﹁殺人

化が詑開いた采代︑その対議に投霞するような野蛮な
習俗の記事が︑しばしば文款に登場するようになる︒
﹁殺人祭鬼﹂ーという禍々しい言葉で表される俗信が
それである c 邪い神に仕え祈るため人を惨殺して供える
というもので︑史撃や筆記が蓄さ留めるその護惨な記
録は︑読−一者の心題を寒からしめる︒
この﹁殺人祭鬼﹂に関しては︑すでに謬回瑞諮・河
原正博・︷お附関市窓・金弁籍中等の屈託にそれぞれ詳翻な

問団充

とはどの

とは︑具体的にどんな鼠

料に検討を加えてゆくことにしたい︒

そもそも
祭認であって︑祭られる

﹁鬼﹂については︑宮の

のであろうかの

次のような説明があって分かりゃすい︒

でなく︑人のい

して要求するもので

の作用を行う主体た

て逮文として用いられる︒併し今の壌の

論考がありえ私に誌これに付け加えられる格別の知

以前の時代へと留を移して︑拾い上げられる零締な翠

先行務究によりつつ宋代から始め︑湾代さらにはそれ

罷供できるのではないかと思う︒小論では︑これらの

よい︑民間に議りをなしうる状態にあるもの

九

見もない︒ただ︑還ってその恕滋を尋ねようとすると

ノ
、

い︑は議と最も近い援念であって古くから

」

瀕
源

き︑一一一一一の新たな資料と︑諸議とは幾分異なる見解を

，
、

しω ω

ケ4

4
4

あるから︑若し一一言いかえるならば︑邪神とするの
が最も適当である︒

によって詳細な考察が加えられている︒それ

諸省に渡っているという︒なかでち事例が多いのが西

﹁殺人祭鬼﹂の流行地域は︑西川・湖北・槻
臨・江西・広東・福建など︑西から東南部にかけての

川・瀬北であり︑この長江上流中流一帯が根擦の地と
考えられる︒ただ︑この習俗を漢民族・先住少数異民

この邪神は特定の持ではなく︑機々な名称で呼ば
れる複数の神々であった︒︒たとえば﹁稜畿衿﹂﹁療龍
神﹂﹁烏野七頭衿﹂︑あるいは﹁通天一二娘﹂﹁孟公使者﹂

るかについては︑確証となる資料を欠き︑昆解が分か

接いずれのものと考えるか︑あるいは外来のものと見
れたままであるも

﹁黄三郎﹂などもこれも宮崎民の所説を借りれば︑
された結果でもなく︑特別の神を崇拝の対象とした集

話も︑筆記や小説に顔をのぞかせるようになる︒その

以上が﹁殺人祭鬼﹂のおおよその輪郭であるが︑事
件の多発とともに︑危うく犠牲となるところを逃れた

﹁殺人祭鬼の鼠習は︑統制ある宗教団体によって指導
団によって実擁されたものでもない︒ただ殺人強鬼と
いう手段が先ずあって︑これを錨々の場合により︑夫

うちのあるものは︑歴史警の記録には見られないヴィ

々の環諸に従って︑自分の欲する利益を︑自分の欲す
る持に対して祈額ずる際に応用したのである﹂︵一ニ九

ヴィッドな描写で︑委必を結えている︒いずれも謬回
ておくことにする︒

には︑﹁殺人祭神﹂と

論文等に紹介された資料であるが︑以下に二議を挙げ

六頁︶︒
次に祭認の犠牲であるが︑これは極めて残忍な殺害

北宋の彰莱﹃墨客揮隠

方法を経て鬼衿に捧げられたようである︒すなわち︑
殺したのちに耳鼻を削ぎ毘設を切断する方法から︑生

題する次の一文があるも

有龍生行榔・連道中︑日持暮︑過耕者︒間秀才

上記︑構為次︑鈴人為下︒

湖南之俗︑好事妖衿︑殺人以祭之︒凡得穣生為

きながらにこれを行うもの︑さらには﹁心肝牌蹄﹂を
取り出す行為が加わるなど︒犠牲となったのは婦人や
子供が多く︑古木会要韓議﹄や﹃続繁治通畿長繍﹄な
どが載せるそれらの記録は︑昭氏の論文に詳しい︒
この戦標的な習俗の舞台についても︑すでに薄田・
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欲街強︒日︑

夜行︒詑村下有設費︑可以託議︒
始入一荒謡︑話題︑持
人出晃容︑甚率︑延入

がいて暴れるので︑夜歩きはなさらぬ
この村に富姓家があるから︑

みになっ

という︒泣ニ

自に入ると︑

って︑行く者も稀であった︒不

務の荒れはてた小経に入っていっ

符になるとひとりの
で︑その

た

翠夕︑有揚人出︑間
以一一割問機之︑政熱罷説︒

瀕窮の習俗は妖持に仕えるのを好み︑人を殺し
てこれを祭る︒議生を得るのを上とし︑鑓揺がこ
れにつぎ︑その龍は下としている︒
期州︵瀬南省︶と連M
m ︵広東省︶をつなぐ道
を旅する欝今一がいた︒日も暮れようとするころ︑
の者に出会うと︑﹁秀才さん何地へお行き
m
G

なさる﹂ と尋ねられた︒わけを話すと後はご﹂の
先には

方がよい
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コ
イ る

らい白状させたところ︑被害者は前後数十名にも
またその一味であった︒そこで二家試悉く掻別に

悲呪能酔邪︑平時講習︑於是殻心持念︒及数過︑

必以己祭鬼︑不敢穫醸︒主人既退︑盟神像︑一一得
娘欝如蓮大︒張料己盤慕境︑府無尚司脱︒審開大

持穣於護像前︒嬉其語︑知其

処せられた︒儒生は褒美に官職を授かり︑この女

賭大服者自軸市下︑盤旋凡上︒須奥︑有撃剥剥︑

上った︒はじめに会って道を教えてくれた幾夫も

性と生漉を共にした︒

退作小限無数︑其扶一吋畏︒乃閉店坐於床︑議現愈

犯行の実態を窺うことは出来よう︒単独犯でも巨大な

氏も指摘されるように恐らく脚色はあろうが︑巧妙な

最後はめでたしめでたしの大団円となっている︒謬田

事妖鬼︑歳以一人祭之︒往過讃害︑不可勝撃︒其

期一京︑彼店主翁︑中夜暴卒︒徐担其賞︑葦国一一一役

締結︷採取水英︑無追逐者︒行ニ塁少歌︑関塗中来人

己市鶴磯︑天且明︒張躍走出︑不離取譲箆︒俄

力︒時開離戸撃棒︑欲入不能︒

組織でもない︑家族あるいは小グループでの犯行とい

美女の助けで虎口を税するという小説的な展開で︑

うところにも︑この習俗の形態が覗いているように忠

法若無外人︑削則禍及家長︑斯其験山到︒湘中風俗︑
大抵皆然︒．

もう一籍︑南宋の洪議﹃夷竪志﹄支奨・春闘に見え

五︶の八月︑滋州︵湖南省︶に帰省の途中︑麓陵

吉水県︵江西省︶の張誠は︑乾道一元年︵一二ハ

われる︒
る︑﹁離陸鹿主人﹂を挙げておきたい︒これも長い引

︵湖南省︶のあたりまできて︑ある村に宿をとっ

世間水蘇人張誠︑以乾道元年八月往揮州省毅故︑

なしてくれる︒張は理由もないのに厚遇され︑他
意があるのではと疑い︑下一戸だからと断った︒そ

しさで鄭重に迎え入れ︑夜には摺肴を様︑えてもて

用になるが︑次のような話である︒

次韓陵界︑投宿村壊︒客店主人一宿泊如素交︑延接

た︒宿震の主人は︑⁝間口見るなり悶知のような親

加議︑夜具︑酒殺釣席︒張謂無出荷得此︑疑有︷じ意︑

のうえ長旅の疲れもあったので︑すぐに眠りにつ
いた︒

静以不能飲︒旦長塗倦盟︑遂就寝︒
良久︑堂上燈埼照議︑起市議︒議見主人呉衣話
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しばらくすると︑感敷に明かりが灯ったので︑
の前で祈祷している︒そ

記き上がって議いてみた︒
ぇ︑茶揺宏挟えて︑
なにやら何度も﹁張生﹂と自分

の名を呼んでい議子︑さては自分を捧叩物にし
て鬼神な祭るつもりだなと気づき︑援らず犠子を
うかがった︒主人が退席したあと︑神橡を焼める
と︑その一つは鰻が灯譲ほどの大きさであった︒
張は慶撲に路ったと患ったが︑逃れる締もない︒
以諮﹁大悲呪﹂が霧掠けに効くと関いて︑平素か
ら口にしていたので︑そこで発心してこれを議え
続けた︒数度競えたところで︑その大鰻玉の者が
斡から下りて︑卓上をぐるぐると由った︒すると︑

祭られた持畿についての搭写があって

の小眼に変化する不気味な大棋王が︑こ

張は尽を鰐じてベッドにへたりこみ︑いっそう力

数の小さな較に変わり︑恐るべき光長であった︒

祭紹者の家接に及ぶ点には︑特に詮目しておきたい︒

い︒︶また議牲となる人を捕えられない場合︑災いが

能に手掛かりとなる資料が見当たらず︑明らかでな

なっている︒︵ただその正体について辻︑

を込めて m%
を急じ続けた︒折しもドンドン一戸を叩

おいて

ておくには︑ さし当た

に関わる資料は能にも多いが︑

これは同じ臨方の郡諦である﹁議議﹂の話にも︑しば

たちまちパチパチと音がして︑はじけるように無

の

人
の

しば語一られるところであるi

は

く普がし︑何物かがやに入ろうとして入れない犠

探こ
のいこ

子であった︒
カラスが鳴き︑空が明けようとするころ︑張は

(
!
)

大協てで逃げだし︑詩物を手に怒る壊もなかった︒
ただ︑関こえたの詰留の家で︑あ
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の味

の

ついては︑揮田氏の該博な論誌に譲ることにして︑

も︑この習俗が途結えることなく練り返しされた事実に
節では逆に時代を湿ってみることにしたい︒

一
一
一﹂はこうして宋代︑般かに文献を賑わす
﹁殺人祭鬼

巻十曲・懲惑問・一必親に見える﹁烏亀大

王﹂の記事などを挙げ︑薄田説会︸補強しつつ支持して

おり土宗代における・：：・吋殺人祭鬼﹄再考﹂八1 一
O頁てこれが殺人祭鬼の神である可能性は︑かなり

鬼﹂のみ
高いように思われる︒ただ︑実をいうと﹁尚一m

料を︑私たち辻司太平広記﹄に求めることができる α
諾氏の論からは零れ落ちているけれども︑問書泰三十

に拘らなくとも︑中古結期に存在した﹁殺人祭鬼﹂の資

に考えられているのであろうか︒宮崎論文は︑中間出南

四の﹁握嬉﹂︑もとは唐の議鱗﹃伝奇﹄に載る話の一

ことになるけれども︑その起源について辻︑どのよう
方に恩有の部道一様調を尊ぶ風尚に注目しながら︑一方︑

節がそれである︒

域人が多く来往し︑異教や医術などが伝えられた史実

裂燥は籍宗の貞元︵七八五1八O五︶年間関の人で︑監

じを簡単に説明しておくのが便利であろう︒主人公の

﹁握櫓﹂はかなり長い話なので︑途中までのあらす

酋域の風習が唐末五代において田川省に流入した可能

と重ね合わせると︑宮輔氏の推論には興味深いものが

察御使を務めた寵向の息子である︒向は南海︵広東省︶

性を考える︵一一一八七1一一一九一一真︶︒唐米五代の閥均に西

ある︒しかし︑調停泊論文は︑北宋の葉一啓﹃繋気炎詩話﹄

た︒ある年の中元︵七月十五日︶の縁日︑駿わう寺の

だ︒器落な性格から豪機能挟を尚び︑数年と経たない
うちに家産を蕩尽して︑寺院に仮住まいする身となっ

の従事に在佳中に亡くなり︑息子の婚はこの地に住ん

を紹介している︵三一一一五i六一良︶︒もし繋啓の説くと

雑踏で乞食の老婆を助けた嬉は︑後日その礼として癒

を出引いて 7︑社甫や一冗穣の詩に見える﹁烏鬼﹂と︑殺
人祭鬼の﹁出馬野七一綴衿﹂とを同一のものとする彼の設
ころが正しいとすれば︑﹁殺人祭鬼﹂は麿代中頃にす

を拾す文宏もらう︒たまたま寺の老摺が︑耳にでき

た癌で図っていたので︑この文で灸を据えると見事に

でに存在していた訳で︑︷治時氏の推論は山崩れることに
社詩や一冗詩の﹁烏鬼﹂については諸説があり︑津田

治った︒舘は喜んで︑山下に住む富豪の任老人も窟で

なろう︒
氏は慎重に結論を保留する︒しかし金井氏は︑﹃名公
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てやれ器︑どっさり札
てくれた︒そこで者儀
の農毅に出かけてゆく

ぞ・ゆっくり
いませんように﹂
った︒録はおご

γ

還の前で努の欝べがするの

すると﹁制御主人犠のお嬢識

でその一等を縫りて演奏する

いて心が動いたようだつ・た︒

時に任老人の家では独勝一弾という鬼衿に仕えて

おり︑一一一年ごとに必ず一人を殺して捧︒げていた︒

れずにいたのである︒経老人は患に心変わりし︑

すでに時期に迫られていたのだが︑入念論支えら

と︒そこで神への供え鞠を用意させ︑

る︒まして比一一緒な靖気合治したくらいのことなぞ﹂

大患ですらなお報いないことがあると額いてお

息子を呼んで計って一夜った︑﹁門下に誌ずっと容

持刃業矩追之六七幾及之︒矯国

不熱者︑
捧刃撰文︑

も訪れず︑血殺に供えられる者もいない︒わしは

の震構は環文も許せて示しておく

な行
いつ

少填死失︒比刃亦望持去︒無知特累也︒鱒恐樗汗流︑

ことにするも

のであるが︑この

し、、

失是盤子大拾弁中︒追者失藤間返︒．
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が吉道
もん
らで
えい
る
か

に燥を殺そうと謀った︒そしてこっそりと鵠のい
る部麗に問を掛けてしまったが︑鋒は気付かなか

いうことになる︒

に引躍した箇所を読んで我々が思い浮かべるの

持っていってください︑私に累をおよぼさないよ

しなければ︑じきに命はありませんよ︒この刀も

ります︒この刀で窓を被ってお逃げなさい︒そう

に仕えており︑今夜きっとあなたを殺して鬼を祭

窓の隙間から嬉に告げて一言った︑﹁私の家は鬼神

娘は秘かにこれを知り︑こっそり刃物念持って

に連なる習俗と言えよう︒﹁握鵠﹂の物語には荒唐無

身に相違ない︒明らかにこれは︑宋代の﹁殺人祭鬼﹂

一足の﹁盤﹂を記糠に持ち︑宋代以降︑淫関の神の代
表的存在となってゆく︑﹁五通﹂﹁強制脚五通神﹂日の前

る︒﹁鶏脚神﹂同という一本足の邪神は︑古代神話の

別けても注目されるべきは︑祭られる鬼神の名称であ

験は︑榔・連を旅した儒生のそれと極めて似ている︒

は︑先の﹃懸一客揮犀﹄の諾であろう︒寵燥の恐怖の体

うに﹂︒簿は恐縮の余り冷汗を流し︑文を持って

稽な額所む多いが︑﹁務脚神﹂信仰については当時の

れんじ

刀を揮い︑窓の掻を切って飛び出し︑縫合外し

ていたことが明らかである︒となると︑宮崎氏の西域
伝来説は一先ず退けられ︑あらためて中国圏内に境線

このように﹁殺人祭鬼﹂は︑唐来五代以諮に行われ

習俗の事実を伝えていると考えられる︒

追いかけ︑あと少しにまで追った︒燐は道に迷い︑
足を滑らせて大きな枯井戸の中に落ちてしまっ

この呪わしい習俗の起源について考えている︒巻下に

南宋の朱翌に︑﹃務党寮雑記﹄と題する著作がある︒
その中で彼は︑﹁殺人祭鬼﹂の時代を生きた人として︑

の作業を試みてみることにしよう︒

ると︑現存する資料は極めて限られてくるが︑以下そ

唐代からさらに遡って﹁殺人祭鬼﹂を考えようとす

が注がれることになる︒

の宮殻へとたどり着く︒そして物語はさらに不思議な
展開聞になってゆくのだが︑そこからは小論とは無関係

大蛇の癌も治してやり︑この蛇の導きで地下の別世界

井戸に落ちた議熔は︑この後︑井戸の中で出会した

た︒：：：

た︒追っ手は跡を見失い︑そこで引き返していっ

余人を率いて︑刀を持ち矩をかざして六七里も

たい品浄作つ

て逃げ出した︒任者人はそれに気付くと︑下僕ムー

った︒

σ
3
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見え

法人であつはなく︑
ておくべきものと思われる︒

に挙げる認︒
鮮戦符始舟人於事社︒議武仲間開之

の批判から明らかなように︑北地においてはすでに野

いはない︒やはり宋代の
祭乎︒衆人箆斜文公用欝ヴナ於次

Q

蛮な行為と晃なされており︑消践しつつある過去

が挙げられる︒

問︑格以求額︑今透

この地に古い資料としては︑立尽

であったと見てよいであろう
って郊を占領し︑拝農を刊献ずる

に次のような一節がある︒

南方不可以止紘一一

人の市内を得て以て詑り

階方は以て止まるべからず

はこれに践を加えて

その骨を以てとなす

得人肉以認

魂よ締り来たれ

人を犠牲に用い始めた︒同紙武仲がそれ
を間開いてった︑﹁期間公はきっと魯の祭記念お受
けにならないだろう﹂と︒宋の人︵議公︶は絡の
文公に命じて次離の社で部予を犠牲に用いさせ
しても︑判的絃無理だろう﹂と︒今︑遠い地方では

た︒すると司馬子魚は言った︑﹁覇者になろうと
なお入を殺して鬼神を祭っているが︑人が
これを開聞いたのである︒哀しいかな︒
前者はの昭公十年秋七月︑

得人之肉︑期間m以祭神︑復以
欝部食之︒今溺潟︑北有殺人鋒鬼者︑的制其遺篠山泊︒︵

南入は常に議・擦を食し︑人の肉を縛れば︑期ち用

公的

な祭詑において人を犠牲にする倒があったことを︑こ

いて以て持を祭り︑またその脅そ以て綿織となしてこ

d

れらの記畿は示している︒しかし︑宮埼論文にも言う

即ちその議鈴なり︶﹂﹀︒

れを食う︒今の潟寵・北に人を殺し患を祭る者あるは︑

公十九年夏六月の条に見える 記事である o w

ように︵三八O頁︶︑こうした古代の人身供畿がその

戸

m

しおから

まま宋代に及んだとは考えられない︒祭られる対象も

‑a
:
J

清の吋山帯欝註楚辞﹄も︑ア時記神也︒
の仲貯は魔魅多く︑常に人を殺して鬼を祭る者ありご

妬のために持縛盟十余人な絞殺し︑婦人の初産の

のの宜君は︑もとの成王の孫である︒嫉

入︑盗鰯婦人初産子管膝以震婿道︒矯入所上番号問︑

と柱を加える︵巻六︶︒窮地における人身供犠の古い

子を盗んで腎や膝を切断して鰭道をおこなった︒

多緊魅︑常有殺人祭鬼一者︿詑とは神を蹴るなれノ︒

撞史が窺われ︑これが後の﹁殺人祭鬼﹂を生む伏流と

人の上参して訴えるところとなり︑判決︑が．子って

異常なまでの嫉妬に駆られた宜君が行った﹁鰭道﹂

で処刑された︒

なったことは十分考えられる口︒ただ祭られる神につ
いては︑後漢の王逸﹃楚辞章句﹄は﹁佃何人之肉︑用祭
っている︒鬼神で誌なく先組を禁ったとすれば︑来代

は︑夫のヱア聞の愛を取り戻すための呪術で︑邪神を紀

記先組﹂とし︑南宋の洪輿知能吋楚辞補住﹄もこれに従
の﹁殺人祭鬼﹂とは異質の祭記ということになろうが︑

る﹁殺人祭鬼﹂と間一揺はできない︒しかし︑初麗児

の間設を断つ方法は﹁殺人祭鬼﹂と閉じで︑誌に漠代

その辺りを確かめる締はない︒

の中国において︑こうした文解による秘密祭儀があっ

﹃楚辞﹄の﹁招魂﹂の⁝節と後世の諸詮は︑このよ
うに様めて興味深い資料ではあるが︑認られる神格や

たことを物語っている

司馬還の吋史認﹄巻二十の﹁建一元以来侯者年表﹂に

きるのは︑﹁殺人祭鬼﹂の成立は恐らく藤代よりも溜

前はやはり少ない︒ここまでの考察から私達が確認で

大路以上に尽きてわずかな断片を通して知りうる事

康代以前の文献資料に関して︑管見の及ぶところは

G

祭記の具体的内容については︑残念ながら知ることが
出来ない︒人身供犠の惨離な実態は︑加の資料に求め

は︑将陵公史子閣の議室窓が行った︑﹁鰯道﹂につい

ること︑それは人身供犠の原始的習俗を早期に克服し

ざるを得ない︒

て述べた記事がある︒短い文章ではあるが︑その方法

た北方ではなく︑この習俗を根強く残す南方の愚土の

漢の呪術にすでに見られること︑程度である︒そして

中であったこと︑また犠牲の支解という祭儀方法は前

が具体的に述べられているので︑左に挙げてみよう︒
子部議宜君︑故成王孫︑嫉炉︑絞殺侍縛四十銭
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さら
るとなると︑度留外

にまで視野を誌げ直してみることが必要となろう︒

︷お錆市定氏の﹁殺人強鬼﹂すでに見
たように︑唐末五代という持技設定においては成立し

﹁ヴェ！ターには︑中閣の

の第十盟

と共通するところがあって興味深い︒

くよりも︑訳審誌に付されてい
方が分かりゃすいので︑こ
二
九
一
一
一1

11

自のの

QH

の斡で播かれた
w
n

ヴノエ 11

／
々
でおこなわれる︒

難い︒しかし︑これによって国外の習俗の伝議という
可能性が金否定される訳で誌ない︒簿国瑞一橋氏は︑そ

かれ︑その盟方に

妊婦とその給究を穆殺し︑その肉を分けて食べるとい

人祭犠を挙げている︿一一一盟六i一一一臨入︑一一一六八︷︸九一気︶︒

名︶雪機余﹄巻一の記事等をもとに︑議古一フマ擦の食

の眼球を火にくべて壌番する

としては︑一鱗遺骨の器に血を

るヴェーダ！ラを死鯨の中に

入閣の賭勝である︒行者は潔

は満々 ど鼠を議えた瓶が蜜か

ラ

うもので︑議かに﹁殺人祭鬼﹂と一蹴通じるところが

とする︒

鐙間約問

mの訟は

緩の内部の地面には鼠

ある︒おそらくは古い超擦を持つ密議と考えられるが︑

るc

うした長播の可能性の一つとして︑間約の窓康野史︵関

時代を何処まで翠行しうるのか明らかでない︒ただ︑

ヴェ i タi ラがこのようか

には一行者の額いをきさとどけるが︑

ラマ教すなわちチベットという地理的な連想から︑さ
らに寵下してインドに注留すると︑より古い資料に行

失敗した時には彼は

呪法に

し

イラグア神︵シヴアし︑

いが︑第二一同﹁絡印をおされた少女﹂には︑幼児の心

ここにのついての

き当たることができる︒
インドに倍わる宮路鬼一一十五話﹄は︑疑鬼︵ヴェi
タiラ︑死骸に態く鬼神︶との変重なる問答・試練会
議てその思議を受け︑ヴイデイヤiダ一ブの僚主となっ
たトリヴイクラマセiナ 五 の で あ る ︒ こ の

‑ !)/

国

なった時の呼称︶に捧げる魔女の話が見える︒右の引

の習俗として放置しておくことの出来ない︑興味深

できるわけではない︒しかしまた同時に︑瓦いに無

ても︑援数の考え方があり得ょう︒たとえば︑︒古代

い共通墳がそこに存在することも事実であろう︒
なお︑結播という観点からこれを捉える場合におい

用の中で特に注目されるのは︑この呪法に失敗した場
合で︑術者自身が死ななければならない︒これは︑中
国の﹁殺人祭鬼﹂や﹁轟毒﹂の場合と同じである︒
また﹁ヴェiタiラ呪法﹂の起源についても︑上村

シヴアの審属のひとつとみなされる︒この頃にな

少し後代のカシミiルのシグア派の諾文獄中では

もあるが︑シヴア神との間関係もうかがわれ︑特に

グェ iタ！ラの信仰は仏教起源であるとする設

しかしいずれにしても︑﹁殺人祭鬼﹂は完成形態の祭
犠として伝播し踏襲されたわけではなく︑複雑な変遷

窃の二つのケi スが共に生起したとする考え方︑等々︒

鮮が接合したとする考え方︑③長い歴史の中で︑①と

身供犠の習俗に︑ある時代になってインドの開様な習

とする考え方︑②南方中国に古来から強 間にあった人

インドに発生した土俗一信仰が早い時代に中国に依謡
し︑それが南方中国における人身供犠の起源となった

るとヴェiタiラ信仰はシヴア信仰と明僚に結び
つくようになるのである︒しかしながら︑その信

融合の過程を経ていると考えられ︑またこの習俗を初
穏にまで譲ろうとすれば︑その様は犠めて深く遠いよ

︶
︒
氏は次のように解説する︿二八九1二九O真

く︑むしろ古代インドの土俗信仰にあったものが︑

仰はおそらく仏教起源でもシヴア教起源でもな

うに思われる時︒

遠い初源ということで一言えば︑﹁殺人祭鬼﹂の今一

仏教やシヴア教︑特にタントリズム︵タントラ教︶
に取り入れられたと考える方がよいであろう︒

ができよう︒明史記﹄の蝿道の記事から︑さらに遡っ
て視野を広げてみれば︑原始農耕社会に広汎に見られ

つの特徴であった︑犠牲の支解についても同様な指摘

る裁断儀礼が浮かび上がってくる︒

ヴ広 iタl一フ信仰のこのような古い起諜を知ると
つながる︑一つの源流をそこに見る思いがする︒無論︑

この儀式は︑大地の神あるいは穀物に宿る霊に対し︑

き︑中間の﹁殺人祭鬼﹂や蒙古ラマ備の食人祭犠とも
類例制した祭儀が起諒必ず︸異にして発生する可能性も︑否
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撮道との関には大きな臨絶があり︑関者を議接結びつ

から犠々な事掛川が紹介されている︒勿論︑農耕儀礼と

する藷研究口に取り上げられ︑役界各国の姑神話や習得

穣を折るもので︑エリア！デやイェンセンを誌じめと

犠牲となる人を捧げてこれを寸断し︑大地に埋め

せて祈り︑また部

挟えて罵るばか

首に組がわくと

って火中に投じ

の輩出をおい︑

けることはできない︒しかし︑騒望の成就のために犠
牲を解体して祈る方式の裏には︑議くつながりあう原
始的発懇があるように思われる︒現に︑こうした裁新
議礼はや国南方にもあったようで︑簿国論文は吋中華
全一国農搭志﹄時？？議・巻八に載る︑震構替の日間口瓦族の
事例を紹介している︵一一一七一 i 二葉︶︒﹁祭穀地﹂と称
するこの農耕犠剖津間氏の要約を措りれば次のよ
うなものである︒
の正月二月のころになると︑そこの喰瓦人
は弓欝を携えて回数に近い薮に身を潜める︒議め
国の磁に識いておいた米粒の議を見張っている︒
通り過ぎる人がこれを見つけて引返すと︑彼等は
でもやはり射かけることはしない︒最も数迎する

り︑騒史的経緯の解明には穀遠いが︑この習俗

心に若干の検討を試みた︒二一一一の新

以上をめぐって︑そ

の泣繋毅だらけの人で︑もし米粒の航機に諮みこむ

に資するところがあれば幸いであるの

矢を発射しない︒自諮無畿の人が米粒の畿に入つ

と︑郎患に射殺し︑設を切って婚に投げておく︒
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ただ︑このテi マの下での調査は︑正誌なとこ
の重くなる作業でもある︒原始には農耕民族の敬

て﹁殺人祭記﹂︵宋・彰茶吋翠客様伴犀﹄巻二︑明宋史﹄

あるいは﹁殺人祭神﹂︵﹃明一統士山﹄巻八十九・琉球

巻九十九・刑法志︑︶などとも呼ばれるが︑﹁殺人祭鬼﹂

祈りであり︑後には異端の秘密接儀となった人身供犠
の長い歴史と︑流された鼠の防相しさを思うとき︑誰し

が一一段品別である︒またこの風習は︑﹁援牲﹂あるいは

﹁採生﹂とも呼ばれた︵﹃楽会婆斡稿﹄刑法一一︑﹃元典

翠﹄巻四十一・不道︑﹃閥的徐﹄巻十九・人命︶︒

津田瑞穂﹁殺人祭鬼﹂︵明天理大学学報﹄第臨十三籍︑
人文・社会科学籍盟︑一九六四年﹀︑﹁殺人祭鬼・託補﹂

は上記ニ論文も併せて収載︶

補﹂︵吋中国の民間一信仰﹄工作会︑一九八二年︑本番に

︵町中文研究﹄第五号︑一九六五年︶︑﹁殺人祭鬼・一得

ければならなかったのも︑一部にこうした不仁・残

河原正博﹁采代の殺人祭鬼について﹂︵吋法政史学﹄
第十九号︑一九六七年︶

宮脇州市定﹁宋代における殺人祭鬼の習俗について﹂

︵﹃中国学誌﹄第七本民俗粛暗号︑一九七三年︶︵吋宮隣

市定全集﹄第十巻︑岩波裳店︑一九九ニ年︶

会弁徳幸﹁宋代・湖南北路における鬼の信仰につい

吉びた資料の山に向かう者としては︑血塗られた祭

第五号︑一九九四年﹀︑﹁宋代における妖衿信仰と﹃喫

て

i殺人祭鬼の周辺i﹂︿﹃駒沢大学禅研究所年報﹄

儀の関の歴史にも隠を逸らせることがあってはならな

菜事魔ヤ﹃殺人祭鬼﹄再考﹂︵﹃立正大学東洋史論集﹄
第八号︑一九九五年︶

いのであろう︒

は︑未だに克撮の糸口すら見出せない︒だとすれば︑

の殺裁をもって勝利とする人類最大の迷妄について

狂信は現代社会と無縁のものではなかったし︑離対者

た過去の遺習でしかない︒しかし思えば︑殺裁に至る

現代人にとって︑﹁殺人祭鬼﹂の迷妄は︑克服され

知れない﹂と位締め括られている︒

忍・汚辱の習俗が現実に存在したからだと言えるかも

ば︑儒釈道が飽くことなく仁義・慈悲・議浄を説かな

が︑中世・近世一を通じて伝承されていたという事実は︑
中盟宗教史の明暗を考えさせるものである︒換言すれ

悲の仏教︑清浄の道教の褒艇に︑血騒い原始的殺人教

鬼﹂の結びは︑﹁それにしても︑仁義道徳の儒教︑慈

もが暗然とならざるを得ない︒津信氏の論文﹁殺人祭

1 校
2
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について
しては︑

引用の
みめ
い dMの
Uで

G

こ

の説に分かれるけれども︑彰凡あるい
かと考えられる
されたもので︑

は数侠しらない︒しかし

南采の曽鑓設﹄の券四十七に九十六銭が引かれ︑

この一文もその中に見える︒ただ文筆は務格化され︑

タイトルも﹁繍逮選出ヤ託宿﹂となっている︒︵﹁繍逮﹂

とあるのは︑地名を﹁議﹂ではなく﹁繍﹂としている

ため︒しかし︑ここは距離的に近い﹁線連﹂が正しい

れたと考え︑河原氏は南方少数異民族の風習に限定し

ちらの方が良いように思われる︒ただ︑五汝誇・飽吋

は︑津間氏は﹁凡得鰭生為上︑認飽為次﹂と読み︑こ

なお︑﹁凡待機生為上記︑僧為次﹂の館所について

であろう︒︶

て考える︒ては︑滋域からの伝掲の可能性

つ幾客捧総体恥ぷ校本と同じ句読になっている︒意味も

類鋭校注﹄︵福建人民出額社︑一九九六年︶を見ると︑
いずれも断定は避けられてい

大差はないので︑改めずに一先ずそのまま引用してお
いた︒

については︑

について述べた次のような一文がある︒
椋駿︑

五日取

たとえば︑十・地理芯下には︑

詳しく便利である︒引用文はこれによったが︑

議刊﹂の点校本があり︵二O Oニ年刊行︶︑
織かい築関については省絡した︒点校者の孔凡積氏の

6

る
︒

くのが

会︸考えるの民族函有の風習の可能性に綴

たとえ話︑津間氏は漢民族にもが行わ

いずれも西氏の

1 ・2務︑一九九O年
﹀

李敏間賠﹁宋代東南地区的殺人祭鬼風俗﹂︵明東南文化﹄

るが次の議考がある︒

なお︑中器の研究者の論文

ページ数もこれに従った︒

国

解題によれば︑の輯撰者については五つ
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5

家︑一一一年不殺他人︑則畜者・8銭其勢︒：：：︵その方法

以殺人︒国食入人腹内︑食英五鱗︑死期其産移入議主

を出して恭しく拝んでいる︒そこで下僕に用心す

て︑こっそり様子を覗き見ると︑競子二人が猿の

る︒畿は食物によって人の授に入って近畿を食い︑そ

盤︑設なら議盆といい︑これを使って人を殺すのであ

生き残った一践を余して留めておく︒それが蛇なら蛇

種の虫＆集め︑一緒に器のやに霞いて互いに淡わせ︑

死んだのであった﹂と︒

くすると泣き声が開聞こえてきたが︑それは宿の怠子が

って追い払うと︑ためらった後に立ち去った︒しばら

れは人間のような体をした大きな猿だった︒剣を振る

すると何やら部震に拙押し入ってくる者があったが︑そ

う言いつけ︑眠らずに斜を手にして窺っていた︒

の人が死ねば財産は議主の家に入る︒一一一年他人を殺さ

というのは︑五月五日に︑大は蛇から小は誌に一品取る百

ずにいると︑調っている者自身がその容を集め受ける

潟︑一九八O年︶の下冊に纏められ︑当該の一文には

判禁克夫詩話﹄は︑郭紹虞﹃宋詩話相料侠﹄︵市ヤ慈審

ことになる j・
：
﹀
﹂
︒

﹁社詩烏鬼潟地門名﹂の題が付されている︵一一一八四1五

資︶︒原拠は︑南宋の胡仔吋若渓漁蕗叢話﹄前集・巻

十こに所載の文章︒なお︑津田論文が﹁烏夜七頭神﹂

とするのは誤記で︑吋漁関陣議諮﹄は﹁白河野七頭神﹂に

神﹂となっている︒

警﹄巻二十六にも引かれているが︑そこでは﹁烏野頭

作る︒﹁白鳥鬼﹂に関する議論は︑南栄の豆一機吋野客襲

一
世
気
︶
︒

窪燥の話は︑﹃太平広記知以外にも︑南宋の際冗談

吋歳時広記﹄巻二十九︑議髄﹃類説﹄巻一一一十二︑明の

り︑字句にも異間が見られる︒開問携伽轄注﹃袈鰭伝奇﹄

陸様吋古今説海﹄巻五十・説淵部などに収められてお

︵上海古籍出版社︑九八O年︶には︑それらの誇資

る︒臼く︑ご人の旅人が募れに債をとったが︑その
主人と息子が旅人の祷物をチラリとにらむ︒経しいと

介されている話は︑この﹁欝器店主人﹂とよく似てい

盛議や呪訟の風俗を記した個所があり︑その⁝節に紹

なお︑南市水の曽敏行﹃独罷雑士山﹄巻九には︑南努の

芸文﹂の記事などをもとに論じられている︵一九0 1

正敏明日滋斎関覧﹄を引く︶︑﹃広際通志﹄巻一夜十九﹁

ついては︑曽髄吋類説﹄巻四十七の﹁議議﹂の粂︵際

が詳しく︑参考になる︒胤躍が扱い主に容を及ぼす点に

華地方の盤遂と呪術的伝滋﹄︵風饗社︑ニO O五年﹀

議毒については︑川野明正﹃や閣の︿懇き物﹀中

7
8
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これ

九八七年﹀の

透へi﹂︑など安参考にした︒

なお︑不可解な点安一つだけ挙げ

には﹁不束﹂の二学がなく︑﹁門下容罷肘熱血鵜﹂に作

逸神橋附仰の狂信的な部分のみが﹁殺人祭鬼﹂と秘かに

縁することで一段に広く浸透していった︑あるいは五

してこない︒これは︑五通衿信仰がと絶

﹄は︑文繍額四闘った︒

て興味探いのは︑

子
家

(
l
)

料をもと
により︑ 点 校 本 の 九 八 一
一次印刷側︑初援は一九六て間体字
に改めた︒吋太平広詑﹄との間に出向が晃ら
G

れるが︑特に問題となるもの以外法療を避けて取り上
げなかった

るという︒﹃古今説海﹄も二字のない文になっている︒

五通﹂の名はその後の﹁殺人祭殿

それなら託︑﹁門下の客︵窪矯︶には血縁の容もいな

結びついていたことを一一小すものであろうか︒︿袈鰯が

点校本吋太平広詑﹄の注記によれば︑間切鈴本明広記﹄

いのだから﹂の意味になろう︒いずれに従うべきか判

口氏

の行為そのものの存在は動かない J

詑られる衿の名を間違えた可能性も考えられるが︑﹁

が︑らさから後に部られたのではないだろうか︒
はに作る︒

の文には︑ニ︷やがある︒
﹁務関衿﹂ を

六・のもとに︑︵湖北省﹀・盟都︵

は︑一百十

は他に見当たらず︑ ﹁
糊
榊
﹂ 字が脱落したものと考えら

ことを示し︑その地が采代︑殺人祭鬼の嵐が議

白川省︶の少数義民族に人を殺して祭る風習があった

﹁五通﹂に関する議文や言及は数多いが︑前掲の川川

ている︵二ハi七
一
災
﹀
︒

れる︒

凶海﹄もこれに問じ︒ し か し と い う 名 の 衿

のノω

断に迷うところであるが︑もとはあった﹁不来﹂ニ学

。
〉

h にも︑第一一一翠辺誠南省の
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野明正﹃中閣の︿謬き物﹀

ら︑人身供犠の併を数粂あげているが

他に

五通衿信部

i保山市陰陽区五部廟と独関五郎・五郎

衿のの考察があり︑主としてこれを参照し

1
4

襲日

コ
て

9

1
0

口問鬼二十五諾﹄は︑十一世紀のカシミi ルの詩人︑

社際東洋文媛︑一九七八年︶

に見える怪鳥︑乳飲み子の内麟を食べるストリクスと

にこの﹁姑獲為﹂は︑ロ！マのオヴイデイウス認知潜﹄

らう﹁姑獲烏︵夜行遊女ごとも関わりがあり︑さら

て考えている︒﹁鬼慈﹂は︑夜に祭を飛んで子供会さ

の考察に新たな材料を与えてくれるものではない

ソi マデiヴアによって著された物詩集吋カタi ・サ

類似している︒影響関係を論じるには資料が不十分だ

七一線神﹂を妖烏﹁鬼率﹂︵俗称﹁九一践烏﹂︶と結びつけ

リット・サiガラ﹄やの長編挿入語︑﹁ムリガi ンカ

が︑殺人祭鬼の諸衿を考える際にも︑時として国外に

朱代における：・・：﹃殺人祭鬼﹄再考﹂は︑この﹁由一向野

ダツタ王子の物語﹂のそのまた挿入話というのが出自

視線を向ける必要があることを示していよう︒なお︑

日上村勝彦訳百周鬼二十五話インド伝奇集恥︿

である︒吋カタ！・サリット・サiガ一フ﹄は︑紀元一一一

始獲為や鬼箪については︑山間接児吋夜鳴く鳥

成ったもので︑従って吋屍鬼二十五話﹄は︑十一役紀

詳締な論考がある︒

学・呪術・伝説﹄︿岩波惑店︑一九九O年﹀に問題の

i医

タih に忠実にもとづき︑これを要約し文飾を加えて

註記以前に実在したグナiデイヤの吋ブリハット・カ

よりさらに遠く遡る資料ということになる︒もっとも

口農耕儀礼における人身供犠を取り上げたエリノアlデ

アがもとづいたウブリハット・カタi﹄は︑﹁二十五

の独立した作品であったという︒なお︑ソ！？デ！ヴ

イヤ涼本に含まれていた可能性は低く︑もとは別系統

エリアiデ著作集 3︑一九七間年﹀などがある︒イエ

﹃ 聖 な る 空 間 と 時 間 宗 教 学 概 論 3b ︵せりか番一民・

神話と夢想と秘儀﹄︵思文社︑一九七二年︶︑久米博訳

較宗教類型稔i
h ︵未来社︑一九六八年﹀︑岡三郎訳﹃

の著作としては︑堀一郎訳吋大地・農耕・女性

上村氏の解説によれば︑この﹁ニ十五話﹂がグナ1デ

話﹂を物語ゃに含むカシミi ル系伝本であり︑その成

ンセンの著作には︑大林太良・牛肉締巌・樋口大介訳吋

i比

﹁二十五話﹂は︑少なくとも七世紀以前に溜ることが

立は七世紀頃と推定されている︒とすれば︑文献学上

殺された女神﹄︵弘文俊一・人類学ゼミナi ル2︑一九

エリア！デが挙げる人身供犠の著名な倒的は︑インド

七七年︶がある︒

できる資料である︒
は山国外からの伝播という点に関連して︑殺人祭鬼の﹁
出戸内野七頭神﹂について付設しておきたい︒金弁論文﹁
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のコン

﹁メリアi ﹂︑メキシコのアズテック族

ド・ア一一ム族の

られる︒
式の内容は︑

九九五年﹀に
っている

c

八八年には︑上海文芸出向紙社より﹃中撃風俗忘﹄のタ

終誉級制割下︑機 夜間関︑春日後生一越之多寡︑以ト本

踏着米露︑削即刻︵刻︑活字本作一円︶被伊煎努箭射死︑

之内︑亦不射︒伊最歎迎者︑係有連額額之入︑経婆

見退走︑伊部停努不射︒自街然幾之入︑如出走入米露

伏︑時持者援国境上預先撒下之米顔︒過往之入︑春

月之問問︑該嘉之格瓦人挟機努箭︑在籍回敵之林間議

之風俗︑名目祭穀道︵道︑活字本作地︶︒毎到正二

思茅議潟之地方有名犠予者︑該患有一一議惨無人道

奇俗﹂と題する原文は︑影印本によれば次の還り︒

が刊行されており︑これを参照した︒﹁喰瓦之祭穀地

イトルで影印ム口般本︵底本は大遠翻議供応社一待問総本︶

年に河北人民出額社より上下二時の点授活字本︑一九

り再販が刊行された︒一九八六

一九一一一六年には

初肢は店街本で︑

エレ神話を研究の出発点とし︑一一品︑iギ一一アのマリン

アのセ一フム鳥居住民ウエマi レ族に伝わる︑ハイヌウ

のトウモロコシ儀礼など a イェンセンは︑インドネシ

コ
♂

弁終屍身政露数段︑以泥土織之︑放於火
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