男と女の二手の列にわかれ丸く円陣をつく

りながらそれぞれ交互に歌い掛け合い "グオジョ"が始

まる｡ 両手をひろげる程度の間隔をもって輪になり右回

りで歌い舞う輪踊 りの形式をもつ "グオジョ"は､昼食

や休憩をはさみ､終了の儀式後も翌朝まで徹夜で踊 り明

かされる｡ [写真 7-10]

歌を掛け合う場合のきまりは､男から歌をかけられた

後で女性側の一人 (中年のベテランの場合が多い)がと

っさの判断で返す歌をきめ､それを参加者全員がうたい

ながら右回りで踊るのである｡ それを男性が､歌い返す



写真 7:祭壇

写真 8:"グォジョ"の踊りの導入動作

という流れである｡

歌は緩やかな曲調で歌詞は悠長な節回しで長 く抑揚が

多い特長があり､一つの曲調を数度繰 り返 し歌うが歌詞

の内容は重複 しない｡またがっちりした巧妙な対句と比

唯をもつ ｡ "グオジョ"踊 りから八種類の分類､奔子欄

郷のは踊 りの内容から7種類に分類される (註 8)0

(2) "グオジョ"の動作

奔子欄郷の "グオジョ"が演 じられるこの一日の行事

の流れから､踊 りの基本動作の特長は､ 1)男女の二群

にわかれる､2)弧形に向かいあって立ち並ぶ､3)間

隔を空け輪をつ くる､4)腰を曲げ左右に歩を進める､

4)右回りでまわる､5)四歩で動 きを変える､6)腰

を曲げ片足を上げる､7)片足で床を力強 く踏む､その間

に歌を交互に掛け合い､常に求心的に輪踊 りの陣形をと

り続ける基本が特長である｡その間､力強 く足を踏む､
( へ

そして女性の腰についた銀の鎖状にさげる腰飾 りと手に

もつ鈴音が踊 りのなかで軽やかに舞いながら衣装の長い

袖を振るさまは､大きな鷲が羽を広げたようで伸びやか

さを感 じさせ､ヒマラヤの山々に届 くようにゆったりと

した調べと曲調のなか､腰を曲げない輪踊 りの姿勢で大

きくステップをとりながら豪放で力強い足並の踏むステ

ップの音と力強い豪放さのなかに優雅さを併せもち効果

を高めている (註 9)｡

輪踊 りは､集団でおこなうが､途中で休憩にはいる前
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写真9:徹夜で舞う"グォジョ"･奔子欄郷ノリ村

写真10:中旬の "グォジョ"

に会場の室内で行われる輪踊 りおよび客をお迎えする儀

礼の輪踊 り､さらには､行事の終了後においても続けら

れる｡ 写真は､徹夜でおどられる "グオジョ"と中旬地

区の大人数による "グオジョ"の光景をしめした｡

[写真 9､10]

写真11:屋上での終了儀式

3.5 神送りの儀礼

春節の "グオジョ"の終 りをつげる儀礼は､瞬 く間で

ある｡ その次第は､"グオジョ"の踊 り手が午後の休息

の合間の会場の二階で午前のと同様に読経と奏楽による

神への法要と終了の儀式をすすめる｡ [写真11]



写真12:女性衣裳 ･前面 ･奔子

一方で会場の屋上では､樹木の葉､五穀などを供物と

ともに燥し､煙を天空に捧げるようにあげる｡ この天空
サン

にむけた香 りと煙をとりかこむよう､旗をまいた三叉戟

を持つ男性と献杯を持った女性がチベット仏教の慣例に

従い時計まわりの右続をとるが､最後の一瞬には､反時

計まわりでまわる｡ この左続のしきたりは､禁教にみら

れる巡礼の表現にみられることから､チベット仏教が一

般化する前の古い信仰の名残､あるいは究教の伝統が混

交したと考えられなくもない｡最後に爆竹と鉄砲で終了

の合図をする間､"グオジョ"の踊 り手は休憩をつづけ

る｡会場をとりまく山間に午後の傾いた日ざLと冷えた
サン

空気､そして立ち行 く煙と香 り､周囲の峰々に敬虞に祈

りを捧げる村人の自然との共生観が反映する｡[写真12]

以上のべた内容で "グオジョ"の一連の行事が終了し､

そして夕食を済ませた後も､村人達や踊 り手達は､休憩

をとりながら喫茶の合間に談笑し､客人を歓待する間も

引き続き "グオジョ"を興に任せ夜遅くまで輪踊りを続

ける｡ 休憩の合間に､世話役が酒を注ぎ果物を配り話題

を提供し大きな談笑をさそう声自体が地上から神へのメ

ッセージとも取れるよう談笑するのである｡

ニュT＼/オ
春節の終了行事は､前述した ｢元宵節｣により締めく

くられる (註4)｡

4 "グォジョ"･輪踊りの衣裳と工芸装飾

4. 1 輪踊りの衣裳

歌と踊りに参加する者は､高価な材料を用い､手間を

かけて仕立てた晴れ着 (賛規)､および様々な装飾工芸

品を身につける｡特に女性の装飾品は､代々継承される

豪華な品を用いる｡

女性上衣の下着は､絹 (または繭)で仕立てた長袖の

袖で手首から普通 1メー トル前後長 くする｡ 袖なしの
ゾェプトウ
上着は､インドから輸入した豪華な布地は､色彩鮮やか

に孔雀の羽根を文様化したペイズリー文など紋様を金糸

で織込んだのを用いて村の女性が服地の輸入から受注に

よりベス ト風に仕立てる｡ 若い女性は､鮮やかな色彩の

68

写真13:正装衣裳 (男女)

取 り合わせが華麗でゆったりと長く大きなヒダをもつ白

のスカートをはき､頭には､色鮮やかな赤の頭巾を巻き､

足には､皮底で両側面に鳥獣の綿毛をつけた靴をはく｡

[写真12､13]

男性の晴れ着の上衣は､下着と上着に分かれ上品で端
ナユパ

正さをかね備えている｡ コート (楚巴)には必ず獣皮の
ナモウ

縁飾りをつけ､裾たけは膝頭以下にする｡ ズボンは､す
チ /ロ ウ

べて白の繭紬で仕立てる｡足には革靴をはき､頭に金糸
スりンチエンゴショ7

で刺繍をした欽辺帽とよぶ帽子をかぶる｡

4.2 輪踊りと装飾品

晴着をつけた "グオジョ"の男性用と女性用で共通に

用いる "ガウ"(厨子 :お守 りいれ ･襟飾 り)は､戒族

の文化を反映した装身具である｡ 前と後蓋に分かれ､そ

の表には細かな線によるチベット銀や白銅で精微な細工

をもつ ｡

女性が飾るガウは､円形または楕円形で､山水や蓮の

図案の浮き彫 りがある｡ "ガゲ'は 災いを払い福を呼ぶ

魔除けの力があるとされ､なかには仏像 ･経文や呪文 ･

舎利 ･金剛 結び等を納める｡ 男性は "ガウ"を錦や赤

いビロードの帯を使って身につけるが､その帯を右肩か

ら斜めにかけ､左脇下から腹部の間に "ガゲ'をつける｡

ソ ン ズ
女性はネックレスまたは絹の覆いを使い､首下から胸元

にかける｡

ガウは一般的にお守り入れと別にチベット仏教におけ

る"ガウ"は立派な厨子であり､そのなかにカタにつつ

んで仏像､尊師像､などが納められている｡ その装飾紋

様には､いわゆる ｢蔵人宝｣あるいは ｢吉祥八文様｣と

呼ぶ蓮華､吉祥格子､宝傘､右巻き貝､法輪､勝憧､宝

瓶､双魚からなる八つのチベット特有の吉祥文様が利用

され､いたるところに応用している｡

ス ウ ,/ナ
奔子欄の女性が身につける主な装身具には､イヤリング
ナーロン イ ヘ
(那竜)､"ガウ"､腰飾 り (腰から垂らす銀製ベル ト)､



写真14 ガウ ･厨子 写真15 イヘ ･腰飾り

タンジョ
や腕輪 (ロンジョ)等があり多様で高価なものを用いる

(註 7)｡ [写真14-16]

その細工は､チベット銀を用い､ポイントになる所は

金の鍍金や遠く南海から運ばれたサンゴ､珍 しい石を象
ジイストーン

蕨 して用いる｡ この他に目玉の模様が入ったお守 りの天

珠とよぶ石を装身具に使う｡

男性装身具は､主にガウ､銀の象蕨をもつチベット式

財布 ･象牙の腕輪､銀の刀等である｡ それぞれの装身具

のデザインは､精微で伝統的な工芸細工で作られている｡

刀剣を装着するしきたりがあるチベット自治区など他の

地方の "グオジョ"に対 して奔子欄郷では装着しない｡

5 "グォジョ"の考察

奔子欄郷の "グオジョ"は､他の戒族地区の "グオジ

ヨ"と比較すると明らかな相違点がある｡ 他地区の戒族

による果庄､弦子の踊 りのように楽器演奏がなく､また

頭をあげ腰を余 り屈曲させず､動作と歌唱はあくまで流

暢である｡

一方でその性格は､公的な場所における芸能の表現に

あると考えられる｡ その理由は､踊る場所が､すなわち

公的な施設の役割を果たす集落の集会所 (広場を含む)

を選び､その始まりにあたって伝統にのっとる宗教的儀

礼をもち､さらに "グオジョ"に用いる衣装と装身具は､

華麗な正装で統一されている点である｡

さらに奔子欄郷の "グオジョ"が中旬のそれと比較し

て腰を曲げ頭を垂れる姿勢の強調が少ないが､その芸能

表現から一定の会場の性格 (宮廷)との関係性を伺わせ

る｡ この点から単なる民俗的表現をこえ､いわば茶馬古

道という要衝にあって通過する高貴な人物や宗教儀式で

演ぜられたことが想像できる｡

"グオジョ"で用いられる華麗な装飾品の造形につい

て蔵族の造形意識は､有形の美術 ･デザイン ･工芸によ

る造形､および無形の音楽､舞踊 ･芸能､宗教劇による

聖̀なるもの'に対する日常の信仰が基本となっている

ことは否めない｡
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写真16 イヘ ･腰飾り

前者の有形の造形にはチベット仏教に使われる多くの

器 ･道具には様々な意味が込められ表現されている｡ そ
ゴンバ ナヨルテン

の対象は､建築として寺院､仏塔､家々の仏間だけでな

く､その表現に用いられる無形の表現は､本稿でのべた

舞踊 ･芸能のなかで蔵人宝とよぶ吉祥紋様や色彩観が使

われ装飾紋様にまでいたる｡(註12)｡

無形の表現の根底にある意識には､チベット仏教をも

とに禁教､シャーマニズム､ならびにトーテム信仰も含

め､様々な有形､無形の 聖̀なるもの'を信仰する精神

であり､山への敬虞な祈 りをささげる事もその一つであ

る｡

6.まとめ

本調査では､奔子欄郷における蔵族伝統の "グオジョ"

における輪踊 り､およびその時に使用される装飾品の調

査をすすめた｡奔子欄郷の人々は､"グオジョ"がまさ

に ｢生きた無形の文化財｣ として芸能､装飾美術､ 製

作技術､工芸細工の伝統を受け継ぎ､独自の民族的な美

意識を継承 していることがわかる｡

一方で独自の文化の結晶とも言える "グオジョ"の今

後は､急速に経済発展と同時に観光 ･俗化が急速にすす

むと考えられる｡ すなわち従来は､山岳道路越えを経て

孤立した村に到達 してきた従来までの状況と比べて､中

旬飛行場の完成以降､飛行場から車で乗 り継ぎし比較的

簡単に到達できる距離圏内に入ったため地域固有の文化

が､経済発展､観光化のながれのなかで大きく変質して

ゆくことが現実問題となってきている｡そのため戒族の

有形 ･無形の文化財としての "グオジョ"-着目した計

画当初の第一フェーズから､奔子欄郷の戒族の特徴ある

"グオジョ"の現地調査をすすめた｡今後その資料化の

必要性にたち本研究の第二フェーズとしての研究課題

は､次の内容があげられる｡ すなわち､

1.制作技術の比較と記録

今年度の現地調査をする一方で､大英博物館､ギメ東

洋美術館､ローマ国立東洋美術館などから優れたチベッ



ト伝統工芸品収蔵資料 と現代の工芸品における製作技術

の比較において､工芸技術の低下が明 らかである｡ その

最大理由は､中国の文化大革命により多 くの伝統 と優秀

な技術が失われた理由が大 きい｡今後 1)工芸様式の研

究 (チベ ットー 中国様式 との比較検討)のため共同調査

をすすめる必要性､ならびに2)資料に関する有形 ･無

形文化財の資料についてアーカイブ化を急 ぐ必要性があ

る｡

2.歴史的検討

伝統の重要性 を再考する場合､その歴史的考証は不可

避であろう｡ 輪踊 りの由来が吐蕃王朝 に遡る歴史がある

とされるが､舞踊 ･芸能の古代 にさかのぼる表現例が青

海省海南州､大通出土舞踏盆や雲南省の古代槙国の円形

舞人玉象軟鋼釦飾に輪踊 りの基本的な造形 ･表現のイメ

ージが残 っている｡ このことから新石器時代土器わ図像

表現や岩画の表現からもっと古 くからの伝統表現の発掘

も必要と考える｡
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ならびに広島市立大学一般研究費 (課題番号1113､及

び1603)による｡[表 1]

註 2:雲南省は､ 4千人以上の人口を有する民族が25ほ+ヘノト
どあ り多民族国家･中国の縮図でもある｡なかで も戒族

は､統計で人口459万人｡その分布は､中国国内では

チベ ット自治区､青海､甘粛､四川､雲南各省､なら

びにヒマラヤ山脈周縁の高原地帯 におよぶ｡言語は､

漠-チベ ッ ト語系､チベ ッ トービルマ語族｡蔵民族 は､

自称 ｢博｣､雲南地方史で ｢諒｣ と言われ､新中国で

｢蔵族｣に呼称が統一されている｡

註 3:チベ ッ ト族の暦法は､ 7世紀半頃､国王ソンツェ

ン ･ガンボの妃 を唐 より迎えたころ同時に漠族の太陰

暦法がチベ ッ ト族地区に伝 えられたとされる｡ 5行

(木､火､土､金､水)を十干の代わ りにそれぞれ陰

陽に分けた｡チベ ット暦は､漠族の太陰暦 と似て､陰

陽暦の 1年 を12ケ月に､月を大 と′トの月に分け､それ

ぞれ30日と29日に､年の初めに寅の月を配当する｡ な

かで もチベ ッ ト暦の春節 (通常旧正月)､正月15日の
T:r)ト/7イ
花灯会 (灯寵祭 り)､作物収穫の儀礼 (八月節､九月節)

などチベ ット暦の祭 日で重要である｡

註 4:チベ ット暦の正月七 日から七 日後以降 (正月15日
ニュ7ノ才

過 ぎ頃)の ｢元宵節｣では､村の老若の男子が寝具 を

持参 し会場に集合 し､≡夜寝泊 りし､行 く年の汚れ払
テノ7)'-

いと来たる年の吉祥祈願のため､第一 日目に肉以外の
ガー+ユー

飲食するが､第二 日目には話はできるが飲食はできな
カ/イェ

い､そ して第三 日目は､飲食会話が全て 禁止の しき

た りが守 られている｡ 日本の寺院におい ても､吉祥悔

過の修正会､および民間伝承の "おこない"に通ずる

と星野 (アジア遊学42号,勉誠出版､2002年)が指摘

する｡

7ム7,て+/
註 5:有名な積石山の場合､蔵族ではア二が総則の祖先

を意味 し､またその山岳信仰は､山の高 さ (大 きさ)

と方角に関連する｡

チベ ット族に限らず少数民族で普遍的に見 られる原
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始宗教は自然崇拝である｡人々の目には水､火､土地､

山林､太陽､月､雪､雨などにはすべて神がいるよう

に映り､それらを神聖なものとして崇拝 した｡

註 6:立寄る場所が､昔チベット仏教の活仏が修業した

とされる寺というだけでなく豊穣､生命の根源に結び

つく ｢聖なる空間｣である点が重要である｡

註 7:ノリ村の会場の建物に特別の名称はない｡中国伝
ンーホユア/

統の建築形式に従えば四合院 (siheyuan)と呼ぶロサンホーユア/
の字型住宅の形式 を持つ ｡ 対 して三合院 (samhe

yuan)コの字型が知られる｡ 辿慶戒族自治州奔子欄

郷ノリ村でみた集会所の建築は､2階があり､周囲を

土壁でかこうなど四合院としては変形となるが､中国

的な建築様式を踏襲したものと考えている｡ 狭い谷間

におけるいわば､｢山深水抱｣の地での建物の配置は､

中国伝統の風水思想からの発想にあり人間生活の福･

吉･財･寿･幸などの維持獲得､今日でいう環境評価を

実践 した建築と考えられる｡ 往時は漠族や多くの少数

民族のなかで､この考えかたの流行があったが､今日

でも意識がまだ残っているのである｡

註 8:特に奔子欄の "グオジョ"は､"師日鋼庄"と別

称され､ 1.ヤ､2.ヨンチャジュワ､3.キュン-リ

一̀ (チュウ-ヤ含む)､4.ジュジイン､5.ドジンツツオ､

6.ドゥジンシャドウ (無伴奏)､ 7.ズッォが含まれヨー7一
る｡ 歌詩から他の地方の "グオジョ"は､ 1.儀瓦､

ヨンンユ IT-ノシュ ト)/ユ ///ヨ +ユシ1
2.央卓､3.思卓､4.堆卓､5.宗卓､6.主卓､

ガジュ +ヤシ-/ユ
または彰卓､7.卦卓､8.札西巨の八分類がある｡

詩は､巧妙な対句と比輪をもち天を諾える時に冒･

月 ･星､人には皇帝 ･仏 ･賢人､そして場所としてラ

サ ･北京 ･故郷を必ず歌い込むことになっている｡

註 9:奔子欄郷の "グオジョ"の踊 りと同様に徳欽県の

や四川省の戒族は､袖をひるがえす様子が共通する｡

註10:踊 りの古い証拠として､青海省海南州出土 ･大通

出土の女性12人舞踏盆､青海省大通出土の男性13人舞

踏盆 (共に紀元前2000-3000年)､甘粛省也出土の女

性舞踏盆､雲両省大理洞穴の連腎舞い岩画 (紀元前後

項)､宇夏賀蘭口の連腎舞い岩画 (紀元前1500年-育
カワスムド ′/り

銅時代)､最近では1995年､同徳県 ･宗日157号墓遺跡

出土の舞踏紋彩陶がある｡ 13人 1組と11人 1組の輪で

踊る群舞を措いたものとして古代岩壁画､新旧石器時

代の彩陶期まで遡る例である｡

表 1:平成13年度､本研究の調査概要

調査者 (機関 ･所属)調査地の順で示した｡研究機関

の共同研究者は調査時の所属である

研究助成について無印は文部科学省科学研究費補助

金､及び※印は日英科学共同研究 (日本学術振興会)助

成による｡

■平成13年度 ･第一次蔵族資料調査 :2001年 5/23-28

調査者 :服部等作※ (広島市立大学 ･芸術学部)､

中野照男※ (東京文化財研究所 ･美術部)

※日英科学共同研究平成13年度第 1次調査

調査地 :中国 ･上海市/上海博物館 (包燕麗 ･工蛮研

究部､周燕群､孫峰 ･文化交流所公重)

■平成13年度 ･第二次調査 :2001年 8/8-9/5

調査者 :服部等作 (広島市立大学 ･芸術学部)､星野

紘 (東京文化財研究所 ･芸能部)

中野照男※ (東京文化財研究所 ･美術部)

中嶋猛夫 (女子美術大学 ･芸術学部)､

※日英科学共同研究平成13年度第2次調査

劉金吾 (雲南省 ･少数民族芸能学会)

戒甜 (四川省 ･西戎文化基金)､張林蓉 (四

川省 ･健戯学会)

調査地 :中国 ･上海市 ･包燕麗 (上海博物館 ･工蛮研

究部)､周燕群､孫峰 (上海博物館 ･文化交

流排公室)
ラ サ トルン⊥ユゲー

西戎自治区 ･提薩市 ･多吉玉茶
ポタラ

(布達粒宮殿文物管理処)
テブ/ セう

西蔵博物館 (学芸関係者)､哲畔寺､色投寺､
/,ヨ1)ン
大昭寺､他

日略則市 ･托羅碓寺
/1Jノェ

ギヤノノェ /＼/コル+ヨルデ //ノブム
江孜市 ･白居寺､十寓塔

四川省 ･成都市､張中学 (四川省川劇学会

会長､中国巴萄芸術団芸術総監督)
ペイユー

甘孜戒族自治州白玉村地区の蔵族工芸､白玉

寺

{平成13年度 ･第三次調査 :2002年 2/13-2/20

調査者 :服部等作 (広島市立大学 ･芸術学部)､

星野紘※ (東京文化財研究所 ･芸能部)

調査地 :中国 ･雲両省昆明市 粛乾先 (中国民族民間

舞踏集成 ･雲南小組)､劉金吾 (雲南省 ･少

数民族芸能学会)

迫慶戒族自治州 察武威 (文化局局長)､

範建国 (文化局課長)

迫慶戒族自治州奔子欄郷･揮仁培楚(文化中心)

※日英科学共同研究平成13年度第3次調査

■平成13年度･第四次調査:2002年 3/ll-/20

調査者 :服部等作※ (広島市立大学 ･芸術学部)

調査地 :英国 ･ロンドンR.Knox,M.Wills(大英博物館

東洋部)､J.Cribb,E.Errington(大英博物館コ

イン ･メダル部)､J.Pu仕num (大英博物館教

育部)

※日英科学共同研究平成13年度第4次調査

■平成13年度･大谷探検隊資料第一次調査 :2001年7/19-ll

調査者 :服部等作 (広島市立大学 ･芸術学部)､

白須浄異 (立志舘大学 ･経営学部)､

柴田幹夫 (新潟大学 ･留学生センター)

調査地 :東京 ･築地本願寺別院

■平成13年度･大谷探検隊資料第二次調査 :2002年1/19-ll

調査者 :服部等作 (広島市立大学 ･芸術学部)､

柴田幹夫 (新潟大学 ･留学生センター)

調査地 :調査地､機関 (共同研究者､所属)

横浜 ･神奈川県立横浜歴史博物館

王子 (旅順博物館 ･副館長)
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