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［論文要旨］
神戸・横浜等の南京街を拠点とする，日本に在住する華僑・華人の歴史は，近代の開国とともに
始まり，彼らのための公共墓地が設立される。神戸・横浜の中華義荘（横浜は入口に建てられる「地
蔵王廟」が，霊園全体の通称となっている）がそれで，その後，神戸から分化して，京都華僑のた
めの京都華僑霊園が黄檗宗萬福寺に開かれる。一方，近世の鎖国政策のもとでも中国との交易が続
いていた長崎には，崇福寺をはじめとする唐寺や稲佐悟真寺等に，唐人墓地が併設される。これら
華僑華人の墓地と，一般的な日本（人）の墓地とが大きく異なるのは，華僑墓地には「后土」「土
神」として，土地神の石碑が立てられることである。神戸・横浜以上の長期，鎖国時代を含む 3 世
紀を超える中国との交流を有する長崎では，日本人墓地でも，土神が立てられることが現在なお一
般的であることなど，中国の習俗が日本に影響を与えている。これら日本の華僑華人の墓地におい
て注目されるのは，「后土」「土神」等の土地神の石碑の立てられる位置や，墓地における祭祀の方
法が，長崎，神戸・京都，横浜で異なることである。日本華僑は，福建・広東・台湾等の出身者を
主とするが，本論文では，日本国内の華僑霊園の后土神の祭祀の相違が，故郷（僑郷，原籍地）の
習俗を反映したものか，あるいは，日本への定住後に，それぞれが辿った歴史の中で差異を生じる
ようになったのかを検討，考察した。また，原籍地の習俗との相違や，故郷の習俗を現体験として
保持している現代の華僑 1 世の記憶や意識についても検討した。日本における華僑華人の先祖祭祀
として 4 月の清明節は，本国と同様に年中行事の中でもっとも重要であるが，そのほか神戸等で盂
蘭盆行事，中元節として行われる普度勝会にも言及しつつ，日本における華僑華人の公共墓地のな
かで，后土が，彼らの日本移住後に経験した大震災等の自然災害等の辛苦の歴史を共有するための
役割を果たす，日本で暮らす華僑・華人にとっての共同意識の紐帯となるような，公共的な意味を
帯びるようになって現在に続いていることを明らかにした。
【キーワード】華僑，公共墓地，霊園，后土，土神，土地神
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日本における華人社会の研究は，日本における移民の問題として歴史学から，また，現代におけ
る華人社会の研究は，エスニシティの問題として社会学や文化人類学・民族学からの研究が主とし
てなされてきた。
日本民俗学においては，柳田国男が，特にその後期の研究において提唱した，
「普通」の日本人
を研究の主軸にすべきであるとする，
“常民”論─水田稲作民やその村落─が，その後の日本民俗
学に決定的な影響，方向づけを行い，戦後，県史・市町村史の編纂事業が推進される中で，
「民俗編」
が一巻として編集されることが定着し，これに地域の郷土史家・民俗研究者，さらには中央の民俗
学者が関与，指導することも多く，地域の「日本人」の民俗調査と研究は，前進した。
その後，1960 年以降の高度経済成長にともなう，生活の都市化への急速な転換と，農村の伝統
的な習俗の衰退，消失の状況下，1980 年以降に，倉石忠彦・宮田登等により，
「都市民俗学」が提
唱され，研究も進められたが，柳田の“常民論”を乗り越えるような，あるいは組み換えを迫るよ
うな成果は生み出さなかった。その要因は，いくつか考えられるが，私は，以下のような論点の欠
如や事実の見落としがあったと考えている。
・ 東京・京都・大阪等，前近代から続く都市の前近代から近代への歴史，民俗（生活・生業・信仰，
都市と周辺村落の交流等）の継承と転換，
あるいは断絶と連続性への関心が希薄であったこと。
・ 企業の集中する都市周辺に現出した，近郊都市に注目したものの，その新都市民の出自であ
る地方や，都市に移住後の，彼らの出身地との関わり，故郷・親族との断絶や，「同郷会」に
代表されるような，同一出身地同士のコミュニティ等には，ほとんど関心が向けられなかっ
たこと。
換言すれば，
都市を村落共同体と同様に
“静態的”
“構造的”に理解できることが前提とされたこと，
村落の調査をスライドさせることにより，都市の“民俗”を解明できると考えたことが，1980 年
代の「都市民俗学」が，その後の都市研究を方向づけるような，大きな成果が挙げられなかった要
因であったと考えられる。
しかしながら，生活の都市化が農村部にまで及び，新世紀のインターネットに代表されるような
情報システムの普及にともなう，新たなコミュニティの現出や，外国人の流入，国際結婚／離婚と
いった新たな共同体（家族）のあり方の問題，あるいは文化人類学から新たな課題として提唱され
た観光，開発，民俗・民族文化の変容について，現代ならではの真正性やフォークロリズム等々，
都市の問題は拡大化しており，日本においては「現代民俗学」の提唱，民俗学が取り組むべき対象
と，調査方法や理論の問い直しが行われつつ，研究が進められている。
本論考における，現代の日本華僑の共同墓地についての考察もこうした問題意識とつながるもの
である。本稿は，こうした意識のもと，長崎，神戸・京都，横浜の華僑の共同墓地に焦点を当てて，
日本における華人コミュニティのあり方やその信仰の特質の考察を試みるものである。

❶……………華人墓地の地域差 ─ 長崎，
神戸・京都，
横浜 ─，

日本における変容

現在の日本華僑の問題については，社会学・文化人類学の視点より，日本におけるエスニシティ
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の問題として，また，歴史学からは，前近代から近代の過渡期，日本の鎖国政策が解除されて，横
浜・神戸等を拠点として，華人が主に商業活動を開始した時点より論じられることが多い。
ところで，近世（江戸時代）
，鎖国政策の中で，数少ない外国との交流口となった長崎より，鄭
成功の仕立てた船によって 1654 年（万治元）に来日した隠元は，長崎の崇福寺等を拠点として活
動を開始し，やがて幕府に公認され，1660 年（万治 3）に京都萬福寺を開創し，これらの寺院の活
動は現在まで続いている。
平城京（奈良市）
，平安京（京都市），鎌倉（鎌倉市）・室町（京都市）と，遷都が行われ，政権
の地が古代（700 年頃）～中世（1500 年）に移り変わりながらも，その時どきの仏教が伝えられ，
各時代の建築様式の寺院が政権の地を中心に建立されるが，近世に隠元が関わり，あるいは開創し
た寺院と，それ以前の寺院とは次の 2 点において決定的に異なっている。
一つは，寺院の建築様式と関わるが，布袋像の弥勒如来等の本尊仏とあわせて関帝・媽祖等，明・
清代の民間信仰が濃厚な神が祀られていること。
もう一つは，この第一点と関わるが，これらの寺院が，現在の華僑をはじめとする華人の信仰を
集め，僧侶だけでなく，彼らが運営にも深く関わる祭祀が行われる点である。
ところで，神戸・大阪を中心とする関西華僑たちにとって，関帝廟が精神面・信仰面の大きな支
柱となり（関帝廟の礼堂は華僑の葬儀や共同の先祖供養の普度勝会の会場として使用されたりす
る），廟と隣接して建てられている中華会館が彼らの日本での活動の中での重要な交流の場となっ
ている。
彼らの活動の現在に焦点を当てた社会学，社会人類学，民族学的な，日本社会におけるエスニシ
ティに主たる関心を置いた研究は数多いが，近現代に連なる前近代からの，歴史的な連続性と転換
にも注目する必要があろう。社会学，社会人類学からの研究は，親族構造や社会組織・華人のネッ
トワーク，アイデンティティの問題等，マクロな把握，理解を目指す傾向を有するが，本論文では，
聞き取りを主として，個々人の信仰，精神面をも重視した，民俗学の手法によるアプローチを試み
る。
現在，日本には約 20 万人の華僑が暮らすが，そのうちの約 1 万人が神戸で生活を営み，神戸は
関西圏における華僑社会の中心的な役割を果たしている。
（1）

神戸の開港は 1868 年（明治元）で，この年 6 月に長崎より数十名の華僑が神戸を訪れ，秋までに
は 240 名の華僑が居留するようになる。その 20 年後，1887 年（明治 20）までに，神戸栄町に南京
町が形成され，さらに彼らの交流の拠点として中華会館が 1893 年（明治 26）に建てられた。中華
会館は戦災による消失，再建を経て現在に続き，戦後以降は，三江・台湾・福建・広東の五 の協
同の体制により運営されている。
彼らのための共同墓地が設けられたのは，神戸居留後，間もなくのことで，1871 年（明治 4）
，
宇治野村（現中山手通 7 丁目）に兵庫県が土地 600 坪を共同墓地として貸与し，その 2 年後（1873
年）には，さらに 1627 坪の土地を購入して，共同墓地「中華義荘」となった。その後，1924 年（大
正 4）に中華義荘は現在地の神戸市長田区滝谷町に移される。
このように，華僑の神戸移住後，ほどなくして，華人のための共同墓地が開かれるものの，特に
中国からの最初の渡来者である 1 世は，祖国への望郷の思いが強く，その遺体は，生前の彼らの意
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志により，故郷に還されるものも多かった。その棺を乗せた船は「帰還船」と呼ばれ，年に 2 回，
日本より故郷に戻った。こうしたことより，中華義荘は仮埋葬所であり，当初は，棺の仮安置場所
としての役割が強かった。
しかしながら，全ての華人が，経済的な理由等により，その思いを果たせたわけではなく，また，
日本生まれの 1 世の子どもたち 2 世や，その子孫の代には，望郷の念は 1 世ほど強くなく，関西華
僑の多くは死後，中華義荘に埋葬され，清明節等，家族を中心とする親族の先祖祭祀の場となって
ゆき，1980 年には，霊棺の安置小屋も解体撤去された。
一方，関西圏では，京都に，江戸時代前期に隠元禅師が開創した萬福寺があり，現在，京都にお
ける華人たちの拠点ともなり，萬福寺に隣接して京都華僑が主に埋葬されている「京都華僑霊園」
が存するが，華僑のための本共同墓地が開かれたのは，1947 年のことで（霊園入口石碑文，1989
～ 2004 年「京都華僑霊園整備祈念碑」に拠る）
，それ以前は，神戸の中華義荘が，京都華僑の埋葬
（2）

地であった。しかしながら，清明節等，墓参をするには遠く，京都華僑の要望により，萬福寺に「京
都華僑霊園」が開かれたのである。
関東における華僑の拠点となったのは横浜であるが，その華人の共同墓地が横浜市中区大芝台に
設けられたのは，
1873 年
（明治 6）
で，
横浜外国人墓地に埋葬されていた華人，華僑が現在地へ移され，
共同墓地となった。神戸と同様に「中華義荘」が正式名称であるが，約 20 年後 1892 年（明治 25）
に中華義荘内に建てられた「地蔵王廟」が親しまれ，墓地全体を指して「地蔵王廟」と呼ばれるこ
とも多い。
近世期，江戸幕府の鎖国政策の中で，中国との交易の窓口であった長崎の共同墓地の歴史はさ
らに古く，稲佐悟真寺に唐人墓地が設けられた。その中で，現在，確認されているもっとも古い墓
は 1627 年（寛永 4）のもので，17 世紀初頭には開かれていたことが知られる。神戸・横浜の墓地
と異なるのは，その大半は唐人の墓であるものの，当時，日本との交易のあったオランダ人の墓も
立てられている「国際墓地」である点で（その最古のものは，ブロホビウスという人物の 1649 年
（慶安 2）の墓）
，ヨーロッパ人の死者も仏寺である当寺の唐人墓地にともに葬らざるを得なかった，
当時の，国際状況の中での日本の外国人への対応のあり方を顕著に反映しているものといえる。
現在でも華人の商業を主とする活動の続く，長崎，神戸・京都，横浜の華人墓地の開創について
概観したが，日本の墓地といくつかの点において異なっている。
開創当時の墓は，中国大陸の一般的な習俗であった土葬により埋葬された。日本は，仏教の伝来
とともに火葬が導入されるが，長期にわたり土葬の習俗も続き，法律上は，火葬に定められている
ものの，地域によっては現在なお土葬が続いている。
日本と中国いずれも土葬の習俗が続けられてきたものの，その埋葬方法が大きく異なるのは，日
本においては棺を完全に土中に埋めるのに対し，中国においては，棺に土を覆い葬る点で，神戸中
華義荘，京都萬福寺霊園の古い墓には，そうした形態のものが見られ，一目して，日本とは異なる
様相が，日本人の目を引く。
これら華人墓地にも，日本の法律が適用され火葬することとされ，遺骨を地中に納め，その上に
石の墓碑を建てる形態は，日本における墓とほぼ同様である。その形態の多くは，墓碑を中央に据
え，「 」型の石柵（壁）で囲むかたちであるが，数は少ないものの逆 U 字「∩」型の石壁を有す
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る中国型のものも存し，日本人にとっては珍しい形態である。
こうした，形態の差のほかに，祭祀・信仰の観点より看過できないのは，墓地の土地神である「后
土」「后土神」が祀られている点で，神戸・京都，横浜いずれも共通しているが（長崎の唐人墓地
においては「土神」
）
，その墓地内での祀り方や形態には，それぞれ差異が見られ，以下，昨年（2013
年）来，調査を行っている，長崎，神戸・京都，横浜の差異と，その差異が，華僑の信仰や故郷の
習俗といかに関わるのか，あるいは，日本における歴史的な変化なのかといった観点より，その民
俗的な特質を考えたい。
なお，本論文での中国の墓地や，以下に考察する先祖祭祀等の民俗についての理解は，2012 年よ
り開始した，福建福清出身の，神戸在住の 1 世華僑 ORS 氏（本イニシャルは，本人の希望による）
・
江祖順氏をはじめとする神戸・京都・横浜在住の華僑の方たちからの聞き取りに基づくもので，特
に神戸・京都の先祖祭祀「普度勝会」の冥宅・十王殿等を製作する O 氏は，豊富な民俗知識を伝え
ており，同氏からの教示は特に大きい。特に断らない限り，中国の民俗についての事例は，O 氏の
伝える福建福清の習俗である。また，京都華僑霊園の墓地には，京都華僑 2 世の，父が広東出身の
陳正雄氏より案内と，多くの教示を頂いた。今後，日本華僑の出身者の多い広東省，台湾等の民俗
を精査により，その日本への影響を検討する必要性もでてくる可能性が存する。
「后土」は墓地に祀られる土地神である。福建においては，墓地が開かれる際に，埋葬に先だって
「破土」（
「動土」とも）の儀礼が行われ，「后土」が祀られる。
このことより考えると，
共同墓地が開設される際に
后土が祀られるのが順序と
なり，実際，横浜・神戸の
中華義荘には，共同墓地全
体の后土神が祀られている
が，神戸中華義荘の后土神
は墓地の開設後に建てられ
たものであり，その意味・

横浜・中華義荘，中央が「本山后土之神」

（撮影：松尾恒一

2014 年 6 月）

意義についてはあらためて
考察する。
一方，横浜の共同墓地であるが，図（次頁）は，横浜の中華義荘事務所内
に掲出されている「中華義荘位置図」で，本図に明らかなように，最後方
に屋根付きの「本山后土之神」碑が建てられている。その左右の両脇には，
1923 年（大正 12）9 月の関東大震災による死者の供養碑が並んでいる。こ
の后土神は，1873 年（明治 6）で，横浜外国人墓地が現在地に移され開かれ
（3）

ると同時に建てられ祀られたものと推測される。横浜中華義荘にはまた，地
蔵王廟が中華義荘入口に建てられているが，地蔵王廟の門右脇に「門官土地
（4）

福神」が祀られている。これは，家屋の建つ土地の神であり，墓地の土地神
である后土とは別に，考えるべき神霊であろう。
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横浜中華義荘事務所に掲げられる「中華義荘位置図」

（囲み部分が「本山后土之神」）

「本山后土之神」
（1997 年建立）」

「清国孩童総墓」
「阪神淡路大震災華僑留学生
犠牲者慰霊碑（1997 年建立）」
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次に，
神戸の中華義荘であるが，現在，墓地全体のほぼ中央に「后土」碑が建つが，1924 年（大正 4）
，
現在地の神戸市長田区滝谷町に霊園が開かれた当初にはなく，これより半世紀を経過した，1976
年に広東省中山県出身の一家により建てられたという。この后土碑のやや前方には，
「光緒二十六
年（1900 年）
」が建てられている。
現在の滝谷町の中華義荘は当初「右」
「左」区画より整備され，戦後，華僑の定住の一般化とと
もに，墓地需要の急増にともない A～E 区画の整備（1978 年）
，J 区画の整備（1982 年）と拡充が
なされ，現在まで拡大を続けているものの，周辺の宅地化とともに境界を接するようになり（2014
年の松尾の調査）
，現在の規模が限界とみられる。なお，開創当時の「右」「左」区画内には，土葬
墓が相当数見られるが，1970 年以降の，新たな造成区画は，基本的には火葬した家族の遺骨が納
められる家族墓となり，
区画ごとの寸法・規格も中華義荘の管理下に定められている（前頁図参照）
。
墓を作る石材店は，京都の場合は萬福寺の管理下に 2 つの石材店が定められ，神戸の場合には，い
ずれの石材店に依頼するかは自由なようであるが，中華義荘事務所内には，3 社ほどの県内の石材
店の，墓のカタログなどのパンフレットが置かれ，このうちより依頼することが多いようである。
京都・神戸，いずれにしても日本の石材業者が墓作りを行っており，このためか，一見する限りで
は日本の共同霊園における墓と大差ない。
后土神は，
戦後 A～E 区画の整備の間に，旧区画「右」内の後方に建てられたことになる。后土神
は，中国における本来のあり方よりすれば，墓地の選定とともに祀られるべきものであるが，本中
華義荘については，共同墓地の開設後，半世紀を経て，故郷の信仰・習俗が，本国出身者によって
持ち込まれたわけである。なお，中華義荘としては，地神堂に「土地公」として祀られている「福
（5）

徳正神」を，霊園全体の守護神としてみなしているともいう。
しかしながら，また，注目されるのは，各家の墓所内に后土碑を建て，祀る家が，神戸の中華義荘，
萬福寺に併設される京都華僑霊園の両者に，少なからず見られることである。こうした例は，横浜
の中華義荘には，私が確認した限りでは 1 例も確認できず，神戸・京都の華僑墓地の際立った特徴
であると認められる。

福徳正神？

后土

神阪・中華義荘（撮影：松尾恒一 2014 年 6 月）
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その形態は，神戸・京都，いずれも上部が緩やかな円の弧状の，縦長の方形で，「后土」と刻ま
れている点，墓碑の前方左に建てられている点でほぼ一致しているが，京都においては刻んだ文字
が朱で書かれているのに対し，神戸では金色で書かれているものが多いといった差も見られる。
その墓参であるが，1 年間で 4 月の清明節が，ほとんどの家族が訪れるもっとも大きな機会となっ
ている点は，長崎・京都，横浜の共同墓地に共通している。そのほかに，一周忌の命日に墓参する
ことも多いようで，清明節以外の日に訪れても，花が供えられている墓が散見されるのも，長崎・
京都，横浜，いずれにも共通している。このほかに，神戸中華義荘においては，年末～正月の墓参
も少なくないという（2014 年 6 月，松尾の中華義荘の調査）。
（6）

現代の，沖縄地域を除く，日本列島ほぼ全域に見られるのは，仏教に基づく，春・秋の彼岸と，
旧暦 7 月の盂蘭盆会の年 3 回である。日本人と結婚した華僑や，3 世・4 世と日本生まれの華僑の
場合には，こうした日本の習俗が受容され，清明節に加えて，これら彼岸や盆行事に墓参する家族
も少なくないという。
私が現在，華僑の清明節を実見，調査したのは，2014 年，京都華僑霊園における清明節であるが，
まず，早朝に各家族による，墓への食物・花等の供えが行われる。自身の墓の区画内に后土神を祀
る家族の場合には，先祖の墓に先立って后土に供物をささげ祈る。その後，11 時頃より，霊園入
口において，萬福寺の僧侶による法要が行われ，京都華僑一同が，参列する。

法要は，入口前において『三宝讃』の読経を中心とする 2 度の法要が行われる。
1 度目は，祭壇が入口門前に墓に対して正面に立てられ，燈明，紙銭（金紙・銀紙），豚・鶏・海老，
日本茶，日本酒（一升瓶）
・缶ビール等が供えられ，僧侶による法要が行われる。これに続く 2 度
目であるが，祭壇を右に移し，左方を正面として，同様の法要が行われる。この両度のいずれにお
いても，京都華僑総会会長・副会長をはじめとする一同が順次，焼香し，合掌して礼拝する。僧侶
による法要に続き，祭壇脇で，華僑の人々により紙銭が燃やされ，さらに，霊園入口右脇の楊柳観
音が祀られる漢松堂において，下げられた供物と供物に準じる酒食が用意され，子どもも交えた華
僑の人々一同での食事となる。
【写真
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萬福寺 京都華僑清明節（撮影：松尾恒一

2014 年 4 月）】

［日本華僑の共同墓地と后土・土地神の考察］
……松尾恒一

祭壇の供物（上）と，漢松堂での子どもも交えた華僑の人々一同での食事（下）

以上が行事の概要であるが，なぜ，祭壇の方向が変えられて，僧侶による同様の法要が 2 度行わ
れるのだろうか。
1 度目は，霊園の墓地に向かって読経が行われており，祖霊に対する供養，慰霊を目的とするも
のであることは明らかである。
では，祭壇の方向を変えての 2 度目の法要は，何のためであろうか。このことについて，実は萬
福寺僧侶にも，昔からの慣習といった以上に，その意味・目的について明確な認識はなく，その意
味を語るのは京都華僑の高齢者たちである。彼らによれば，この 2 度目の法要は，霊園の土地神の
供養のためであるという。
後にも述べるが，中国大陸において，30～40 歳代まで生活した華僑 1 世によれば，后土神は，
墓地の区画外の左後方に祀るのが本来であるという（2013～2014 年，神戸 1 世華僑の ORS 氏（1951
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年生，福建福清出身，2000 年に来日）他，福建省出身の複数の華僑からの聞き取りに拠る）。
こうしたことを重ねて考えれば，京都華僑の高齢の方たちの言い伝えは，正鵠を射たものといえ
るだろう。右脇に祭壇が移動され，僧侶は左方に向かって法要を行うこととなるが，これは，后土
神の祀られる方向である。
先にも述べたように，京都華僑霊園においては，自身の区画内に后土を祀る家はあるものの，墓
地全体としての后土は建てられていない。しかしながら，后土神への信仰が意識中に強く残ってお
り，京都華僑と萬福寺僧侶との協議により，こうした祭壇の向きを変えての 2 度の法要が行われる
に至った可能性は極めて強いものといえよう。
（7）

❷……………福建の墓地と后土─福建福清出身 ORS 氏の記憶 1 ─
横浜，
神戸・京都，
長崎の華人の共同墓地の沿革・概要，特に，墓地の土地神である「后土神」や「土
神」について見てきた。
遺体が埋葬され，先祖が祀られる墓地の土地神に対する信仰が，日本において全くないわけでは
（8）

ないが，先祖の墓碑のほかに，
「后土」のように石碑が建てられて，祖霊とともに土地神が祀られ
る例はほとんどなく，日本・中国の先祖祭祀，祖霊観の大きな相違点であるといえる。
后土神の中国における信仰は紀元前に遡り，たとえば，『尚書』武成篇に，「告于皇天后土，所過
名山大川」
（後漢の鄭注に「后土，社也」
）と，また『周礼』春官大宗伯に「王大封則先告后土」（鄭
注に「后土，土神也」
）とあり，土地神としての「后土」信仰が古代以来であったことがわかる。
こうした信仰が，民間にどの程度，共有されていたかも検討する必要はあるが，本論稿において
は，現代の日本在住の華僑の信仰について考えたい。
私の日本における華人社会，特に信仰・儀礼の研究は緒についたばかりであるが，これまで横浜
華僑総会会長，京都華僑総会の 2 世陳正雄氏ほか，神戸 1 世華僑 ORS 氏・江祖順氏，長崎華僑 2
世郭定義氏（長崎華僑総会事務局長，1937 年生れ・佐賀出身，両親は福建福清出身）・2 世楊君子
氏（1943 年生れ，長崎出身，両親・祖父母は福建福清出身）
，また京都萬福寺，長崎崇福寺・興福
寺の僧侶や職員に聞き取りを重ねているが，
「墓地の土地神である」という以上の説明が聞かれる
ことはない。
特に 2 世以降は，墓に后土碑を建てている人・家族であっても，その信仰の意味や，祭祀の必要
性を明確に認識している者はなく，父・祖父から，特別な教えや説明等ないままに，引き継いでき
ただけであるといった程度の認識である者がほとんどである。

長崎華人墓地と土神
近世期以来，神戸・京都，横浜より，2 世紀を超える華人社会の歴史を有する長崎においては，
墓地に土神碑を併せ祀る習俗は，日本人墓地にまで広がっており，華人・日本人の墓別を問わない
が，その習俗は，華人墓地から始まったと考えられる。【写真・長崎の墓地の土神】
寺町の墓石を作る石材店「横尾石材工業」には，店頭に丸形，将棋型それぞれのサンプルが陳列
されている。
【写真「横尾石材工業」
】
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【写真

長崎の墓地の土神】

将棋型土神：崇福寺（撮影：松尾恒一

丸型土神：崇福寺（撮影：松尾恒一

2014 年 7 月）

2014 年 7 月）
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【写真 「横尾石材工業」
】

また，稲佐国際墓地・悟真寺脇の石材店の案内板には，次のように，土神碑の金額が明示されてい
る。【写真「悟真寺脇の石材店」
】
・丸土神…10 万円／しょうぎ型土神…5 万円

【写真 「稲佐国際墓地・悟 真寺脇の石材店」
】

この石材店にも聞き取りを行ったが（2014 年 8 月）
，土神について特別な知識や伝承があること
はなく，墓地内の土神碑は，あくまで建て主の希望に基づいて立てられるものであるという。
こうした状況より，墓地内の土神祭祀は，長崎地域の民俗として定着し，現在まで継承されてい
るものといえる。
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華僑を中心とする華人が墓参をするのは，清明節の折である。先祖の墓に参じて供物を捧げ，そ
の次に土神に供物を供え，祈りをするのが一般的であるが，その順序については特に意識していな
いという（崇福寺に墓を持つ華僑楊君子氏からの聞き取り。2014 年 8 月）。
長崎でもっとも古い稲佐の国際墓地を管理する悟真寺（浄土宗）では，土神について，次のよう
な説明をしている（2014 年 8 月，松尾の聞き取り調査）。
・墓が完成した際には，悟真寺の僧侶が，墓碑に先祖の魂を入れる「開眼供養」を行い，その一
環として，土神には「水向け」として灑水の作法を行う。
・土神は墓碑の右が原則であるが，墓の区画の状況により建て，厳密な決まりはない。
・清明節における墓参の際には，悟真寺の僧侶が家族に随伴し読経をする。家族は，先祖の墓に
先に供えをし，その後に，土神に供えをする方が一般的であるが，特に順番等，定めはない。

神戸・京都の后土信仰
一方，
「后土」を祀る神戸・京都の華人墓地（中華義荘・京都華僑霊園）の場合であるが，清明
節においては，后土神にまず，花・線香・供物を捧げ，続いて先祖の墓に供物を捧げるのが慣習で
あるという（神戸 1 世華僑 ORS 氏・江祖順氏，京都 2 世華僑陳正雄氏からの教示）。
本稿で，以下検討したいのは，こうした日本において近代以降，長崎においては 3 世紀を超える，
近代に開港して形成された神戸・横浜等においては 1 世紀半を超えて，地域差を生じつつ墓地に「后
土」
「土神」といった民俗神を祀ることが，特に現代において，いかなる意味，意義があるのか，
といっ
た問題である。本小稿で結論づけることは難しいが，その一考察として，1 世の神戸華僑の ORS 氏
（本
イニシャルは，本人の希望による）の，彼自身の中国での后土や先祖祭祀の説明や，日本の華僑墓
地の后土に対する違和感等についての語りを紹介しつつ，検討したい。
ORS 氏は，1951 年，福建福清の出身であり，神戸普度勝会の冥宅をはじめとする，紙細工作り
のために，2000 年に初来日，2006 年に日本に帰化した。
本稿において，特に ORS 氏の語りに注目するのは，普度勝会という神戸・大阪華僑にとっての
重要な先祖祭祀の儀礼に重要な役割を果たしているからである。冥宅や地獄十王殿，金山・銀山等，
普度勝会の会場づくりは，道教・仏教の専門的な知識や故郷の習俗について，一般の人々以上に豊
富かつ正確な知識が必要とされ，ORS 氏はそうした知識と，繊細な紙細工の技術を有している。
先祖供養を目的とする普度勝会は（文化大革命時代には禁じられたこともあったが）
，主に次の
機会に行われるという。
①「不祥事」
「不平安」の際，死んだ人や病気の人が多いとき…村の人を集めて，普度勝会を開き，
共同の先祖祭祀を行った。63 郷が協同して，香燈寺で行った。無縁仏などを祭る。
近年では，香燈寺で行うことが多い。一村内では，同姓（同族）集団が，祠堂で行う。
②「善事」の際の「普度勝会」
，ご願掛け…商売や投資で成功し，多くの収入が得られた際，香
燈寺で行う。宗教的な祭祀は道士や僧侶が行う。
このほかに，葬儀としての「拝懺」
（死者の罪をあの世で悔い改める意。
「懺悔」
「洗罪」とも）
ソンツオ

において，
「喪主」の家に「冥宅」「神殿」が作られたというが，いずれにしても，祭儀を司る道士
や僧侶との打合せが必要で，かなりの程度の宗教知識が必要であったという。
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普度勝会は，このように福建においては，同族により祠堂で行われたのであったが，日本におい
ては，同郷会組織が主体となり，日本で暮らす地域の華人コミュニティの交流の上で重要な役割を
果たしていることがわかる。
このように普度勝会は，福建においては年中行事ではなかったが，福建福清では，各家で中元節
（旧暦 7 月 14・15 日）に，先祖とともに無縁仏を供養する習俗があり，こうした民俗と旧暦 7 月に，
日本で全国的に行われる盂蘭盆行事を意識して，神戸では，この時期に普度勝会が行われるように
（9）

なったのだろうと ORS 氏は推測する。
一方，京都萬福寺の普度勝会は，10 月に催行され，現在では京都華僑総会が主催者であるが，
広東出身の 2 世華僑の陳正雄氏によれば，かつては行商を主たる生業とした福建同郷会の人々が主
体となって行われたという。萬福寺には宿泊施設があり，普度勝会は，3 日間泊りがけで行ったが，
その間の彼らどうしの交流には以下のような目的があった，とまた陳氏は語っている。
・商売についての情報交換。
・互いの子息の結婚等，縁談の相談。
・麻雀等の遊戯により，親交を深める。
日本においては，こうした普度勝会のあり方，すなわち，祠堂での同族による先祖供養よりは，
同郷の人々の商業活動の推進に重点が置かれている点は，異郷において，故郷と同じ行事であって
も意味・意義を変え，変容している点，看過できない。
ちなみに，かつては日本の襖職人が，冥宅等を作っていたが，現在では ORS 氏が，萬福寺普度
勝会の冥宅等を製作しており，神戸・京都の華僑の民俗行事に大きな役割を果たしている。
さて，福建における先祖祭祀に関わる，豊富な宗教・民俗知識を有している ORS 氏であるが，
神戸中華義荘や京都萬福寺華僑霊園の后土神の祀り方に，大きな違和感を覚えるという。
下図は，両墓地において，后土の建てられる標準的な配置で，図右は，ORS 氏，及びやはり，
福建福清出身の 1 世華僑の江祖順氏の話に基づく，福建での墓地の一般的な墓地の配置図である。
福建においては，后土は，∩字型の壁の外の後方の左側に，内側の墓碑と同様に正面を向けて立
てるのが正しいという。
玄武
后士

墓碑

白虎

墓

后士
朱雀
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これに対して，日本の華僑墓地は，コ字型の区画内の中央の墓碑の左側ではあるが，
・墓碑より前方にある点，
さらに，
・墓碑と同じ正面向きではなく，区画内の横内側，すなわち右向き，
に立てられている点に大きな違和感を覚える，という。
なお，墓碑の脇に正面を向いて立っているという点では，長崎の「土神」の多くが，ORS 氏や
江祖順氏の説明と合致するが，ただし，長崎華僑の方や悟真寺の僧侶の説明では，土神は先祖碑の
右側が正位置だという（実際には，土神は，墓碑の右側・左側，ほぼ同数に建てられており，多く
の人は右・左に強いこだわりを持っていないようである）。
ところで，長崎悟真寺の唐人墓地の多くが，日本人墓地のようにコ字型の区画で，区画内に先祖
とともに土神が祀られる中で，比較的規模の大きな，∩字型の壁で囲われ，壁外側の左側に后土の
祀られる墓を一基，見出すことができた【写真】
。ただし，∩字壁の中，先祖碑の右側には土神碑
も建てられていた。

后土

この付近，壁の内側に「土神」も立てられる。

この写真を，ORS 氏に見てもらったところ，∩字の区画も后土の位置も福建の墓に極めて近いが，
先祖碑の脇囲み壁の内側に土神碑が建つことは，福建では考えられないという。
残念ながら，この墓の銘を見出すことはできず，いずれの出身地の華人が，いつ頃，建てたもの
かは確認できなかったが，比較的最近，この 10～30 年内に 1 世華僑が，建てたものと推測される。
これまでに調査した，悟真寺・崇福寺・興福寺僧侶や，長崎華僑・長崎の日本人には，墓地の土神
については知りながら，土地神としての「后土」の名を知る人はなく，長崎では「后土」は，基本
的には定着しなかったのではないかと推測される。悟真寺の墓地の后土の祀られる∩字壁の墓は，
故郷に準じながら，長崎の習俗の影響も受けて土神もあわせて祀られたものであろう。
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❸……………福建の墓地建立─福建福清出身 ORS 氏の記憶 2 ─
日本の華僑は，共同墓地内に墓地を購入し，現在では，日本の石材店に依頼して墓を建立するが，
福建においては，墓の建立は墓地の選定より始まる。
ここでは，華僑が，移住の地で，内面化された故郷の習俗を記憶にとどめつつ，異国の地でいか
なる生活を送るのかといった考察へと繋げることを目指し，以下，ORS 氏の語る墓建立の過程を
（10）

辿りたい。
墓は，三代墓・五代墓といった規模の差はあるが，かつては左官屋，現在では石屋が作るのが一
般的で，家の主人と相談しながら図面を作成する。墓を建てる地は，風水師が，主人の生年月日と
方位より，場所を決定する。
着工時に，最初に「破土」の儀礼を行い，土地公である「后土」の祭祀の開始として，線香・三
牲の供え，銭紙を燃やしたりする。三代墓・五代墓，いずれにしても半年～1 年もの月日がかかる。
毎月の 2 日，16 日には，職人（左官屋や石屋）は「后土」の祭祀として，三牲・線香等を供える。
こうして完成すると，道士に吉日を決定してもらい，午前中に，祝いとして，道士による法要を，
墓地のある山の后土・墓それぞれに供えをして行う。そして，その日の夜には，家に親族，知人を
呼んで，祝いの宴を催す。
墓地の選定から，完成までの概略は以上のようであるが，こうした墓地選定から，后土の祭祀の
過程は，少なくとも明代には，行われていたようである。『大明会典』巻一百，礼部五十八「擇地
祭后土」には，以下のような記述が見られる。
三月而葬。擇地之可葬者。土色光潤。草木茂威之處。即為美地。又須慎五患使他日不為道路。
不為城郭。不為溝池。不為貴勢所奪。不為耕犂所及。乃可。世人多狥俗師陰陽之説。既擇年月
日時。又擇山水形勢。以為子孫貧賤富貴壽天賢愚。盡繁於此。至有終身不葬。或累世不葬。棄
捐不葬者。悖禮傷義。無過於此。既得地。乃擇日開塋域。祠后土。南向設神位。設盞注酒饌於
其前。又設盥盆帨巾於其東南。告者吉服入立於神位之前。北向。執事者在其後。東上。皆再拜。
告者與執事者皆盥帨。執事者一人取酒注西向跪。一人取盞東向跪。告者斟酒反注。取盞酹於神
位前。俯伏。興。少退立。祝執版立於告者之左。東向跪讀曰。維某年歳月朔日辰。某敢告于后
土氏之神。今為某親營建宅兆。神其保佑。俾無後艱。謹以清酌脯醢。袛薦于神。尚享。訖。復
位。告者再拜。祝及執事者皆再拜。乃徹。遂穿壙。作灰隔。造冥器。刻誌石。備大輿。作神主。
以俟発引。
埋葬すべき地としては山水の形勢を見て選ぶこと，また，世間では陰陽思想に基づいて墓地を開
く場所や，日時を選び，そして后土の祠を立てることなどが述べられている。
現代の民俗に風水師や道士に依頼して，陰陽に基づいて墓地を選定し，后土を祀るような墓作り
が，すなわち，死者の埋葬と祖霊の祭祀，墓所となる地の土地神としての后土の祭祀とが，切り離
すことのできない思考，あるいは習俗が明代には確立しており，民俗となって現代に継承されてい
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るとみなすことができよう。

❹……………結語 ─ 華人のアイデンティティとしての墓地の后土神 ─
華人の墓地建立の過程として，墓所の土地神である后土に許可を得，后土を祀り，また，墓が完
成した後も后土を祀るといったあり方より考えれば，共同墓地が開かれる時点で后土を祀るのが本
来の順序であり，横浜中華義荘のように霊園全体の后土が存するのが自然である。
しかしながら，京都萬福寺の華僑霊園には，各家の后土は建てられていても，霊園全体の后土は
存しない。
また，神戸中華義荘には霊園全体の后土が存するが，霊園が開かれた後，1976 年に，広東省出
身の呉一家の篤志によって建てられた碑である。
しかしながら，横浜の中華義荘の后土の両側には，関東大震災の慰霊碑が並び，また，神戸の中
華義荘全体の后土は，
「清国孩童総墓」や「阪神淡路大震災華僑留学生犠牲者慰霊碑」の近くに接
するように作られるなど，辛苦を共有した大災害の歴史が記録，記憶され，共同の慰霊のシンボル
ともなっていると認められる。
【写真「横浜の中華義荘の后土」】また，共同墓地という地理的制約
より，本来，区画外に建てられる后土が，区画内に建てられるなど，故郷の習俗に親しんだ 1 世華
僑からは違和感を持たれるようなかたちをとりながらも，現在，新たに開かれる華人墓地の多くに
建てられている。
3 世以降の華僑は，中国語を話せない者も多く，また，日本人との結婚により，清明節のほかに，
春秋の彼岸や盆（盂蘭盆会）の墓参りもするなど，日本の習俗に親しみ，受け入れている家族も少
なくない。后土の意味や，墓地における必要性等，明確に認識していない華僑の方がむしろ多いが，
にもかかわらず，神戸・京都では，新たに開かれる墓地に后土があわせ建てられる例が少なくない。
后土の意味や必要性を十分認識していない，日本の石材職人や僧侶が，福建のように建立の期間や
墓の完成に際して，后土の祭祀や祝いの宴を行うことはないが，こうした，日本と決定的に異なる
墓の建立，后土碑を建てることは，彼らの華僑，華人の同族としてのアイデンティティの上で少な
からぬ役割を果たしているものといえる。
前近代以来の，数世紀にわたる，日中の交流の有する長崎においては，日本の他地域には見られ
ない「土神」が，日本人墓地の多くに見られるなど，異国との交流が民俗のレベルにまで影響を与
えている例も紹介したが，沖縄には「土帝君」と呼ばれる，これも中国との交流により移入され，
（11）

定着したと見られる土地神が祀られている。
一方，明・清時代，琉球との間に盛んな交易がおこなわれていたが，大陸の交易拠点となった福州
（12）

や北京，そして福州と北京との街道筋には，琉球人の墓が数多く存することが明らかにされている。
華僑は，東アジアばかりでなく，東南アジアにまで進出しており，そこでも祖霊と関わる土地神
（13）

として「后土」が信仰されているが，在地の習俗との混淆／反発，交流／没交渉等，追求すべき課
題は大きい。華僑が，進出先の地域といかなる関係をもって生業・生活を構築し営み，また，進出
先の社会や文化にいかなる影響を与えるか…，といった問題は，生活レベル，民俗学の課題として
も重要性を増してゆくだろう。
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日本と中国との文化的交流は，漢字の伝来より数えても 1500 年を超えるが，長期間にわたる交
流において，日本国内でも影響の受け方には地域差がある。また，日本在住の華僑も，福建・広東・
台湾など出身地により商業活動の様態など差があり，それが，日本国内での社会組織，共同体のあ
り方にも反映しているという。そのあり方の差が，日本の民俗文化への影響の与え方に差をもたら
している可能性も考えなくてはならないだろう。日本の地域研究も，日本国内における差異への注
目ばかりでなく，国際的な視野も導入することが必要であろう。
また，土地神の問題は，中国においては「社」や「社稷」等，国家統治の信仰や祭祀・儀礼とも
接点を有しているのではないかとも考えられ，民俗，民間信仰ともリンクする，マクロな視点から
の歴史研究も必要となってこよう。
註
以下，神戸における華僑社会の形成，華僑墓地

正月の墓参の地域は少ない。沖縄では，旧暦正月 16 日

「中華義荘」，中華会館の沿革等については，中華会館編

を「先祖の正月」と称し，墓前での，祖霊と家族との飲

『落地生根 神戸華僑と神阪中華会館の百年』
（2000 年，

食が行われるが，こうした習俗も中国からの影響である

（1）

研文出版）参照。

可能性が強い。なお，沖縄においては，地域共同体の農耕，

1936 年（昭和 11）京都府知事鈴木敬一が内務

漁撈，航海安全の御嶽への祈願や，家庭の神を祀る床の

大臣潮恵之輔等に宛てた，京都華僑による萬福寺普度勝

祭祀は，ノロ（祝女）・ツカサ（司）と呼ばれる女性司

会催行の公の報告文書「在留中華民国人ノ法要執行ニ関

祭者や，家庭の息女によって行われる行事が多く，中国

スル件」には，京都華僑が神戸中華義荘が遠隔なため，

の影響が強い可能性のある男性系譜で継承される一族の

萬福寺近隣に墓地を開設したい旨の要望が記されてい

祭祀と，琉球王朝に起源を有する，女性による地域共同

る。なお，本資料の複写を，陳正雄氏より提供を受けた。

体の平安の祈りの 2 系統が併存している点，中国大陸・

（2）

（3）

なお，横浜中華義荘や横浜の華人の葬送の沿革，

歴史については『地蔵王廟 横浜指定文化財 地蔵王廟修
，』参照。
復工事報告書』（財団法人中華会館，1997 年）

日本本土との影響の実態と，琉球の独自性の究明が課題
となろう。
（7）

郭玉聡・朱新建「在日二世，三世華僑華人の中

特に広東，三江等，出身地により，出身地の葬送の方法

華文化志向研究─神戸華僑華人と在日福清華僑華人の

を反映した葬儀や埋葬が行われていたことが明らかにさ

比較─」（『愛知学院大学教養部紀要』第 54 巻第 1 号，

れている点（岸上興一郎「5，地蔵王廟とその埋葬」）等，

2006 年 8 月）は，現在，2 世，3 世が半数を占めている

貴重である。

神戸華僑華人についての祖国や故郷への志向や，アイデ

（4）

川口幸大「村落の社会変化と祭祀空間としての家

ンティティについて総合的な調査に基づく貴重な論考で

の変遷」
（Osaka University Forum on China
『Discussion

あり，本節で取り上げる福建福清出身 1 世の ORS 氏の

Papers in Contemporary China Studies』No.2010-17）参

意識との共通性や偏差を考えるうえでも貴重な情報が提

照。

供されている論考である。

（5）

前掲註（1）
『落地生根 神戸華僑と神阪中華会館

の百年』第五章「中華義荘と関帝廟」
，p314。
（6）

（8）

たとえば，「いざなぎ流」と呼ばれる陰陽思想・

密教・浄土信仰の影響が濃厚な民俗宗教が伝えられる高

沖縄地域は，琉球時代，明清の技術・知識・

知県物部地域においては，いざなぎ流の祈禱師による葬

信仰面の大きな影響を受け，本島をはじめとする全域

送儀礼が行われるが，埋葬地において，他界（浄土）よ

で，清明節が行われている。松尾が実見・調査したのは

り，金員で土地を買い取る作法が行われる。松尾恒一『物

2011 年本島豊見城の清明節，2013 年八重山地方西表島

部の民俗といざなぎ流』（吉川弘文館，2011 年）第 2 章

祖納の清明節である。西表島の清明節の場合には，先祖

第 3 節「物部の葬送習俗といざなぎ流祈禱」参照。

を同じくする一族が地域を超え，島内・沖縄本島，本土

（9）

なお，福建においては，現在なお多くの地域で，

からも参拝し，先祖の石碑の前で，地域に居住する一族

中元節の行事として「普度」の儀礼が行われていること

の長を中心に祈りの文言が捧げられる。日本本土では，

が，何彬『中国東南地域の民俗誌的研究─漢族の葬儀・
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死後祭祀と墓地─』（日本華僑社，2013 年）により報告

機構，2013 年 3 月）があり，貴重である。以下の ORS

されている（第 2 部第 2 章「「中元節」の主役」参照）。

氏の墓作りについての口述とも基本的に一致するが，本

本書は，著者自身の調査により，マンション居住者・家

小熊論稿には后土や土地神についての言及はない。

庭の場合の中元節・普度の行事についても多くの事例が

（11）

沖縄の土帝君の，中国からの影響については窪

紹介されており，生活の都市的な変化の中での民俗の継

徳忠「中国の土地公と沖縄の土帝君」（立教大学史学会

承，変容といった視点からも貴重な報告である。松尾と

編『史苑』第 37 巻 2 号，1977 年 3 月）参照。

しては，京都萬福寺に伝えられている黄檗宗の普度儀礼
や，供物・冥宅等の装飾の比較，影響関係等についても
考えたい。
（10）

現在の福建福州における，風水師による土地の

（12）

前掲註（10）小熊「沖縄と福建における亀甲墓

の対比」参照。
（13）

近年の中国における研究に，カンボジアにおけ

る華僑の土地神信仰と祖霊信仰とをテーマにした論考，

選定から墓作りまでを調査した論考に小熊誠「沖縄と福

羅楊「東埔寨華人的土地和祖霊信仰─従“関係主義”人

建における亀甲墓の対比─外部意匠の比較を中心として

類学視角的考察」（中国華僑華人歴史研究所『華僑華人

─」（国際常民文化研究叢書 3『東アジアの民具・物質
文化からみた比較文化史』神奈川大学国際常民文化研究

歴史研究』2013 年第 1 期，2013 年 3 月）が発表されており，
「后土神」についても言及されている。

（国立歴史民俗博物館研究部）
（ 2014 年 9 月 29 日受付，2014 年 12 月 1 日審査終了 ）
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A Study of Public Cemeteries of Chinese Living in Japan and HouTu/
the Deities of Earth : Focus on Regional Differences in Chinese Cemeteries
in Japan
MATSUO Koichi

The history of Chinese living in Japan , based in Chinatowns in Kobe, Yokohama, and other cities,
began with the opening of modern Japan. They built their own public cemeteries, such as Chuka Giso
in Kobe and Yokohama（the latter is generally called “Jizō-ō-byō” because of the temple built near its
entrance）
. Later, Kyoto Kakyo Reien, a cemetery for Chinese living in Kyoto, was built at Oubaku-sect
Manpuku-ji Temple, separated from Chuka Giso in Kobe. Meanwhile, in Nagasaki, which continued
trades with China even during the seclusion period in the early modern times, Chinese tombs are
located in Japanese cemeteries at Chinese temples（e.g., Sofuku-ji Temple）, Inasa-Goshin-ji Temple,
and other temples. One of the major differences between these Chinese cemeteries and general
Japanese cemeteries is that the former has a stone monument of the gods of earth called “HouTu
” or “Tu Shen.” In Nagasaki, which has a longer history of exchanges with China（i.e., over
（Shen）
three centuries）than Kobe and Yokohama do, Chinese culture has had a large impact on Japanese
cemeteries; for example, it is now very common to build a monument of the gods of earth in Japanese
cemeteries in the city. Another fact worth noting about the cemeteries of Chinese-Japanese, who are
mainly from Fujian, Guangdong, and Taiwan, is that the location of such a stone monument, as well as
burial rituals, varies between Nagasaki, Kobe/Kyoto, and Yokohama. This paper examines whether
these differences were caused by the difference of their homelands or arose after they settled in Japan
due to the difference of their experiences. Moreover, this paper analyzes the differences between the
customs of Chinese-Japanese and those of their homelands as well as the memories and attitudes of
current first-generation immigrants who have actually experienced the customs of their hometowns.
In particular, this paper examines the Qing Ming Festival held in April to honor ancestors（the most
important festival in the year for Chinese not only in Japan but also in the Mainland and Taiwan）as
well as Fudo-shoe held as a Chinese Bon Festival in Kobe and some other cities. Thus, this paper
reveals that in Chinese cemeteries in Japan, the deity of earth is still honored today while acquiring
a public meaning as it is playing a certain role in building a sense of community among the Chinese
living in Japan and sharing the experience of ordeals, such as great earthquakes and other natural
disasters, after their settlement in Japan.
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