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１．本論文の構成 

本論文は、中国内モンゴル自治区の東部モンゴル族が伝える胡仁(フ－リン) ・烏力格尓(ウ

リゲル) の説唱芸術について、文献調査を踏まえて、フィールド調査を行い、異民族の説唱

との比較を行う研究方法によって、その歴史と現状を明らかにしたものである。論文の構成

は以下の通りである。 

 

緒論 

第一章 胡仁・烏力格尓について 

  第一節 胡仁・烏力格尓の構成要素 

    一．胡琴（HUGUR） 

    二．烏力格尓（ULIGER） 

    三．胡尓奇（HUGURQI） 

  第二節 古来の民間説唱と胡仁・烏力格尓 

  一．英雄叙事詩と胡仁・烏力格尓 

  二．マングーセン・烏力格尓と胡仁・烏力格尓 

  第三節 先行研究と本論文の研究条件 

    一．胡仁・烏力格尓に関する先行研究 

        中国以外の研究 

        中国国内の研究 

    （一）開始期（1949～1966 年） 

     （二）傷痕期（1966～1976年） 

     （三）復興期（1976 年～1980年代初期） 

     （四）発展期（1980 年代初期～現在） 

    二．本論文の研究条件及び研究方法 

第二章  モンゴル族の胡仁・烏力格尓の生成時期と分布 

  第一節  いくつかの観点 

    一．12～13 世紀起源説 

    二．16～17 世紀起源説 

  三．18 世紀起源説 

    四．19 世紀中期起源説 

 第二節 近代胡仁・烏力格尓説唱芸術の分布と歴代移民政策の影響について 

 第三節 変文説唱と胡仁・烏力格尓説唱の繋がりについて 

第三章  『蒙古胡尓奇三百人』からみる胡仁・烏力格尓の説唱芸術 

  第一節 『蒙古胡尓奇三百人』の編著者の観点について 

  第二節 『蒙古胡尓奇三百人』の胡尓奇からみる説唱芸術の伝承について 



2 
 

    一．「一徒多師」について 

  二．胡尓奇と好来宝 

  三．胡尓奇に対する宗教の影響 

  四．盲芸人の説唱芸術貢献に対する考えについて 

 第三節 胡仁・烏力格尓の流派と特徴 

    一．胡仁・烏力格尓の流派の誕生 

    二．参布拉諾日布の胡尓奇流派の分類 

    三．胡尓奇の自己流派観の意識 

    四．胡尓奇の流派観に関する私見    

第四章  胡仁・烏力格尓の説唱芸術の各インタビューデータ 

  第一節  胡尓奇の故郷 ― 科尓沁の由来の背景分析 

 第二節 顧如胡尓奇に対するインタビュー調査 

  一．生涯説唱の選択 

  二．現実の生活と濃い宗教の息吹 

  三．顧如胡尓奇の胡琴 

  四．漢民族の物語を題材とした説唱表現 

 第三節 白乙拉胡尓奇に対するインタビュー調査 

  一．学芸における「神授説」 

  二．白乙拉胡尓奇による古今の胡仁・烏力格尓説唱の見方 

  三．白乙拉の胡琴の個別的特徴 

  四．本森・烏力格尓写本『薛仁貴征東』 

  （一）書成立の時代背景について 

  （二）老満文版『薛仁貴征東』と漢文版『薛仁貴征東』 

  （三）小結  

第五章 胡仁・烏力格尓説唱芸術に対する影響と探索 

  第一節  本森・烏力格尓説唱中に現れる民族文化習俗 

 第二節 説唱原稿のデータベース化の必要性について 

終論 

参考文献 

資料篇 

 一．白乙拉の保存している老満文台本『薛仁貴征東』（第三冊） 

二．「変相」に関する「四相変」図「八相変」図 

 

２．本論文の概要 

 モンゴル族が伝える胡仁・烏力格尓とは胡琴物語の意であり、伝統的な英雄叙事詩から展

開したもので、俚諺や詩歌・賛・好来宝(ホルボ)などの表現様式と関係し、風俗禁忌や宗教崇

拝などさまざまな文化要素を含む。そのため、胡仁・烏力格尓はモンゴル族の民間文芸史や

通俗文学史・宗教史の重要な史料になっている。しかし、モンゴル草原の砂漠化・都市化・

現代化・漢民族化の傾向が日々進む状況にあって、胡仁・烏力格尓は消滅の危機に瀕してい

る。それゆえ、研究・保護によって未来に受け渡すことができるかが緊急の課題となってい

る。本論文はそうした歴史と現状に真摯に向き合うところから執筆されている。 

〈緒論〉文献の記載から、モンゴル族の説唱芸術の歴史は 800年ほど遡ることが確かめられ

るが、一方で、無文字による口伝心授の方法で民族文化を伝えており、胡仁・烏力格尓の場

合もこの特徴を有している。周辺地域の民族も説唱芸術の歴史を有している場合があり、そ

れらと比較して、多くの学者は胡仁・烏力格尓には 200 年から 300 年ほどの歴史しかない

と考えている。これに対して疑問を呈するところから論述を始める。 

〈第一章〉胡仁・烏力格尓を構成する不可欠な条件は、「胡琴」という楽器、「烏力格尓」

というジャンル、「胡尓奇(ホルチ)」という担い手の 3 点にあると考えて分析を行った。胡

仁・烏力格尓は演じ方によって、雅巴干(ヤバガン)・烏力格尓、潮仁(チョウリン)・烏力格尓、
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蟒古斯(マングス)・烏力格尓、本森(ベンセン)・烏力格尓などの形式がある。担い手である胡尓

奇は 13世紀のモンゴル族の文献『蒙古秘史』に何度も出現し、『欽定四庫全書』『世界征

服者史』『集史』など外国人学者の著作にも「説書人」「講故事人」の記載が見える。従っ

て、胡仁・烏力格尓は近代の所産ではなく、「古えより有り」とする記載は十分に信憑性が

あり、12世紀末から 13世紀初め頃には存在していたと考えられる。 

〈第二章〉胡仁・烏力格尓の起源説について研究者の相違点を分析し、これに対して自身の

観点と依拠について論述した。胡仁・烏力格尓が東部モンゴル地区で発展を遂げた要因とし

て、異民族との交流を考慮する必要がある。実際、今日語られている胡仁・烏力格尓の題材

の多くは、漢民族の歴史上の人物の物語を中心とする。それゆえ、漢民族の説唱芸術がモン

ゴル族の説唱芸術に与えた影響を考えないわけにはいかない。そこで、胡仁・烏力格尓の起

源を探るために、変文、宝巻、本森・烏力格尓との関係について論述した。 

〈第三章〉胡尓奇については文献に断片的な記載が見えるが、胡尓奇とその説唱の内容につ

いては具体的には記述されていない。それゆえ、参布拉諾日布(サンブラノリブ)編著の『蒙古胡

尓奇三百人』は、8 年に及ぶ収集や整理を経て 1989 年に作成され、胡仁・烏力格尓を研究

するための重要な基礎資料となっている。しかし、この資料に対する総合的な研究はまだ行

われていないので、好来宝が得意な胡尓奇、蒙・漢・蔵の 3種類の言語に精通する胡尓奇、

寺院で修行した胡尓奇、身体に障害のある胡尓奇、馬頭琴を使用して胡仁・烏力格尓を説唱

する胡尓奇、女性の胡尓奇、シャーマン（薩満）の曲調を使用する胡尓奇、民謡を得意とす

る胡尓奇、世襲の胡尓奇など 9つの視点から分析を行った。その結果、「一徒多師」の現象

が著しいことなどを明らかにした。 

〈第四章〉胡仁・烏力格尓は人を基にした民間の説唱芸術であるため、研究を進めるには担

い手である胡尓奇の研究が重要になる。そのための効果的な方法としてはフィールド調査

によるインタビューがある。そこで、長年にわたって白乙拉(バヤル) 胡尓奇と顧如(グ－ル) 胡

尓奇という長老の胡尓奇にインタビューを行い、聞き書きの内容を分析した。調査の際に、

白乙拉胡尓奇が大切に保管していた胡仁・烏力格尓の老満文による写本『薛仁貴征東』を調

べることができた。この写本の内容を漢文版の『薛仁貴征東』と比較した結果、胡仁・烏力

格尓は 17 世紀初めすでに最盛期に入っていたことを明らかにし、異民族の作品を翻訳する

過程で民族化の加工を行った現象が見られることを論証した。 

〈第五章〉今、モンゴル族の伝統文化を見つけ出すことが困難になりつつある中で、胡仁・

烏力格尓にはモンゴル族の伝統文化が豊かに包含されるので、この説唱芸術を保護しつつ

伝承する意義はますます大きくなっている。しかし、すでに後継者はいなくなり、長老の胡

尓奇は新世代の胡尓奇を育成することが困難になったと認識している。民族の説唱芸術を

伝承してゆくために、これから考えるべき重要な課題として、胡尓奇が大切に保存している

説唱台本をデータベース化し、説唱芸術に関わる資料を共有することが必要になる。 

〈終論〉モンゴル族の文字史を取り上げた。モンゴル族の文字は回紇式蒙古文から始まり、

パスパ文字、アリガリ文字なども使用されたが、これらの文字は統一して使用されるような

民族文字にはならなかった。そうした原因によって、モンゴル族の記録は長期間停止してし

まったと言っていい。それに比べて、口頭形式の胡仁・烏力格尓は民族文化を伝承する上で

重要な役割を果たしてきた。口頭形式によって長時間の説唱を上演するためには曲調が大

切であるが、音楽の視点から胡仁・烏力格尓を研究することはまだ行われていないと指摘し

た。 

 

３ 本論文の成果と課題 

モンゴル族は昔から遊牧民族として暮らし、民族の文字も生み出したが、説唱芸術は口伝

によるのが主な方式であり、胡仁・烏力格尓の場合も説唱芸人である胡尓奇によって伝えら

れてきた。しかし、モンゴル地域は急速に砂漠化・都市化・現代化・漢民族化が進む現状に

あり、胡仁・烏力格尓も多くの困難を抱えた状況にある。本論文は、そうした緊急を要する

課題である説唱芸術を研究することによって、モンゴル族の無形民族文化遺産の価値を明

らかにし、未来へ伝える原動力にしようと考えた。 
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その成果の中でも重要な事柄を挙げるならば、次の 3点に整理することができる。 

 

１）近代 100年の胡尓奇の伝記を明らかにしたと言われる参布拉諾日布の編著『蒙古胡尓奇

三百人』は長く出版されず、内部資料として扱われてきたため、先行研究では十分に活用

されなかった。しかし、モンゴル族の胡仁・烏力格尓の中興の祖とされる丹森尼馬（ダンセ

ンニマー）（1836～1889 年）にはじまり、今日に及ぶ 308名の胡尓奇の伝記が記録されてい

る。本論文では、そこに含まれる情報を分析して、胡尓奇の特徴的な芸風や「一徒多師」

の継承を発見し、胡尓奇の説唱の習得にはいくつかの要素が複雑に作用することを明ら

かにした。 

２）胡仁・烏力格尓に関する文献記録が極めて乏しいという現状を考えると、この研究を進

めるためには、胡尓奇に対するインタビューが何よりも重要な意味を持つ。胡尓奇が代々

伝えてきた伝承を記録することによって、彼らが認識してきた胡仁・烏力格尓の歴史を具

体的に考えることが可能になる。そこで、説唱の芸が豊富で、最も尊敬されている長老の

顧如胡尓奇と白乙拉胡尓奇に対するインタビューを繰り返し行い、詳細な分析を行った。

それによって、胡仁・烏力格尓の地域的な特徴や周辺民族の説唱からの影響を明らかにし

た。 

３）胡仁・烏力格尓を担ってきた胡尓奇は、清朝時代から、師伝ばかりでなく、説唱の素材

となる説唱台本を頼りに芸を身につけるようになった。白乙拉胡尓奇が大切に保存して

きた説唱台本である『薛仁貴征東』の写本はその例の一つであり、筆記されて変わること

のない文字記録の言葉遣いから説唱の時代背景を推測し、胡尓奇が伝えた口伝の状況を

伺うことができるとした。胡尓奇にとっては説唱台本を持つこと自体が仲間の中でも権

威を持つことになり、普通は他見を許さないものであるが、それをつぶさに閲覧し、漢文

版と比較することによって、その内実を明らかにした。 

 

以上のような指摘を含む本論文は、モンゴル族の胡仁・烏力格尓の歴史と現状を明らかに

し、貴重な内容になっていると言うことができる。論者自身がモンゴル族の出身であり、モ

ンゴル語ばかりでなく、チベット語・中国語にも精通し、本論文はそれを日本語で論述した。

調査に有利な環境と習得した多言語によって、この研究は初めて可能になったことを述べ

ておかねばならない。今、日本では世界各地の叙事詩や語り物の研究が盛んに行われている

が、そうした研究状況にも一石を投じる価値を持っている。 

ただし、次の 3点については、今後の課題として、さらなる研究の進展が期待される。 

 

１）胡仁・烏力格尓の起源を文献から特定することに固執するよりも、むしろ、変文以来の 

説唱の歴史的な変化の中に置いて、個別の作品研究を積み重ねるほうが有効である点。 

２）論証を急ぐ前に、インタビュー調査とその基礎資料を整備する必要があり、そのために

は民俗学や文化人類学などの調査方法を取り入れた改革が求められる点。 

３）閲覧することができた写本に関して、さらに詳細な作品研究を行う必要があり、データ

ベース化の方法とその活用についても、具体的な作業を進めることが肝要である点。 

 

以上のことから判断すると、今後の課題は残すものの、先行研究を踏まえて文献調査を行

い、フィールド調査を重ねて論文をまとめあげた成果については、そのオリジナリティーを

含めて、博士論文として合格水準に十分達している。 

 

４．結論 
 以上のことから、本論文は学位論文に値するすぐれた研究であると認められるので、著者
に一橋大学博士（学術）の学位を授与することが適当であると考える。 
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 2017 年 2 月 16 日、本学学位規則第 8 条第 1 項に定めるところの最終試験として、博士
学位請求論文「東部モンゴル族の説唱芸術 胡仁・烏力格尓の動態研究―「科尓泌」地域を

中心として―」に関する疑問点について逐一説明を求め、あわせて関連分野についても説明
を求めたのに対し、巴特尓氏はいずれも十分かつ適切な説明を与えた。 
 よって審査員一同は、一橋大学博士（学術）の学位を授与されるに必要な研究業績および
学力を巴特尓氏が有することを認定し、最終試験での合格を判定した。 
 
 

 

 

 

 

 

 


