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混交を内側から切り分ける
―チベット高原東縁部の多民族村における宗教実践をめぐって

別　所　裕　介

１ ．はじめに

　本稿の目的は、ひとつの集落に混住する複数の民族集団が共有する宗教
的実践を焦点として、その成り立ちを多角的に検証することを通じ、チ
ベット東縁部という複合文化地帯に対するより深い理解に到達するための
糸口を提示することにある。
　チベット東縁部、すなわち歴史的にチベットと中国（およびモンゴルと
ムスリム）という異なる特色を持つ文化圏のバッファゾーンを形成してき
たチベット高原の東側辺縁部は、地域研究者にとって非常に興味深い状況
を呈する 1 。そこには、チベット高原の縁（ふち）が形成する総延長数千
キロにわたる生態的・地形的落差が広がっており、社会集団としても、チ
ベット系、モンゴル系、ムスリム、そして漢民族などの集団が近接・混交
する、多民族のモザイク状ベルトが広がっている。
　この文化複合性はさらに、清代末期から国民党、共産党へと通時的に引
き起こされてきた政治・経済分野での辺境統治のレジームの変化を共有し
ている。特に中華人民共和国の建国後は、社会主義集団化を特徴とする一
連の革命イデオロギーの時代を経て、改革開放、そして2000年代にはじま
る西部大開発によって、中国マジョリティ社会への強い統合の力にさらさ
れている。早くはサミュエルによって認識されている通り、こうした複合
性を持つチベット東縁部の研究は、同じチベット高原の南縁に位置し、
1990年代に至るまで外国人に門戸を閉ざしていた本土チベットの代替的調
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査地として研究蓄積が進んできたネパール・ヒマラヤ社会の民族誌研究と
比較・検討されるべき重要性を持つ［cf. Samuel 1994］。
　だが、現状のチベット東縁部をめぐる研究では、中国本土の研究者によ
る「族際」（zuji）2 と呼ばれるマクロな民族間関係を扱うアプローチが主
流である［cf. 刘 2003, 切排 2009］。そこで述べられる民族間関係とは、外
から認定された公定民族レベルの「民族文化」の枠組みによって境界を固
定化された実体同士の地域間交渉（これを論者たちは「区域文化」と呼ん
でいる）であり、実際の多民族集落のローカルな日常生活の文脈における
ミクロな交渉の過程までは視野に入ってこない。費孝通 3 に由来する「中
華民族論」に与する論者たちは、チベットなりの「多元一体」のあり方と
して多民族地帯に着目し、民族間の「共依存」的関係（例：チベット人と
モンゴル人）や「相互排他性」（例：チベット人とムスリム）といったマ
クロな力関係に基づく多元文化の形成が「多民族地域特有の共存の知恵」
の結晶であることを証し立てようとする［刘 2003：196- 8 ；切排 2009：
243- 7 ］。
　しかし、多重な意味がひとつの場をめぐって交錯する多民族社会という
枠組みにおいては、日常社会のレベルで観察される個々の宗教行為を単一
の「民族文化」に由来するものとしてあらかじめ固定してしまうことが原
理的に受け付けられない。つまり、調査地で実際に観察される複合的文化
事象を、「相互依存」や「相互排他」といった機械論的な表現で類型化す
ることは、日常生活のローカルな局面において、「民族」という枠組みを
前提としないまま当人たちによって無意識的に遂行されている宗教行為を
記述する上では粗略である。
　こうしたアポリアを乗り越えるためには、「区域文化」という想定のも
とで語られるマクロな民族間関係の下位にある、生活レベルのミクロな実
践に分析の焦点を合わせることが必要である。そのことは、チベット東縁
部が周縁化された領域であるがゆえに、「チベット仏教社会の外延形成を
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めぐるメカニズム」や「チベット人であることの民族性の根幹」といった
重要なトピックを熟考することにもつながっていくであろう。
　以上をふまえた上で、調査地で観察されたローカルな宗教的実践の文脈
を内部からより分けるため、本稿では、チベット東縁部の東北角に位置す
る「ホワリ」（天祝チベット族自治県）に所在する多民族集落を舞台とし
て、特に「山の神信仰」とこれに関係する習俗に関する参与観察資料を取
り上げ、その場に生活を送ってきた複数の民族が共有する土地に対する宗
教的認識にもとづいて分析を行う。

２ ．調査地の概要

2.1　歴史的背景
　「ホワリ」（dpa’ ris）とは、チベット語でジェラク・チュ（'je lag chu）
と呼ばれる大通河両岸に広く分布する往年の古代チベット部族に対する呼
称で、「英雄の部民」といったような意味である。この地に住むチベット
人（＝ホワリワ）は、吐蕃王が唐朝との国境に送り込んだ辺境防備軍の子
孫と自称している［乔高才让 1998］。また、ホワリは「アムド」（a mdo）
と総称される北東チベット地域 4 を構成する諸地域の中で最も河西回廊の
そばに位置し、漢民族との文化接触の最前線に置かれてきた。
　伝統的に牧畜地域であったホワリは、モンゴル親王、ロブザン・テンジ
ンの乱以降、大規模な清朝政府の政治介入を受けるようになった。1753年

（乾隆十八年）には、庄浪に茶馬交易所が設けられて、この地域のチベッ
ト人を統轄した。徴兵免除の優遇措置である「以馬代丁」、すなわち人を
以て馬に替える、という決まりは、人口が希少な牧畜地域において徴兵を
免除する代わりに馬を差し出す、という取り決めであり、このころより続
く制度であるという［乔高才让ほか 2004］。1909年の時点で庄浪の茶馬管
理庁の管轄下には36のホワリワの部族がおり、その全体の人口は2256人で
あった［乔高才让 1998:135］5 。そのころから、徴兵を逃れるため、清朝
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末期の回族反乱によって圧迫されたモンゴル系のホルパ（トゥ（土）族）
や漢地の住民（漢族）6 がホワリ境内に避難してくるようになった。
　これらの避難民のうち、漢民族は多く西寧一円、および古浪・大通など
の地域から移住してきた。彼らのもともとの祖先は山西・陝西の黄土高原
から青海地方に入植した人々であり、チベット仏教に親和的だが、葬儀な
どは仏教僧に依存せず、「陰陽」（yinyang）と呼ばれる専門の職能者を雇
う。一方モンゴル系のトゥ族（自称はチャガン・モンゴルで、「白いモン
ゴル人」の意）は、大通河西岸地域（今日の互助土族自治県）から、20世
紀初頭のムスリム軍閥の圧迫を逃れてきた流民であり、大通河の東岸地域
に集中して居住している。モンゴル語系統の言語を話すが文字は持たな
い。故地に著名なチベット仏教寺院である佑寧寺（グンルン・ゴンパ）を
擁していたため、現在でもチベット仏教を信仰する世帯が圧倒的に多い。
　もともと放牧地であったこの谷は、外からの移住者の到来後、急速に開
墾が進んだ。他方で、ホワリワが代々続けてきた牧畜は、移住前から故地
で農業を専業としていた避難民たちにも受容された。彼らのうち、比較的
独立した地位を与えられていた佃戸は自らも家畜を手に入れ、農業の合間
に放牧を行った。また、借金が多く余剰収入の少ない小作者は家畜を多く
有するホワリワの牧夫として雇われて山中に入った。中華人民共和国の建
国後、ホワリは「天祝チベット族自治県」に編入され、全国でもっとも早
く成立した「チベット族」（蔵族）の自治単位として1950年 5 月にスター
トした。このとき「民族識別」により、「蔵族（zangzu）・漢族（hanzu）・
土族（tuzu）」の公定民族区分が成立した。先述した事由により、チベッ
ト族自治県であるにもかかわらず、チベット族と認定された人々の数は県
総人口の三割に過ぎなかった。
　その後、集団生産体制への移行が始まり、「封建地主」として打倒され
た先住民ホワリワと移民者との地位は逆転した。82年に人民公社が解体さ
れ、個人請負制が施行されると、集落の各世帯には頭数ごとに農地と家畜
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の分配が行われた。このとき、チベット系住民が山での牧畜を志向したの
に対し、漢民族とトゥ族住民は農耕へ傾斜する、という明確な分岐が起き
た。この際、家畜と農地の交換が大々的に行われた。しかし近年では、畜
産品と農作物の大幅な下落に伴い、多くの世帯で、放牧や農業による収入
に代わり、都市部への出稼ぎが生計手段の大きな比率を占めつつある。こ
うして、今日の村では、家畜に生計を託しつづける世帯と、それらを売却
し、出稼ぎなど副業に精を出す世帯との分化が進んでいる。

2.2　調査村の概況
　調査地は、大通河流域の K 谷上部に位置するＬ村である 7 。居住地の標
高は2300～2450ｍで、人口は約780人、世帯数140戸である。このうち先住
民であるチベット系住民は26世帯であり、彼らはグンザン・ツォワと呼ば
れるひとつの氏族集団を構成している 8 。Ｌ村内の民族比率は、チベット
族19%、トゥ族42%、漢民族39% であり、先住チベット人は全体の 2 割に
満たない。この氏族の内部は 3 つの父系リネージ（phar ting）の系統に
分かれている。近代以降のグンザン氏族は男子の跡継ぎに乏しかったた
め、近隣の他のチベット系氏族や、トゥ族の男性を婿にとるなどの方法で
家系を維持してきた。一方、トゥ族住民と漢族住民の間では相対的に複雑
な通婚関係が存在しており、両者の垣根は漢民族とチベット系住民の間ほ
どには高くない。
　長期の混住によってもたらされたそのほかの影響として、言語の変動が
ある。この村の50代のチベット人男性を中心として、文革世代に属する
人々はチベット語による会話能力を失っている。ここより標高の高い村で
はまだ日常会話においてホワリ方言（アムド方言の一支系）が維持されて
いることから、言語の使用状況は標高差による牧畜依存への傾斜度と対応
していることが推測できる。
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３ 　一義的儀礼領域：山神崇拝

3.1　山の土地利用と農牧複合
　現在も、この村の主要産業として家計収入の一定割合を占める牧畜は、
山の資源を的確に活用しなければ成り立たない生業活動である。そのため
には集落を取り巻く自然環境に対する豊富な知識が必要である。ここにお
いて、放牧にかかわる空間の編成は、人間と高地生態系との間で、家畜の
群を介して生活資源を手に入れるための生の技法をマッピングしたもので
ある。時間的には冬季と夏季の 2 つに大きく区分されており、10月以降、
一定の年齢に達したヤクを除き、すべての家畜を「グンサ」（冬の草地）
と呼ばれるより標高の低い居住地周辺の草地へ移動させ、夏の間に蓄えた
藁で給餌し、 4 月にまた山中の放牧小屋へ戻る。チベット語で「ユラ」

（yul lha）と呼ばれる山の神はこのような移動を伴う生活の文脈の中で環
境に埋め込まれた精霊として信仰されてきた。以下、この氏族の山の神で
ある「アニ・ドンツェン」（A myes gdong btsan）の祭祀体系と関わる山
の空間構成を参照しながら、Ｌ村の住民全体が奉献するこの神格と農牧複
合との関係について見ていきたい。
　アニ・ドンツェンは、昔大通河流域に割拠したという13氏族を代表する

「大通河十三大山神」（’je lag mthon po bcu gsum）と呼ばれるセットに
なった神格群のひとつである。13山神にはそれぞれ供犠祭祀の際に唱える

「サンチョー」と呼ばれるテキストが残っており、そこにその姿かたちに
関する記述がある。それによると、アニ・ドンツェンは白い顔で、赤色の
絹服を身にまとって、茶色の馬にまたがっている。これに基づいてタンカ

（伝統的な仏画）も制作されている。半農半牧で生計を立てるＬ村は、こ
のアニ・ドンツェンのふもとの谷あいに開けている 9 。ここでは、耕作地
と居住地は、山の麓の標高2,200～2500ｍの一帯に開かれている。
　一方、各戸の働き手のうち最低ひとりの人間が、 4 月から 9 月までの一
年のほぼ半分を山の中腹に設けられた「ヤルサ」（夏の草地）と呼ばれる
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放牧地（標高3000ｍ～3300ｍ）で過ごしている。その任務は羊・山羊・乳
牛・ヤクに夏の間高地の草を食ませ、良質の乳製品とカシミアなどの畜産
品を生産することにある。出稼ぎに頼ることを好まない住民にとっては、
畜産品は今日でも依然として彼らの重要な現金収入の手立てとなってい
る。夏営地から上の領域、山頂の「ラツェ」（lab tse）と呼ばれる社を中
心とした頂上部標高3500ｍは「ドンツェン・ダン」（ダン＝座）と呼ば
れ、毎年旧暦 6 月15日の祭儀のとき以外はみだりに立ち入れない場所であ
る。
　草を求めて山中を彷徨する家畜の命運は山の神に握られていると言い、
また山の一切の動物は山の神にとって子供のような存在であると言う。事
前に山の神から了承を得るための供犠祭祀などを行わず、山中の野生動物
をむやみに傷めることは、容易にその怒りを呼び起こす。その結果、当事
者は不慮の怪我に見舞われたり、頭部の疾患、体のしびれを覚えたりす
る。また、その人は家畜の失踪や畜疫による被害を蒙ったりもする。特に
標高が高くなるほど、禁猟のタブーは厳しくなり、ふもとでは許されてい
る日常行動が制約される。
　一方、標高が高いほど、放牧者にとって物理的な恩恵がもたらされるこ
とも確かである。ドンツェン・ダンの一帯に生える草は居住区近辺のもの
とは質がまったく異なり、そこで家畜にひと夏草をはませれば、口蹄病な
どの感染症にかかりにくく、毛のつやも格段によくなるという。特にヤク
はここに生えるセールグと呼ばれる草を食むことで寒さに強くなり、強壮
で体も大きくなる。羊についてもここの草を多く食べさせることで、新鮮
な青草が無くなる冬の欠乏期の死亡率を最小限に抑えることができる。
　ドンツェン・ダンには「オマチュ」（乳の河）と呼ばれる小川がある
が、この水は家畜の病気に効くとされ、病気や怪我を持つ家畜、妊娠しに
くい家畜はそこで療養させると、ふもとで面倒を見るよりも早期に回復さ
せることができる。また、季節の変わり目には、出産、去勢、交配、剪
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毛、という家畜に関わる重要なイベントが行われる。特に、出産は冬の間
に起こるもっともリスクの高いイベントであり、再生産の基点となるた
め、母畜・子畜の管理に細心の注意が払われる。
　このように、ドンツェン・ダンから居住区の境界までに至る農牧複合の
立体的な生業空間において、一年のスパンで組み立てられた資源確保の活
動と互助的共同作業は農耕化が進んだ現在でも並行して維持されている。
山中の限られた資源をうまく利用する経験上の知識と対応して、山中の重
要な場所にはラツェが設けられており、その周辺では過剰な自然資源の採
取は抑制される。精霊の力の顕在を示すラツェはそのための有効なイン
デックスとなっている。

3.2　ラツェと空間のヒエラルキー
　このように、ラツェは標高に応じた空間のヒエラルキーを表象する機能
を果たすが、通常、これは占星術の知識を持つ職能者や僧侶によってその
建てるべき場所が判断され、地中に「ウェンバ」（ 5 種の穀物と宝物を布
袋や素焼きの壺に詰め、加持・祈祷を加えたチベット仏教の呪物）を埋め
た後、その上に「ヤンダー」と呼ばれる槍状の木のポールを束にしたもの
を設置し、高位の出家僧による開眼を経てはじめて機能するようになると
考えられている。
　先述の頂上部に建てられたラツェをはじめ、現在アニ・ドンツェンの山
域に見られる複数のラツェはすべて80年代以降、もとあった場所に、それ
ぞれの生産大隊10の有志によって復興されたものである。Ｌ村の場合、内
部は 4 つの生産大隊に分かれているが、彼らの夏の放牧地には手近なとこ
ろに小規模なラツェが置かれており、定期的な祭儀の用に供される。
　Ｌ村では、毎月 1 、 8 、15、25の吉日に、山神に対して世帯ごとの焼香
が行われる。このほか、年単位で見ると、以下の 5 つの祭儀が毎年のルー
ティンとして遂行されている（以下の日付はいずれも農暦）



（35）混交を内側から切り分ける 86

1 ） 1 月中の吉日：最寄りのラツェに赴いて「サン」（ビャクシンの
枝葉）を焚き、各種の供物を捧げる

2 ） 1 / 7 ：谷の最下部にある集落の境界を示すケルンに、銃弾に見
立てた108個の黒い石を積み上げる

3 ） 2 月中：読経僧を家に招き、山の神への祈願文と各種経典を読む
4 ） 5 /28：アニ・ドンツェンの麓に開けた草地で、氏族合同の夏の

競馬会を開く
5 ） 6 /15：山頂のラツェにヤンダーを持参し、ラツェのお色直し

（ラツェ・トパ）を行う

　この中で特に重要なのは、集落の構成員全体が山頂の大ラツェへヤン
ダーを届ける「ラツェ・トパ」という祭儀であり、秋の収穫に向けた山神
の加護を祈念する意味を持つ。このように、山の神の祭儀は、日常の世帯
レベルから、ヤルサにおいて共同で生業活動を行う生産単位、さらに全村
住民が集まって行う五穀豊穣と家畜の増殖、集落の安寧を祈願する全体行
事にまで及んでいる。

3.3　山の神をめぐる儀礼領域の特質
　かつては、山の神の祭儀は集落の男性メンバーによる「内的団結」とも
密接に関わってきた。国民党期にはムスリム軍閥から流れた匪賊が近隣に
たむろしていたため、山の神の諸儀礼は厳粛に行われてきた。実際、正月
7 日の儀礼はその名残であり、108個の黒い石は、山の神が外敵の襲来を
防ぐために使う銃弾に見立てられ、合わせて男子構成員の武運長久を祈る
意味を持っていた。
　今日、集落を守る、という意味での戦闘的な団結の必要性は大幅に減少
した。だが、生産大隊の単位、および全村規模で実践される山の神祭儀
は、生態的に階層化された土地利用のもとで、豊かな収穫の正否と直接的
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に結びつけられてきた。他方で、先に見たように、守護神としての山の神
は、村人の扱い次第では凶暴な悪神ともなりうる両義性を持った存在であ
り、村人は山の神の機嫌を損ねないように注意を払う必要があった。
　山の神の両義性に関して、ドンツェン・ダンの禁忌に関する以下のよう
なエピソードが今も山住まいを続けるひとたちに信憑性を持って語られて
おり、それらは村人の行動の監視者としての山の神の職掌についてよく表
現している。

　エピソード 1 ：谷の外から来たある猟師が、禁則を犯してドンツェン・
ダンで猟をしていて、立派な雄鹿をしとめた。近寄って見ると、鹿の背中
に鞍を乗せた痕のような模様があった。彼は「山の神の乗る動物を殺して
しまった」と思ってあわてて逃げ帰ってきた。だが、数日後には頭が異常
に腫れ上がり、脳梗塞のような症状を起こして死亡した。

　エピソード 2 ：ある村人が放牧の最中、ドンツェン・ダンの丘陵に質の
よい薬草がいっぱい生えているのを見て我慢できなくなり、こっそりとこ
れを掘って持ち帰ろうとした。夢中で掘っているうちに頭上で大きな落石
が起こり、そのまま岩の下敷きになって死んでしまった。

　このようなエピソードから知られる通り、もともと山の神とは、人間の
みならず一定の境域内の動植物すべてを差配する産土の神である。この意
味で、山の神は仏教のメジャーな神格にあるような安定性と普遍性を持ち
合わせない。集落単位の山の神に対する信仰は、あくまでも土着の生計手
段、および集落のメンバーシップと結びついた、領域の固定性（ローカル
なテリトリー意識）をその土台としている。
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４ 　二義的儀礼領域：風水

4.1　チベット式の葬儀
　ホワリ出身のチベット族研究者・乔高才让（1998：283）によると、前
近代までのホワリ地域における葬送の主流は鳥葬であったが、やがて次第
に火葬と土葬へ移り変わったという11。この地方では、チベット仏教に帰
依する信徒が死去した際、土葬の場合は遺体を屈葬用の縦型の棺に納めて
埋葬する。火葬の場合には「ロカン」と呼ばれる即席のかまどが作られ、
バターを燃料として用いて焼却したのち遺骨が埋葬される。死後数日の
間、親戚と友人たちがカタク（絹製のスカーフ）、茶などを持って故人宅
を弔問する。家人は49日間喪に服する。葬儀には近隣のチベット仏教寺院
から複数の僧侶が呼ばれ、遺族はより多くの功徳の回向によって故人のす
みやかな転生を支援することに注力する。
　村のチベット仏教徒の年寄たちの話では、20世紀初頭から入植者人口が
増えて埋葬のスタイルが変化する以前には、死者が出ると僧侶や在家僧に
日時と方角を占ってもらい、遺族が屈葬棺を指定された方角の山中に運ん
で適当な場所に深く埋める。遺体を一箇所に集めることはなく、死者が出
るその都度、指定された方角に運んでいくため、時間がたつにつれ、棺を
埋めた場所は忘却されたという。
　今日でも、村内で行われる葬儀の場面では、チベット仏教徒と漢民族の
間に目だった差異がある。チベット仏教式では遺体を弔問客に対面させ
ず、代わりに正面に菩薩像を置いて、弔問者にはこれに五体投地と回向供
養をしてもらう。棺は仏間に隠されて家人以外の目に触れることは無く、
参列者は「スル」と呼ばれる麦粉を主体とした葬礼用の供物を香炉にくべ
る。一方漢族住民の葬儀では、弔問客はまず故人の棺に対面する。その
際、弔問者は両掌に線香を挟み、故人に対して跪いて礼拝をする。弔問者
が焼香台にくべる供物は紙銭を主体とする先祖供養の品々である。
　双方の葬儀において、「死者を直接礼拝の対象と見なすかどうか」が大
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きな分岐点となっている。チベット仏教に帰依する住民の間では、弔問客
に死者を礼拝させることはタブーである。彼ら自身の説明によると、「弔
問客の中には還俗した元・僧侶や修行を積んだ在家行者などがも含まれて
おり、そうした目上の身分の人々に遺体を拝ませることは故人のカルマを
悪くし、速やかな転生を妨げることになる」と述べる。このような考え方
の相違から、実際にチベット仏教徒と漢族住民がお互いの家を弔問する場
合には、それぞれの重んじるやり方で死者を弔うことが暗黙の了解となっ
ている。
　このように、チベット仏教式の葬儀では、死者の意識が向かう生まれ変
わり先を重視し、残された肉体に崇拝対象としての価値を認めていない。
だがその一方で、移入者である漢族住民と長期に渡って同じ村での共同生
活を送ってきた土着のチベット仏教徒たちは、まったく異なる角度から、
死者の遺骸を道具的に用いる宗教実践に大きく感化されることとなった。
それが、漢民族の祖先崇拝に付随する「墓地風水」の伝統である。
　墓地風水とは、祖先の骨が父系リネージでつながった子孫に対して好影
響を及ぼすとする考え方である。一般にホワリでは、好風水の選択によ
り、祖先の骨を介して、①財運向上、②立身出世、③子孫繁栄のうちのい
ずれかの効果が子孫にもたらされるという。風水の基本は景観解釈であ
り、墓地風水の好適地を探索するためには、集落の後背山を中心とする自
然環境全体を個別の景観要素に還元して解釈し、気の流れ（龍脈）を突き
止める専門的知識が不可欠である。この点で、前章で見た第一義的儀礼領
域（Ritual Territory）12としての「アニ・ドンツェン」は、同時に墓地風
水の好適地を探索する対象とも見なされている。これが、この村における
第二義的儀礼領域であり、多年に及ぶ混住生活により、風水に関する知識
はチベット系住民の間にも深く浸透し、彼らは、通常はチベット地域にお
いて見られない祖先墓を持つに至った。
　筆者がＬ村のグンザン氏族の墓地を調べたところ、 4 世代以上遡るもの
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は見つけられなかった。このことは、移民が流入してあとに、先住するチ
ベット仏教徒の側から墓地造営に能動的に順応していった形跡を示してい
る。以上の点を詳しく検証するため、以下では同氏族の P 家が実施した
墓移動（qianfen）の事例を検討する。

4.2　墓地風水
　以下では、2006年 5 月13・14日の両日、P 家が実施した墓移動について
の参与観察資料を整理して提示する。今回の P 家の遷墓の原因は 2 つあ
る。ひとつは、墓の造営からすでに60年以上が経過して、墓地が手狭に
なったこと。もうひとつは、墓地の脇の土手が鉄砲水によって崩れたこと
で「龍脈が断たれたのではないか」という懸念が持たれたことによる。
　このため P 家の当主は、蘭州市に暮らす地元のチベット仏教僧院の高
僧のつてを頼り、この高僧に弟子入りしている風水師の X 師を紹介して
もらった。P 家では X 師に依頼して墓相を見てもらい、結果、旧墓から
700m ほど離れた山間部に X 師が探し出した新しい候補地へ墓地全体を遷
すことに決めた。X 師は蘭州市出身で56歳、大都市の蘭州でも優れた風水
師として評判の人物である。彼の本業は役所のお抱え運転手であり、毎月
サラリーをもらっているが、最近は風水判断の仕事を頼まれることが増
え、休みのたびに地方へ出かけることが多いという。彼は先述の高僧との
親交を通じてチベット仏教に造詣が深く、チベット人の考え方にも理解が
あるため、P 家の当主である ST は X 師に大きな信頼を寄せている。
　 5 月13日の当日、X 師は弟子の Y 師を伴い、午前中に P 家に到着した。
Y 師は黒い手提げかばんを持ち歩いており、中には「羅盤」（luopan）と
呼ばれる龍脈測定のための道具一式が入っている。以下、この二日間の段
取りを概略して示す。
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1 ） 1 日目午前：墓の掘り起し
　朝 7 時半、土地の神々への読経と供犠祭祀を済ませた後、墓地に集まっ
た男性20人（ST の次男の友人ひとりを除き、すべてグンザン氏族とその
姻戚）でシャベルを使って一斉に墓を掘り返しはじめる。墓は全部で 7 つ
あり、世代順に左右にひとつずつ、上から下へ配列されている。墓からは
どうしても「毒気」（人体のまだ乾いていない部分がもたらす悪気）が出
るので、マスクと軍手を着用し、常時口にアルコール度数の高い蒸留酒を
含みながら進められた。
　やがて、合計 5 体の人骨が掘り出された。 1 体は火葬（a）、 3 体が屈葬
棺に入った形での土葬（b、c、d）、 1 体はむきだしの土葬（e）であっ
た。のこりの 2 墓のうち、ひとつは空、もうひとつは1958年に強制労働に
送られた ST の父のもので、そのまま遺体も戻らなかったため、本人の身
代わりとして木製の霊牌が入っていた。
　e は ST の長兄であり、若くして病死した。子孫を残さなかったため、
遺体はリネージのラインから少し外れた脇に埋められた。文化大革命期で
あったため、棺も使わずそのまま土に埋められた。
　ST の母（d）と e の遺骸は肉がまだ骨に残っている状態だったが、祖
父母（b、c）の肉は完全に腐食しており、骨は部分的に湿った状態だっ
た。
　墓穴に細かい骨を残すことがないよう、篩をつかって掘り出した土を丁
寧に選別する作業が進められた。食事休憩と帰宅時には、P 家の門前に
ビャクシンの香煙がたかれており、傍らには出刃包丁が置かれている。墓
掘りに従事する人はその煙をまたいで身を清め、出刃包丁で足元をそぐ仕
草をしてから家の中へ入らねばならない。

2 ）一日目午後：新墓の位置確定
　同日午後、風水師の二人は遷墓先の予定地へ赴いて、「羅盤」を使って
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龍脈を測り、糸を張って、新しく掘るべき墓穴の位置を区画した。その日
一日、家では女性たちが明日の再埋葬に備え、大量の供物の用意に忙殺さ
れていた。また、霊牌が朽ち果てていた ST の父親のために、風水師の指
示に応じて霊牌を新たに作り直す作業が行われた。霊牌は、まずセメント
のブロックに父親の名前を漢字で記し、その上から、ST の指から採取し
た血液を適宜塗布することで作られた。こうすることで、新たな霊牌は本
人の身代わりとして作用するという。墓ではすべての骨の掘り出しと整理
が完了し、各遺体の骨は 5 つの麻袋に収納された。骨はしかるべき手続き
をふまずにその場からみだりに動かすことができないため、この夜、ST
の次男は墓場にテントを張り、徹夜で骨の入った袋を見守った。

3 ）二日目早朝：骨の移動
　まだ太陽が昇らないうちに、一晩旧墓で守をした骨を新墓へ移動させ
る。骨の移動に際しては、祖先の霊魂を先導する幟を必要とする。幟には
漢字で「太乙玄冥神虎寶幡引領亡過 P 氏先祖諸位」と書かれ、ST がこれ
を掲げて先をあるき、すぐあとに麻袋を抱えた次男たちが続く。この日
は、近隣のチベット仏教僧院の読経僧も呼ばれていた。

4 ）二日目午前：新墓の掘りあげと骨の設置
　新しい墓は、向かって右側に黒土の地質を持った「陰山」と、向かって
左側にある白土の地質から成る「陽山」の双方の土手がなだらかに下って
くる位置にある。そこはアニ・ドンツェンの尾根の切れ目に位置する。墓
の正面には沢が流れ、墓の後方には直立する岩山がある。これは「子孫繁
栄」のまたとない好風水だという。彼はこのほか別の場所に「財運」の相
を持つ候補地も発見したが、従来から男系子孫に乏しい P 家の子孫繁栄
を望む ST の強い希望でここに決まった13。
　午前中いっぱい、風水師によって指定された位置に穴を掘る作業が続
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く。穴がひとつ掘りあがったら、ST もしくはその弟の NT が穴の中に入
り、遺骸の頭部を岩山の方向へ向けて骨を並べていく。
　中に納める人骨は、山から降りてくる脈気をまっすぐに骨に受けるため
に、たこ糸で示された中線の真下にあわせて揃えなければならない。ひと
つの遺体を一通り並べ終わると、副葬品としてお菓子、穀物、乳製品など
を詰め合わせた焼き物の瓶と箸一膳、などを頭の脇にお供えし、最後に
シーツを上からかけて体を覆うようにする。

5 ）二日目午後：埋戻しと供養
　墓内部の「陰」と陽」の兼ね合いのため、これらの作業は太陽が中天に
かかるまでに終えねばならない。この間、二人の風水師は羅盤を使って、
並べ終わった骨の位置を確認して回る。そして、丁度墓穴の上半分に斜め
に日光が差し込むタイミングを見計らって、土を埋め戻す。
　それまでの間、読経僧が招福攘災の経文など、チベット仏教の経典をひ
としきり墓の傍らで唱える。このとき、ST は、風水師の指示とは関係な
く独断で、新墓の周囲四隅と四方位、合わせて 8 箇所に、僧院で加持祈祷
を済ませたウェンバを埋蔵した。地中に埋葬されるウェンバはその場所の
地気を高める作用を持つと同時に、その場を司る精霊に対して、土を動か
したことを詫びる供物としての意味も持つという。
　夕刻、埋め戻した各墓の上にそれぞれ盛り土をし、果物やパンなどの供
物を並べる。そして全員で五体投地をして経文を唱え、作業が完了する。

4.3　風水の流布を後押しするもの：集落内格差の説明原理
　風水は父系リネージの下降ラインに沿って作用する。つまり、ここでみ
た遷墓の結果、その恩恵を受けられるのは、ST の祖父を起点とする男系
子孫の世帯である。このように、先に見た山神信仰があくまでもＬ村の全
住民を対象として組み上げられていたのに対し、墓地風水による影響は谷
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の住民を世帯単位で分節する。
　ここで重要なことは、個々の世帯による風水操作への参画が、ローカル
で顔の見える範囲の村の中の人間関係に影響を受けている、ということで
ある。墓地風水がもたらすとされる 3 つの効果は、集落内の目に見える格
差の説明原理として、村人同士の日常的な語りの俎上にのぼる。たとえ
ば、ある特定の家系のメンバーに、大学への進学や役所での任官といった
吉事が続くことは、「立身出世」の風水操作を行った結果であると受け取
られ、そうした吉事に恵まれない一般世帯との差を説明する原理となる。
　アニ・ドンツェンのお膝元にあるこの谷において、有効な風水を有する
景観資源は限られているため、各世帯は機会さえあれば自分たちが最良の
風水を手に入れるべく努力することになる。より良い風水地の獲得のた
め、他者の畑を購入したり、共有地を占有したり、といった事態も村内で
は恒常的に見られる。死者の「骨」を呪物として、ただ墓の造営の「場
所」さえ選べば 3 種類の「運命」を操作できるとされる風水術は、集落の
自然環境中に「祖先の墓」という儀礼領域を競合的に獲得することを常に
促進する方向に動いている。
　これは逆に見れば、風水失敗を恐れる全村民共通の心理としても働く。
P 家の遷墓の理由に見られたように、「墓が手狭になった」や「地形が変
わった」ことで失敗した可能性のある風水を抱え込むことは、村内の不平
等を説明する原理として流布する墓地風水の言説的な力により、「民族」
や「宗教」の違いを超えて、切迫したものごととして受け止められる。

５ 　混交の内側

5.1　差異化の位相
　風水研究者の渡邊によると、漢民族の祖先崇拝の要点は、「死の穢れを
回避するための死体処理の道筋、肉と骨の効率的分離、骨による永続的守
護能力の保持」［渡邊 2001］であるという。
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　一方、輪廻する世界を説き、すみやかな転生を眼目とするチベット仏教
では、意識が再生に向けて移行したあとの抜け殻同様の肉体を運命操作の

「道具」として扱うという発想自体が存在しない。
　仏教学者の立川が述べるように、タントリズムを躊躇なく吸収したチ
ベットにおいては、「人間のみではなく、人間の容器たる世界も『聖なる
もの』の電荷を帯びる。人間とその容器の区別そのものがなく、天体も山
も川も人体と同質なるものとして把握される」［立川 1993：33］。
　また、チベット人の「心身二元論」について、チベット学者の小野田は
より直截に述べている。「チベット仏教文化の根底にある生命観や霊魂観
には、「心」（あるいは霊魂）と「身体」との別体感が強く存在しているよ
うに思われる…この肉体に一時的に宿った『心』にとっては、その肉体の
みが有限であって、本質ではないことをチベット人は社会的経験の中で認
めてきた」［小野田 1993：69］。
　これらの見方はチベット研究の流れではほとんど自明であり、独特の葬
送法である「鳥葬」を行い、「転生する化身ラマ（活仏）」を信仰する「チ
ベット仏教の死生観」と、遺体を通じた祭祀を生者の生活と結び付けて考
える「祖先崇拝」とは相容れない対立項として捉えられる。
　このような、 2 つの相反する原理のもとに置かれた社会システムの拮抗
を前提とするならば、上記で見たホワリのチベット仏教徒たちは、上述の
ような典型的なチベット人イメージから逸脱してしまっていることにな
る。そしてこうした逸脱の存在は、容易に「漢化」されたチベット人（一
方の特質を失って一方へと移行した種類のひとびと）、という判断を呼び
起こすことになる。
　こうした文化圏概念の設定に最初から立つのであれば、先に観察したよ
うに、墓と骨の配置に漢族同様に熱中し、風水の力になにひとつ疑いを差
し挟まないホワリワたちは、通常のチベット文化圏の住民に比べて、祖先
崇拝の体系に圧倒的に取り込まれ、同化された状態にある、と結論付ける
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ことができるだろう。
　だが筆者は、儀礼実践の行為形式とそれを支える信仰観念が別個の次元
に位置するものだと考える。あるひとつの集団が「漢化されている」と言
明するためには、そのマクロな意味での同化の力が、実際にそこに暮らし
ている住民の「その場に住み着くための振る舞い」とどのような関係にあ
るのかが問われた上でなくてはならない、と考える。これこそが、本稿が
示す「混交の内側に入り込む」という視点の中身である。以下では、チ
ベット仏教徒の住民がどのように祖先崇拝の体系を受容しているのかを通
して、混交の内側の成り立ちにアプローチする。

5.2　祖先崇拝の儀礼領域の拘束性
　「祖先崇拝」を中核とする漢民族の儀礼領域に関する著名な先行研究の
中で、フリードマンは死者祭祀を「家庭内的レベル」と「系譜的レベル」
の二系統に分けている［Freedman 1958］。前者においては、情緒的、感
情的レベルにおいて「近い先祖」が「メモリアリズム」（追憶主義）のも
とで祭祀対象となる。後者ではその内容は守護神的存在であり、畏怖の感
情の元で「遠い先祖」が祭祀対象となる。
　また、前出の渡邊［渡邊 1990］の整理に依れば、風水に関して、祖先
の骨が単なる媒介物として機械的に龍脈を媒介すると考える「機械論的解
釈」と、祖先の人格による作用を重視する「人格論的解釈」のふたつが提
起されている［Freedman 1967，Ahern 1973］。また、漢民族の凝集性と
オーソプラクシィのあり方に着目したコーエンによれば、漢民族にとって

「祖先崇拝」は単なる宗教実践ではなく、中華文明の継承者としてのアイ
デンティティに関わる幅広い社会性を持つ［Cohen 1991］。
　以上を踏まえた上で、まず、チベット系住民がどの程度、渡邊のいう意
味での「祖先祭祀の要点」に拘束されているのかを検討してみたい。
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1 ）死のけがれの回避と死体処理
　遷墓に際して、骨は掘り出されたその場から動かすことができず、翌日
の朝、のぼりによって先導されるまで厳重にテントの中に保管されてい
た。ここには、死者の霊が骨と一体である、という観念が反映されてい
る。また、遺体を掘り出した人々は、家への出入りの際には火と刃物で穢
れを払っていた。チベット語では、この種の死者から受ける穢れのことを

「ヂプ」（sgrib）と呼ぶ。村落社会の文脈では、ヂプは、墓のほかに事故
や災害で死人が出た場所にも残るとされる。

2 ）「不孝」と血のつながりの文脈
　遷墓においては、ST の父親と長兄の二体がイレギュラーな状態であっ
た。すでに見たように、父親は58年の動乱時に官憲に捕縛され、労働改造
に送られたきり、戻ってこなかった。このため、ST が身代わりとして血
液を提供することで、父系リネージを遡って墓の中で継承されることが行
われた。長兄については、若くして親より先に死に、また子孫を残せな
かったことで、「不孝」の文脈に抵触している。このため、一緒の墳墓に
祀れない、という判断が加味され、新墓に移動後も、やはり向かって左側
に少し距離を置いた場所に埋葬された。

3 ）骨のセッティング
　遷墓をめぐっては、 3 つの主要な効用の中からひとつを選択する、とい
う部分でしか施主側の裁量がきくところはなかった。新しい墓の場所が決
定した後は、骨と風水に関わるすべてのものごとは羅盤を駆使して龍脈の
位置調整を行う風水師の指示によって進められ、そこにチベット仏教関連
の事物が立ち入るすきはまったくなかった。また、チベット仏教との関連
では、わずかに近隣の僧院から若い読経僧が招かれ、土地と諸方の神々を
祝福する経文を唱えるだけであった。
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　以上のように、死の穢れに対する民俗的な処置の仕方を除き、①骨の管
理と移動、②イレギュラーな死者の処置と霊牌の作成、③墓地風水の再設
定、のすべては、風水師によって提示される「正当なやり方」としての祖
先崇拝のオーソプラクシィに完全に従っていた。また、そのような拘束性
は、P 家の成員が勢ぞろいした遷墓の機会において、彼らの先祖とのつな
がりを再確認させ、メモリアリズムのもとでの一族の一体感を味わう効果
をもたらしたことは確かである。
　だが一方で、以下の諸点において、チベット系住民は祖先崇拝のオーソ
プラクシィに形式的に従ったまま、別種の実践を実現している。

5.3　祖先崇拝の儀礼領域からの部分的離脱
1 ）墓石
　祖先崇拝のオーソプラクシィにおいては、故人の名前と生没年を墓石に
刻み、個別の死者ごとに墓碑を建立することで、地中の骨と霊の関係を固
定する。これらは経済状況の許す限り、迅速に行われる。一方チベット系
住民の場合、経済状況に応じて墓石を一枚購入し、これを墓地の最上部の
位置に、墓地全体の位置を示すために置く。そこには故人の名前などは一
切刻まれず、代わりに「ナムカ」と呼ばれるチベット文字を組み合わせた
象徴図形が刻まれる。毎回墓参りの際にはその位置に土地の神々に向けた
供物が捧げられる。この場合、墓石は墓地に眠る祖先を個人化するために
建てられるのではなく、単に墓地の位置を明示するための性格が強い。

2 ）土地の帰属
　祖先崇拝では、都市部から招いた風水師の指導のもと、墓地の最上部
に、「本営后土之神位」と刻んだ白い石のプレートを立て、先祖とは別個
に供物を捧げて祀る。「后土」（houtu）は地下の冥界を統べる道教の根本
神の一柱であり、広く中国各地において墓地に付随する神格として祀られ
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ている。一方、チベット系住民の墓地にはこの碑は設けられない。「后土」
という一元的な普遍性のある神格は想定されず、墓地となる土地の帰属は
あくまでも、土着の山の神を筆頭とする土地の精霊に帰せられるため、
ST の行為に見られたように、墓地の周辺に供物としてウェンバが埋蔵さ
れる。

3 ）供物の内容
　村では清明節や春節に墓参りが行われる。この際、漢民族の死者供養で
は、模造の金品である紙銭をもやし、豚の頭部を供物として捧げることが
一般的である。他方、チベット系住民が墓前に供える供物はスルや穀類に
限定されている。一般に、金銭や肉類からなる供物は、祖先を感情や人格
を備えた主体と見なすことで成立するが、チベット系住民の墓参りにおい
ては、 1 ）で見たように死者の個人化が志向されず、金品の代用となる紙
銭も用いられない。このことは、「贈り物を送り、享受してもらうべきメ
モリアルな相手の想定」という点で、チベット系住民に現実的な供物の受
け手を意識する力が弱いことを示している。

5.4　考察
　本稿で検討してきた 2 つの儀礼領域（Ritual Territory，以下 “RT” と略
称）、すなわち山神信仰（RT- 1 ）と墓地風水（RT- 2 ）は、どちらも山
という場（A）を対象とし、宗教的職能者の指導の下で特定の場所に宗教
的建造物（C）を構築し、そこに霊力の源泉となるレリック（D）を埋蔵
することでそれぞれの儀礼領域を確保する。
　つまり、多民族混交集落であるＬ村の宗教実践は、山という土地を媒介
として 2 種類の系統だった宗教実践の装置を備え、相互に相似する構造を
持って展開している【表 1 参照】。冒頭で述べた既存のチベット東縁部研
究では、RT- 1 の主体に「チベット族」、RT- 2 に「漢族」を当てはめる
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ことで、「族際」と呼ばれる多民族関係の研究を遂行してきた。そこでは
大同が小異を柔軟に包摂し、双方の集団が宥和的に折れ合うことで、長期
に持続可能な「多民族共存の知恵」が育まれてきたと総括される。だが、
本稿では、 2 つの系統だった RT を「民族」という社会的集合に帰属させ
るやり方を拒否したい。ここではむしろ、RT が構成的にそれぞれの「民
族」というかりそめの集合を現出させる基盤になっている、という逆の見
方を取る。その方が、多民族社会が作り出す境界線の成り立ちを可視化す
る上でより建設的であろうと思うからである。

【表 1 ：Ｌ村における各儀礼領域の対比】

Ａ 場所 Ｂ 霊質 Ｃ 建造物 Ｄ レリック Ｅ 対象集団 Ｆ 職能者の役割

RT- 1 山 山の神 ラツェ ウェンバ Ｌ村の全成員 山神の勧請

RT- 2 山 龍脈 墳墓 人骨 各世帯 風水の探索

　この見方の有効性は、RT 同士の共通性を見るより、双方の異動を突き
合わせる際に明示的になる。上の表 1 において、RT- 1 と RT- 2 が構成
する儀礼領域は、B. 霊質、E. 対象集団、F. 職能者の役割の 3 点において
分岐を示す。この分岐が生じる理由は、B が RT- 1 においては人格神（か
つての大通河十三氏族の族長が山の神に生まれ変わったもの）であること
に起因する。本来グンザン氏族の産土であるこの神格は、先住者・移住者
を問わず、この谷で生まれたすべての成員を地縁的に庇護するとされ、複
数のラツェに分封されて、山域で生業を営む幅広い人々と供犠―守護の互
恵関係を結ぶ。他方、RT- 2 の霊質は「龍脈」と呼ばれる非人格的エネル
ギーであり、その効果の及ぶ範囲は山中の墳墓に祀られる祖先と血縁関係
にある男系子孫に限られる。この場合、RT- 1 では色濃く見られる生業の
場としての山の文脈は後景へと退き、山は単に村の外から訪れる職能者で
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ある風水師が「龍脈」を見極める風水判断のための景観構成素に変換され
る。つまり、RT- 1 は農牧複合というローカルな生業経済の文脈にのっ
とって儀礼領域を構築し、その恩恵は広く村の成員全体が分かち合えると
される一方、RT- 2 は山の生活の糧としての文脈を無視して儀礼領域を構
築し、それは世帯単位に分節された「風水効果」を発揮するものとみなさ
れる。この風水効果はまた、村内の不均衡な格差を説明する原理として村
の中を流通していく。
　この 2 種類の RT は、Ｌ村のあらゆる成員に実践可能な範型として開か
れているが、先の P 家の遷墓の例で見たように、ST らによる RT- 2 の実
践は、子孫に恩恵を及ぼす能動的な祖先、という祖先崇拝のオーソブラク
シィを支える要件を欠いている。ST は、骨を置く場所として墓は設けて
も、すでに 4 章 1 節と 5 章 3 節で見た通り、死者の意識は葬送時の回向に
よって次のステージへ転化する、というチベット仏教の輪廻転生説を素地
として受け入れているため、すでに存在しない死者の意識を恩恵の与え手
として捉える心理的基盤を持たない。また、現在でもアニ・ドンツェン山
中での放牧による生業経済に大きく依存する ST や NT の世帯では、山の
恩恵を家畜などの実体を介して経験的に実感しており、山を単に龍脈の流
れとして記号化する墓地風水の儀礼領域へ完全にはまりきることができな
い。ST が遷墓後の墓の周りに山の神に捧げるウェンバを埋めていたの
も、この後景化しきれない山の文脈と関係する。
　つまり一言でまとめれば、チベット系住民は祖先崇拝に関わる RT- 2
の構成の内、龍脈の作用を認め、「骨」を介した風水効果を期待するもの
の、肝心の祖先の能動性は認めず、RT- 2 に部分的に参与しているのみ、
ということである。なおこれは、墓地風水の流用だけを見れば、ST たち
の選択はフリードマンの機械論的な解釈に準じるように見える。だが、①
祖先という主体の不在、②山の神のローカルな文脈からの影響、という二
点で、その実質は似て非なるものであるといえる。
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６ 　おわりに

　本稿では、微細なゆえに見落とされがちな、マージナルな多民族社会な
らではの「混交」とその内側の実態を描いてきた。ここから、チベット東
縁部の研究を進める上で、下記のような 2 つの留意点を導き出すことがで
きる。

1 ）生態環境や社会集団の構成に独自の特徴を有するチベット東縁部
の境界的な村落社会の宗教実践に対しては、その境界自体の特性
に沿った分析が必要となる

2 ）最初から「民族」という集合を境界内の事象に持ち込むことは生
産的な議論を呼ばない。混交的な実践を「民族」という集合に
よって上から選り分けるのではなく、複数の儀礼領域に巻き込ま
れることで生じる実践上の分岐を指標として、「民族」の構成的
な成り立ちを記述すべきである。

　以上のように、本稿では村落社会のミクロな人間関係を、山をひとつの
儀礼領域として捉えることで論じてきた。なお、本稿では紙幅の関係か
ら、ひとつの集落において細かい区分を内包したまま全体に開かれている
宗教実践として、山神信仰と墓地風水の 2 つの儀礼領域のみを取り上げる
ことになったが、実際の村落社会はさらに複雑である。特に、同集落には
もうひとつの大集団としてトゥ族のグループが存在するが、本稿では全く
触れることができなかった。ここで補足的にトゥ族に関して付言しておく
と、トゥ族集団には世帯ごとに相当なばらつきがあり、祖先祭儀の内容も
一概に漢民族と同様とはいえない。例えば墓碑には故人の名を刻むが礼拝
は五体投地であり、位牌も仏間もどちらも設ける14、などの多様な混交が
見られる。こうしたことは個別世帯のチベット仏教との親和性、および谷
の先住者世帯との通婚や養子縁組などの程度に準じて偏差を生じる。
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　今後は、実際の集落の集団構成に沿って分析する儀礼領域の数を増や
し、さらに近代以降の「公定民族」という概念が生み出す政治的な儀礼領
域の浸食についても踏まえた上で15、新たに別稿にてその分析結果を論じ
ることとしたい。

付記

　本稿は、2012年 9 月に開催された「第 3 回若手チベット学研究者国際会
議」での研究報告、および2014年 3 月に発刊された同会議のプロシーディ
ングス（Current Issues and Progress in Tibetan Studies: Proceedings of 
the Third International Seminar of Young Tibetologists）に掲載された内
容をもとに、新たな知見を加えて加筆・修正を行ったものである。

註
1 　ここでいう「チベット東縁部」を現行の行政単位で示すと、青海省

（西寧市、海東市、大通県、門源県、祁連県）、甘粛省の天祝チベット
族自治県と甘南チベット族自治州の夏河県北部および太子山系南側の
諸県（合作、卓尼、臨潭）、隴南地方に接する迭部県と舟曲県、さら
に四川省の阿壩チベット族チャン族自治州東部諸県（九寨溝、松潘、
黑水、理県、小金）から甘孜チベット族自治州の康定市を中心とする
地域にまたがり、その範囲は 4 つのチベット族自治州を含む中国西
北・西南部の 3 省をカバーする。

2 　本稿では、チベット語を Extended Wylie 方式に基づく斜体字で表記
し、漢語はピンインで表記する。

3 　費孝通（1910-2005）は、1950年代から少数民族の識別工作に携わっ
てきた中国民族学の立役者。1988年に香港中文大学で公表した「中華
民族多元一体格局論」は、改革開放から今日にいたる中国政府の民族
政策を支える屋台骨として大きな影響力を与えた。 

4 　アムドは、ウツァン（中央チベット）、カム（東チベット）に並んで
チベット三大地域と位置づけられ、ラサのダライラマ政権とも歴史的
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に密接な関係にあった。現在のアムド方言話者はおよそ130万人程度
と推計される。

5 　2000年の県人口統計では、チベット族が29.87%、漢族62.88%、トゥ
族5.71%、その他1.54% となっている。

6 　なお、現地の村落では現在でも「漢民」（hanmin）および「土民」
（tumin）という呼称が、中華人民共和国の成立以降広まった呼び名で
ある「漢族」（hanzu）や「土族」（tuzu）と並んで使われている。

7 　本稿では、政治的に敏感な情勢にあるチベット本土のインフォーマ
ントの身柄を保全する観点から、氏族や神格の名称など、固有名詞に
ついてはすべて仮称を用いる。

8 　なお、この氏族は大通河を隔てた青海省側などにも広く分布してお
り、全部で60世帯を数える。

9 　アニ・ドンツェンの「アニ」とはアムド方言で「父祖」の意味であ
る。また、山そのものの呼称と山の神の名前は同一である。

10　Ｌ村では人民公社時代の生産単位（大隊／小隊）の区分名称が現在
でも便宜的に用いられている。

11　標高が比較的低いチベット東縁部では開発の手が入りやすく、環境
変化に気候変動が加わって、ハゲタカの生息数が減少したことが要因
であろうと思われる。

12　この語の用法は、松潘県内のボン教聖山における、ボン教徒の聖地
巡礼と社会主義イデオロギーに基づく革命観光の競合的関係を探求し
たトニー・フーバー［Huber 2004］の論考に依っている。

13　なお、蘭州で店舗を経営する ST の長男はこれに反対し、子孫繁栄な
どといった一家族的な願望よりも、財運を向上させて収入を増やし、
社会的に意義のある事業を起こすべきだ、それこそが仏教徒として正
しい「利他行為」の実践だ、と唱えた。家族会議は紛糾し、夕食後か
ら午前 0 時を回るまで激論が戦わされたが、ST は頑としてこれに応
じず、また風水師二人も「Ｐ家の風水的な基礎体力のなさ」を指摘し
て ST の堅実な方針を支持したため、最終的に長男の夢想的な意見は
退けられるに至った。

14　Ｌ村の漢族住民は家屋内に仏間を持たない。他方チベット仏教徒の
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世帯は位牌を作成しない。
15　本稿の中心となるフィールドワーク資料は2005年 4 月～2007年10月

にかけて行った現地調査で収集されたものであるため、2008年の「 3
月事件」以降に全チベット規模で拡大した汎チベット民族主義の村落
社会への影響を加味した論考とはなっていない。こうした「公定民族
レベルの政治意識の高揚」を含む先鋭化した民族間関係については、
この事件の終息後に行った現地調査の結果を加味し、別途新たな論考
を設けて論じる必要がある。
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