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※所属・職名は 2020年 3 月現在

●アジア研究センターのシンポジウム
◆2019年 11月 16 日（土）

　日韓建築シンポジウム
　『専門家が語る韓国と日本の近代建築史研究の魅力－研究の回顧と展望』

　13:00  開会・主催者あいさつ
　13:10  第 1 部「研究の回顧」

　　尹仁石（成均館大学校）
　　内田　青蔵（神奈川大学）

　14:20  第 2 部「新たな研究の展開」
　　安昌摸（京畿大学校）「都市と建築で再解釈する大韓帝国史」
　　徐東千（漢陽大学校）「1882-1910年ソウルの激変
　　　　　　　　　　　　  ：雑居と宗教の流入」
　　文智恩（名古屋大学）「地方都市・群山の魅力」
　　西澤　泰彦（名古屋大学）「燃えない街：1900‐10 年代の建築規則」
　　砂本　文彦（神戸女子大学）「住まいと生活の変容からみ見た近代」
　　安箱　　敏（呉工業高等専門学校）「近代ソウルの児童公園」

　16:40  第 3 部「研究の展望」
　　登壇者によるパネルディスカッション

◆2019年 11月 28 日（木）

　日韓建築シンポジウム
　『外国人労働者の受け入れと共生～韓国と日本の事例から～』

　第一部：13:50～15:10
　テーマ：「外国人労働者受け入れの背景と政策」
　●13:50-14:20　スピーカー１：朴　孝淑（神奈川大学法学部准教授）
　　日韓両国における外国人労働者受け入れの背景
　　　～少子高齢化の観点から
　●14:20-14:45　スピーカー２：ソル・ドンフン（韓国移民学会会長）
　　韓国の外国人労働者受け入れ政策と実態
　●14:45-15:10　スピーカー 3：小川　玲子
　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大学社会科学研究院准教授）
　　日本の外国人労働者受け入れ政策と実態

　第二部：15：20～16：30
　テーマ：「外国人労働者との共生」
　●15:20-15:50　スピーカー 4：コ・ジェフン
　　　　　　　　　　　　　　　　（全北大学社会科学研究所専任研究員）
　　外国人労働者の受け入れと共生～韓国の事例
　●15:50-16:10　スピーカー 5：鳥井　一平
　　　　　　　　　　　　　　　　（NPO法人 移住連代表理事）
　　外国人労働者の受け入れと共生～日本の事例

　●16:10-16:30  総括・質疑応答

◆2019年 12 月 4 日（水）13:00-18:00
　アジア知識基盤型経済移行国際シンポジウム
　会　場：横浜キャンパス宮陵会館 B101（30号館 1 階）
　報告 1：平川　均（神奈川大学経済学部非常勤講師、名古屋大学名誉教授）
　　　　　問題提起  アジアの発展における多様性と今後の展望
　報告 2：Ferdinand C. Maquito (Assistant Professor, The University 
　　　　　of the Philippines Los Baños) フィリピン科学・技術省の
　　　　　研究機関の組織構築分析
　報告 3：Kulkarni Mandar Vijay (Faculty Member, International 
　　　　　Institute of Information Technology, Bangalore:IIIT-B, India) 
　　　　　インドの IT スタートアップス

　報告 4：徳丸　宜穂（名古屋工業大学教授）
　　　　　＜包括的オフショアリング＞の新段階：ベトナム金型産業・
　　　　　市場の自立化と日本企業・地場企業の適応
　報告 5：Nguyen Thi Bich Ha（Associate Professor, Foreign Trade 
　　　　　University, Hanoi, Vietnam）ベトナム ICT産業の現状と課題
　報告 6：遠藤　美純（前・科研基盤研究 A, 研究員）
　　　　　グローバルなソフトウェア開発のトレンドと日本の ICT産業

◆日　時：2020年 3 月24日（火）15:00～17:00
　会　場：1号館 502室
　テーマ：「Green energy and transition
　　　　　 to low-carbon economy in Japan」
　報告者：ゾーヤ・ポドバ先生
　　　　　（サンクトペテルブルク国立大学准教授、経済貿易研究所客員研究員）

●研究グループ：「アジアの政治発展」
◆日　時：2019年 11 月 13日（水）
　会　場：8号館 814教室
　テーマ：「新しい世界の話をしよう」－フェイクニュース、デジタルポピュ
　　　　　 リズム、デジタル権威主義の輸出がもたらす世界－
　報告者：一田　和樹（『フェイクニュース』『犯罪事前捜査』の推理作家）

◆日　時：2019年 12 月 9 日（月）
　会　場：3号館 206教室
　テーマ：「朝鮮半島関連の戦後補償問題について」
　報告者：金昌浩（弁護士）

●研究グループ：「東アジアの国際経済・ビジネスの変還と現状
　　　　　　　　 そして今後の展望」
◆日　時：2019年 10 月 30日（水）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「アセアンにおけるサービス貿易の可能性
　　　　　  －物流業に関する規制の調査報告－」
　報告者：魚住　和宏（経済学部非常勤講師）

◆日　時：2019年 1 月 22日（水）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「中国におけるネット通信販売の変遷と展望」
　報告者：孔令建（常州機電職業技術学院専任教師）

●研究グループ：「植民地国家と近代性：アジア諸国を中心とする
　　　　　　　　　比較研究」
◆日　時：2019年 11月 9 日（土）
　会　場：神奈川大学宮陵会館 B101（30号館 1 階）
　テーマ：アメリカ植民地期のフィリピンにおける農業発展 1898-1946
　報告者：包　茂紅先生（北京大学歴史学系教授）

●研究グループ：「アジアの社会遺産と地域再生手法」
◆日　時：2019年 12月 4 日（水）
　会　場：8 号館 843教室
　テーマ：「タイ  バンコク周辺地域の脆弱街区再生事例に関する調査報告」
　報告者：吉岡　寛之（神奈川大学工学部特別助教）

◆日　時：2020年 1 月 20 日（月）
　会　場：8 号館 843教室
　テーマ：「津波のあいだ、生きられた村」
　報告者：饗庭伸 （首都大学都市環境科学研究科教授）

シンポジウム

アジア研究センター共催講演会

共同研究グループ主催による公開研究会
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研究の目的：

　本研究ではミエン ･ ヤオの伝承する神話上の救世
主とされる盤王に対して、中国･タイ･ベトナムで今
なお実施されている謝恩儀礼（「歌堂」儀礼･ゾウダー
ン）において共通して使用される、ミエン ･ ヤオの神
話と歴史が記述された漢字経典の通称『盤王大歌』を
取り上げて、その経文について録文の作成、校訂さら
に解読を進める。異なる地域の異なる親族集団に伝
承されている複数の『盤王大歌』の写真を収集済みで
あるので、複数の異本を比較対照させることにより、
プロトタイプとバリエーションの痕跡の抽出を試み
ることで漢字経典『盤王大歌』が祭司間で長年にわ
たって書写され続けてきたその歴史的経緯を明確に
することを最終的な目的としている。

研究の特色：

　中国南部および東南アジア大陸部に移動分布する
ミエン ･ ヤオは共通して飄遙過海と称される先祖の
移住神話を伝承している。かつてミエンは南京八万
山にいたが、寅と卯の年に大干ばつが起こり、海を渡
ることになるが、途中遭難し、盤皇･盤王（ビエンフン）
に願掛けをし、救護され上陸できたので、救世主盤皇

･盤王への願ほどきの謝恩儀礼を行い、その後分散移
動をし続けたという内容である。
　現在も盤王への謝恩儀礼は中国･タイ･ベトナムで
実施されており、儀礼で使用される漢字経典の経文
にはこの飄遙過海神話や神々の所業が記され、曲節
を付し誦経される。
　漢字経典の経文の解釈は、その難解さ由に従来の
研究では進んでいない。漢族の道教や民間の法教や
周辺の諸民族の影響だけでなく、ミエン･ヤオ独自の
神観念･霊魂観･死生観が反映されているため解読を
難しくしている。しかしミエン･ヤオの儀礼の理解を
進めるためには、漢字経典の経文の解読は避けて通
ることができない課題である。
　すでに過去の調査においてベトナム･中国･タイで
収集した複数の異なる親族集団に伝承される同一タ
イトルの複数の異本の比較対照を行うことで、解読の
精度を上げることが可能となる。そのためにミエン･
ヤオのアイデンティティーを象徴する神話や歴史が
記述されている通称『盤王大歌』の複数の異本を使用
し文字の確定と録文を作成するだけでなく、異本を対
照させて校訂を行った上、解読を進め日本語訳を施す。
さらに比較対照の資料の分析を進め、ミエン･ヤオの

廣田　律子

異なる地域と親族集団に伝わる「盤王大歌」の異本の解読研究課題
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分散移動過程における変遷や影響関係や系統等を実
証的に解明する。
　本研究により、居住地では少数民族としてその文
化的価値が十分に評価されず、近代化により次世代
への継承の危機を迎えているミエン ･ ヤオの儀礼文
化が人類文化として認知されることに繋がり、ミエ
ン･ヤオ自身が自文化を捉え直し、次世代への継承の
支援に繫がることになる。
　具体的には、比較解読するための基礎資料を作成
するためにベトナムの異なる地域の異なる姓の祭司
が伝承している手書きの漢字経典『盤王大歌』の文字
の判読･入力作業を行った。

前提となるこれまでの研究：

　中国においては、2008年11月に実施された最大規
模の通過儀礼（度戒 ･ トウサイ）、2006年1月に馮家、
2011年11月に大盤家、2015年12月に小盤家、2017年1
月に趙家で実施された、中規模の通過儀礼（還家願 ･
クヮーターン兼ゾウダーン）の儀礼内容および漢字経
典の把握のほか、異なる親族集団の事例を収集した。
　タイ北部では通過儀礼調査（2014年1月、2018年11
月）、ベトナムでは通過儀礼を含む複数の儀礼および
漢字経典に関する調査（2015年3月 ･9月、2016年2月
･8月、2017年2月･9月、2018年1月、2019年1月）を実施
した。通過儀礼では盤王への祭祀において漢字経典
の『盤王大歌』を誦経する「歌堂」儀礼が実施されるが、
この複数の異本を撮影した。
　この間2008年度～2011年度科学研究費補助金 基盤
研究（B）20401013、2012年度～2014年度科学研究費
助成事業 基盤研究（B）24401018、2014年度～2015年
度神奈川大学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」、2016年度～2018
年度神奈川大学共同研究奨励助成金「ヤオ族の儀礼
における文献と読誦歌唱法の総合的研究」を獲得し
て実施した。
　中国の還家願儀礼の内容について使用される漢字
経典の使用の実践から明らかにしようとした研究と
しては、「湖南省藍山県過山系ヤオ族（ミエン）の祭祀
儀礼にみる盤王の伝承とその歌唱」（廣田律子『歴史民
俗資料学研究』第20号 pp.103-146 2015年）、「儀礼に
おける歌謡―「大歌」の読誦詠唱される還家願儀礼を

事例として―」（廣田律子『ミエン･ヤオの歌謡と儀礼』
pp.1-53 2016年）等がある。

今回の個別奨励研究の成果：

　今回ラオカイ省トンパチ村の趙承銀祭司とイエン
バイ省ラハパン村の盤財林祭司とラオカイ省タイン
キム村の趙徳明祭司の所有する『盤王大歌』の翻刻作
業を進めた。
　特に3冊目は2019年に趙徳明祭司が実施した趙家
の大願成就を祝い盤王に感謝を表する「歌堂」儀礼を
調査した際、1月29日から30日の1昼夜を掛け誦経さ
れる状況を把握している。
　具体的には祭壇が入り口正面の大広間の祖先を祀
る祠の脇に設えられ、盤王との約束に従い3年養った
豚が屠られ供物とされた。その祭壇前で3冊目の『盤
王大歌』が祭司と複数の男性によって誦経された。
　3冊ともに上記のように祭祀の場で現役の祭司に
よって使用されている漢字経典である。趙承銀祭司
は祭壇に飾るミエン・ヤオの神々の絵を描く絵師であ
り、絵の師匠と仰いだのが盤財林祭司である。師弟関
係にある両祭司の使用する『盤王大歌』は完全に同一
とはいえない。差異が何を意味するかは今後の研究
によって明らかになると考えるが、伝承経路の違い
や姓による違い等が想像できる。
　例として文字の判読・入力を行った、趙承銀祭司と
盤財林祭司所有の『盤王大歌』の盤王に関係する部分

趙承銀祭司所有『盤王大歌』ヤオ族文化研究所文献番号
V-42（vhi20150911_0042-0160）

起計盤王先起計	 	 盤王起計立春明 /哀
立得春明 /哀都便了	 屋底大塘洞洞青 /齊
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗犁耕 /琶
鼠王過海偷禾種	 	 王龍含水吩禾花 /生
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗犁耕 /耙
閗得犁耙也未使	 	 屋底大塘穀包生 /牙
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗犁頭 /耕
閗得犁頭也未使	 	 屋底秧兒段段生 /青
起計盤王先起計	 	 盤王起計立春明 /哀
立得春哀都作了	 	 屋底秧兒段段青 /齊
起計盤王先起計	 	 盤王起計種苧蔴 /絲
種得苧蔴 /絲兒孫織	 兒孫代代綉羅衣 /花
起計盤王先起計	 	 初種苧蔴葉帶枝 /求
苧蔴葉細便成苧	 	 蕉蔴織細便成條 /羅
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗髙機 /架
閗得髙機織細布	 	 布面又彫（凋）李柳絲 /花
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ヤオ族文化研究所文献番号V-42（vhi20150911_0084）

盤財林祭司所有『盤王大歌』ヤオ族文化研究所文献番号
V-85（vhi20150913_1541-9902）

ヤオ族文化研究所文献番号V-85（vhi20150913_9851）

起計盤王先起計	 	 盤王起計立春受 /明
立得春明都定了	 	 屋背旱禾洞洞齊 /青
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗犁（黎）耕（更）/鈀
鼠王過海偷禾種	 	 龍王含水噴（吩）禾生 /花
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗犁（黎）鈀 /耕（更）
閗得犁耕（更）也禾使	 屋背大塘（唐）穀豹芽（牙）/生
起計盤王先起計	 	 盤王起計種苧痲 /蕉
苧痲綪細不成苧	 	 苧蔴圊綪細不成花 /撩
起計盤王先起計	 	 盤王起計種苧蔴 /被
種得苧痲兒孫綪	 	 兒孫世代綪羅花 /絲
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗高加 /機
閗得高加 /機織細布	 布面有條裡柳花 /絲
起計盤王先起計	 	 盤王起計閗高台 /州
着苧盤王先着苧	 	 着蕉 /羅盤王先着蕉 /羅
閗得高機織細布	 	 三布押來四便齊 /收
盤王着蕉世也好	 	 盤皇着蕉/羅更逍遙（消撩）/流羅

16行と該当箇所の影印を並べてみる。
　経文は漢字にヤオ語の訓読みと広東語や西南中国の
音読みも取り入れた音をあて節を付け誦経するので、
同音の異なる漢字をあててしまうこともある。
　祭司が手書きで書き写すときにも書き間違いが起こ
ることもある。
　経文は七言を1句とし4句を1セットとするが、歌堂
儀礼の際聞いた音の記憶を優先させたり、文脈に解釈
を加えたりして、4句の入れ替えも起こる。
　単純に手偏が木偏になったり、月が日に、日が月に
なったりということも頻繁に見える。
　今後異本の分析を進めることで『盤王大歌』のプロ
トタイプとバリエーションの実態を明らかにしたいと
考える。

（所員　神奈川大学　経営学部教授）


