
　このように自

然環境が美しい

ことで有名な済

州道は、生活用

水 の 不 足 で

1970年代まで

女性達は重い水

汲み壺「ムルホ

ボク」を背中に

この壺を担いで

水の湧き出る

海岸添いまで出かけたという（写真参照）。今回の済州

道水資源の探査は、個人的には「水プロジェット」の研

究テーマ「韓国の水ビジネス」に関連して「サムダス生

水」工場を見学と済州道水資源専門者にインタビュす

るのが目的であった。

　9月5日（月）、無事に済州空港に到着しホテルへ向

かった。ホテルまでいくマイクロバスのなかから見え

て済州市内は、想像したより高いビルや車が多かった

ので少々びっくりした。宿は新済州市（済州市は新済

州市と旧済州市で分かれている）の中心に位置してい

て今回の訪問先に近いところにある小奇麗なホテル

だった。午後4時頃に済州ハンラ大学の崔ソクボム先

生が迎えに来て済州ハンラ大学のセミナーに参加し

た。本セミナーで、日本側は水資源問題（9月5日）、中

国と韓国側は物流ロジスティクスと環境（9月6日）

について発表された。

したものとあわせ10種の異なる『盤王大歌』を対照させ

ることにより、ベトナムのヤオ族の『盤王大歌』の原型

（プロトタイプ）を再構成することに繫がると考えてい

る。さらに中国及びタイの調査で撮影した『盤王大歌』に

加え、バイエルン州立図書館、米国議会図書館及びオック

スフォードボードレアン図書館で撮影した異本との対校

も進めることで、『盤王大歌』の系譜も明らかにすること

になると確信している。

　この取り組みは、漢字を理解できる日本人だからこそ、

可能なであると思っている。いずれにせよ中国、ベトナ

ム、タイに分散居住しながら同様の漢字文書を使用し、同

様の儀礼を行なっているヤオ族だが、程度の差こそあれ、

漢字文書とその読誦詠唱法という極めて複雑な儀礼知識

の伝承と後継者育成に課題を抱えているといえる。ヤオ

族の儀礼知識の価値を評価し、世界人類の文化資源として

認知を広げ今後も継承活用がされるために、何らかの貢献

ができるように研究を続けていきたいと考えている。

（所員　経営学部教授）
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　アジア研究センター共同研究「湖南省藍山県過山系

ヤオ族の言語学的研究」（2013 ～ 2015年度）の成果

として『ミエン・ヤオの歌謡と儀礼』（2016年）を刊行

した後、現在「ヤオ族の儀礼における文献と読誦歌唱

法の総合的研究」をテーマに大学の共同研究奨励助成

金を得てヤオ族の研究調査を続けている。

　ヤオ族にとって移住は神話レベルでも連綿と続けら

れてきたことと認識されており漂洋過海の神話が伝承

されているが、海を渡る過程で遭難の危機に際し、盤王

によって救われたとされ、盤王はその後救世主として祭

祀の対象とされ続けている。この盤王にかかわる漢字文

書『盤王大歌』は、ヤオ族のアイデンティティーの象徴と

いえる。この『盤王大歌』の所蔵状況の確認及び文書の詠

唱の実演の収録を実施している。

　9月の調査では、ベトナム北部ソンラー省、タンホア

省、ホアビン省を調査し、数種の『盤王大歌』の所蔵を

確認し、部分的ではあるが、詠唱を記録に残すことが

できた。ベトナムのヤオ族（ザオティエン・ザオクワ

ンチェット・ザオドー）の儀礼文化の継承状況は、タ

イや中国に比べ格段によく、伝承者の世代の幅もあ

り、日常的に儀礼の実践が絶えることなく繰り返され

ているといえる。

　ベトナムのヤオ族は、かつては山を利用し焼畑する

くらし方をしていたために国境を越え移住を繰り返

してきたのだが、すでに漢字文化圏を出て200年以上

になると推察される。漢字文化圏を出てもなお、独自

に漢字を学習修得し、儀礼の実践の場で漢字文書を読

誦詠唱しつつ儀礼を進めるスタイルを保ち続けてい

る。文書にはベトナム音表文字で音や意味が示されて

いるものもあり、日常生活において使われなくなった

漢字とその音読と意味の理解の習得に大変熱心であ

ることが見て取れる。

　今ではベトナムから国境越えて中国側に儀礼を依

頼されることもしばしば

であるという。中国では

漢字を使う生活をしなが

らも、社会の変化の中儀

礼を執行できる祭司が減

る傾向にあり、祭司の層

の厚いベトナムから祭司

が出向き、中国のヤオ族

の儀礼を担う役を果たし

ている。もともと山を行

き来し、通婚し、親戚関係

にあることもあり、自然な

ことといえる。

　中国では儀礼の場に飾られる神の像の描かれた軸

（神画）の制作を行なう絵師がいなくなり、フォトコピ

ーを使うか、ベトナムの絵師に依頼し描いてもらうよ

うになっている。

　ベトナムにおいても近年絵師になる若者はほとん

どおらず、今回サパ周辺で唯一の絵師が病に倒れ、後

継者の問題が浮上してきた。絵師は祭司でなければな

らず、漢字を理解していなければならないとされる。

絵師として免許皆伝になるためには、かなりの修行時

間が必要である。神画制作は紙作りから始めなければ

ならず、ひと組の神画を仕上げるまでに数カ月を要す

るとされる。この間種々な禁忌があり、潔斎をともな

うと聞く。

　ベトナムのヤオ族の男性は、祭司となる最初の通過

儀礼の3灯をともす掛灯（クワタン）に始まりさらに7

灯また12灯をともす儀礼を経て、祭司としてのランク

アップをはかる。絵師は12灯の資格が必要とされる。

　もともと祭司として儀礼の実践にかかわることがで

きるようになるためには、最初の段階で、旧正月のファ

ートン（法童）の祭りにおいて、神前で神懸かりのダン

スを踊り、その資格が

あるかどうか判断され

る。どんなに有名な祭

司の息子でもこの神懸

かりのダンスが踊れ

ず、祭司を継ぐことが

できない場合もある。

　今回5種の『盤王大

歌』を撮影することが

できた。これまで撮影

　2016年9月5日（月）から9月8日（木）にかけて、韓

国の済州道（島）を訪問した。調査の目的は、「火山島で

ある済州道の水資源を調べるため」である。調査地域

として、済州道の済州市、西帰浦市（ソギポ市）であり、

調査・訪問先として、9月5日（月）：①済州ハンラ（漢

拏）大学の「水資源問題」セミナー、 9月6日（火）：②西

帰浦市の水資源地の一つであり、天然記念物に指定さ

れた「安徳（アンドク）渓谷」の踏査、9月7日（水）：③最

初の済州道の水資源遺跡地を見学、④済州道の国立済

州大学を訪問（済州道の水資源研究団・団長であるヤ

ン・ソンギ教授と意見交換）、⑤済州港見学、9月8日

（木）：⑥三多水（生水製品名）工場見学した。

　韓国の南西部に位置している済州道（チェジュド：

正式な名称は済州特別自治道である）は、人口が約64

万人で、アジアのハワイと呼ばれるという火山島で、

2007年には韓国では初めて世界自然遺産として登録

された。

廣田　律子

ヤオ族の研究調査研究調査

李　貞和

韓国済州道の水資源を探って調査報告
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