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カルチュラル・ティベタンの言語文化と教育

ーブータンの個性にもふれて一

月原敏博
大阪市立大学文学部

ヒマラヤ沿いの地域には、チベット語方言を母語とし、チベット仏教を信仰するカルチュ

ラル・テイベタンが多い。その母語は、方言の著しい発達により地域ごとの差が大きかった

が、文語として古典チベット語があり、それが地域を越えた一種の共通語として機能してい
た。ところが、この言語状況は20世紀後半の半世紀の聞に大きく変化した。教育や日常生活

の場において、母語や文語(古典チベット語)という伝統的な言語使用が後退し、逆に様々
な外国語が受容されてきたのである。しかも、その受容状況には大きな地域差が生じた。近

年になって伝統的な言語の新たな高揚も生じてはいるものの、その勢いは外国語の学習・使
用を低減するほどではない。本稿ではこうした一連の言語変化の動向を整理し、変化を促し
た要因について考察する。そして、政治的な要因のほかに、カルチュラル・テイベタンの伝

統的文化に内在した性格のなかに、よ り究極的な要因があったのではないかと指摘する。

教育学との連携をさぐる

チベット高原とその周辺には、チベット語方言

を母語とし、チベット仏教を信仰する社会・民族

が多い。ヒマラヤ沿いの地域でいえば、いわゆる

チベット人だけでなく、ブータン人、シェルパ、

ラダキー(ラダック人) などもこの範鳴に入って

くる。これらの人々を、カルチュラル・ティベタ

ン (CulturalTibetan、文化的な意味でのチベッ

ト人)と総称しうる 1)。

ブータン調査への協力を辻本氏から要請される

まで、私は教育にはとくに関心を持っていなかっ

た。しかし氏の話から教育学の間口の広さがわ

かってきた。なかでも、「近代的な学校教育を伝

統的な教育と比較・検討するのは、伝統と近代の

相克という人文・社会科学の大テーマに関わるか

らだ」という観方には力を得た。その観方に従う

なら、ブータンを含むチベット文化地域では長い

歴史を持つ僧院教育があるから、まずそれと現在

の学校教育とを対置させて捉えることができょ

う。しかも、必ずしも教育に限定して議論するの

でなくてよいというのは私には好都合で、あり、む

しろ社会・文化全体に視野を広げたほうが教育に

関わることを扱いやすい。また、これまでの経験

からして私の担うべき役割はチベット文化地域の

広がりを視野に入れたブータ ン論を提供すること

かもしれない、と考えた。本稿は、このような発

想から出発した、ヒマラヤ沿いのカルチュラル ・

テイベタンの言語文化と教育に関する研究ノー ト

である。

調査研究項目として考えたのは次の三点であっ

た。

まず第一に、僧院教育・僧侶教育と学校教育・

俗人教育とを対比させて、今日までの状況を整理

することであった。チベットの文化・社会は古く

から僧界と俗界が二元的な構造を持つと同時に、

権力中心においてはしばしばその両者を一体化さ

せることが追求されてきたことが知られている

が、この作業によって、このチベット文化の構造

を新たな視点から見直すことができるかもしれな

し、。

第二に、言語とその変化に注目することで、あっ

た。教育はもちろん、使用する言語の状況が変化

するとかしないということは社会・文化全体にと

って大きな意味を持つ。ただし、教育における言

語の変化と、日常生活語の変化など社会全体に関

わる言語の変化はいちおう分けて考えておく必要

がある。社会・文化全体の動態を見極めるにはむ

しろ後者の方が重要である。しかし、僧院と学校

との対比との絡みからすれば、教育においては僧

院が古くから受け継いできたチベッ ト語の文語が
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学校教育でどう取り扱われるかは重要なポイン ト

であるように思われた。

第三には地域差を意識することであった。カル

チュラル・テイベタンといってもその社会は多く

地理的にも広域にわたるから、僧院と学校との関

係、ひいては僧界と俗界との関係は一律ではない

かもしれない。地域差を見出すことができれば、

逆に特定の社会の個性を再発見することも可能な

のではないか、と思われた。

そこで、以下、まず議論の前提になるカルチュ

ラル・ティベタンの言語文化の特徴を確認したう

えで、私自身の思考プロセスと各地での調査内容

を示しながら、カルチユラル・ティベタンの言語

文化と教育の変化動向を整理したい。そして、そ

の変化を促した要因について若干の考察をしてみ

たい。なお、本稿のもとになる辻本科研による現

地調査は、 1997 年 9 月 8 日 ~28 日にブータンと

インド、 2000年 2 月 16 日 ~27 日 にネパールで行

ったが、これ以外の機会にブータンやインドで得

てきた知見も利用する。

2 言語文化の特徴
まず最初に、カルチュラル・テイベタンの社会

において伝統的に見られた言語文化の特徴につい

て確認しておきたい。長らく彼らの社会に共通し

ていた言語状況を要約しておけば、次のようにな

ろう O すなわち、

⑦地域の話し言葉、口語としての母語の多様性

②共通語、文語としての古典チベット語の優位

③口語と文語の議離、である。

「谷ごとに話し言葉が異なる」ともいわれるよ

うに、チベット語には非常に多くの方言がある。

ラサ方言などの中央チベットの口語がいわば標準

チベット語として比較的多くの人々に話され理解

されてはいるものの、それはすべてのカルチュラ

ル・テイベタンが操れる共通語として隅々まで浸

透しているのではとうていない。個々の地域社会

で話されている言葉には相当な就り・方言がある

のである。特に、チベット文化地域の周縁部に位

置するブータン人、シェルパ、ラダキーなどの言

葉となると、全体としていわゆるチベット語と同

じなのはせいぜ、い 1割から 2割くらいにすぎず、

相手の言葉に不慣れな人同士なら相互の意思疎通

はかなり困難である、と現地の人たちもいう。 出

身地が異なる者同士では相互理解が困難なことも

珍しくない。ヒマラヤ登山に出かける外国人がチ

ベット語(ラサ方言)を事前に勉強して山麓の人

との意思疎通を試みても、相手の喋ることはろく

に理解できず、現地語はラサ方言とは相当異なる

方言であることを痛感させられたりするのも、こ

うした事情によるのである。

ところが、チベット文化地域全域にわたって、

とくに僧侶たちなどの教養を持つ者たちの間に

は、各地域特有の口語とは異なる共通語ともいえ

る言語があった。それは、文語たる古典チベット

語である。チベットの文化と宗教の財産は、まず

もってこの独自の文字と表記法をもっ言語と、こ

の言語に翻訳された仏教経典や仏教関連著作が遺

されていることにあるが、この言語を読み書きす

る専門家である僧侶たちと僧院組織は、 1300年以

上にわたってこれを受け継いできた。別の面から

いえば、僧院を中心とする文語(古典チベット語)

の教育においては、地域によって若干の差はある

ものの、おおよそ同じ発音の仕方で経典を読み、

口語では発音されない子音を多く含む複雑な綴り

や仏典特有の文法(党語文法)を覚え、文章を書

くときには必ずその文語で記す、という慣わしを

保ってきたのである。

この丈語の教養をもっ知識人層は、チベット文

化地域のどの地域においても人口の一部をなすに

過ぎず、大部分の人口は長らく非識字者で、あった。

従って、ラサ方言などと同様に誰もが理解できる

共通語ではとうていなし、。しかし、文語としての

普遍性・優位性をもっこの言語が存続したおかげ

で、少なくともそれに習熟した者の聞では口語・

方言レベルの地域差もたいした問題とならない面

があったわけである。

とはいえこうした伝統的な言語状況は口語と文

語との希離を生んでいた。カルチュラル・テイベ

タンの社会では古典チベット語以外には正書法は

なく、どこにおいても口語つまり方言と文語は希

離して似ても似つかぬものとなって並存していた

のであり、こうした古典チベット語の役割をチベ

ット学者たちは中世ヨーロッパのラテン語に似る

と言っている。

厳密にいえば、古典チベット語と口語(方言)

との聞には様々な程度の混交語もありえていた。

古典チベッ ト語の文法や発音に関する知識を元に
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文語的な香りの高い口語を喋ることも可能で、あっ

たし、逆に、文語のなかにも、チュー・ケー(法

語)と呼ばれる仏典の文語のほかに、口語的要素

の混じったペル・ケー(一般語)と呼ばれる普通

の文語があった。仏典以外の民話や読み物、語り

物、文学、日記類などには口語も混じるため、そ

れらが書かれたのが普通の文語であるが、口語の

混じり具合いは書かれるものに応じて様々であ

り、チュー・ケーと独立した文語体系が作られる

ことはなかった。後述するように、近年、ブータ

ンでは僧侶の一部には反対もあったもののブータ

ン語(ゾンカ語)の文法・綴りの標準化が進み、

チベット文字を用いたブータン語の出版物も出さ

れてきている。こうした動きが一部には見られ始

めたにせよ、仏典の言語たるチュー・ケーすなわ

ち古典チベット語という文語を核とした書き言葉

の世界と、相当な地域的多様性をもっ口語とが歴

史時代の大部分を通じてずっと議離し続けてきた

ことこそ、カルチユラル・ティベタンの言語文化

の一大特徴なのである 2)。

3 僧院と学校は対立するか?

( 1 )クンブのシェルパ社会での経験

1990年6月末から 7月にかけて、私はネパール、

クンブ地方のナムチェでドゥムジと呼ばれる年に

一度の村祭りを観察していた。村の寺院の境内を

会場にして行われるこの祭りは村の中から輪番で

選ばれた 8人の主催者(ラワ)が主宰する。祭り

にはクンブの宗教センターであるタンボチェ僧院

の活仏と 4~5 人の僧侶が招かれ、彼らは連日に

わたって村の安寧と悪霊退散を祈願する様々な儀

式やマスクダンスを執行する。主催者は毎日代わ

る代わる活仏へ供物を捧げるとともに、儀式を見

に集まった一般の村人たちにも飲食物をふるまう

のである。

1週間ほどの祭りが終わった直後のこと、群集

の集った寺院の境内が僧侶たちも臨席したまま村

の総会へと早変わりした。そこでは、パンチャヤ

ート制が廃止されたことや新たな選挙に関する注

意など、様々なことが村人全員にアナウンスされ

た。そのなかで、 20歳くらいの一人の若者層の代

表が次のようなアピールをした。

「ヒラリー財団などのお蔭でクンブには多くの

学校が建てられ、ネパール圏内の他の地域以上に

良好な学校教育をわれわれは受けてきた。外国人

とのコミュニケーションに役立つ英語の授業が4

年生から始まるのでは遅すぎる、もっと低学年の

うちから英語を教えてほしいという声が親たちに

は多い。それはよいが、チベット語の授業も必要

ではないか? シェルパ諸には書き言葉(文語)

はないから、われわれのもつ歴史文書はチベッ ト

語で書かれてきた。だから、われわれ若い者が自

分たちの歴史や伝統文化を学び、それをまた後世

へ伝えて行くためにはチベット語は不可欠である

のに学校では教えられない。それを読み書きでき

る人は村の中でも多くないうえにみな年長者とな

っている。この状況をなんとかしたい。チベット

語の授業はまだないのに、われわれが学校で学ん

でいる言語にはネパール語と英語だけでなくサン

スクリットが含まれている。学校でのチベット語

の授業をぜひ実現させたい。だが、それにはタン

ボチェ僧院の僧侶の方々の協力がどうしても必要

と思う。チベット語授業の開始に向けてぜひご協

力をいただきたい。」

これに対するタンボチェ僧院の活仏からの返答

はそっけないものだった。

「チベット語を勉強したいのなら、学校へ行く

のではなく僧院に入りなさい。 僧院には仏教経典

を中心とする古くからの教育システムがあるのだ

から、チベット語を学ぶのは僧院でよく、それが

最善なのだ。」

活仏はこの村に生まれた人なのだが、積板的に

協力することを断ったのである。教育学との連携

を考え始めた時、私がまず思い出したのはこの一

件だ、った。その現場に居た私は、話を通訳しても

らって聞きながら近代的な学校教育と伝統的な僧

院教育とはやはり対立するのだ、僧侶たちは彼ら

が受け継いできた言語を占有して俗人には渡した

くないのだ、と感じたのだ、った。そのため、そこ

で垣間見えた僧院と学校の対立について、他のカ

ルチユラル・ティベタンの社会の様々な人々に意

見を聞いて類似の問題の有無を確認することから

今回の調査をはじめることにした。

( 2 )一般に対立することはない、か?

しかし、インドの亡命チベット入社会やブータ

ンで得た聞き取り結果は、少々期待はずれのもの
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だ、った。何人もの人たちに聞いてみたが、僧院教

育と学校教育が対立することは「聞いたことがな

い」とか「一般的にいえることではない」という

答えばかりで、類例を聞き出すことはできなかっ

た。多くの人の意見を聞けば聞くほど「僧侶が教

師となって実際に学校教育に協力している例は多

い。また僧院の中でも、学校で教えられるような

英語・科学・数学・ビジネス学なども僧侶たちの

聞で自主的に取り入れられて、私的に教えられて

いる例も少なくない。だから、対立というよりむ

しろ協力関係があると考えた方がよいのではない

か? クンブの活仏の反応はおそらく特殊な例

で、その活仏には何らかの個人的な事情や思惑が

あったのではないか?Jというような結論を聞か

されるのだ、った。

私には肺に落ちないものが残った。現在はそう

なのかもしれないが、教育に限らずにいえば僧侶

や僧院組織が近代化への障害とみなされることは

今でも多いではないか。彼らを「改革の障害とな

る悪しき旧権力」と扱ってきた社会主義下のモン

ゴルや現中国領チベットだけではない。チベッ ト

人社会やブータンでも古くから言われてきたこと

である。また、民衆から敬愛される僧侶がある一

方でひどく嫌われる僧侶があることも、古くから

現地人自身によっていろいろなところで語られて

きたO

そこで、僧院教育と学校教育との対立問題をも

う少し深く理解するためには、僧院に付闘してい

た教育内容をある程度は蹄分けして考えること

と、現在の学校が生まれるよりも前の俗人教育の

様子を知ることが必要と思われた。

( 3 )伝統チベットの僧院教育・俗人教育と

「授業科目J
チベット文化地域の伝統的な僧院教育がいかな

るもので、あったかについては、近年多くのことが

われわれにも知られるようになってきた 3)。それ

らによると、僧院で教えられてきた「科目」には

数多くのことが含まれる。僧院教育の中心は、い

うまでもなく仏教哲学や仏教儀礼の学習である。

その目的を達成するために、古典チベット語の読

み書きから始まり、仏教経典を暗諭・解釈したり、

トルマとか砂マンダラの作り方を学んだりするこ

とが行われるのである。その意味では、言語の読

み書きそれ自体は目的というよりも手段にすぎな

いともいいうる面があるはずなのだから、 一種の

技能教育として僧院以外の場でも成立してしかる

べき「授業科目」であったのではないか、とも考

えられる。

こういう観点からすると、僧院で教えられてき

た内容には、仏教哲学研究という主目標からは少

し外れる教育は少なくない。仏画の描き方、仏教

関連の彫刻や装飾の施し方を学んだりすることも

その例である。さらに、在来のチベット医学やそ

れに基づく薬学、暦学、歴史学などの専門分野は、

僧侶なら誰でも習熟しなければならない「必修科

目」に入っていたわけで、はないようである。

様々なチベット関連の書物で20世紀の初め頃

の様子を調べてみると、そうした技能教育や専門

教育は僧院以外でもなされ、俗人の聞でも父から

子へと授けられたり、私塾的な教育の場を通じて

も継承されていた。僧院においても、それはどち

らかといえば私的な教育指導により継承されたよ

うである。俗人むけの読み書きや算数の教育につ

いても、特に貴族階級の子弟などが行政職等に就

くために必要なそれを学習できる場は、ラサやシ

ガツェには僧院以外の公的な教育機関としてもい

くらかあったようである。各地域の有力者や貴族

の子弟なら、私塾や寺子屋のような場で学ぶとか、

家族の中で教養のある父や祖父から、あるいは特

に家庭教師を付けてもらって学ぶのは普通のこと

であった 4)。

だから、こうした技能教育・専門教育たりうる

ものは、 20世紀の初め頃においてすでに、おおよ

そ社会の上層に属する子弟に限られてはいたもの

の、僧院以外の学校または私的な俗人教育の場で

教えられていたのであったし、それに特に問題は

なかったようである。専門家である教師の多くが

僧侶でもあり、教育・継承もしばしば僧院の場で

なされていた意味では僧院教育との関係は浅くは

なかったといいうるにしてもである、

( 4 )僧院から学校ヘ、学校から僧院へ

翻って現在の状況を確認してみると、ブータン

では、首都テインプーにある俗人に聞かれた学校

の例だけでも、仏教関連の彫刻の仕方や仏画・仏

教関連装飾画の描き方などを学べる芸術工芸専門

学校 {Sch∞1of Arts and Crafts)、マスクダンス
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等を学べる王立舞踏学院 (RoyalAcademy of 

Performing Arts)、伝統的な薬学を学べる国立伝

統薬学研究所 (NationalInstitute of Traditional 

Medicine)などがある。ゾンカ語や古典チベット

語についても、シムトカ言語文化学院 (Institute

for Language and Cultural Studies)があり、いわ

ゆるチベット学(ないしはブータン学?)に相当

する高等な文献研究も可能になっている。もちろ

ん子供たち向けの初等・中等教育ではゾンカ語教

育は広く行われ、国語以外の科目もゾンカ語で書

かれた教科書で授業が行われている。教師につい

ても、これらの学校には僧侶もあれば俗人もある。

インドの亡命チベット入社会においても、いく

つかの職業訓練校が設けられて技能教育がなされ

ているし、チベット語については、亡命チベッ ト

人子弟が学ぶ学校ではチベット人としてのアイデ

ンティティーを守るための重要な言語としてその

教育には力が入れられている。学校でチベット語

を教えている教師にはたしかに僧侶も少なくな

い。また、チベット亡命政府はインド政府と協力

してワラナスィの高等チベット学中央研究所を運

営しており、俗人の子弟でも大学レベル以上の高

度なチベット学、文献学を修めることが可能とな

っている。これら亡命チベット入社会に関する情

報はダライ・ラマ法王政府のニューデリー・オフ

ィスやダラムサラの教育局を一時的に訪問して得

たが、僧院と学校との対立やブータンとの違いが

あるかという点も含めて技能教育の扱いについて

聞いたところ、次のような返答が得られた。

11959年のダライ・ラマのインド亡命以前、チ

ベット全土には6.000を越える数の僧院があった。

1950年代には中国の指導の下で学校が生まれつつ

あったが、当時の教育は初等教育から高等教育に

いたるまでほとんどが僧院で行われていた。チベ

ットではチュ・スイ・スムデと呼ばれる「宗教と

政治は一体であるJという古くからの考え方があ

り、宗教を中心に様々な学問分野も僧院で学ぶよ

うになっていた。しかし仏教関連の絵画や彫刻な

どの技能教育については、 1959年以前でも僧院だ

けの占有というわけではなく職業教育の専門学校

で学ぶことが可能であった。現在では、チベット

亡命政府はダライ・ラマを元首としつつも民主主

義に移行しているので、宗教と政治の一体性は

徐々に崩れてきた。一般の俗人子弟むけの教育と

して読み書きほか様々なものが学校で教えられる

ことには何の問題もない。亡命チベット人にとっ

ては宗教・言語・アイデンテイティーの保持はど

れも大切だ。ブータンでは、現在のわれわれの社

会以上に伝統文化に関わる様々な専門学校があっ

て俗人に開かれているといえるのではないかとい

うことだが、僧院教育と学校教育との関係や技能

教育の扱い等には、さほど大きな違いはないと思

う。」

別の機会に、私は南インド、カルナタカ州ビラ

クペのチベット人キャンプ近くに位置するセラ僧

院を 1日だけ訪れて現状を聞いた。この僧院は、

仏教大学として巨大な規模を誇っていたラサの三

大僧院の一つであり、その本山が南インドに移っ

たものであるが、セラ・ジェー、セラ・メーの二

つの学堂からなり、五千人ほどもの若い学僧たち

が学んで、いた。それはまさしく仏教大学と呼ぶに

相応しい規模と陣容を備えていたのだが、たしか

に英語とかコンピューターとか、仏教哲学以外の

ことを僧院外の学校で勉強するような僧侶がなか

にはおり、僧院内部でもそれが他の僧侶たちにも

教えられたりしているとのことであった。また、

読み書きほか伝統文化に関わる様々な教育がなぜ

僧院外で得られるようになってきたのかを聞く

と、チュ・スィ・スムデと呼ばれる宗教と政治の

一体性はもはやなくなったからだということが、

ここでも聞かれた。

なお、ネパール、クンブのシェルパ社会におい

ても、つい最近の2000年 2月に 8年ぶりに訪れ

て確認したところでは、 10年前にナムチェ村の若

者が要請していたチベット語(シェルパ語を兼ね

る)の授業は 5年前から実現したとのことであっ

た(ただし、チベット語の教師はタンボチェ僧院

の僧侶ではなく、クンデ・ゴンパに住む亡命チベ

ット人の僧侶であった)。ネパールの国家全体の

教育カリキユラムに関する規制が10年ほど前に

いくらか柔軟になって民族語を授業科目に取り入

れることができるようになったため、サンスク リ

ツトを外してチベット語授業を入れたとのこと

で、その授業は現在は 4年生までの初等教育に限

ってだが行われていた。英語教育については、 8

年前から最低学年からすべての学年で教えられる

ようになったとのことであった。

-83-



カルチュラル・ティベタンの言語文化と教育ーブータ ンの個性にもふれてー (月原敏博)

( 5)まとめ、そして新たな疑問

以上のことから、ヒマラヤ沿いのカルチュラ

ル・ティベタンの多くの社会では、かつては僧院

がほぼすべての分野にわたる教育の中心であった

が、現在では読み書きを含め、技能教育的な部分

はかなりの程度学校教育の側にも取り入れられて

いること、僧院教育が専ら占有するものは減って

きていることが確認された。また、古くから僧院

以外でも教えられてきた技能教育はある程度あっ

たことも確認された。読み書きを学校で教える教

師にはどの社会でも僧侶も俗人も見出せたことか

らすると、カルチュラル・テイベタンの僧侶たち

が、チベット語の読み書きを学校で教えることに

ついて一律に非協力的で、あるなどとは少なくとも

現在では決していえないことも判明した。タンボ

チェ僧院の活仏の例はやはり特殊例であり 、何ら

かの個人的な事情、おそらくは僧院へ入る地元の

子弟が近年ほとんどいなくなっていることが、関

係していたと思われる。

従って、僧院教育と、学校またはその他の私塾

的な俗人教育は、何か根本的に対立する性格を持

つものではなく、特定の「科目」がどちらで教え

られるのかは、昔も今も単に量的な大小の問題と

してあり続けてきた側面はあるように思われる。

すなわち、かつては俗人むけの学校教育が整備さ

れてなかったからあらゆる教育が僧院中心で行わ

れていたが、現在ではそれの整備が進んできたか

ら学校でもやられるようになってきたにすぎな

い、あるいは、かつては専門家・知識人は同時に

僧侶である場合が多かったから様々な教育が僧院

という場で行われていたにすぎない、といった理

解がとりあえずは適切であるように思われる。

ただし、かつて僧院があらゆる教育の中心であ

ったことに関連して、チベットの伝統であるチ

ユ・スイ・スムデと呼ばれる宗教と政治の一体性

を保持する伝統が言及されていたことに注意して

おく必要はあろう O つまり、聖なる宗教と、俗事

たる政治の一体性を特徴とした社会であるがゆえ

に、教育においても宗教を中心として他の分野も

そこに糾合させる、宗教中心の諸学統合主義・総

合主義のような力が働いていたと考えることも可

能である。そうであるなら、核となる宗教教育を

欠いた俗人むけの技能教育は、場合によっては

「好ましくないもの」とか「育つてはならないも

の」とみなされてもおかしくないからである。そ

の場合、僧院教育と学校教育の関係を単に量的な

大小の問題と理解するなら不十分であることにな

ろっ。

そこで気になるのは、ブータンではダルマ・ラ

ジャ(法王)、デプ・ラジャ(摂政王)を中心と

した僧界主導の権力が、俗人である国王主導の権

力へと完全に移行して久しいことである。初代お

よび第 2代国王は、今世紀初頭から 30年ほどの

時間をかけてこれを完遂した 5)。この「早さ」は、

現在のブータンでは、亡命チベット人社会以上に、

かつて僧院で教育されていた伝統的な「科目」が

俗人向けの学校教育により多く取り込まれている

ことや、ゾンカ語の文法・表記法を標準化してこ

れを公用語・国語として広めることにかなり成功

してきていることと符合するようにも思われるの

だが、これについてはあとで再び考察したい。

4 母語・チベ‘ツト語教育の拡充と

ゾンカ語

きて、一連の調査の中で僧院教育と学校教育と

の対立問題以上に私が実感したことは、クンブの

シェルパ社会で、もチベット語の授業が開始された

ように、ごく近年になって、母語またはチベット

語の教育がかなり推進されるようになってきたこ

とである。これに付隠して、授業や教科書で使わ

れる言語そのものが母語化・チベット語化してき

ていること、教科書の「国産」化が進んでいるこ

と、また教科書白体の質が相当に改善されてきた

こと、もあげておきたい。これらは、ヒマラヤ沿

いに住むカルチュラル・テイベタンの多くの社会

でここ 10年ほどの聞に生じた、学校教育に関わ

る非常に顕著な変化と思われるので、ここでその

変化の一端をみておきたい。加えて、ブータンで

のゾンカ語の整備はヒマラヤ沿いのカルチュラ

ル・テイベタンの諸社会を見渡しでも特筆に値す

る動きで、単に教育という次元の言語変化に留ま

らない意義を持つのでその内容を概観しておく。

( 1 )母語・チベ‘ット語教育の拡充

ネパールのシェルパ社会の場合、その国家的な

教育政策のために、英語や民族語以上にネパール

語を重視したカリキュラムがある。教科書は英

語・チベッ ト語以外の科目では全学年においてネ
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パール語の教科書が使われ、授業はネパール語

(一部、シェルパの教師の場合には低学年ではシ

ェルパ語)で行われているので、教科書の言語も

も教育に使われる言語もネパール語が基本となって

いる。シェルパ語・チベット語のような民族語に

よる教育は、ほぼその言語の授業だけに限られ、

しかもまだ小学校の低学年・中学年の期間に読み

書きの初歩を教えるだけに留まっているのであ

る。

ブータンの場合、よく知られるように政府は早

くから英語で授業をすることを採用したが、同時

にゾンカ語教育にも力を入れてきた。現在使われ

ている教科書については、 1997年の調査で杉本氏

が大量に入手して詳しく分析されており私はあま

り調べていないが、ブータンの学校で使われる教

科書の多くは、現在ではインド人研究者などの協

力も得ながら教育省が編集・出版している。1997

年の調査時点では、たしか6年生(小学校最高学

年)までの教科書は、英語などの例外を除けばす

べての科目がゾンカ語で書かれているということ

であった。それ以上の学年では英語で書かれた教

科書になる。英語で書かれた高校レベルの歴史と

地理の教科書を手にする機会があったが、 1997年

に使われていたその歴史の教科書はとくに内容が

充実しており、 1980年代とは隔世の感があった。

インドの亡命チベット人政府が管轄または運営

協力する亡命チベット人子弟のための学校の場合

には、教科書は教育局が編集・出版していたが、

5年生まではブータンと同様にすべての科目でチ

ベット語で、書かれた教科書を使ってチベット語で

教育がなされているとのことであった。ヒンデイ

一語の学習は 6年から 8年までの 3年間だけに限

り、中等教育以上では英語を中心とする教育とな

っている。何年にどの学年のどの科目の教科書ま

でがゾンカ語化ないしはチベット語化されたのか

について、詳細なデータを得てはいないが、 1970

年代や80年代に学校教育を受けたブータ ン人や

亡命チベット人に話を聞く限りでは、彼らが学ん

だ頃にはヒンデイ一語や英語で書かれた教科書が

ほとんどであったと聞くから、近年になって大き

く改善されたものと思われる。

以上の例を見ると、ヒマラヤ沿いのカルチュラ

ル・テイベタンの諸社会は、それが属する国家の

教育政策の制限を受けつつも、できる限り母語や

チベット語による教育を近年推進してきたよ うで

ある。具体的には、低学年の教科書から徐々に全

科目がゾンカ語やチベット語で書かれるようにな

り、授業そのものもその言語でなされるというこ

とが、この 10年ほどの聞に多くの社会でかな り

進められてきたのだ、と思われる。

( 2) ゾンカ語とは何か?

ブータンの公用語であるゾンカ語は、文字どお

り「ゾンの言葉J(Dzong-kha)として、古くから

ブータンの政府・役所で使われてきたフォーマル

な言語を指す。しかし、混乱を避けるためにゾン

カ語という範鴎を整理しておけば、もともとゾン

カ語というときにはおおよそ 3つほどの言語が含

まれえた。それは、文語としてのゾンカ語、フォ

ーマルな口語としてのゾンカ語、くだけた口語、

在来の方言と してのゾンカ語である。

カルチュラル・テイベタンの常として、ブータ

ンにおいても口語と文語は議離していたのだが、

文語としてのゾンカ語とは政府文書で用いられる

フォーマルな書き言葉のことであり、実態として

はそれは古典チベット語(チュー・ケー)であっ

た。口語には大雑把に言って 2種類のゾンカ語が

あり、一つは政府の役人などにより公の場で話さ

れるフォーマルな口語としてのゾンカ語であっ

た。しかし、西ブータンのブータン人、いわゆる

ガロップ (Ngalop) と呼ばれる人々の母語(ガロ

ップ ・カ)がゾンカ語と呼ばれることもあった。

別の言い方をすれば、公の場で話されるフォーマ

ルな口語としてのゾンカ語こそ、「ゾンの言葉」

の本義といいうるが、それは仏典の言葉と地元の

方言との混交語的な性格を持っていたのであっ

た。この口語にはチベット語の文語や古語が多く

含まれているが、単語を短縮化して発音するなど

独特の言い回しを持ち、チベット語方言としては

シッキムの言葉(チベッ ト語デンジョン方言)に

似るといわれる。

近年、ブータンでゾンカ語の文法・綴りの標準

化が進み、教科書を含めて、チベット文字を用い

たゾンカ語の出版物が増えている。このことは、

もともと正書法はなくて文語化されてはいなかっ

たゾンカ語口語が、現代に至ってその表記法が整

備され、ブータン人にとって古典チベット語では

ない第2の文語体系(フォーマルなゾンカ語口語
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を書き記すための表記法)として創出されつつあ

るということなのである。

( 3 )ゾンカ語改良の歴史と現状

このゾンカ語の整備と教育の流れをv印 Driem

のまとめ 6)に従って辿っておく O ブータンで最

初の学校教育が始まったのは 1920年代以前に遡

るが、 19回年頃でもまだ学校は 5校と少なかった。

実質的な学校教育の開始は 1950年代半ばから 60

年代初めにかけてであった。ゾンカ語教育は当初

から重視されていたが、当然のことながら近代的

な教材はなく、ゾンカ語教育では背ながらの方法

で古典チベット語(チュー・ケー)が教えられた。

当初、第2の言語は英語ではなくヒンディー語で

あった。隣国インドの教科書を用いてヒンデイ一

語で授業が行われたので、その意味では学校教育

の立ち上げは速やかであった。しかし、教育にお

ける脱インド化が早 くから意識されるようにな

り、 1964年にはこの教育媒体たる第 2の言語はヒ

ンデイー語から英語に換えられ、英語の教材開発

も進められた。早くから英語が教育媒体になるこ

とで、近代化に必要な英語に強い人材を生み出す

ことになるのである。ゾンカ語を現代に適したも

のにする改良プログラムは、教育省に設置された

ゾンカ局により 1961年には開始されていたが、

学校で教えられたのは依然として古典チベット語

のままであった。 1971年にゾンカ語教材とゾンカ

語教育法が開発されたことによって、ょうやく初

等・中等教育の全カリキュラムでゾンカ語での授

業が可能となった。1986年にはゾンカ諮問委員会

が設けられ、ゾンカ語教育で生じてきた問題や、

標準化、正書法の問題の解決にあたった。1989年

には教育省ゾンカ局とゾンカ諮問委員会は廃止さ

れ、ゾンカ開発委員会という独立機関が生まれた。

そこでは学校でのゾンカ語カリキュラムの開発、

ゾンカ語辞書の編纂や文法書・文典の発行、ゾン

カ語の正書法・綴字法・語法の標準化、ブータン

の諸言語の言語学的研究、な どを行っている O

1991年には"RomanDzongkha"というゾンカ語の

ローマ字正書法も開発され、ローマ字への転写方

法も確立された。

現在では週間新聞クェンセルにゾンカ語版があ

り、 ゾンカ語版教科書が整備されてきたように、

ゾンカ語の表記は今日ではほぼ確立されたといい

うるかもしれない。しかし 現在でもまだ重要な

公文書ほど古典チベット語で書かれてお り、伝統

的かつ正統的なチュー・ケーと呼ばれる文語が、

新たに整えられたゾンカ語によって駆逐されたわ

けではない。かなり異なった別個の文語体系が並

存しているのである。そのため、会話において方

言と標準チベット語との間で意思疎通が困難であ

るのと類似の問題も、逆に生じている O 例えば、

ゾンカ語口語の発音に従って綴った単語は、古典

チベット語でのその語の綴りとかなり異なり、古

典チベット語だとまったく別のことを意味する単

語になってしまうということがある。そのため、

古典チベット語の学識をもっ人が現代ゾンカ語に

よる文を読むとかえって誤解が生じて煩わしいと

いうような事も起きるのである。当然のことなが

ら、ゾンカ語を知らないチベット人がゾンカ語文

を読めば、なんとか文字を辿つである程度発音も

できるが、何が書いてあるのやらろくに理解でき

ないということにもなるのである。

(4 )ゾンカ語改良の意義

あるチベット亡命政府の年配の教育関係者にブ

ータンにおけるゾンカ語の標準化・文語化につい

て意見を聞いたところ、興味深い答えが返ってき

fこ。

「類似のことは、かつて 1960年代頃にシッキ

ムで行われた。古典チベット語とは異なる、シッ

キム語による表記を確立しようとする運動で、チ

ベット大蔵経をすべてシッキム語に翻訳して、そ

の翻訳経典をシッキム人の文化的アイデンテイテ

ィーの核としようとした。しかし、この計画は挫

折した。古典チベット語とは異なる文語体系を打

ちたてることには非常な困難があり、ブータンの

企ても失敗するのではないか?Jというのである。

インドの亡命チベット入社会で教えられ、また

一般向けの新聞や読み物などの出版物として流布

されているチベット語表記(普通の文語)は、そ

の歴史も長く、ゾンカ語以上に仏典の文語(チョ

ー ・ケー)との連続性が保たれているといいうる

ものらしい。彼らの学校教育においては、仏典の

文語も含みつつ、口語的要素の混じった普通の文

語(ペル・ケー)の読み書きを中心にチベット語

が教えられている。この点はブータンでも同じな

のであるが、大きな違いはチベット人の場合には
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複数の文語及び口語の体系に習熟しなくてよいこ

とである。

ブータン人の場合、ゾンカ語の高い能力を得ょ

うとすれば、現在でも古典チベット語の学習は不

可欠である。しかし、それに習熟したブータン人

であれば、文語においてはゾンカ語と古典チベッ

ト語の双方、口語においてもゾンカ語と標準チベ

ット語の双方に通じることができる。一部の僧侶

によるゾンカ語の整備に対する反対は、古典チベ

ット語の学習が不十分であれば、これらのどれも

が不十分な理解に終わってしまうということにあ

ったようである。ゾンカ語改良運動の成否を危慎

するチベット人の言もこのことに関わっている。

古典チベット語以外の不完全な文語体系を導入す

ることで、 言語の混乱ひいては伝統文化の維持継

承にも不必要な問題が生じてしまうのではないか

ということなのである。

ゾンカ語の標準化・文語化という、現代のプー

タンにおいて推進されてきた言語・文化運動は、

これほどの規模をもつものとしては他のヒマラヤ

沿いのカルチュラル・テイベタンの社会には類例

が見られない。この運動の今後の成否はともかく、

その意義を確認しておくなら、それはカルチュラ

ル・テイベタンの社会一般でみられていた、共通

語、文語としての古典チベット語の優位と、口語

と文語との分離関係が、ここではもはや過去のも

のになったといいうるのかもしれないことにあろ

う。この運動は、比較的早くから俗人主導の権力

が確立したことや、かつて僧院で教育されていた

伝統的な「科目」が俗人向けの学校教育により多

く取り込まれていることと並んで、、現代の国民国

家建設に伴うブータンのー特徴と捉えることがで

きょう。

5 伝統的な言語使用の後退とその要因

(1)外国語受容とその地域差

さて、必ずしも学校教育には留まらない社会・

文化全体の変化を捉えるために、日常生活で使わ

れる言語の変化についても確認しておきたい。

ヒマラヤ沿いのカルチュラル・テイベタンの社

会では、 一般の子供たちのかなりの割合を相手に

した本格的な学校教育はおおよそ 1950年-60年

頃に始まったにすぎず、大雑把にいえばほんの40

-50年ほどの歴史しかもたない。すでに触れた

ように、チベッ ト文化地域では古典チベット語を

受け継いできた僧院教育とは別の俗人教育なり学

校教育が古くにはまったくなかったのではない。

しかし、それらは、僧侶となる者のための僧院教

育に匹敵しうるような組織だ、った大衆子女むけの

教育の場として発達を遂げた学校教育ではなかっ

た。ヒマラヤ地域における学校の出現は、カリン

ポン、ダージリン、ラサ、ラダックのレーなどに

おいて、英国人によって学校教育が始められるの

を待たなければならなかったのである。しかし、

こうした学校教育は、遡ったところでたかだか

100年あまりのことにしかすぎず、しかも長らく

貴族や有力者のみが享受可能な教育で、あった。教

育の中心は僧院であり、それが社会の下層をなす

人々にも聞かれていたのに対し、学校教育はそう

ではなかったのである。

ところが、学校教育の拡大したこの半世紀は、

かつての言語・文化状況が大きく変化する時期に

も当たっていた。母語でもなければ古典チベッ ト

語でもなく、カルチュラル・ティベタンにと って

はもともと外国語であった言語が、日常生活にお

いても使われ始めることが生じたのである。しか

も、その新たな言語の受容状況には大きな地域差

が生じた。

ブータンの場合、英語とインド系の言語 (ヒン

デイ一語・ベンガル語・ネパール語)を解し、話

す人が増えた。ネパールのシェルパ社会の場合は、

ネパール語を読み書きのできる人が増えた。外国

人旅行者と接し始めたシェルパは、学校教育よ り

もむしろ外国人との接触から英語を解するように

なった。ヒマチャル州などインドのチベット人社

会では英語とヒンデイ一語を使う人が増えた。カ

ルナタカ州など南インドのチベット人社会でも、

カンナダ諾などの地元の言葉を理解する者も一部

にはいるが、英語とヒンデイ一語を使える人が多

い。ただし、古くからネパール系住民が多かった

ダージリンなどでは、亡命チベット人であれシェ

ルパやブータン人であれ、社会の中ではまずネパ

ール語を話すものが支配的となり、英語やベンガ

ル語がそれに続く 。ラダックではラダキーのなか

にはウルドゥー語・ヒンディー語や英語の読み書

きができる者が増え、ラダックの亡命チベット人

にはラダキ一語、ウルドゥー語・ヒンディー語、

英語を操れる者が増えた。中国領チベッ トでは中
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国語を解するチベッ ト人が増えた。個々のカルチ

ユラル・ティベタンは、どこに属していたかによ

って、新たに受容する言語が異なったのである。

外国語の受容の程度も、地域によりかなり異な

っている。ネパールのシェルパ、特にその比較的

標高の低い所に住むシェルパの場合は、家庭の中

で、例えば母親が赤ん坊に呼びかけるのにもシェ

ルパ語よりもネパール語を使うことの方が多い。

同様のことは、ダージリンの亡命チベット入社会

におけるネパール語、中国領チベットの一部のチ

ベット人社会における中国語についても当てはま

る。

総じていえば、低地の言語がそれぞれの方向か

らヒマラヤやチベット高原をよじ登るような動き

が生じ、カルチュラル・テイベタンはマルティ・

リンガルになったのであるが、中にはもはやほと

んど母語を失った人々もあるわけである。

( 2 )伝統的な言語使用が後退した要因

こうした外国語受容の要因、ひいては伝統的な

言語が後退した要因にはいくつかの点を挙げるこ

とができる。

その第 1は政治的な要因である。 1950年代から

60年代にかけては、中共のチベット侵攻からダラ

イ・ラマ政権のインド亡命にいたるいわゆるチベ

ット問題や、東部および西部ヒマラヤにおける中

印国境紛争等が立て続けに生じ、ヒマラヤ地域の

多くの国境線は現地住民でも越境が困難となり、

ヒマラヤ地域のほとんどはインドの政治経済の勢

力下へと完全に呑み込まれた。一方、チベット文

化地域の大部分をなすヒマラヤ以北は、共産主義

漢族国家の領土へ編入され、仏教国としては、外

交をインドに牛耳られたブータンだけが残ること

となった。チベット本土をはじめ、ほぼすべての

カルチュラル・テイベタンの社会は、仏教徒では

ない他民族が主役を演じる国家や州へと編入され

たために、そこで支配的な学校教育体制と、教科

書や授業で使われている言語を受容せざるをえな

かった側面がある。また、当該外国語(ないしは

新しい国語)の能力を身につけることで、類似の

伝統文化を共有するカルチユラル・ティベタン相

互に限らぬ、他民族や国際社会との情報交換が可

能になり、それがしばしば彼らが経済的な成功を

おさめるための好条件にもなったので、あった。

こうして、政治的な要因から教育や経済という

次元においても外国語受容が促され、さらにそれ

らが複合して働いた結果、ところによっては家庭

の中でも主たる使用言語が外国語に取って代わら

れるということが生じてきたのだと思われる。政

治的要因と並べて、教育とか経済という次元も要

因として数えることは可能であろう。しかし、そ

れだけの理解で十分で、あろうか。これまで検討し

てきたことがらは、より究極的なところでこの半

世紀の聞の外国語受容にも深く関係してきた別の

要因を暗示するもののようにも思われるのであ

る。

チベット文化地域に伝統的な言語文化は、最初

に記した①から③、つまり

①地域の話し言葉、口語としての母語の多様性

②共通語、文語としての古典チベット語の優位

③口語と文語の議離、

という特徴をもっていたが、その後の検討を経た

ことで、さらに

④現代における外国語の受容

⑤教育中心の僧院から学校への移動、教育の大

衆化

⑥近年における母語・チベット語教育の高揚

という共通した歴史的展開を、今世紀において遂

げていたといいうる。チベット文化地域において

各地で学校教育が始まった頃まで教育・文化を中

心的に担い続けていた僧院組織は、主に政治的な

理由からその実権を失ったのではあったが、一方

で古典チベット語を核とする伝統的かっ本格的な

言語教育が十分には組み入れられてはいなし冶かた

ちで新しい学校教育は始まった。しかし、外国語

の受容が進むなかで、学習したり修得したりする

ことの意義が相対的に低下していた伝統的な言語

である母語やチベット語が、特に近年では学校教

育をはじめとして高揚しつつある。この近年の動

きは、母語・チベット語の教育が、比較的最近ま

で不十分にしか学校教育には組み込まれていなか

ったことに対する一種の反省の動きであって、教

育が大衆化される中で、僧院を中心に占有されて

いた言語文化が、かつてとは異なる形をと りなが

らも生き延びようとするものに見える。

古典チベット語の専門家集団たる僧侶たちゃ僧

院組織は俗人むけの新しい学校教育とは必ずしも

うまく連携できなかったのではないか、僧院を中
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心とする伝統的な教育体制には近代的な教育体制

の導入やそれへの適応を苦手とするような性格が

あったのではないか、という疑問が再び頭をもた

げてくるのだが、外国語受容を含む、今世紀にお

ける一連の言語変化の究極的な要因は、僧院が中

心になって継承される伝統的な言語文化に内在し

た性格にこそあったのではないかと私は考えた

い。それは、 一つには口語レベルではカルチュラ

ル・テイベタン同士でも共通語がないために母語

や標準チベット語に習熟する意義が外国語ほどに

は現在でもありえないことや、口語と文語の議離

は教育・知識が大衆化された現代では受け入れ難

いこと、さらに、より抽象的な理由であるが、僧

界と俗界が二元的な構造を持ちながらも、僧侶を

上に戴いて両者を一体化するべきであるというチ

ュ・スィ・スムデの思想、ひいては文化・社会構

造そのもが、 20世紀の環境への適合性を欠いた点

にあったのではないかと思うのである。

ラサやシガツェに位置した大僧院・僧界を中心

として、古典チベット語を核にした普遍性ととも

に、多様な方言ひいては地域性の発達をも許容す

るという伝統的なチベット文化・社会の構造は、

宗教文化を中心とするチベット文化の統一性と寛

容性や、ある種のコスモポリタン的な性格を維持

するものではあったが、それは 20世紀という周

囲の環境変化には即応しえない種類の地域的多様

性や普遍性しか備えていなかったように思われ

る。

6 ブータン文化の個性と今後の課題

すでに気づかれるように、このように考える時、

カルチュラル・テイベタン全体の文化の仕組みの

統一性や文化要素の多様性とともに、ブータン文

化の個性も同時に少しずつ明瞭となってくる。17

世紀にブータンを統ーしたシャブドウン・ガワ

ン・ナムゲルもチベットにおけるダライ・ラマと

同じく聖俗両界の長であった。しかし、その体制

は実質上早くから崩れており、ブータンでは英国

の後押しを受けた俗人の有力者の代表が、王政を

しいてからすでに一世紀近くが経過し、その問、

俗人主導で俗界ないし俗人主義的な発想に従う建

国の作業を続けてきたことこそ、今世紀において

伝統文化の保護とともに、国際環境とも妥当な折

り合いをつけることに成功した理由で、あったよう

に思われる。ゾンカ語の表記法を標準化して新た

な文語体系を創出し、伝統文化に関わる多くの

「科目」を俗人むけの学校教育の中に取り込んで

きたことは、その主として教育に関わる側面に過

ぎないのだが、他の多くのカルチュラル・テイベ

タンの場合にはブータンよりも後手ごての対応し

かできていなかったように思われる。少し極端な

言い方をすれば、 20世紀の国際環境は、その後半

の半世紀の言語変化が示すように、俗人主義的な

対応によってのみ対処可能なものであった。そし

て多くのカルチュラル・テイベタンの中で早くに

俗人主義に徹しえていたブータンのみが毅然とし

て近代と向かい合い、なんとかそれと折り合いを

つけることに成功したといえるのではないか。

以上、教育を中心にすえながらヒマラヤ沿いの

カルチュラル・テイベタンの言語文化について考

察を進めてきたが、本稿で

ても、まだだ、まだ情報や資料が十分でないところは

少なくない。だから、様々な事柄が今後の研究課

題とならざるをえないのだが、調査の途中で重要

と思われた 3つの点にだけ言及して稿を閉じるこ

とにしたい。

第 1は、ブータン囲内における地域文化・民族

集団と、ゾンカ語改良運動などの現在のブータン

の国家政策や、国民全体の言語変化との関係であ

る。ゾンカ語の国語としての整備が着実に進めら

れている現在のブータンでは、ゾンカ語とゾンカ

語以外の諸方言との聞で、ゾンカ語の優位に対す

る各地方の口語の劣位という関係が、それはかつ

てからそうであった面はあるが確実なものとして

閏定化しつつあるかと思われる。周知のごとく、

これは南部に住むネパール系住民の問題とも、東

西ブータンの民族・宗派対立というような問題と

も如実に関わる面があるので重要な研究課題であ

る。しかし、最近の訪問で気づいた言語文化に関

わる興味深い現象の一つは、テインプーやパロな

どのいわゆるブータン人(ガロップ)の聞でも、

特に就学中の子供や青年層には、政府の政策とは

裏腹にゾンカ語ではなくネパール語を話す人が増

えていることである。すでに記したように、ダー

ジリンのチベット入社会ではチベット人すらネパ

ール語を話して生活する人が非常に多いが、それ

に類似または連続する動きであるようにも思われ

る。
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第 2は、ヒマラヤ沿いのカルチュラル・テイベ

タン相互、特に、インドを中心に南アジア各地に

住むに至った亡命チベット入社会の言語文化の比

較研究を進めることである。ダージリンのチベッ

ト人がネパール語化している半面、ラダックのチ

ベット人はほぼチベット語のみでの生活を続けて

おり、しかもここでは隣人が同じカルチュラル・

テイベタンであるラダキーであったために、ラダ

キ一社会における仏教の高揚が生じ、ラダキーの

子弟が亡命チベット人の学校での就学を晴好する

ような現象すら起きている。地域に応じて、チベ

ット人たちが修得した外国語は多岐にわたるの

で、多様な環境の中でいかにアイデンティティー

を維持し、学校教育がいかにそれに関わっている

のかを調べることは重要に思われる。

第 3は、本稿ではさほど触れることができなか

った中国領チベットを視野に入れることである。

そこでも、現代における外国語の受容、教育中心

の僧院から学校への移動、教育の大衆化、近年に

おける母語・チベット語教育の高揚といった、本

稿で確認した言語文化の動きが見られることは、

近年少しづっ増えてきたかの地の教育状況を伝え

る文献7)からもうかがえる。しかしとりわけ重

要なことは、教育機会を求めての人口移動、とく

に中国領チベットでの学習機会の欠如またはそれ

の放棄から、インドのチベット人社会で学校教育

や僧院教育を受けるために越境する人が年間に数

千人にも達していることである。これは、カルチ

ユラル・テイベタン全体を視野に入れて現代の教

育を考えようとする時には、非常に重要な動きで

あると言わざるをえない。

本稿のような思考手順や議論の精度で果たして

教育学との連携がうまく進むのかどうか、言語や

言語文化が専門でないこともあって心もとない

が、文化地理学という立場からのヒマラヤ・チベ

ット地域研究8)の一環として、今後とも学際的

な研究には積極的に参加・発言していきたいと考

えている。

註
1) ここで言及した人々を括る適当な表現は日本語では

なかなか見当たらない。いまのところ、文化的な意

味でのチベット人とか、広義のチベット人、あるい

はチベット仏教徒社会などと表現しておくしかな

い。しかし、 この人々が住む範域は、 Cultural

Tibet、すなわちチベッ ト文化地域 (TibetCultural 
Area)に対応するから、カルチュラル・テイベタ

ンと呼ぶことは許されよう O 定義に応じて異なる

「チベットの広がり・範囲」の違いを意識して、英

語では研究者たちがCulturalTibet、EthnicTibet、
Political Tibetなどの表現を使い分けている。すな

わち、 CulturalTibetはチベット文化が広がってい

る範域、 EthnicTibetとはいわゆるチベット人(中

図式にいえば蔵族)が分布する範域、 PoliticalTibet 
とはそれらよりも狭く、亡命以前にダライ・ラマ

(とパ ンチェン・ ラマ)が統治していた領土(ほぽ

現在のチベット自治区に相当する地域)を指す。

2)言語文化に関するこの章を書くのには多くの文献を

参照したが、全体を概観でき るものとしてはとくに

次の文献をあげておく。

山口瑞鳳『チベットJ(上巻)、東京大学出版会、

1987 年、 242~256 頁。

3)チベット文化地域の僧院の教育体制を知ることので

きる文献には、日本語で読める文献だけをとりあげ

ても以下のような例がある。

小野田俊蔵、仏教教団と宗教生活、立川武蔵編 『チ

ベット・ネパール編(講座仏教の受容と変容 3)J、
佼正出版社、 1991年、 107-130頁。

小野田俊蔵、チベットの学問寺、 [チベットの仏教

(岩波講座東洋思想第11巻)J、岩波書庖、 1989年、
351・373頁。

ゲシェー・ラ プテン、アラン・ウォレス著(小野田

俊蔵訳)rチベットの僧院生活j、平河出版社、 1984
年、 219頁。

C. トウルンパ著(武内紹人訳)rチベットに生ま

れで ある活仏の苦難の半生』、人文書院、 1989年、
332頁。

多田等観 『チベット滞在記』、白水社、 1984年、 230
頁。

多田等観『チベットj、岩波書庖(岩波新書特装版)、

1982年、 175頁。

河口慧海 『チベット旅行記(三)~、講談社学術文庫、
1978年、 202頁。

西川一三 『新装版秘境西域八年の潜行j、芙蓉書房、

1978年。(とくに下巻及び別巻)

1.デシデリ著、 F.デ・フイリッピ編(薬師義美

訳)rチベットの報告 2J、平凡社(東洋文庫543)、
1992年、 350頁。

D. スネルグローブ、 H. リチャードソン著(奥山

直司訳)rチベット文化史J、春秋社、 1998年、 478
頁。

山口瑞鳳『チベット j(下巻)、東京大学出版会、

1988 年、 349~367 頁。

4)チベットにおけるかつての俗人教育について触れた

邦文文献の例として、

青木文教『西蔵j、芙蓉書房、 1969年、時8-172頁。

河口慧海 『チベット旅行記(三)j、講談社学術文庫、

一件 ー
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1978年、 187-190頁。

5) 1931年11月11日の夜、形式上はまだ当時のブータ
ンの国家元首で、あった法主シャブドウン・トウト ウ

ル6世(シャブドウン・ガワン・ナムゲルの転生)

は、タロ僧院において就寝中に殺害された。当時、

殺害の事実は公表されず、単に死去のみが公表され

たが、この殺人は最終的には第二代国王の命によっ

たもので、手を下した一団の顔ぶれもはっきりして

いるようである。そのなまなましい経緯は、ごく最

近になって次の書物で初めて公にされた。

H.M.the Queen of Bhutan. Ashi Dorji Wangmo 
Wangchuk. Of Rainbows and Clouds: the life of Yab 
Ugyen Dorji as told to his daughter. New Delhi: 

Bookwise. 1999. 128p 

なお、現国王家の歴史については次のアリスの著作

に詳しい。

Aris. Michael. The Raven Crown: the origins of 
Buddhist monarchy in Bhutan. London: Serindia 

PU blications. 1994. 1ω'P. 

6) van Driem. George. Language policy in Bhutan. 
(Aris. Michael and Hutt. Michael eds.. Bhutan: 
aspects of culture and development. Kiscadale Asia 
Research Series. No.5. Kiscadale. Stirlingshire. 

Scotland. 1994). pp.87-105. 

7) 中国領チベットの教育に関する文献の例としては、

Bass. Catriona. Education in Tibet: policy and 
practice since 1950. London: ZED Books. 1998. 3∞p. 

Bass. Catriona. Inside the treasure house: a time in 
Tibet. London: Gollancz. 1990. [カトリーナ・パス

著(古川修訳)r宝の館チベット イギリス女性が

くらした二年間』、中央公論社、1996年、 357頁。]

TCHRD (Tibetan Centre For Human Rights and 
Democracy). The Next Generation: the state of 

education in Tibet today. TCHRD. Dharamsala. 
1997.88p. 

Dhondup Samten ed.. "DOE Info '95/96". Department 
of Education. Central Tibetan Administration. 
Dharamsala. 1995. 32p 

8)戦後のヒマラヤ地域研究の動向については、昨年、

以下の論文に私見をまとめた。

月原敏博、ヒマラヤ地域研究の動向と課題←その人

間地生態の把握と地域論の構築に向けて 一、 人文地

理51-6、1999年、 41-61頁。
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