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はじめ に
チベ ット旅行 記『懐か しのチベッ ト』の続 篇です。 二〇〇〇
かんしゅく
年（平成十二 ）の夏に、チベット人が居住する青海省から甘 粛
省に かけて旅し た記録で す。今回 は日本人は 僕一人 で、中国人
の ガ イド と 運 転 手の 三 人で行 動 し まし た 。『 青海 の白 い 雲 』 と
名づ けること とし、エッ セイ「 チベット人 との語ら い」を加 え
ました。

ふ たたび中 国へ

せいねい

前 年に、チ ベット自 治区のツ ェタンや ラサを巡っ た僕は、 青
海省、 チベット 人がアム ドと呼ぶ地 方を旅す ることに した。青
海省と言うと 、中国 本土のよう に聞こえ るが、中 国人（漢族 ）
が古く から居住 していた のは、西寧 など一部 の地方に 過ぎず、
一九二八年 に青海省 が成立し た後も、大 部分は チベット人 やモ
ンゴ ル人、イス ラム教徒 など、少 数民族が共 存して いた。中国
化が押し 進められた のは、中 華人民共和 国が成 立して以降 であ
る。
ペキン
二〇〇〇 年八月六 日の午後 四時半過ぎ 、成田 発の北京行 き航
空機 に乗り込 んだ。今回 の旅を 通じて、僕 の人生観 が変わる よ
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うなこ とがある だろうか 。まだ若か った頃の 自分は、 そんなこ
とをよく考 えたもの だ。前年 に訪れた時 は、初 めての海外 旅行
だったこともあって、最初はおどおどしていたのを覚えている。
中国は二 度目である し、中国 語も少しは 勉強し たから、以 前の
よう な緊張はな くなって いた。
ところが 、貨物の 積み込み に手間取り 、出発 は一時間以 上遅
れた 。夕陽を 眺めながら 離陸し て、日本海 に入る頃 には日が 沈
んでいっ た。中国時 間午後七 時半、大 連空港に 着陸。い ったん
機体から下りて、入国審査を受けた。乗り継ぎ券を受け取って。
すでに入国しているので、北京空港ではすぐに外に出られた。
出迎 えてくれ たガイド は、師範 大学を出 たという男 性。途中 、
天安門広 場の横 を通る。ライ トアッ プされてい るが、ぼ んやり

外 観がうかが える程 度、人影は まばらで ある。明日 、もう一 度
寄ってく れるそ うだ。青海 省の旅は どうやら 、お客が僕 一人ら
し い。
ひんかん
北京の天橋賓館というホテルに泊まった。 Rainbow Hotel
と
訳されている 。
「天橋」とは黄土で作られた皇帝のための道で、
それが 天まで続 いている と考えられ たことが 、ここの 地名の由
来だという 。今回の 旅行では 北京は通過 点なの で、ホテル の周
辺を 歩いたぐら いである 。
昨夜 のガイド が来て、 朝の天安門 広場に寄 ってくれ た。ちょ
っと歩いてみる。現在のように、大気汚染は深刻ではなかった。
しか も、真夏 だったから 、朝の 空気はすが すがしか った。子 供
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の頃、 百科事典 で見たと おり。赤瓦 の二層の 屋根に赤 い壁、中
央には毛沢 東主席の 写真、左 右に「中華 人民共 和国万歳 世界
人民 団結万歳」 の文字が 掲げられ ている。昨 夜のガ ラガラと打
って変わ り、多くの 人たちが 行き来して いる。 ここで起こ った

チャー ハン

悲劇 については 、触れな い方が身 のためであ る。
その足で 北京空港 に向かっ た。西寧行 きの飛 行機は午前 十一
時半 発だ った。 すぐに 機内食 が出たが、 炒 飯とパン、 カステ
ザーサイ
ラ、搾 菜、チョ コレート という奇妙 な組み 合わせだっ た。
窓 からは見た ことがあ る風景が 眺められた 。丸裸 の砂漠のよ
うな山々 、その間 に刻まれた わずか の谷間に緑 が伸び、 集落が
点在 している 。チベッ トの山々 に似てい るが、万年 雪はいた だ
いていな い。

懐 かしのチ ベットは 、あの山 の先にあ る。そうし た裸の山 に
そう か ほ
造られた のが、 西寧曹家堡 空港であ る。立地 条件として は、ラ
サ のクンガ空 港に似 ている。た だ規模は 小さくて 、タラップ を
下りる と、到着 ロビーま では歩いて いく。少 し涼しい が光線は
かなり強く、 しばら くすると暑 くなって きた。
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西寧で の歓待
ガイ ドに現れ たのは、 白さんとい う青年だ った。ま だ日本語
りゅうちょう
が 流 暢 では ないが、 素朴な感じ で一生 懸命なとこ ろに好感 が
持てた。都内の日本語学校で数ヶ月学んだことがあるとのこと。
あ いさ つ
運転手は 陳さんとい う青年で 、僕は片 言の中国 語で挨拶 した。
とり あえず、 ホテルに移 動した 。
まだ午 後三時前だ った。白 さんとは五 時半に 、夕食に行 く約
束を していた 。それまで は暇だ った。部屋 の中はま だ清掃前 の
ようで、 後から片 づけに来る という ことだった 。そのと き、中
国語 で変な電 話がかか ってきた 。さっぱ り分からな いし、英 語
チンライ
も通じないので、掃除のことだと思い、
「請来（来てください）」

たた

と 言ってしま った。
シャオジェ
する と、ノ ックし て可 愛い小 姐（おねえ さん）が入ってき

ニーシーナー グォレン ア

き

た 。ベッドの 上に座 り、肩を叩 いてにじ り寄って くる。白い 体
の線が 透けたチ ャイナド レスを着て いる。も う分かっ てしまっ
た。何てこと だ！
「你是 哪国人啊 （あなた はどこの国 の人なの ）？」と 訊くので
ウォーシーリーベンレン
「 我 是日 本人」 と答えた。
何だか口ではうまく通じない。そこで、筆談をしたくなった 。
チンシィエハンツー
ニーシューヤオピィエ ダ フーウー マ
「請 写 漢字」と言うと、「你 需 要 別 的服務嗎（あなた、別の

プー ヤオ

プ ミン パイ

サー ビスが必要 なんでし ょ）？」 と書いて渡 してき た。随分思
わせぶり である。
「 不 要」 と か 「 不 明 白（ 分 か らな い ）」と か 言 っ てい る と 、 本
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物の掃 除の小姐 が来た。 ようやく怪 しい女は 退散した 。
ホテ ルを出て 、北禅寺 に行ってみ ることに した。寺 と言って
かん てい びょう
も、道 教の寺 、道観 であ る。横浜の関帝 廟 は行 ったことがあ
った が、道士の いる本場 の道観は 初めてであ る。創 建から二千
年の歴史 があるらし い。場所 は長江路 の先、北 山駅の向 かいに

すい か

ある 山の中腹 である。
坂道を 上っていく と、駅前 に商店街が 現れ、 屋台ではフ ット
ボー ルのよう な西瓜や、 生の肉 を常温で広 げて売っ ている。 天
主堂とい うのは、 キリスト教 の教会 である。外 国人が足 を踏み
入れ ない所に は、現実 の中国人 の生活が 息づいてい る。日本 語
さえ話さ なけれ ば、すれ違っ た相手 も、こちら が日本人 だとは

きよみず

気 がつかない 。地図 を頼りに何 とかたど り着いた。
北禅寺 は岩山の 中腹にしが みつく ように建て られ、そ れぞれ
の建物は清水の舞台のようにせり出している。外観から言えば、
りっ しゃく じ
ろう かく
山寺 で知ら れる 立 石 寺の五 大堂に近い。 さながら空中楼閣 で
じゃ り みち
ある。恐ろし いほど 急な数百段 の階段を 上り、砂 利道を少し 進
んだと ころで、 入場料を 二元払った 。
こんりゅう

北山に建 立 されたことから、北山寺とも呼ばれる北禅寺は、
初め仏教 寺院として 建てられ た、青海省 では最 古の宗教建 築で
ある 。清朝の時 代に兵火 に焼かれ 、道観に改 められ たという歴
史を持つ 。
し たがって、 岸壁には 石仏が風 化した姿で 残され る一方、道
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ち

ぼ しん

まつ

しんぶつこんこう

きょうてん

たいいつきん か しゅう し

教の地 母神が祀 られてい る。日本で は神仏混 淆が一般 的だった
ように、中 国では道 教と仏教 が互いに影 響し合 ってきた。 例え

さん がん

け かん

ちゅう がん

ば、心理学者のユングが紹介した道教の 経 典『太乙金華 宗 旨』
（黄金の 華の秘密） には、気 功によって 分身を 作る方法が 書か

ほんでん

れているが、天台宗の三観（空観・仮観・ 中 観）の教義や
りょうごんきょう
『楞 厳 経』 が引用され ているの である。

た

本 殿に入ると 、黒い着 物をまと った神様が 並んで いる。外国
人には仏 教と道教の 区別をす ることは 難しい。 神前でも 線香が
焚か れている し、建物の 造りは 同じだから である。 本物の道 士
の姿は見 られなか ったけれど も。参 拝した後、 振り返っ た下界
の眺 めは絶景 である。 手に取る ように西 寧の街が見 渡せるの だ
ほこり
が、 どこか 埃 っ ぽく黄 色く かすんでいる。 いかにも中国内 陸

おも も

の 都市といっ た面持 ちをしてい る。

ユイ シャン

三 十分ほど 歩いて、 西寧のホ テルに戻 った。ガイ ドの白さ ん
が戻っ てきた。 レストラ ンに行った のだが、 僕一人じ ゃ食べき
れないから、 ぜひ一 緒に食べて ほしいと 、白さん と運転手の 陳

たけのこ

さんも誘った 。メニューは数 種類あったが、四 川料理の魚 香
ロー ス
チンジャオロース
肉絲が一番 おいしか った。辛 口の青 椒 肉 絲 といっ た感じで 、

ほうりき

海の ない四川で 魚料理に 似せて、 豚肉や人参 、 筍 な どを甘辛
いた
く炒めた ものである 。
陳さ んとは筆 談で話し たのだが、 密教や僧 侶の法力 に興味が
か じ き とう
あるらし い。僕は加 持祈禱の 本にどん なことが 書かれて いるか
話し た。日本 の密教は中 国から 伝来したの だが、中 国の密教 は
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道教に 押されて 衰退して しまった。 一方、チ ベット仏 教はチベ
ット人やモ ンゴル人 、満州人 の宗教であ って、 本土の中国 人に
は信 仰されてい ない。そ こから「 気」の話に なり、 日本語には
「 気 が 合 う 」 と か「 気 が ない 」 な ど 、「気 」 がつ く 言 葉 が 非 常
に多 いことや、 中国語に は日本語 では古語に なって いる言葉が
こう り
あることなどを話した。例えば 、
「行李 」は中国語では「荷物」
の意 味である 。
中国人 と親しくな るこつは 、細かいと ころに こだわらず 、友

ろ じん

達の ように心 を開くこと である 。日本語教 師である ことを話 し
て い たか ら 、「先 生 は 本 当に 、 中 国人 の心 が 分 か る」 と 白 さ ん
は 言 っ た。 彼 は 魯 迅 の こと が好 き で、「 藤 野 先 生 」を 小 学 校 の
教科書で 読んで 感動したそう だ。

その夜 、白さん に勧められ て、お 宅にお邪魔 すること になっ
た 。中国人の 家庭を 訪問するの は初めて だった。 集合住宅の 階
段は明 かりがな く、懐中 電灯をつけ なければ 足元も見 えない。
ところが、玄 関を開 けると、部 屋がきれ いに飾ら れているの に
驚いた 。四十イ ンチのテ レビや、滝 の流れを 映す電光 の壁飾り
ば あ
に目を見張 った。ご 両親やお 祖母さんが 在宅し ていた。白 さん
のお 父さんは日 本で働い た経験も あり、日本 語がと ても流暢だ
った。フ レンドリー な感じで 迎えられた ので、 初対面の僕 は感
激し てしまった 。お茶と コーヒー 、フットボ ール型 の西瓜も出
してくだ さった。僕 は下手な 中国語に 筆談も交 えて、お 母さん
やお 祖母さん に話しかけ た。
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「テレビで見る固い日本人とは違うね」とお父さんに言われた 。
それもその はずで 、僕は社会 人になっ て以来、 もっぱら中 国
人に 日本語を教 えてきた ので、小 さなことに こだわ らない、お
ほん ね
おらかな性格が好きになっていたし、何でも本音で話すことで 、

ギョーザ

中国 人学生の信 頼を得て きたから だった。
予定では 、あさっ て西寧に 戻ってくる ことに なっていた 。
「餃 子をごち そうしまし ょう」 と言うお言 葉に甘え て、もう 一
度うかが うことにし た。
タクシーで西寧のホテルに戻った。午後十一時を回っていた 。
僕は 昼間に起 こった出 来事、怪 しげな女 性が部屋に 来てしま っ
たことが 不安に なった。ここ は言葉 のよく分か らない国 、しか

も 自分一人き りなの だから。時 計を見る と、間もな く深夜で あ
る。
入 浴してベ ッドに入 り、うと うとした ところだっ た。けた た
ましい ベルの音 。寝ぼけ て手を伸ば すと、何 やら女が 中国語で
しゃべってい る。案 の定だった 。目をこ すって見 た。まだ午 前
二時で ある。い い加減に しろと思っ て、すぐ 切ったの だが、眠
った途端に またベル の音。部 屋まで行っ たんだ から、お金 払っ
てち ょうだいと でも言っ てるんだ ろう。午前 三時ま でに五回ほ
どかかっ てきた。こ れでは眠 れない。
その とき、い いことを 思いついた 。受話器 はベッド の脇と浴
室にあっ たから、浴 室の受話 器を外し っぱなし にしてお けば、
もう 電話はか かって来な いだろ う。そう思 ったのだ が……。
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「何だ 、あの音 は！」
鍵をかけた 部屋の ドアをノッ クしてる じゃない か。無視し て

し

いる と、またノ ックする 。しばら くしてから またノ ック。僕は
背筋に冷 たいものを 感じた。 もしドアを 開けて しまったら 、い
きな りヤクザが 入ってき て、首を 絞められて しまう かもしれな
い。
す っ かり 逆 上し た 僕は 、「 こ の ホ テルは 売 春 宿 か」 と つ ぶ や
いた。も う眠れなく なった。 早く朝に ならない か。しか も、西
寧に 戻ってき たら、また ここに 泊まらなけ ればなら ないわけ だ
し。

高 原に広が る青い海

けい りゅう

少 し眠かっ たが、気 持ちを切 り換える ことにした 。ガイド の
白さんから電話があり、運転手の陳さんと三人で朝食を取った。
ホテルを出た のは八 時過ぎ。道 路は工事 中で混雑 している。
カ ーブが多 い道 を、渓 流 に沿って車を飛 ばしていく。林 は
まばらにな ってきた が、チベ ット自治区 と比べ ると、はる かに

よう じゅ

緑が 多い。これ は標高が まだ三千 メートルに 達して いないから
だ。風景 は長野県の ようで、 白樺の並木 が道の 両側に広が って

にちげつさん

いる 。楊樹とい うのは柳 の一種で 、しだれず に枝を 天に向かっ
て伸ばし ている。
日 月山にたど り着いた 。標高は 三千五百メ ートル 。富士山よ
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おうじょぶんせいこうしゅ

とばん

りは少 し低いか ら、酸素 の薄さはさ ほど気に ならない 。西寧が
二千三百メ ートルだ から、少 しずつ体を 慣らし てきたこと にな

ほうきょう

る。 唐の皇女文 成公主が 、古代チ ベット（吐 蕃）の ソンツェン
とつ
・ ガ ンポ 王 に 嫁ぐ た め 、こ の 峠 に 差し かか っ たと こ ろで 、「 日
月寶 鏡」 とい う鏡を 取り出 した。懐 かしい母と長安の都 が写
ったので 、うれしさ と哀しさ のあまり 、落とし て割って しまっ

リーリャン

ユイリャン

た。 そこから この地が日 月山と 呼ばれるよ うになり 、流した 涙
とうとう
は倒淌河 となって今 も青海湖 に注いで いる。
日月山には日 亭と月 亭という、中国式のお堂が建っている。
きょうもん
周囲には 五色のタ ルチョ 、経 文 が書かれ た布が敷 かれてい る 。

きのこ

月亭 に登る途 中で、チ ベット人 の衣装を 着て、ヤク （毛牛） に
またがり 、写真 を撮ってもら った。

とうちゅう か そう

近 くのみや げ屋では 、冬 虫 夏草という 虫に寄 生した 茸 や、
せつれん
だんこん
雪蓮とい う薬草 、鹿の男根 などが売 られてい る。向かい の日亭
の 上には、字 が読め なくなった 古代の石 碑と、再 建された新 し
い石碑 が並んで いる。そ こには唐と 吐蕃の国 境である ことが記
されていると いう。
遠くに 青海湖 の水平線が 見えてき た。青海 湖はココノ ールと
も呼ばれる 。青海湖というのは、このモンゴル語の漢訳であり 、
チベ ット語のツ ォ・ンゴ ンボも同 じ意味であ る。青 海省が設定
されたの は、中華民 国の時代 であるが、 その頃 はもっぱら チベ
ット 人、モンゴ ル人が混 在してい る地域だっ た。
運 転手の陳さ んが、蜂 蜜を買い たいと言っ ている らしい。寄
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かいだく

ろ かた

っても いいかと 白さんが 言うので快 諾した。 路肩に車 はゆっく
り止まった 。掘っ立 て小屋が あって、養 蜂場と なっている らし
い。 周囲には菜 の花畑が 広がり、 広大な湖面 が広が っている。
小屋の中 は電球が ともるば かりで、真 昼とい っても薄暗か っ
た。 二人は蜂蜜 のほかに ロイヤル ゼリーも買 ってい た。僕は何
も言わず に、ただ眺 めている だけだっ た。日本 でも見た ことが

ます

なか ったから だ。
「先生も 買いますか 。二年は 腐敗しな いって言 ってます よ」
け れども、チ ベット人 のおばさ んが、ドラ ム缶か ら枡ですく
っている ので、衛 生面が気に なって 買わなかっ た。ふた たび車
に乗 り込むと 、青海湖 の岸に沿 って進ん でいった。
左側に は緑の山 並みが広が り、右 側には草原 が湖岸ま で続い

て いた。緑の 中にと ころどころ 紫の花も 咲いている 。湖があ っ
む
て雨も多 少降る ので、チベ ット自治 区のよう な剝き出し の岩山

げんせい か えん

に ならずに済 んでい るのだ。
青海湖 の水面 は緑がかっ たライト ブルーで 、いかにも 冷たい
という印象だ 。富士 山の頂上の ような標 高にあり 、まるでオ ホ
ーツク海沿岸の原生花園の脇を、ドライブしている感じである。
湖水は光線 の加減 で、浅いと ころはエ メラルド グリーンに 、
深い ところはダ ークブル ーに変わ る。大陸の 中に閉 じ込められ
た海とい う感じで、 潮風のよ うな磯の香 りがす る。塩水湖 なの
であ る。太古の 昔にイン ドがユー ラシア大陸 に衝突 し、ヒマラ
ヤが生ま れたわけだ が、その 際に浅い 海がせり 上がって 、湖と
して 取り残さ れたらしい 。
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ローリー

車を止 めてレ ストランで 昼食をと った。料 理は青海湖 で獲れ
ホァン ユィ
た魚であ る。 スープ 、揚げ 物、煮物 などがメインで 、 湟 魚と
いう 固有種を使 う。裸鯉 とも呼ば れるのは、 うろこ がないから
である。 さっぱりし ているが くせもある 。三人 でも食べき れな
かったのは、量が多かったせいもあるが、鍋でお湯を沸かして 、
魚と塩を 入れて沸騰 したらハ イ出来上 がりみた いな味で 、あま
りお いしくな かったから だ。
目 指す鳥島は 遠かった 。二時間 ほどは猛ス ピード で、湖岸に
沿って走 ったと思 う。鳥島旅 游集票 庁で切符を 買い、岬 に向か
って 小道を進 んでいく 。遊覧船 が見える ところで車 を止めて 、
高台まで 登って いった。そこ からの 眺めは素晴 らしく、 湖に浮

か ぶ鳥島も見 える。
緑の水 面に包ま れるように 、赤っ ぽく浮かび 上がって 見える
の が鳥島だ。 七月ぐ らいまでは 、海鳥の カモメや 雁、鴨が集 ま
るのだ が、立秋 過ぎの今 頃はまばら にしか見 えない。 その場に
は白さんと陳 さん、 僕の三人し かいなか った。周 囲には人影 が
ほとん どない。 遊覧船は お客が集ま らなけれ ば出ない らしい。
ダンタオ
車に乗り込 んで蛋 島に向かう ことにな った。白 さんの説明 に
よれ ば、その小 島はかつ て沖にあ ったが、今 は陸続 きになって
しまって いる。とい うのも、 青海湖の水 面が毎 年十センチ ずつ
下が り続けてい るからだ 。地球温 暖化の影響 かどう か分からな
い。とに かく、降る 雨や注ぎ 込む川の 流れより も、蒸発 する方
が速 いのであ る。
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この広 大な湖 も、中央ア ジアのア ラル海の ように、や がて消
えていく運 命にある のかもし れない。今 は草原 となってい るあ
たりから彼方の山々まで、満々と水をたたえていたことだろう。
かつての 湖底は緑の 大地とな り、遊牧民 はヤク （毛牛）や 羊を
放牧 し、家を建 てて居住 するよう になった。
蛋島の手 前で車を 降りた。 一直線に伸 びる道 の両側は柵 が設
けられ、乗り越えていくことは許されない。小さな門があって、
少し盛り 上がった所 が蛋島で ある。
そ こは撮影禁 止となっ ており、 監視員が一 人立っ ている。そ
さぎ
こで、望遠鏡で鳥を観察することにした。鷺がいるのだろうか 、
白く 大きい卵 が見える 。湖岸の 砂浜では 、カモメが 数羽飛び 交
っている 。

海 鳥は日本 でよく見 かけるけ れど、そ れが大陸の 奥深く、 富
士山の頂 上ほど の標高で見 られるの は珍しい 。やはり、 青海湖
は かつて大洋 の一部 で、ヒマラ ヤの造山 運動とと もに取り残 さ
れたの だろう。 風が吹い てくると、 ほんのり 磯の香り がする。
あとは 帰るだ けだ。ひた すら猛ス ピードで 、元来た道 を戻っ
ていく。と にかく、 ゆっくり してる暇は なかっ た。三時間 ほど

フーピーチン

突 っ 走っ た とこ ろ で 、「西 海 漁村 」と いう 店 に 入 った 。 夕 食 は
バイコー
フー ピー
し し とう
もっぱら 肉料理だっ た。排骨 の甘酢かけ や、虎 皮という獅 子唐
風の 野菜を、胡 麻をつけ てピリ辛 でカリカリ に焼い た「虎皮青
ツァイ
菜 」が 、とりわ けおいしか った。

店 を出て少し 行ったと ころに、 今夜の宿泊 所があ った。チェ
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ックイ ンした後 、三人で 周囲を散策 した。向 かいの草 原には、
あまかけ
天翔る馬の 像があっ た。すで に日は沈み かけ、 東の空から は夜

しょうけい

が忍 び寄ってき ていた。 頭上の空 も赤紫色に 変わっ てきた。こ
れは騎馬 民族のシン ボルであ り、彼方の 山々を バックにし た姿
は、 モンゴル帝 国への 憧 憬を感 じさせる ものだっ た。
白さんの 話では、 東を目指 すというの は、新 たな始まり を意
味し ていると いうことだ った。 これは東征 を意味す るのでは な
いか。元 の時代のよ うに、中 国全土を 支配した いという 夢を表

に そう

して いるのか もしれない 。
闇が迫 りつつあっ た。湖岸 に向かっ ていくと 、チベッ ト人の
若者 が小舟を 出そうと していた 。慣れて いないのか 、二艘の う
ち一艘は 、たぷ んたぷんと横 揺れし ている。岸 辺の明か りが、

波 に翻弄され る顔を 浮かび上が らせる。 ブルーン・ ブルーン ・
ダダダダ ダダ… …。モータ ーをかけ ると、二 艘は暗い湖 上に消

し しゅう

え ていった。
砂浜に はチベ ット人のテ ントが並 び、内側 から照らさ れた模
様が、大きな 提灯の 群れのよう に見えた 。白地に 黒い糸でほ ど
こさ れた刺 繡 が 、エ キゾチ ックな柄のよ うに感じられる 。僕
はアイヌ人 の民族衣 装、アッ トゥシを連 想した 。
テン トは二十 近くはあ るのだろう か。中で はバター 茶や「ツ
ァンパ」 と呼ばれる 麦焦がし をもてなす 商売が 行われてい る。
白さ んの話によ ると、こ こでも拝 金主義が横 行して いるので、
日 本 人 と 気 づ か れ な い 方 が い い と の こ と 。「 は い 」「 で す 」 と
いう 音が聞こ えると、た ちまち 日本人だと 気づかれ てしまう 。
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チベッ ト人が 近づいてく ると、白 さんは僕 を、広州か らきた
けむ
やよ い じん
漢族だと言 って、煙 に巻いて いた。弥生 人は中 国南部から 渡来
した というから 、そう見 えるとい うのも納得 がいく 。まあ、吹
っかけら れるのはい やだが、 ちょっと寂 しい気 もした。
風が 吹いてく ると、初 冬を思わせ る寒さと なった。 宿泊所に
戻ること にした。疲 れていて 眠かった ので、風 呂に入る のはや
めた 。浴槽の 中は便器の ように 黄ばんでい たし、天 井板は外 れ
たままだ ったし。実 は、お湯 を入れて みたのだ が、しば らくす
ると 漏れてな くなってい た。
はえ
部屋の 中を蠅が飛 んでいる 。それは しかたが ないとし て、蠅
叩き で殺した 蠅が十匹 ぐらい、 窓の桟の 上に放置さ れていた 。
い か
僕 は 志 賀 直哉 で は ない か ら、「 そ れを 見 て ゐ て 、 如何 に も 静 か

な 感じを与へ た。淋 しかつた」 とは感じ ない。死ん でいたの は
蜂じゃな いし。 にぎやか過 ぎて無気 味だ。

から

そ ればかり ではない 。茶碗の 受け皿に ティーパッ クが置い て
あった のだが、 茶碗をふ かずに置い たせいで 湿ってい る。僕は
中国のホテル では驚 かなくなっ ていた。 高級な所 でも、二つ に
割った ゆで卵が 、殻をつ けたまま大 皿に盛ら れていた りする。
それに、西 寧でのハ プニング もあったか ら。
さ

朝日が射 している 。まだ七 時半だが、 食事ま で時間がある 。
白さ んと一緒に 、天翔る 馬の像が ある草原を 散歩す ることにし
は
た。周辺 には多くの 羊が放牧 されて、 無心に草 を食んで いる。
男の 子が羊の 周りを走り 回って いる。チベ ット人の 男が馬に 乗
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とう ふ よう

ってき て、乗馬 しようと 誘ってきた 。
かゆ
中国人の朝 食はあ っさりして いる。た いていお 粥である。 京
都の 人間もそう だが。そ れに豆腐 餻、これは 沖縄料 理でも出て
こうじ
くる。 豆腐を 麹 と 焼酎で 発酵 させたもので、チ ーズのような
味わ いと、塩辛 のような 旨みがあ る。今日は それに 、ニンニク
の甘酢漬 け、蒸しパ ンがつい た。
す でに九時を 過ぎてい た。予定 よりだいぶ 遅れて しまった。
やはり、 朝の青海湖 は見てお きたい。 そこで、 車で湖岸 まで行
って もらうこ とにした。 あたり には韓国人 の若者が たむろし て
いる。
「あ れは日本 人ですか 」と白さ んに尋ね られた。僕 は顔を見 た
だけで、 たいて い区別するこ とがで きる。服装 は同じよ うに見

え ても。
「韓国語 と日本 語は同じよ うに聞こ えますね 」

のぞ

「 いや、全然 違うよ 。文法は似 ているけ ど」
青海湖 の水面 は、やはり 昼下がり の方が憂 いを帯びて いて美
しい。明るい 夏の海 って感じは 平凡だ。 堤の上か らは背後の な
だらか な山々が 、朝日を 浴びて目に 映えてい る。湖水 を覗き込
むと、魚の 姿は何も 見えない 。
「いませんか。前来たときはいたのに」と白さんが言ったので、
ゾー テ
. ィエン ウォー メ
. ン チー ラ
「 昨 天 我 們 吃了 」（き の う、 僕 た ちが 食 べ ち ゃ っ た ） と 答
えた ら、彼は大 笑いして いた。
シャオベイ

次に向かったのは小 北湖。そこには人っ子一人いなかった 。
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芝生の ように砂 浜に草が 生い茂り、 水面近く まで続い ている。
実は、小北 湖はかつ て青海湖 の一部だっ たのだ が、水位の 低下

ぞう きん

とと もに切り離 されたの だ。アラ ル海のよう に、湖 底が剝き出
しになる 運命が待ち 構えてい るのか。
湖岸 には巨大 な藻が、 干からびた 雑巾みた いに打ち 寄せられ
ている。 一つが五十 センチ近 くもある 。一部は 五メート ル先の
湖面 まで漂い 、さざ波に ゆらゆ ら揺れてい る。
「鳥はい ませんね」 と白さん が言った 。
「ほ ら」
僕は一 羽のカモメ を指さし た。白さ んと陳さ んは、落 ちてい
たゴ ミをカモ メに向か って投げ る。餌だ とすかさず とらえよ う
とするの だが。

「 頭がいいか ら分か るんだよ」 と僕は答 えた。
芝生の ような草 原で、三人 は中国 と日本の体 操を見せ 合った
り、腕立て伏せの競争をしたりした。陳さんが逆立ちをすると、
白さん も真似し てやった が、ずっこ けてちょ っと腰を 痛めてし
まった。
それか らは腕 相撲で、白 さんには 楽勝で勝 てたが、陳 さんは
本当に強く て、腕の 筋肉の盛 り上がりが すごか った。全く 三人
とも 高校生に戻 ってしま ったみた いだった。
車に乗り 込みひた 走る。す ぐに小北湖 は視界 から消え、ダ ー

こうちゅう

クブ ルーの青海 湖の湖面 を、後ろ 髪が引かれ る思い で眺めた。
もう二度 と目にする ことはな いだろう から。車 は西寧の 方向を
目指 したが、 予定を変更 して湟 中に向か う。
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ツォン カパを 祀るタール 寺
ツォ ンカパと 聞いて、 知らないチ ベット人 はいない だろう。
ダライラ マを頂点に いただく ゲルク派（ 黄教） の開祖で、 密教
の修 行に中観派 の空の思 想の履修 を義務づけ 、戒律 の厳守を説
いたとさ れる。ツォ ンカ（現 在の湟中 ）に生ま れたから 、ツォ
ンカ の人とい うのでツォ ンカパ と呼ばれる ようにな った。
さて、 タール（塔 爾）寺（ チベット名 ではク ンブム寺） の門
前町 、湟中に 着いた。ガ イドブ ックには、 大ぶりの 刀を持っ た
はいかい
男たちが 徘徊して いて物騒だ と書い てあったの で、内心 はびく
びく していた 。とにか くチベッ ト人から 見たら、日 本人と中 国
人（漢族 ）は区 別がつかない 。特に 日が暮れた ら、いき なり殴

ら れたりしか ねない 。
昼食の 前に、湟 中の町を歩 いてみ ると、そん な物騒な 感じは
し なかった。 タンカ （仏画）や 宝石を使 った工芸 品の店や、 寺
院に納 める金メ ッキの鹿 や法輪を作 る作業場 のほか、 日常用品
を売る店や食 堂が軒 を連ね、け たたまし いクラク ションを鳴 ら
した車が行き交い、白い帽子をかぶったイスラム教徒の青年が、
自転車で通 り過ぎる 。
青海省、 チベット 人がアム ドと呼んだ 地域が 、チベット自 治
区と 異なるのは 、チベッ ト人とモ ンゴル人、 回族と 呼ばれるイ
スラム教徒が、漢族の中国人と混在して暮らしている点である 。
彼ら の共通語 は、青海省 で話さ れる中国語 の方言で ある。
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白さん らと入 った店のド アには、 清真食堂 という文字 が見え
た。これは イスラム 教徒の回 族が経営し ている 。この町は チベ
ット 人だけでな く、回族 の人口も 多く、清真 寺と呼 ばれるイス
ラム教の モスクもあ る。とは いっても、 中東に ある石造り の物
とは 違い、外見 は中国風 で仏教の 寺院と区別 がつき にくい。
昼食は山 菜のニン ニク炒め 、ほうれん そうの 炒め物、羊 肉の
煮付 けなどだ った。割り 箸があ るが、見る とひらが なで「お て
もと」と 書いてある 。日本に 輸出する ために中 国で製造 してい

まん じゅう

ると いうわけ だ。
けいだい
午後二時過ぎに、ツォンカパを祀るタール寺に参拝した。境内
に 入って すぐに 、如 来宝塔が ある。白色 の饅 頭 を二 つ重ねた
そうりん
上に、相 輪の軸 が突き出た形 の仏塔 である。

ゲ ルク派の 祖、ツォ ンカパは 一三五七 年に生まれ た。父親 が
たいばん
ぼ だいじゅ
一緒に出 てきた 胎盤を埋め たところ 、菩提樹 がすぐに生 えてき

はちよう

れん げ

た 。その木は 葉や樹 皮が仏陀の 姿を写し 、妙なる 香りを出す と
が らん
言われる。一三七九年にまず仏塔が作られたが、タール寺の伽藍
ミン
が建てられた のは、 一五六〇年 頃、中国 が明の時 代である。
タール 寺は四 方を山に囲 まれ、悟 りを象徴 する八葉の 蓮華の
形をしてい る。白壁 の石造り に木枠の窓 をはめ 込んだチベ ット
風の建築に、中国風の宮殿式仏殿が守られるように建っている。
白檀の木 が生える長 寿殿（花 寺）の中に は、ツ ォンカパの 母が

み ろく ぼ さつ

こんじき

座っ て休んだと 伝えられ る石も残 っている。
だい きょう どう

大 経 堂 には 弥勒菩 薩の金 色の像が祀 られている。その前 に
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は、一 九八九年 に共産党 のチベット 政策を批 判した後 、謎の死
を遂げたパ ンチェン ラマ十世 の写真が飾 ってあ る。また、 パン
チェ ンラマそっ くりの金 色の像が 、ゲルク派 の宗祖 ツォンカパ
こんぞう
の金像と 並んでいる ところを 見ると、チ ベット 人がいかに 亡き
パン チェンラマ を慕って いるかが 分かる。
とう みょう
薄 暗 い の お 堂 の 中 は 、 灯 明 に 捧 げ ら れ た バ タ ーの 燃 え る 、
独特 な乳臭さ が漂ってい る。こ の建物を支 えている のは、百 六
六本もの 柱である。 壁にはガ ラスの棚 が備え付 けられて おり、
そこ にはツォ ンカパの小 さな像 が千体も祀 られてい る。これ を
見ただけ でも、タ ール寺がツ ォンカ パのための 寺院であ ること
が分 かる。
だいきん が でん
る り
その向かいにあるのが、大金瓦殿である。金色の屋根に、瑠璃

色 の外壁が特 徴であ る。お堂の 建ってい る場所で、 ツォンカ パ
は生誕し たと伝 えられてい る。そこ から菩提 樹が生えて 、一部
は 建物の外ま で伸び ているとい う。
ソ ー ユ ファ
酥油花館には、バターで作られた人物像や花が飾られている。
宮殿や役人、 庶民、 象などの動 物まで彩 色された 形で丹念に 作
られ、 ガラスケ ースも冷 やされてい るのだが 、気温の 上昇とと
もに、一割 以上が溶 けて壊れ てしまって いる。
まあ 、温度管 理が適切 でないのか 、観覧時 間が過ぎ たら、ス
さい く
イッチを 切ってしま っている のだろう。 バター でそうした 細工

りゅうぞう

を作 る職人は、 手を冷水 につけて 冷やしなが ら、作 業を進めて
いくとい うのに。
そ の部屋 には 、釈迦如 来の 座像と地蔵菩薩の 立 像が祀ら れ
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パンチェン あん ぐう

ている 。菩提樹 による木 像である。 周囲の壁 には棚が 据えつけ
られ、チベ ット仏教 の経典が ずっしりと 保管さ れている。
あ とは「班 禅行 宮」が 残っ ていた。チベ ットでダライラ マ
と並んで 、祭政一致 の政権を 支えてきた のが、 パンチェン ラマ
であ る。ダライ ラマとパ ンチェン ラマは、互 いに権 力を争いな
がら、また支え合いながら、チベットに君臨してきたのである 。

きゅうこうばい

山 の上に登っ ていく。 そこは歴 代のパンチ ェンラ マやダライ
ラマ、チ ベット政権 の高官が 宿泊して いた所で ある。く ねくね
した 急 勾配の石段に、ガイドの白さんの方がつらそうである。
それに しても、チ ベット自 治区を旅 した前回 とは違っ て、今
回は高山病の症状が出ていない。ラサは富士山の標高に近いし、
ヤムドゥ ク湖に 至っては四五 〇〇メ ートル、酸 素が少な くて意

もうろう

ど きょう

識 が朦朧とす るほど だった。症 状が出始 めるのは、 三五〇〇 メ
ートル前 後あた りからだと される。
行 宮は 中国風 の建物 で、今 は僧侶が読 経 する場所 となって
いた。 僕は境内 の商店で 、タール（ 塔爾）寺 の歴史の 本と『西
蔵生死之書』 を買っ た。後者に 関しては 、チベッ ト仏教の高 僧
ソギャル・リンポチェが、 "The Tibetan Book of Living and
の タ イ ト ル で 英語 で 書 い た 本 の 中国 語 訳で あ る こと が 分
Dying"
かっ た。日本語 訳は『チ ベットの 生と死の書 』とい う題名であ
る。
ター ル寺はと にかく、 ツォンカパ のための 寺院と言 ってよい
のだが、ツォンカパ自身はラサに出て行くと 、もうツォンカ（湟
中） には戻っ てこなかっ た。ダ ライラマ政 権を支え るゲルク 派
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の宗祖 であり、 死後はラ サの東にあ るガンデ ン寺（甘 丹寺）に
れいとう
埋葬され、 霊塔の中 で崇拝の 対象となっ てきた が、文化大 革命
で遺 体が散逸し 、わずか に残った 骨の一部が 再建さ れた霊塔の
中に祀ら れている。
西寧に戻 ってきた 。青海湖 まで往復し 、湟中 に寄ってき たわ

ラー ユ

けだ が、車で 五百キロ走 行した ことになる 。約束し た通り、 白
さんのお 宅に再びう かがった 。水餃子 に牛肉の 煮物、メ ロンな
どを いただい た。水餃子 は黒酢 に辣油と刻 みニンニ クを入れ た
だけで、醤油は入っていないのに、何ともコクのある味がする 。
白 さんのお 父さんは、 日本に いたことも あり、日 本の事情 に
もよく通 じてい た。とにかく 、まだ 二度目に過 ぎない僕 に、親

友 であるかの ように 接して下さ った。こ れが中国式 の接待な ん
だなと感 じた。 日本人はす ぐに相手 へ心を許 さず、かな り親し
く なっても、 相手を 自宅に呼ぶ なんてこ ともしな いのだから 。
本当はゆっくりしたかったのだが、ホテルの門限もあるので 、
一時間半ほど でおい とました。 帰り際に 青海省の 観光ガイド の
本など をいただ いた。
そして、一 昨日と 同じホテル に戻った わけであ る。旅行中 の
出来 事を日記に 書いてい たら、午 前一時半に なって しまった。
その時、 案の定、ベ ット横の 受話器が鳴 った。 中国語で女 がし
ゃべっている。その夜、どうやって悪夢の再来を撃退したかは、
ご想像に 任せること にしたい 。
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タンカ の里レ コン
いよ いよ旅も 後半であ る。西寧の ホテルを 出ると、 空は青く
な
澄み渡り 、快い風が 頰を撫で る。秋風吹 くって 感じだな。 車で

たずさ

三十 キロほど走 って、平 安県にさ しかかった 。ダラ イラマ十四
世の生家 がある町で ある。こ の辺りの チベット 人はかつ て遊牧
を行 っていた が、今では 農耕に 携 わ るようにな ってい る。
ダライ ラマ十四世 はタクツ ェル村の農 家の出 身で、今で もそ
の家 には十四 世の親族が 住んで いるという 。チベッ ト人がア ム
ドと呼ぶ 地域は、 青海省の大 半と、 四川省と甘 肅省の一 部に相
当す る。古く はモンゴ ル王の支 配下にあ り、中華民 国の時代 か
らダライ ラマ政 権の支配が及 ばなか った地域で ある。し かし、

ゲ ルク派の宗 祖ツォ ンカパが生 まれたの もアムドで あり、チ ベ
ット文化 を考え る上では切 り離すこ とができ ない。

かたき

た だ、ここ にはイス ラム教徒 の回族も 多く暮らし ている。 白
い帽子 をかぶっ ているの ですぐ分か る。清真 寺と呼ば れるモス
クが街道沿い に見え てきた。こ れらは文 化大革命 以後に建て ら
れた もので ある 。宗教 が目の 敵 にされた 時代、イスラム 教も
弾圧を受け ていたの である。
チン サ シャン

車は青沙 山 を登っていく。標高は富士山の山頂並みとなる 。
一休 みしようと 車を止め て降りた 。軽く酔っ ている ようで、現
実感が薄 れて夢を見 ているよ うだ。
「気 持ちいい ねえ。酒飲 んでる みたいだ」
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三人は 酔っ払 いみたいに 、足元が ふらつい ていた。げ らげら
笑いながら 、澄んだ 空気を吸 うのを楽し んだ。
この 感覚には 覚えがあ る。富士山 の九合目 を歩き、 雲海を眺
めながら 、真夏の光 を浴びつ つ、真冬の 寒さに 震えた時。 そし
て、 チベット本 土に初め て足を踏 み入れた日 、寒さ は感じなか
ったけれ ども、高原 に放牧さ れた羊を 眺めなが ら、奇妙 で愉快
な感 覚に襲わ れていた。
これは 高山病の始 まりの症 状なのだ。 それを 防ぐには、 まず
水を たくさん 飲むこと。 そして 小便を出す こと。今 回はすぐ に
峠を下り ていくか ら、心配す る必要 はないのだ が。
世界四 大文明の 一つは、中 国の黄 河のほとり で生まれ た。も

う すぐ黄河が 見えて くると、白 さんが教 えてくれた ので、心 を
躍らせて いたの だが、道路 の下に見 えたのは 、川幅が十 メート
ル 余りで、日 本でも よく見かけ る上流の 風景だっ た。ただし 、
渓谷の 谷底を流 れている 。
水の色は思 ったほ ど濁ってい ない。下 流に行けば 、文字通 り

こずえ

の黄色 い河にな るとのこ と。周囲の 山を見渡 すと、木 の生えぬ
丸裸の斜面 が広がっ ている。 河原には木 も生え ていて、根 元を
流れ が洗っ てい るのだ が、増 水すると 梢 まで濁流が呑み 込む
と言うか ら、やはり 恐ろしい 河川に違い ない。
さて 、今はど こに向か っているか と言えば 、ゲルク 派の大寺
院ロンウ ー寺（隆務 寺）や、 タンカと いうチベ ットの仏 画で有
名な レコンと いう町であ る。と ころで、中 国の地図 を開いて み
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ても、 レコンと いう町は どこにもな い。とい うのも、 中国では
トンレン
同仁と呼ば れている からであ る。
チベ ット自治 区や青海 省の大半は 、主な先 住民族が チベット
人で、現 在は中国に 併合され ている。地 名の多 くはチベッ ト語

チャンツー

に由来するが、すべてが発音通りというわけではない。
「ラサ 」
リ カ ツォ
（ 拉 薩 ） な ど は そ の ま ま だ が 、「 シ ガ ツ ェ 」（ 日 喀 則 ） や 「 ギ
ャンツェ」（江 孜）などはかなりなまった音が中国語の地名と
なっている。湟中や同仁は、チベット語では「ツォンカ 」や「レ

とう や

コン 」だが、 これは全く 別の地 名となって しまった 。
これは 北海道の地 名の場合 と同じで ある。先 住民族の アイヌ

むろ らん

語を、日本語の発音に移すのは難しいから、
「トー・ヤ」
（洞爺）
り しり
や 「 リ ・ シリ 」（ 利 尻 ）と か 、ほ ぼ発 音通 り の 地 名は ま れで 、

しれ とこ

「 シ レ ト ク 」（ 知 床 ）、「 モ ・ ル エ ラ ン 」（ 室 蘭 ） な ど は な ま っ
ち とせ
し こ つ
て い るし 、（ 千 歳） な どは「シ ・コ ッ 」 が （ 志 古 津） と い う 漢
字 を 当て ら れ た も の の、「死 骨 」 を連 想す る とし て 、 お め で た
い地名 に変えら れてしま った。ちな みに湖の 方は「支 笏湖」と
して、アイヌ 語の発 音を残して いる。
さて、レコ ンが近 づいてくる と、チベ ット人の 姿をまた多 く
見か けるように なった。 ちょうど 麦の収穫を してい るところだ
った。刈 り取ったば かりの麦 穂を、積め るだけ トラクター に積

て ぎわ

んで 運んでいる 。それを わざと路 面にぶちま けてい る。
おばさん たちが道 路に繰り 出し、早く しない と車が来ち ゃう
よと でも言い ながら、手 際よく 平らに並べ ているの である。
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「あれ 、何やっ てるの？ 」
だっこく
ひ
「脱穀する ためです よ、車に 轢かせて」
白さ んの説明 に、僕は 首をかしげ たくなっ たが、そ うとしか
説明でき ない。自分 の乗って いる車も、 麦の上 を踏みつけ てい
った 。スピード を出して いるから 、大した衝 撃はな かったが。
「車のタ イヤに、引 っかかっ てる時も あるんで すよ」
「オートバイだったら、危ないよね。転倒する恐れだってある」
と僕は答 えた。
で も、よくあ ることだ から、白 さんも運転 手の陳 さんも、驚
いている 様子はな かった。車 に轢か せて脱穀す れば、燃 料代も
かか らないか らだが、 タイヤに 潰された 穀物なんか 食べる気 す
るのか？ でも 、粉にしてし まうな ら関係ない か。

レコン はお寺の 数が多い。 ここで は農業や商 業も盛ん で、人

おちい

々 が豊かに暮 らして いるからだ ろうか。 チベット 自治区では 、
徹底的 に寺院が 破壊され ていて、大 寺院は修 復されて も、小寺
が れき
院は瓦礫のま ま打ち 捨てられて いたが。 共産党に よるチベッ ト
侵攻 以前か ら、 中国の 支配下に あったので、内 戦状態に 陥 る
こともなか ったから か。
レコ ンのホテ ルにチェ ックインし 、少し休 んで昼食 をした。
徒歩で十分ぐらいのところに、ロンウー寺（隆務寺 ）があった 。

けんぎょう

青海 省ではター ル寺（塔 爾寺）に 次ぐ規模を 誇るチ ベット仏教
の大寺院 である。寺 院の大部 分はダラ イラマの 属するゲ ルク派
で、 顕 教 を必 修とし て戒律 を重視す る。ロンウー寺も例 外で
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は な い。『 チ ベ ット の 死 者の書 』 で有 名 な ニ ン マ 派や 、 ミ ラ レ
パの出た密 教中心の カギュ派 は、チベッ トでは 少数派なの であ
る。
ロンウー寺の門前には、チベット人の商店が軒を連ねている 。
雑貨 店、本屋、 オートバ イ屋、ど の店もチベ ット人 が経営して
いて、チ ベット語の 歌が流れ てくる。 聞こえて くるのも チベッ
ト語 。ただし 、青海省の チベッ ト語はアム ド方言と 呼ばれ、 ラ
せい ちょう
サ方言 との大 きな 違いは 、中国 語のような声 調 がないという
点で ある。
車とト ラクターと オートバ イが、ひ っきりな しに行き 交う。
けた たましい クラクシ ョン。車 が通るた びに、目の 前が黄色 く
なるほど 埃が立 つ。その前を 羊を数 十頭連れた 遊牧民が 通り過

ぎ る。百年ぐ らいの 時間の差が 、この同 じ通りに共 存してい る
のだ。
オ ートバイ に乗った 若者の顔 は明るい 。店の前で は、商人 同
えん じ
け さ
士が語 り合って いる。そ の前を臙脂 の袈裟を 着たお坊 さんが通
りかかる。こ こは全 くチベット 人による チベット 人のための 町
だ。中 国語がチ ベット語 の看板の下 に書かれ 、中国語 も通じる
という点を 除けば。
警察 官に両脇 を抱えら れた犯人が 、連行さ れていく さまも見
たが、い ずれもチベ ット人で ある。チベ ットの 中心ラサで はな
く、 周辺部の青 海省の町 で、チベ ット人の活 気が見 られるとい
うのは奇 妙だった。 観光地と なったラ サでは、 中国の植 民地の
よう な印象を 受けたが、 レコン は外国人が 余り訪れ ないおか げ
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で、漢 族の資本 が入り込 んでいない ものと見 える。文 字通りの
自治が行わ れている という印 象を得た。
雷が鳴っ たかと思 うと、叩 きつける雨 が降り 出した。白さ ん
と陳 さん、僕の 三人は、 マニ車の あるお堂で 雨宿り した。小降
りになっ たところで 、ロンウ ー寺に参 拝に出か けた。通 りから

とびら

は人 影が絶え 、埃もすっ かり静 まっていた 。かわり に、地面 は
ぬかるみ と化してい た。
大 経堂も 扉 を 閉ざ し、境 内は僧侶の姿 もまばら。時折 、小
雨を避け るように 、小走りで 通り過 ぎるだけ。 白さんが 中国語
で、チベット人のお坊さんに、僕が日本から来たことを告げた 。
顔 が 合っ た ので 「 タ シ デ レ 」と 声 を かけ る と 、「 タシ デ レ 」 と

ぼん ご

答 えてくれた 。梵語 の「ナマス テ」と同 じで、いつ でも使え る
便利な挨 拶であ る。
実 はロンウ ー寺の境 内は、外 国人には 未開放の区 域だった の
だ。な るほど、 純粋に信 仰のための 寺院なの で、入場 料を取ら
れることもな いし、 英語はおろ か中国語 の看板す らない。た だ

さくしゅ

し、許 可さえ取 れば、未 開放の場所 でも訪れ ることが できるの
おうよう
が、中国の 鷹揚なと ころであ る。チベッ ト人は この町では 、そ
れな りに生活に 満足して いるのだ ろう。漢族 に搾取 されている
という意 識を、ラサ の住民の ように抱く ことな しに。
たた

雨に祟ら れたせい で、ロン ウー寺の中 はろく に見られな かっ
た。 時計を見 ると、午後 五時少 し前になっ ていた。 午後六時 ま
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で休憩 すること になり、 ホテルの部 屋で一人 、中国語 の練習を
していたら 、いきな り停電し てしまった 。
そこ で、ホテ ルの受付 に行って、 明かりが つかない ことを伝
た
えた。と ころが、い つまで経 っても誰も 来ない 。もう午後 七時
で薄 暗くなって きている のに、白 さんたちま で来な いのだ。
恐らく仮 眠してい て、寝過 ごしてしま ってい るんだろう が、
起こ しに行こ うにも部屋 の番号 も分からな い。そこ で、廊下 に
シャオジエ
出ると 「小 姐」 と声を かけ、 職員がまだ来 ない。私の部屋は
電気 がつかな い。いつ職 員が来 るのかと、 下手な中 国語で尋 ね
た。小姐 は中国語 で何か答え たが、 何を言って るのか聞 き取れ

ウォー シー ワイグウォレン

ない 。ジェス チャーで 窓の外を 指したの で、この辺 一帯が停 電
であるこ とが分 かった。

ウォ ーシェハンツー

「 我 写 漢 字、 我 是 外 国 人（ 私は漢 字を書 きま す、私は 外国
人 で す）」 と 紙に 書 き 、下 手な 中 国語 で 筆 談 を 交 えな が ら 、 六
時 に来るはず だった ガイドの白 さんが来 ない、白 さんの部屋 は
か
どこか と尋ねて いると、 ちょうど白 さんと陳 さんが、 頭を搔き
ながら歩いて きた。 思った通り 、寝過ご してしま ったという こ
とだ。
ウ ォーメ ンシポン ヨウ
「 我 們 是朋 友 （私 た ち は友 達 で す ）」 なん て 言 っ てし ま った か
らか とも思った が、こん なことで 怒ってしま ったら 、旅も台無
しである 。ここは中 国なんだ から、大ら かにい こうと心に 決め

ユイピン

た。 夕食を食べ にいくこ とになっ た。
食堂に入 って「何 が食べた いですか」 と白さ んに訊かれ たの
で「 月餅」と 中国語で答 えたら 、小姐が笑 い出した 。
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「それ は秋に食 べるもの ですよ。満 月の夜に 」と白さ んは答え
た。
なる ほど、だ から「月 餅」か。中 秋の名月 に日本人 が月見団
子 を 供 え る のも 、「 月 餅」を 供 え る中 国の 習 慣 が 伝わ っ たと い
うわ けだ。
「僕は大 好きだから 、毎週食 べてます よ」
「そ れは経済 水準の違い ですね 」と白さん は続けた 。
ツァイタン
リーベンドーフ
菜 単（メニュー）を見ていたら、「日本豆腐」というのがあ

チュングォ ド ー フ

るの で、試し に注文して みた。 これは茶碗 蒸しをイ メージし て
いるのか もしれな いが、卵豆 腐を椎 茸や野菜の あんかけ でから
め たもの で、い くら 食べても 「中 国 豆腐」の味しか しない。
僕は昔 の日本の 経済水準に ついて 話した。子 供の頃と いうの

は 、昭和四十 年代の ことだが、 バスの小 人料金が十 五円、給 食
が一食五 十円、 出前のラー メンは百 二十円。 小学生の一 ヶ月の
小 遣いが五百 円だっ たことなど も。要す るに、今 の中国と比 べ
ても、 ずっと貧 しかった というわけ だ。
三人は酔っ 払って いて、意気 が高揚し ていた。ホ テルの庭 に

だま

柳があ ったのを 思い出し て、日本の 幽霊の話 をした。
「でも、出 てくるの はきれい な女だけだ よ。そ うじゃない と、
男に 相手にされ ないから ね。騙さ れて殺され たから 、恨めしや
って出て くるんだよ 」
翌日七時 半にホテ ルを出た 。朝食は清 真食堂 だった。イ スラ
ム教 徒の回族 のおばさん の店だ が、作って いるのは 中国式の お
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ヨウティヤオ

粥に揚 げパンだ 。
店の前に大 鍋を据 えて、細長 いのと丸 い煎餅型 のを揚げて い
る。 細長い方は 油 条の名 で日本で も知られ ている。お 婆さん
が揚げた のを、おば さんが手 際よくテー ブルに 運んでいく 。僕
はお 粥はやめて 、豆乳の 方を選ん だ。薄甘く て温か くてほっと
ザーサイ
させられ る味だ。そ れに丸い 揚げパン と搾菜。 久し振り にあっ
さり とした朝 食だ。
回族は やはりウイ グル族に 近い顔つき をして いる。トル コ系
の民 族なんだ ろうが、漢 族との 混血も進ん でいるら しい。鼻 が
それほど 高いわけ ではないが 、目許 の感じがい かにも中 央アジ
アの 民族の顔 なのだ。 男は頭の 天辺に、 白くて上の 平らな帽 子
を載せ、 女はス カーフを巻い て髪の 毛を隠して いる。中 東の女

性 とは違って 、赤や 黄色など、 自分の好 みのスカー フをして い
る。
レコン と言え ば、チベッ ト仏教の 仏画、タ ンカの里で ある。
タンカは学校 の授業 でも取り入 れられて いる。そ の制作を行 う
工房が 、ウトゥ ン寺（吾 屯寺）の中 にある。
いかにも田 舎の密 教寺院とい った感じ で、観光 客などあま り
受け 容れていな い雰囲気 だった。 こぢんまり として 、僧侶だけ
の共同体 を営んでい る感じで ある。外国 人がた まに訪れて 、タ
ンカ を求めてい くぐらい なのだろ う。入場料 を取っ たり、英語
の看板が 立てられた りといっ たことも ない。
山 門の前に臙 脂の袈裟 を着た若 いお坊さん が、数 人立ってい
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た。白 さんが中 国語で挨 拶すると、 奥のお堂 の扉を開 けてくれ
た。そこに は巨大な 未来仏、 弥勒菩薩が 祀られ ていた。千 年ほ
ど前 に建てられ たといい 、堂内は ほとんど明 かりが ないから、
ごくさいしき
極彩色で 細密に描か れたタン カは、目を こらし てもぼんや りと
しか見えない。高さ三メートル、幅ニメートルはあったろうか。

がん

工房の中に入れてもらった。まず目を引いた絵を紹介しよう。
ふ げん ぼ さつ
大きく描 かれた釈迦 如来や普 賢菩薩の 周りの山 々は、動 物たち

きんぷん

や草 花の一本 一本までが 、精魂 込めて書き 分けられ ている。 顔
りょう
料 の 石を砕 いて 描かれ ているの で、千年経って も変色しない
のだ という。 金粉も惜 しむこと なく用い られ、線の 一本一本 も
ゆるぎな い。こ のぐらいの絵 になる と、制作に は半年か かり、

ひ

百 万元はする という 。
そのほ かに、ツ ォンカパや 釈迦如 来の小さな 絵もあっ たのだ
が 、白ターラ （白度 母）の美し さに惹か れた。チ ベットで行 わ
こうごう
かん ぎ ぶつ
れてい るタント ラ仏教で は、仏も女 神と交合 した歓喜 仏の姿で
かん のん
きさき
描かれる 。白 ターラ は観音 菩薩の 妃 なのだが、 この絵では単

ほう かん

身で描 かれてい る。
うてな
蓮 の 台 に 座 し た 白 タ ー ラ は 、 首を 心 持 ち 左 に 傾 け て い る 。
頭に は宝冠をか ぶり、長 い首飾り を下げ、左 手を掲 げて右手を
膝の上に 置き印を結 んでいる 。透き通る ほど白 い肌に、雑 念を
排し た謎めいた 笑みを浮 かべてい る。絵の裏 側には 、チベット
にゅうこん
あかし
文字が記 される。こ れはタン カに 入 魂した という 証 である 。
「タ ンカを描 いていると ころを お見せしま しょう」 と、中国 語
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ほどこ

でお坊 さんが言 ってくれ た。工房の 奥には、 縦二メー トル、横
一メートル ほどの書 きかけの タンカがあ った。 鉛筆で下書 きが
して あり、そこ に淡い色 でわずか に彩色が 施 してあ る。
「この絵 は昨日描き 始めて、 一ヶ月ぐら いで完 成します」
お坊 さんの言 葉を白さ んが通訳し てくれた 。白さん と陳さん
が盛んに 中国語でお しゃべり していた が、会話 に入れな くて残
念だ った。せ めてもう少 し中国 語が上手に なれば、 お坊さん と
も直接話 せるのにと 思った。
さ らに奥には 巨大なお 堂があっ て、仏教世 界の王 が金像の姿
で祀られ ていた。 天井すれす れの巨 体は、一見 すると釈 迦如来
に似 ていたが 、背後か ら数匹の 蛇が鎌を もたげてい る。周囲 の
壁は、び っしり 極彩色のタン カで埋 め尽くされ ている。 描き終

ふん ぬ

え るには、十 年の歳 月を要した のだそう だ。
明かり に照らさ れたもとで 、タン カを芸術と して鑑賞 するの

は

もいいが、薄暗いお堂の中から 、白や極彩色の如来や菩薩、忿怒
ご ほうそん
すご
の護法 尊が浮か び上がっ てくる方が 、凄みが あってい い。あた
かも心の奥底 に眠っ ていた神仏 が、徐々 に眼前に 姿を現すと い

った、 宗教的な 体験に思 いを馳せる ことがで きるから だ。
くま どり
これと似た ような ことは、歌 舞伎の世 界の隈取 についても 言

ろうそく

える だろう。紅 と墨で血 管が浮き 上がるよう に描か れた線は、
電灯の明かりのもとでは、パンクの若者の風俗を連想させるが 、
江戸 時代に蠟燭 の明かり の中から 浮かび上が った白 い肌と隈取
のコント ラスト、派 手な衣装 が薄暗が りから見 え隠れす るさま
は、 幻想的な 神秘劇を見 ている 印象を与え たことだ ろう。市 川
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ふ どう みょう おう

れい げん たん

団 十 郎 が 成 田 山 の 不 動 明 王 の 霊 験 譚 を 演 じ た こ と で 、「 成 田
さいせん
屋！」とい う掛け声 とともに 、賽銭が投 げ込ま れたりする よう
な熱 狂を生み出 したのも 、薄暗い 舞台だった からこ そと言える
だろう。

め

僕は 貴重な体 験をした ような気が した。お 坊さんの 機嫌を損
じること がないよう に、堂内 はもちろ ん、お堂 の外側す ら写真
に撮 ることは 控えた。純 粋な信 仰とタンカ を愛でる 心のみを 、
この寺は 受け容れて いると思 えたから 。
山 門の所まで 、お坊さ んたちは 見送ってく れた。 ほとんどが
小坊主や青年僧だったが、二人ほど年配の僧侶も混じっていた 。
チベット語で「テゥジェチェ（有り難う）」と言い、
「さようなら」は分からないので、握手をした後、中国語で

サイチェン

「 再 見」 と言って別 れた。
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はるか 彼方の 極楽浄土
レ コ ンを 立 つ と き、 白 さ んは心 も とな い 表 情 で 、「 こ の 先 、
予定通り たどり着け るか分か りません」 と言っ た。実は、 昨夜
数時 間雨が降っ たのだが 、そのせ いで道路が 崖崩れ を起こして
いるかも しれないと いうのだ 。
「中 国の山は 木が少ない ですか らね。もし 予定の道 が通れな い
となると 、四時間は 余計に時 間がかか ってしま います」
車 で走行しな がら、運 転手の陳 さんは、通 りかか った人を見
つけるた びに、道 路の状況を 尋ねて いた。たど り着けた として
も、 夜になっ てしまう かもしれ ない。人 によって言 うことが ま
ちまちな ので、 道が通行止に なって いるのを覚 悟で、予 定通り

の コースをた どるこ とになった 。
「運を天 に任せ るって、日 本語があ りますよ 」
と 、僕が言う と、気 が楽になっ たのか白 さんが笑 った。
今回の道はとにかく悪路だった。舗装されていないばかりか 、
急斜面の一部を削っただけなので、草も生えぬ剝き出しの崖は、
ひと雨降る だけで岩 の塊が路 面に転がり 、路肩 の土も洗い 流し
てし まう。通行 を確保す るために は、雨天の たびに 補修工事を
しなけれ ばならない 。その仕 事をになっ ている のが、チベ ット

いらか

人や イスラム教 徒の回族 なのであ る。
青海省に はお寺が 多いと以 前書いたが 、こん な山あいに と思
われ るほ ど、あ ちこち から金 色の 甍 が顔を覗かせている 。チ
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あつ

ベット 自治区で は修復が 進んでいる のは大寺 院だけだ ったが、
ここでは小 さな山寺 までもが 、文化大革 命以前 の姿を取り 戻し

ガ シ ツ ェ

つつ ある。それ だけ農民 の信仰心 が篤いのだ ろうが 、寺院を再
建させる 経済力にも 恵まれて いるのだろ う。通 り過ぎた中 で特
に立 派だったの は、草原 の中で多 くの伽藍を 持つ瓜 什則寺だっ
た。金色の屋根と白い壁が土埃の中から浮かび上がって見える。
周囲 のはげ山 には、ぽつ んぽつ んとしか木 が生えて いない。
それか らまた悪路 の連続で 、壊れた道 路を補 修するため 、ブ
ルド ーザーで 路上に砂を まき、 人手で路肩 に岩を積 んだりと い
った作業 が一段落 するまで、 通行が 遮断されて いるので ある。
開通 した区間 を少しず つ進行す るといっ た感じであ る。
ひどい 悪路を抜 けると、見 渡す限 りなだらか な高原に 出た。

雨 が十分に降 るのか 、草がよく 生い茂っ ている。白 いテント が
見え、周 囲には ヤクや羊が 放牧され ている。 いくつかの 群れが
あ って、その 先はど こまでも草 原が続い ている。
目を凝 らすと 、赤紫や黄 色の花々 が群生し ている。オ ホーツ
ク海の原生花園を思い出したが、規模は比べようのないほどで 、
ここは 大陸なん だと実感 する。青空 はあくま でも澄ん で、白い
雲はほとん ど動きを 止めてい る。建造物 といっ たら、地平 線に
近い 丘陵のあた りに、土 塀に守ら れたチベッ ト人の 集落がある
ばかり。
これ ほどまで に何もな い所は、精 神は限り なく自由 であって
も、都会 人には耐え られない ほど不自 由に違い ない。水 は近く
で手 に入らな いだろうし 、もち ろん電気も 。ただ、 今では家 に
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よって は、発電 機を備え ているよう だが。
どこまでも 続く高 原を過ぎて 、ふたた び山の上 に登り、緑 の
パノラマを見渡しながら、持参してきたメロンを割って食べた。
味は格別 だった。雄 大な眺め を見ながら という こともある が、
果物 が高価であ るために 、ほとん ど口にして おらず 、極端なビ
タミン不 足に陥って いたから だ。
シャ ハ

午後一時半、夏河の町に入った。ここはもう青海省ではない 。
甘粛 省の甘南 藏（チベッ ト）族 自治州であ る。山と 山に挟ま れ
た谷あい に、細い 川夏河が流 れ、そ の奥にラプ ラン寺（ 拉卜楞
寺） の壮大な 伽藍がそ びえてい る。
ラプラ ン寺もゲ ルク派に属 し、チ ベット六大 寺院の一 つであ

る 。ラプラン とは「 仏の宮殿の ある所」 を意味する 。創建は 清
こう き
こ さつ
朝の康熙 四十八 年（一七〇 九年）だ から、古 刹というほ どでは
な いが、壮麗 な伽藍 と保存され ている書 物の豊富 さは、チベ ッ
ト仏教 の寺院の 中で随一 である。経 典のほか に、医薬 に関する
書籍も多く、 チベッ ト医学院で は、伝統 的な薬の 製造もされ て
いる。
夏河はラプ ラン寺 の門前町で 、参詣者 のための 宿泊施設と お
みやげ

土産 屋ばかりが 目につく 。イスラ ム教徒も住 んでは いるが、ホ
テルやレ ストランの 多くはチ ベット人で 、チベ ット語の歌 も流
れて いる。ここ にはチベ ット語の テレビ番組 もある 。
チベット 人の若者 が、オー トバイに乗 って、 クラクショ ンを
鳴ら しながら 走り抜ける 。ここ がレコン（ 同仁）と 違うのは 、
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欧米人 の姿が目 につくこ とだ。ただ し、レコ ンからの 悪路は避
けて、もっ ぱら蘭州 から訪れ るらしい。
町が けたたま しい音に あふれ、埃 っぽいの は確かだ が、谷あ
いの奥に あるラプラ ン寺まで 来ると様相 は一変 する。入口 には
広い 駐車場があ り、背後 に崖が控 えていると ころな どは、ラサ
のセラ寺 を連想させ る。ここ はチベッ ト自治区 の大寺院 のよう
に、 観光客を 多く受け容 れてい るのだ。レ コンのウ トゥン寺 で
感じた空 気とは異な り、から っと晴れ 上がった 陽気さに 満ちて
いる 。
観 光客は寺 のガイドに 従って 、拝観する ことにな っている 。
白さんの 話によ ると、外国人 と中国 人とでは料 金が全く 違うと

い うのだ。そ こで、 中国人の観 光客とし て振る舞っ てほしい と
言われた 。
小 声 で も 「 は い 」「 で す 」「 ま す 」 と 言 え ば 、 た ち ま ち 日 本
人であ ることが ばれてし まう。そこ で、白さ んにメモ を書いて
トェ
もらい、分か ったら 「対」と答 えること にした。 日本語の仏 教
用語は 中国語と 同じだか ら、簡体字 を知って いれば、 仏像の説
明などの看 板も、読 むだけで 大体分かっ てしま う。
医学 院には銅 製の釈迦 牟尼像があ る。これ は一八〇 九年に造
られた。 文殊菩薩像 は高さ二 七メートル で、一 九二八年に 造ら
れた 。ラプラン 寺は大寺 院ではあ るが、古寺 という ほどではな
いし、大火も経験しているから、古めかしいという感じはない。
喜 金剛学院の 本尊は中 国語で喜 金剛、チベ ット仏 教のヘーヴ
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も

ひ みつ しゅう え

ァジュ ラである 。母タン トラ系の仏 で、ヒン ドゥー教 のシヴァ
神に似て、 青い体に 多数の腕 を持ち、女 神を抱 きながら踊 って

にく

いる 。父タ ント ラの『 秘密 集 会タントラ 』では、仏陀が セッ
クス・ヨ ーガを行う 観想をす るのに対し て、母 タントラの 『ヘ
ーヴ ァジュラ・ タントラ 』では、 墓場でのヨ ーガや 、飲酒、肉
食、少女 とのセック ス、精液 を飲むな ど、この 世のあら ゆる道
徳が 破壊され る。もちろ ん、こ れらのおぞ ましい行 為は、現 在
では象徴 的な儀礼と 瞑想に取 って代わ られてい る。何の ために
と言 えば、善 悪の彼岸に 空の境 地を求める ためであ る。
な じ
り しゅ きょう
日本人 には 馴染み が薄い 世界だが、真 言密教の『理趣 経 』
でも 、愛欲は 肯定され ている。 イメージ としては、 躍動的な 点
で明王に 近い。 父タントラの 『秘密 集会タント ラ』に登 場する

だい い とく みょう おう

しんごんたちかわ りゅう

ヤ マーン タカと は、 大威徳 明 王 のことである。交合 した歓喜
しょう てん
仏と しては 、 聖 天ぐら いし か知られてい ないが。南北朝時 代
に流行した真言立川 流 では、男女の交合によって悟りを求め、
どく ろ
髑髏に 精液を塗 るなどの 黒魔術的要 素があっ たが、異 端として
禁止されてい る。
ラプラ ン寺の ヘーヴァジ ュラ（喜 金剛）は 金像。一九 五六年
そ ゆ
にバター（酥油）の灯明が原因で失火し 、喜金剛院は焼失した。
翌年 、再建され たわけだ が、喜金 剛像はこの とき、 パンチェン
しょうみょう
しい か
ラマ（班 禅大師）に よって贈 られた。 声 明 、詩歌 、梵語、チ

しゅん こう

ベッ ト語の書法 、音楽、 舞踊、絵 画、暦学な どが、 ここでは学
ばれてい る。
弥 勒仏殿 は一 七八八年 に建設 が始まり、一七九一 年に 竣 工
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けっ か

ふ

ざ

せっ ちゅう

した 。チベ ット と中国 の様式 の折 衷 で六 階建て、最上階 は宮
殿風となっている。五六億七千万年後に衆生を救う弥勒菩薩は、
金像 で結跏趺坐 の姿で祀 られてい る。ラプラ ン寺の 中でも、主
要な仏殿 の一つであ る。日射 しで瓦が金 色に光 るので、中 国人
は「 大金瓦寺」 と呼んで いる。
案内書を 買ってい たら、中 国人の集団 とはぐ れてしまっ た。
その おかげで 、かえって 境内を 自由に歩け たのは幸 運だった 。
いったん 駐車場に出 たあと、 車に乗っ て川沿い にある「 貢唐宝
塔」 に向かっ た。お堂の 中を巡 ってから、 狭い階段 を上って い
くと、塔 の上まで 出ることが できた 。
そ こから緑 がかった瓦 が下に 見え、ラプ ラン寺の 壮大な伽 藍
の全体が 見渡せ るのだった。 ラサの ポタラ宮に 次ぐ大き さを誇

る だけに、眺 めてい て見飽きる ことはな い。一望で きるから 、
どう う
そう ぼう
堂宇と僧 房の数 に圧倒され てしまう のだろう 。
ラ サのセラ 寺などは 、山の斜 面に建て られている ので、こ の
よ う に谷 間 に 広が る 全 体を 眺 望す るこ と が で きな い 。「 貢 唐 宝
塔」から見下 ろすと 、右手には 大夏河が 流れてい る。まあ、 小
夏河と 言った方 がいいほ どだが、清 流はゆる やかで水 面がきら
きらしてい る。
左右 の山には さまれた 谷に、ラプ ラン寺が 建てられ たのが分
かる。左 手の山はチ ベットに もあるはげ 山で、 ところどこ ろ草
が生 えるばかり で、ほと んど灰色 がかってい る。打 って変わっ
て、左手 の山には木 が生い茂 っている 。
「ど うしてな のかな」と 白さん が言った。
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「川の 下には地 下水が流 れているん だよ。だ から、そ の近くは
乾燥しきら ずに、木 が生える ことができ るんだ よ」
「知 らなかった ……」
ここから 川を右手 に見ると 、谷が伽藍 で埋め 尽くされてい る
ようだ。屋根の高さはまちまちなのだが、アンバランスのまま 、
ちがいだな
バラン スが取 れてい ると 言おう か。ちょうど日本の 違 棚のよ
うな 調和を生 み出してい るのだ 。
実際に は伽藍の向 こう側に は、夏河の 町が広 がっている のだ
が、 谷が寺の 建物で埋ま ってい るような錯 覚を覚え るのだ。 確
かにこの 町は、ラ プラン寺の ために 生まれ、参 詣者のた めに形
作ら れたと言 ってもい い。
その日 、夏河で は外国人を 招いた マラソン大 会が開か れてい

た 。塔からは ゴール の門や、飲 み物を売 るパラソル も見えた 。
なごやか な笑い 声まで、聞 こえてき そうだっ た。二九〇 〇メー
ト ルの高地で は、空 気が多少は 薄くて、 平地での 競技のため の
訓練に は、持っ て来いな のかもしれ ない。

さかずき

つ

車でホ テルに 戻った。夕 食でガイ ドの白さ ん、運転手 の陳さ
パイジュ
んと白酒を 飲むこと にした。 これはひな 祭りの 「しろざけ 」で
はない。中国の焼酎であって、度数は五〇度以上ある。 盃 に注
のど
いだのを 、ちょっと 口にした だけで、喉 が焼け るように熱 くな

る。
ジャンケ ンをして 負けた人 が飲むこと になっ た。中国人 はよ
くや るらしい 。日本人が やるビ ールの一気 飲みより 、ずっと き
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つい。 だけど、 僕はほと んどジャン ケンに勝 ち続けた 。勝つた
めのコツを 知ってい るから。
もう すぐ二人 ともお別 れだ。だか ら、コツ を教えて あげた。
そしたら、続けざまに負けてしまい 、白酒を飲む羽目になった 。
その コツってい うのは、 万人には 通用しない 。特に 勘の鈍い相
手には。
白 さんがホテ ルの部屋 に遊びに 来た。僕は 日本語 で次々に猥
談を言っ て、笑わせ 続けてい た。セッ クスの話 から、チ ベット
仏教 の歓喜仏 の話に移っ ていた 。ガイドな ら知って いた方が い
いと思っ たからだ 。
ク ンダリー ニ・ヨーガ と同様 に、体内に 潜むエネ ルギーを 、
上昇させるための修行をするのである。気を頭頂に上げるのに、

も

性 器を刺激し た方が いいのだが 、その反 面危険も多 いらしい 。
セックス の快感 自体にとら われてし まいがち で、精液を 「菩提
心 」と考えて 洩らさ ないという のは、凡 人には並 大抵のこと で
はない からだ。 そして、 無理に射精 を止める 場合の心 臓の負担
など、相当の ものと 考えなけれ ばいけな い。
それだ け性の 快楽と、死 の瞬間の 感覚は似 ているから で、本
来戒律で禁 じていた はずのセ ックスとい う禁じ 手を、後期 密教
が取 り入れたの も、効果 の大きさ によるとこ ろが大 きいとされ
る。
ただ し、チベ ット仏教 の主流をな すゲルク 派では、 出家した
僧侶は、 女性とセッ クスして はならな いことに なってい る。で
はど うするか 。瞑想で女 神をイ メージして 、交合し ているの と
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同様の 体感を得 ようとす るのだから 、これは 並大抵の 修行では
ない。
「お 坊さんは死 ぬ練習を している んだよ。頭 の上か ら魂が抜け
れば極楽 にいけると 考えてい るんだが、 それは 非常に危険 な修
行で 、心臓が停 止して本 当に死ん でしまうか もしれ ない」
白 さんは愛嬌 があって 、好奇心 が旺盛だっ た。数 日間の付き
合いだっ たが、弟み たいな感 じがして いた。
「もうすぐお別れだね」と言うと、白さんは黙り込んでしまい、
うつむき 加減にな った。
「会 うは別れ の始まり って言葉 があるよ 。さよなら だけが人 生
サイチェン
だっ て詩もね 。中 国語で は『再 見』だけど 、日本語の『さ よ

う なら』の『 さよう 』とは『そ う』って いう意味で 、別れる と
いう運命 なら、 別れましょ うってい うことな んだよ。こ れは仏
教 の影響かも しれな いけどね」
もてあそ
ちょっ と感傷 的にさせて 、純情な 彼の心を 弄 んでい る気が
しないでもな かった が、話して いるうち に、僕自 身も寂しい 気
がして きた。
「私は本当 に日本へ 行って、 先生の学生 になり たい。先生 に習
いた いことがい っぱいあ る」と白 さんは洩ら した。
「どちら でもいいん だ。君が 仕事で僕に いろい ろしてくれ て、
それ が終わった ので『さ ようなら 』なら、そ れでも いいし。ま
た話した いと思うな ら、手紙 とかくれ ればいい 。そした ら返事
は書 くから」
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彼はう なずい た。胸がい っぱいに なった様 子で、言葉 少なげ
に部屋を出 て行った 。午前一 時近くにな ってい た。

蘭 州にも白 頭山？
翌 朝はよく 晴れてい た。八時 にホテル を出た。ラ プラン寺 の
「貢唐 宝塔」に 上り、夏 河の町を見 渡した。 朝日を浴 びた伽藍
の屋根に、川 を渡る 冷ややかな 空気が流 れ、別れ の感傷を引 き
立てて いた。昨 日のマラ ソン大会に 集まった 人々の姿 もなく、
始まったば かりの町 の一日を 、ともにし ない非 情さが胸を よぎ
った 。
チベット人が居住する地区から、いよいよ離れることになる 。
緑の 山の間を、 車は時速 百キロぐ らいで走り 抜けて いく。しか
も、カーブした道なので、道路の中央を走っていくのだ。突然、
対向 車線から 車が現れる と、自 動車のレー サー顔負 けのハン ド
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ルさば きでよけ ていく。 ゲームセン ターで遊 んでいる なら、衝
突してもや り直しが きくのだ が。そこで 、僕は 冗談を言っ た。
「中 国はわざわ ざ高速道 路を作る 必要がない ね。普 通の道が高
速道路になるんだから。でも、そこをおじさんが歩いていたり 、
羊の 群れが横切 ったりす るんだよ ね」
川 沿いの道を 走ってい くと、鉱 石を取るた めに崖 を爆破して
いた。通 行止が解除 されるま で、道ば たに腰掛 けて川を 眺める
こと になった 。白さんは うつむ き加減にな り、ぽつ りぽつり と
つぶやい た。
「僕 は高校の 頃、政治 の勉強が 好きだっ たんです。 でも社会 に
出てみる と、学 校で習ったこ ととは 違ってまし た。悲し くなっ

た んです。で も、学 生は勉強し なければ いけません 」
時折、 小石が砂 埃を立てな がら転 げ落ちてい くのが見 えた。
ふ たたび車 に乗り込 んだ。イ スラム教 徒が住む臨 夏が近づ い
てきた。清真寺（モスク）の塔が見えている。以前、回族は『コ
ーラン』の音 楽を流 していたが 、今はや めている という。街 に
住んで いるのは 、イスラ ム教徒ばか りではな いのだか ら。
時間がない という ことで、臨 夏は通過 すること になった。 ひ
たす ら蘭州に向 かって走 っていた 。車の中で は口数 が少なくな
った。お 腹が空いて 口をきく 元気もなか ったか ら。蘭州に 到着
し た のは 午 後 三 時 近 く。 ホ テル にチ ェック イ ン し 、「 獅 子 頭 」
という、 ハンバーグ 風の肉料 理を食べ た。
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蘭州は とにか く暑い。青 海省は涼 しくて、 晩秋を思わ せるほ
どだったの と対照的 だ。遅い 昼食を終え て、午 後五時近く に、
蘭州 の南、五泉 山公園に 向かうこ とになった 。五つ の泉と仏教
寺院が建 ち並ぶ景勝 地だそう だ。
中国 の寺院は どこかし ら、日本の 物とは印 象が異な る。仙人
そ
でも出て きそうな雰 囲気なの だが、よ く見ると 屋根の甍 が反り
上が っている 。しかも中 国人が 有り難がる 色、朱で 柱が塗り た
くられて いる。寺の 本堂を覗 くと、中 には金色 の弥勒菩 薩が祀
られ ていたが 、日本でお 目にか かる姿とは かなり違 っている 。
ほ てい
みまが
布袋様と 見紛うほ どのふくよ かさで 、お腹がで っぷり膨 らんで
いる のだ。中 国人の価 値観では 、太って いることは 福徳や富 を
象徴するのだから、痩せている仏さまでは有難みが薄いらしい。

「 中国はおい しい物 が多いから 、未来仏 も太ってし まったん だ
ね」と、 僕は軽 口を叩いた 。
奇 岩を売っ ている店 があった 。切断さ れた面には 、和服姿 の
女や菊 の花びら を思わせ る模様が見 える。
チェ ガ ハオ シャン シー ニン ダ リェン
「 这 个 好 像 是 您 的 脸 （こ れ はあ な たの顔 の よ う で す ね ）」
女の顔 に見え る石を指さ して、売 店のおば さんに言っ たら、
まあ恥ずか しいと言 わんばか りの顔で笑 ってい た。
山の 中腹には 第二の泉 があった。 そこには 中秋の名 月の夜、
天井に開 けられた穴 から光が 注ぎ込み、 水面に くっきり月 影を
映し 出すという ことだっ た。
夕食になった。今夜も白さん 、陳さんとジャンケンをやって、
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パイジュ

ポ

ワ

負けた 人間が白 酒を飲ん でいた。全 く男って 、いつま で経って
も子供なん だからと 言う声が 、どこかか ら聞こ えてきそう だっ
た。そのうち、話はチベット仏教に移っていた。陳さんが「破瓦」
てんじき
と言って いるので、 死の瞬間 に頭頂から 魂を抜 く「転識」 のこ
と を 言っ て いる ん だ なと 思 っ た 。「ポ ワ 」 と 聞 く と、 オ ウ ム 真
理教が「 殺害」の意 味で使っ ていたの を思い出 すが、そ れは誤
用で あって、 死の瞬間に 成仏す る修行を指 すのであ る。頭頂 を
開くので 「開頂」と 表現され ることも ある。
僕 は蔵密気功 （チベッ ト密教の 気功）をし ばらく やっていた
ので、頭 頂が盛り 上がってき ていた 。ヨーガな どで体内 に眠る
エネ ルギー、 クンダリ ーニが上 昇すると 頭頂部に仏 像のよう な
こぶ
瘤が出来 るので ある。そこで 白さん に通訳して もらい、 陳さん

に 僕の頭頂を 見ても らうことに した。
「うん、 まだだ ね。頭頂が 開くと、 こんなふ うに丸い穴 が出来
る んだよ」と 、指で 円を作りな がら説明 してくれ た。
「ポワ は若いう ちにやる と良くない って聞い たよ。そ こから気
が抜けていっ てしま うから、若 死にして しまうん だって」と 僕
は言っ た。
プ シ
「 不 是 」と 陳 さ ん は否 定し た 。「 そ れは違 う 。 阿 弥陀 仏 に 何 万
回も お祈りすれ ば、寿命 を延ばし てもらえる んだよ 」
それを聞 いて、陳 さんが言 っている「 ポワ」 は、阿弥陀仏 の
浄土 への往生を 目指す古 派ニンマ 派の修行だ ろうと 思った。
「私はい ろいろな宗 派の本を 読んでい る。その 中で一番 適当だ
と思 う方法を 実践しよう と考え ている。そ の中で阿 弥陀仏に お

- 93 - 94 -

祈りし て行うポ ワが一番 簡単だと思 った。た だ、阿弥 陀仏の名
前を唱えれ ばいいん だよ」と 陳さんは続 けた。
「頭 頂に穴が開 いても、 若死にし ない方法が 二つあ る。一つは
開く寸前 の状態にし て、死ぬ 時に開頂す る方法 。もう一つ は開
けて しまってか ら、いつ も阿弥陀 仏にお祈り して、 その力をい
ただく方 法。一度開 いても、 修行をや めてしま えば、自 然に閉
じて しまうも のだよ。頭 頂が開 けば、自由 に体の外 に出たり 、
また戻っ たりできる ようにな る。そし て、生命 が肉体の 死後も
続く ことが分 かるように なる」
「でも、 死後に人 間になると は限ら ないでしょ う？」と 僕が言
うと 、陳さん は首を振 った。
「一度、 頭頂か ら出て行った 者は、 もう人間に しか生ま れ変わ

ら ないんだよ 」
僕は中 国人の青 年が、これ ほどチ ベット仏教 に入れ込 んでい
る の に驚 い た 。「 漢 族 は文 化的に 進ん で い る が 、 チベ ッ ト 人 は
仏教を 盲信して いる。私 たちは遅れ ている民 族を導い てあげな
ければならない」と、以前、中国人の女子留学生が言っていた。
それが 一般的な 漢族の考 え方だと思 っていた から、余 計に衝撃
的だった。とはいっても 、中国人の多くが無宗教になったのは 、
共産 党政権が支 配するよ うになっ てからであ り、今 でも観音菩
薩や阿弥 陀仏を信仰 している 人が少なく ない。 チベット仏 教に
触れ たのも、モ ンゴル人 に支配さ れた元朝の 頃から だから、西
洋人なん かよりよっ ぽど、中 国人の方 がチベッ ト仏教と の付き
合い は長いの である。
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ニー ジン

ウォージンニェンアールシーウー

店を出たのは午後十一時半頃だった。僕は白さんに「你今
ニェンドゥオダーニェンジー

ウォー メン シー ポン ヨウ

年 多 大 年 紀」
（今年何歳ですか）と聞くと「 我 今 年 二 十五
スェ
岁」とい う答えが返 ってきた 。陳さんは 二十九 歳だそうだ 。ち
な み に 、 僕 も ま だ 三 十 代 半 ば だ っ た 。「 我 們 是 朋 友 」 と 言 っ
ウォーメンシーションディ
ていたの が、いつし か「 我 們是 兄 弟 」に変わ っていた 。
酔った僕らは子供に返っていた。白さんは僕と陳さんの間で、
二人の腕 にぶら下が っていた 。
「僕 は弟だか ら、わがま まいっ ぱい言いた いんだ」 と叫んで い
た。
ホ テルに戻 ると、白さ んが部 屋にやって 来た。
「もうす ぐお別 れだね。いろ いろ教 えてくれて 有り難う 」と言

う と、白さん は「僕 は何もでき なかった 」と答え、 夕べのよ う
に「日本 へ行っ て、先生の 学生にな りたい」 と顔を上げ た。
「 今まで教え た学生 で、今でも 覚えてい るのは一 割もいるだ ろ
うか。 日本語を 教え始め た頃の学生 のことは 、よく覚 えている
けどね。でも 、忘れ られない人 のことは 、いつま でも心に残 っ
ている よ。君は いい思い 出を僕にく れたね」
僕がそう言 うと、 白さんはし んみりと した表情 になって、 僕
の方 をまともに 見られな くなった 。

ぼっかい

翌朝 、ホテル を出て空 港に向かう までの間 、白頭山 で遊ぶこ
とになっ た。白頭山 だって？ それっ て中朝国 境にある 長白山
のこ とって聞 かれそうだ が、巨 大噴火で渤 海という 国を滅ぼ し
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ほとり

しゃ り

た火 山とは 関係 ない。 黄河の 畔 にある白 頭山は、頂上に 十七
メートルの 白塔が建 ち、蘭州 を一望でき る高台 である。
薄い 肌色の塔 は西安の 大雁塔ほど 高くない が、イン ドで舎利
を納めた ストゥーパ （仏塔） が、日本の 五重塔 に変化する 過程

く よう

を示 しているの か？ 石 造りで入 れ子細工の ように 、上の階に
え っけ ん
行くほど 小さくなっ ている。 実は、チ ンギスハ ンに謁見 しよう
とし て、この 地で没した チベッ ト僧を供養 するため に建てら れ
たのだそ うだ。
時 間がなかっ たので、 そこにた どり着くた めに、 けもの道の
ような崖 をよじ登 った。そこ で三人 、別れの記 念撮影を した。
眼下 にはおだ やかな流 れとなっ た黄河が 、蘭州の町 を貫いて い
る。青海 省の山 中を流れる急 流と比 べると、非 行で暴れ 回った

少 年が、誠実 な青年 に成長した かのよう である。
時計を 見ると、 十時二十分 。下り て蘭州の空 港に向か うこと

そで

た しょう

に なった。
「もう すぐみん なとお別 れだけど、 僕自身も 旅行して いる自分
とお別れして 、また 普段の自分 に戻って いくんだ 」
そ れからは 、白 さんに 「袖振 り合うも他 生 の縁」という こ
と わ ざに つ い て 話 し 、「こ うし て会っ て い る のも 、前 世 で 会 っ
てい たからかも しれない し、たと え生きてい るうち に会えなく
ても、生 まれ変わっ たときに 会えるかも しれな い」と言う と、
白さ んもうなず いた。
蘭 州空港の前 に着いた のは十一 時半頃。蘭 州名物 の牛肉麺を
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食べた 。小麦の こしのあ る麺を、職 人は引き 延ばしな がら製麺
する。もと は豚肉を 食べない 回族の料理 で、香 辛料の効い た真
っ赤 なスープに 入ってお り、牛肉 の旨みが凝 縮して いるから、
辛い料理 が好きなら ぜひ食べ てみるとい い。
牛肉 麺といっ ても、薄 味で花椒だ けが効い ていたり 、生姜の
千切りが 盛り付けら れたりと いろいろ だが、日 本で食べ られて

イーディエンバン

いる ものは台 湾風で、蘭 州の人 が東京に行 って技術 を広めて い
るという 。
「 一 点 半 （ 一 時 半 ）」 と いう 中 国 語が聞 こ え て き た から 、 僕
リャンディエンアールシフン
はすかさず「兩 点 二 十 分（二時二十分 ）」と答えた。ガイド
の白 さんも、 運転手の 陳さんも 、僕の出 発時間を間 違えてい た
ようだ。 時間の 余裕があるの で、僕 と白さんは 牛肉麺を 食べた

店 に戻り、ビ ールを 飲んで語ら うことに した。

まっこう

乾 杯した。 中国式に 一気に飲 み干す。 白さんに注 いでもら っ
た。飲 むうちに 、ちょっ と感傷的な 気分にな った。ど んなに親
しくしても、 別れの 時というも のが、刻 々と迫っ ていたのだ か
ら。自 分を納得 させたか ったのだろ う。抹香 くさい話 を始めて
いた。
「仏 教ではすべ ては心が 生み出し たものだっ て考え るんだよ。
この花だ って、コッ プのビー ルだってね 。君は 実在する僕 を見
てい ると思って いるけど 、それは 君が心の中 で見た 僕のイメー
ジに過ぎ ないんだ。 だから、 僕と別れ たと思っ ても、心 の中に
僕が 現れれば 、別れたこ とには ならないん だよ」
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「先生 に手紙書 きます。 今話すみた いな日本 語だけど 」
陳さんは車 で待っ ていた。僕 と白さん が乗り込 み、飛行場 に
入っ た。そこで 三人で記 念撮影。 陳さんと握 手して 別れた。白
さんは僕 の搭乗手続 きをして くれた。
僕 が礼 を 言 う と 、「 本 当に 短 か った 。さ び し い 」と 白 さ ん が
言った。 僕が肩を抱 いてやる と、有難 うと答え た。彼は 手を振
ると 、振り返 ることなく 出て行 った。僕は そのまま 搭乗口へ と
急いだ。

しずく

雨 が降り出し ていた。 飛行機の タラップを 上ると きには、本
降りにな っていた 。あわてて 駆け上 って機内に 入った。 午後二
時 二十分 、蘭州 の空 港を離陸 した。窓を 叩く 滴 を見 て「これ
は別れを 悲しむ 涙だな」と思 った。 白さんは今 頃、車の 中で陳

さ んと何を話 してい るんだろう と思った 。きっと雨 について し
ゃべって いるに 違いない。
北京空 港に着 くと、行き と同じホ テルに泊 まった。振 り出し
に戻ってしま った感 じがした。 しかし、 この旅で 出会ったこ と
を記憶にとどめるために、日付が変わるまで日記を書き続けた。
僕の心の中 には、ま だ白さん も陳さんも いた。

わずら

翌朝 の飛行機 で帰国し た。九日間 も中国に いたので 、感性が
半ば中国 人のように なり、日 本人のきめ 細かい 神経が、か えっ
て 煩 わしく 感じられ るようにな っていた 。
その後、 白さんと は何回か 手紙のやり とりを した。また 旅行
に来 るように 誘われもし たが、 やがて音信 も途絶え た。それ か
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ら十数 年の月日 が経った 。

チ ベット人 との語ら い
以 前、中国 青海省出 身の日本 語研究者 に、チベッ ト料理店 へ
誘われ たことが ある。チ ベットとい うと、チ ベット（ 西蔵）自
治区だけかと思われがちだが 、本来のチベットは自治区以外に 、
青海省 の大部分 と四川省 の西半分、 甘粛省や 雲南省の 一部を含
めた広大な 領域であ る。
彼の故郷は同仁、チベット語ではレコンと呼ばれる町である。
ロンウー （隆務）寺 のある町 には、以前 僕も訪 れたことが ある
ので 、自ずから 親しみが 湧いたの である。
チベット 料理店と いうのは 、実は東京 西麻布 にある
METOK
とい う店であ る。彼の勧 めで出 された料理 は、羊の 揚げ物、 蜂
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ぬか

の 巣 の辛 子 炒 め、 モ モ（ チ ベッ ト餃 子）、 肉 うど ん 、 大 根 の 漬
け物、スー プ、ゼリ ーなどで ある。飲み 物はワ インの後、 紹興
酒を もっぱら飲 んだ。チ ャンとい う大麦の酒 は、糠 漬けの匂い
がするす っぱいどぶ ろくとい った感じで 、日本 人の口には 合わ
ない だろう。現 地の人は チャンを 水代わりに 飲んだ りするが、
最近はチ ベットの若 者でも、 麦焼酎の 方が人気 があるら しい。
彼から チベット人 の風俗に ついていろ いろ聞 けた。大柄 で体

たばこ

格の いい彼は 、現地の競 馬大会 にも出場し たことが ある。チ ベ
ット人と 一口に言 っても、牧 畜をし ている人や 農耕をし ている
人が いる。遊 牧してい る人々の 場合、女 性でも煙草 を吸う。 夏
の間は隣 家とは 一日がかりの 距離だ が、冬は高 地から下 りてく

る ので、十軒 ぐらい の集落を形 作る。外 はとても冷 えるが、 家
の中はヤ ク（毛 牛）や羊の 糞を燃や している ので暖かい 。

たきぎ

糞 を燃料に するとい っても、 乾燥の激 しいチベッ トでは、 た
けい ふん
ちまち カラカラ に乾いて しまうので 、肥料の 鶏糞ほど も臭わな
いらしい。そ もそも 、山の多く ははげ山 なので、 かつての日 本
のよう に、 薪 を拾いに 行くわけ にもいか ないのであ る。
僕はよくバ ター茶 を飲んだも のだが、 同じ遊牧 民族でも、 モ
ンゴ ル人の物と チベット 人の物と では、味が かなり 違う。モン
ゴルの物はバター茶というよりミルクティーと言った方がい
い。 プーアール （普洱） 茶を用い ながらも、 岩塩の 味を効かし
ているの で、飲み過 ぎると喉 が渇いて しまう。
一 方、チベッ トのバタ ー茶の方 は、バター の味が しっかりし
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し こう

て濃厚 だが、そ れほど塩 分は感じな いのであ る。ツァ ンパとい
う裸麦の麦 焦がしと ともに飲 むものであ る。
自分 の嗜好で は、チベ ットのバタ ーの味が 濃いお茶 の方がお
いしい。 ただ、同じ チベット のバター茶 でも、 冬の物には 独特
の臭 いがあるら しい。と いうのも 、寒さのせ いでヤ クの乳の出
が悪いの で、一ヶ月 前の乳か らバター を作った りするこ ともあ
るか らだとい う。
チ ベット語の ラサ方言 とアムド （青海省） 方言は 通じない。
三十パー セント分 かるかどう かだと いう。ラサ 方言には 、中国
語の ように声 調がある が、アム ド方言に は声調がな い。チベ ッ
ト語には 、単語 レベルで中国 語を語 源とするも のがある が、文

法 はむしろ日 本語に 似ており、 主語・目 的語・動詞 の語順で 、
助詞など も存在 する。
青 海省の多 くを占め るアムド は、中華 民国の時代 から中国 の
支配を 受けてお り、また 中国人（漢 族）以外 にもモン ゴル人や
イスラム教徒 も混在 する関係で 、チベッ ト人でも 中国語がで き
る人が 多い。チ ベット自 治区の村な どでは、 チベット 語しかで
きない人も いて、就 職などが できずに困 ってい る。
現在 の中国政 府は、チ ベット人や モンゴル 人に、小 学生の頃
から中国 語で教育を 受けさせ ようとして いる。 これは少数 民族
が多 数派の中国 人（漢族 ）の中で 生きていく には、 やむを得な
い選択か もしれない 。ただし 、中国語 で教育を 受けたチ ベット
人が 、家庭で チベット語 を使わ なくなれば 、チベッ ト語も滅 び

- 109 - 110 -

ゆく言 語となる 恐れがあ るという。

あ とがき

ゴ

ル

ム

二 〇〇〇年 （平成十 二）に、 二度目の チベット文 化圏を旅 し
て以来 、中国に は行って いない。二 〇〇六年 には、青 海省の西
寧とチベット自治区のラサ（拉薩）を結ぶ青蔵鉄道が開通した 。
僕が青 海省を旅 した当時 は、ゴルム ド（格爾 木）まで しか通じ
ていなかっ た。青蔵 公路をバ スでチベッ ト入り することは 、外
国人 には認めら れていな かった。 もしふたた び訪れ ることがあ
れば、青 蔵鉄道を経 由してチ ベットに入 りたい ものだ。
今回の青 海省の旅 では、チ ベット文化 に初め て触れた驚 きは
なか ったが、 ガイドと運 転手を 務めてくれ た中国人 青年との 交
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流が中 心となっ た。また 、チベット 仏教の死 の修行「 転識（ポ
ワ ）」 に つ いて も 、情 報 を交 換 す るこ と が で き た 。こ れ につ い
て日 本語で読 める文献として は、中沢新一・ ラマケツ ンサン
ポ共著 『改稿 虹の階梯―チ ベット密教の瞑想修 行』と、高藤
聡一 郎著『秘伝 ！ チベ ット密教 奥義』など がある 。後者には
中国人向 けに簡略化 された李 仲愚医師 の開頂法 が紹介さ れてい
る。中国 語での原 文にリ ンクを張 っておこう 。
最 後に、今回 の旅での 行程を記 しておこう 。
二 〇〇〇年 八月六日～ 八月十 四日

一 日目
成田発… 大連経 由…北京泊
二 日目
北京発 …西寧観 光（北禅 寺）…西寧 泊
三日目
西寧発 …日月山 …青海湖 観光（鳥島 ）…青 海湖泊
四日目
青海 湖発…小北 湖…ター ル寺…西 寧泊
五日目
西寧 発…ロンウ ー寺…同 仁（レコ ン）泊
六日目
同仁 発…ウト ゥン寺…ラ プラン 寺…夏河泊
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七日目
夏河発…五 泉山…蘭 州泊
八日 目
蘭州発… 白頭山…北 京泊
九日 目
北京発… 成田着

二〇 一六年十 一月二十二 日
髙野 敦志
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