
301

貴州高坡苗族の「敲牛祭祖」について

はじめに

　本論文は、貴州中部苗族の代表的なサブグループである高坡苗族を対象に、彼らの祖先祭祀である「敲牛祭
祖」を考察したものである。周知のように、牛を供犠にする祖先祭祀は多くの苗族の伝統社会を支える重要な
儀礼である。地域によって少し異なるが、高坡苗族の場合は、「敲牛祭祖」を行うことによって、「ジェイドン」
（jek dlongf）（死後の世界の権威的な身分）という身分が得られ、死後の世界に初めてスムーズに入ることが
でき、祖先に認められると信じられている。この高坡苗族の独特な祭祖の伝統は、現在でもよく維持されてお
り、苗族の祖先祭祀の中でも特徴的なものと言える。
　しかし、高坡苗族の主な聚居地である高坡郷一帯の内部にはある地域区分が存在し、それぞれの区域に「ジェ
イドン」に対する認識など、「敲牛祭祖」に関するさまざまな相違点がみられる。「敲牛祭祖」は高坡苗族の伝
統社会をどのように維持してきたのか。この問題を解き明かすには、「敲牛祭祖」の特徴とそれに対する高坡
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in Guizhou Province: Focusing on The Gaopo Village
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Abstract
　This paper considers the “Ancestral Ritual with water buffalos” (敲牛祭祖) which is the ancestral ritual for the 
“Gaopo Miao,” a representative subgroup of the Miao in central Guizhou Province, China.
　Ancestral rituals involving sacrifice of water buffalos are important rituals that support many traditional societ-
ies of Miao’s.
　Even though there are some differences within Miao’s regions, “Gaopo Miao” people believe that completing 
the “Ancestral Ritual with water buffalos” (敲牛祭祖) helps in obtaining the status of “jek dlongf” (Authoritative 
status of the world after death), and entering smoothly into the world after death as the person will be readily 
admitted by the ancestors.
　The unique ancestral religious tradition of “Gaopo Miao” is still well maintained today and can be said to be 
characteristic among the ancestral rituals of Miao.
　However, there is a regional division in The Gaopo Village, the main place of residence of the “Gaopo Miao,” 
and there are various differences regarding the “Ancestral Ritual with water buffalos” (敲牛祭祖), such as recog-
nition for “jek dlongf” in each region.
　I noticed the “Han” (漢) factor, that is, the Han people and Han culture which were involved with the character-
istics of the “Ancestral Ritual with water buffalos” (敲牛祭祖), and the difference between other regions 
practicing the ritual. By doing so, I studied how the “Ancestral Ritual with water buffalos” (敲牛祭祖) has pre-
served the traditional society of “Gaopo Miao”s.
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苗族の認識の異同が重要な手掛かりになると思われる。そこで、特にその両者から見られる漢人・漢文化と関
わる点、即ち「漢」的な要素に注目し、外部との接触の中で、「敲牛祭祖」は「高坡苗族」というサブグルー
プをどのように維持してきたのかを検討する。

一、「苗」における「牛」を供犠にする祖先祭祀の概観─貴州を中心に

　貴州高坡苗族の「敲牛祭祖」を検討するにあたって、まず文献史料及び先行研究から苗族の三大方言集団の
牛を供犠にする祖先祭祀について、貴州を中心に概観する⑴。

1、中部方言：黔東南地域：「鼓藏節（吃 藏）」
　現在、苗族の伝統文化を最もよく維持しているとされる貴州省の東南部は、中部方言の中心地域である。こ
の地域に関する苗の祖先祭祀の最初の文献記述は、明代嘉靖年間の『貴州通志』である。その巻三の偏橋司条
では、苗人が葬式の時に亡くなった人及び先祖たちを牛で祭ることを記載している⑵。その後の乾隆年間の記
述によると、現在黔東南の丹寨県・雷山県・鎮遠県などの黒苗は、13年に一度天地と祖先を祭り、その儀式
を「喫 臓」という⑶。またそれから約 150年後に成書された『黔南苗蠻図説』にも、都匀県・鎮遠県一帯の
黒苗では裕福な者が 12年に一度牛で祖先祭祀を行い、貧乏な者が豚・羊・犬・鶏で行うとある。また 10年
間かけて牡牛を飼い、天地を祭り、これを「吃 藏」という⑷。
　以上のように、明代から漢字文献による記載が現れ、中国王朝の眼差しではあるが、苗にとって牛の供犠を
伴う儀礼は、葬式及び天地の祭祀など、個人にとっても集団にとっても最大な儀式であった。
　民国期に入ると、聞き取り調査により、儀礼の由来に関する苗族の自己表現も知られるようになってくる。
この地域の祖先祭祀に関する代表的な調査報告として、民国末期の陳国鈞氏の「苗族吃 臓的風俗」⑸が挙げ
られる。それによると、祖先祭祀は榕江県・従江県・黎平県などでは 7年・13年・25年などに一度行われる
という。その由来について、定期的に行わなければ、祖先が怒り、災難が降りかかるからという。また諸葛孔
明が教えてくれた子孫繁栄の重要祭祀であるとも言い伝えられている。主な儀式の内容は、5、6年前から牛
を買い、9、10月頃“牛塘”で祖先を祭る。喫 臓の年の 9、10月の“酉場日”に祖先に告げる。翌日に牛を
“牛塘”に連れて行き、3周してから戻す。その後“跳月”（若い男女が集まって盧笙を吹き、踊る）を行いな
がら、祭祀の準備をする。7日目には牛を で殺し、皆で内臓などを分けて食べる。11日目から 13日目まで、
村を閉鎖する「忌寨」を行う。
　新中国成立後、中国国内外において、中部方言集団は苗族全体の代表のように扱われてきたこともあり⑹、
多くの研究が行われてきた。羅儀群氏の『苗族牛崇拝文化論』⑺はその代表の一つで、主に台江一帯を考察し
ている。この地域では祖先祭祀が 7年・13年に一度行われ、蝴蝶媽媽、人類の始祖である姜央などを祭るの
に由来するという。主な儀式は 3、4年間を要する。その内容は以下の通りである。1年目：子の年、「迎龍謝
土」（各水脈の龍神、各地の氏神を迎える）、「鼓主」の選出、祭祀用の牛の購入、「子孫鼓」を迎え、祖先を呼
び覚まし、「鼓樹」を準備する。2年目：丑の年、「祖先鼓」を「鼓堂」に迎え、「闘牛」を行う。3年目：寅
の年、「審牛」（牛の旋毛などをチェック）、「號牛」（牛を殺す候補者を選ぶ）、「祖先鼓」を製作する。旧暦 10

──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　三大方言集団の代表的な祖先祭祀の分類については、楊正文「鼓藏節儀式与苗族社会組織」（『西南民族学院学報・哲学社会
科学版』第 5期、2000年）を参照。
⑵　『貴州通志』（明・嘉靖）巻三・偏橋司・苗人に「死喪則殺牛祭鬼、撃鼓歌唱」とある。偏橋司は現在貴州の施秉県一帯であ
る。
⑶　『貴州通志』（清・乾隆）巻七・苗蠻・黒苗に「毎十三年畜牡牛祭天地祖先、名曰喫 臓」とある。
⑷　『黔南苗蠻図説』（清・光緒）黒苗に「十二年一祭祖、富者以牛、貧者以豕羊鶏犬。十年畜牡牛祭天地、謂吃 藏」とある。
⑸　呉澤霖・陳国鈞等著『貴州苗夷社会研究』民族出版社、2004年、192～197頁。この論文集は 1942年 8月に貴陽文通書局
に最初に出された。

⑹　鈴木正崇「神話の変貌と再構築─中国貴州省黔東南の苗族を中心に」（篠田知和基『神話・象徴・言語Ⅱ』、楽瑯書院、2009
年）。
⑺　羅儀群『苗族牛崇拝文化論』中国文史出版社、2005年、41～47頁。
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月の亥の日に牛を殺し、14日間に亘って関連儀式を行う。
　また雷山県の西江鎮に対するアメリカのルイザ・シェン氏の研究では、13年に一度行われる「吃 藏」に
ついて、供犠獣を水牛から豚に代替するのを経済的な原因によるものと説明し、また牛という供犠獣をめぐっ
て、共食や肉の分配が現地の苗族にとっての意義が分析されている。その研究は、主に社会主義体制の「国家」
が異なるエスニックグループを「苗」という政治的な枠組みに統合させてきた過程の考察である⑻。また、鈴
木正崇氏は「吃 藏」の供犠について、水牛などの動物は、苗族にとって自然と交流し合う生活実践から神話
世界に至る連続性の中で、総合に重なり合う感情の媒体であると論じている⑼。

2、東部方言：湘西・黔東北地域：「椎牛祭祖」
　この地域の牛を使った祖先祭祀は「椎牛祭祖」と呼ばれている。清乾隆年間の『永綏庁志』巻二・風俗に祭
祀の詳細が記述されている⑽。毎年、裕福な者或は寨全体でお金を出し合って行う。アニミズムのため、まず
様々な霊を祭り、最後に「牛鬼」という霊を招く。槍を使って牛を刺すことから「椎牛」と呼ばれている。
　民国期の凌純声・芮逸夫『湘西苗族調査報告』⑾は現代の祖先祭祀の様相を記録している。病気が治らない
時や、中年になっても子供を授からない時に行い、「牛鬼」を祭るという。四肢に旋毛のある水牛を購入し、
秋の収穫後に吉日を選び、「牛鬼」を祭る。儀式全体は 3日間である。初日、母の兄弟ら及び妻の兄弟らを迎え、
シャーマンが法事を行う。2日目、寨の外で場所を選び、「五花柱」を立てる。牛を祭ってから長刀で殺す。
倒れた牛の頭の向きで吉凶を占う。3日目、シャーマンが法事を行い、客が牛肉を持って帰る。

3、西部方言：川黔滇：「敲牛祭祖」
　高坡苗族を含むこの地域の代表的な祖先祭祀は「敲牛祭祖」である。乾隆『貴州通志』には、東苗即ち現在
の高坡苗族の先祖とされるグループ⑿の祖先祭祀について、中秋の時に先祖や亡くなった親族を祭るために行
われるとしている。この記載の中には現在でもよく見られる祭祀の時に使う重要な「砧板」（取っ手の付いた
木板）が登場する⒀。
　高坡苗族は清代に入ると白苗と呼ばれるようになった⒁。『黔南苗蠻図説』（光緒 16年、1890）の白苗に関
する記載は、まさに高坡苗族の祖先祭祀を詳細に記述したもので、乾隆『貴州通志』にみえない記載も多くみ
られる。「闘牛」、「牛厰」という場所に連れていく儀式、更に祭祖の詳細な場面も記録している。木の竿を立
てて、上にモチノキの葉を結び、竹の上に幡を結ぶ。主祭者は白い服、青のチョッキ、細かい折り目の入った
広いスカートを身に纏う。親族の男女を集めて、牛を木の柱に結ぶ。シャーマンを招き、シャーマンは赤い帽
子をかぶり、刀を持ち、赤い服を着る 2人の苗族女性を手引きして、（女性が）雨傘をさしながら、主祭者と
一緒に幡のかかっている竿を 3周回る。祭祀を行う主の婿の中で強い者を選び、刀を与える。（その人が）刀
を受け取り、前に出て牛を殺す。怖気づき、しり込みすると恥とされる、などである⒂。現在でも高坡苗族が

──────────────────────────────────────────────────────────
⑻　Schein Louisa Minority Rules: The Miao and Feminine in China’s Cultural Politics, Duck University Press, 2000.
⑼　鈴木正崇「死者と生者─中国貴州省苗族の祖先祭祀」（『日吉紀要　言語・文化・コミュニケーション』29号、慶應義塾大
学（日吉）、2002年）

⑽　『永綏庁志』（清・乾隆）巻二・風俗に「毎農事畢、十月十一月、饒裕者独為之、或通寨聚銭為之。預結棚於寨外、先一日殺
牛、請苗巫、衣長衣、手揺銅鈴、吹竹筒、名曰做米鬼。次日、宰母猪、吹竹筒請神、名曰做雷鬼。第三日、宰雄猪祭享、名曰
做総鬼。第四日、設酒肉各五碗、米餅十二枚、置火床上、焼黄蝋、敲竹筒祀祖、名曰報家先。然後集隣族友、男女少長畢至、
鳴鑼鼓放銃、請牛鬼。第五日、棚左右各置一椿、系黒白二牛各一、先譲極尊之親揖四方畢、用槍以刺、余以序進、一人持水随
潑、血不淋於地。牛既扑、視其首之所向以卜休咎、首向其室則歓笑相慶、以鬼来享也、否則衆皆愀然不楽、主人惶悚無地、以
鬼不茹、將降不詳也」とある。
⑾　凌純声・芮逸夫『湘西苗族実地調査報告』商務印書館、中華民国 36年 7月初版、141～143頁。
⑿　東苗と高坡苗族の関係性について、第 2章にて述べる。
⒀　『貴州通志』（清・乾隆）巻七・苗蛮に「東苗在貴築・龍里・清平。有族無姓…以中秋祭先祖及親属遠近亡故者。擇牡牛以毛
旋頭角正者為佳、時其水草以飼、至禾熟牛肥醸酒 牛、召集親屬劇飲歌唱、延鬼師於頭人之家、以木板置酒饌、循序而呼鬼之
名。盡夜乃已」とある。

⒁　第 2章を参照されたい。
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使っている祭祀用の幡、竿などの道具を約 130年前の記録によって確認できる。
　以上のように、中部方言集団は、葬儀の時、あるいは災害・病気に見舞われないように、牛を殺して祭祀を
行ってきたことから、大型の祖先祭祀へと変容してきた。蝴蝶媽媽、始祖の姜央は「苗族」全体の祖先像になっ
ているが、これらは鈴木正崇氏が指摘するように、現在の黔東南地域で祖先祭祀が再構築され、「神話の現代化」
による文化表象となりつつある⒃。また東部方言集団では、病気や子供が授からないときに行うことが多かっ
た。調査報告と論文を見る限り、両集団には祭祀を行うことで特別な身分を獲得するようなケースがない。西
部方言集団は文献で見る限り、「ジェイドン」という身分の記載がない。

二、高坡苗族「敲牛祭祖」の先行研究

1、高坡苗族と高坡郷について
　高坡苗族は西部方言の恵高土語に属するサブグループ⒄であり、即ち西部方言の恵水支系に属し、高坡地域
にいる下位集団である。高坡苗族は現在の貴陽市、龍里県、惠水県、貴定県、平塘県の間に分布し、特に貴陽
市の高坡郷は主な聚居地である⒅。貴陽とその周辺に居住する高坡苗族は、文献史料からも口頭伝承からも大
きな移動の痕跡がみられないため⒆、その歴史は貴陽周辺地域の「苗」（ ・猫）に関する史料を整理するこ
とで、ある程度見えてくると思われる。
　『元史』によれば、至元 29年（1292）頃から貴陽周辺の「 蠻」が招撫されるようになった⒇。また貴州で
最初に元朝に朝貢した「平伐苗」も、その 7年後に朝貢した「八番苗蠻」もこの地域にいた21。「平伐」、「八番」
は地名で、このように元朝は高坡苗族の分布地域の「苗」に対して、「 蠻」、「苗」あるいは「苗蠻」の前に
地名を付する形で表記している。明代に入ると、天順年間の「東苗の乱」が起こり、貴陽一帯の「苗」は「諸
種蠻夷の首」22とされ、「東苗」と呼ばれるようになった23。また「貴州苗」とも呼ばれていた24。清代の「苗」
に対する分類は更に細かくなり、地名による命名だけでなく、そのグループの特徴による命名も増えた。そし
て、貴陽一帯の「苗」に「白苗」の呼称が現れた25。道光年間の『貴陽府志』に高坡郷一帯の苗族を「白苗」
──────────────────────────────────────────────────────────
⒂　『黔南苗蠻図説』（清・光緒）白苗に「祀祖之期、必擇大 牛以頭角端正肥壮者飼之。及壮、届冬聚各寨之牛共闘于野、勝則
為吉。掛紅帛於牛角、ト日、牽至打牛厰中。立木竿、上紮冬青葉、以竹繋幡於上。主祭者白衣・青套・細摺・ 裙、合親族男
女、繋牛於木樁。延巫師、戴紅帽、手持刀、引穿紅衣苗女二人、手持張開雨傘、同主祭者繞幡竿三匝。以刀授主人壻強者、接
刀上前、屠牛。有徳色懦者、畏縮不進有愧色。祭毕、合親族吹蘆笙、高歌暢飲、以為楽不勝者。宰牛分食之…在貴陽者、居中
曹司、高坡、石板諸寨」とある。

⒃　鈴木正崇『ミャオ族の歴史と文化の動態─中国南部山地民の想像力の変容』風響社、2012年。
⒄　サブグループ（支系）の分類については、その分布地域と言語を基準とする分類方法に従う。王輔世『苗語古音構拟』国立
アジア・アフリカ言語文化研究所出版、1994年、14頁。

⒅　楊庭碩・張恵泉「貴陽市高坡苗族的地理分布」（『貴陽志資料研究』第 3期、1983年 9月、内部資料）。この調査は高坡郷に
対する最初で最も系統的なものである。
⒆　大規模かつ長距離の移動に関する記載については、正史、地方志以外に、呉澤霖『苗夷社会研究』（文通書局、1942年）、
羅栄宗『貴陽高坡苗族』（西南民族学院藍印本、1953年）、楊庭碩・張恵泉等『貴陽志資料研究』第 3期（高坡苗族調査専輯）
（1983年）、潘年英『百年高坡─黔中苗族的真実生活』（貴州人民出版社、1997年）などの先行研究においても言及が見られな
い。また筆者が現地調査で収集したオーラルヒストリーなどにもそのような内容がない。

⒇　『元史』巻一七・世祖本紀・至元二九年条に「葛蠻軍民安撫使宋子賢請、詔諭未附平伐・大 眼・紫江・皮陵・潭溪・九堡
等處諸洞 蠻」とあり、平伐は現在貴陽の貴定県内で、紫江は開陽県内で、それぞれ貴陽に隣接している。

21　『元史』巻二九・泰定帝本紀・泰定二年条に「丁亥、平伐苗酋的娘率其戸十萬來降、…中略…令的娘等四十六人入覲」とあり、
また『元史』巻三六・文宗本紀・至順三年条に「二月辛丑朔、八番苗蠻駱度来貢方物」とある。平伐は現在の貴定県内で、八
番は現在の恵水県辺りで、共に貴州中部地域である。

22　『明英宗実録』卷二九三に「東苗為貴州諸種蠻夷之首、負固據險、僭號稱王、其他種類多被逼脅、東苗平則諸蠻莫不服従矣」
とある。
23　『貴州図経新志』巻一・貴州宣慰司上・風俗、巻一一・龍里衛・風俗、同巻・新添衛・風俗に東苗の記述があり、明代の東
苗は主に貴陽、龍里、貴定に広く分布していた。

24　『明英宗実録』卷三〇八に「敕諭都察院右副都御使白圭曰「先因貴州苗賊反叛」とあるように、「東苗の乱」を起こした「東
苗」をはじめとする「苗」を「貴州苗」とも呼んでいる。

25　『貴州通志』（清・康熙）巻三〇に「東苗西苗在新貴県之谷池里」とあり、また「白苗在龍里縣亦名東苗西苗」とある。新貴
県は現在の貴陽市境域内で、龍里県は現在の龍里県である。
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と呼び、更に「高坡苗」という呼び方が現れた26。また『貴州苗夷社会研究』の編著者である呉澤霖氏は、高
坡郷一帯の苗族を「紅毡苗」と呼んでいる27。このような経緯から、高坡郷周辺の花渓区や恵水県、龍里県の
民族事務委員会は、現在でも高坡郷一帯の苗族を「高坡苗」以外に、「白苗」、「紅毡苗」と呼んでいる28。楊
庭碩氏をはじめとする高坡郷一帯に対する民族調査が行われた後では、「高坡苗族」という呼び方が比較的一
般的な呼称となりつつある。
　以上のように、貴陽一帯の「苗」は元代では地名をもって記載されていても、漠然と「苗」や「苗蠻」とし
て認識されていた。明代に入って、大きな反乱や、中央王朝の統治が深く入り込むにつれて、「東苗」として
グループ化され、清代にさらに細分化され、「白苗」の呼称も現れた。清の中後期になって「高坡苗」の呼称
が現れ、その居住地域も更に明確に限定された。つまり、高坡郷一帯の高坡苗族は、貴州の中で最初に中央王
朝に朝貢した「平伐苗」及び「八番苗蠻」と関係し、明清以来特に貴陽一帯に分布していた「諸種蠻夷の首」
とされる「東苗」の一部であり、後に「白苗」とも呼ばれ、更に細分化されて「高坡苗」と呼ばれるようになっ
たグループ（地域集団）なのである29。

2、高坡苗族の「敲牛祭祖」の先行研究
　高坡苗族の「敲牛祭祖」の先行研究として、西南民族学院（現在の西南民族大学）教授羅栄宗氏の『貴陽高
坡苗族』30に、「省牛的儀式」・「祀祖儀式」の 2章、及び吉首大学教授楊庭碩氏の『高坡苗族的節日（下）』31に、
「牛打場」・「敲牛祭祖」の 2章がある。
　羅氏の調査報告は民国 27年（1938）に杉坪寨一帯で行われた調査記録である。その調査によれば、「省牛
的儀式」は祖先祭祀の 3年前に購入した牛を「牛打場」で親族や村人に見せる儀式で、「敲牛祭祖」の一環で
ある。また 7、8月中に「闘牛」も行う。
　「祀祖儀式」について、羅氏の調査では、5年一度の小規模な祭祀、13年一度の大規模な祭祀となっている。
その由来については、次のように伝えられている。太古、大洪水の後に生き延びた 2人の兄妹伏羲と志喜（女
媧の説もある）が結婚した。しかし、7年間経っても子供が生まれなかった。ある日、西彌山に烏牛が現れ、
その角に「祭天地」の 3文字が刻まれていた。伏羲はその牛で祭祀を行った後、子供が授かり、人類が繁栄し
たという。
　主な儀式は以下の通りである。
初日：「立鼓」。夜に寨の全世帯から 1人ずつ代表として祭祀を行う家に行かせ、甘酒を飲む。5、6人の
鬼師（祖先の名の祭文を唱える人）が残り、2人の鼓師に付き添う。夜明けまで大小の 2つの木鼓を敲く。
2日目：「祝祭」。「鬼砧板」に甘酒、ご飯、細切りの牛皮を置く。稲わらの灰で「墨」を作り、敲牛祭祖
を行った人の額に十字を書く。鬼師が祭文を唱え、「牛主」の家から埋葬の岩窟までの道のりを歌いなが
ら、祖先の魂を導く。順番に祖先の名前を呼び、板に置いた供え物を奉げる。最後にこの儀式を挙げたこ
とのある 6人が、牛の購入及び「闘牛」の過程を歌う。木鼓を外に出し、敲きながら祖先を祭る。
3日目：「磔牲」。「牛主」の宗族の祖先の名を逐一唱えた後、祭られる人の娘婿が牛を殺す。先に黄牛を
殺し、水牛の「枕」にするという。米を撒いて水牛を殺した後、「巴朗歌」を歌う。内容は牛を敲き（殺

──────────────────────────────────────────────────────────
26　『貴陽府志』巻八十八・苗蠻伝に「白苗在府屬者居中曹司高坡・石板諸寨、在大塘者雑處各土司、境在廣順者居来格里、在
龍里者居東苗坡上中下三牌・大小谷朗諸寨、在貴定者居擺成・擺布・甲佑諸寨」とあり、また同巻・土司伝に「崇禎余年應寿
征平高坡苗、以開花・甲定・蒋呆酬其功」とある。

27　楊庭碩「貴陽市高坡苗族的名称」（『貴陽志資料研究』第 3期、1983年 9月、内部資料）。楊氏のこの論文によれば、呉澤霖
氏はかつて大夏大学社会研究部の民族文物カードに高坡苗族を「紅毡苗」と命名したという。

28　同上論文。
29　高坡苗族が嘗て「東苗」と呼ばれた証拠の一つとして、張恵泉は「雍正「碑記」及「永遠存照」両碑史料価値簡述」（『貴陽
志資料研究』第 3期、1983年 9月、内部資料）に碑文を挙げている。
30　羅栄宗『貴陽高坡苗族』西南民族学院（藍印本）、1957年。32～57頁。もともとの論文集の名は『貴陽高坡苗族歴史和風俗
制度的研究』であり、40年代前半の調査に基づいて書かれた。「省牛的儀式」などは 1938年の調査である。
31　楊庭碩・張恵泉等『貴陽志資料研究』第 4期（1983年）、内部資料、12～21頁。
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して）祭祀する歴史についてである。「跳擺牙」。1人が「擺牙竹」を持ち、伝統衣装で女装した男性 1人
とその夫役の男性 1人と 3人で一緒に「牛主」の家を 3周する。周りの人がその女装の男性を揶揄し、
夫役が妻役を守るふりをする。
4日目：牛肉を分ける。牛の血で「牛酸」（糯米の発酵食品）を作り、皆に配る。「敲牛祭祖」を行ったこ
とのある 6人を 2人ずつ 3組に分けて、他の人は魚を釣る人、鳥を捕る人、足の不自由な人を演じ、そ
れぞれ 3組のところへ牛肉を貰いに行く芝居をする。

　羅氏の調査において高坡苗族の祖先祭祀の重要な祭祀用具である「擺牙竹」が記載されている。その由来に
ついては、高坡苗族の伝承の中にしばしば登場する黒陽靖という人物と関係する、と述べている。即ち、昔、
黒陽靖という青年がおり、彼の恋人は虎に食べられてしまった。黒陽靖はその虎を殺し、復讐を果たしたが、
悲しむあまり、自分の家にずっと引きこもっていた。恋人の父は恩人を探すために、「牛場」で闘牛や「跳月」
を行い、若者を集めた。ようやく家から出てきた黒陽靖だが、その場で竜宮の姫を見て追いかけた。しかし、
姫は洞窟に飛び込んだ。黒陽靖は翌日に再び探しに行ったところ、その場所に金の竹が生えてきて、その先に
カラフルなカエルの形の布が結ばれていた。黒陽靖はそれを持って帰り、そういうことから敲牛祭祖の時「擺
牙竹」を使うようになった。
　また「敲牛祭祖」を行うことで得た前述の死後の世界の権威的な身分である「ジェイドン」について、羅氏
の調査では、これを諡名として捉えられ、その意味や由来について言及されていない。また「 擺牙」の回数
によって、諡名が異なる。0回の人の名前の前には「ディ」をつけ、1回は「チャ」、2回は「チャン」、3回
は「ダン」をつけるという32。
　楊氏の調査報告は、その約 40年後の 1981年に杉坪寨で行われたものである。まず楊氏は牛を見せる儀式
を「牛打場」と名付け、羅氏より詳細に記録している。祭祖の由来と時期について述べていないが、明代以降、
漢人の屯田により水牛が農耕に広く使われるようになってから、「敲牛祭祖」が開始されたと指摘している。
その主な内容は以下のような順番で行われる。
「買巴朗（巴朗は水牛）」：祖先祭祀の年に年が明けてから購入し、農作に使わず、丹念に飼育する。
「巴朗酒を飲む」：牛主の近親者や親しい友人が自分の寨まで酒を飲みに来るように牛主を誘う。牛主の遠
方の親戚の誘いなら、牛主の寨の親族は全員行くことが多い。
「踩場」：牛打場で鉄砲を撃ってから、チャルメラを吹き、牛の角に赤の布を結び、牛に傘をさしながら 1
周する。「巴朗酒」で招待された親族は贈り物のシーツなどを牛の背中にかける。それが尽きたら、儀式
が終わる。
「闘牛」：同時に「踩場」をする祭祀用の牛があったら、闘牛を行う。

　「敲牛祭祖」について、行う時期は「敲牛祭祖」の年の 9月の「辰の日」あるいは「子の日」という。主な
儀式は以下の下記のようである。
初日（寅の日）：「掛鼓」（祭祀を行う中央の部屋に吊るす）、「編牛縄」、「尝酒」（新米で作った酒で手伝い
に来た親族を招待）、「査牛」（牛が盗まれ、また見つける芝居）。
2日目（卯の日）：「立 杆」（杉の木を立て、最後の枝を牛の角のように削る）、「橋を架ける」（村の小川
に約 3mの杉の木を架ける）、「牛柱を立てる」（約 1.3～1.6mの 2本の杉の木を「敲牛祭祖」の場所に打
ち込む）。親族を迎え、贈り物を受け取る。羅氏が「擺牙」と表記した重要な祭祀用具について、楊氏は
これを「八丫」と記録し、それがこの日に切った約 10mの竹であると説明している。
3日目（辰の日）：祭られる人の娘婿と婿の寨から代表が来る。「経堂」（祭文を唱える部屋）を設けて、
祖先を呼ぶ。「跳八丫」（羅調査の「跳擺牙」と同じ）を行う。「敲牛」：牛を殺し、肉を分ける。古歌を歌
う。
4日目（巳の日）：婿側の鬼師や歌師が牛主の寨の各家に謝辞を歌いに行く。婿が牛の首を担いで帰る。

──────────────────────────────────────────────────────────
32　「敲牛祭祖」により得った尊称について、羅氏と楊氏はその発音に対して、異った表記方法をとっている。本論文では便宜
上筆者の調査データと共に、カタカナで表記する。
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紛失した牛を探すなどの芝居を行い、牛糞の混ぜた水を周囲に撒く。魚を釣る少年、鳥を捕る少年を演じ
た人に牛肉を与える。
5日目（午の日）：「牛縄」を記念品として収め、牛糞を決められた場所に捨てる。牛の血で「牛酸」を作
る。
6日目（未の日）：寨の人々を招待する。
7日目（申の日）：「巴朗酒」で招待してくれた親族友人を招き、鬼師・鼓師・歌師と共にもてなす。

　楊氏は重要な祭祀用具である「八丫」の由来について、次のように述べている。昔、苗族は遠い漢人の住む
ところに牛を買いに行き、買った牛を連れて帰れず、漢人に竹を使って牛を駆ることを教わった。その後、こ
の竹を用意しないと、牛をあの世に連れていけないと信じられている。
　また「ジェイドン」の回数による尊称については、行っていない人の名前の前に「ディ」をつけ、1回は「ド
ンホン・ジョン」、2回は「チヤン・ジョン」、3回は「デ・ジョン」とするという。
　以上のように、両氏は「敲牛祭祖」について、杉坪寨を中心に詳細な調査を行った。しかし、1938年及び
1981年の調査報告は、地域による「敲牛祭祖」の相違点に言及せず、またそれが高坡苗族の伝統社会において、
どのような役割を果たしていたのかについてもあまり議論されていない。そこで第 3章では、高坡苗族の聚居
地である高坡郷一帯の地域区分を説明し、筆者が行った再調査で発見した新たな問題点を述べる。

三、「敲牛祭祖」の再調査から発見された新たな問題点─「漢」的要素との関わりから

1、中心地としての高坡郷一帯及びその内部地域区分
　高坡苗族が最も集中している高坡郷は、貴陽市花渓区から最も遠く離れている行政郷である。現在 87の自
然村寨が 19の行政村となり、約 2万人の人口の中で苗族は 7割弱を占め、ほかに漢族及びプイ族がいる33。
　高坡郷一帯は明代から「哨」（関所）が設置され、清代に入って「塘」、「卡（卡座）」（関所）が設置され、
それぞれ異なる土司によって統治されてきた。そして、清代の「塘」の設置と関係して、高坡郷一帯には「卡
上」・「卡下」という地域区分ができ、今でも現地の人々に使われている。現在の「卡上」・「卡下」の区分、そ
れぞれの村の主な居住民族、及びかつての土司統治については以下の通りである34（図版 1）。
　卡上は、石門村（苗、中曹正長官司謝氏　以下謝氏と称す）、撓繞村（プイ、謝氏）、新安村（漢、謝氏）、
街上村（漢・苗、謝氏）、高坡村（漢・苗、謝氏）、大洪村（苗・漢、謝氏）、水塘村（漢・苗・プイ、謝氏）、
擺龍村（苗、青岩外委土弁班氏　以下班氏と称す）、平寨村（苗、中曹副長官司劉氏　以下劉氏と称す）、雲頂
村（苗、劉氏）である。以上のように、「卡上」はほぼかつての中曹正長官司謝氏の管轄であった。
　卡下は、杉坪村（苗、班氏）、帔林村（苗・漢、恵水の百納長官司周氏、班氏）、洞口村（漢・苗、？）、隆
雲村（苗・漢、？）、克里村（苗・漢、？）、甲定村（苗、班氏）、高寨村（苗・漢、大平伐長官司宋氏）、掌紀
村（苗・漢、？）、五寨村（苗・漢、？）である。「卡下」はほぼ百納長官司周氏（恵水）、大平伐長官司宋氏（龍
里）、青岩外委土弁班氏の管轄であった。
　実は明代以来、現在の高坡郷一帯（「卡上」と「卡下」）を統治した主な土司は、貴州宣慰司同知宋氏、中曹
長官司長官謝氏、中曹長官司副長官劉氏（後、土千総に降格）、貴州前衛指揮同知（後、青岩外委土舎に降格）
班氏、百納長官司長官周氏、大平伐長官司長官宋氏などであるが、明末には主に中曹謝氏の管轄下にあった。
そして、清朝に入ってから徐々に「卡上」が主に中曹謝氏の管轄下となり、「卡下」が青岩班氏、百納周氏、
大平伐宋氏などの管轄下となった。この謝氏は明代の文献に「土人」と記載され、中央王朝とずっと朝貢関係
を保っていた。後の族譜に江西出身の漢人と書かれるように、特に清代になってから改土帰流の影響によって
漢化された。地域区分が生じた具体的な経緯については別稿にて論じる予定であるが、このように、中央王朝
の統治の浸透に伴って、それぞれの土司の統治により異なる政治空間が生まれたと思われる。以下はその関連
──────────────────────────────────────────────────────────
33　貴陽市花渓区地方志編纂委員会編纂『貴陽市花渓区志』貴州人民出版社、2007年、67頁。
34　嘗ての土司が管轄した寨は『貴陽府志』巻二五疆域圖記第一之二、『貴陽市花渓区志』の高坡郷の自然寨（67頁～70頁）、
及びフィールド調査のデータを参照した。土司統治は現在の行政村内の自然寨で確認できた主な管轄土司にしている。従って
複数の場合もある。確認できない村はハテナで表記する。漢、苗、プイの表記順番について、人口多いのを先に表記する。
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を視野に入れつつ、筆者の調査に基づきながら、主に 2つの地域区分の祖先祭祀における相違点を検討する。

2、2016年の調査
　筆者が 2016年 10月（2017年 4月に補足調査）に行った「卡下」に属す恵水県境域内の大 郷板長村板長
寨の調査は、1981年の調査からまた約 40年後の記録となる。調査対象の寨が異なるものもあり、以下に筆者
が収集したデータをまとめる。
　まず「敲牛祭祖」が行う時期について、筆者の調査では、父・祖父を祭る人がいれば、ほぼ毎年行うが、戊・
亥・辰・午は「大年」（祭祀にとって最も良いとされている年）であり、寅・卯・未・申は「小年」（祭祀を行っ
ても良いが、大年ほど縁起が良くない）である。また丑・酉・巳の年は絶対に行わない「忌の年」とされてい
る。
　その由来について、伝承によると恵水の大金持ちの蔡大福という人物と関係しているという。蔡大福は 9人
の妻がいたが、なかなか子供が授からなかった。彼は牛を殺して祖先を祭った後、子供が生まれ、その後「敲
牛祭祖」が行われるようになった。彼は恵水の牛場橋のあたりに最初の「牛打場」を作り、その後（恵水）批
弓に移した、という。
　板長寨の「敲牛祭祖」の主なプロセスは以下の通りである。

初日（10月 11日）：「立鼓」、「編牛縄」、「尝酒」（81年調査と同じ）、祭祀用の竹─「バヤ」（bax yak）（現
地調査の苗語に従い、「バヤ」と表記する）を選ぶ（図版 2）、（図版 3）。
2日目（10月 12日）：「ガスォ（ghak souk）（祭祀用具）を立てる」、「橋を架ける（搭橋）」、「牛柱を立て
る」、親族を迎え、贈り物を受け取る（81年調査と同じ）。祖先の名を 3日 3晩唱え続ける（図版 4）、（図
版 5）、（図版 6）。

図版 1　高坡郷地図

（出典：高坡文化服務センター長羅廷開氏が提供したデータを基に作成）
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図版 2　祭祀用の木鼓

図版 3　「バヤ」（bax yak）（竹の祭祀用具）

図版 4　「ガスォ」（ghak souk）（杉の木の祭祀用具）
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3日目（10月 13日）：朝、牛を田んぼに散歩させ、牛に「これから祖先のところに行く」と告げる。娘
婿側の親戚が来て、牛を殺す。夜を徹して「巴朗古歌」を歌う。婿側の親戚に肉を分け、感謝の意を表す。
夜に「跳バヤ」を行う。
4日目（10月 14日）：婿側の鬼師や歌師が牛主の寨の各家に謝辞を歌いに行く。婿が牛の首を担いで帰
る（81年調査と同じ）。牛を盗む芝居をする。
5日目（10月 15日）：牛の皮を皆に分けて食べる。鶏を殺して子供に食べさせる。「バヤ」を送る。

　「バヤ」の由来については、男性の先祖が恵水の擺金から移住してきた時、祭祀用の竹を持ってきたのが始
まりと伝えられている。一方、女性の先祖は何人かの子供を連れて男性の先祖と別れ、龍里の擺省に行ったが、
面倒だったため竹を持っていかなかったので、擺省には「バヤ」がないという。またその竹の先に必ずカエル
の形の布を結び、それを「グゼイ」（ghuf ndrek）という。「敲牛祭祖」を行った人には死後に必ずその墓の前

図版 5　「搭橋」儀式（橋を架ける）

図版 6　「牛柱」
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に「グゼイ」を竹で掲げる（図版 7）。
　筆者の調査村一帯の「ジェイドン」について、0回の場合は「ディ」、1回は「ドンホン・スゥオ」、2回は「チャ
ン・ジョン・スゥオ」、3回は「ガャオ」である。
　以上のように、筆者の調査によると、「敲牛祭祖」の由来説、また重要なシンボル的な祭祀用具「バヤ」竹
の由来は、前述の 2つの先行研究と異なる。そして、「ジェイドン」・「バヤ」、「搭橋」及び先行研究に言及さ
れていない「ドンゴオ」（dongf ngok）（祭祀用の牛が持つ別名）について、新たな情報を得ることができた。
それらを次節に紹介する。

3、「敲牛祭祖」の特徴と異同についての再考
　まず、「卡上」・「卡下」の相違点をめぐって、キーワードとなる「敲牛祭祖」の特徴ともいうべき「ジェイ
ドン」、「搭橋」、「バヤ」、「ドンゴオ」について、先行研究に言及されていない部分をまとめる。
①　  「ジェイドン」：黔東南地域において、その寨を建てた最初の宗族にしか執り行えない多くの「鼓蔵」とは

異なり、黔中地域の「敲牛祭祖」はある意味において個人で行うものであり、先行研究ではそれを行うこ
とで「ジェイドン」（1回目の「ドンホン」が多い）という尊称を得ることができると記述され、また羅
氏の調査では、稲わらの灰で「墨」を作り、敲牛祭祖を行った人の額に十字を書くと述べているが、筆者
の調査では、これは、祖先の「列」に入れてもらえるための身分で、現地苗語の意味は「黒の身」、「黒の

図版 7　「グゼイ」（ghuf ndrek）（カエルの形の布）

図版 8　「ジェイドン」（jek dlongf）の額に描かれている黒の十字架

（写真はすべて筆者が撮影したものである）
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身分」であることが分かった（図版 8）。
②　  「搭橋」の儀式：古歌によると、「ジェイドン」となった人は、生前その儀式で橋を架けてもらえたので（「搭
橋」）、死後の世界に入った最初の「紅水河」をスムーズに渡れる。もし「ジェイドン」でなければ、自分
で布や服でお腹を巻いて、岸辺にあるハリギリの枝に沿って対岸まで行くしかない。ハリギリの刺は布や
服を破ってお腹を切ってしまうが、血が川に流れても我慢するしかない。さもなければ、川に落ちて魂さ
え消えてしまうという35。

③　  「バヤ」：羅氏の調査では、「バヤ」は伝説の英雄である黒陽靖の物語に由来すると述べているが、楊氏の
調査によると、「バヤ」は祖先祭祀の中で牛をあの世に連れていくための重要な象徴という。しかしそれ
らと違って、筆者の調査によると、「バヤ」つまり祭祀用の竹は宗族を分ける時の重要なシンボルとなっ
ており、「バヤ」を持っているかどうか、どの種類の「バヤ」かが、同じ宗族であるかどうかの区別とな
るようである。実際現地では「同じ宗族だけど、我々には「バヤ」があり、彼らにはない」の言い方をよ
く聞く。
　またこの「バヤ」と関連して、杉で作られた「ガスォ」（ghak souk）という祭祀用具がある。巴朗古歌
によれば36、「ガスォ葉」（愚かな者）・「ガスォ馬」（怠け者）・「ガスォ猪」（口のうるさい者）・「ガスォ瓢」
（賢い者）・「ガスォ 」（働き者）の 5種類がある。作り方は小さい杉の木の上部だけ葉を残し、他の葉や
皮を全部剥き、真ん中あたりで 2つの枝を選び、牛の角のように残すという。「ガスォ葉」は上部に何も
飾らない。「ガスォ馬」は木で作った馬が飾られ、「ガスォ猪」は竹で編んだ小さい豚入れ籠をかけ、「ガ
スォ瓢」は木の柄杓を結び、「ガスォ 」は箸を飾る。

④　  「ドンゴオ」：祭祀用の牛の呼び方、現地の苗語では「若い娘」という意味、「牛主」のあの世での第二の
伴侶とされている。何故牛を第二の伴侶として「若い娘」と呼ぶのか。古歌によれば、「ガスォ」の由来
とも関係している。太古、現在の貴陽一帯は苗族の故地であった。皆に信頼されたリーダーは「ヨウロウ」
という人物で、5人の妻がいた。この「ヨウロウ」が死んだ時、その子供たちは牛を殺し父親を祭ったが、
5人の母親たちには何もしてあげなかったため、5つの「ガスォ」を作った。母親のことを「ヨウロウ」
に捧げた牛に喩えた。また若い娘が皆に好かれることから、牛のこと（母親）も大切にしてもらう願いを
込めて、「ドンゴオ」と呼ぶようになったという。

　次は、先行研究が注目しなかった、高坡郷一帯の「卡上」・「卡下」において37、上述の「敲牛祭祖」の特徴
を中心に、具体的な相違点をまとめる。
卡上：

「ジェイドン」：その尊称自体がない。行う回数によって階級が上がっていく考えもない。祭祀の主な目
的は家の繁栄、名誉と利益である。また死後の世界にも官僚制度があると信じられている。身分に関し
ては、「ザ」（zhak）（未婚）、「バ」（baf）（既婚、子持ち）「ユ」（youk）（孫持ち）であるかどうかを重
視する。
「搭橋」の儀式：無し。
「バヤ」：無し38。また長男・次男・三男の順で同時に「敲排牛」ができる。「バヤ」を持つ場合はそれ
が絶対にできない。
「ドンゴオ」（牛）：祭祀用の牛に対して、「第二の伴侶」のような呼び方と考え方がない。また転売して
もよい。
その他：供え物用の板（砧板）39の扱い方：同宗族のほかの房族40から借りてもよい。蘆笙：祖先祭祀
を含む重要な場面に必ず出てくる苗族の大切な楽器だが、それほど盧笙の様式にこだわらない。

──────────────────────────────────────────────────────────
35　2017年 4月杉坪寨で収集。
36　同上。
37　先行研究も筆者の再調査も実際に行ったのはすべて「卡下」の地域であるが、「卡上」の「敲牛祭祖」については、「卡上」
の雲頂村、擺龍村を中心に行った聞き取り調査によるものである。
38　「卡上」には僅か 2つほどの自然寨に「バヤ」があるの説もあるが、それについて、今後の課題にしたい。
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卡下：
「ジェイドン」：「卡下」では「ジェイドン」が死後の世界における絶対的な権威であり、「ジェイドン」
という身分を持っているか否かが祖先に認められるかどうかの条件である。また「敲牛祭祖」を行う回
数によって、身分が上がる。葬式の時に、2つの木鼓が使え（行ったことのない人は 1つ）、更に銅鼓
が使える。「ジェイドンを行う」という言葉さえ勝手に口にしてはならない。もし誰かに「ジェイドン
をやる」と言われたら、必ずやらなければならないほど神聖な儀式とされている。
「搭橋」の儀式：死後の世界の「紅水河」を渡るために不可欠とされる。
「バヤ」：ある。主に「ガスォ葉」と「ガスォ馬」の 2種である。
「ドンゴオ」（牛）：牛は第二の伴侶と考えられている。丁寧に飼育され、必ず「敲牛祭祖」に使い、絶
対に転売してはならない。さもないと祖先に呪われる。
その他：供物用の板（砧板）の扱い方：その房族に代々伝わってきたものを使い、もしも壊れたら、鬼
師によって儀式を行い、祖先に認められた木材を使って新しいものを作る。盧笙：見栄えが良く、より
祖先への敬意を表せるとされる大型の「七把手」を好む。実際卡下の帔林村の羅朝貴氏だけ盧笙を作っ
ている41。

　しかし、「敲牛祭祖」における「卡上」・「卡下」の共通点にも注目しなければならない。それが父子連名に
よる「祭祀文」を唱える点である。その内容は、「敲牛祭祖」が行う人の代から上へ遡って、祖先の名前だけ
でなく、その生前の主な出来事まで逐一唱える。男性祖先を中心とするが、女性祖先の名も唱えるので、その
中に隠れた姻戚関係を再記憶することとなる。つまり父子連名による宗族圏の固定が可能な範囲内で互いの存
在を認め、姻戚関係により更にその連携が強化されることになる。祭祖を開始してから鬼師によって 3日 3晩
休むことなく唱えるこの儀式は、「敲牛祭祖」の最も核心となる部分と言えよう。その場で極めて具体的な父
子連名の祭祖文により、祖先の魂と共存することを確認し、自分も死後の世界でこのように現世の子孫と繋
がっていると観念される。このような死生観は高坡苗族の伝統文化の核となると思われる。
　以上のような祖先祭祀に対する考え・態度について、総じて言えば「敲牛祭祖」に関して、「卡下」は「卡上」
よりも厳格に規定されている。特に「ジェイドン」という身分の獲得について、「卡上」にはないだけでなく、
さらに未婚、既婚・子持ち、孫持ちなどの身分を重んじ、「不孝有三、無後為大」のような「漢」的な考えを
持ち、死後も官僚世界があると信じ、漢文化が浸透していることを垣間見ることができる。一方、これに対し
て「卡下」では「ジェイドン」は伝統社会の権威維持者として、伝統社会の維持への影響を保持している。そ
して、「バヤ」は土着の苗族と独特な宗族の分け方についての歴史記憶を反映していると思われる。その中に、
「卡下」において、母親を祭り、偲ぶ意味で、牛を「ドンゴオ」と呼ぶのもその独自の世界観と言えよう。こ
のように、高坡苗族の伝統社会を支える「敲牛祭祖」は、漢化の度合いが異なる土司の統治によって、苗・漢
の価値観が入り交り、内部の地域区分にそれぞれ大きく異なる様相を呈していると思われる。ただし、父子連
名による「祭祀文」は高坡苗族の祖先祭祀の「不変な核心」である。このような状況下で「苗」ひいては「高
坡苗族」という境界が「漢」に対して、どのように維持されてきたのか。第 4章で「敲牛祭祖」における「漢」
的要素を中心に検討していく。

四　「漢」的要素から見た高坡苗族の「敲牛祭祖」

1、由来説などに見える漢化
　まず「敲牛祭祖」の由来について、先行研究の羅氏は太古、大洪水の後に生き延びた 2人の兄妹伏羲と志喜
（女媧の説もある）が結婚し、子供を授かるために最初に行ったとしている。この説の中に出てくる伏羲や志
──────────────────────────────────────────────────────────
39　儀式中に祖先に奉げる米飯・肉を置く、取っ手の付いている木製の板。
40　高坡苗族は房族という概念がある。つまり、より小さい範囲の宗族とも言える。例えば、同じ祖父を持つ一族のことを房族
という。実際その範囲は厳密ではない。
41　以上の内容は主に 2015年 8月に雲頂村の李清臣氏、擺龍村の李国英氏、杉坪村の羅万府氏、帔林村の羅朝貴氏に対する聞
き取り調査である。
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喜（女媧）は漢籍に記載された漢人（華夏諸族）の祖先であり、漢文化の影響をうけ、その要素を起源説に入
れたと思われる。
　筆者が第 3章第 2節に述べたように、板長寨辺りの口頭伝承は伏羲や女媧まで遡っていないが、恵水の大
金持ちである蔡大福は子供を授かるように、牛を供犠にして祭祖を行い、また儀式にとって重要な「牛打場」
を作ったという。筆者が 2017年 4月に蒐集した「卡下」洞口村の王氏族譜、「卡下」甲臘沖の羅氏族譜にも
同じような起源説が書かれている。更に両氏の族譜には恵水の蔡大福の前に伏羲や女媧を族譜に登場させてい
る。
　また「敲牛祭祖」に使われている「鉄砲」（火薬を使い、音を出す鉄製の物）の由来について、筆者の調査
では前述の蔡大福とも関わる。現地の伝承によると、明代の劉伯温は恵水に住んでいた頃、彼は食事する度に
好んで爆竹を鳴らした。大金持ちの蔡大福も真似してやりだしたところ、ひどく怒られた。慌てた蔡大福は鉄
砲が苗たちの「敲牛祭祖」に使うものだと言って、大量の鉄砲を作り、苗たちに配り、ようやく事態を収拾し
た。その後、高坡苗族の「敲牛祭祖」に「鉄砲」が欠かせないものとなったという。伝承によると、恵水蔡氏
は明代の人物のようだが、一般の苗族は明代ではまだ漢人の姓を殆ど持っておらず、漢人の姓を持つというの
は漢人である可能性を否定できない。これらの伝承も「漢」による影響を示唆する。
　楊氏の先行研究では、明代に入って漢軍の屯田により、水牛が広く使われてから、水牛を供犠にする「敲牛
祭祖」が始まったと指摘している。鈴木正崇氏も佐竹靖彦氏の史料研究を引用し、水牛を供犠にする祖先祭祀
は、早くとも宋代以降の水田耕作による定住が進んでからのことと論じている42。確かに高坡苗族の古歌にも
貴陽一帯は森林であった。山間部で焼畑を行っていた苗族は明王朝の支配の浸透と共に、水田を作るようにな
り、水牛も多く使われるようになったと考えられる。また第 3章第 1節に述べたように、高坡郷一帯において、
漢化された謝氏土司をはじめ、さまざまな土司が「卡上」から「卡下」へと統治していった。「卡上」街上村
拐蘇（国蘇）の明洪武年間の森林伐採に関する碑文43、明万暦年間の「牛打場」をめぐる紛糾解決の「『万暦
摩崖石刻』跋」44、清嘉慶年間苗族が漢族の姓を使い、漢文で書かれた村の規則の「龍村鎖 」碑45などより、
明から清にかけて漢人の移民、それによる漢文化や「漢」的要素の浸透が多く見られる。そのため、「敲牛祭祖」
の起源に「漢」との関連が存在するのもその表れであろう。

2、「漢」から「苗」への儀式─楊氏、王氏の例
　「漢」的要素が多く入り込み、「卡下」と「卡上」に不均質な影響が生じたにもかかわらず、「敲牛祭祖」は
何故高坡苗族の伝統社会で行われ続けてきたのか、また反対に何故高坡苗族の伝統として、このサブグループ
で維持されてきたのか。漢人と「敲牛祭祖」との関わりから考察する。

①　「卡上」楊氏漢人の場合
　「卡上」雲頂村の楊氏は、「漢」から「苗」へと変わった「漢変苗」の一族で、道光年間に大きな勢力を持っ
ていた。その族譜によると、貴州に移住してきた初代の先祖は楊松（字会川）という人物で、元々四川重慶府
長寿県の大龍山丁家橋に居住し、丁家橋の楊氏宗族 14代目で貴州入りした世祖である。貴州に移住してきた
きっかけは貴州の甲秀楼を建てるように命じられたからだという46。
　貴州の名所である甲秀楼が最初に建てられたのは明の万暦 25年（1597）とされている47。「江東」は恐らく
──────────────────────────────────────────────────────────
42　同注⑼。
43　羅万府「紅簪苗簡史」（花渓区苗学會・花渓区菊林書院編『花渓苗族』黔新出「圖書」2008年一次性内資准字第 62号、67頁）。

1980年頃にこの碑文を発見したのは著者の羅万府氏である。現在碑文が壊された。
44　張恵泉「批弓狗場『万暦摩崖石刻』跋」（『貴陽志資料研究』第 3期、1983年 9月、内部資料）、40頁。
45　『貴陽志資料研究』第 3期、1983年 9月、内部資料。31頁。
46　2016年 10月 10日雲頂村楊氏後裔楊永先氏（71）から収集した楊氏族譜。序文に「我始祖公、松、字会川。原住在蜀重慶
府長寿県、大龍山丁家橋。系丁家橋楊氏宗　楊氏宗族入黔世祖字輩　松可世應・正志文天・紹永澤樹　炳培光国　連宏乃昌　
汝希明達　維宗建邦族第十四公。因受江東黔省首府之聘、赴築設計建修甲秀楼、立下功勲、深受築人賛嘆。後留居築九安煤炭
窯、為入黔第一世祖公」とある。
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万暦年間に甲秀楼を建てた貴州巡撫江東之のことを指している。明王朝に仕え、由緒ある一族であることを主
張した楊氏は、漢人であることは間違いないであろう。
　漢人の楊氏が「敲牛祭祖」を行うようになった経緯について、族譜を提供してくれた楊永先氏からオーラル
ヒストリーを収集できた。それによると貴州に移住してきた 2代目の楊可守の末子は罪を犯し、貴陽から草場
（龍里県にある）に逃げた。雲頂村の陳氏の娘と結婚し、雲頂に移り住んだ。楊氏の中で初めて「敲牛祭祖」
を行った人は、「念和」という苗族の名前を持っているが、実は貴州入りした 3代目で「世」の代である。彼
が買った牛は 36の歯があったため、占い師に「敲牛祭祖」を行ったら 7代繁栄し続けると言われ、その牛で
祭祀を行った。その後、楊氏一族は本当に繁栄したという。このように、「敲牛祭祖」を通して、漢人も苗族
の名が貰え、苗族の伝統社会に入った様子が窺える。その後、苗族の名で「敲牛祭祖」を行うようになったな
ど、高坡苗族の文化にも溶け込んだように見えるが、「敲牛祭祖」による家系の繁栄を強調する点は、やはり
「ジェイドン」という死後の身分を重んじる「卡下」と少し異なるように思う。一方、「卡上」において楊氏は
勢力を持っていたため、「敲牛祭祖」に対する認識への影響も大きかったと思われる。

②　「卡下」王氏漢人婿の例48

　「卡下」五寨村には、漢人婿の王氏が「敲牛祭祖」を行ったことで、「漢」から「苗」となり、元々五寨にい
た苗族の唐氏よりも繁栄したオーラルヒストリーがある。それによると、最初に漢人王氏は高坡郷一帯に日用
品や小間物の行商人として入り、徐々に苗族の信頼を得た。その後、1人の唐氏の苗族女性は漢語を覚え、そ
の王氏と結婚した。
　そこで、唐氏苗族は苗族の伝統である「敲牛祭祖」を一緒に行うように、王氏に水牛を買わせた。王氏は偶
然に購入した 99個の旋毛がある水牛で「敲牛祭祖」を行った後王氏一族が繁栄したという。
　現在の五寨村でも「本物の苗」は唐氏であり、「偽の苗」は王氏であるという言い方がある。漢人行商人が
高坡郷一帯の苗族伝統社会に溶け込み、「苗」となった例は、「卡上」楊氏のような中央王朝の統治システムに
伴ったものと異なって、民間レベルの漢人流入の実態を物語る。そして、どのパターンでも、苗族の名による
父子連名を取り入れ、それを軸とする祭祀文を唱える伝統を受け継いできた。つまり「敲牛祭祖」を通して、
初めて「漢」が「苗」へと変わり、高坡苗族というグループに入れてもらったことが分かる。

おわりに

　高坡苗族の「敲牛祭祖」は、「卡上」と「卡下」という地域区分において、それぞれの「ジェイドン」など
に対する認識が異なっている。「漢」的要素の影響、及び影響の度合いが異なったのは、その一因であると思
われる。これは明代以降、土司を介して中国王朝と政治的な関係が生じ、またそれに伴った漢人の移住などで、
本来高坡苗族としての最も集中する地域においても、その伝統文化が地域ごとに再構築させられ、今日に至っ
たと考えられる。
　特に清代に入ってから、主な統治者としての土司謝氏が更に漢化され、一方、「卡下」は八番の土司の勢力
が多くなり、現在でも「敲牛祭祖」を一番積極的に行っている批林村・板長村一帯は、恵水境域内の百納長官
司周氏（苗族土司）の管轄地域であったため、「卡上」の状況と異なってきた。多くの恵水の蔡大福にまつわ
る説話はその表れであろう。
　また漢化度の高い「卡上」において、楊氏は漢人の「不孝有三、無後為大」のような儒教的な価値観を保ち、
「ジェイドン」という従来の身分及びその階級に対する「卡上」の認識に大きく影響を与えたと思われる。し
かし、「卡上」も「卡下」も父子連名による「祭祀文」を重んじており、特に「漢」から「苗」へと変わる時
に必ず苗族の名を貰い、その伝統を受け継ぐのである。
　総じていえば、高坡苗族の「敲牛祭祖」は漢文化の影響を受けたが、苗族の名による父子連名の「祭祀文」

──────────────────────────────────────────────────────────
47　李独清「甲秀楼建修続考」『貴州文史叢刊』1994年第 5期。
48　五寨村の唐家明氏（50）に対する聞き取り調査。
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という伝統の核心が固く守られてきたため、その外の文化（漢文化）に対して逆に包容的であった。たとえ中
国王朝の支配の浸透による影響を受けても、その独特のシステムを維持してきた。高坡苗族の「敲牛祭祖」は
父子連名とそれに付属する親族関係を最重要視する文化体系がその根幹となって、更に漢文化をはじめとする
異文化の相互浸透の産物であり、特に漢族が高坡苗族という境界に入り込む重要な儀式ともなっていたと言え
よう。


