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泰雅（タイヤル）族の朗唱について

A Study of Recitation of the Atayal Tribe

伊藤 順子

ITO Junko

Abstract: Recitation is to say or to sing aloud from memory. In my work I

emphasized people from ancient times have recited to express appreciation as well as

to ask for various desires. The recitation has no written language in its early stages

such as a troubadour in Greek or early hymns. Times have changed. We now have

written language, so no longer need to just rely on oral tradition. The aborigines of

Taiwan have no written language basically. They handed down poems, songs and

stories orally. So this writer considers researching the origin of the recitation of the

aborigines in Taiwan. There is “ The outline of the Atayal tribe” in the first paragraph,

“ The recitation of the Atayal tribe” in the second paragraph and “The problem in

future” in the third paragraph. We should not watch from the sidelines the loss of

recitation of the aborigines, because it is full of life, peace, wisdom and love of nature.

We can learn from the past.

Keywords: recitation, aborigines of Taiwan, Atayal tribe
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はじめに

これはタイヤル族の朗唱の研究である。本論に先立ち、この小論で使われる「朗唱」を

次のように定義する。『大辞泉』の「声高く歌ったり、詩歌をよみ上げたりすること」との

語釈を基に、『新選漢和辞典』から「朗」の字が「透明な月の光をいう」、また「唱」の字

が「古くは呪的な力をこめて言ったり読んだりすることをいう」（『大辞林』）との意味を

ふまえ、朗唱とは単に大声で何かを言うということではなく、美しい、ある意味をこめた、

心をこめた言葉に、節を付けて歌う場合と節を付けないで言う場合の両方の意味を含むこ
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ととする。従って本文中に「歌う」と表現するものも朗唱として考察している。

ひとたび響きだせば、次の瞬間には消えていく音の宿命。筆者はこの一瞬の中にのみ存

する音―朗唱―について、考察してきた。何かに向かって声を高らかに上げないではいら

れない衝動、言葉をある種の節にのせて発したい情熱、これらの思いは太古より時間を超

え、空間を超え、人間の存在とともにあった、と筆者は考える。1 例えば古代のギリシア

では、祭礼や慶弔の儀式、酒席での余興などで吟遊詩人たちが即興的に朗唱を行い、日本

でも『古事記』の説話群は、かならず歌謡をともなう特徴をもっていた2、 とされている。

ところが実際に、それらがどのような朗唱であったかを現代の我々に伝えてくれるもの

はほとんど残ってはいない。そもそも言葉は 10 数万年前ごろから声を介して発達してきた。

言葉が文字として表記されたのはずっと後の紀元前 3300 年ごろ、メソポタミア南部で発見

された絵文字が最古のものであるという。3 ましてや音が記譜として記録された形で残っ

ているものは、「408 年アテネで公演されたエウリピデスのドラマ《オレステス》Orestes の

一断片」4や「西暦紀元三世紀の初期キリスト教徒の讃歌。」5 など数編に過ぎない。

このように口承が伝達の全てであった時代から、文字を書き記すことが一般的なことへ

と世界が変化していく中で、台湾の原住民族は文字を使わない社会を近代まで保っていた。

中でもタイヤル族という原住民族は、2007 年 8 月に行ったタイヤル族の雲力思さんらから

の聞き取り調査により、特に朗唱を日常的に使っていたとの情報を得ることが出来た。実

際、筆者も鳥来村にある鳥来泰雅（ウーライタイヤル）民族博物館を訪れた折、そこに居

合わせた原住民の方々の 1人が歌い出すと、だれ彼となく歌が続いた光景を目の当たりに

した。筆者は、この力強い民衆の生活に根付いた朗唱という文化に心を打たれた。この研

究では、タイヤル族の朗唱について、考察していきたい。

１タイヤル族の概要

台湾に存在する原住民族の 1 つであるタイヤル族は、台湾の北部から中部にかけての山

地に分布する。東は花蓮タロコ、西は東勢、北は鳥来、南は南投県の仁愛郷に達し、分布

面積は最も広い。人口は、台湾原住民族の中ではアミ（阿美）族についで 2 番目に多い約

8 万 5 千人である。6 タイヤル族は、言語や風俗によりさらにセデク・スコレク・ツオレ

の 3 種に分けられるが、いずれもオーストロネシア語族である。7オーストロネシア語族の

特徴として、水平織り・男子集会所・アニミズム信仰・年齢組織の 4 つが挙げられる。タ

イヤル族はこれらに加えて、刺青・首狩り・口琴などの特色がある。8 以下に補足する。

刺青： 成人であること、あるいは栄誉を表していた。男性は額と顎に入れ、首狩りや狩
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りに秀でている証左とした。女性は両頬に口を中心とした V の字状に入れ、織

物上手であることを示した。首狩りが盛んであった頃は、敵味方を見分ける意味

もあった。9

首狩り：言語の通じない人間の首を狩る風習。在台漢人や日本人は「出草」と呼んだ。一

人前の成人男子の通過儀礼とされ、狩った首数により尊敬を集めた。首を狩るこ

とは祖先の残した慣習を遂行することであり、それにより祖霊の力を強めること

が出来ると信じられていた。10

口琴： 「ロボ」と呼ばれる竹製のもの。木琴と共に朗唱を伴奏する。タイヤル族の口琴

は、特に発達しており、2弁、3 弁から 7 弁まであり世界でも類をみない。演奏

法は、紐を引っ張り薄い竹台を動かし、竹の真ん中に挟んである銅のリードを

振動させ、口の中で共鳴させる。11

タイヤル族の精神的支柱は「祖霊」である。タイヤル族にとって、人生の目標は祖霊の

典範( gaga という。禁忌、習慣などを示した社会規範、戒律)に従うことだとしている。

もし、祖先の行ってきた言動に従って生活するならば、祖霊を喜ばせて、その加護を得る

ことができる。反面、祖霊の教えに従わないならば、祖霊のもとに下って罰を受けるだけ

でなく、死後も順調に霊界に入りにくい。伝統的な泰雅族の社会は、厳格、純粋を以て旨

としている。それは誰もが祖霊の威光を恐れ、互いに逆らってはならないと戒めているか

らである。12

日本統治時代に起きた霧社事件は、このような精神的背景とタイヤル族の果敢な性質を

よく表していると考えられるので、以下に概略を記す。

時代的背景： 1894 年に起きた日清戦争で清朝が敗れた結果、1895 年 4 月 17 日の下関条

約で台湾は日本への割譲が取り決められた。講和条約で台湾を得たものの、実際

に領有する過程は順調ではなく、至るところで台湾人民の頑強な抵抗にあってい

た。13

霧社事件：台湾原住民による最大にして最後の抗日蜂起事件。1930 年 10 月 27 日、タイヤ

ル族のリーダーのひとりモーナ・ルダオを中心として、6 つの蕃社から 1200 人

ほどが結託し、日本人主催の霧社公学校運動会において襲撃を行った。14
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経緯： 過酷な労役の強制、また原住民と日本人との婚姻問題などへの不満が募っていた

当時、1 人の原住民が日本人に侮辱を受けたことをきっかけに、有志が蜂起を決

意し、霧社公学校で行われていた学芸会、展覧会を含む運動会の盛大な式典を襲

撃。日本人 139 人を殺害した。その後日本軍と親日派タイヤル族による鎮圧・掃

討が行われ、約 700 人の抗日タイヤル族が死亡した。15

この事件に象徴されるように、タイヤル族は義に厚く、勇猛果敢な民族といわれている。

「単純率直」、「竹を割ったような」16とも表現される気質は、やがて太平洋戦争下、「高砂

義勇隊」として活躍するという悲劇をも生んでいく。ともあれ、この誇り高き部族は、現

在もなお、原住民に対する差別と抑圧に抗して、原住民の権利を主張し、アイデンティテ

ィーを強調する民族運動を展開している。

２タイヤル族の朗唱

２．１概略

およそ人のあるところ酒があり、歌や踊りがあるとするならば、朗唱は常に人と共にあ

ったと筆者は考える。文化進化論における「現代の原住民に関する研究が人類の太古の状

態を知るうえで手がかりになるという方法論」17を用いれば、タイヤル族もその例外では

ないであろう。慶弔や祭祀などで朗唱が行われることは、鳥来泰雅博物館内上映のヴィデ

オでも確認できたが、更に日常でも朗唱が為されていたという情報を、2007 年 8 月の調査

で得ることが出来た。以下は現在台湾で活躍されているタイヤル族歌手の、雲力思さんか

らの聞き取り調査に拠る。

例えば、頭目の条件の 1 つに、大きく強い良い声で演説やお触れなどを朗唱することは

当然として、古い歌をよく知っており且つ上手に歌うことが出来るということも挙げられ

るそうだ。また、お見合いの席で、自分をアピールする場合に朗唱を用いる。出来るだけ

良い言葉を使って、賢く興味深い人間であることを朗唱で表現するということである。こ

のように貴女（筆者）や私（雲氏）が初めて会った時に、「初めまして。」というような会

話がそのまま朗唱で行われるということである。

タイヤル族の朗唱は、「台北戯棚」18のような劇場で紹介されるアミ族の歌や踊りの華や

かさ、また国際民族音楽学会で注目を浴びたブヌン（布農）族の歌の美しさといったよう

な、表向きに目立つ要素は少なく、むしろ実際的な効用を特徴としている。表面的に見え

るもので判断するのではなく、朗唱を聞いてその人の内面を理解するということであろう

か。
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祭事や慶弔などの特別な行事の際、決められた時間や順番、あるいはしきたりに従って

朗唱が為される以外に、日常でちょっと人が集まる、例えば焚き火や水汲みなどのとき、

すぐ朗唱となる。1 週間でも歌い続けることがあるそうだ。

２．２形式

タイヤル族の通常的に歌われる朗唱のメロディーはほぼ１つに決まっている。「C・B♭・

C・C」「G・B♭・G・G」という非常に短いフレーズが基本となる。ただ形式に決まりはなく、

好きなだけ自由に繰り返したり、単語や意味によっては音を伸ばしたり縮めたりできる。

歌詞には歌う者の心のままに、生活上の経験や生きていく上での智慧が込められている。

歌の美しさはメロディーではなく、詞にある。朗唱の良し悪しは音楽の良し悪しではなく、

詞章の良し悪しによるということである。

実際歌い出すときは、一人がまず朗唱する。そして、それに対して誰かが応唱する。朗

唱は会話なので、誰かが一緒に歌ったり、割り込むことは邪魔だと思われている。

２．３「泰雅古訓」

ここにタイヤル族の古い朗唱を 1 つ挙げる。タイヤル族は、祖霊を極めて尊重する。祖

霊の典範は、生活の全ての規範である。朗唱といい歌といっても、所詮この祖霊によって

定められた規範を逸脱するようなことを謳い上げることはない。このようなタイヤル族の

原点ともいうべき歌が「泰雅古訓」である。この歌は長い間、女性が歌うことは禁じられ

ていた「聖なる歌」であった。

以下は歌の内容であるが、タイヤル族は文字を持たないので中国語訳で示した。なおこ

の和訳に関しては小田切文洋教授にご教示いただいた箇所がある。

「泰雅古訓」

発祥的地方有個平台

那是泰雅的祖居

為了繁延我們的族群

三個兄弟往北方発展

到桃園、新竹

到宜蘭

在南投、台中

出発前



伊藤 順子 泰雅（タイヤル）族の朗唱について

- 95 -

互相堅定的承諾

不要用木牆彼此隔離

要像箭筍発芽一般、茂盛的繁衍

要像藤條一様、堅硬而有弾性

我 們 是 来 自同 一 奶 頭的 子 民

要遷擇世代血縁

四代以降才能遷婚

不要亂倫、否則

祖霊将懲罰我們

要堅守我們的生活規律

若有合適的対象

長者 拄 著枴 杖 去 提 親

感謝祖先留給我古訓

我們要伝承、不要樹敵

泰 雅啊 ！泰雅

要和平相處在這塊土地上19

「タイヤルの古い教訓」

祖先の興った地には平らな台地がある

その地にタイヤル族は代々住んできた

我らタイヤル族が繁栄するため

3 人の兄弟が北方へ進出した

桃園、新竹へ、

宜蘭へ、

南投、台中へと

出発の前

互いに堅く誓い合った

木の壁で互いを隔ててはいけないと

箭筍（たけのこの 1種）の芽のようによく繁栄しなければならない

藤のつるのように強くしなやかでなければならない

我らは同じ乳から生まれた民である

代々の血統を選ばなくてはいけない
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4 代目になってはじめて結婚することもできる

倫理を乱してはならない

規則を乱してはならない

さもなくば祖霊が必ずや我らを罰するであろう

我らの生活の規律を守らなければならない

ふさわしい相手がいれば

長老が杖を持って縁談の話を持ち込むだろう

祖先が我らに古い教訓を残してくれたことに感謝する

我らは古い教訓を伝えなければならない、また敵を作ってはいけない

タイヤル ああ タイヤル

この地に平和にお互い暮らしていかなければならない

冒頭にある発祥の記述について、いささか述べておく。タイヤル族の発祥の地は、南投

県の仁愛郷にある「発祥部落」というところだとされている。20高い山ではなく、住みや

すい平地のあるところであったのだろう。そこに大きな石が２つあった。タイヤル部族創

世神話では、種々なヴァリエーションはあるが、共通しているのは石から男女が出てきて

人間の祖となる。その後人口が増殖したので２隊に分かれ、互いに争い首狩りを始めたと

いうものである。21 発祥の神話・伝説はその民族固有の風土、文化、価値観、権力的背

景など様々な要素によって、少しずつ形成されていくと考えられる。そういう意味におい

ても、タイヤル族が巨石から始まったとするこの伝説は、祖霊は自然界の万物の中にあま

ねく存在するという、タイヤル族のアニミズム信仰をよく表している。

「泰雅古訓」は祖先からの古い教訓の歌であることはもとより、タイヤルの発祥・移住

の歴史の歌であり、祖霊への感謝の祈りを籠めた歌でもある。かつては、このように心を

こめた美しい言葉で生や死、精霊などを謳い上げる歌が数多く存在したが、今はそのよう

な古い歌を歌える者は非常に少ない。リサーチの急がれる分野である。

２．４タイヤル族の朗唱の現状

2007 年 8 月の調査の折、鳥来において朗唱を聞かせてくれた方は、78 歳で 100 年ぐらい

前の歌を知っているということだった。それぞれの村で古い歌が歌える人は数人しか居な

いそうだ。タイヤル古語の美しい言葉も次々と消えている。例えば、「声」を意味する

“ hehungenguyang “ は “ hngyang “ に、「今日」を意味する “ sasyyoni” は “ sony

“ にと変化している。古語は古い詞章として残っているだけで、通常はほとんど使われる
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ことがないからであろう。

一方、タイヤル語の文字化が進んでいる。ローマ字で表記するのだが、タイヤルの人々

は音は正確にはローマ字に当てはめることはできないという。文字に表すと、感情を正確

に表現したり、把握したりできないそうだ。目で見たことを自然に話すことはできるが、

見たこと、感じたことをそのまま書くことはできない。例えば「ある晴れた日に・・」と

朗唱するときは、どんな青空で、その時どんな感情であったかを言葉に籠めることができ

るが、文字で「ある晴れた日に・・」と書けば、ただそれだけでイメージも限られてしま

うということである。川田順造が「ことばによる伝えあいのうちでも、声で話すことばが、

文字に書かれたことばとくらべて表情豊かで精彩にあふれている」22 と述べているよう

に、単に話すだけでもそうなのだが、まして朗唱の響きに言葉をのせる時、その思いは幾

重にも広がり、いきいきとした光彩を放つに違いない。言葉の文字化の限界がここにある。

民国 56 年（1967 年）に成立された中華文化復興運動推進委員会により、固有文化の発

揚とともに郷土文化の普及が推進された。23 2000 年以降には、小・中学校で母語が必修

科目となり、『祖韻新歌』24などが教材となったり、母語によるスピーチコンテストが行わ

れたりしている。しかしながら、そのような場での母語の研修は、音の自然さを欠き、母

語本来の自由闊達な伸びやかさを失わせる可能性がないとはいえない。

以上のように古語を知る者の老齢化、古い言葉の消失、言葉の文字化の困難さ、次世代

への継承等、様々な問題を包含しているのが、タイヤル族の朗唱の現状といえる。

３今後の課題

ホメーロスが「女神に向かって声をあげ、翼をもった言葉をかけていう」25 と詠って

いるように、文字をもたない吟遊詩人の朗唱は自由に天空をかけるかのごとく、神や自然、

また心の中の思いを高らかに謳いあげていたのであろう。筆者は、朗唱とは単なる意志伝

達の方途ではなく、思いの丈を発する、祈りを籠めるというような強いものであると考え

る。これから検討されるべきではあるが、タイヤル族の朗唱も本来、そうであったろうと

思われる。祖霊に、生命に、自然に、宇宙に向かい、心に去来する思いを自由に発してき

たのではないだろうか。

しかしながら言語は多くの要因によって様々に変化を遂げる。R.M.W.ディクソンは、「き

ちんとした記述がなされていない言語は 2000-3000 言語あるが、これらの言語は次の二、

三世代のうちに使われなくなってしまうだろう。」26 と警鐘を鳴らす。厳然とこの地球上

に何百年と存在し、歌い継がれてきた言葉や思いを失わせてはならないと考える。それは

単なる表象の消滅ではなく、その民族の根源的なものの終焉となるからである。連綿と受

け継がれてきたものを途絶えさせてはならない。そのためには、記録を残すことであるが、
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対象になる方々の高齢化が大きな問題である。

最後に、朗唱は時に喜び、感謝から、また時に怒り、畏れから、実に様々な局面で太古

より存在する、人間の所産である。タイヤル族の朗唱を研究するとき、その民族の背景を

見逃すことはできない。我々は日台の歴史を広く知らしめるべきである。現代の日本にお

いて、情報はあまりに少なく、次代への継承が危ぶまれる。我々は過去から学び、より一

層平和への礎となる研究を進めていくべきである。

以上
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