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古のモ ンゴル的宇宙観 と霊魂観 について

包
は じめに
現代 モ ンゴル人 は､大抵が人 は死ぬ とまた生 まれ変 わることがで きる とい う輪廻転生の観念 をもっ
ているo この生 まれ変 わる段 階で何 に生 まれ変わるか､あるいは どの ような人物 に生 まれ変 わるか､
または六道輪廻 か ら解脱す るかはその人のガルマ (
善悪の業困) によって決定 される と信 じられてい
る｡従 ってその世界観が天界､地下界､ (
地獄)中間界 な どに分 かれ るのである｡
この明 らかな仏教 的思想 をモ ンゴルの人々が本格的 に受 け入 れ始 めたのは､い まか ら4
3
0年 ぐらい
前のことである｡ この歴史 も長そ うではあるが､北方民族やモ ンゴル民族 の歴史 に比較す る と､ まだ
浅い ものだ といえる｡
では､ こうした仏教 的宇宙観や霊魂観 を受 け入れる前､あるいは仏教 の流 れが行 き届かなか った辺
境地のモ ンゴル人社会で は どの ような世界観がみ られるのか を考察す る必要がある｡チベ ッ ト仏教が
モ ンゴルに流入 し始めたのは､
西部では 1
57
0年代 で､
東部では1
62
0年代 の ことである｡｢
ハ イシッヒ1
99
8
な ど｣モ ンゴル帝国時代 には､チベ ッ ト仏教 を始め とする多 くの宗教がモ ンゴル を改宗 しようと努力
した様子 はあったが､モ ンゴル本土 (
原任地モ ンゴル高原) にはそれほ ど浸透 しなか ったのである｡
一時 フビライ ･ハ ー ンがチベ ッ ト仏教 サキヤ派 を信仰 し､バ クパ ･ラマ を国師に してモ ンゴルの貴族
たちを仏教化す る時代 はあったが､ これ もモ ンゴル帝国の崩壊 によって､モ ンゴルへ の影響が失 われ
た といえる｡ 中国か ら北 の本土 (
モ ンゴル高原)へ と追放 された人々は仏教 を持 ち帰 ることがで きず､
再 びシャマニズムを信仰 す る ようになった ｢エルデム ト2
001な ど｣｡そのため北元時代 の人々 もシャ
マニズムを信仰 し､昔 同様 な世界観 と霊魂観 をもっていた と考 え られる｡
しか し現在 では､モ ンゴル ･シャマニズムの宇宙観や霊魂観 に対す る説明は非常 に複雑 な様子 をみ
せている｡仏教 あるいは他 の宗教 の影響 で古代 モ ンゴル人の持 っていた宇宙観や霊魂観が徐 々に薄れ
て行 き､仏教的宇宙観 や霊魂観 と混在 した状態 といえる｡ こうした中､一部のシャマ ンあるいは研究
者で さえ､ この混在 した様子 か ら抜 け出せず にモ ンゴル ･シャマニズ ムの宇宙観 や霊魂観 に対 す る
誤 った説明 を行 っている と思 われる｡
それはつ ま りシャマニズムに地獄 が作 られた り､地下界があった り､あるいはシャマ ンの霊魂が生
まれ変わるな どといった解釈である｡ しか しこれ らは明 らかに仏教寄 りの世界観 であ って､ シャマニ
ズム本来の独 自性 を表す ことがで きていない ようである｡

(
81
)

11
2

古 のモ ンゴル的宇宙観 と霊魂観 について

包

龍

またた とえばモ ンゴル帝国時代 のモ ンゴル軍の強 さを分析 した研究 に して も､従来はほとんどがモ
ンゴル人の騎馬民族的性格 か らの研究や軍の組織への研究 または兵術 や兵器の研 究などによって説明
が試み られる｡ しか し実際モ ンゴル人の宇宙観や霊魂観 などの内心的な ものが どの ように影響 してい
たかに対する研究は､世界 またはモ ンゴルにおいて も余 り行 われていない ようである｡では､以下い
くつかの物語や研究 などか ら当時のモ ンゴル人の宇宙観や霊魂観 を考察 してみ よう｡

天 ･地の生成の物語 か らみた宇宙観
モ ンゴルの人々のあいだで天 を父の存在 になぞ らえ､大地 を母 に比倫す ることは太古の時代 か らい
われて きた｡つ ま り､天は男性的神 の象徴 とな り､大地は女性的神の象徴 である と考 えられる｡そ し
て社会の発展 につれ､男性の政治や軍事面での役割が上昇 し男性 の地位が上がることで男性的神 であ
る天の地位 も上が って､全 ての神 々の首位 に立 ったのだろう｡従 って大地は万物の形 を作 る母性 の役
割 を果たすのに対 し､天は熟や光 を与 え､雨 を降 らせ ることで､生命 を吹 き込 んでいると考 えられて
いた｡
モ ンゴルでは大昔の物語や伝説 を伝 えるとき､語 り手が以下の詩 を読 んで始 まる場合が多い｡

ス ンブルの山注1)が丘 くらいの とき
ス‑ ンとい う海が池 くらいの とき
ガルバ ラクチ櫨 の樹注2)が枝 くらいの とき
宇宙や世界が卵 くらいの とき

と始 まるが､ ここでは単 に物語が遠い昔の ものであることをアピール しているようになっているが､
一方では､すべての物事が発展 し､宇宙万物 は変化 の中に存在す るものだ とい うのを教 えるものであ
る｡

フルプは ｢
大昔天 と地は合体 した一大物体であったoそれが切 れ離れる中で､天 ･地が誕生 した｡
｣
｢フル ブ2
0
0
6,
5
7
頁｣ とい う物語 を現代科学 にて らし､｢
宇宙 はピッグーバ ンとい う爆発 によってばら
ば らになった､ とい うの と似 ている｣ ｢フルブ2
0
0
6,
5
8頁｣ と説明 している｡要す るにモ ンゴル ･シャ
マニズムは､科学的説明ではないが､何 らかの形で現代科学的説明 と近い ことを物語 っていた とい う｡

モ ンゴル ･シャマニズム) によると ｢
昔々､天上 に人間､地上 には動物
また満昌の 『
蒙古薩満』 (

注｡

古代モ ンゴル人が考 えた世界の中心 にあるとされる山｡

'モ ンゴルの人々の想像上の樹､不老不死で永遠に生長 しているとされる｡

注2
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が暮 らしていた｡そ して天上の九つのテ ングル (
天の意味のモ ンゴル語) には一人の妹がいた｡当時
邪教の先生 とい うのがお り､九つのテ ングルを威嚇 して､その妹 を嫁 にす ることを東諾 させ たのであ
る｡ これ を聞いた妹 は､邪教 の先生の暴虐 な性格 と醜い顔 を嫌い逃亡 し､地上 に来て動物 たちと一緒
に暮 らす ようになった｡ 日々が経つ につれ､天上の兄 たちが懐か しくな り､ とうとうある 日兄たちの
もとへ戻 ったのである｡そこで地上の生 き物 たちは女性 テ ングルの ことを思い懐 か しんで､皆で相談
し､その形 を作 ることを決定 した とい う｡ 生 き物 たちは自分たちの身体 の美 しくて よい部分 を少 しず
つ出 し合わせた ところ､同 じ形の もの を造 りあげたとい う｡ これによって天の下､地の上で人間 とい
うものが誕生 し､万物か ら栄養 をもらい繁殖 し数が増 えた とい う｡万物の身体 の一部分が入 っている
ため､人間各 々の顔立 ちや性格が違 っている とい う｡｣ ｢
満 昌1
9
9
0,
5
2‑
5
3頁 ｣

この物語では､天が人間に命 を与 えた､そ してその命が万物 によって支 え られていることを上手 く
表現 した ものである｡例 えば地上で人間 とい うものが誕生 し､万物か ら栄養 をもらい繁殖 し数が増 え
た､そ して万物の身体の一部分が入 っているため､人間各々の顔立 ちや性格が違 っているとい うとこ
ろにその世界観が上手 く表現 されている｡
モ ンゴル ･シャマニズムでは人間は天か ら命 をもらい､万物か ら栄養 を取 っていると考 えられてい
るため､天地万物 を敬 い､感謝す るのである｡ またこの物語か ら読み取れるのは､万物の首位 に立つ
人間 とはあ とか ら出現 した もので､その前地球上 にいたのはやは り他 のい きものばか りだった とい う
ことである｡ これ も現代科学が言 う恐竜の時代があってその後の時代 が人間の時代 になっていること
と似 ている印象 を受 ける｡
『
元朝秘史』 の冒頭 に ｢チ ンギスハ ー ンの根源は､上 なる天神 よ りの命運 を以 って生 まれた蒼い狼
小棒垂男,訳 1
9
97,
1
3頁｣ とい うのがあ り､ ここで も
であった｡その妻 は淡紅色 の牝鹿であった｡｣ ｢
天 と関係 ある動物 によって人間が生 まれている とされてい る｡当然狼 とはモ ンゴル人の トーテムで
あった と言われることか らこんな物語が作 られたのであろう｡ しか し現代科学で も､人間は猿か ら変
化 した といわれているが､マ グカスカルの原始的なキツネザルな どをみ る と比較的に狼 に似 たような
顔 をしている｡ こうした ことか ら考 える とどちらか ら生 まれて も､変化 して も余 り変わ らない ようで
ある｡当然上記 は祖先神話であるため直接生 まれたと言 うのに対 して､科学は変化 した とい うのがそ
の違いであろう｡

またこんな物語がある｡｢この天地創造以前 は一切が水であって､天 も地 も存在 しなかった｡その
とき神 々の中で最高の神 であ り､全 ての存在の創めであ り､人類種族 の父であ り母であるテ ンゲルガ
リンハ ン注)が現われ､先ず 自分 と同 じような形態の人間を作 った とい うのである｡ しか しその人間

注
)テングルガリンハンとは､天と火の主の意味で､ここで使われているのは天地の創造主である｡
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の野心 を見抜 いたガ リンハ ンは人間か ら飛行力 を奪 ったので､人間は底知れぬ水溜 りに転落 し､溺死
せんばか りになった時､ガリンハ ンは人間の住 む平坦 な大地 を造 り､大地が浮流 しない ように三尾の
巨大 な魚 を作 って､その背 に大地 をおいた｡ しかるに人間は自分 のために全地域が沼や丘で覆われた
凹凸の国を作 ったので､ガ リンハ ンはこの人間のや り方 を見 て大 い に激怒 し､ これをエル リック (
地
蘇)注1) と名付 けて､光の国か ら追放 し闇の国へやったのである｡
そ こで､ガ リンハ ンは新造の大地の上 に人数 を殖やす必要 を感 じ､先ず多 くの枝 をもつ大木 を新 た
に地面 に成長 させ､その各枝 の下 に人間を作 った｡ これがす なわち新人類 で､現在世界 に住 んでいる
各種族の祖先である｡ しか し闇の国エル リックは､新住民の美 しくて､善良なることに嫉妬 し､暴力
をもって彼 らを悪魔 の もとに引 き摺 り込 んだ｡ガ リンハ ンは､エル リックに誘拐 された人間を哀れみ､
エル リックを地下の闇の国第三階層へ追放 した｡一方 ガリンハ ンは天界 の一番上 に住み宇宙万物 の指
芝 田研三 1
9
40,
11
8‑1
2
0頁｣
導 を行 っているとい う｡｣ ｢

この物語 をみる と､上述 した他 の物語 と明 らかに違 う点がある｡それは宇宙が三層 か らな り､上 は
天､あいだは地､下 にはエル リックが存在 し､我々人間はこの地上 に住 んでいて地下のエル リックに
襲われる危険 もある とい うことである｡物語か ら直接読み取 ることはで きないが､ この物語 はモ ンゴ
ル人が仏教的宇宙観 を受 け入れたあ との ものだ と考 えられる｡ とい うのはこの物語が上記 した物語や
神話 と違 って､地下界 とエル リック (
地獄)が出現するか らである｡
これ らの ようにチベ ッ ト仏教がモ ンゴルに流入す る以前の物語か ら世界観 を読み解 くと､以下の よ
うな原理が分かる｡ まず宇宙 は天 と地があって､地上 には動植物が生息 していること､ また人間は大
地や万物か ら栄養 を取 り､天か ら光や熟 をもらっている｡そ して宇宙 は一つの巨大 な物体が割れ離れ
てで きた ものであ り､万物 は変化 の中に存在す るといったことな どである｡

モ ンゴル ･シャマ二ズムの宇宙観
現在仏教化 したシャマ ンあるいは人々のあいだでは三層宇宙､ または多層宇宙 とい う概念 もある｡
孟慧英氏 は ｢モ ンゴル ･シャマニズムの考 えによる と天は､九層､三十三層､九十九層 な どのそれぞ
孟慧英 2
00
0,
1
90頁｣ と指摘 している｡当然現在 では この ように天 に層があ る と
れの説がある注2)｣ ｢
考 えるだけでな く､地下 に も層や地獄があるとの概念 を持つ ようになっている｡ しか しこうした多様
な宇宙観が入 って くる以前 のモ ンゴル ･シャマニズムのオ リジナ リテ ィを考 える必要がある｡
エルデム ト氏 は ｢
モ ンゴル ･シャマニズムでは､魂 と天国の ような概念 は存在す るが､地獄 とい う
エルデム ト2
0
0ユ,
5
8頁｣ と書いている｡要す るに前 の物語 にあったエル リック
概念 は見当た らない｣ ｢

削

この言葉 の現代 モ ンゴル語の意味 は､｢
地獄｣である｡

注2)

モ ンゴルでは天､つ ま りテ ングル神が九十九名､あるいはそれ以上いて各 々の役 目がある と考 える｡
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(
地獄 ) はなか った とい う｡煎本孝氏 が ホルチ ン ･シャマ ン S氏 を現地調査 した論文 には以下の よう
に書いてい る｡

煎本 ｢
天 は上空 にい る とい ってい ますが､地下 には何 かい るのです か ?｣

S氏 ｢海 (
水 ) の主 ロス (luus ｢
l
u｣
s) がい る｡｣
煎本 ｢
地面 には何 かい ますか ?｣

S氏 ｢地面 には我 々人 間が い るの です｡地面 の上 の中 間の宇宙 に我 々が い るのです ｡｣ ｢煎本 孝
2002,
432頁｣
とい うシャマ ン S氏 の宇宙観 を様 々な観点 か ら説明 した後 にこ うま とめてい る｡
｢内モ ンゴル ･シ ャマニズ ムの宇宙論 の特徴 は天､地､地下 とい う垂直宇宙 において､天 と地の 中
間に人 間がお り､シャマ ンが 山や樹 や鳥 とい う象徴 を用 いて､
宇宙 の神 々 と交流す る とい う点 にある｡｣
｢
煎本孝

2
002,
434頁｣

またモ ンゴル人が天 ･地 を父 と母 に準 える こ とか ら､｢
母 と父､地 と天 な どは二元論 的宇宙観 の同
一 とまとめてい る｡｣ ｢
煎本孝 2
002,
43
4頁｣つ ま り二つの対立項 の同一化 に よって新 しい ものが生 まれ
る と考 えるか らである｡ そ して天 ･地 ･地下の垂直宇宙論 は存在 す るに して も､地下 で はロス (
水あ
るいは水 の主)がい るのみで､決 してエル リック (
地獄 )がい る と言 ってい ないのであ る｡
これ と同 じくフル プ も ｢
土地の主 をサ ブダグ と言い､湿気 や水 の主 をオス (
モ ンゴル語 の水) あ る
いは外 来語 で ロスl
uusと言 った｣ ｢フル ブ2
006,
75頁｣ と書 いてあ る｡つ ま りサ ブダグあ るい はロス は
地下界 の もので はな く､土地や水 の主 (
棉)であ る と強調す る ものであ る｡ こう した例 か ら考 える と
今 モ ンゴルで言 う地下 にはエル リック (
地獄 )がい る とい う考 えは､外 来宗教文化 の影響 による もの
で､本来 のモ ンゴル的世界観 で は地下 には水 があ り､天 と地 のあい だの空 間 に人 間がい る と信 じられ
てい るo つ ま り古代 モ ンゴル人 にお ける宇宙 とは天 と地 の間の空 間であ った と考 え られ る｡

971,
40‑
48頁｣ か
ウノ ･ハ ル ヴ ァの 『シャマ ニズ ム アル タイ系諸民族 の世界像』 ｢ウノ ･ハ ル ヴ ァ1
らまとめ る と､ アル タイ系諸民族 の中で は､天 に層 が ある と考 えるかの ように地下 に も層 があ る と考
える民族 もい るが､ これ は天上 の層 を地下 に反映 したのみであ る と説 明 してい る｡ また他 に も地下 に
空洞があ るな どの考 えを もつ民族 もい る とい う｡ ところが これ らの例 で は､地下 に地獄 があ る との概
念 を持つ ものはなか った｡特 にモ ンゴル系 の民族 ブ リヤー ドの例 で は､ シャマ ンの魂 は天上へ と昇 る
のみで地下へ と下 る考 えはなか ったのである｡
また1
3世紀 ･1
4世紀 にそれぞれ書 かれたモ ンゴル学研 究 に広 く知 られ る 『
元朝秘史』 と 『
史集』 か
ら窺 って も､ 当時のモ ンゴルの人 々の天 ･地へ の信仰 は よ く見 られ るが､地獄 へ の信仰 あ るい は恐怖
な どは全 く見 られないのであ る｡ これは単 に偶然 的な現象 ではな く､当時 の人 々のあいだで は地獄 と
い う概念 はなか ったか らだ と考 え られ るのである｡

(
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しか し現代モ ンゴルでは天 に層があ り､一番上 に住 むのはホルムス タ ･テ ングル (
聖 なる天)であ
り､その下 に他 の諸々の天 を各階段 に並べ るとい う考 え方 もされている｡そ して現世で善人だったの
かあるいは悪人で生 きたのか をはっきりさせ る最後の審判 もあ り､ この審判 によって人間がエル リッ
クに落ちるなどが決め られる｡ しか しこれはあ くまで も仏教化 し､想像能力 にあふれた人々が考 える
ことで､少 な くとも歴史資料 などには見当た らない ようである｡
また人間が直接 に行 くことがで きず､魂 を通 して必ず行 くのは地獄 である とされている｡少 な くと
もモ ンゴルにおける地獄 とはかな りあ との時代 に持 ち込 まれた観念 だ と考 え られるが､何時か らとい
うはっきりした答 えはない｡エルデム ト氏 は ｢シャマニズムの ような (
地獄) のない宗教が､天か ら
人 を支配す る力 を弱 めていたため､元 の フビライ ･ハー ンがチベ ッ ト仏教 のサ キヤ派 を国教 に した｣
59頁｣ と指摘 している｡要す るに地獄 があって こそ､天あるいは仏 の意思 と一致
｢ェルデム ト2001,

す る君主や権力者たちの意思が人々に浸透 しやすい ことを指摘 している｡権力者の意思 ‑天の意思で
あるため､逆 らうものは天あるいは仏 の意思 に逆 らっていることになるため､地獄 に落 ちるとい う考
えである｡

霊或観
霊魂 と言 えば世界 の どの宗教や民族 を問わず ほとん どに存在す る基本的で､重要な観念 の一つであ
る｡モ ンゴル ･シャマニズム も例外 でな く､しか も万物霊魂 あるとい う霊魂論 を基礎 にして､成 り立 っ
ている｡肉体 と霊魂 を分 けて考 える二元論的考 え方 に基づ くものである｡そ して霊魂 は万物 に付着 し､
その活動 を行 ってい る｡ こうした霊魂 は単 なる霊魂 とはいえ ども､様 々な生 き方 をもっている とい う｡
霊魂 は､寝 ているとき､起 きてい るとき或いは息病 中を問わず人間の肉体 に出入 りす ることがで き
ると信 じられることと､死 んだ人の霊魂 もその死体か ら離れて様 々な世界 を飛 びまわることがで きる
とい う説 に基づ き霊魂独立論が誕生 している｡そ して本来のモ ンゴル ･シャマニズムで も､霊魂が不
死である とい う概念 はあった｡ しか し霊魂 は生 まれ変わる､すなわち輪廻制 をもっているとい う概念
はチベ ッ ト仏教が入 って くるにつれで きた もので､それ以前 はなか った と考 える｡そ して現在のホル
チ ン地方のシャマニズムに もこの霊魂不死や輪廻 しない とい う概念が シャマ ンたちのあいだで残 って
いる｡
2004年秋､筆者がホルチ ン庫倫旗 の シャマ ンA氏 を訪問 した とき彼 は言 った｡｢シャマ ンは死 んだ

ら生 まれ変 わることがで きないため､ 自分の子供あるいは甥や姪 な どの親族 に乗 り移 るかたちをとる
ことで､つ ぎの世代 にもシャマ ンが誕生するのだ｡私 もその通 りになるのだ｣ と言 った｡つ ま り古代
モ ンゴル人の霊魂不死や輪廻 しない とい う考 えが こうした形でい まも残存 してい ることになる｡要す
るに霊 は子孫 などに影響 を及ぼす ことがで きるが､輪廻転生 は しない とい う考 えである｡

モ ンゴル ･シャマニズム及びその思想史)
これに関係 してエルデム トの 『
蒙古薩滴数及其思想史』 (

1
07

(
86)

岡山大学大学院社 会文化科学研 究科紀 要第2
4号 (
2007.
l
l
)

にはこんな伝説が紹介 されている｡｢ラマがモ ンゴルに入って くる とき､ シャマ ンたちは断固 として
戦った｡ ラマたちはシャマ ンに勝てないため､密かに天 に告訴 した｡ホルムス タ ･テンゲル (
聖なる
天)も一方的なことを信 じ､シャマ ンたちを処罰 した｡そこで一部の シャマ ンはラマたちと融合 し く
自
方)のシャマ ンになったため､生 まれ変わることがで きる｡ しか しもう一部はラマ に投降 しなかった
ことで く
黒方)注1
)と名付 け られ､生 まれ変わることがで きな くなった｡そ こで (
黒方) シャマ ンた
ちは死んだあ と身体 をバ ラバ ラに して鳥 に食べ させ､天 に逆 らった罪 を償い､生 まれ変わ りを望んで
いるとい う｡｣ ｢エルデム ト2001,
47頁｣

この伝説か ら読み取れるのは､輪廻 の概念が ラマたちによってモ ンゴルに伝 わった とい うことであ
る｡本来モ ンゴル ･シャマニズムでは､魂の輪廻 はなかった｡そ していまのシャマ ンたちが言 うよう
に自分たちは生 まれ変われない とは､本来モ ンゴル ･シャマニズムの霊魂観の根跡だ とい うのを上述
したA氏の例で分かる｡ またシャマ ンの死体の葬送方法 については鳥葬 にす るか､あるいは人 目のつ
かない ところで死体 をバ ラバ ラに して樹 に吊るすなどの方法注2) は､シャマニズム本来の ものであっ
た｡地方 によって異なるが､ラマ教が余 り浸透 していないブリヤー ド ･モ ンゴル人の中では次の よう
な手段が とられることもある｡｢シャマ ンの棺 を､同 じ高 さの四つの棒 を立ててその上 に置 く｡そ し
てそのシャマ ンの使 っていた道具 は､周辺の樹 に吊る して置 くのだ｣ ｢ウノ ･ハルヴァ1
971,
273頁｣
とい う｡何れにして もこうした習俗 はモ ンゴル古来の もので､上記の伝説の ようにラマ教の影響で罪
を償 うために行 っているわけではないのである｡そのためこの物語 自体 はラマ僧 によって作 られたの
か､あるいは仏教思想 を受け入れた者が シャマ ンたちを軽視するため に作 った ものであろう｡
モ ンゴルでは魂が身体 を離れ七 日か ら四十九 日のあいだである場合､それを呼び戻す ことがで きる
と信 じ､呼び戻す儀式 を行 う場合があった｡モ ンゴル語では ｢ソヌス ド‑ダフ｣ と言 う｡ この ｢ソヌ
ス ド‑ダフ｣儀式はシャマ ンが行 う場合 と民間で行 う場合の二種類がある｡シャマ ンが行 う場合､シャ
マ ンたちは個々の韮術 を通 じて､霊 を呼び戻す仕事 を行 っている. こうした仕事 は神 と霊魂の二つの
目に見 えない抽象的概念 を現実世界 と組み合わせ ることの中で行 っているため､かな り主観的なもの
と言 える｡民間での儀式 はシャマ ンの儀式の簡単 な部分 を利用することで行 っている｡ こうした民間
の儀式はおそ らく霊魂が悪霊 に捕 らわれていない場合､あるいは遠 く離れていない場合などに行 った

注l脅威や呪い
'
を行 うことを選ぶ場合 には､黒方 シャマ ンとな らねばな らない とされる. 自方 はチベ ッ ト仏教 と融
合的 シャマ ンで､黒方 はチベ ッ ト仏教 と徹底 的に戦い続 けているシャマ ンの ことだ とい う説 もある｡ しか し満 昌
(
1
990,
42頁) によれば､黒方 と自方 の区別 はチベ ッ ト仏教 がモ ンゴル に入 って くる以前 か ら存在 したことが指
摘 されている｡ またフルブ (
20
06,
47貫) による と､伝統 的 には白と黒 に分 かれるがチベ ッ ト仏教の普及後､仏
教寄 りのシャマ ンが貴方の シャマ ンとされ､伝統 シャマ ンはすべて黒方の シャマ ンと呼 ばれるようになった と指
摘 している｡
性2)

これは シャマ ンの葬式 の一種でモ ンゴルでは ｢スルル フ｣ といい､現在 では行 われていない｡人 目のつか ない

ところでシャマ ンの遺体 をバ ラバ ラに し､樹 に吊る してお くとい うや り方である｡
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であろうoそ してシャマ ンたちが行 っていた ｢ソヌス ド‑ダフ｣儀式の中でホルチ ンによく歌われる
祈蒔詩歌 にはこんな ものがある｡

鷲の羽根で飾 った矢ホイ
メ
九色のシルクを付 けた矢ホイ
イソンゲル (
地名)

**を呼んでいるよ

来て､来て速 く来て よ
ホロイ､ホロイ､ホロイ注1)
席の羽毛 を付 けた失ホイ
五色のシルクで飾 った矢ホイ
タブンゲル (
地名)の **を呼んでいるよ
来て､来て速 く来てよ
ホロイ､ホロイ､ホロイ

今 日こうした歌詞はシャマ ンだけでな く､普通の人々のあいだで もよ く歌われるようになっている｡
魂 を呼び戻す とき大抵 こうした歌 を中心 に､魂が帰 って くることを願 って､シャマ ンあるいは儀式や
歌 に詳 しい人たちが歌 ってい くのである｡
ホルチ ン注2) ではい まで も死 んだ人の名前 を直接言 うの を恐れ､死 んだことをその通 りに死 んだ
と言 うの も恐れるo例 えば**の爺 さんが ｢
仏 になった｣あるいは ｢
天国に行 った｣ などで言いまわ
すのが普段であるoモ ンゴルでは､祖先の霊はその子孫 を守るような守護霊 に成 り変 るか らである｡
こうした守護霊 はときには子孫 を守 り､ また ときには子孫 に害 を与 える場合 もある｡そのため子孫た

3世紀 にモ ンゴルを訪問 したヨーロッパ人
ちは霊 に対 してなるべ く失礼 のない ようにするのである01
使者 ウイリヤム ･ルブルグはこう書いてあるo｢
彼 らが宴会 を行い､酒 を飲 む とき最後 に北 に向いて
ゲ レルチ ョク ト訳 1
9
8
3,
2
7
9
酒 を挙 げるo これは彼 らが 自分たちの祖先の霊 を敬 っているのである｡｣ ｢
頁｣ こうした例か らは､祖先の霊 を敬 うことは､かな り昔か らモ ンゴルにあった と考えられる｡
モ ンゴル ･シャマニズムでは､霊 は死後の世界で も現世の ような生活 を求めると考 える｡つ ま り死
んだ人間の霊が また現世のように自分の飼 っていた家畜の霊 を飼い､愛する人の霊 を愛 し､支配下 に
いた人々の霊 を支配するとい う考 えであるo仏教化する以前のモ ンゴルで人が死ぬ と､その後で きる
だけ沢山の家畜 を屠殺 し陪葬 したのはこうした考 えに基づいたのであろう｡

呼 び戻すため に使 う決 ま り言葉で､帰 っておいで とい う意味 をもってい る｡

馴
注2
)

い まで は内モ ンゴル東部 の輿安盟や哲 里木盟 の多 くを占めるモ ンゴル人 をホルチ ン ･モ ンゴル人 とい う｡ ホル

とは弓矢の ことで､チ ンギス ･ハ ー ンの弟の ジュチハサル とその子孫 は弓矢 を扱 うことに上手 だった ことか ら彼
等の率いる人々が次第 にホルチ ン部族 になった とい う｡

1
05

(
8
8)

岡山大学大学院社会文化科学研 究科紀要第24
号 (
20
07.
l
l
)

エルデム ト (
2001
,45‑
46頁)は ｢
人が死んで も､霊 はあの世で生 きているときと同 じ生活 をお く
り､生 きている ときと同 じ集団で生活す ると考 える｡そのため､家族 の系統 に もとづ き共同墓地 を
作 るのである｡そこで年や世代 に分 けて､上 になるものは右の列 に並 ばれ､右か ら左へ と下ってい く｣
と書いてある｡要す るに死後の世界で も現世 と同 じく親族同士の集団で暮 らす ようにと考 えたか ら
である｡

ニマ‑の 『
霊魂 ･偶像 ･信仰』 (
1
9
98,
25‑
2
6頁)によると､｢モ ンゴルの人々は昔か ら自分の魂 を大
切 に し､愛 し､自分か ら離 さない ようにする｡ 自分の魂が汚れることにより､様 々な障害や病気が 自
分 にやって くるものだ と信 じる｡そのため汚れた場合 は､火 な どを使 って清める｡急 に何 かによる
恐怖 や恐喝で､魂が逃 げて しまうとも信 じ､昔の人々は､急 に驚惜 した りす ることのない ように生
活のルールを作 っていた｡ また魂が殺 されることを恐れ､特 に魂 を守 るため､何 か動物や ものに魂
をとり塘かせて保存す ることもあった｡その ような動物や もの には､棒猛 な動物 (
虎や狼)や硬 い
石 な どがあった｡現在 では身の危険 を感 じる ところに行 くには､命 の守 り神 とい うの をもって行 く
ようになっている｡しか しこれはあ くまで も魂 を保有する習慣 か らきた ものだ と考 えられる｣と言 っ
ている｡

そ していまで もこうした習慣の一部はモ ンゴル人の中に残 っていると思われる｡例 えば人が精神的
ダメージか ら立ち直 らない とき魂が抜 けていると言 って､霊 をよび戻すなどの儀式 を行 う場合がある｡
人間の霊 とは人懐 こ くて､優 しい性格 を持 っているため､呼ぶ ときも優 しくて軽やかに詠 うのがポイ
ン トだ という｡

1
981,
51
頁)は ｢
かつてのモ ンゴルの習慣では､男が生 まれる と家の外 に弓
ロブサ ンチュイダン (
矢 を置いて､
女子が生 まれると家の外 には赤い布 を置 く｡
｣と書いている｡つ ま り生 まれて一 ケ月になっ
ていない母子がいる家の外 にこうした ものを置 き､汚れているものの入 って くることを拒んでいるこ
とを知 らせている｡ これには本来子供が風邪 を引 き易いのは､誰かが入 って くると子供の霊がその人
について行 き易いか らだ とい う言い伝 えが原因 していると考 えられる0
モ ンゴル ･シャマニズムでは､悪霊 は簡単 に人につ くものなので注意 しなければならない と考 える｡
特 に死んだ人に近寄 る､墓の上 を通 る､ または竜巻などに吹かれる､夜 中に何処かへい くなどの とき
は悪霊 に捕 らわれ易い とい う｡それは､ この時間帯や現象 には悪霊が潜み易い と信 じられているか ら

004年秋､シャマ ンN氏 を訪問 したとき､彼 はち ょうど治療 中であった｡その とき彼 は
である｡実際2
女性患者 に対 して ｢
あなたは家畜 を探すため､夜 中古い墓場 を通 ったのが原 因 している｣ と診断 して
いた｡要するに注意すべ き二つの点 に当てはまるため､悪霊 に輔 らわれているということであろう｡
そ してこの診断が正 しいか どうかは別 に して､モンゴル ･シャマニズムでは霊 に対するこうした信 じ
方があることが確かめ られている と言 える｡

(
89)
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古代 モ ンゴル人は霊魂が血の中にいる とい うこ とか ら､血 を流す ことを嫌が る習性があった｡ 『
元
朝秘史』か ら例挙す ると､ジャムハが五人の友 に捕 らわれてチ ンギスハーンの ところに送 られて きて､
チ ンギスハー ンの勧告 を開かず死 を選 んだ ときに､｢
友注)
が放 しを下 さ り､我 を殺め しむ時､血 を出
小津重男訳 1
997,
5
9頁｣ と言 った､ とい うものが見 られる｡ これは明 らかに霊魂 を
さず殺め しめ よ｡｣｢
保護 しようと思 ってそ う言 ったのである｡そ してこの習性が今 日まで残 っていると思われるのは､モ
ンゴル人が食肉のため､家畜 を屠殺す るとき､その家畜の腹 を手の入 る分 だけ切 り､そ こか ら手 を入
れて大動脈 を切 るのである｡ これはなるべ く血 を出 さないためであろうと考 えられる｡そ して健全 な
霊 は死 んだ人や動物の額の穴か ら抜 けてい くと信 じられているため､ こう した習性が生 まれたのであ
ろう｡

1
9
99,
4‑
5頁) による と ｢
霊魂 は寝 ている とき或いは病気 の と
またニマ‑の 『
霊魂 ･偶像 ･信仰』 (

き人体か ら離れ易 くなるため､色 んな工夫 をし､人体か ら離 さない ように している｡例 えば夜､子供
が寝 ているとき､寝 たままに家 を移す ことをしないで必ず起 こ してか ら連れてい く｡寝 ているときは
魂が身体 を離れていることが多いため､急 に子供の居場所 を移す と魂がその場所 を分か らな くなる と
い う｡ また暗闇の中では子供の名前 を直接呼ぶ ことを避 ける｡何故 なら鬼がその名前 を知 りその子の
魂 を連れてい く恐れがあるか らである｡｣

そ こでモ ンゴル ･シャマニズムにおける霊魂 とは次の ように考 え られているといえよう｡人間が死
んで もその霊は死 なない｡ しか も活動的であ り､子孫の まわ りにいるのがほ とん どである｡ また霊 は
恐 ろ しい もので人 を助 けることもで きる し､加害 を与えることもで きる｡ しか し霊 を大切 に し､保存
するなどの対策 を採 っていれば､人が死 んで も霊 は永遠に生 きられる｡更 に霊魂 は暗黒 な場所や恐れ
をな したことによって肉体 を離れる場合 もあると考 えられ､昔の人々は色 々 と工夫 し､霊魂 をなるべ
く肉体か ら離 さない ようにしていた｡

三つの霊魂説
ホルチ ンの人々の間では､人間には三つの魂があって､その人間が死ぬ と､一つ 目の魂 は墓のそば
にいて､二つ 目の魂 は外 回 りし､三つ 目の魂 は再生 し､生 まれ変 わっている と考 える人 もいる｡ この
生 まれ変わる魂 は再生の とき更 に繁殖 し､三つになると信 じられている｡ しか しこうした考 えは､お
そ らく仏教伝来 によって､生 まれた新 しい ものであると考 えられる｡少 な くとも上記 したように本来
のモ ンゴル ･シャマニズムの宗教観では霊魂の再生 はなかった｡人間の魂が輪廻する説は､仏教 の中
にあったにせ よ､それが今 ほ ど本格的ではなかった と考 えられる｡ これはチベ ッ ト仏教のカルマ派 と

注)

『
元朝秘史』 では､ ジャムハ はチ ンギスハー ンの幼 な じみ､旧友 とされ る｡
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ゲルク派 によって発展 させ られ注)､確 実 に転生 ラマが誕生す る ようになる｡そ してチベ ッ ト仏教が
モ ンゴルに流入す ることによって､ この宗教文化がモ ンゴルに入 って きた と考 え られる｡

三つの霊魂説 に対 し､ フルブは B ･リンチ ンの説 を引用 して こう説明 してい る｡ ｢
人間 には三つの
魂がある｡この中の二つ は死 に､一つは死 なない｡この三つの魂 は､母親か らもらえる血 と肉の主 (
あ
るいは魂)､父親か ら くる骨 の主 (
あるいは魂)､天の魂の三つである｡人間が死ぬ と血 と肉の魂 は三
年間その人 に付いてか らな くなる｡つ ま りその人の肉が完全腐敗 してな くなるまで､骨の魂 も骨が な
1
38頁｣ とある｡
くなることによってな くなる｡天の魂 は最後 に天へ と浮いてい く｣ ｢フル ブ2006,

ところがボインバ トは ｢モ ンゴル ･シャマニズムの考 えでは､人間には三つの魂があ り､常 に付着
している主要 な魂､世 を回っている空 の魂､そ して死 んだ ら墓 を守 る墓の魂 の三つがある｣ ｢ボイ ン
バ ト1
985｣ と言 ってい る｡

ボインバ トの この説 はホルチ ンの庶民 の中に も言われる もので､死 んだ ら墓 を守 る魂 は死ぬ前 に祖
先の墓の ところにいる とい う｡何 れに して もこれ らの説か らは本来モ ンゴル ･シャマニズムの ｢
三つ
の魂｣ をまとめることは困難であるが､モ ンゴル ･シャマニズムには三つの霊魂 の説があったことは
認め られている｡ しか もあ との二つの説 は､ どちらもかな り古 くか ら伝 わる ものだ と考 える｡そこに
は魂が生 まれ変 わることもなければ､地獄 に行 き審判 を受 けることもないのが この説の古 い ものであ
ることを物語 っている と思 う｡ この他一致 しない部分 に して も､モ ンゴルは地域 的 に広い ことか ら研
究者 たちの調査す る地域 とシャマ ンの伝統や系統の違いによって､異 なった結果が得 られるのは当然
あ りうる｡

まとめ
これ らの神話や伝説､古老や シャマ ンの話そ して書物 な どか らは､ こう した昔話や伝説の時代差 を
何 らかのかたちで区別す ることがで きる｡つ ま りどち らが古 い ものか､あるいは比較的新 しい ものか
を選別す ることがで きる｡それには､古 い ものほ ど霊魂の生 まれ変 わ りや地獄 な どの精神世界での圧
迫が ない ようで､逆 に新 しくなるほ どこうした傾 向が深 まる とい う特徴 があるか らである｡更 に一部
の学者の見解や研究結果 な どか ら､古代 モ ンゴルにおける宇宙観 と霊魂観が､以下の ようにまとめ ら
れる｡

注)ヵルマ派 (
黒帽派 とも言 う)の ラマ､ ラ ンジュ ン ドルジェによって初 めての伝生 ラマが誕生す る｡そ してのちの
ゲル ク派が この制度 を取 り入れ る｡二世 ダライラマ とされるゲ ン ドゥ ンギ ヤムツオの死後 その転生 として ソナム
ギ ヤムツオを選 んだのが始 ま りである｡

(
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つ ま り古代 モ ンゴル人 にお ける宇宙観 とは､
垂直 な もので天 ･地 とその間の空 間か らな り､この天 ･
地の間の世界 に人間や動物が住 んでい る｡地下 はあって もそ こには､水 や土があるのみで､地獄 があ
る とい う概念 はなか ったのであ る｡ また古代 モ ンゴル人 における宇宙観 と霊魂観 は､現代 の宇宙観､
霊魂観 に比較す る とか な り簡素 な ものである一方､何 らかのかたちで科学的説 に近い現実的 な点が多
い ようである｡人間は大地か ら生 まれ万物 か ら栄養 を取 ってい る｡人間や動物 の世界 は地上 にあ り､
天 ･地の間の宇宙空 間にあ り､地下 は土 と水がある とい うものであった｡
人や万物 に霊魂があ り､霊魂 は何 か によって殺 されない限 り不死 であ る｡人間は死 んで も霊魂 はあ
の世で現世 と同 じく生活す る｡つ ま り現世で飼 っていた家畜 の霊 を飼 い､現世で支配 していた人たち
の霊 を支配 し､現世での親戚 関係 も保 てる｡霊 は子供や病気 中である人の身体 か ら離 れやすい特徴 を
もってい るな どであ る｡
い まで言 ういわゆる多層宇宙論 や地獄 の世界､霊魂へ の審判 は仏教伝来後 の もので､本来の シャマ
ニズム的宇宙論 と霊魂論 とは異 なる ものである｡伝統的モ ンゴル ･シャマニズムの考 えでは人間 と万
物 は天 と地のあいだに住 み､死ぬ と霊魂が霊の世界で現世の ような生活 をす る と考 え られていた｡

1
3
世紀4
0
年代 にモ ンゴル を訪問 した ヨーロ ッパ人使者 プラノ ･カル ピンはこの ように書 き残 してい
る｡ ｢
彼 らタタル人 は､人 を殺 す､他者 の土地 を攻略す る､他者 の財産 を略奪 す る､淫乱す る､神 の

9
8
3,
8
3
頁｣ と書 い てある｡ これ は当時
命令 を逆 らうこ とな どを罪 と思 わない｡｣ ｢ゲ レルチ ョク ト訳 1
のキ リス ト教徒 か ら見 たモ ンゴル人へ の一方的な評価 であるに過 ぎないけれ ども､少 な くとも部分的
にこの ような性格 を もっていた ことは確 かだろう｡ また フルブは ｢と りわけモ ンゴル ･シャマニズム
では､忍耐や我慢す るのではな く､勇 ましく戦 うことを励 ます とい う考 えはある｣ ｢フル ブ2006,
27頁｣
と指摘 してい る｡
こうしたことか ら､現世での ガルマが来世のすべ て を決め る｡ またはガルマ によって､魂が地獄 に
落 ちるな どの霊魂観 をもってい なか った当時のモ ンゴルの人々は とて も勇敢 であ った｡ これ こそがモ
ンゴル帝国軍の強 さの もう一つの武器 だったのではないか と考 え られ る｡
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