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1。 序

中国は多民族国家である。大多数は漢族であ

るが,全人口の 6%余の6,723万余 (1982年 )

は,国上の60%の広大な地域に103の 地方 自治

区(内 自治区 5箇所,自 治州29箇所,自 治旗69)

その他に,独立あるいは集落を作り雑居分布 し

ている。特に辺境の国境においては,そ の警備

に重要な地位を占めている。

それ らの部族人口は,大 はチワン族の780万

人 (1962年 )で,広西 (チ ワン)族 自治区及び

その周辺に居住 している。小は京 (チ ン)族の

4,500人 は広西自治区に集落を作 り,又赫哲 (ホ

ジエ ン)族の600人 は黒龍江省に,略巴 (ロ ッ

パ)族 は数百人で西蔵 (チ ベ ット)自 治区に居

住する。

少数民族は,それぞれに固有の風俗・習慣・

言語を有 し,特 に蒙古族とチベ ット族は,特色

のある文字を持 っている。漢民族の中には,地

域によっては,特有の漢字を持ち,言語 も異な

るもの もある。例えば,上海地方に上海語があ

り,言語のアクセン ト (抑揚)に 6個の声調で ,

広東語 も9個の声調を持 っている。同一の漢字

で も,上海,広東,台湾と異なる読み方をする。

私にとって, この中国との縁が出来たのは,

昭和 13年 (1938)で あり,随分昔の事である。

軍隊の初年兵で,満洲 (現在の東北地方)に渡っ

た時に始まる。転戦 して,湖南省金牛鎮付近の

戦闘で負傷 し,現役免除となった。大津陸軍病

院を退院 し,除隊の日に出迎えて くれた陸軍大

佐殿か ら,「 お国の為に働いてみないか。金は

要 らないで勉強が出来るぞ」と言われた。その

気になって,中国に再度渡った。それは,回教

徒工作員となるための勉強である。歴史の勉強

という触れ込みが,特殊勤務要員養成の為で

あった。

当時,北京の広安門大街にある西北学院に入

学 した。ここは,回教徒の子弟の唯一の高等教

育機関であり, 日本流にいえば,大学で附設の

中学校をもった学校である。

中国語も何も知らない私が,唯一人入学させ

られた。回教徒になれということで,毎 日5回 ,

清員寺という回教寺院に通 って,礼拝から始

まった。身を清め (小洗 。大洗),ア ラビア語

と思うが,「 アラーは偉大なり」とお祈りをす

るのが日課の一つである。

早速,中国語の個人教授を 2人 も付けても

らっての特訓を受けた。 3ケ月程で,や っと不

充分ながら,授業もどうにか判るようになり,

話し相手も出来た。その頃から,回教民族との

付き合いが始まり,神話への関心が生まれた。

2.神  話

神話の成立は, 自然とその醸 し出す環境に畏

敬の念を抱き,願望と期待から引き起こされる

と考える。又,人篤を超えて,人間に危害を及

ぼし,加護を与える偉大なものを神とあがめ,

絶大な信頼を置き,依存する気持から生ずるの

であろう。

一定の地域に住み,共通の言語や宗教などを

持ち,一つの政治的統率下にある共同体の部族

には共通の神話を持つ。子子孫孫,親から子へ
,

部族の長老,年長者より若者へ,語 り継がれて,
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中国少数民族の天地開聞神話

或いは長い詩歌として歌い継がれる。又,あ る

部族においては,年 1回の定まった日に山神に

参詣に行き,男女が結婚相手を求める歌の掛け

合いとなり,そ の中に神話の求愛の一節が引用

されるとか聞く。

神話の成立する過程の当初,契機は前述の如

くであるが,そ の時代の人類は,文化,その他

の未成熟幼年時代の作品であり,長年月の間に

語り,歌い継がれて,円熟の現在に至った。成

立の頃は,人の幼年時代と同様に,好奇心一杯

の気持と幼稚さで溢れている。

神話はその発生場所と内容,集団と作者に

よって,常識的には次のように分類される。然

し,学者によっては若千の差異がある。

(1)国別神話

中国神話等,国名を冠 したものである。すな

わち, インド神話,ギ リシャ神話, ローマ神話 ,

日本神話などがそれである。

(2)民族神話

その民族固有の神話である。中国の57の 多民

族国家では,漢族神話,満族神話,蒙族神話な

ど,相似した内容のものがある。いかに相乗作

用を解明すれば,興味あるものが引き出せるだ

ろう。特に,部族発生では,洪水で兄妹二人が

取り残されて,天の神の言により結婚 して子孫

を残す。或いは肉塊を流産し,そ れを山野に捨

てて樹木獣等が発生 した。発想が相似している。

(3)地域神話

中国においては広大な国土を分割 し,昆合山

脈地方の見奇神話,蓬来(山 東省)地方の蓬来

神話,中原 〔黄河中流から下流にかけての地〕

神話等がある。

全世界を総括的にしたものに,大陸神話,海

洋神話等がある。

(4)内 容による神話の分類

人類起源神話,宇宙起源神話,洪水神話,族
源神話,天体神話,天婚神話をはじめ,治水・

文化・穀種・花種・桑蚕・薬物・器物その他の

神話がある。

民間伝承されているものには,書物によるも

のは,内容に変化されることなく伝承されるが,

極めて少量である。大多数は,日授伝承されて

現在に至っている。

以上の分類を総括すれば,万物起源神話とそ

の他になる。万物起源を更に区分けすれば,天
地開開,人類 0人種の起源,民族の誕生,文化

の発端及び万物の肇始の神話である。

民間伝承の多くは,万物起源史詩,創生詩あ

るいは創生歌として,日授伝承されてきた。長

詩歌について, 5, 6千行に及ぶものもあると

いう。その詩も,散文体や韻文体もある。

ここでいう「創生」とは,藤堂漢字辞典によ

れば,

「 1。 神が始めて世界をつくる。 2.世界ので

き始め。」の意味である。

日中大辞典によれば,

「1.天地の始まり。 2.天地開開」とある。

又,神話とは,元来古ギリシャ語の myeher

で,伝説,故事をさす。この意義は時代と共に

変化 した。

前置きが随分と長くなった。幾つかの神話の

実例の大意を掲げる。

神話 (「 辞海」辞典)に よる。

反映古代人イ「1対世界起源,自 然現象及社会生

活的原始理解的故事和伝説。官併非現賞生活的

科学反映,而是由干古代生産力的水平恨低,人

個不能科学地解釈世界起源, 自然現象和社会生

活的矛盾,変化,借助想象和幻想把自然力擬人

化的産物,神話往往表現了古代人民対自然力的

闘争和対理想的追求。古代希臓神話対欧州文学

発展起了根大的作用。中国神話極為豊富,許多

神話保存在古代著作中。如《山海経》,《准南子》

等。暦代創作中,模擬神話,慨借伝設中的神反

映現実或諷喩現実的作品,通常也称神話。

第 1話 イ (舞 )族創世史詩中の開天聞地

雲南省楚雄イ族自治州の銚安,大挑,藍豊 ,

地方の民間口頭伝承歌は,毎年 3日 間の部族祭

の時に歌う。その長歌4,600余行で 4部 よりな

る。第 1部 「創世歌」,第 2部 「物を造る」,第
3部 「結婚と恋歌」,第 4部 「喪葬」からなる。

創世歌によれば,遠い昔の天と地は無かった。

そこで,天神格滋は,天を造りたいと考えた。

天神は 9個の金の木実を投げて, 9人の子供に
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変え, うち 5人に天を造らせた。又, 7個の銀

の木実を投げ, 7人の子供に変え, うち4人に

大地を造らせた。ところが,天は小さく大地は

大きくて,適合 しない。その二つはまるで天は

傘,大地は橋のようである。後になって,大地

を縮めて,天とうまく合せた。(以下略)

第 2話 納西族の創西史詩中の開天開地

流行 しているのは,雲南省麗江一帯である。

この長い史詩は,第 1部 「開天開地」,第 2部

「洪水翻天」,第 3部 「天上蜂火」,第 4部 「遷

徳人間」の 4部作である。

天地はまだ未分化で,先に天と地の影があり,

太陽,月 ,星も未出現で,先に太陽,月 ,星の

影があった。 3度生まれて 9度, 9度生まれて

万物となり,そ れには真と仮がある。万物は実

と虚がある。真と実相の配合によって太陽の光

を産み出した。仮と虚が配合 して,冷たく静澄

な月が出現した。

太陽の光が何回も変化して,微妙な音声とな

り,それが変化して天地の善神となった。月の

光が何回も変化 して,耳障りな雑音となり, こ

れが,悪神となった。善神は又変って 1個の白

い卵となり,自卵は 1個の神卵を生み,神卵は

9対の白卵を生んだ。 1対の自卵は,天神に変

化 し, 1対の白卵は地神となった。又, 1対の

白卵は天を開いた 9兄弟となり,1対の白卵は

大地を開いた 7姉妹と変った。神の 9兄弟は天

を開き,神の 7姉妹は地を開いた。

この様に,納西族は,人類の起源も卵から生

まれた神話を伝えている。

第 3話 白族創世詩中の開天開地

白族創生詩は,掛け合い歌である。開天闘地

(又の名を「創生紀」という)は,自族民歌集

では,400余行の長詩である。流布伝承地区は,

雲南省大理県にある耳海という湖の河源西山白

族地区である。

打歌 (掛け合い歌)と は,遊戯,娯楽の意味

である。打歌は一種の一問一答形式の叙事体古

歌である。祭日,或いは婚礼の時には必らず歌

われる。その様式 (形態)は,問い掛けを歌う

進

者と反歌をする者に三分される。その片方は,

少な くとも5～ 6人である。多い時で20人余 り

となる。双方各グループの一人が,歌の出だ し

を歌い,それに従 って,そ れぞれ後に追随 して

歌い始める。焚火を囲み,足踏み して踊 り舞 う。

次の 4行は,開天開地の 〈洪荒時代〉の出だ

しである。

問歌 樹木の前の道で逢 った時から,あ な

たが言 った事は私は信ずる。

返歌 樹木の前の道で逢った時から,あな

たが言 った事は私は信ずる。

この様な問答形式の歌が,ながながと続 く。

創世詩の第 2節 の「天地の起源」では,盤古 ,

盤生の兄弟がいた。盤古は天を変えたが,平 ら

でないので雲で平 らに補った。盤生は大地を平

らに変えたが,平 らにならず,水で補った。 し

か し,天 と大地では,大地lが 大きく天がノ
lヽ さかっ

た。そこで,大地を縮めた所,大地に跛が生 じ

た。その場所が山となった。

天と地を修正 した以後,盤古,盤生の両兄弟

は死んだ。盤古は死んだ時,足が一丈八尺あっ

た。観音寺に横たわされた。眼はお碗の様に大

きく,日 は盆のように大きかった。体格が大き

く,容貌は立派であった。

盤古の右眼は太陽に,左眼が月と変った。回

は都市と村落に,体毛は草となり,小腸は小川

に,大腸は大河となり,肺 は大海に,肝臓は湖

となった。心は明けの明星に,息は風に,脂肪

は雲 となった。肉は大地の土となり,頭の骨は

岩石に,手指,脚趾は飛ぶ鳥と禽獣と変わり,

両手両足は, 4つ の大きな山に変った。右手は

武当山,左脚は点蒼山に変 った。筋は道路に,

手指の甲は家の上の瓦に変 った。

その頃,洪水があった。観音様と,兄妹 2人

を残 してすべて溺死 した。兄妹は流れてきた金

の鼓の中に観音様が隠 して くれた。どこともな

く流された。観音様は,99日 間夜昼探 し,99の

山と,99の 大河を探 して も見当らなかった。そ

の間は大海を漂 った。家鴨 (あ ひる),啄木鳥

(き つつき)に助けられた。ようや く鼓の中か

ら出る事ができた。

世の中には,兄 と妹の二人だけである。天神
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中国少数民族の天地開聞神話

の命により,不本意ながら,結婚させられた。

その故事に従って,現在の白族の結婚は,家の

門に松の樹を飾り,杯を交わす時は桃の花を使

う風習が現存する。

この兄妹は10人の子供と10人の孫が生まれ,

それぞれ姓を名乗った。それが百家姓の始まり

である。

第 4話 蒙古族の天地起源

昔,昔,更にその音の古い時代は,天と地が

まだ分割 していない時,世の中は混沌としてい

る。あたかも,浮いて動 く彩雲に似ていた。

漂う練り油の様で,曖味模糊とし,継続 し軽

く静かに胎動していた。この様な状態が幾年間

も持続 したか知らないが,恐 らく幾千年,幾万

年,或いは幾億年の長い時間が経過しただろう。

その様な,緩やかに長い胎動の中で,何時の

頃か知らないが,その状態で,明暗,清濁の物

が創り出された。その後,「 陽」に属する軽 く

て清いものは,上方に浮いて天となり,「 陰」

に属する重 くて濁った物は,下方に凝固して大

地となった。当然の事ながら,長 い長い時間が

経過 した。

明るく澄んだ物は上に浮いて天上 (上界)が

出現 した。そこに北斗七星を中心として,99柱

の天神が現われた。東方の神は,44柱,西・南

・北の神は全部で99柱のもろもろの天神となっ

た。

諸天神の下方には,幾千万個の「布日汗」(星

神)が出現 した。光輝燦爛として,美 しい生活

が営まれた。

その頃,下界 (地上)では,そ れに似て,水

中には,魚が浮遊し,土壌は固まらず,草木は

無 く,生物もない。片や荒涼としていた。諸天

神は土壌を固めるために,天より草木と生物を

投げた。土壌はだんだんと平らにきちんと整っ

た状態となった。更に,諸天神は地上に人を送っ

た。彼等は下界で繁栄 し,生息 した。日に夜を

継ぎ,遊牧生活に従事 した。天の美しい生活を,

地上にもたらした。

この里では,罪悪が無く,災難,病魔もない。

草本は生い茂り,生物は繁殖し,人人は愉快幸

福な生活をすごした。

参考文献

1.中国神話 陶陽鍾秀 上海文芸出版社

2。 中国少数民族神話 (上・下) 谷徳明 中

国民陶文芸出版社

3.中国創生神話 陶陽鍾 上海人民出版社

4。 中国民族神話詞典 表珂 四川省社会科学

院出版社

5。 自族本主神話 大理市文化局 中国民門文

芸出版社

6.内蒙古詩選 鳥恩,外 20名

7。 中国少数民族文学 陽亮才 0陶立播・鄭敏

文人民出版社

8。 中国民族史 呂思勉 中国大百科全書出版

社

9.中国民間童話 周慧 中国国際出版社

10。 中国家常 楊賀松 北京大学出版社

H.現代中国事典 安藤彦太郎 講談社

12.辞海 編輯委員会 上海辞書出版社

14.辞源 編輯委員会 商務印事館

(平成 4年 7月 13日 記)

西村 進 :850 長崎市西山町 2-183

-9-




