目次
い ざ、チベ ットへ出 発！
ツェタ ンで会 ったチベッ ト人
蔵王墓とユ ムブ・ ラガン
サムイ ェ寺と ヤムドゥク 湖
チベットの 都ラサ へ
ダラ イラマの ポタラ宮
さらば、 チベット ！
ラサ から西安 へ
あとがき

－ Ⅰ －

1
110 97 85 75 61 40 23 9

いざ、 チベッ トへ出発！

お

き

一九 九九年七 月三十一 日午前十時 、成田空 港を離陸 したジェ
ット機は、南アルプス上空を通過し、福井付近で日本海に出た。
隠岐 の南を飛行 した後、 雷雲を避 けながら韓 国南部 を通り、中
せいあん
国西安に 着陸したの は、現地 時間の午 後一時過 ぎ。時差 を考え
れば、約四時間で唐の都長安だった街にすっ飛んだことになる。
む
上空か ら見た空港 の周辺は 、畑と剝き 出しの 赤土。多少 林ら
しい ものは見 えるが、ど こまで も平地が続 いている 。西安の 市
街と空港 は、かな り離れてい るらし い。タラッ プを下り ると、
満員 のバスに 詰め込ま れて発車 。バスに は冷房がな く、運転 手
が前方の ドアを 、足で開けた まま走 っている。

空 港の中は 飾り気が ない。入 国手続き を待ってい るのは、 大
半 が 日 本 人だ っ た 。「 熱 烈歓 迎」 の文 字が 見 える 。漢 字 だ ら け
な のは当然だ が、日 本人の感覚 からする と、何で も大げさに 感
じられてしまう。ただし、現在使われているのは簡体字だから、
中国語を勉強 したこ とがない日 本人には 、暗号の ように見え る
かもし れない。
僕が チベット に興味を 持ったのは 、大学に 入ったば かりの頃

かんぎぶつ

だ っ た 。『 バ ル ド ソ
ベットの死者の書」を
･ ドル』という「チ
きょう てん
読ん だの がきっ かけだ った。 仏教の 経 典のはずなのに 、収録
された壁 画に描かれ ているの は、女神 とセック スしてい る仏た
ち、 いわゆる 歓喜仏が中 心であ る。しかも 、人間が 死んでか ら
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ちゅう う

ぎょうじゃ

きょうてん

中 有 でさま よう間、体 験するこ とが書か れていた。
実 は 、『 バ ル ド・ ソ ド ル』 自 体 は、 チベ ッ ト 仏 教の 古 派 、 ニ
ンマ 派の 行 者の体験 を記し たもので、 インドで 作られた 経 典
せいてん
のみを正 典とするな らば、偽 経に分類さ れるも のである。 ただ
し、 心理学者の ユングも 、人間の 深層心理を 記録し たものとし
て、高く 評価してい るので、 謎めいた 世界の魅 力が揺ら ぐわけ
では ない。
昔も今 も、チベッ トに行き たかったら 、中国 を経由しな けれ
ばな らない。 中華民国の 時代ま では、中国 の保護国 並みの扱 い
で、ダラ イラマに よる祭政一 致の体 制が続いて いた。中 国人民
解放 軍がチベ ット全土 を制圧し 、ダライ ラマ十四世 がインド に
亡命して からは 、チベットの 中国化 が押し進め られてい る。い

ず れにしても 、チベ ットを体験 するには 、中国を避 けては通 れ
ない。
西安の 空港に 現れたおじ さんガイ ドは、日 本語も英語 も話せ
なかった。や むなく 、中国語で 筆談する ことにし た。英語が で

せい と

きれば何とかなるという考えは甘い。中国で個人旅行するなら 、
中国語の片言と、一通りの文法ぐらい習得しておいた方がいい 。

せい と

ペキン

かろ うじてコミ ュニケー ションが とれ、成都 行きの 搭乗手続き
をやって もらった。

こうえいへい

成都行きの飛行機は遅れていた。午後七時発となったが、北京
よりはるか西の西安では、太陽がまだぎらぎら照りつけている 。
出発 ロビーで はメガホン で、紅 衛兵のよう な女性ガ イドが搭 乗
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を促し ている。 軍事教練 でも行って いるよう に聞こえ る。成都
行きに乗る 日本人は 、どうや ら僕一人ら しい。
搭乗 したもの の、どこ に座ったら いいのか 分からな い。座席
番号など 関係なく座 っている のか？ ス チュワ ーデスに英 語で
尋ね たら、空い ている席 に座るよ うに促され た。国 内線である
ため、座 席と座席の 間隔も狭 かった。 ようやく 離陸した とき、
夕陽 は地平線 と三十度く らいか ら射してき た。
お手ふ きが出たの で夕食は 弁当か、と 思った ら、パン三 つに
チョ コレート 、豆菓子一 つ、パ イナップル っていう 珍妙な組 み
合わせ。 しかも、 子供の頃の 給食の パンみたい に固い。 機内食
に期 待しても しかたな いか。
田園地 帯と低い 山並みを越 えて、 ようやく四 川省に入 った。

成 都の空港に 着陸し たのは午後 八時半。 ここでは日 本語が分 か
るガイド の女性 が出てきて 、地獄に 仏といっ た気がした 。広州
経 由で日本人 の夫婦 が合流する らしい。 ほどなく 現れたのは 、
三十代 のＹさん 夫妻。気 取らない、 開放的な 二人とは 、気軽に
会話が楽しめ る仲に なった。

つわもの

宿泊先 の成都 飯店までは 、旅行社 の車で夜 の大通りを 飛ばし
た。上半身 裸で自転 車に乗っ てる人が見 えた。 中には自転 車三
人乗 りって強者 もいる。 さすがに これには驚 いた。 人が歩いて
いようが 、のろのろ 走ってる 車がいよう がお構 いなし。ク ラク
ショ ンをけたた ましく鳴 らしてい く。邪魔だ 、早く どけといっ
た調子だ 。
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午前四 時半起 床。荷物を まとめて チェック アウト。Ｙ さん夫
妻と車に乗 り込み、 夜明け前 の交通量少 ない道 を、高速道 路並
みに すっ飛ばし ていく。 空港でガ イドの女性 に搭乗 手続きをや
ってもら い、ホテル で渡され たパンと卵 、オレ ンジを食べ る。
六時 五十分発の ラサ（拉 薩）行き に乗った。
搭乗した 飛行機は 、国際線 並みにゆっ たりし ている。欧 米人
の姿 を中国に 来てはじめ て見か けた。大き な撮影機 材を持ち 込
んでいる から、テレ ビ局のス タッフか もしれな い。中国 では空
港周 辺や上空 からの撮影 は禁止 されており 、特別の 許可を得 て
いるのだ ろう。
離 陸してし ばらくする と、眼 下に素晴ら しい風景 、ドキュ メ
ンタリー でしか 見たことのな い、ど こまでも連 なる雪山 が広が

っ ていた。す でに夜 は明けて、 晴れ上が った大空か らは、夏 の
太陽が光 を放射 してくる。 大雪山脈 からチベ ット自治区 へと続
く 、青い山肌 と雪の コントラス が美しい 高山は、 瞑想する聖 者
ゆう ぜん
のよう に輝いて いた！ 悠然と 越えていく機体 に乗 った 僕ら
の
は、眺めてい るだけ で息を呑み 、精神を 高みへ引 き上げられ て
いった 。
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ツェタ ンで会 ったチベッ ト人
ラサ のクンガ 空港に着 陸した。当 時はまだ 、青海省 のゴルム
ドからラ サに至る区 間の青蔵 鉄道は開通 してお らず、チベ ット
高原 を走る鉄道 は存在し ていなか った。青蔵 公路か らバスで入
る場合は 、許可証が ない外国 人は不法 行為とな り、高山 病にか
かる リスクも 高い。金銭 的にか なり余裕が あり、団 体旅行に 参
加するな ら、航空機 並みの快 適さを持 つ鉄道で 五千メー トルの
峠を 越え、チ ベット入り するの も良いだろ う。
したが って、現在 でもクン ガ空港か ら入るの が、外国 人旅行
者に とっては 一般的な 経路と言 える。と はいえ、い きなり富 士
山の頂上 に下ろ されるような もので ある。高山 病にかか って、

到 着ロビーで 吐いて いる日本人 を見かけ た。幸い、 Ｙさん夫 妻
も僕も体 に変調 は来してい なかった が。

りゅうちょう

今 回のチベ ット旅行 で、案内 してくれ るガイドは 、三十歳 の
りょう
中国 人男性 梁 さ ん。 半年し か日本語を勉 強していないから 、
時々言ってい ること が分からな かったが 。ただ、 Ｙさんは台 湾
で勤務 していた 経験があ り、中国語 も 流 暢 に話 すので、 言葉
で困ること はなさそ うだった 。
梁さんが 用意した 旅行社の 車に乗った 。道の 両側には柳の 木
が植 えられてい る。しか し、日本 のしだれ柳 とは異 なり、青空
に向かっ て枝を伸ば している 。車窓か ら見える のは、岩 山と剝
き出 しの大地 、雨期には 牧草な どが生える 程度で、 乾燥した 土
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地で樹 木が茂る のは川辺 ぐらいであ る。
チベットの 大河、 ヤルツァン ポ川に沿 った道を 進んでいく 。
この 川はブラマ プトラ川 と名前を 変えて、ベ ンガル 湾に注いで
いる。上 流部に当た るチベッ トでも、川 幅は五 百メートル は下

し しゅう

らな い。広がっ ている部 分では湖 ほどの幅が あり、 水は泥で濁
っているものの、ゆったりとした流れには壮大な美しさがある 。

あいさつ

道 路を羊 の群 れが横断 して いる。黒い生地に 刺 繡 の入っ た
むち
民族服を 着たチベッ ト人のお じさんは 、鞭を片 手に羊の 群れを
追っ ている。 おじさんが 寄って きたので「 タシデレ 」と挨拶 し
た。
今 のところ 覚えている チベッ ト語と言っ たら、そ れくらい だ
ったから 。ヒン ディー語の「 ナマス テ」と同じ で、いつ 言って

も 構わない便 利な挨 拶である。
羊を眺 めながら 、ちょっと いつも と違うと感 じた。何 だかい
い 気分なので ある。 清酒をコッ プ一杯引 っかけた 感じだ。現 実
感覚は 薄れてい るが、光 や肌に当た る風には 敏感で、 半ば目覚
めたまま夢を 見てい るみたいだ 。
実は、 これと 似た感覚は 、富士山 の山頂近 くを登って いると
きた
きにも得た 。酸素の 濃度が低 いことで、 意識が 変調を来し たの
だろ うか。ラン ナーズハ イに近い のかもしれ ない。
ふたたび 車に乗り 込み、し ばらく草原 に沿っ て進むと、チ ベ
ット 人の村が見 えてきた 。石造り の家屋で、 窓にだ け木の枠が
きょう もん
はめら れてい る。平 らな 屋根では、 経 文を 記したタルチョと
呼ば れる旗が なびいてい る。風 に吹かれる たびに、 仏の教え が
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ど きょう

大空 に広が り、 風の声 が読 経 となると、 チベット人は考 えて
いるわけだ 。
今晩の宿 泊地、ツ ェタン（ 澤當）のホ テルに 入った。軽く 酔
った ような感覚 は残って いたが、 食欲はかな りある 。ここチベ
ットで幅 を利かして いるのは 、四川省 からの移 民である 。その

ひたい

ため 、レスト ランの多く は辛み の利いた四 川料理。
マー ボーどう ふ
ホワジャオ
さんしょう
昼食に 出された麻 婆豆腐は 、花 椒 という中 国山 椒 がすごく

きつるい

利い てい るもの 。舌が しびれ て、スカっ とした感覚が 額 から
かん
脳天に突 き抜ける 。味覚も違 ってし まい、水を 飲んだだ けで柑
橘類 の香りを 感じてし まう。
本場の 汁なし担 々麺が一番 おいし かった。お こげも良 かった

が 、何しろ量 が多す ぎて食べき れない。 中国人の習 慣では、 食
べきれな いほど 出すのが、 相手に対 する接待 なのだとい う。
「今日は体を慣らすために、ホテルでのんびり過ごしましょう」
ガイド の梁さ んは、ホテ ルに戻る と、受付 で枕ほどの 大きさ
もある、ゴム製の袋入りの酸素を、僕とＹ夫妻に渡していった 。
先端か ら出たチ ューブは 縛ってあり 、気分が 悪くなっ たら吸う
ようにとい うことだ った。ま た、高山病 に効く というお茶 、紅
景天 という薬草 のお茶を 紹介して くれた。
個室に入 ると、今 朝の起床 が四時半だ ったの で、ちょっぴ り

ぞうみつ き こう

昼寝 をした。目 覚めてび っくりし た。爪の色 が紫色 に変わって
いる。寝 ていると血 流がゆる やかにな り、酸素 不足が進 んでし
まうようだ。袋の酸素を吸って、紅景天をがぶ飲みし、蔵密気功
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をやっ たら、元 気を取り 戻すことが できた。 これはチ ベット密
教の修行の 一部を、 漢族向け に簡略化し 、健康 法の一つと した
もの 。
はっ

ホテ ルの外に 出てみる ことにした 。ツェタ ンはチベ ット人発
しょう
祥 の 地と言 われる が、 中心街は すっかり中国化され ている。
中国語の看板の下には、チベット語の表記もされているのだが。
この街に 住む過半数 は漢族な のではな いか。洋 服を着て いるの
が漢 族で、黒 地に色糸で 刺繡し た民族服を 着ている のがチベ ッ
ト人。衣 装は民族 の誇りなの だろう 。強い紫外 線で焦げ 茶に日
焼け し、皮膚 は乾燥し きって、 深い皺が 刻まれてい る。それ で
いて、人 なつっ こい表情をし ている 。

大 通りは警 笛が鳴り 響き、ト ラックや バイク、自 転車に人 力
か
車をつな いだ輪 タクがせわ しく行き 交う。ど けどけって 感じだ

いなか

が 、人も車の 前を平 気で横切る 。他人の ことなん か気にしち ゃ
いられ ない。我 先に出て 行かなけれ ば、中国 化した街 では生き
ていけないん だろう 。

うっくつ

その点 、チベ ット人は適 応できて いないよ うだ。田舎 の住人
が、都会の 人間にい いように されている って感 じ。二級市 民扱
いさ れていて、 鬱屈して いると言 おうか。チ ベット は中国の植
民地って 印象なので ある。
食堂 の中に民 族衣装を 着たチベッ ト人の青 年が立っ ていた。
肩からダ ニェンとい うリュー ト型の弦 楽器を下 げている 。通り
で立 ち止まっ て見ている と、こ ちらの方に 寄ってき た。弾き 語
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りする から、カ ンパして くれと言っ ているの だろう。
どうやら青 年は、 英語も中国 語も通じ ないよう だ。せっか く
だか ら録音して おきたい と思い、 僕はお金を ちらつ かせ、カセ
ットテー プも見せて 「いいか ？」と身振 りで合 図した。
青年 は弾き始 めた。三 本の弦から シタール に似た、 天上の音
楽を思わ せるうなり が響いた 。一曲弾 き終える と、僕の 方をじ
っと 見る。す ぐにお金を 渡さな いと、今度 は弾きな がらチベ ッ
ト語で歌 い出した。 それは素 朴な民謡 調の歌で 、生きる つらさ
と、 その中で 見いだした 喜びを 語っている ように思 われた。 演
奏が終わ ったとき 、思わず「 おう！ 」と声を上 げて拍手 した。
カ メラを向 けて、ＯＫ ？ と 問うたが、 通じない 。身振り 手
振りでよ うやく 、写真を一枚 撮らし てもらった 。財布の 中を調

もうたくとう

べ たら、毛沢 東の百 元札しか入 っていな い。
まあ、 いいかと 思って手渡 すと、 青年は「僕 に？」と でも言
う よ うに 、 驚 い た表 情を 見 せ た 。「 い いん だ よ 」 と言 う つ も り
でうな ずいて、 さらにお 札を差し出 すと、信 じられな いという
表情が、満面 の笑顔 に変わって いった。
そ ばに バ イ クを 止 め て いた漢 族 ら しい 男が 、「 いく ら もら っ
たんだ？」 と声をか けたよう だ。
「お う！」
百元と言 えば、日 本円では 千四百円ぐ らいだ が、ガイドの 梁
さん の日給が五 十元だか ら、二日 分の給料を 上げて しまったこ
とになる 。
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ホテル に戻っ て少し休ん だ。先ほ どまであ れほど暑か ったの
に、灰色の 雲が広が ってきた と思ったら 、雷鳴 がして通り 雨が
降っ た。夕食は 午後七時 からだっ たが、北京 時間だ から、真夏
の五時ぐ らいの明る さである 。梁さんが 迎えに 来てくれて 、外

ふ

の食 堂に出かけ ていった 。
昼間と同 じ四川料 理の店だ った。Ｙさ んの奥 さんは頭痛 とだ
るさ がひどく て、ホテル の部屋 で臥せてい るとのこ とだった 。
Ｙさん自 身も頭痛が ひどく、 食欲がな いと言っ ていた。 僕自身
も、 辛みの効 いた肉炒め はおい しかったが 、あとは 豆入りの お
かゆ
すい か
粥、西瓜 ぐらいし か食べる気 がしな かった。
部 屋に戻っ たが、頭痛 がして きたので、 袋詰めの 酸素を吸 っ
たり、紅 景天と いうお茶を飲 んだり 、少し歩き 回って肺 活量を

高めたりした。どうやら、高山病の症状が出てきたようである。
まだどこ も見物 して回った わけでも ないのに 、これでは 先が思
い やられる。 チベッ トではまず 、酸素の 薄さと闘 わなければ な
らない のである 。
のど
かわ
午前一時半頃寝たら、喉が渇いてすぐに目が覚めてしまった 。
二日酔 いの症状 に似てい る。水分を 補給する ことにし た。空気
が乾燥して いるだけ ではない 。不足して いる酸 素を、水か ら補
おう としている らしい。
起き上が って紅景 天という 茶を飲み、 横にな ったのだが、 今
度は 起きている のか寝て いるのか 分からなく なった 。寝られず
はんもん
にものを 考えている のか、答 えのない 謎に煩悶 させられ 続けて
いる のか。
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だい か えん

ご ほう そん

ふん

チベ ット仏教 の寺院の 壁画には 、後期密教特 有の 護法 尊、
みょう おう
い ふ
明 王 が数多 く登場 する 。鬼神を畏怖 させるために、 多数の顔
や手 足を持ち、 大火焰を 体から発 している。 水牛の 頭をした忿
ぬ そん
怒尊さえ いる。何も 知らない 外国人が見 たら、 これぞ悪夢 の世
界と 感じるだろ う。これ らの諸尊 はタントラ と呼ば れる経典に
のっと
則 っ ている のだが 、眠 りと覚醒 の境界をさまよう不 眠の体験
から 、イメー ジされたも のなの ではないか 。
とにか く、チベッ トの夜は 長い。一晩 明ける のに三晩過 ぎた
よう な感覚。 起きている 間だけ ではなく、 眠ってい るだけで も
疲れてし まう夜が 、手ぐすね 引いて 待っている のだ。こ うなっ
たら 、寝るの をあきら めた方が ましであ る。旅行の 日記をつ け
ていたら 、時計 は六時半を指 してい たが、まだ 明け方の ようで

あ る。日本人 の体感 からすると 、真夏の 四時半ぐら いで、空 気
もひんや りして いる。
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蔵王墓 とユム ブ・ラガン
少し 頭が痛か ったが、 かなり適応 してきた 気がした 。Ｙさん
の奥さん は顔色が良 くなって いたが、ご 主人の 方はつらそ うだ
った 。煙草を吸 ったのが 良くなか ったらしい 。
ヨウティヤオ
朝 食 は お粥 と油 条 （揚げ パン ）、 漬け 物 など で 軽 く 済 ま せ
た。 今日はま ず、蔵王墓 、チベ ット王の墓 参りをす ることに な
ほ そう
っている 。ツェタン の街から 外れると 、舗装の されてい ない田
舎道 に入った 。とにかく 揺れが すさまじい 。周囲は なだらか な
岩山が続 いており 、今にも落 ちてき そうな石が ごろごろ 、斜面
にし つがみつ いている 。
は
谷あいの盆地には裸麦の畑 、石で囲った牧場が広がる。草を食

む のは山羊と 牛。荷 物を運ぶの はヤク（ 毛牛）で、 人が乗る の
はロバで ある。 チベット人 の家は石 造りで、 出入り口と 窓だけ
は 木で出来て いる。
ごくさい しき

農家の人た ちは皆 チベット人 で、黒地 に極彩色の 刺繡の入 っ

そうぐう

た民族 衣装で着 飾ってい る。どうや ら今日は 晴れの舞 台、チベ
ット仏教の お祭りら しい。ガ イドの梁さ んも見 るのは初め てだ

み こし

そう で、思いも かけない 行事に遭 遇したこと になる 。
お坊さん がチベッ トのラッ パ、ワンド ゥンを 吹くと、パン チ

ご

ま

ェン ラマ十世の 写真を乗 せた御輿 が続き、村 の長老 や民衆が続
めぐ
いて、広 場全体を巡 るほどの 人の輪が できた。 老いも若 きも総
出と いった感 じで、中央 には草 を集めた壇 があり、 そこで護 摩
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た

を焚く のだろう 。
会う人ごと に「タ シデレ」と 挨拶する と、子供 たちは人な つ

ウォー シーリーベンレン

っこく近づいてくるし、お婆さんは目を輝かせてこちらを見る。
「ンガリ ビンネェイ ン」と、 片言のチベ ット語 で言ってみ る。
「私 は日 本人で す」と いう意 味で、 ここで「我 是 日 本 人 」な
どと言っ たら、和や かに雰囲 気が台無 しである 。
「そ うなの？ 」とでも言 うよう に、お婆さ んはうな ずいてく れ
る。梁さんの話では、人々に中国語は全く通じなかったそうだ 。
こ の人なつっ こさは、 かつての 日本人も持 ってい たもので、
開国した 頃に欧米 人に対して 示した とされるも のだ。実 はこの
辺り は外国人 未解放地 区で、特 別許可を 得て来てい るので、 他
国の人間 を見る こと自体が珍 しいの かもしれな い。

あいきょう

子供たちは盛んに手を差し出す。可愛くて愛 嬌 があるので、
ついお菓 子でも あげたくな るが、一 人にあげ たら集団に 囲まれ
て しまうだろ う。経 済的な面か ら見れば 、チベッ ト人の農民 の
暮らし は、四川 省から移 住してきた 漢族と比 べても、 ずっと貧
しいのだろう 。貧し いながらも 、古いチ ベットの 暮らしを守 り
続けて いる。
明治時代の 日本人 の暮らしも 、こんな 感じだっ たのではな い
か。 ラフカディ オ・ハー ン（小泉 八雲）が、 昔なが らの盆踊り
を見て、東洋の神秘を感じたというのも。言葉は通じなくても 、
人々 の温かさを 胸で感じ た。この 平和がいつ まで保 たれること
だろう。
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れん が

石ころ の道を 果てしなく 、だらだ らと車で 上っていく 。運転
席の脇に乗 っていた 梁さんか ら、この辺 りは撮 影禁止地区 だか

とばん

らと 言い渡され た。小高 い丘の上 に、煉瓦色 の石造 りの建物が
れい びょう
見えて くる。 これが 蔵王 墓、歴代チ ベット王の霊 廟 である。

けん でん

七世 紀初頭に 吐蕃を建 国したソン ツェン・ ガンポ王 と、唐か
こう か
まつ
ら降嫁し た文成公主 を祀る寺 が建って いる。中 国では公 主（皇
女） の降嫁を もって、チ ベット との友好が 始まった と喧伝さ れ
ているが 、当時は吐 蕃の軍事 力の方が 唐よりま さってい たとい
う。 一方、仏 教と養蚕を チベッ トに伝えた のは文成 公主だっ た
とされる 。ただし 、チベット では後 に中国仏教 は退けら れ、イ
ンド から後期 密教が導 入される ことにな るのだが。
薄暗い 堂内に入 っていく。 墓自体 はこの寺の 地下にあ るらし

い 。撮影料を 十五元 払えば、仏 像の写真 も撮れると いうのが 、
中国支配 下のチ ベットらし い。中央 に祀られ ているのが ソンツ
ェ ン・ガンポ 王、そ の両脇に祀 られてい るのは、 文成公主と ネ
こんじき
パール から降嫁 したティ ツゥン妃。 金色の像 に目鼻が 書き込ま
れており、日 本の仏 像ほどは洗 練されて いない。 右側には仏 足

ぎょう そう

にら

と伝え られる、 白地に朱 の足跡が、 傍らには パンチェ ンラマ十
世の写真が 祀られて いる。
堂 内の壁に は後 期密教 の諸尊が、 いかめしい 形 相で睨ん で
いる。日 本の密教で いう明王 や護法尊で ある。 まず目につ いた
のは 、仏像の頭 頂から垂 直に線が 延び、もう 一つの 頭が生えて
ず じょう
いるという点である。これは行者が頭 上 に仏像をイメージし 、
そこ から出た 光が行者の 頭頂か ら身体に下 りてくる という瞑 想
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と、何 かしら関 連があり そうである 。
お寺の脇の 仏塔を 時計回りで 巡ること になった 。仏教徒は 右
回り するわけだ が、チベ ット土着 のボン教徒 は左回 りする。チ
えん じ
ベット人 の若いお坊 さんは、 臙脂の袈裟 を着て いるが、髪 はき
れい に剃り上げ ていない 。スポー ツ刈りのよ うで、 目は愛嬌あ
ってニコ ニコしてい る。
階 段を下りて いくと、 蔵王墓の 記念碑が建 ってい る。その裏
手には、文化大革命の時に破壊されてしまった寺院の跡がある。
最大 宗派ゲル ク派の宗祖 、ツォ ンカパの霊 塔を祀る 大寺院ガ ン
はいきょ
デン寺（ 甘丹寺） なども、一 旦は無 残な廃墟に なり、よ うやく
修復 されてき たわけだ から、ま して小さ な寺院の多 くは、瓦 礫
のまま放 置され ているのであ る。

元 来た道を 引き返し 、昼食を とること になった。 僕はかな り
食欲があ ったが 、Ｙさんは ほとんど 食べられ なかったよ うだ。
ホ テルで小休 止して いる間、に わか雨が あった。 チベットで は
うる
つちぼこり
夏は雨期に当たるが、一時的なものであり、木々を潤おし、土 埃
を鎮めてくれ る点で は有難い。
午後三時半 にツェ タンのホテ ルロビー に集合。 目指すユム ブ

きゅうでん

めじ か

・ラ ガン（雍布 拉康）は 、吐蕃建 国の父ソン ツェン ・ガンポ王
と唐から 降嫁した文 成公主が 避暑で過ご した、 チベット最 古の
宮 殿とされる。名前はチベット語で「牝鹿神殿」を意味する。
もちろん 、元の宮殿 が保存さ れていた わけでは なく、文 化大革
命で 破壊され たのを、一 九八二 年に再建し たものだ という。

- 29 - 30 -

車は途 中まで 舗装された 道を進ん でいたが 、土埃のひ どいで
こぼこ道に なった。 それでも 三十分ほど で到着 したようだ 。車
は壮 大な高原を 眼下に望 む地点に あった。な だらか な丘にはさ
まれた土 地には、水 が流れた 跡があるが 、まば らに草が生 える

いただき

だけ の荒れ地で ある。広 大な地が 手つかずの まま残 されている
あかし
のは、そ れだけここ の自然が 過酷だと いう 証 である。
と ころで、肝 心のユム ブ・ラガ ンは、高い 丘の 頂 に 建って
いた。ち ょっと途方 に暮れる ような高 さである 。日射し が強い
せい で、思っ たほど寒く はない 。ここは富 士山頂み たいなも の
だから、 真夏でも 身震いする はずな のに。
急 坂を上り 始めた途端 、息切 れが始まっ た。建物 は百メー ト
ル以上高 い所に あるように見 える。 無理して登 っていく と、今

度 は心臓に痛 みが走 った。高山 病が命取 りになると いうのも 分
かる。少 し休む と、だいぶ 足が楽に なってき た。ようや くユム
ブ ・ラガンの 下にた どり着いた 。
そう きゅう
蒼 穹 に そそり 立つ 宮殿を 見上げる。ノア の箱舟から四角い
煙突が突き出 したよ うな形。実 際には数 段の建物 が連なる複 合

しらかべ

体なの だが。さ だめし西 洋人なら、 大洪水の 後に岩山 の頂に漂
着した船に 見立てる ことだろ う。
金色 の屋根の 下は、煉 瓦色に縁取 られた白 壁が基調 。そそり
ちょりつ
立つ塔の 部分も同じ デザイン で、剝き出 しの岩 山に佇立す る姿

わざ

は、大草原の中に唯一の建造物を築いた王の気概を感じさせる。
東洋人の 僕が見ても 、神に近 づくため に造られ たバベル の塔に
似て 、人間に 潜む神性が なせる 業である気 がした。
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し ゃ か む に

ようや く宮殿 の入口まで 登りきっ た。ユム ブ・ラガン は三層
の石造りとなっている。入った正面に祀られているのは
釈迦 牟尼だろう か。進ん でいくと 、インドか ら密教 をもたらし
た パ ドマ サ ンバ ヴ ァ （ 蓮 華生 大 師 ）、 ソン ツ ェ ン ・ガ ン ポ 王 、

しの

文成 公主、ティ ツゥン妃 らの像も ある。
再建され た宮殿の 内部は、 金色の像が 並ぶば かりで、王 と王

ごしき

妃の 暮らしを 偲ばせるも のはな い。一階を 出て脇の 外階段を 上
はし ご
り、さらに内側の梯子を上ると 、向いの岩山に連なるタルチョ、

ひろ

経文 を記した 五色の旗が 見える 。当時の二 人も、こ うした光 景
を眺めて いたのか 。チベット 人は風 が吹くたび に、たな びくタ
ルチ ョが真理 を弘めて いると考 えている のだ。
しばら くは、塔 からの眺め を楽し んでいた。 どこを見 回して

も 、チベット の山に は木が生え ていない 。文字通り の岩山だ 。
森林限界 を越え ているのと 、極端に 空気が乾 燥している ためで
あ る。今は雨 期であ るから、岩 肌にもま ばらに草 が生えてい る
のだが 。

けい だい

もう一 箇所、 今日は巡る 場所があ る。ソン ツェン・ガ ンポ王
によって創 建された タントゥ ク（昌珠） 寺であ る。山門を くぐ
ると 、境内はか なり広い 。文化大 革命でかな りの破 壊を受け、
壁画を修 復している 最中だっ た。チベッ ト人が 最も大切に して
きた ものを、破 壊し尽く されたの だから、人 々の心 の傷はまだ
癒えてい ない。
門 の中にはさ らに門が あり、周 囲に金色の 円筒状 のマニ車が
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どくじゅ

延々と連なっている。歩きながら回転させるたびに、経典を読誦
ご り やく
した御利益 があると いうもの 。回すとし ばらく くるくる回 って

こうげん

いて 、振り返っ てみると 、回転運 動が次々に 伝わっ ていくかに
へん ろ
見える。 まあ、四国 霊場八十 八箇所の砂 を踏め ば、お遍路 さん
にな って巡った に等しい 効験があ るというの と、同 じような発
想である 。
ち なみに、こ のマニ車 はチベッ ト独自のも のかと 思ったが、
は せ でら
いっ さい きょう
マ ニ
鎌倉の 長谷寺 に一 切 経 を収 めた巨大な摩尼 車があった。こち
らは 全身の力 を込めない と動か ない。これ だけ重い と、一度 回
転させた だけでも 、御利益が ありそ うである。
煉 瓦色の石 造りの建物 が、真 夏の光の中 でまばゆ く浮かび 上
がる。中 国や日 本にある木造 の寺院 とは、全く 雰囲気が 異なる

の だ。境内の 壁には 釈迦牟尼の 一生を表 す絵が、ま さに描か れ
ていると ころだ った。パド マサンバ ヴァの壁 画なども、 極彩色
で 目に飛び込 んでく る鮮やかさ を放ち、 すべて心 の目で見た 物
を描い ているよ うである 。
まん だ ら
チベット仏 教の修 行では、曼 荼羅の細 部まで記憶 し、意識 を
保ちな がらイメ ージを脳 裏に再現す る。覚醒 夢を見る ほど想像
力が活性化 すると、 映像が現 実であるか のよう にありあり と見
える 。壁画を描 いている 僧侶は、 脳裏に浮か んだイ メージを描
いている のであり、 写真を見 ながら模写 してい るのとは、 生々
しさ という点で 大きな違 いがある のだ。
タントゥ ク寺に祀 られてい る仏像を、 いくつ か紹介して いこ
う。 ポタラ宮 の建設を命 じたダ ライラマ五 世、歴代 の中で最 も
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崇拝さ れている ダライラ マの像は、 黄色い僧 帽をかぶ り、かっ
いん
いか
と見開くよ うな目に 口ひげ、 右手で印を 結んで いる座像。 厳め

かんのん

け しん

しさ が独特だか ら、見間 違えるこ とはない。
ぼ さつ
日本の仏 教では余 りお目に かかれない ターラ 菩薩は、女性 的

ち

え

な柔 和さを保っ ている。 観音の化 身とされて おり、 白ターラは
文成公主 、緑ターラ はティツ ゥン妃で あると、 チベット 人は考
えて いる。白 ターラにつ いて言 うと、顔や 足などに 七つの智 慧
の目がつ いている。

あ

み

だ にょらい

釈 迦十大弟子 が祀られ ている一 方、一つの 部屋に 釈迦像が十
体あった りする。 これは釈迦 が十大 世界の主で あると考 えられ
てい るからだ という。 無量寿仏 の別名を 持つ阿弥陀 如来の前 で
は、長寿 を願う 祈りが捧げら れてい る。

く よう

二 階に上が ると、僧 侶の住居 が並んで いる。大部 屋の中央 に
は、朱の 生地に 真珠を貼り 付け、観 音の姿を かたどった 巨大な
タ ンカ（仏画 ）があ る。ダライ ラマ五世 が母の供 養のために 、
作らせ た物だと 言われる 。隣の部屋 には、イ ンドから 密教を伝
えた行者、パ ドマサ ンバヴァの 像が祀ら れている 。ここにも パ
ンチェ ンラマ十 世の写真 が飾られて いる。
一九五九年 のチベ ット動乱で 、ダライ ラマ十四 世はインド に
亡命 したが、パ ンチェン ラマ十世 は共産党支 配下の チベットに
とどまり 続けた。し かし、一 九八九年、 ラジオ で中国のチ ベッ
ト政 策を批判し た直後、 謎の急死 を遂げる。 謀殺さ れたのでは
いた
すうけい
ないかと いう噂が流 れ、チベ ット人は 死を悼み つつ、崇 敬の念
を深 めたので ある。
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ほこり

ま た、車に 乗り 込み、 埃 っぽい道を、ツ ェタンのホテル ま
で戻ってい く。午後 六時半と いっても、 明るさ は真夏の午 後三
時ぐ らいだから 、日暮れ までは時 間がある。 夕食は 牛肉のカレ
ーにもや し炒め、キ ュウリの 砂糖まぶし 、ひま わりの種、 紅景
天の ジュース。 チベット に来たと いうのに、 チベッ ト料理らし
い物は、 まだ口にし ていない 。

サ ムイェ寺 とヤムド ゥク湖
ツ ェタンで の最後の 夜が明け た。午前 七時四十分 にホテル を
チェッ クアウト 。といっ ても、北京 時間に付 き合わさ れるチベ
ットでは、夜 明け間 もない涼し さである 。今日は まず、サム イ
ェ（桑 耶）寺に 向かう。 中国仏教と インド仏 教の優劣 が論じら
れていたチ ベットで 、インド 仏教のうち 、とり わけ後期密 教が
栄え るきっかけ となった 論争がな された寺院 である 。
ガイドの 梁さんが 、観光に は五、六時 間かか ると言ってい た
が、 ヤルツァン ポ川の船 着き場に たどり着い て、余 りの川幅の
広さを見 せつけられ たときに は納得し た。ほと んど海峡 ほどの
幅で ある。雨 期なので水 量も多 く、茶色く 濁っては いるが、 流
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れは至 ってゆる やかに見 える。水深 が浅いた めに、低 地いっぱ
いに浸水し てしまい 、川向こ うは線のよ うにし か見えない 。
サム イェ寺は 対岸にあ るとはいえ 、川上に ある渡し 場へは、
船で斜め に横断する ので、余 計に時間が かかる らしい。乗 って
きた 車に大きな 荷物は残 し、平底 の川船に乗 り移っ た。増水し
た川は河 原の林の多 くを、幹 の途中ま で水没さ せている 。にも
かか わらず、 夕立程度の 雨では 、乾ききっ た大地を 潤すこと は
できず、 山の斜面は 砂漠と化 して、風 が吹くた びに、恐 ろしい
砂嵐 を引き起 こす。静寂 が訪れ ると、美し い風紋を 描き出す の
である。
雨 が降るだ けで、剝き 出しの 山から泥が 流れ込む ため、川 の
たいせき
水はいつ も濁っ ている。その 砂が堆 積して、中 ほどに大 きな中

州 を作り出し ている が、草木を 生やすこ ともなく、 砂の島の ま
までとど まって いる。ひと たび洪水 が起これ ば、植物の 根に支
え られること のない 中州は、一 気に濁流 に呑まれ てしまう。
川岸に いると きは、川は 流れの止 まった湖 のように見 えた。
ところが、船 が中ほ どに達する と、膨大 な泥水が すべてを押 し

おうじょう

流して いるのが 分かる。 ただ、流れ にはむら があるた め、淀み
には砂が堆 積し、現 に僕が乗 っていた船 も、が くっという 衝撃
とと もに、しば らく立ち 往 生 し てしまっ たのだ。
時計を見 ると、午 前九時を 回っていた が、北 京時間である た

ふなぞこ

め、 流れる空気 は早朝の 冷ややか さ。日の光 もまだ さほど強く
りょう せん
なく、 両岸に 広がる 山並 みも、 稜 線がくっ きり浮かび上がっ
てい る。川風 に当たると 身震い してくるの で、船底 で身を縮 め
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ている人も多い。渡りきるには一時間かかると言われていたが、
実際には一 時間二十 分ほどか かってしま った。 大陸を流れ る川
のス ケールは、 とてつも ないほど 大きい。
ヤル ツァンポ 川を渡り きると、今 度は青い トラック の荷台に
押し込ま れることに なった。 荷台の上 に渡した 手すりに つかま

と さつ

って 、これか ら道なき砂 の道を 運ばれてい くらしい 。
「強制収 容所にでも 連れてい かれるの かね」
他 の日本人客 が軽口を 飛ばした が、これじ ゃ屠殺 されに送ら
れる牛か 何かみた いだ。いざ トラッ クが砂山を 登ってい くと、
揺れ 方が半端 じゃない 。
「僕の前 には道 はない。僕の 後ろに 道は出来る 」という 高村光

じ

太 郎の詩を地 で行っ ているのか 。自家用 車ではとて も進めな い
悪路であ る。普 段は真面目 なガイド の梁さん も、思わず 「チベ

が らん

ッ タンダンス してる 」と冗談を 洩らすほ どだ。そ れを聞いて 気
分も一 転、他の 日本人客 も「チベッ タンダン ス」と言 いながら
手すりにつか まり、 激しく揺さ ぶられる のを楽し んでいる。
サムイ ェ寺の 境内まで、 トラック は進んで いった。伽 藍の中
だいほんでん
で最も美し いのは、 中央に位 置する大本 殿であ る。金色の 屋根
を持 つ三層の造 りで、一 階がチベ ット式、二 階が中 国式、三階
がインド 式になって いる。屋 根に近い白 い壁に は、仏陀の 智慧
を表 す二つの目 が描き込 まれてい る。ここは 、ティ ソン・デツ
ェン王が 八世紀に創 建したと される。
境 内からでは 分からな いのだが 、小高い丘 から見 ると、サム
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すゅ み せん

ぶつでん

もん じゅ

イェ寺 は大本殿 を中心に 、円状の境 内に仏殿 などが配 置され、
チベット仏 教の曼荼 羅の形を 成している 。大本 殿が宇宙に そび
える 須弥山を、 四方の伽 藍のうち 、東側には 文殊菩 薩、西側に
み ろく
は弥勒菩 薩、南側に は阿弥陀 如来、北側 には釈 迦如来を祀 るこ
とで 、四つの大 きな大陸 、四大部 洲を表すな ど、古 代インド人
の宇宙観 を立体的に 表現して いる。
よ うやく、ト ラックは 売店の前 に止まった 。他の 日本人客も
降りてい く。そこに は十年間 ガイドを している プロがい て、梁
さん の先輩に 当たる人だ という ので、Ｙ夫 妻や僕も 一行と一 緒
に回って いくこと にした。
大 本殿の一 階はチベッ ト式で 、多くの僧 侶が読経 している 。
広い堂内 の奥に は釈迦如来の ほか、 歴代のチベ ット王、 密教を

ちょう ぶく

ほう りき

広 めたパドマ サンバ ヴァの像な どが祀ら れている。 日本で言 え
えんのぎょうじゃ
い かく
ば、役 行 者のような存在で、大きく鋭い目で威嚇する形相は、
チ ベット 土着 の神々 を 調 伏した 法力を物語って いる。また手
が示す 密印も、 仏像を区 別する際に 役立つ。
堂内は必ず 右回り で巡らなけ ればいけ ない。左回 りは仏教 と
敵対し た土着宗 教、ボン 教の行者の 巡り方な ので。堂 内の右に
いるお坊さ んは、先 の曲がっ たバチで大 太鼓を 叩き、心臓 に響
くような低い音を出す。うなるような鈍い読経の声が響き渡る。
どんぶり
二階は中 国式であ る。ラー メン 丼 の縁 を飾る「 喜」をデ ザ

ら せつにょ

イン したマーク を、壁の 上に認め ることがで きる。 ここにはチ
ベットの 歴史を表す 壁画が描 かれてい る。チベ ット人は 、観音
菩薩 の化身で あるオス猿 と羅刹 女から生ま れたとさ れている 。
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大本殿 は上の 階に行くほ ど小さく なる。三 階はインド 式であ
る。文殊菩 薩を中心 に、チベ ット仏教の 四大宗 派、ニンマ 派、

きゅう けい しつ

カギ ュ派、サキ ャ派、ゲ ルク派の 高僧像や、 歓喜仏 などが祀ら
れており 、天井には 見事な曼 荼羅が描か れてい る。
横 にはダ ライラ マ十四 世の 休 憩室があ った。大きな椅子 は
あるじ
長い間 、 主 が座 ること なく 置かれている。 そこにはサムイェ
寺の 境内を描 いたタンカ が掛け られていた 。
一通り 大本殿を拝 観した。 一階に戻る と、マ ニ車を回し なが
ら回 廊を進ん でいく。壁 画には まだ、文化 大革命の 生々しい 傷
跡が残っていた。仏の目を白く塗ったり、黒い塗料をかけたり 、
壁の一部を叩いて剝がしてしまったり。膨大な壁画のすべてが、
はい ぶつ き しゃく
どこ かしら破 壊さ れてい る。廃仏毀 釈 の頃 の日本でも、多 く

の 寺院が廃寺 となり 、仏像は溶 かされ焼 かれ、首を 落とされ 砕
かれた。 そうし た文化破壊 を、二度 と繰り返 してはなら ないの
だ。
昼食をとる ことに なった。食 堂に入っ たのだが、 そのすさ ま
じさといったら、線の細い日本人なら卒倒してしまいかねない。
はえ
蠅の数がも のすごい のだ。数 百、いや千 匹はい ただろう。 窓と
言わ ず、テーブ ルと言わ ず、蠅が 群れを成し て止ま り、蠅の群
衆で真っ 黒なのだか ら。食べ 物の匂いに 興奮し て、うごめ く表
面か ら噴き出す ように、 ブンブン うなりなが ら飛び 回っている
……
細 かいことは 気にしな い僕でさ え、こんな 所で物 を食べるの
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ご めん

つら

は御免 こうむり たいと思 ったのだが 、Ｙさん 夫妻がい やな顔一
つしないの には驚い た。お友 達になりた いと飛 んでくる蠅 に、
おま えらの面な んぞ見た くないと 言っても、 言葉が 通じる相手
ではない 。

じゅう たん

さて 、注文し て出てき たチベット のカレー は、ジャ ガイモと
ヤクの肉 が入ってい たのだが 、汁気が ないし肉 は筋っぽ いし、

あぶら け

はっ きり 言って まずか った。 蠅の 絨 毯を見ながらだから 、食
う
欲も失せ て残してし まった。 バター茶 に関して は、モン ゴルの
物よ りも 脂 気 が強 くて ミルクっぽさ がなく、塩気も あまり感
じられな い。周り の客は大半 がチベ ット人だっ た。
食 堂を出た 後、近くの 村を散 歩した。石 造りの農 家が建っ て
いて、畑 仕事を している男女 が、物 珍しそうな 目でこち らを見

て いた。道を 進んで いくと、小 川が流れ ている所に 出た。川 上
の林の中 では、 十名近くの チベット の若者が 洗濯をして いた。
Ｙ さんが近 づいてい き、中国 語で話し かけた。通 じたのは そ
のうち の一人だ けだった 。共産党支 配下のチ ベットで は、中国
語が話せなけ れば、 町に出ても まともな 給料は得 られない。 こ
れがチ ベット人 の強い不 満となり、 暴動が起 きる原因 となるの
だが、中国 語の教育 を強制す れば、中国 化され ることへの 反発
を引 き起こすこ とになる 。
また、ダ ライラマ の写真を 持っている だけで 、公安に連行 さ
れる という現実 も、仏教 に最高の 価値を置く チベッ ト人には、
受け容れ られないこ とだった 。ただ、 この時は そうした 緊張は
感 じ ら れず 、「お じ い さ ん は山 に 柴 刈 り に 、 お ば あ さん は 川 に
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ほう ふつ

けいけん

チベ ット人は非現 実

洗濯に 」といっ た、昔話 を彷彿させ る光景に 、しみじ みとした
懐かしさを 覚えるば かりだっ た。
さて、チ ベット人 が好きな 物は何か？
的なものに興味を示すわけだが。仏教に対する敬虔な気持ちは、
厳しい風 土が来世の 幸せを願 わせるん だろうが 、もう一 つはギ
ャン ブルだそ うだ。一見 、宗教 と相容れな い気がす るが、中 国
人に国を 奪われ、い い仕事も ない、来 世は遠し となれば 、賭け
事に 夢中にな るのも分か らない わけではな い。
一方、 チベット人 は遊牧民 族だから 、牧羊犬 として犬 を飼っ
てき た。牧羊 犬のほか 、番犬や 最近はペ ットとして 飼うこと も
増えてき たとい う。伝統的に 飼われ てきたチベ ット犬は 、いか

つ い顔をした 大型犬 で、餌をや ったらす ぐ尻尾を振 る日本の 犬
とは、随 分イメ ージが異な る。しか も、狂犬 病の予防注 射など
し ていないか ら、近 づかない方 が身のた めである 。サムイェ 寺
の境内 にも、や たらと犬 が放し飼い になって いるが、 午後の昼
下がり、真夏 で日射 しも厳しい ので、犬 たちもお 昼寝タイム で
ある。
一つ気にな ったの は、境内に 流れる中 国語の歌 である。中 国
支配 下のチベッ トで、ラ ジオをつ ければ中国 語が流 れてくるの
はしかたがないが、せめて寺院の中ぐらいは控えてもらいたい。
チベ ット文化も 観光資源 とされて いる現実を 、見せ つけられて
いる気が した。
午 後二時過ぎ 、他の日 本人客と 合流して、 行きと 同じように
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さ じん

トラッ クに揺ら れ、ヤル ツァンポ川 の河岸に たどり着 く。帰路
は流れに乗 って下っ てきたの で、渡りき るのに 一時間もか から
なか った。風が やや強ま ってきた のか、周囲 の山が 砂塵でかす
んでいる 。
船着 き場から また車に 乗り込んだ 。予定の 時間にか なり遅れ
ていた。 ラサ（拉薩 ）の方向 に走って いるのだ が、その まま正
面に 進まずに 左折するの が、ヤ ムドゥク湖 への道で ある。狭 い
道路の所 々にチベッ ト人の集 落が見え るが、う ねうねと 続く坂
道は 次第に急 になり、右 側に巨 大な渓谷が 広がって きた。
いく え
幾重に も層をなし て削られ た崖の重 なりには 、見る者 を圧倒
させ る威厳が あった。 谷間の奥 には、恐 らく文化大 革命の時 に
破壊され たらし い寺院が、屋 根もな く壁も砕け 落ちて、 表面が

雨 に打たれて 茶色く 変色し、無 残な姿を さらしてい た。
大寺院 の修復は 進んでいて も、観 光客の訪れ ない山あ いの寺
を 立て直す財 力は、 貧しい遊牧 民にはな いだろう 。ただ名残 を
示す五 色のタル チョ（経 文の旗）が 、風には ためくば かりであ
る。

お

道幅が数メートルしかなくなった。しかも右側は絶壁である 。
舗装 もされてい ないんだ から、ど のぐらい揺 れるか は推して知
す
るべし。 上からマイ クロバス が下りてき たが、 擦れ違うの もや
っと だった。し かも、こ んな悪路 だったら相 当慎重 になるだろ
うに、中 国人の運転 手は気に も留めず に、日本 人の場合 の倍は
スピ ードを出 している。
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運転に 自信が あるのだろ うか。そ れは確か だろう。で も、不
測の事態だ ってある はずだ。 そんな時は どうす る？ そん なこ
と知っちゃいない。谷底に落ちたら、運が悪かっただけのこと。
プロパン ガスのタ ンクを積 んだトラッ クが、 横転している の
を見 たことがあ る。中国 の運転手 には、命知 らずの 人が多いん
だろう。 わざわざ高 速道路を 造るまで もない。 自動車が 高速に
走れ ばいいだ けの話。ス ピード 違反で点数 稼ぎする 日本の警 察
みたいな こと、中国 の公安は 関心がな いんだろ う。
頭 痛がひどく なってき た。とん でもない悪 路だか ら、椅子の
かなづち
上でお尻 がジャン プし続けて いる。 そのたびに 頭は金槌 で叩か
れる ほどの痛 さになっ た。
「あと何 メート ル上るんです か」

つ

「 百メートル 」
梁さん の返事を 聞いて、気 が遠く なりそうに なった。 いよい

もう ろう

よ 自分も高山 病に取 り憑かれた のか。目 指すヤム ドゥク湖（ 羊
卓雍措 ）は、標 高四千五 百メートル にある。 時折、ス プレー缶
の酸素を吸っ ていた が、こんな のは焼け 石に水で ある。次第 に
意識が 朦朧とし てきた。
「あともう 少しです よ」
窓の 外を見る と、家が 建っている 。こんな 高いとこ ろにも、
チベット 人は住んで いるのか 。上りきっ たとこ ろで車は止 まっ
た。 ふらふらに なって、 峠の上に 転がり出た 。泥酔 状態で風に
当たって 、目が覚め たといっ た感じか 。
湖 は谷底に緑 かがった 深い色で 横たわって いる。 眠った女神
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のよう に静まり かえって いる。左方 の彼方に は、雪を いただい
たヒマラヤ の山々が 見える。 水面へと下 る断崖 に生える草 はま
ばら で、湖岸に わずかに 黄色い花 の群落があ る。
ああ、美 しいと感 嘆して目 を閉じた。 ところ が、目を閉じ て
もヤ ムドゥク湖 は見える 。これは どうしたこ とか。 酸素が薄い
せいで、 夢の中をさ まよって いるらし い。幻覚 にとらわ れたよ
うに 、現実感 がさっぱり ない。
ゆっく りと目を開 き、手に していたカ メラで 湖面を写す 。こ
の湖 の彼方に は、第三の 都市ギ ャンツェ（ 江孜）が ある。チ ベ
ット人に とって、 ここは聖地 であっ て、巡礼者 は経文が 書かれ
、ン
、タ
、を、湖面に向かってまく
た五 色の紙、 風の馬を 意味する ル
のだ。

し ばらく眺 め入って いたかっ たのだが 、次の瞬間 、けたた ま
しい笑い 声とと もに、チベ ット人の 子供たち に囲まれて しまっ
た 。日に焼け た少年 たちは、待 ってまし たとばか りに、大き く
見開い た目でき ょろきょ ろし、こち らを珍獣 か何かの ように眺
めている。
小学生 ほどの 少年ばかり で、どの 子も可愛 らしくて愛 嬌があ
る。そのう ちの一人 にひまわ りの種をあ げたら 、次から次 と手
を差 し出してく る。ペン をくれ、 バッチをく れ、フ イルムを取
かばん
り出し たかっ たのだ が、 鞄 を 開けたら何かなく なってしまい
そう だった。Ｙ さんが声 をかけて 並ばせ、子 供たち と奥さんを
写真に収 めた。やっ ぱり可愛 い。満面 が笑顔の 子供は、 かつて
の日 本にもい ただろうが 。
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頂には 経文の 旗をつない だタルチ ョが立っ ていた。突 然、つ
ぼこり
、ン
、タ
、が 、 砂すな埃
むじ風が 起こ って、 経文を 記した紙 ル
とともに
巻き 上げられた 。風の馬 が疾走し ていくのだ 。振り 返ると、乗
ってきた 車に異常が 発生して いるようだ った。 運転手が下 にも
ぐっ ている。ど うやらあ の悪路で パンクして しまっ たらしい。
タイヤの 交換が始ま ると、物 珍しそう に少年が 群がって いる。
す でに午後六 時半を回 っていた が、北京時 間だか ら日が沈む
にはまだ 時間がある 。ようや く修理が 終わり、 出発する 段とな

何とな く後ろめた い気持ち が

った のだが、 少年たちが しがみ ついて、発 車しよう にも発車 で
せんべい
きない。 奥の手は お菓子だっ た。梁 さんが煎餅 を一人一 人に配
って 、食べて いるうち に発車！
したが… …。

あ のデコボ コ道が待 っていた 。タイヤ が石をはじ き飛ばす た
びに、金 槌で叩 かれるよう に頭が痛 い。車窓 の外を眺め るどこ
ろ ではなかっ た。ヤ ムドゥク湖 は秘境中 の秘境で あって、訪 れ
く ぎょう
ること 自体が苦 行 な のだった 。
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チベッ トの都 ラサへ
ラサ までの道 は遠かっ た。居眠り をした後 は、ひど い頭痛は
治まって いた。気が つくと大 通りを走っ ていた 。ラサの街 並み
はす っかり中国 化され、 近代的な ビルが建ち 並んで いる。本当
にここは チベットか ？ 中国 の地方都 市にしか 見えない 。
漢族の運転は荒っぽい。遅い車を追い越そうとして、車が四、
五台も連 なっている 。対向車 線のライ ンを越え て進むと 、遅い
方の 車でも、 それに負け じと速 度を上げる 。クラク ションが け
たたまし く鳴り、 反対から来 る車と 接触しそう になる。 猛スピ
ード で進む車 の間を縫 って、人 々や自転 車が平気で 横切る。 ま
さに命懸 けだな 。

ラ サはもは やチベッ ト人のた めの都で はない。近 代化を押 し
進めること自体、中国の一部と化していくことにほかならない 。
チ ベット文化 は農村 を除いて、 過去の遺 物となり つつある。 そ
れに抵 抗するよ うに、チ ベット人は 民族衣装 をまとい 、チベッ
ト仏教への信 仰を貫 き、ダライ ラマを崇 拝してや まない。そ れ
がまた 弾圧を生 んでいく 。
その日は疲 れてい たので、夕 食の後す ぐに眠っ てしまった 。
翌朝から体調がおかしくなった。ヤムドゥク湖まで上ったのが、
かなり応えていたようだ。すっかり食欲がなくなってしまった 。
頭痛 もまだして いたし、 おまけに 下痢の症状 まで出 た。Ｙさん
に高山病の薬をもらったら、少し良くなったような気がしたが。
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今日は まず、 ラサの西に あるデプ ン（哲蚌 ）寺に向か った。
ここは東の ガンデン （甘丹） 寺、北のセ ラ（色 拉）寺と並 ぶラ

ひ えい ざん

サ三 大寺院であ り、いず れもチベ ット仏教の 最大宗 派ゲルク派
に属して いる。
ラサ の郊外の 岩山に、 多数の伽藍 が建つさ まは、比 叡山あた
りを思い 浮かべると いい。た だし、チ ベットの 山は岩が 剝き出
しで あるし、 金色のきら びやか な屋根と白 壁が、突 き抜ける 青
空を背後 に建つさま は、地味 な日本の 寺院とは 対照的で ある。
人民 解放軍が 侵攻する以 前は、 一万人の僧 侶が修行 する大寺 院
だったと いう。
途 中までは 車で上り、 デプン 寺全体が見 渡せると ころまで 来
た。大き な岩の 中央に描かれ ている のは、ゲル ク派の開 祖、ツ

ォ ンカパであ る。ダ ライラマを 法王にい ただくゲル ク派は、 厳
さいたい
しい修行 で知ら れており、 他派と違 って妻帯 は認めてい ない。
小川に沿った小道を行くと、数多くの巡礼者がしゃがみ込み、
マニ車 を回して いた。山 門の入口で 、まずデ プン寺の 写真集を
買った。この 大寺院 は多くの壁 画やタン カが有名 で、ダライ ラ

ほん ざ

マ五世 もポタラ 宮完成ま では、ここ に住まっ ていたと いう。
デプン寺で とりわ け目を引く のは、千 手観世音 菩薩である 。
右側 にはダラ イラマ二世 から五 世までの 本座 が設けられてい
る。チベ ット仏教で は、阿弥 陀如来を過 去の、 釈迦如来を 現在

や かん

の、 弥勒菩薩を 未来の仏 というふ うに位置づ けてい る。仏像の
印なども 、中国仏教 とは異な っている 。
巡 礼者は溶け たバター を入れた 薬罐を持っ ており 、仏前にあ
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とう みょう

る灯 明 に注い でいく 。乳 臭いような独 特の匂いが、薄 暗い堂
内に漂って いる。中 国人の観 光客もいる が、大 半はチベッ ト人
の巡 礼者である 。
チベット 人の様子 を見ると 、日本で寺 参りし ている人々と 大

ごたいとうち

して 変わらない 。超絶し た世界を 求めている という より、自ら
や家族の 幸せを祈る 、現実的 な祈りの 方が普通 のように 見えた
から だ。とは いっても、 密教僧 でなければ 、日本で は五体投 地
などしな いだろうが 。

くい

デ プン寺は境 内からラ サ市街が 見下ろせる 。パノ ラマのよう
に、建物 の一つ一 つまで見渡 せるの である。す ぐ下の道 では、
鈴を つけられ たヤクが 杭につな がれて、 黒い体を揺 するたび に
チャラチ ャラと いう音が響い てくる 。

のどかな気分に浸っていたのだが、ふと横の壁に目をやると、
壁には漢 字で文 化大革命の スローガ ンが書か れている。 実はこ
こ デプン寺で も、裏 手に回れば 、打ち砕 かれた僧 院の廃墟が 、
まだ痛 々しい姿 をさらし ているのだ 。
はし

昼食は またも や中華料理 だったが 、気分が 悪くてほと んど箸
をつけられ なかった 。いった んホテルに 戻り、 ベットで仮 眠す

り きゅう

るこ とにした。 午後三時 にロビー に集結した 。次に 向かうのは
ノルブリ ンカ（羅布 林卡）で ある。
こ こはダ ライラ マの夏 の離 宮 だった所 。冬の間はポタラ 宮
で政務を執っていたという。ノルブリンカとはチベット語で「宝
の庭」を意味する。ダライラマ十四世の居室や、近代的な浴室、
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トイレ も残され ている。
壁に掛かっ た時計 は、九時を 指したま ま止まっ ている。一 九
五九 年三月十八 日午後九 時、中国 軍に拉致さ れるの を避け、ダ
ライラマ 十四世はノ ルブリン カを脱出、 高僧ら とともに極 秘で
イン ドに亡命し た。不思 議なこと に、十四世 が去る とともに時
計が止ま ってしまっ たという のだ。
ワ ーク作曲の 「大きな 古時計」 みたいな話 だが、 心理学者の
、然
、の
、一
、致
、が起こるこ
ユングに よれば、無 意識の作 用によっ て偶
とは あるとい う。ユング はこれ を「共時性 」と名づ けて解明 し
ようとし た。ダラ イラマ十四 世のイ ンド脱出と ともに、 チベッ
トが 国として の命を絶 たれたと いうこと を、象徴し ているの で
はないか 。まあ 、これはダラ イラマ を観世音菩 薩の化身 とし、

てん しょう

死 後も転 生 すると 信じ ているチ ベット人が、ダライ ラマの有
ふいちょう
難さを吹 聴 す るため に言い出し たこと かもしれな いが。

メイヨ ウ

ノ ルブリン カには、 ダライラ マ十三世 が作らせた 動物園も 残
ってい る。猿と 熊ぐらい しかいない というこ とで、今 回は見物
することはなかったが。公園内を歩いていくと 、
「お金をくれ 」

つば

と せ が む 子 供 た ち が 集 ま っ て く る 。「 没 有 （ ＝ な い ）」 と 言 っ
て避けてい たが、楽 器を弾く 女はＹさん につき まとい、お 金が
もら えないと分 かると、 背後から 唾をはきか けた。
チベット 人にとっ ては、日 本人も中国 人（漢 族）も見分け が
つか ない。しか も、中国 語を話せ ば、中国人 だと思 われてもし
かたがな い。
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奈良の 東大寺 に匹敵する 寺院が、 ラサのジ ョカン寺で 、正式
名はトゥル ナン寺（ 中国名・ 大昭寺）で ある。 ジョカン寺 を一
周す る形で、商 店街のバ ルコル（ 中国名・八 角街） が広がって
いる。そ の日、最後 に訪れた 場所である 。
大本 堂を表す 名前から 、一般にジ ョカン寺 と呼ばれ ている。
いらか
吹き抜 けの高 い天井 と太 い柱を 持ち、金色の 甍 に覆われた建
物は 、三層か ら成ってい る。一 階では僧侶 がチベッ ト語で読 経
をしてい る。何であ んな低い 声が出る のか、と 思えるほ ど腹に
響く うなりで ある。
かつて のチベット 人は、ジ ョカン寺 とバルコ ル、ポタ ラ宮を
中心 に世界が 回ってい ると考え ていた。 伝説による と、ラサ の
地が湖底 にあっ た頃、ソンツ ェン・ ガンポ王が 「ここを 土地に

変 えるなら、 この指 輪を捧げる 」と祈っ て投じたと ころ、湖 の
中から白 い塔が 現れて干上 がったと いう。そ の塔はジョ カン寺

きさき

の 大本堂の中 に残さ れており、 穴の開い た石に耳 を傾けると 、
心が清 浄な者の みが、か つての湖の 水音を聞 くことが できると
される。
ジ ョカン寺 の本 尊は、 ソンツ ェン・ガンポ王 の 妃 で唐か ら
降嫁した文 成公主が もたらし たものとさ れる。 幼い頃の釈 迦牟
尼の 姿を写した もので、 あどけな さが残りな がらも 、澄んだ目
こんぞう
をした金 像は、宝冠 や首飾り に宝石がち りばめ られている 。
そも そも、チ ベットに 仏教をもた らしたの は、イン ドではな
く唐だっ たのである 。現在の チベット 仏教は、 インド伝 来の後
期密 教だけれ ども。中国 全土を 破壊し尽く した文化 大革命の と
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きも、 この釈迦 牟尼像の 美しさに、 中国兵は 手を出せ なかった
とされる。

ホンコン

数多 くの仏像 が並ぶ大 本堂の上に 出ると、 金色の甍 越しにバ
ルコルと 、彼方の丘 にそびえ るポタラ宮 を望む ことができ る。
そこ に香港から 来た青年 がいたの で、英語で 話しか けてみた。
もう二週 間も滞在し ているの で、頭痛 などはし ないとい うこと
だっ た。
梁さん が車の中で 洩らして いたことに ついて 、Ｙさんが 口を
切っ た。梁さ んは日給が 五十元 で、今回の ガイドで もらえる の
が三百元だが、チベットでの生活費には月千元はかかるらしい 。
しか も、四川 省にいる 奥さんに 、仕送り をしている のだ。漢 族
のガイド も決し て楽ではない のであ る。そこで 、クンガ 空港で

見 送ってもら うとき に、少しカ ンパして あげようと いうこと に
なった。
とびら

大本 堂の下 に出 ると、 ジョカ ン寺の 扉 は すでに閉まってい
た。その前で 多くの チベット人 が、五体 投地で祈 りを捧げて い
た。人 々の熱烈 な祈りを 間近に見ら れるのは 、ここと ポタラ宮
の前ぐらい だろうか 。
バル コル、い わゆる八 角街を見て 回ること になった 。梁さん
もの ご
の話によ ると、ここ は物乞い と泥棒が多 いので 、周囲に目 を光
らせておく必要があるとのこと。露店では仏具のほか、食べ物、
おもちゃ 、服、帽子 など、あ りとあら ゆる物が 売られて いる。
買い 物する時 は、値段は 交渉次 第。中国語 でしゃべ るより、 英
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語でし ゃべった 方が、チ ベット人か らの受け はいい。
この周辺は経済的に恵まれたチベット人が暮らしているの
で、 家々の窓は 色とりど りの花が 飾られてい る。時 刻は夕方と
いうのに 、日射しが かなり強 いので、頭 がくら くらしてき た。

ギョーザ

むぎこ

夕食 でようや く、チベ ット料理の レストラ ンに連れ ていって
もらった 。きれいに 盛りつけ られてい た肉料理 、チベッ ト式の
蒸し 餃子モモ 、麦焦がし のツァ ンパや、バ ター茶も もちろん あ
ったが、 高山病の影 響だろう か、むか むかして 、一口味 見する
のが やっとだ った。まと もに飲 み干せたの は、マン ゴージュ ー
スぐらい 。
疲 れ果てて いたので、 午後八 時にホテル に戻ると 、ベッド に
すぐに倒 れ込ん だ。そのまま 、起き ているのか 寝ている のか分

か らず、高熱 にうな されている ときのよ うに、意味 不明の夢 を
見続けて いた。
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ダライ ラマの ポタラ宮

しょうにん

チベ ット人が 崇拝する ダライラマ は、観世 音菩薩の 化身だと
信 じ ら れ て き た 。「 ダ ライ ラマ」 と は、モ ン ゴ ル 語の 「 ダ ラ イ
（大海 ）」とチベット語の「ラマ（ 上 人）」が結びついた名称。
清王朝が 成立した十 七世紀、 チベット を制圧し たモンゴ ル王の
グシ ・ハーン が、チベッ ト仏教 ゲルク派の 信者で、 チベット 全
けん じょう
土をダ ライラ マ五 世に献 上 し たことから、 ダライラマによる
祭政 一致の政 権が成立し た。
ふ だ ら く と か い
日本に は補陀落渡 海と言っ て、僧侶 を小舟に 押し込め て、観

ふたらさん

音の 浄土「補 陀落」に 送る風習 があった が、この「 補陀落」 と
「ポタラ 」は語 源が同じであ る。ま た、日光の 東照宮は 神仏分

りんのうじ

離 令以前、東 照宮と 輪王寺、二 荒山神社 が一体であ り、神仏 習
なんたいさん
合の日光 山だっ た。男体山 の別称で ある二荒 山だが、こ れも観
音の浄土「補陀落」と語源が同じで、
「二荒」を音読みして「に
こう」 となり、 それに「 日光」とい う漢字が 当てられ るように
なったと言わ れる。 ポタラ宮と いう名称 も、観世 音菩薩の宮 殿
という 意味であ る。
ラサの「マ ルポリ の丘」にそ びえ立つ ポタラ宮 は、チベッ ト
の象 徴であり、 チベット 動乱でダ ライラマ十 四世が インドに逃
れた後も 、チベット 人の崇拝 の対象であ る。今 回の旅の最 大の
山場 は、このポ タラ宮を 訪れるこ とである。
ところが 、約束の 時間にな ってもホテ ルに車 が来ない。 しば
らく して現れ た梁さんの 話では 、車は故障 してしま ったとい う
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ことだ 。タクシ ーで回ら なければな らなくな ったらし い。やは
こた
り、一昨日 の強行軍 が応えて しまったの か。
朝食 はお粥を 食べて、 マルポリの 丘の途中 までは車 で上がっ
てもらった。それから先の階段は、一段上るたびに息が切れる 。
体が 異常に重い 。酸素が 薄いため に、にわか 老人に なった感覚
である。
さて、 ポタラ宮と 言えば、 臙脂と白の 二色の 壁が、青空 を背
景に 浮かび上 がって見え るが、 紅宮と白宮 から成っ ているの で
と
ある。儀 式を執り 行った紅宮 と、政 務を行った 白宮。実 は、ポ
タラ 宮の大部 分は、紅 宮によっ て占めら れているの である。
ダライ ラマ十四 世がインド に逃れ たのに、チ ベット人 はポタ

ラ 宮に向かっ て祈り を捧げてい る。主な き宮殿に祈 って何に な
ると、日 本人な ら思うかも しれない が、主が いなくなっ たわけ
で はないのだ 。
実は、 ポタラ 宮の大部分 を占める 宗教施設 の中心には 、歴代
ダライラマの 霊塔が あり、中に は遺体が 納められ ている。霊 廟
に対し て崇敬の 念を示し ているので ある。
歴代ダライ ラマの 中で、最も 偉大とさ れている のが、チベ ッ

もうきん

ふ

せ

ト人 による祭政 一致の政 権を作り 上げた五世 である 。紅宮の奥
深くの暗 がりに、ダ ライラマ 五世の霊塔 はある 。チベット 人は
死ぬと、鳥葬といって遺体を猛禽に布施として捧げるものだが、
偉大なラ マは特別扱 いなので ある。
一 番上の部分 に遺体が 、中央に 経典が収め られ、 下には草が
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敷き詰 められて いる。高 さは十二・ 六メート ル、黄金 を三・七
トンも使っ ている。 これを見 て思うこと は、ダ ライラマは 僧侶
であ るとともに 、国王で あるとい うことだ。
西洋で言 えば、ロ ーマ法王 のような存 在であ る。欧米人は ダ
ライ ラマを理想 化して語 るが、そ れは英明な 十四世 の印象が浸
透してい るからで、 かつては 封建的な 社会の頂 点に君臨 してい
たの である。 日本人が抱 く僧侶 のイメージ や、簡素 な美を持 つ
し きん じょう
日本の 寺院と は、 対極の 位置に ある。紫禁 城 に君臨した皇帝
の方 に近い。
チ ベットで 身なりがき れいな のは僧侶で ある。一 般の民衆 は
疲弊しな がら、 盲目的な信仰 に縛ら れていたの だろうか 。文化

大 革命の頃の 中国人 （漢族）か らすれば 、封建的な 意識を打 ち
砕くには 、チベ ット仏教の 寺院を破 壊するの が手っ取り 早い、

かたき

はん と

と 考えたので はない か。
ただし 、これ は一方的な 見方であ る。仏教 を文化の頂 点にい
ただくチベッ ト人を 、共産主義 に改宗さ せるため に、仏教が 目
の 敵 にさ れたの であ る。清 朝の版図だっ たチベットを、 中国
から独立さ せないよ うに、ダ ライラマを 活仏と するチベッ ト仏
教は 弾圧された のである 。
また、元 朝と清朝 の征服王 朝において は、支 配層のモンゴ ル
人や 満州人が信 仰してい たのがチ ベット仏教 であり 、少数民族
きずな
の心を つなぐ 絆 だった。 被支 配層だった漢 族にとっては、良
いイ メージが 持てるはず もなか った。
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いろど

あやにしき

チベッ ト仏教 そのものは 、インド で滅んだ 仏教の到達 点を伝
ぶんぶつ
えるもので 、文化大 革命でど れだけ多く の文物 が失われた か、
惜しまれるばかりだが、ポタラ宮内部を 彩 る黄金や宝石、綾 錦
などを見 ると、奴隷 状態のチ ベットの民 衆を、 中国軍が解 放し

さくしゅ

たと いう主張も 、全くの 妄言だと は思えない 。はげ 山と草地ば
けんらん
かりの大 地から、豪 華絢爛た る富を生 み出した のが民衆 からの
搾取 でなけれ ば、魔術か 幻影な のだろうか 。
実は、 富を生み出 したのも 、チベット 仏教だ ったという 。中

みまが

国本 土の王朝 から寄進と いう形 で財宝が集 められた 。世俗的 に
は皇帝の 支配下に ありながら 、信仰 という形で は皇帝や 周辺の
王族 の心をつ かみ、紫 禁城と見 紛うばか りの宮殿を 荒れ地に 出
現させた のであ る。

紅 宮の中心 は、歴代 ダライラ マの霊塔 であり、周 りにはチ ベ
ット仏教 の寺院 に共通する 尊像が並 ぶ。土着 の神を調伏 して仏
教を広めたインドの行者、パドマサンバヴァの金像の傍らには、
妻だっ た女性の 尊像が並 ぶ。セック ス・ヨー ガによっ て、悟り
にょぼん
かいりつ
に達すること を可能 とするチベ ット仏教 は、女犯 という戒律 を
犯す矛 盾を、常 に内包し ていたので ある。
インドやネ パール から送られ た三千体 に及ぶ仏 像の中には 、
チベ ットを統一 したソン ツェン・ ガンポ王や 文成公 主、ティツ
ゥン妃ら の像もある 。伝説に よれば、最 初にポ タラ宮を造 営し
たの はソンツェ ン・ガン ポ王であ り、火事で 焼失し た遺構に、
ダライラ マ五世が再 建したの だという 。
ダ ライラマの 霊塔とと もに、目 を見張った のが立 体曼荼羅で
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ある。 円形にか たどられ た内部に、 幾層にも 甍を重ね た黄金の
宮殿が、巨大なデコレーション・ケーキのようにそびえている。
最後の仏教経典であり、ヨーガの修行のほか、理想郷の記述や、
予言、天 文学、暦法 なども含 む『時輪タ ントラ 』に基づい た世
界観 を、三次元 の形で表 現したも のである。
紅宮に比 べれば、 白宮には 目を奪われ るもの はない。ダ ライ
ラマが政務をとった部屋や会議室が公開されている。そもそも、
ポタラ宮 で一般人が 通れるコ ースは、 ごく一部 に過ぎず 、巨大
な宮 殿には無 数の部屋が 存在す る。暗いト ンネルを 抜けたと こ
ろで、ポ タラ宮の 外に出られ る。夢 と幻影の世 界から、 一気に
現実 に戻され た感覚で ある。
余談だ が、ポタ ラ宮名物は もう一 つあった。 それは空 中に張

り 出すように 設置さ れたトイレ である。 昔の中距離 電車のト イ
レは線路 が見え て、停車中 の排便は ためらわ れたものだ が、こ
ち らは便器の 下が抜 けていて、 はるか下 方まで何 もない。高 所
恐怖症 の人間は 入るべか らず。目が 回って吐 いてしま った人も
いる。体内か ら排出 された液体 が、滝の ように空 中を落下し て

ごう いん

いくさ まを見て 、僕も気 が遠くなっ てしまっ た。
街中に出る と、押 し売りと物 乞いが寄 ってきた 。執拗に数 メ
ート ルも付いて くる。布 施を求め る坊さんも 強引で 、こちらの
肩を叩い て耳もとに ささやき かけてくる 。ツェ タンのチベ ット
人は 素朴で好感 が持てた が、ラサ の人々は世 間擦れ しているの
かもしれ ない。

- 83 - 84 -

さらば 、チベ ット！
昼食 のあと、 タクシー でホテルに 送っても らった。 午後は自
由行動と いうことに なった。 梁さんはホ テルで ゆっくり休 んで
から 、近場を散 策すれば いいと言 うのだが、 僕には ぜひ訪れた
いところ があった。
ラ サ三大寺の うち、ま だデプン 寺しか回っ ていな い。ツォン
カパの霊 塔があるガ ンデン寺 は、ラサ の東四七 キロの高 地にあ

かわぐち え かい

るか ら、無理 なのは分か ってい る。すぐ北 にあるセ ラ寺（色 拉
寺 ） な ら 、 自 分で も 回 れ そ うな気 が した 。『 西藏 （チ ベ ット ）
旅行 記』の河 口慧海が 滞在した 寺であり 、かつては 慧海と会 っ
たことが あるチ ベット僧もい たとい う。

と にかく時 間がない ので、タ クシーを 拾った。英 語で話し た
が 、 全 く 通 じ な いの で 「請 去 色拉 寺（ セラ 寺 へ 行 って く れ ）」
と 中国語でメ モを書 いて渡した 。ひたす ら北方面 に走ると、 岩
山の見 えるかな り手前に 入口が見え てきた。 バス停の 所で下ろ
してもらった 。
セラ寺は十 五世紀 に建てられ たゲルク 派の大寺 院。チベッ ト
で見 かける大半 の寺院は 、ダライ ラマによる 祭政一 致の政府を
けんぎょう
支えて きたゲ ルク派 であ る。顕 教の学修を義務 づけており、
密教 の修行は一 部の僧侶 にしか許 されていな い。タ ントラ仏教
の女神と 交接した仏 の姿は、 仏画や壁 画、瞑想 の世界の 存在で
しか ない。
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ここも デプン 寺と同じよ うに、郊 外の山肌 にしがみつ く形で
伽藍が建ち 並んでい る。灰色 がかった岩 肌を背 景に、金色 の甍

ターシ ーリーベ ンレン

と白 壁が紺碧の 空に映え て美しい 。入口の前 には小 さな商店が
建ち並ん でいる。右 方で入場 券を売って いる。 片言の中国 語で
話 す と、 お 坊 さ んが 「他 是日 本人 （ あ の人 は 日 本 人 だ よ ）」 と
話してい る。日本語 が分かる 人が出て きた。二 五元かか った。
中国 人が半日 働いてもら う金額 である。
かつて チベット人 は、この 寺を「荒く れ坊主 のセラ寺」 と呼
んで いた。京 都で例える なら、 比叡山のよ うな存在 で、多く の
僧兵も抱 えていた という。少 し上っ た所に大き なお堂が 見えて
きた 。赤く太 い柱がし っかり建 物全体を 支えている 。延暦寺 の
こんぽんちゅうどう
根本 中 堂を 思わせる仏 殿である 。

こ の寺は余 り観光化 されてい ないよう で、仏前に 英語や中 国
語の説明 もされ ていない。 立て札に チベット 語しか書い ていな
か ったりする 。右方 の岩山に登 ると、ツ ォンカパ や護法尊の 絵
が描か れていた 。そこか らの眺めが 素晴らし い。
彼方のマル ポリの 丘には、写 真で目に するのとは 反対から の
ポタラ 宮がそび えている 。下方には ラサの北 方の街並 みが、パ
ノラマのよ うに広が っている 。ラサを一 望した かったら、 セラ
寺に 来ればいい わけか。 どこから か学僧の読 経が、 うなるよう
にはち切 れんばかり の声で聞 こえてくる 。荒く れ坊主の山 にふ
さわ しい……。
そこを下 りてうろ うろして いると、上 の方か ら「あっち に行
って見ろ」と中国語で言っているらしく、盛んに指さしている 。

- 87 - 88 -

その方 向に歩い ていくと 、大きな仏 殿の裏側 に出た。 お坊さん
に合図され るままに 中へ入る 。
中央 はツォン カパの像 、左が釈迦 牟尼、右 は阿弥陀 如来だろ
ちん ざ
うか。三 体の金色の 仏像が鎮 座まします 。英語 で日本人だ とい

き とう

がっしょう

うこ とを伝える と、若い お坊さん が、中央の ツォン カパの像の
喉に棒を 当て、一方 の端を僕 の額に当 ててくれ る。
どうやら御利益のある祈禱をしてくださるらしい。僕も合 掌
だ ら に
とな
せいかん
すると、 お坊さんが 陀羅尼を 唱え始め る。ヒゲ の生えた 精悍な
人で 、頭は坊 主頭と言う よりス ポーツ刈り である。 チベット 人
は日本人 のように 神経質では ないか ら、カミソ リできれ いに剃
髪す るという ことはな い。だが 、日本の 僧侶のよう に髪を伸 ば
してはい ない。

自分一人で歩いているので、迷路にはまっているようである。
どこに進 んでい るのかも分 からない 。たまに 服装が日本 人らし
い 人を見かけ たが、 話している のは韓国 語である 。日本人も 歩
いているのだろうか。中央の参道を下りて右手のお堂に入ると、
年配の僧が巨 大な墨 の木版画で 、チベッ ト語の経 典や曼荼羅 を
刷って いた。
その 時、急に お腹が痛 くなり出し た。僕は いやな予 感にとら
われた。 中国の公衆 トイレは 、個室にド アがな かったり、 水洗
なの に時間が来 なければ 水が流れ ず、汚物を 他人の 目にさらさ
なければ ならなかっ たり、水 が流れる 場合でも 、トイレ ットペ
ーパ ーを流し てしまうと 、たち まちつまっ てあふれ 出したり し
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たから だ。
それでも、 これは ホテルまで 我慢でき そうにな い。路地を 探
し回 っても見つ からない 。裏手に 回ると、文 化大革 命の時に破
壊された 僧院の跡が あった。 どこを回っ てもチ ベット語ば かり
で、 歩いている のもチベ ット人だ け。どこが どこや ら分からな
い。
ふ ら ふら に なっ て 見 上げ たと き 、「 あっ た ！ 」 と思 っ た が 、
同時に途 方に暮れた 。屋外の 階段を上 った先に 、細長い 穴が二
つあ いている 。ドアどこ ろか、 囲い自体が 存在しな いのだ！
すぐ脇に は僧院の 窓があって 、お坊 さんに見ら れてしま うでは
ない か。しか し、恥ず かしいな どと言っ ている場合 ではなか っ
た。助か ったと 思った……

もう扉 を閉ざし ているお堂 も多く なった。セ ラ寺の門 を出る

ウォーミンパイラ

と、チベット人のおばさんが「ラサ！ ラサ！」と叫んでいる。
ドゥオシャオチェン
「藏医院行」のバスのようだ。僕が「多 少 錢（いくら）？」
と 中 国 語 で 尋 ね る と 、 指 を 二 本 立 て た 。「 二 元 」 ら し い 。
「我明白了（分かりました）」と答えた。
バスの中は お世辞 にもきれい とは言え なかった 。蠅が飛び 回

ひも

って いる。乗っ ているの は大半が チベット人 で、欧 米人が少し
居合わせ た。停留所 に人を見 つけると、 車掌の おばさんが 「ラ
サ！ ラサ！」 と叫ぶ。 扉の紐を 引っ張ると 、また 一人か二人
乗ってく る。僕は地 図と照ら し合わせ ながら、 今どこを 走って
いる か確認し た。
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終点の「藏医院前」に到着した。ちょうどバルコル（八角街 ）
の一番端に来たわけだ。ジョカン寺（大昭寺）に向かって進み、
通り で売ってい る食べ物 や仏具を 眺めていた 。両側 には花を飾
ったチベ ット式の住 宅が並ん でいる。
一人 で歩き回 るのは、 今日が最初 で最後だ が、緊張 しながら
も楽しか った。元々 屋台など を見て回 るのは好 きだから 。ちょ
っと いかがわ しさはある が、何 が並んでい るか分か らない宝 探
しの要素 がある。こ の風景を 記憶にと どめてお こうと思 った。
地図で確かめながら、何とか宿泊先のホテルにたどり着いた。
二十分ほ ど休んで から、タク シーで Ｙさん夫妻 とともに 、ポタ
ラ宮 前に行く と、梁さ んが待っ ていてく れた。ラサ に到着し た
日に食事 したレ ストランだ。 梁さん と食事する のも、こ れが最

後 になるだろ う。
「何かい いビデ オはないか な」
僕 が尋ねる と、
『神奇的西藏』という作品を紹介してくれた。
中国語 なのだが 、英語の 字幕スーパ ーがつい ているの で、意味
は理解できそ うだっ た。ただし 、形式が ビデオＣ Ｄだった。 何
それっ て言われ そうだが 、要するに 、ＤＶＤ が普及す る前の録
画形式で、 コンピュ ーターな ら再生でき るとの ことだった 。Ｙ
さん も思い出に 買うこと にした。
午前 五時半に 起床した 。六時四十 分、ホテ ルのフロ ントを出
た。外は まだ暗い。 Ｙさん夫 妻と僕は 、口数少 ないまま 、マイ
クロ バスに乗 り込んだ。 夜明け 前のラサを 出発した 。ポタラ 宮
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の前を 通過した が、街灯 がまだとも っており 、ダライ ラマの宮
殿は輪郭し か見えな い。梁さ んはいろい ろ話し かけてくれ たの
だが 、僕は胸が いっぱい であまり 話せなかっ た。
次第に明 るくなっ て、闇の 中からチベ ットの 剝き出しの岩 山
が、 車窓に浮か び上がっ てきた。 空は曇って いる。 これが見納
めになる のか。車の 通行がま だ少ない から、行 きと比べ てもス
ピー ドは速い 。クンガ空 港まで は、一時間 二十分か かった。 チ
ェックイ ンを済ませ た後、梁 さんが朝 食のお粥 を持って きてく
れた 。
Ｙさん と僕は、心 ばかりの お礼を梁 さんに渡 した。少 しでも
感謝 の気持ち を表した かったか らだ。
「奥さん とおい しい物でも食 べて」 とＹさんが 言うと、 梁さん

は「恥ずかしい。私は上手に説明できなかったのに」と答えた。
「奥さん におみ やげでも買 って」と 僕が言い 添えた。
い よいよ出 発である 。
「お元 気で」と 言って手 を握ると、 梁さんの 目が赤く なり、う
るんでいた。 手を振 って別れる 。搭乗口 に向かう 途中で、Ｙ さ
んが話 しかけて きた。
「きっと、 僕たちが いい人だ ったからで すよ。 いやな日本 人客
も多 いだろうか ら」
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ラサか ら西安 へ
四川 省の成都 行きの飛 行機に乗り 込んだ。 その中で も機内食
、べ
、ら
、れ
、て
、
が出た。 パンと野菜 炒めの簡 単な物だっ たが、 何と食
、ま
、っ
、た
、。ラサのレストランで並んだごちそうには、ほとんど
し
手をつけ られなかっ たのに。
窓 側の席に座 った中国 人の女性 が、窓を閉 めてし まったため
に、行きの時のように眼下の雪山を眺めることはできなかった。
やむ を得ず、 クラシック 音楽を 聴いて気を 紛らわし ていた。 チ
ベットに別れを告げたが、旅が終わってしまったわけではない 。
成 都の空港 に着陸する と、日 本を出た最 初の夜に 、ホテル に
連れてい ってく れた中国人の おじさ んの顔が見 えた。英 語が上

手 な運転手だ った。
き
「チベッ トはど うだった？ 」と英語 で訊かれ た。
「 頭が痛くて 大変だ った。でも 、面白か ったよ」 と答えると 笑
ってい た。西安 行きの切 符を渡して くれた。
成都か ら西安 行きの飛行 機に乗り 継いだ。 迎えに来て くれた
いん
のは、殷さ んという 中国人の 女性だった 。かな り慣れてい るら
しく 、信頼はで きるのだ が、梁さ んのような 人間味 は抑えて、
ガイドの 仕事に徹し ていると いう感じだ った。
新し くできた 空港は、 西安市内か らかなり 遠い。そ の車中で
殷さんは 、明日の西 安観光に ついて提 案した。 自分の商 売にな
るわ けだから 、その辺は しっか りしている 。車代に ガイド代 で
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一人当 たり三百 元、それ に入場料で 百元ちょ っとかか るという
ことだった 。
西安 市内に入 る。南大 門に連なる 城壁は、 長さ十二 キロにも
及ぶとい う。明代に 建てられ たもので、 堅固な 城郭都市だ った
こと が分かる。 車の走行 はのろの ろだった。 週末で 道路は大渋
滞してい る。博物館 には回れ そうにな いという ことで、 西安賓
館と いう一流 ホテルに案 内され た。ここに は竹下元 首相や村 山
元首相も 泊まったら しい。
夜 はＹさん夫 妻と夕食 をとりに 出た。餃子 やラー メンなどを
食べたの だが、中 国に来て初 めてお いしいもの を口にし た気が
した 。餃子は 西安の名 物で、と りわけ棒 状の鉄鍋餃 子は、水 餃
いっ
子が一般 的な中 国にあって、 焼き餃 子のおいし さを味わ える逸

ぴん

品 である。
チベッ トの中華 料理は四川 料理で 、辛くてし ょっぱい ものだ
った。やはり、古都の料理は味付けも洗練されていると思った。
西安は 唐の都長 安があっ たところで ある。ホ テルで売 られてい
る磁器も、デ ザイン ばかりでな く、光に 透かして も、爪の先 で
弾くと 出る乾い た響きに しても申し 分がない 。買いた いところ
だったが、 思いの外 出費して しまってい て、お みやげを買 う余

こころよ

裕が ない。
部屋に戻 った後、 大きな風 呂にゆった りと浸 かった。濃い 空
気を 吸うのは 快 い。湯か ら上がっ て服に着 替え、ベッ トの上
に横にな ると、すう っといい 気持ちに なった。 気がつく と朝の
六時 になって いた。
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だいがん とう

朝食を食べ てホテ ルをチェッ クアウト した。最 初に殷さん が

げん じょう さん ぞう

てん じく

案内 してくれた のは、大 慈恩寺境 内にある大 雁塔で ある。これ
は唐代に 建てられた 七層の四 角い段状の 塔で、 高さは六四 メー

しょう ろう

こ ろう

トル もあ る。玄 奘 三 蔵が 天竺から持 ち帰った仏像や経 典を収
こん りゅう
めるた めに、 皇帝の 高宗 に建 立 を願い出た とされる。その右
に建 つ 鐘 楼や 、左に 建つ鼓 楼は、明 の時代に建てられた もの
である。
そ んな昔に、 よくもこ れほど高 い塔を建て られた ものだと思
った。し かも煉瓦 造りだとい うから 、日本の五 重塔のよ うな美

か きょ

しさ はないけ れども、 存在感の 大きさで ははるかに まさる。 ピ
サの斜塔 と違っ て傾いてはお らず、 長い歳月倒 れずに建 ってい

き せき

た のが奇蹟の ようだ 。科挙に受 かった者 は、それを 祝して登 っ
じかくだいしえんにん
たらしい 。慈覚 大師円仁も 、天台宗 や密教を 学びに渡唐 した際
に 登ったとい う。
にくじき
大雁塔 には名 の由来があ る。当時 、小乗仏 教の僧侶は 肉食を
しょう じん
していた 。ち ょうど その日 は 精 進で肉が食べら れなかった。
そこで 空に向か って仏に 、どうか私 たちのこ とを忘れ ないで下
さいと祈ったところ、飛んでいた雁の一羽が落ちてきて死んだ。

はくきょ い

ちょうごん か

菩薩 の化身に違 いないと して、雁 を埋葬した 地に建 てられた仏
塔を、大 雁塔と呼ぶ ようにな ったという 。

ひとみ

めぐ

ひゃく び

りくきゅう

ふんたいがんしょく

次に向かったのは華清池である。白居易（白楽天 ）の『 長 恨歌』
で「 眸 を 迴らして 一笑すれ ば 百 媚 生じ、六 宮の粉 黛顔 色 無
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たま

よう き

ひ

ちょうあい

ぎょうし

ゆ

あ

し」とたたえられた楊貴妃が、皇帝の 寵 愛を受けるときに湯浴
みした所で ある。
「春寒 くして浴 を賜ふ華 清の池 温 泉水らか にして凝 脂を洗ふ 」
かたまり
とあるか ら、モーパ ッサンの 「脂肪の 塊 」顔負け のふくよ か
さだ ったらしい 。
かんこう
げんそう
漢皇とあ るのは、 唐の玄宗 皇帝がモデ ルで、 楊貴妃への 寵愛

はいえつ

が「 安史の乱 」を引き起 こし、 その際に殺 された楊 貴妃への 思
つづ
いを、白 居易が綴っ た叙事詩 である。 ここには 今でも温 泉が湧
き出 ているが 、玄宗と楊 貴妃が 臣下に拝謁 を許した 飛霞殿は 、
再建され たばかり なのか真新 しい。
玄 宗や楊貴 妃、臣下の 使用し た浴槽があ るが、こ れらは発 掘
された物 である 。楊貴妃の像 も見え るのだが、 色白の姿 で現代

や

人 が好みそう なスタ イルである 。要する に、太りす ぎず痩せ す
ぎ ず 、す ら りと 腰 が くびれ て いる 。「 脂肪 の 塊 」 では 当 世 の 男
を 惑わせられ ないか らだろう。
し こうていりょう

でんにんとくてん のうりょう

最後に向かったのは始皇帝 陵 である。推定される総面積は、
だいせんりょう こ ふん

大仙 陵 古墳 （伝仁徳 天皇 陵 ）を上 回る。周辺 施設を含 めれば
世界一の規 模である 。坂道を 上っていく と、ピ ラミッドの よう

し

ば せん

な形 をした緑の 山が見え たが、こ れは始皇帝 陵の一 部に過ぎな
い。
司馬 遷の『史 記』によ れば、始皇 帝陵には 水銀の池 があった
とされる 。古代中国 人は水銀 を不老不 死の霊薬 と考えて いたか
ら、 始皇帝は 死後も地下 の宮殿 で永遠の命 を保とう と考えて い
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ちゅう すう

へい ば よう

たの だろう 。始 皇帝陵 の 中 枢は発掘さ れておらず、依 然とし
て 謎 の ま まで あ る。 し かし 、『 史 記』 に描 か れ て い た 記 述 が 真
実ら しいことは 、偶然に 発掘され た兵馬俑の 内部を 見れば納得
できる。
始皇 帝の在位 はわずか 十二年間だ ったが、 秦王とし ての在位
期間も含 めれば三十 七年間に 及ぶ。秦 王として 即位して ほぼ同

きさき

時に 造営が始 まっており 、一生 をかけての 大事業だ ったこと が
分かる。 造営に関わ った職人 、商人は 口封じの ために、 三千人
いた 后 のう ち、子 を産 まなかった女 性は、皇帝の死 後に子を
産む不祥 事を防ぐ ために、す べて生 きたまま埋 葬された 。

ふんしょこう じゅ

秦 はわずか 二代で、農 民の反 乱によって 滅亡した 。始皇帝 が
ほうぎょ
崩御して わずか 三年後のこと だった 。万里の長 城の修築 や道路

かいさく

の 建設、運河 の開削 、墳墓造営 などの強 制労働、焚 書坑儒で 知
られる言 論弾圧 と恐怖政治 が、大き な反感を 招いたので ある。
農 民の放った 火で皇 帝の宮殿阿 房宮は三 ヶ月も燃 え続けたと い
う。
歴史が伝え ている のは、そん なところ だが、僕の 旅の続き を
記すこ とにしよ う。到着 して殷さん がまず案 内したの は、始皇
帝陵のうち 、発掘さ れた兵馬 俑の第一発 見者、 楊志発さん の所
だっ た。元は農 民だった のだが、 世紀の発見 をして からは功労
ゆう ゆう じ てき
者として 、観光客に 話をした り、サイン をした りして悠々 自適
の暮 らしをして いるらし い。
「記念写 真を撮りま しょう」
言われるままに楊さんの後ろに立ち、撮ってもらったのだが、
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撮 影 料を 求 め ら れた の で、「 要 ら ない 」と 答 えた 。ま あ 、 普 通
の観光客な ら買うん だろうが 。兵馬俑の 出土品 は、何度か 日本
でも展覧会が開かれている。東京で実物を見たことがあったが、
それはご く一部に過 ぎなかっ た。ここ兵 馬俑博 物館では、 発掘
され たままの姿 で保存さ れており 、二百メー トルは ある巨大な
はに わ
アーチ型 の屋根の下 に、兵士 や戦車の 実物大の 埴輪がぎ っしり
並ん でいるわ けだから、 総数は 気が遠くな るほどだ ろう。
しかも 、発掘はま だ進行中 で、始皇帝 陵の中 心まで続い てい
る可 能性があ る。始皇帝 の権力 がどれほど であった か、現地 で
兵馬俑を 見なけれ ば実感でき ないだ ろうから、 古代中国 の偉大
さを 知りたい 人は、ぜ ひ始皇帝 陵を訪ね てみるとい い。

す べての見 学が終わ って、車 中でＹさ ん夫妻と、 今回の旅 で
の出来事について語り合った。忘れられない場面が多かったが、
こ れほど体力 的にき つい旅はな かったと いうのが 、共通した 意
見だっ た。その ため、中 国本土に下 りた途端 、三人と もすっか
り体調を取り 戻して いた。しか も、当初 の予定に は入ってい な
かった 古都西安 も、見て 回れたのは 幸運だっ た。一週 間余りの
間ではあっ たが、一 回の旅の 思い出には 入りき らないもの を体
験し ていた。
ついに、 車は西安 の空港に 到着した。 すべて はここから始 ま
った のだった。 殷さんに は礼を言 い、Ｙさん 夫妻と は連絡先を
教え合っ て、撮った 写真を送 ることを 約束した 。二人は 関西国
際空 港行きで 帰国すると のこと 。僕は羽田 行きの飛 行機に乗 り
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込んだ 。来た時 とは異な り、偏西風 に乗って 一時間ほ ど速く飛
んでいける 。
中国 時間午後 三時に離 陸した機体 は、すで に伊豆半 島上空を
飛んでい た。窓の外 には闇に 沈みつつあ る富士 山が見える 。日
本に 帰ってきた と実感し たが、夢 のような体 験が終 わってしま
ったのを 、どうして も認めた くない自 分があっ た。

あ とがき
こ こにまと めた紀行 は、僕が まだ三十 代半ばの頃 、中国チ ベ
ット自 治区を旅 したとき に残した日 記をもと にしてい る。大学
生の時に空想 してい た夢の国に 、実際に 足を踏み 入れた時の 驚
きは大 きかった 。しかも 、片言の中 国語しか 分からな かったの
だから。た だ、少人 数での行 動が可能だ ったの で、団体旅 行に
おけ る煩わしさ は感じず に済んだ 。
清朝の末 期、河口 慧海が訪 れた頃のチ ベット は鎖国状態で 、
外国 人の入国は 厳しく禁 じられて いた。慧海 は日本 に伝わって
いない仏 典を求めて 、清国人 に偽装し て密入国 したので ある。
今 や飛行機で いきなり 、ラサの クンガ空港 に着陸 できる時代
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である 。いくら 交通の便 が良くなっ ても、政 治的な混 乱で外国
人に扉が閉ざされることがある。また、平穏な時期であっても 、
空気 の薄いチベ ット高原 では、体 を慣らして いくの は容易では
ない。高 山病の危険 と隣り合 わせである のは、 慧海の時代 と変
わり ないのであ る。
中国の文 化大革命 によって 、チベット 仏教は 壊滅的な被 害を
受け た。その ためだろう 、修復 された寺院 は仏像や 壁画の新 し
さが目立 ち、時の流 れによる 積み重ね というも のが感じ られな
い。 また、後 期密教の経 典で説 かれている ような、 神秘体験 が
できるわ けでもな く、チベッ ト独特 の葬送、鳥 葬が行わ れる場
所も 、外国人 の立ち入 りが禁止 されてい る。印象に 強く刻み 込
まれたのは、ヤルツァンポ川の雄大な流れと、突き抜ける青空 、

ひ とたび風が 吹けば 砂嵐が起き る岩山だ った。中国 化された ラ
サの町よ りも、 旅の前半に 回ったツ ェタンと その周辺に 、チベ
ッ ト人の生き た姿を 見た気がし た。
僕が訪 れたの は一九九九 年だが、 二〇〇六 年には、青 海省の
せいねい
西寧からラサ （拉薩 ）に至るま での青蔵 鉄道が開 通した。中 国
化の波 はさらに 加速度を 増している 。僕が目 にしたチ ベット人
の習俗も、 やがては 日常から 消え去って しまう かもしれな い。
内蒙 古のモンゴ ル人や東 北地方の 満州人が、 今では 内地の中国
人と同化 してしまっ たように 。
今で は遠い記 憶となっ てしまった チベット だが、そ の思いに
対する率 直な気持ち を表す題 名を探し た。それ が『懐か しのチ
ベッ ト』であ る。最後に 今回の 旅の日程を 記してお こう。
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一九九九年 七月三 十一日～八 月七日
一日目
成田 発…西安経 由…成都 泊
二日目
成都 発…クン ガ空港…ツ ェタン 泊
三日目
蔵王 墓…ユム ブ・ラガン …タン トゥク寺… ツェタン 泊
四日目
サム イェ寺 …ヤムドゥ ク湖…ラ サ泊
五日目

デ プン寺… ノルブリ ンカ…ジョ カン寺… バルコル… ラサ泊
六 日目
ポタラ 宮…セラ 寺…バル コル…ラサ 泊
七日目
クンガ 空港…成 都経由… 西安泊
八日目
大雁 塔…華清池 …兵馬俑 …西安発 …成田着

二〇一六 年四月二 日
髙野 敦志
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