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はじめに

　モンゴル国には、ホトンという、相当に独特な歴史と文化を有するエスニック集団

（yastan）が存在する。本稿では、筆者が行った聞き取り調査を元に、彼らの20世紀前半頃

の産育習俗について記述し、その中に彼らの出自や民族意識形成の過程を解明する手がか

りがないかを探ることとする。

1　ホトン人とは

　モンゴル国のホトン人は、オブス県オブス湖の西南部分、タリアラン郡に集住するエス

ニック集団で、2020年現在、人口12,057人（全人口の0.4％）である 1。

過去20年間のホトンの人口推移 2

2000年 2010年 2020年
人口 9,014人 11,304人 12,057人
全人口中の割合 0.4％ 0.4％ 0.4％

　　　　　（原典：2010年、2020年のモンゴル国勢調査報告）
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1 『モンゴル国家統計局2020年国勢調査結果サマリー』（5ページ）。なお、モンゴル最大のエス
ニック集団ハルハは全人口の83.8％。2018年の『オブス県タリアラン郡経済社会情勢報告』（5
ページ）には、同郡の人口の89.3％がホトンであると記載されており、2017年の同郡の人口
4022人に基づき計算すると、同郡のホトン人口は約3592名となる。

 　モンゴルの民族分布は『モンゴル人民共和国民族学・言語学地図帳』（1979年、23ページ）
及びこれを小長谷有紀が翻訳・作成した図に詳しい（小長谷「モンゴルにおける農業開発史：
開発と保全の均衡を求めて」（『国立民族学博物館研究報告』35巻、2010年11月、34ページ））。

2  ポターニンは、1876年頃のホトンは約100戸（『西北蒙古誌　第2巻　民俗・慣習編』56ペー
ジ）、マイスキーは、1921年頃の人口を1500人（『露亜経済調査叢書 第6編』93ページ）と記
録。ジャムツァラーノは、1930年の人口を2400人近くと算出（Ts.Zhamtsarano, ‘KHOTONS:THE 
MUSLIMS OF MONGOLIA’, The Mongolia Society Bulletin Vol.6, No.1（11）, 1967. pp.12）。オトゴ
ンは、1956年のホトン人口は3000人弱だったと記している（Otgon, Kh., ‘’Mongoliin Khoton 
Ugsaatnii Ugsaa Garaliin Asuudal‘, International Conference of 2016 Spring, The 55th Korea・
Mongolia International Conference on The Direction to Korea and East Central Asian Economic 
Cooperation, Korea・Mongolia Economics & Business Association, 2016., pp4.）。



ホトンの居住地（2010年）
都市部居住者 地方居住者

55.5％ 44.5％

　　　　　　　　　　　  （原典：2010年モンゴル国勢調査報告）

ホトンの居住県（2010年）
県／都市名 オブス県 セレンゲ県 オルホン県 ウランバートル市 ダルハンオール県 その他

割合 47.6％ 14.4％ 17.3％ 11.9％ 5.6％ 3.3％

（2010年のモンゴル国勢調査報告から筆者作成）
　

　ホトン人には、高い鼻、青や緑の目といった風貌を持つ者が少なからずいて、モンゴル

系モンゴル人とは、外見において趣を異にするが、言語はモンゴル語西部方言を話す。出

自については様々な説があるが、トルコ系であるという点では一致している。

　松原正毅は、1993年に実地調査を行い、ホトン自身の伝承（祖先のいくつかがブハラや

オシュから来たというもの）や断片的に保持されているトルコ系言語の単語（キルギス語

やカザフ語起源と推測可能）から、元々出自の異なるトルコ系の人々が、17世紀後半から

18世紀中頃までの間に軍事用の食料生産者として強制移住させられたことを契機として、

ムスリマンとしての意識をアイデンティティの源泉としつつ、新しいホトンという民族集

団を形成してきたとしている 3。

　小長谷有紀は、「一般に中央アジアの歴史用語として知られている「タランチ」は、ジュ

ンガル・ハン国の領域内で17世紀中ごろからイリ地方に強制移住させられたウイグル農民

を指す。その一部が、ガルダン・ボショクト・ハーンの東征とともに現在のモンゴル国内に

移動し、「ホトン」としてオラーンゴム周辺に集住した。」4、「ガルダン・ボショグト王が農

業をさせるために東トルキスタンのホータンから200世帯を移動させたことでモンゴルに
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3  松原が記録したホトン人の特徴は概要以下のとおり（松原正毅「トルコ系モンゴル人「ホト
ン」」朝日新聞1993年10月29日　大阪夕刊11面）。

 ・鼻が高く、眼窩のくぼみが深い顔立ちで、少数ながら青い目や金髪の人も見かけた。毎日の
礼拝も金曜日の礼拝も断食も、断食明けの祭りや犠牲祭、メッカ巡礼も行わず、メッカ、アッ
ラー、コーランという言葉も知らないし、豚肉に対する強い禁忌もないながら、みずからをム
スリマン（イスラム教徒）と称する。毎月の9日にホダ（唯一神）の像をまつったテントに集
まり、モルダ（導師）の主導のもとに礼拝をおこなう。布地に描かれた神像はモルダのと同系
の三角形の帽子をかぶり、多様な色彩のモンゴル服を身にまとい、光背をせおっている。ムス
リマンとしての意識は、ホトンのアイデンティティの源泉になっている。なお、彼らはモンゴ
ル人と同様に、オボー祭りを行う。

4  小長谷有紀「ガルダン・ボショクト・ハーンの夢の跡」（『アジア遊学』第243号　東京　勉誠
出版　2020年2月、141ページ）。



ホトンが住み始めた」5としている。

　1877から79年頃にオブス県で調査を行ったポターニンは、オブス湖岸に住む「コトン人」

は、ドゥルブドの王の奴隷とみなされ、「トルコ＝タタール語」を話し（ただし若い人はモ

ンゴル語のみ）、半農半牧の暮らしを営み、アラビア語の経典を屋内に安置し、自身を回教

徒と称する等と記録し、1778年頃にジュンガル地方から移住した俘虜農民の末裔だと推

測した 6。マイスキーは1921年、ホトン人はチュルク韃靼人種であり、以前はイスラムを信

奉していたがその後モンゴル化し、言語もモンゴル語のみを話すようになり、宗教も仏教

に著しく傾きつつある、また主産業は農業と記した 7。

　ジャムツァラーノは、ホトンの出自は不明だがトルコ系であることは確かであり、ツェ

リン・ウバシ家の奴隷として故地から連れてこられたとの歴史に触れ、「カチン（qachin）」

という名の箱にムハンマドの言葉をつづった詩を入れた「クマル（qumar）」と呼ぶお守り

を安置し、モルダと呼ばれる僧侶が人生儀礼を執り行うと記述する。また、ホトンはゾリ

クト王の奴隷だったので、王らに労働や収穫物を提供し、激しく抑圧されていたものの、

解放後は豊かになった、内モンゴルでも外モンゴルでも、そのマイノリティ集団全体が長

期間にわたって貴族の家内奴隷だったというのは、ホトン以外にないと特筆している 8。

　ニャンボーは、ホトンを18世紀頃からドゥルブドと混住している内にモンゴル化したト

ルコ系民族であり、主に農耕、従として牧畜を行い、イスラムを信仰している、また自らを

ホトンと称し、カザフやキルギス人の仲間と言っていると記述し、さらに元々はドゥルブ

ドの貴族の家内奴隷、召使いとしてこの地に来たという伝承を紹介している 9。この他、バ

ダムハタンも、ホトンは、ドゥルブドのゾリクト・ハンのハムジラガ（隷属民）として働き、

封建的な圧力の下、辛苦をなめていたと記述している10。

　モンゴル国の民族学者バダムハタンは、ホトン人を、「オラーンゴムに初めてやってきて

農耕を開始したのは1715年ごろ。彼らは主として、ガルダン・ボショクト・ハーンのハル
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5  小長谷有紀、S.チョローン「モンゴル国営農場」（『国立民族学博物館調査報告』110巻、2013
年2月、68ページ）。

6  G.N.ポターニン『西北蒙古誌　第2巻　民俗・慣習編』、竜文書局、1945年、56-61ページ。
7 イ・マイスキー「現代蒙古」（南満洲鉄道株式会社庶務部調査課編『露亜経済調査叢書 第6編』、

戸泉憲溟訳、大阪毎日新聞社ほか、1927年、93ページ）。
8 Ts.Zhamtsarano, ‘KHOTONS:THE MUSLIMS OF MONGOLIA’, The Mongolia Society Bulletin 

Vol.6, No.1（11）, 1967. pp.11, pp.13-14。1934年の著作を英訳したもの。なお、儀式を執り行う
者につき同英訳ではMullahsと記載しているが、原文は「モルダ」と書かれていた為、本稿で
はモルダとした。

9 Nyambuu, Kh. , Mongolyn ugsaatny züin udirtgal : Ugsaatny bürėldkhüü̇n, garval züi, Surakh bichig 
hüühdiin nomiin hevleliin gazar, 1992, pp.113-115.。

10  バダムハタン『モンゴル国の民族学　第3巻』、1996年、233ページ。



ハとの戦いに参加した軍隊から、清朝の捕虜となった人々である」とし 11、半農半牧を営む

と説明する。また、宗教面は、イスラム教、古代仏教、シャーマニズムなどが習合したもの

であり、生活・風俗の随所にそれが見て取れると述べている 12が、これは、東トルキスタン

において、仏教が1000年以上にわたり文化基層を保ち、そこにテュルク系シャマニズムも

入り、10世紀頃からイスラームが仏教その他を凌駕していったとする梅村担の考え 13とも

整合するものである。

　自身オブス県出身ホトン人のオトゴンは、ホトンをオイラート系と見るのは誤りで、現

在もなおキルギスの伝統文化を保存しているトルコ系民族集団だとする。そして、1685年

に、ガルダン・ボショクト・ハーンが、ジューンガル国で農耕を始めオイラートに農耕を学

ばせるために、東トルキスタンのホータン市の定住農民を捕虜としてオラーンゴムに連れ

てきたのがホトンの始まりであり、出身都市名ホータンがモンゴル化してホトンになった、

また、1778年にブハラから連れてこられたホトンがこれに合流したと論じる。さらに、現

地調査や文献調査を行い、語彙や文化面等を検証し、ホトン人はトルコ系の様々なグルー

プが混合して形成されてきた、キルギス系の特徴が濃い民族だと結論づけ、宗教は、バダ

ムハタン同様、イスラム、仏教、シャーマニズムの習合と述べている 14。

　このほか、楊海英は、ホトンとは、元来中央アジアのオアシス地帯定住農耕民に対する
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11 小長谷有紀「ガルダン・ボショクト・ハーンの夢の跡」139ページ。元引用は、Badamkhatan, S., 
Uvsyn Hoton yastan, 1995。ただし筆者はオリジナルを確認していない。

12 Sバダムハタン編『モンゴル国の民族学　第3巻』、（Badamkhatan,S.,（ed.） MONGOL ULSIIN 
UGSAATNII ZÜI (3), Ulaanbaatar: 〈Suhbaatar〉 hevleliin kompani, 1996. pp6-8, pp233-268.）

 　なお、ホトン族の営農については、S.バダムハタン監修『モンゴル国の民族学　第2巻』
（Badamkhatan,S.,（ed.）MONGOL ULSIIN UGSAATNII ZÜI (2), Ulaanbaatar:1996、pp391。原典は、
『オイラートの歴史史料』（フフホト、1985年））にも以下の記載がある。ただし筆者は原典を
確認していない。
 「ヤダムジャブ、サンジ公らの時代には、ミャンガド族は農耕をしていなかったが、ミャン

ガド旗の富裕な人々と寺院の荘園は、毎年キャラバンで、オラーンゴムとオブスのホトン
達から、1年分の需要を満たす大麦、穀類、穀粉を購入して利用していた。」　

13  梅村担「東トルキスタン基層文化の変遷」（『イスラム世界』61号、2003年9月）。
14  オトゴンは、文献調査の結果を概要以下のようにまとめている（Otgon 2016、5-6ページ）。

 　「ロシア人研究者の多くは、ホトンはトルコ系のサルタウルやウイグルを出自とするとし
ている。ウラジミルツォフやサモイロビッチは、宗教面からみると、カラ・キルギス、東ト
ルキスタンのサルトール、カザフ等が出自だと記録している。さらに、祖先はイラン（ペル
シャ）とも何らかの血縁的関係があるという推測もある。人類学的には、J.バトソーリ及び
Ts.ツェレンダシは、ホトンは、45-50％がキルギス人、ウイグル人とウズベク人は同じ程度、
カザフの血は比較的少ないと結論。」

 　なお、オトゴンは、バダムハタンの1715年オラーンゴム移住説を史実と合わないと否定し
ている。また、ホトンは元々は10-13世紀頃に「サルタウル」という名で記録されていた人々
だとする。さらに、文化的には、東トルキスタンのカシュガル、ウイグルの文化とつながりが
見られるともしている。



遊牧民側からの呼称であり、中国内モンゴル自治区西部アラシャン盟にも、「現在自他共に

モンゴル族として認め」るホトン人が居住する 15というが、同ホトン人とオブス県のホト

ン人の同一性、関連性については、慎重に検討する必要があると考える。なお、「ホトン」

というモンゴル語につき、オトゴンが唱える「ホータン」が変化したものという説につき、

筆者は現時点でこれを評価する術を持ち合わせていない。一方、小長谷は「現代モンゴル

語でホトンと言えば、彼ら（筆者注：オブスのホトン）のみならず、イスラム教徒一般をも

さす」16と述べているが、筆者はモンゴル国のモンゴル人がこのような意味で「ホトン」と

いう語を使う場面に遭遇したことはなく、友人数名に取材した時にもそのような意味はな

いとの回答を得た。また、Ya.ツェヴェル編纂『モンゴル語簡略解説辞典』及びモンゴル大

統領府主導で編纂された『モンゴル語大辞典』でも同用法は確認できない。ただし、内モン

ゴル人からは「ホトンというのは回族のことだ」との説明を聞いたことはあり、前述の各

辞典にも同趣旨の解説はある（ただしモンゴル国のモンゴル人の大半はこの意味も承知し

ていない趣である。）。ちなみに、オイラート文語で「ホトン」は、都市や街、またはウイグ

ル（人）を意味する 17。この他、ポターニンは、「蒙古人は一般にすべてのサルト人をコトン

人と呼んでいる」と記録している 18。

　いずれにせよ、これら研究者の考えをまとめると、モンゴル国のホトン人のモンゴル移

住は、ガルダン・ボショクト・ハーンによるタリム盆地のトルコ系イスラム教徒の属民化や、

ガルダン死後の清とジューンガルの紛争 19と深い関係があるのは確かであろう。

　なお、ホトンが、ドゥルブドの奴隷又は隷属民だったという先行研究の記載は前述のと
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15  楊海英『モンゴルとイスラーム的中国　民俗形成をたどる歴史人類学紀行』、風響社、2007年、
25ページ、88ページ。　

16  小長谷有紀『モンゴルにおける農業開発史 :開発と保全の均衡を求めて』34ページ。
17  栗林均編『オイラート文語三種統合辞典』、東北アジア研究センター叢書 第61号、東北大学東

北アジア研究センター、2017年、531ページ。
18 ポターニン『西北蒙古誌　第2巻　民俗・慣習編』　61ページ。
19 宮脇淳子『最後の遊牧帝国』講談社、1995年、264-265ページ等及び宮脇『モンゴルの歴史　

遊牧民の誕生からモンゴル国まで』刀水書房、2002年、196-198ページ、203-207ページ、210
ページによる主要歴史事案は以下のとおり。

 　　1679年　ガルダン・ボショクト・ハーンが、ハミとトルファンを征服。
 　　1680年　カシュガル、ヤルカンド、ホータンなどを征服。
 　　1684年　タシュケントとサイラムを占領。
 　　1685年　アンディジャンに遠征。（1697年ガルダン死去）
 　　1715年　ハミ、トルファンで清とジューンガルは衝突し、戦闘状態に。
 　　1742年　ジューンガル、タシュケントとトルキスタンを占領、ホーカンド・ハーン国に 

 　　　も侵入。
 　　1755年　清軍がイリを占領。
 　　1759年　清朝が東トルキスタンを平定。



おりだが、ムングンがU.マニデルからその父オター（1895年前後生まれ）の生い立ちを聞

き取ったエピソード（オターの父が、1911年頃、不作によりハーンに年貢を納められず、

代わりに16歳だった息子のオターを労役に差し出し、以来、オターは貴族の犬や馬の世話

をしていた）もその傍証となろう 20。また、ホトン人の特徴の一つであるイスラム信仰につ

いては、これまで筆者が聞き取りを行った対象から一様に、「ホトンは元々ムスリマンだっ

た。」という証言が得られたことを付言する。2010年に行われた宗教に関する調査結果は

下表のとおりである。

10歳以上が信仰する宗教
無宗教 仏教 キリスト教 イスラム教 シャーマニズム その他

ホトン 41.4％ 23.6％ 2.9％ 22.8％ 1.4％ 7.8％

モンゴル人全般 38.4％ 53.3％ 2.0％ 3.0％ 2.9％ 0.3％

　＊カザフ人のイスラム教徒率は83.7％、ウズベク人は同63.6％
（原典：2010年のモンゴル国勢調査報告）

　同統計では、ホトン人の中でイスラム教を信じる者の割合が、カザフ人、ウズベク人に

次いで高い数値を占め、モンゴルの中でのホトン人の特異性を示している。一方、ホトン

人の中のイスラム教徒の割合は仏教徒のそれにわずかに凌駕されており、松原の「イスラ

ム教徒であることがアイデンティティの源泉」だとする説は、2010年時点では直ちに有効

と言えるか疑念が生じる状況となっている。

　

2　調査方法及び聞き取り対象

（1）調査方法

　筆者は、2018年から2021年にかけて断続的に、モンゴル国オブス県出身のホトン人の

高齢者（下記（2））から聞き取り調査を行った。まず、服部比呂美「産育習俗　誕生から初

誕生まで」（小川直之・服部比呂美・野村朋弘編『伝統を読みなおす2　暮らしに息づく伝

承文化』、藝術学舎、2014年）の日本（埼玉県秩父地方）での産育習俗の記載をベースに質

問項目を予め作成し、同項目に沿って質問しつつ、臨機応変に補足質問を行った（2018年）。

次に、Sバダムハタン編『モンゴル人民共和国の民族学　第1巻』中にまとめられたハルハ・

モンゴルの産育習俗に関する記述を読んだ上で、ホトンではどうかを明らかにするための

質問を新たに作成し、これに基づき質問するとともに、上記同様、その場で質問を補足し
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20  Möngön, B., Altan Teeliin ür Sad, Ulaanbaatar: `Naran zon print`, 2018. 24ページ。



た（2020年）21。さらに本稿をまとめる際に生じた質問を追加で聞き取った（2021年）。

　第一回目の聞き取りは、2018年7月22日、ウランバートルのニャマーさん（下記（2）（イ））

の自宅を訪問して行った。第二回目及び三回目は、2020年6月17日及び2021年1月23日に、

メッセンジャーのビデオチャット機能を活用して実施した。使用言語はモンゴル語、記録

は筆者のノートにとった。

（2）聞き取り対象者

（イ）ニャンガリン・ニャマー（Nyangariin Nyamaa）

　1929年2月3日、オブス県タリアラン郡ヨリン・シル生まれのホトン女性。姓（エルケン、

elken）22はホリドク。なお当時、子供の年齢を実際より多めに申告する家庭もあったが、

ニャマーさんの場合はありのまま申告したと聞いているとのことだった 23。

　1968年にウランバートル市に家族で移住。計4人を出産（女児1名は生後間もなく死亡、

男児3名は成人）。ホトン人の産育習俗に関する本稿の大部分は彼女からの聞き取り結果

に依拠している。

（ロ）ボヤンティン・ムングン（Buyantiin Möngön）

　1946年12月18日、タリアラン郡のマイハニー・ベル（Maikhnii bel）生まれのホトン男

性。姓はシャーヴァイ。人生の大半をオブス県で過ごしていたが、1999年にダルハンに

移住。ニャマーさんの亡き夫側の親族で、ニャマーさんの長男の経父（nomiin aav）24。元

人民大会議議員。2018年にホトン人の来歴を含む自伝を上梓。2018年7月22日にニャマー
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21  鳥居きみ子『土俗学上より観たる蒙古』の1057-1058ページ及び1076-1079ページにも、産育
に関する記述が見られるが、やや雑駁で分量も少ないことから質問作成の参考としなかった。
また、趙月梅『現代におけるドルブットモンゴル族の村落生活に関する研究―中国黒龍江省
ドルブットモンゴル族自治県の布村を事例としてー』の「出産儀礼」（76-88ページ）の記載は
詳細で非常に興味深いが、定住化が進みゲルでの出産も早期に行われなくなっていた中国内
の同事例とオブス県ホトンの事例には相当程度の乖離があると思われたため、質問作成の参
考にはしなかった。このほか、参考文献欄に記載の、大藤ゆき、宇都弘美・下敷領須美子の著作、
論文も追加質問作成時の参考とした。

22  ニャマーによると、ホトン人の姓は、ホリドク（kholidog）、シャーヴァイ（shaavai）、ボルダク
（burdag）、シャルバク（shalbag）、オゴトル（ogotor）、ハスノード（khasnuud）又はハス（khas）、
クツグード（Khötsgüüd）の7つがある。7姓の名称については、ポターニン、ウラジミルツォフ、
バダムハタンの記録（バダムハタン　1996年　235ページ）も完全には一致していない。2018
年のオブス県タリアラン郡経済社会情勢報告（5ページ）の説明も、ニャマーのものと若干の
ずれが見られ、この点を指摘したところ、ニャマーは、「あるいはそういう呼び方もあるのか
もしれないが、自分が知っているのはこれだ」とはっきりと述べており、自信が揺らぐ様子は
なかった。

23  一方、ニャマーは自身を午年生まれとしており、仮に干支の方が正しいとすれば、実際には
1930年（午年）に生まれた可能性があることを付言する。

24  「経父・経母」は、ホトン人が結婚する際に、親戚の年長の夫婦と結ばれる新たな縁でできる親。
縁を結ぶ際に、モルダが「ニハ（nikha）」という経典を読む。



さん宅に居合わせた為、同時に聞き取りを実施。

（ハ）ジャムスランギーン・ウルレー（Jamsrangiin Ürlee）

　ニャマーさんの長男。1952年4月12日タリアラン郡生まれ（姓はシャーヴァイ）。現役

時代は職業運転手。2020年6月17日のニャマーさん聞き取り時、同時に聴取。

3　産育習俗

（1）出産前

　妊娠判明時、誰に最初に打ち明けるべきという決まりは特段なかった。ニャマーの場合、

夫と、同居している舅姑に打ち明けた。

　妊娠祝いや安産を祈願する習俗もなかった模様である。妊娠五か月目の戌の日に行われ

る日本の帯祝いの風習を紹介しても、ニャマーらから特に反応はなかった。また、モンゴ

ルの一部地域の習慣（安産を願って妊婦の腹を、（お産の軽いとされる）熊の手でなでる）

を話題にした時も、オブス県に熊はいない、そのような習慣もないという回答だった。

（2）妊婦やその家族のタブー

　19世紀末から20世紀初頭頃のモンゴル内のエスニック集団の習俗を調査・編纂したバ

ダムハタンによると、ハルハでは、妊婦同士が旧正月特有の挨拶をする（zolgokh。二人が

向かい合って、年少者が両腕を伸ばして年長者の伸ばした両腕を下側から支える形をとり、

両ほほを相手の両ほほに交互にくっつける。）ことを禁じ、また、妊婦は、ウサギ、じゃこ

うじか、ラクダ肉を食べないなどのタブーがあった 25。

　ホトンでも同様に、妊婦がしてはいけないとされていることが幾つかあった。例えばハ

ルハ同様、妊婦同士で旧正月の「挨拶」をすることは禁じられていた。これに関しニャマー

は、「はっきりした理由はわからないが、二人の妊婦が挨拶すると、お腹の子どもの性別が

転換してしまうと考えられていたようだ。」と説明していた。また、ラクダの肉を食べては

いけない、ラクダ騎乗もいけないとされていた。ラクダ肉を食べると生まれる子供がラク

ダのような口唇裂になってしまう、また、妊婦がラクダに乗ると、通常10か月で生まれて

くる子供が、11か月以上たってから出てくるというように、生まれるのが遅くなると信じ

られていた。一方、ウサギは食べてはいけないとはされておらず、むしろ風邪の時に食べ

ると治りが早いとして推奨されていた。

　なお、藤山正二郎が、アニワル・サマド『禁忌とウイグル伝統文化』の内容をまとめた記

述によると、ウイグル社会でも赤ん坊が口唇裂になることやラクダのように妊娠期間が1
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25  Sバダムハタン編『モンゴル人民共和国の民族学　第1巻』、科学アカデミー（Badamkhatan, S.,
（ed.）, BNMAU-iin UGSAATNII ZÜI 1Boti, Ulaanbaatar:Ulsiin hevleliin gazar）、1987年、288ページ。



年間に延長することを忌避して妊婦はウサギ肉とラクダ肉を食べないという 26。

　ホトンの妊婦がゲルの中で過ごす場所については、妊娠前と比べて制限はなく、通常ど

おりの暮らしを営んでいた。妊婦の夫の方の行動制限については、妻の妊娠中は、葬式そ

の他の縁起の悪いものには参加してはいけないとされていた。

（3）出産場所

　ホトン人は、実家には戻らず嫁ぎ先のゲルで出産する。ゲルの中での出産場所は、生ま

れる子供の性別に関わらず 27、バローン・ハヤー（baruun khayaa。ゲルの入り口から入って

左手＝西側の、入り口そばの一角）。出産では出血や羊水で汚れる為、また、身体が冷えな

いように、保温効果がある牛や羊の糞（otog buuts）を敷き、その上に羊毛のフェルトやぼ

ろきれ等を敷いて、アラク（arag。柳の枝を曲げて細い皮ひもで縛って作る丸、または四角

の形をした籠状の入れ物。アルガル（乾燥した牛糞）を燃料用に集める際などに使われる。）

という名前の容器を口の空いた方を下にして置き、アラクにしがみついて座って出産する。

ニャマーが出産する時には、特にカーテンなどで仕切りは作らなかったが、もしかしたら

仕切る家もあったかもしれないとのことだった 28。

　なお、モンゴルでは一般に、ゲルの西側は男性の場、東側は女性の場とされ、ゲル入り　

口近くの西の片隅には、通常、男性の道具である馬具などが置かれており、食器や台所用

品は東側入り口近くに置かれている 29が、これはホトンのゲルでも同じだった。
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26  藤山正二郎「ウイグル社会の民俗宗教におけるタブーとジェンダー」（『福岡県立大学人間社
会部紀要』第14号（2）、2006年、7ページ）。

27  バダムハタン編『モンゴル人民共和国の民族学第1巻』の記載（元引用は、D.ナンサルマー
『ハルハの東部で行った民族学フィールド調査報告　原資料』、1984年の14ページ。筆者は原
資料未確認。）によると、ハルハは、陣痛が始まった時に主に背中が痛むと男子が生まれると
予想し、ゲルの西側の入り口付近（khatavch）に、子宮や膀胱が痛めば女児が生まれると考え、
東の入り口付近に出産場所を準備し、出産させた。ただし、一般には、ハルハの大部分の地域
ではゲルの西側で出産した。一部地域、特にフブスグル県のハルハは、戸棚をゲルの東側から
西側に移動して場所を作り、東側で出産する習慣があったという（バダムハタン（1984）、288
ページ）。

28 ハルハでは、出産場所に牛糞や羊の糞をまいて、牛馬の皮と古びたフェルトを敷いて、アラク
を置き、出産場所のゲルの入り口側に、天井の梁から風よけのための「カーテン」をぶらさげ
て、助産する人を招き入れた（バダムハタン（1984）、288ページ）。

29  ハルハのゲルの伝統的空間配置に関してはバダムハタン（1984）の280-281ページに、また中
国内モンゴル自治区のシリンゴル盟のゲルについては小長谷有紀『モンゴルの春』河出書房
新社、1991年の16ページ、ゴビ地方のゲルは三秋尚『モンゴル　遊牧の四季―ゴビ地方遊牧
民の生活誌』、鉱脈社、1995年、40-43ページ、この他野沢延行『モンゴルの馬と遊牧民』原書
房、1991年の16-21ページ、金岡秀郎『モンゴルを知るための65章　第2版』、明石書店、2012年、
127-130ページに詳しい。前3者と、野沢及び金岡の記述は完全に一致している訳ではないが、
本稿では筆者のモンゴル国での実体験と今次聞き取り調査等に基づき、「大まかに言って、東
は女性、西は男性の空間」との立場をとる。



　バダムハタンによると、19世紀頃は、ハルハをはじめとするモンゴルの諸エスニック

集団や氏族（ovogton）の間には、産婦を隔離する習慣があり、産婦をけがれている（tsever 

bish, ‘buzar’）と言って、ゲルの西側か東のハタプチ（khatavch。ゲルの戸と側壁の接合部）

付近の場所をあけて特別な出産場所をつくるか、戸外のイルーゲル（ilüü ger）と呼ばれる物

置用の小型ゲルか、マイハン（maikhan）と呼ばれる木を立てて作った枠組みに布などを巻

いて作ったテント様のもの、または何かしら物置や仮小屋を準備して出産させたという 30。 

一方、ホトンでは、少なくとも20世紀中頃に、産婦を穢れているとみる考え方はなく、む

しろ、出産すると浄化される（tsevershine）と言われていた。逆に言うと、妊婦は穢れてい

ると考える向きはあったという。いずれにせよ、ホトンでは、ゲルの外に特別にお産のた

めの場所を作るということはなかった。

　ニャマーが生まれたのは、オブス県タリアラン郡ヨリン・シルのフレン・ビットゥーと

いう場所にあった自宅ゲルで、母親が岩場か何かで滑った後陣痛が始まり、3日陣痛に耐

えた後に出産したと聞いているとのことである。ニャマー本人は、1949年、19歳の時に

17歳の夫と結婚し、3年後の1952年4月に長男ウルレーをオブス県タリアラン郡ツァガー

ン・ボライという地方、また、1957年に長女（誕生後間もなく死亡）をオブス県中心地オラー

ンゴムの、自宅ゲル（新婚夫婦のゲルではなく、舅姑と同居していたゲル。貧しかったた

め夫婦だけのゲルを持つことはなく、舅姑が死去するまでの17年間、同居していた。）のバ

ローン・ハヤーで出産した。次男のアディルビシは、1962年に県の病院で（横臥して）出

産している。なお、オブス県では、1960年頃から病院で出産するようになったということ

である。

（4）赤子を取り上げる人

　日本ではかつて、「トリアゲバアサン」、「ウマセバー」等と呼ばれる、出産に慣れた年寄

りの女性を出産の時に頼っていた 31が、ホトンではこのような特定の呼称を持つ者はおら

ず、出産時に居合わせた、助産経験のある者が赤子を取り上げていた。また、特に性別にこ

だわりはなく、男性が取り上げることも多かったという。難産や、特別な措置が必要な場

合は、「オトチ（otoch）」（民間医療を含む様々な事に長けた人（多くは男））が呼ばれ、取り

上げた。
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30  バダムハタン（1984）、288ページ。
31  大藤ゆき『児やらい』、岩崎美術社、1985年、54-57ページ。服部比呂美「第6章　産育習俗　

誕生から初誕生まで」（小川直之・服部比呂美・野村朋弘編『伝統を読みなおす2　暮らしに息
づく伝承文化』、藝術学舎、2014年、72ページ）。これらの著作では、秩父地方や神奈川県、新
潟県等の事例を取り上げている。



　ニャマーを取り上げてくれたのは、近所に住んでいたハルハの老人で、臍の緒も同老

人が切ってくれたと聞かされたという。また、ニャマー自身が長男を出産した際には、ダ

ワーというやはり年配の男性が取り上げてくれた。ダワー氏は、通称がソダスン・ダワー

（sudasan Davaa。「脈のダワー」）であり、普段から脈をとって民間医療を行い、助産の経験

が豊富な人物だった。ダワー氏は、当時ニャマーの一家が宿営していた場所から近距離の

タリアラン郡中心地に居住していたので、ニャマーが産気づいた時に、舅がダワーを呼び

に行って連れ帰り、赤子を取り上げてもらった。なお、ダワー氏はホトン人ではなく、おそ

らくハルハだったと思うとのことであった。

　取り上げた人（通常、臍の緒も切る）を、「臍父（母）（hüisen aav/eej）」32と呼ぶ。ただし、

そういう名で呼ぶだけで、その後特段の関係を結ぶわけではなかった模様である。また、

現在、30から40歳代のオブス県（の病院）生まれの複数のホトン人 33に「臍父（母）」につ

いて聞いたところ、言葉やその意味は知っているが、そのように呼ぶ相手を実際に持つ者

はごくわずかであったところ、病院での出産が普通になるとともに、「臍父（母）」もいなく

なっていったことが推測される。

　出産時、子供らは戸外に出され、大人の家族や取り上げる人以外はゲルに入らせない。

また、出産時に夫や姑等は立ち会うが、舅が立ち会うことはなくゲルの外にいた。ニャマー

が長男を出産した時も、助産したダワー以外には姑が立ち会い、夫はニャマーの手を握っ

てくれていたが、舅はゲルの外にいた 34。

（5）産湯の習慣

　ホトンでは、生まれてから3日間は産湯は使わない。4日目に、たらいにぬるま湯を入れ

て赤子を洗った。通常は姑が洗うが、ニャマーの姑は手が悪くて赤子を取り落とすかもし
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32  鹿児島県喜界島でも「フスアンマー（臍母）」という呼び方がある（大藤ゆき『児やらい』、岩
崎美術社、1985年、57及び109ページ）が、偶然とは言え、音も似ていて興味深く感じられる。

33  調査対象は、1976年生まれ（女）、同1977年（女）、同1983年（男1）、同1983年（男2）、1986年（男3）
の5名。83年生まれの「男1」は「臍父（母）」という言葉も知らなかった。それ以外の4人は言
葉は知っているが、実際に臍母がいるのは76年生まれの1名のみで、長い間会っていないため、
現在その臍母（病院で取り上げてくれた人）が存命かも知らないという回答だった。

34  なお、ハルハでは、男女問わず助産したが、主に女性が助産した。子供が生まれてもすぐに死
ぬことが続いている家では、わざと男性に助産してもらうこともあった。また、ハルハでも、
妻の出産時に夫はゲルにいてもよく、また、要すれば助産をすることもあった。一方、舅が嫁
の出産に立ち会うことはタブーとされていた。なお、ホトンの臍母に当たる者を、ハルハでは、

「取り上げ母（avsan eej）」、「助産した母（eh barisan eej）」、「包んだ母（booson eej）」、「悪い母（muu 
eej）」、「地の母（gazar eej）」等と呼び、その家と取り上げてもらった子供にとって最も尊敬す
る人になる。また、正月ごとに、こどもを挨拶に行かせていた（バダムハタン（1984）、288ペー
ジ）。



れないとして、ニャマーも介助した35。何故3日間は産湯を使わせないのかにつき、ニャマー

は、「（病院ではなく、）自宅で生まれた赤子は3日間は洗ってはいけないことになっている

（yostoi）」と言うのみで、その背景については知らないとのことだった。宮里和子は、日本

の慣習でも、生まれた直後ではなく、3日目、5日目等に産湯を使うとの報告があり、これは、

生まれたばかりの子供の命は非常に不安定なので、その成長を見守る時間が必要だったか

らとの解釈をしている 36が、これはホトンにも該当するかもしれない。

　なお、お風呂の施設もないため、産婦の沐浴の習慣はなかった（ただし、一般に、当時の

モンゴル人に入浴の習慣はなかった。）。

（6）出産後の飲食、出産後の産婦のタブー

   産婦は、出産後3日間は、ゆでた羊の赤肉部分（bor makh）、ミルクの入っていないお茶（khar 

tsai）、大麦を粉にしたもの（arvain guril）の3つのみを食し、ほかのもの、特に小麦を使った

料理は食べなかった 37。4日目からは、家族と同じ食事を始める。

　ハルハの産婦には、出産後3日間は、「出産の禁忌（tseer, gam）」として、飲食や睡眠等に

関し、昼は寝てはいけない、足を延ばしてはいけない、足を延ばすと「足に血が集まる」、

「慢性病になる」として、半座の姿勢で過ごさなければならなかった等守るべきことがあっ
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35  ホトンの産湯はこのように簡便だが、ハルハでは、出産後3日してから、「子供洗い（Hüühdiin 
ugaalga）」と呼ぶ儀式を行っていた。儀式は、家族、ホトアイル（khot ail。同じ宿営地に居住す
る複数世帯）の枠内で行われ、特段客人をわざわざ招くということはない。が、「取り上げ母」
は敬意を表して招待し、儀式の際、上席であるゲルのホイモル（khoimor。かまどの場所より
も北側の空間）に招いて座らせる。取り上げ母は、3つのベルトのついた毛皮のおくるみ（ölgii）
を持参して贈呈し、儀式をとりしきる。子供をまずミルクを入れていないお茶（khar tsai）か
ツィーデム（tsiidem。牛乳などをまぜて白色にした水）で洗い、取り上げ母が赤子を持ち、生
みの母が宴用にゆでた肉のスープをかけて、洗う。洗い終わると、取り上げ母は自分が持って
きた毛皮のおくるみで赤子をくるんで置き、赤子に名前をつける。儀式に僧侶を呼んだ場合
は、お香をたいてもらい僧侶に名前をつけてもらうが、取り上げ母、実父母、祖父母が名をつ
けることもある。産湯儀式の為にゆでた肉は、取り上げ母が来賓としてまず手を付け、ゲルに
いる全員が食べて宴会が始まる（バダムハタン（1984）、289-290ページ）。また、趙月梅によ
ると、中国黒龍江省ドルブットモンゴル族自治県の布村でも、自宅で出産していた時代には、
新生児が生まれた三日目に沐浴儀礼を行う伝統があったという（趙月梅博士論文、2016年、
81ページ）。

36  宮里和子「日本人の子産み・子育てー伝承と変容」（『日本助産学会誌 第4巻 第1号（1990）』
5-9ページ、7ページ）

37  バダムハタン（元引用は、D.ナンサルマー『ハルハの南部で行った民族学フィールド調査報
告、原資料』1983年、39ページ。筆者は原資料未確認。）によると、ハルハでは、出産直後にモ
ンゴル牛の生ぬるい生乳か、塩をいれた冷水を産婦に飲ませた。また、産後の回復によいとし
て、沸かした水を飲ませていた。このほか、出産前に、「（子宮の中にたまった）空気があれば、
これをなくしてくれる」として、温めたシャルトス（油分でできた乳製品）を3さじ飲ませる
等の習慣があった。（バダムハタン（1984）、289ページ）。



た 38。一方、ホトンについては、このようなタブーはなく、主に体を冷やしてはいけないと

いう観点から、出産直後は冷水で洗濯をしてはいけない、頭を冷やしてはいけない、出産

後数日は馬等に乗ってはいけないといった一般的な注意事項があるのみだった。なお、産

婦は、耳を含めた頭を布で巻いて一か月強過ごしたが、これは風に当たって病気になるこ

とを防ぐためと信じられている。産婦が布で頭部を巻いて過ごす習俗は、ホトンに限らず、

現在のモンゴルにおいても広く行われている。

（7）出産時、出産直後の目印

　出産中、あるいは出産後間もない女性がいることを示す為に、ゲルの入り口に2本のオ

ニ（uni。ゲルの梁）を立て、オニとオニを赤い布帯で繫ぐか、縄でつないで縄の真ん中あた

りに赤い布を結び付けるか、あるいはゲルの天窓から柱（bagana）39の先を出して産婦の存

在を示し、少なくとも3～ 7日は他人を家に入れないようにした。また、赤子が病弱な場合

は、1か月ほど禁足とした。ニャマーの長男出産時は、3日間この目印をつけた。なお、出

産に限らず、重篤な病人が寝ているゲルでも同様の目印をつけ、新生児の母親は、このよ

うな病人がいるゲルや、よく知らない人のゲルに入ってはいけないとされていた。

　バダムハタンは、ハルハでは出産後3日間は、産婦、新生児がいるということを外部に知

らせ、外の人を入らせないための印としてゲルの戸に細長い赤い布を結びつけていたが、

これは、男児が生まれるとゲルの入り口の上に弓矢を掲げるモンゴル古来の習慣が変形し

たものだと説明する 40。ニャマーは、オニや柱が目印に使われる理由は、単に実用的だから

であって、特段の象徴性や意味はないと述べているが、この点は別途の調査・検討が望ま

れる。

　なお、ニャマーの長男出産時（1952年4月12日）は、遊牧の移動期に当たり、周囲の家族

は皆、次の宿営地に移動し、ニャマーの家で飼っていた家畜も、より良い草地を求めてど

んどん移動してしまっていた為、出産2日後にはゲルをたたみ、ニャマー自身が羊を追っ
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38  バダムハタン（1984）、289ページ。
39  現在、モンゴル国の多くのゲルの柱は二本だが、ニャマーやムングンらによると、ホトン人の

ゲルでは柱は1本しかなく、ゲルを建てる際の支えとして使い、ゲルを一旦建ててしまった後
は用済みとなる。一方、柱をなくさないように、1本だけでもつっかえ棒のようにして使う家
もあった由。

40  バダムハタン（1984）、289ページ。なお、鳥居きみ子『土俗学上より観たる蒙古』1076ページ
にも、以下の記載がある。
 「蒙古では小児が生れますと、テントの入口に弓矢を掲げる風習が御座います。其弓は楡の

木の枝で作り、長さ一尺五寸許りもあるもので、これに絲を張り、同じ枝で作った矢を番ひ、
矢の先端には、男子なれば白色の布切れ、女子なれば赤色の布切れを、幅一寸、長さ二三寸
許りのものを結びつけます。斯く弓を入り口に掲げますのは、矢張り魔よけの為であると
申ます。」



て、数十キロ先の次の宿営地まで徒歩移動した。出血、痛み等で大変だったという。この時、

赤子はアラクの中に入れて、ラクダに積んで運んだ。

　ホトンではおくるみに包まれているような小さな赤子は前抱きにするが、大きくなって

くると背負うこともある。揺り籠はなく、アラクを赤子を入れて寝かせる容器としても使っ

た 41。

（8）臍の緒、胞衣の扱い

　臍の緒は性別に関わらず、指4本分くらいの間隔を残して鋏で切る 42。放牧中など戸外で

出産した場合は、ナイフ様の鋭利な石を見つけて、産婦が自ら臍の緒を切ったという。

　鋏は白い布で包んで長持ち（avdar）にしまい、次の子供が生まれた時に再び使うが、そ

れ以外の用途には使わない。胞衣は、清潔な場所（ゴミがなく、かつ水が近くにない場所、

人があまり来ない場所、人が踏んだり用を足したりしないような場所）に埋める。通常姑

が埋めに行くが、胞衣を埋める決まった時間は特にない 43。

　赤ちゃんのお腹から自然にとれたへその緒は、母親が保管しておき、そのうち、やはり

清潔な場所に捨てる。

（9）授乳

　赤子は母乳で育てる。何歳まで授乳するという決まりは特段なく、次の子がいつ生まれ

るかにもよるが、通常は2、3歳までは授乳する 44。ニャマーの長男の場合は、生後1～ 2時

間後から5歳まで授乳した。

（10）産着、ゲルの中での赤ちゃんの場所

　産着は出産前には用意しない。出産後、誰か（誰でも良い）が縫う。産着は、袖のある

小さな布製のシャツで、ズボンにあたるものは作らない。赤子は産着を着せ、おくるみ

（mantsui）で包んでアラクの中に入れて、東寄りの上座「ホイモル」の床に置く。なお、現

在のモンゴルで広く見られるように、当時のホトンでも赤子はきついぐるぐる巻きにして

包んでいたが、これは体を冷やさないように（gam alduulakhgüi）するためだったという。

　赤子が大きくなると、東側の側壁（khana）にひもで結びつけ、かまどに近づいて火傷し
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41  ウイグルの産育で使われるビュシュック（揺籃）という語につきニャマーに聞いたが、聞いた
ことがない、知らないという回答だった。

42  日本の秩父地方では、男児のへその緒は鎌か筆のサヤ、女児のは鋏で切ったという（服部比呂
美、2014年、73ページ）。

43  ハルハには、子供が生まれ落ちた場所で「取り上げ母」がねずを焚き、そこに胞衣を埋める「胞
衣送り（ihs orshookh）」という習慣があった。胞衣送りには様々な方法があり、灰に埋めたり、
胞衣の上に穀物をまいて雌犬に投げてやったりという方法もあった（バダムハタン（1989）、
289ページ）。

44 なお、ハルハも母乳で育て、子供が3歳になるまで、一人っ子なら7-8歳まで授乳していた（バ
ダムハタン（1989）、289ページ）。



ないようにした。なお、ハルハでも、まだ歩けないくらいの赤子を、東側のホイモルの側壁

に結んだ紐につなぎ、20-30センチの高さの木のもたれ（tüshleg）を立てていた 45が、ホト

ンでは、木のもたれを立てるという風習はなかった。

（11）お祝い、儀礼

　昔は、出産一か月後くらいに、隣近所が訪ねてきてハダク（khadag。モンゴル人やチベッ

ト人が尊敬・崇拝等を表すときに捧げる絹布）を贈呈することもあったようだが、ニャマー

が出産した頃には、新生児の近所へのお披露目等の特別な行事はなかった。また、ニャマー

の父母の時代には、臍父母に、羊のオーツ（uuts。背中・臀部）を煮て贈呈していたが、ニャ

マーの出産時にはそういう風習もなくなっていたという。

　お食い初めのような儀式もない。生後しばらく後に生か半生の羊の尻尾（脂肪）を刻ん

だものを与えてしゃぶらせるが、これは儀式ではなく栄養補給が目的である。この他、最

初のツァガーン・サル（旧正月）（注：社会主義時代は「マルチディン・バヤル（牧民の祭り）」

という名でお祝い）と子供の祝いを関連づける習慣もなく、初誕生も祝わない。

（12）名付け

　誰が名付けるか、特に決まっていない。また、いつまでに名前をつけなければいけない

というものもない。ただし、当然ながら、出生届け出時には名前をつける必要があった。な

お、モンゴルでは、1950年1月1日から出生登録制度が開始され、出生後14日以内の届け

出が求められるようになったが、特に地方では厳格には守られていなかった模様である。

　ニャマーの長男ウルレーの場合は、父親の実父（ウルレーの実の祖父）が名付けた。ハル

ハでは、名付けた人が「こういう名前を授けた」と母親の耳にささやき、母親は、息子なら

右、娘なら左の耳にその名前をささやき、その後みんなに公表する 46という儀式があった

が、ホトン人にはこのような風習はなく、普通に名前を決めて終わりだった。

（13）子供の毛（柔毛　daakhi）を刈る儀式

　このようにホトンでは誕生後、特段の儀礼はないが、数えで3歳になったらそれまで伸

ばしていた髪の毛を切って坊主頭にする習慣がある 。なお、ハルハの一部地域（東部）で

は男児の柔毛を3または5歳の時に、女児は4歳か6歳の時に刈って「髪の宴会（Üsnii nair）」

をする 47が、ホトン人は男女問わず、どちらも数えの3歳で儀式を行う。

　髪を切る日はモルダに聞いて決める。ニャマーの長男の時は、同居の祖父（ニャマーの舅）

がモルダだったため、この祖父が日取りを決めた。ハルハでは、通常は夏の真ん中の月、秋、
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45 バダムハタン（1989）、281ページ。
46  バダムハタン（1989）、290ページ。元引用は、D.ナンサルマー『ハルハの東部で実施したフィー

ルド調査報告、原資料』1984年、14ページ（筆者は原資料未確認）。
47  バダムハタン（1989）、291ページ。



新年の8日か15日、月曜日か金曜日に儀式を行う傾向があり、木曜日の実施をタブー視し

ていた 48が、ホトンではむしろ月曜日は良くないと言われていた。またハルハが忌避する

木曜日は、ホトンではタブーではなかった。

　ハルハでは、羊を茹でたり、馬乳酒を準備したりしてごちそうをつくり、客人を座らせ、

子供をおめかしさせて儀式を始める 49が、ホトンでは特段ごちそうを用意するわけではな

く、乳製品を盛って、それほど多くはない知人や縁者を呼んで執り行う。最初に髪を切る

のは、子供と相性の良い年（通常、同じ干支か、4年周期で離れた干支）に生まれた者で、

性別は問わず、また、親族である必要もなかった。ハルハでも一番最初に柔毛を切るのは

子供と相性の良い干支の人間（性別は関係ない）だが、まず木製ナイフで刈るふりをし、次

に、持ち手にハダクを結びつけた鋏で額の方から切っていた 50。一方、ホトンでは木のナイ

フで髪を切るふりなどはせず、最初から実際に髪を切る。そして切った柔毛は保存してお

き、子供がある程度大きくなったらオボー（ovoo。石を積み上げた塚のようなもので、信仰

の対象となっている。）におそなえした。

（14）子を病や死から遠ざける為の習慣 51

　誕生後、子供が病気がちの場合、その家との相性が合わないと考えて、他家に養子に出

した。例えば、ニャマーの末の妹のノロブ（1940（辰）年生まれ）は病弱だったため、養女

に出されている。なお、ニャマーの「姑」は、実際には夫の伯母で、夫の実の母親は産後の

肥立ちが悪く、このままでは息子が孤児になるとして、生後20日で姉に息子（ニャマーの

夫となる子供）を養子に出した（ただし、この実の両親は、ニャマーの夫の成人後まで生存。

長男ウルレー誕生時にも存命で、上述のように名付け親になっている。）ものである。

　また、名前を変えて魔物や病から守る習慣もある 。例えば、ニャマーの甥の一人（1950

年生まれ）も、幼少時病弱だったため改名した。この名前を変える習慣は、現在でも、ホト

ンに限らず、モンゴル全土で広く見られる。

　なお、お産で亡くなった女性を弔う特別な方法や儀式は存在しなかった。また、今次聞

き取り調査では、新生児を呼ぶホトン特有の語彙も確認できなかった。さらに、日本の貧

しい地域にかつて存在した「間引き」について紹介してみたが、ホトンでは、そのようなこ

とは聞いたことがないという反応だった。

『日本とモンゴル』第55巻（141号）

－ 132 －

48  バダムハタン（1989）、291ページ。元引用は、D.ナンサルマー『ハルハの西部で実施したフィー
ルド調査報告、原資料』1981年、98ページ（筆者は原資料未確認）。

49  バダムハタン（1989）、291ページ。
50  バダムハタン（1989）、291ページ。
51  ハルハの本件風習は、バダムハタン（1989）の290ページに詳しい。



4　考察

　本稿では、モンゴルの中でも特徴的な集団であるトルコ系ホトン人の20世紀前半頃の産

育習俗について明らかにしてきた。本稿で論じたことを振り返りまとめたい。

　第一に、ホトン人の産育習俗には、ハルハのものと共通する部分が相当程度あった 52。ま

た、明らかなイスラム的要素の名残といえそうなものは確認できなかった。しかし、これ

を直ちに、ホトン人のモンゴル化の結果と考えるのは早計だと考える。本稿中でも述べた

が、ホトンやハルハの産育習俗の一部にはウイグル社会との共通項もある。この地域が太

古の昔から、トルコ系、モンゴル系等の諸民族・集団が現れては消え、あるいは混ざり合っ

てきた舞台だったとの歴史や、遊牧文化という共通項を持つ集団が多かったこと等を考え

ると、地域全般に共通する文化が基盤として存在した可能性がある。今後、モンゴルに限

らず、中央アジア、現在の新疆ウイグル等といった広い範囲での伝統的な産育習俗を比較

検討することが、共通の文化基盤を明らかにする一助になるかもしれない。その上で、他

のモンゴル地域・エスニック集団との産育習俗上の共通点や相違点、また、いつ頃からホ

トン人がモンゴル化していったかを探ることは、ホトン人の歴史や民族意識の形成の解明

に資する可能性もあろう。

　第二に、ホトン人には、妊娠祝いや安産祈願、お食い初め、初誕生のお祝いや、旧正月と

新生児を関連付けて祝う儀式や習慣はなく、19世紀末から20世紀初頭には行われていた

と思われる出産祝いのような習慣も、20世紀中頃にはなくなっていた。誕生後の最大の儀

式は、子供の柔毛を刈る儀式だが、これも、ハルハのものに比べると簡素に行われていた

ようである。一方、細やかな儀礼ではないが、子を病や死から守ろうとする習俗がいくつ

か認められた。このように、日本に比べ、ホトン人（やハルハ）の新生児に関連する儀式が

ないか、簡素なことが多いのは、定住生活に比べ、簡素である必要性が高い遊牧という生

活形式に理由の一つを見いだせよう。また、ハルハのものに比べてホトンの儀式・習俗が

より質素な理由は、ホトンが長い間、隷属民・召使い等として貧しい生活を送っていたこ

とも関係するだろう。なお、3歳で断髪する習慣からは、ホトンが数えの3歳を子の継続生

存の分岐点とした現れと考えられる。

　第三に、ホトン人に、妊婦を穢れと見る考え方が存在し、穢れは出産によって清められ

るとされていたことが確認できた。日本でも古来より出産を穢れとみなし、産小屋をたて

て、妊産婦を隔離して出産させる習慣があったとされる 53が、定住・農耕、遊牧の違いに関
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52  バダムハタンは、ホトンの産育習俗はドゥルブドやバヤドとほぼ同じ（バダムハタン『モンゴ
ル国の民族学第3巻』、1996年、254ページ）とするが、今回はこれら部族の産育習俗に関す
る文献を確認できなかった。

53  産小屋は、『古事記』の中で、豊玉毘売が出産する場面でも登場する。次田真幸『古事記（上）』、
講談社、1977年、208ページ。



わらず、出産を穢れと考える文化が共通することは興味深い。

　第四に、助産を女性に頼んでいた日本と異なり、ホトンでは男性による助産が忌避され

ず、またホトン人にこだわることなく他のエスニック集団にも助産を頼んでいたことが

わかった。遊牧民は常に家畜の出産を目にしており、男性であっても、人間の出産の立ち

合いや助産への心理的、技術的な障壁はそれほど高くないものだったのだろう。また、ホ

トンは、母子の生死に関わる出産場面では、出身集団よりも助産経験を優先するプラグマ

ティックな姿勢を有していたと言えそうだが、これは、オブス県内でのエスニック集団間

の交流、あるいは溝がどの程度存在したかとともに、より慎重に検討すべきだろう 54。

　

おわりに

　モンゴル国のホトン人について取り上げた研究は、ロシア人やモンゴル人によるものが

ある 55が、管見の限りは多くない。また、ホトン人の産育習俗に関し日本語で出された先行

研究はないため、本稿はある時期のホトンの習俗の記録としての意義を有する。一方、聞

き取り事例が少ないという限界があるため、当時の経験者が生存中にさらなる調査をする

必要がある。また、今回の調査では、ホトン人の歴史や民族意識の形成の解明に直接結び

つく要素は見つけられなかったが、今後、ホトンを含むモンゴルの諸集団、また、中央アジ

アやトルキスタンといったより大きな地域の伝統的な産育習俗にも範囲を広げて研究を深

めることが重要である。
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