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チベット文化の核とアイデンティティー

月原敏博
福井大学教育地域科学部

はじめに
　中国領チベット（Chinese Tibet）を訪れる中国
人や外国人が増えている。西部大開発の目玉の一
つ、青蔵鉄道のラサへの開通（2006年 7月旅客
営業開始）を契機に最近 1年余りはそれが急増し、
チベット自治区では昨年（2007年）1月から 6月
の旅行者は中国人約 103万人（前年比 2.56倍）、
外国人約 7万 3千人（同 2.64倍）に達したという。
また外国人の中では日本人が最大で、17,871人と
外国人全体の約 4分の 1を占めたらしい注 1)。し
かし、これらの人々のうち、いったいどれだけの
人がチベット文化を理解しているだろうか？
　いま中国領のチベット自治区を訪れる旅行者の
多くは、首府ラサを訪れポタラ宮などを見学す
る。しかしその宮殿の主であったダライラマ 14
世と呼ばれる僧侶は、もう 49年も前からそこに
はいない。インドに亡命後まだ存命中の彼は、ダ
ラムサラに自治組織のような政体を維持し続けて
おり、国際的にも知名度が高い。ノーベル平和賞

（1989年）や米国議会黄金賞（2007年）の受賞者
として賞賛されてもいる。しかし中国政府は彼を

「分離主義者」として非難し続けており、ダライ
ラマが「独立」を取り下げて提案していることに
も耳を貸す余地はほとんどないようである。ダラ
イ側も、「連邦制」の実現など中国領内のチベッ
ト人がより実質的な自治を享受しうる条件の獲得
なしには、中国へ帰還する考えはないらしい。
　この、現状ではダライラマと彼の考えに近いチ
ベット人たちを一方とし、中国政府を他方とする
政治的対立として語られることが多いいわゆるチ
ベット問題が本稿の主題なのではない。本稿の主

題は、政治ではなく文化を扱うことにあるし、そ
もそも、ダライラマの政治的・文化的支配下にあっ
た地域とその民族、文化が、本稿でいうチベット
のすべてでもないからである。しかし、歴史上、
ラサ、ひいてはいわゆる「ダライ一派」がチベッ
ト文化地域の政治と文化の一大中心であったこと
は疑いがない。また、とくにこの中心地域に関わ
るチベット問題の動向の深層には長い歴史の中で
蓄積されたチベットの文化的な個性が抜きがたく
横たわっており、それが様々な影響を及ぼしてい
る。そのため、この種の政治的・社会的課題をも
含め、チベット文化地域で展開してきた様々な歴
史・文化事象を適切に理解するには民衆の生活レ
ベルで空気のように自明のものとなっているチ
ベット文化の個性を理解することが欠かせない。
筆者は長らくそのように感じてきた。しかし、チ
ベットの歴史や文化に関する本は日本でも近年か
なり多く出されてはいるものの、チベット文化の
核やアイデンティティーについて考察したものに
は乏しく、それらを知るのに役立つ文献は限られ
たものしかない注 2）。
　そこで本稿では、ヒマラヤ沿いの諸地域で地理
学的調査を行ってきた筆者の目にチベットとその
文化がどう映っているかをあえて示すことで、読
者の見解を問うてみたい。ここで筆者が意図する
のはチベット文化の概論ではなく原論である。つ
まり目標は、チベット文化の核、そしてこの文化
を担っている人々の文化的アイデンティティーの
内側を理解することであり、チベット文化地域の
歴史・文化や地域像について、良好かつ適切な眺
望が得られる地点を探すことである。筆者が試み

　チベット文化の核心を取り出すなら、チューすなわちインドでいうダルマを筆頭に、言語、及び風
土性（土地と生活様式）の 3つこそ最重要と考えることができる。生活様式や言語、アイデンティ
ティー、政体などに見られた地域的多様性・分裂と広域的統一など、チベット文化地域にみられた文
化と政治の歴史地理は、生活空間の基本単位である谷の等質性と地理的分散とを基礎に、住民自身の
文化的アイデンティティーのあり方や、チュー・スィー・スムデと呼ばれた教政一体の理念の顕れ方
などから、最も適切な理解が可能と考えられる。
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る作業は、チベット文化の内奥から表面へと顕れ
てくる文化の内部機構を解読することであると同
時に、誰もが見て理解できるようなかたちでチ
ベット文化の見取り図を作ることだといっても
よい。チベット語文献を読む能力に十分でない
フィールド派の地理学研究者にも、地理学的思考
法を用いることで可能な分析や洞察は、ありうる
のではないかと考えてのことである。

チベット文化の核─3つの要素─
　まずはじめに、チベットの文化の核心をなすも
のは何かについて、チベット人自身の認識に沿い
ながら確認しておきたい。単刀直入に結論からい
えば、筆者はそれを 3つに要約しうると考える。
チュー、言語、土地と生活様式、の 3つである。
いま、これらを 3つの要素と呼んでおく。

チューとは何か？
　チベット文化でもっとも重要なものは何か？　
多くの特徴をもつチベットの文化をぎりぎりに絞
りこんで唯一のキーワードで核心を取り出すな
ら、それはチベット語でチュー（chos）と呼ばれ
るものであろう。これこそがチベットのあらゆる
面に影響したチベット文化の核であり、政治であ
れ社会であれ個々人の日常生活であれ、これなし
にはチベットを芯から理解することはできないと
感じる。少なくとも、20世紀半ばまでの伝統的
なチベットの文化はそうであったし、いまでもま
だそれが基本的に妥当するものと考える。わざと
原語を持ち出したのは、訳語から始めるよりも適
切で誤解のない理解が得られるからである。
　チューは、日本語に訳すなら、「教え、教義、倫
理、宗教、儀軌、仏教、仏法、仏説、経典、慣習、
習わし、作法、規則、規範、法、真理、存在、事、
性質、概念」など、非常に多くの意味をもつ。あ
まりに多義だからこれだけを聞くと面食らうしか
ない。だがこれは、サンスクリットなどインド系
の言語でいう「ダルマ」に相当し、漢訳仏典でい
う「法」に当たると言えば、少しは見当をつけて
もらえるのではないだろうか。ただし仏教用語の

「法」は、現在の日本語への翻訳に難渋する語と
して有名だから、チューは「法」だといわれても、
まだ読者にはたいした助けにはならないかもしれ
ない。

　チベット学の権威であるスタン 1)や山口瑞鳳 2)

に従うと、チューなるものはおおよそ次のように
展開したものと了解される。
　古代チベットにおいては、神話や伝説、歌謡の
かたちで、特定の語り部や歌い手が、創造神話や
祖先の系譜、祖先の事蹟、祖先の残した教訓、儀
式のあり方などを言い伝えた。そうした故事来歴
が指し示す従うべき伝統的な習わしやしきたり、
観念のことを包括的にチューと言ったという。日
本語でいえば、法、則、典、範、矩などの字を当
てる「のり」や「まつりごと」（祭事、奉事、政事）
に近いといえようか。これは、土着の祭祀や習俗
に織り込まれて伝承された様々な慣習と規範の体
系であり、慣習と法とが未分化の段階にある古代
法であったといえるが、明らかに宗教的な色彩も
帯びていた。例えば、古代チベットの神話や伝説
には、すでに山の神や土地の神など様々な神が登
場し、王家の系譜に現われる王たちを中心に、神々
と人との関わりについての言及がある。また、こ
れを伝えた語り部や歌い手には巫者のような性格
もあったという。チューには、古くからチベット
にあった土着の宗教やその儀軌も含まれると考え
られているのである。
　文献資料から辿りうる最も初期にあたるチベッ
トの古代王国（漢文史料でいう吐蕃王国）期にお
いて、すでに語り部や歌い手よりももっと宗教的
な、葬礼や供儀を司る専門家も存在していたらし
い。シェンと呼ばれる者たちや、ボンと呼ばれる
者たちである。その頃、すでにボン教の古い形の
ものはチベットに広まっていた。ボン教とボン教
よりも前の土着的宗教の要素を文献に基づいて区
別することは容易ではないらしいが、重要なのは、
より古い土着の宗教は、後から入ってきたこのボ
ン教に吸収されていったと考えられていることで
ある。
　そして、古代王国成立の頃すでにボン教が土着
の宗教とかなりの程度融合していたところへ王国
成立後には仏教が本格的に導入され、仏教はボン
教に代わってチベット人の宗教として定着してゆ
くことになる。チベット学者たちの見解によると、
この過程を通じてチベット仏教の中にはボン教と
ボン教に含まれる土着の宗教の要素が多く取り入
れられた。つまり、後から伝わった仏教はそれ以
前の宗教を駆逐したというより同化・吸収した面
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が多いと考えられているのである。さらに、チベッ
ト人は、土着の要素をも少なからず呑み込んだボ
ン教や仏教のことをラチュー（lha chos すなわち

「神法」、聖法）、宗教色を減じられた残りの故事・
格言や慣習法の方をミチュー（mi chos すなわち

「人法」、世俗法）と呼んで区別したのだが、単に
チューといえば前者、つまりいまわれわれのいう
宗教をほぼ含意するようになるのである注 3)。
　時代が下るほど、新たに到来したより高度な宗
教の専門家たちによって既存の宗教の整理統合が
なされたとみられるが、具体的には次のようなこ
とが生じた。仏教が定着して以降は、山の神や土
地の神など様々な土着の神々も、仏教に帰依し仏
法を守る護法神（chos skyong、チューキョン）と
してチベット仏教のパンテオンに取り入れられて
仏画などにも描かれるようになった 3,4)。また、チ
ベットの古代王国を築いた英主ソンツェンガンポ
王も、天から降臨した神々から続く王統の系譜に
よるよりも、むしろ観音菩薩の生まれ変わりとし
て仏教的な神格化を遂げるかたちで礼賛されるよ
うになった。
　以上のように、チューはもともと古代チベット
の慣習・規範と土着的な宗教との複合物を意味し
ていたらしいが、後には宗教、とりわけ仏教のこ
とを指すようになったのである注 4)。その、古代
の土着的要素をも呑み込んだ仏教こそ、今日われ
われがチベット仏教、あるいはラマ教と呼んでい
るものにほかならない。
　そして、古代王国政府の事業として行われたイ
ンドの仏典の訳経において、チューはダルマ（法）
の訳語として定着したため、チューには仏教哲学
用語のダルマに特有のニュアンスも含まれること
になった。「真理、教義、法則、存在、事、性質、
概念」などの多様な意味である。
　インドのヒンドゥー教徒にとって、ダルマとは
ヒンドゥー教のことであり、またこの宗教が教え
る正しい宗教的規範（慣習、制度）やそれに基づ
く正しい宗教儀礼の実践を意味する。それと同じ
ように、民族的宗教として仏教が定着して以降の
チベット人にとって、チュー（宗教）はとりもな
おさず釈迦牟尼が説いた仏教のことを意味する。
そしてその釈尊の教説を書き留めた仏教経典も
チューであれば、この宗教が教える規範やその実
践もチューなのである。

　伝統的なチベットでは、文化や政治など諸々の
面でラマ（bla ma、師僧、高僧）が大きな役割を
果たすが、それもこのチューの重視と関わる。チ
ベット仏教の主体は密教であるが、密教では口伝
による師資相承を非常に重視する。導師であるラ
マ、すなわちインドでいうところのグルなくして、
チューの何たるかを学び、代々継承されてきた正
法を授かる術はないとチベット人は考えるからこ
そ、ラマを尊崇するのである。
　日本の大正年間、1913年から 1923年にかけて
チベット政府（ダライラマ政府）に学僧として受
け入れられてラサに滞在した多田等観は、著書『チ
ベット』の序文に次のように述べた。
　「西蔵人は機会あるごとに、ラマ教ありて西蔵
国があると言っている。蓋し、西蔵の人文も、そ
の政治組織も、その自然すらもが、ラマ教と不可
分とするのである。そこで、この叙述においても、
…」5)。
　チベットを理解するうえでラマ教すなわちチ
ベット仏教の重要性を説いた人は無数にあるが、
多田が言うようにそれはたしかにチベット人自身
の認識であった。チベットに住む人々の社会・文
化のみならず、自然環境までもが、仏教を通じて
仏教と不離のものとして意味づけられていたので
ある。筆者もここで多田と同様にチベット仏教の
重要性を言っているのだが、あえて原語から理解
したことと関わって、次のことにも注意を払って
おきたい。
　チベット人の大多数は仏教徒であるため、
チュー（宗教）といえば現在ではそれは直ちに仏
教、仏法を指すのが普通である。しかし、チベッ
ト人には一部だがボン教徒もあり、彼らにとって
はチューとは仏教ではなくボンチュー（bon chos、
ボン教）にほかならない。そして、チベット仏教
とボン教というチベットの宗教には、ともにボン
教・仏教到来以前の土着の要素が混入している。
チューの中身にはこのような複雑さがあることの
ほか、その意味内容には上に見たような歴史的変
化があったことは、チベットの伝統的文化を深く
理解するうえでは忘れられるべきではない。
　さてチューがさらに重要なのは、これがチベッ
トの言語文化の基底にも関わることである。



チベット文化の核とアイデンティティー（月原敏博）

― 20 ―

言語もチューに基づく
　チベットの伝統的な文化において、言語は
チューに次いで重要な要素であろう。
　よく知られているように、チベット文字の考案
や綴字法の確立は、仏教の導入を目的に 7世紀
頃になされたものとされる。実際はそればかり
によったのではなかった可能性もありえなくな
いが、チベット人の理解では長らくそうである。
チューケー（chos skad、「チューの言語」、法語。
チューは上述の「仏教」、ケーは「声、話、言語」）
と呼ばれるチベットの古典文語がそれであり、こ
れはサンスクリット仏典を正確に翻訳可能な文章
語として確立された。日本や中国で親しまれてい
る漢訳仏典の場合、訳語などの翻訳規則が一定で
なく意訳も少なくないが、チベット訳の場合は訳
語が統一された機械的翻訳となっているため、こ
のチベット訳からは失われたサンスクリット原典
を 100％に近いかたちで正確に復原することすら
可能なことが知られている。それほどに、チベッ
トの古典文語はサンスクリットの経典をほぼ完璧
に他言語に変換・移植しえた言語なのである。こ
の仏典の言語は現在に至るまでチベット文語の核
であり、古代における仏教の導入なくしてチベッ
トの文字文化はなかったものとチベット人たちは
考えている。
　この文語は、口語においてもとても重要な意味
をもつ。現在、チベット語には非常に多くの方言
があり、出身地が異なれば口語では意思疎通すら
困難なことも珍しくないが、僧侶など文語の読み
書きができる教養ある者たちの間では文語的な口
語を喋ることも容易であり、チベット文化地域内
に存在する口語・方言の地域差も彼らにはさした
る障害とはならなかった。歴史的にこの文語はチ
ベット文化地域のどの地域においても口語・方言
にまさる優位性・普遍性・持続性をもっていたと
いってよく、チベット仏教が民衆に広く根付いて
いたことや僧院組織が広域のネットワークをもち
僧侶たちが盛んに行き来していたことと相まっ
て、この文語は古代王国時代以来のチベット文化
地域の民族文化の等質性・統一性を維持する役割
をも果たしたのである。
　世界が認めるように、チベット文化の精華はチ
ベット語訳の膨大な仏教経典をはじめとする仏教
文化にある。チュー（仏教）を尊んだチベット人

たちは、千数百年の歴史を通じて至宝（仏・法・
僧の三宝）に帰依した。チベット人にとって、関
心や興味はチューにあり俗事への関心は低いか
ら、チベットの知的エリートである学問僧たちは
近代科学が得意とするような他の学問には目もく
れず、チューケー（仏教の言語）で書かれた仏教
の研究とその教えの実践に明け暮れた。そのため、
仏教との関わりが深かった暦学（天文学、占星学）
や医学を除くと他の学問はろくに発達せず、そこ
に大きな偏りはあった。しかし、チベットの仏教
は、言語的基盤が堅牢でかつ古典語へのこだわり
が大きいことにおいて、中国や日本の仏教の比で
はない。
　中国の仏教では、漢訳されてしまえばその原典
も原語の学習も重んじられず、しかも漢訳仏典の
文字列解釈を基礎に特有の仏教解釈が発展した。
日本の仏教もその延長線上にある。しかし、チベッ
トの学僧たちはチューケーにあわせてサンスク
リットの学習にも熱心であり、言語には徹底的に
こだわるところがある。教義的にも、少なくとも
主流派は中国の禅仏教で発達した「不立文字」の
考え方などは採らないから、チューケーやサンス
クリットで書かれた経典や論書にあらわれる概念
や論理を正確に追い、師僧であるラマから授かる
正法と戒律を守ることなしに、直ちに悟りを得る
ようなことはありえないと考えられている。非識
字者が大半を占めた庶民の信仰生活においても、
チベット人は仏像や仏画と同じくらいに仏教経典
を礼拝の対象とし、経典を御神体のように敬って
扱うところがあるが、それもこの言語の特別視と
関わっている。
　どのような民族文化においても、言語はその核
をなす非常に重要な要素の一つであるが、チベッ
ト人にとって言語は文化の中核をなすチューを支
える、チューとは不可分の相互依存関係にある神
聖語だったのである。この言語の扉なしに、チベッ
ト人は、外来文化ながらチベットに根付いた精華
といえる仏教はもちろんのこと、輝かしい古代王
国以来の歴史や土着の神々にも、また、詩歌や叙
事詩として伝えられる民族文学の資産にも、まと
もに接近することは難しいのである。
　仏教の影響を受けて歴史的に進化してきた面が
あるボン教においてもチューケーを用いた経典が
成立しており、この文語の重要性は同様である。
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土地と生活様式
　このように、チベットの文化は仏教文化という
色合いがまったく濃厚であるが、チュー（宗教）
と言語に次ぐか、あるいはそれらと同等に重要な
文化の核心的要素として、土地と生活様式をあげ
ることができる。従来このことはあまりはっきり
と言われてこなかったが、筆者はこれも重視しな
ければならないと考える。ここで土地と生活様式
というのは、居住地の生態学的条件の上になりた
つ人間生活の地理性であり、衣食住に現われる具
体的な生活文化・生業文化である。風土性と言い
換えてもよい。これについても、チベット人自身
の認識に注意しながら述べておこう。
　唐突かもしれないが、筆者は次のようなチベッ
ト人の発言を聞いたことがある。
　「チベットにはヤクがある。チベット人はヤク
のバター注 5)やヤク肉を食べる。チベット人はヤ
クを愛し、ヤクを豊かで有り難い生き物だと感じ
ている。しかし中国にはヤクはなく、食べるもの
も異なる。どうだ。チベットが中国とは別の国で
あることははっきりしているじゃあないか。ヤク
は、チベットの歴史的独立を証明する明白な証し
だ！」
　これは、筆者があるインド在住の亡命チベット
人の老人に、彼がチベットのラサに住んでいた頃
に見聞したヤクの話を聞いていた時に、何もチ
ベット問題のことを訊いているわけではないの
に、その老人が思わず語気を強めて発した確信を
持った言葉であった。教養が豊かで普段は物静か
な人が、急に目を輝かしてこのように言ったのは
驚きであった。彼の言を生活文化の独自性と国家
の政治的独立との混同だと評すのは容易であろう
が、じつはこれはチベット人にとってはごく自然
な感覚であり、考え方なのである。
　ヤクではなくて、大麦を煎って粉にしたツァン
パ（rtsam pa、はったい粉）がチベット特有のも
のとされることもある。チベット人とはツァンパ
を主食として食べる者のことだなどと言われるの
である 6,7)。
　国家の独立まで主張できるか否かはともかく、
ツァンパを食べたり、ヤクのバターや肉を食べる
ことがチベット人であることの顕著な証しと考え
られていることは、自文化と異文化を識別しアイ
デンティティーを確認するうえで、チベット人が

食文化などの生活様式を重視していることを示
す。
　生活を成り立たせる場となる土地の性質につい
ても、彼らは少なからず意識している。それを示
唆する例も一つ示しておこう。
　チベット語では、ギャ（rgya、発音の仕方によっ
てはジャ）という言葉によって中国またはインド
のことを言い表す。どちらもチベットと深い関係
をもってきた重要な隣国であるが、意外にもこの
二つが同じ名で呼ばれるのである。区別していう
時は、中国を「黒いギャ」（ギャナー、rgya nag）、
インドを「白いギャ」（ギャカル、rgya gar）と呼
ぶ注 6)。しかし、いちいちこれらの限定を付さずに
ギャという例も少なくなく、ギャユル（rgya yul、

「ギャの国」、中国またはインド）、ギャケー（rgya 
skad、「ギャの言語」、漢語またはサンスクリット
などのインドの言語）、ギャリー（rgya rigs、「ギャ
の人」、中国人またはインド人）、ギャシュン（rgya 
gzhung、「ギャの政府」、中国政府またはインド政
府）、ギャチェー（rgya chas、「ギャの服」、中国
服またはインド服）などのような合成語も多い。
ギャと聞く度に、聞き手は中国とインドのどちら
を意味するのか頭を働かさねばならないほどであ
る。
　ギャは、広大で平坦な広がり、大平原を意味す
る。従って、この呼称は自他の認識においてチベッ
ト人が土地のあり方を重視したことを示すといい
うる。チベット人は氷雪の山々の多いチベット高
原とその周縁に住むが、彼らにとって中国やイン
ドはあまりに広大かつ低平な土地で、自分たちの
住む起伏の多い山国とは似ても似つかないものに
映ったに違いなく、この呼称もそうした認識のも
とに生まれたと考えられよう注 7)。
　類似のことであるが、東南チベットを広く探検
した英国人の一人である F. M. ベイリイは、彼が
徒歩旅行をしながら採集したチベットの地名はす
べて描写的で、通常、地形を描写したものであっ
たので、彼は地名から沿道の風景をおおよそ心に
描くことができたと述べている 8)。これも、伝統
的なものの考え方においてチベット人たちが土地
の性質に大きな注意を払ってきたことを例示す
る。
　以上、伝統的なチベットの文化の核心として、
チュー、言語、土地と生活様式の 3つの要素を提
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示して説明を加えた。土地と生活様式については
まだ言うべきことがあるが、それは次章でさらに
説明したい。

世界観とアイデンティティー
　さて、上に見たヤクやツァンパ、ギャなどの例
からは、チベット人のもつ世界観やアイデンティ
ティーの一端まで窺えたが、次にこれらについて
確認したい。世界観と言っても、例えば倶舎論や
時輪経に描かれる仏教特有の宗教的宇宙観を扱う
のではない。それももちろん重要でないわけがな
いのだが、ここでは自意識やアイデンティティー
との関わりが深い、国土観と呼びうるスケールの
それを中心に扱う。

チベット内部の多様性と地理的条件
　文化的意味でチベット人と呼ぶことが可能な
人々の居住地は、現在の行政区では、中国領内の
チベット自治区のほか、青海・四川・甘粛・雲南
各省内の蔵族の名を冠する州・県に及ぶ。さら
に、インド領内のラダックや、ヒマラヤ沿いの比
較的標高の高い地域（現在の領土ではインド、ネ
パール、ブータンの一部）にまで広がっている。
この地理的範域は、チベット文化地域（Tibetan 
Cultural Area）、または文化的チベット（Cultural 
Tibet）と呼ばれる。民族（誌）的チベット（Ethnic 
Tibetまたは Ethnographic Tibet）と呼ばれる領域
もほぼ同一である。この範域は、チベットの古代
王国の版図ともおおよそ符合してそれよりいくら
か小さい程度であり、その後の歴史でもほぼ一貫
してチベット人をドミナントとする地域である。
本稿で言っているチベットもこれである。した
がって、狭義のチベット人（中国で言う蔵族）だ
けには留まらず、それ以外のチベット文化を共有
する人々も含むのである。
　チベット人の分布は、高い標高と山地地形とい
う生態条件の分布とよく重なる。つまり、チベッ
ト高原という隆起地形の範囲と文化・民族の分布
とが巨視的にはほぼ一致する。この、文化・民族
分布の生態規定性にも注意しておきたい。土地と
生活様式からチベット文化を掴むべき理由はここ
にもあるのである。地理的性格から判定する限り、
少なくとも生活文化や物質文化の上では、チベッ
ト文化は標高の高い高地ないしは高所の文化とい

う性格を色濃く持っているとみなすことができる
のである。
　しかし、チベット人の社会は内部的に見れば多
様であり、様々なサブグループからなる。それを
彼ら自身がどう見ているかが問題であるが、チ
ベット人同士が出会った時には、まず方言や所作、
服装や身体装飾から互いがどのようなグループに
属す者かを識別するのが常であった。そして、個々
のグループの呼称は、土地や生活様式に関わる名
称に人をあらわす言葉（パ、バ、ワ、あるいはミ
など）を付けて表現された。そうでなければ、地
域名にそれらが付された。ちょうど日本で、農民、
山人、漁師、木こり、商売人といったり、あるい
は関西人、九州人などというのと同じである。
　チベット人の間でよく言われる言い回しに、「谷
ごと（国ごと）にその話し方があり、ラマごとに
その教え方がある」（ルンパ・レレ・ケールー・
レ、ラマ・レレ・チュールー・レ、lung pa re re 
skad lugs re、bla ma re re chos lugs re）という言い
回しがある。これは、チベット人自身によるチベッ
トの国土観・文化観を表わすものとして有名で、
現在でもよく使われている。この言い回しの中の
ルー（lugs）は「様式、流儀、仕方、作法」を意
味し、ケールー（skad lugs）は「話し方、言語、
方言」、チュールー（chos lugs）は「教え方、宗教、
宗義、宗派」を意味する。また、レレ（re re）及
びレ（re）は「それぞれ」の意味である。従って、
この言い回しは一義的には方言と宗教・宗義に関
するチベット内部の地域的多様性の認識を示す
が、日本語の「所変われば品変わる」に似て、言
語と宗教に限らず様々な文化要素において地域的
な差異がみられる場合に用いられる。
　ここにチューとチューの専門家であるラマが現
われ、またケー（言語）が現われていることは、
チューと言語の重要性について上述した文脈に照
らしても興味深いが、注意を喚起したいのは、ル
ンパ（lung pa、谷、くに、地方、地域）という地
形を指す言葉が見えていることである。
　チベット語では、このルン（lung、または
klung）とかロン（rong）という「谷あい」を意味
する言葉がしばしば「くに、地方」の意味で用い
られる。より一般的に「国、くに」を指して使わ
れるユル（ユー、yul）という言葉にしても、農
村と農地がある谷あいの意味が備わっている。こ
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ういうニュアンスには、チベット人の生活する土
地と生活様式のあり方が反映されている。
　チベット高原には氷雪を被った無数の高山があ
りまた無数の谷があるが、標高が低くて温暖な谷
あいと標高が高くて冷涼な高山地域とでは土地の
生態条件に大きな違いがあり、土地利用や生活様
式にもコントラストがある。谷あいでは農耕と定
住が可能で定住農村や都市の成立をみた。しかし
高山帯は、とくに夏の時季には家畜の放牧による
利用も可能ではあるが、大規模な定住村や都市は
一般に成立してない。そこでもしある程度まと
まった固定家屋群があるとすれば、それは農耕に
携わらない遊牧民の越冬地となる集落、でなけれ
ば僧院という限られた例にとどまるのである。
　チベット人のもっとも基本的な生業は農耕と牧
畜であり、この二つはチベットのどの地域でも重
要なのであるが、農耕は谷あいの沖積地や河岸段
丘で営まれ、牧畜はほぼそれより上部の山地斜面
や水流沿いの草地を季節的に上下する季節移動牧
畜として営まれる。移動牧畜のピークは、源流部
の高山帯にある放牧地での夏放牧である。標高の
高い高原地帯であれば、この移動は垂直的という
よりも水平的な移動となるが、それでも夏と冬で
はある程度の高低差があるのが普通である。農耕・
牧畜を基本に営まれる生活空間には、地形に応じ
た垂直的な秩序が存在するのである 9)。
　こういう空間性にも対応して、谷あいに住む農
民のことをチベット語ではロンパ（rong pa、谷の
人）とかユルパ（yul pa、国の人）と呼び、高山
帯でもっぱら移動牧畜に携わる遊牧民のことはド
クパ（'brog pa、草地の人）と呼んで、対照的な
捉え方をしてきた。現実には、定着農耕と移動牧
畜を並行して兼業経営する人々も相当な割合を占
めるのだが、そういう半農半牧民のことはロンマ
ドクパ（谷間でも草地でもない人）、ユルマドク
パ（同）、またはサマドクパ（農地でも草地でも
ない人）などと呼ぶ。
　従って、「谷ごと（国ごと）にその話し方があ
り…」という言い回しは、谷という地形的なまと
まりが社会的なまとまりの基本単位でもあり、谷

（水系）という空間を単位にチベットの地域社会
が形成されること、そして、その空間の中心は谷
あいの農村や都市にあり、地域社会の主役はそこ
に本拠を持つ定住民である、というチベットの風

土性をも担った言い回しなのである。そして、そ
の谷あいの定住民を主役に形成されるローカルな
社会・文化に、広域的には相当な多様性があるこ
とを言っている。
　この谷（ルンパ）という言葉のもつ意義を確認
すれば、先の言い回しには筆者のいう 3要素すべ
てが含まれていたことがわかる。チベット人たち
は、宗教と言語のみならず、土地と生活様式をも
一つの基礎的な認識枠としながら、チベット内部
の多様な住民類型や地域差を理解してきたことを
確認できよう。
　さて次に問題となるのは、チベット人たちが、
内部的多様性ではなくて、その多様性を括るチ
ベット全体をどのようなものとして認識してきた
かである。

チベット全体とその認識
認識の弱さとアイデンティティー
　チベット語では、チベット全体を指してポェー

（bod、チベット）とかポェーユル（bod yul、チベッ
ト国）と呼ぶ。しかし、ユルケー（yul skad、く
にの言葉）といえば国語たるチベット語（ポェー
ケー、bod skad）のことを指すかといえばそうで
はなく、個々の地方（ユル）の言葉、つまり方言、
御国言葉を意味する。
　この用例から判明するように、地方的な「く
に」もチベット国全体もいずれもユルである。チ
ベットは、地方的な「くに」（ユル）の集まりか
らなる「国」（ユル）にほかならないと考えるこ
とができよう。先の言い回しでいえば、チベット
には、地方的な＜くに、谷あい＞－＜話し方、方
言＞－＜教え方、宗教、宗義＞の組み合わせが無
数にあるが、チベットの全体像がありうるとすれ
ば、それはこの地方的な単位が束のように集まっ
て成り立つ、＜チベット国＞－＜チベット語＞－
＜チベットの宗教＞という集合体であってよい。
先に述べた 3つの要素で言えば、チベットの宗教

（チュー）、チベット語、さらにチベット型の土地
と生活様式（すなわち谷を単位とする生活空間や、
ヤク、ツァンパなどで象徴される高地の生活様式）
の 3つを共通の基盤として成り立つところの、チ
ベット全体（＝チベット国）を想定することが可
能である。
　実際、古代王国以来の文化的・民族的等質性を
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もつ文化的チベットすなわちチベット文化地域と
はそのようなものであり、チベット全体をこれら
の要素を用いて言い表す例は、ほかならぬチベッ
ト人自身によってある程度用いられてきた。
　土地と生活様式については、ツァンパやヤクの
例によって、実際にそれらがチベット人全体を表
現する際に用いられる例があることはすでに述べ
た。チベット人とはツァンパを食べる者のことだ
とするような例である。言語についても同様のこ
とがいえる。13世紀、「蒙古襲来」がチベットに
及んだ際、チベット人の代表としてゴデン王（オ
ゴタイ・ハーンの子）との折衝にあたった僧侶サ
キャ・パンディタはチベットの自治を守るために
最善の努力をしたが、軍事・政治面ではモンゴル
の権威には従わざるをえないことをチベット各地
の勢力に伝えた。その手紙の中で、彼は「私はチ
ベット語を喋る人々のために尽力した」と記した
10)。つまり、彼は「ツァンパを食べる人」ならぬ「チ
ベット語を喋る人」によってチベット人全体を言
い表した。このように、土地と生活様式、及び言
語については、それらをもってチベット人全体を
言い表す例が見られ、これらが含意する地域と社
会の範囲は、いわゆる文化的チベットとおおよそ
一致する。
　ただし、宗教については、ほぼチベット仏教が
共通のものとなっているとはいえるものの、次節
で述べるような問題があり、宗教によって文化的
チベット全体を一括りに言い表すには困難な事情
がある。また、そもそもチベットを意味するポェー
という言葉自体にも、じつは次のような問題が
あった。
　すなわち、チベット語でチベットのことを
ポェー、チベット人のことをポェーパ（bod pa）
とは呼ぶものの、それは広義においてであって、
狭義では、それらはウー・ツァン（dbus gtsang、
ウー地方とツァン地方）と一括して呼ばれる中央
チベットの、谷あいとそこに住む人々のことを指
し、北部の高原地帯などに住むドクパ（遊牧民）
などとは対照的に用いられることがある。また、
カム（khams）と呼ばれる東チベットのチベット
人（カムパ、khams pa）やアムド（a mdo）と呼
ばれる東北チベットのチベット人（アムドワ、a 
mdo ba）など、中央チベット以外の地域に住む者
にとっても、ポェーパとは自分たちのことではな

く中央チベットの人のことを限定して言う場合が
かなりある。ちょうど現在、チベットという際に、
チベット自治区だけのことを指すのか、文化的チ
ベット全体を指すのかについて混乱が生じうるの
と同じような事情が、古くからポェーにもあった
のである。
　ネパールにおいてもともとカトマンズ盆地（パ
タンを中心とするネパール盆地）を意味していた

「ネパール」は、18世紀のゴルカによる統一国家
の出現に至ってネパール全土を表わす国名および
国民の名前となっていった。国名・民族名として
のポェーは、チベットの古代王国の頃から存在し
たので時代ははるかに遡るが、「ネパール」と同
様のことがポェーにも起こっていたのである。
　このように確認してくると、チベットの宗教、
チベット語、チベット高原特有の高地の土地と生
活様式の 3つを共通の文化要素とするといいうる
当のチベット人たちが、自他を認識し、自意識や
アイデンティティーを保持するうえで、はたして
チベット全体というものをどれほど意識し、それ
に重きを置いてきたのかということ自体に大いに
疑問が湧く。チベット人にとっては、生活空間の
単位である個々の谷（ユル）や地方がまずもって
基礎的で重要な認識であったのに対し、チベット
全体という意識は弱かった可能性がある。
　ところで、チベット人のアイデンティティーに
ついては、現在のチベット内外での動向も注目さ
れるため、近年、研究者たちにも取り上げられつ
つある。現代チベット人のアイデンティティーに
ついては、T. W. サキャ 6)、C. ランブル 7)、S. G. 
カルメィ 11)、Y. チョデン 12)などの考察がある。
また、L. R. ハートレィ 13)はそれを口語（方言）
の差異との関わりから、H. ストッダード 14)は近
年のチベット語出版物及び出版地との関わりから
論考している。M. C. ゴールドシュタインとM. T. 
カプシュタインの編著書 15)は、近年の中国領チ
ベットにおける宗教の復興とアイデンティティー
との関係について、いくつかの事例報告と考察を
行なっている。
　アイデンティティーに関わるこれら研究のいず
れにも一致する見解がある。それは、本稿でいう
ような文化的及び民族的チベット全体というもの
は、社会の上層部などごく一部を除き、大多数の
チベット人にとって長らく重要な認識ではなかっ
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たということ、そして、20世紀以降、とくに 20
世紀も半ば以降になって現在のチベット問題が展
開してゆくなかで、ようやく多くのチベット人に
それが意識されるようになってきたということで
ある。また、地域的には、中央チベットなどに比
べ、英領インドや中国という外国勢力の脅威に早
くから接した周縁地域（東チベットの東部やヒマ
ラヤ沿いの地域）の方が、ここでいうような全チ
ベット的な認識とアイデンティティーを早くに獲
得した傾向があったという注 8)。
　先に、チベット人同士が互いを識別するとき、
その呼称は土地や生活様式を意識した呼称に「人」
を付けたものか、そうでなければ地域の名称に

「人」を付けたものだと述べたが、チベット文化
地域の中に生きてきた人たちにとっては、長らく、
カムパ（カム地方の人）、アムドワ（アムド地方
の人）、ドクパ（草地の人、遊牧民）といった地
域的なアイデンティティーの方がチベット人とい
うアイデンティティーよりはるかに重要であり、
それはいまでも少なからず強固に残っているのに
対し、チベット人全体というものは、古代王国の
頃はいざしらず、あまり意識されないまま長い歴
史が経過していたといってよいのである。
　総じて、国家や民族という概念は近代に至って
西欧から世界に発信され、非西欧地域はその刺激
によってこの意識を高めた事実が各地に見られ、
チベットもそうであったといいうる。
　しかし、広義のチベットを指す表現が存在しな
かったのでもない。広義のチベットたるチベット
全体は、ポェーチェンまたはポェーチェンポ（bod 
chen、bod chen po、大チベット、Greater Tibet）、
もしくは、チベットの 3大地域区分であるウー・
ツァン、カム、アムドの全てを含む意味でチョル
カ・スム（chol kha gsum、三州。チョルカは「州、区」）
と明示的に呼ばれることが古くからあった。狭義
のチベットたる中央チベットについては、既述の
ごとくウー・ツァン、でなければポェーチュン（bod 
chung、小チベット、Little Tibet、Lesser Tibet）と
いう呼び方もあったのである。

もう一つの大チベット
　チベット全体という認識が微弱であった理由に
は、古代王国の領土を再び強固に統一する政権が
その後の歴史では現われなかったこと注 9)のほか、

この地域の基礎的な生活空間が無数の谷に分かれ
ていることなどいくつもの理由が考えられるであ
ろう。
　しかし、チベット学者の間では、歴史的に、仏
教という宗教そのものがナショナリズムや民族意
識を減退させたのだという注目すべき指摘が少な
くない 11,16)。ナショナリズムや民族意識は、仏教
から負の影響を受けてその高揚が抑制されたと
いうのである。いま、一例として、1912年から
1916年にかけてチベット政府に正式に受け入れ
られてチベットに滞在した青木文教の言を引いて
みたい。青木は、他のチベット学者と同様に、仏
教がナショナリズムや民族意識を減退させたこと
を述べるに留まらず、仏教とそれらとの関係につ
いて、いっそう興味深い指摘をしているからであ
る。次のとおりである。
　「チベットの文化を根本的に開発し信頼すべき
国史を編み、また国家を形造ったものは仏教にほ
かならぬのでその関係の密接なることはとうてい
我国の仏教におけるがごとき比ではない。しかる
に現今のチベット仏教というものは吾人の眼から
見ると全く活動の能力のない死せる宗教で、国家
社会の事業に対しては積極的に貢献せんと努力せ
る傾向は少しも認められない。…チベットの国体
成立の淵源からいえば今日惰眠を貪っている仏教
は、昔時においては実に偉大なる権威を具えてい
たもので、「チベット」なるものを造ったのは仏
教である。…チベット人の頭には、「聖教のため」
身も命も捨ててかえりみないという宗教的で犠牲
の精神は遺憾なく発達しているに引き換え国家的
観念に著しい欠陥がある。これは明らかに仏教が
国民精神を支配していた結果である。仏教伝来以
前のチベットが国家主義であったことは唐朝の歴
史もこれを証明している。その後極端なる宗教本
意となり、千余年を経過した今日漸く外国の圧迫
を受けて再び昔の国家主義に立ち帰ろうとはして
いるが、その動機はやはり宗教擁護の精神からで
ている。宗教とチベットとの関係はかくのごとく
密接であるから、かりにも吐蕃の人文を窺わんと
するにはかならずこの特殊の関係を認め、考察の
上に仏教思想を度外してはならぬ。」17)

　ここでの青木の叙述は矛盾しているようにも読
める。国家を造ったはずの仏教が、国民精神を支
配するとなぜ国家的観念を減退させるのか？　失
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われた「国家主義に立ち帰ろうとする」注 10）動機が、
なぜ国家的観念を減退させたはずの当の仏教を擁
護する精神に発するのか？　少なくともこういう
疑問が生じざるをえない。引用した部分は、青木
が著したチベット誌である『西蔵遊記』の中でも
最も重要な論述の一つであるが、同書の他の部分
をすべて読んでも俄かには了解できないほど難解
といってもよい。
　国家や政治と仏教との関係は次章で扱うので、
ここでは全チベットという認識やアイデンティ
ティーに関わる部分について可能な整理をしてお
きたいが、ここでもやはりチベット人自身の認識
に学ぶことで疑問を解くヒントが得られる。
　これまで述べてきたように、チベット文化の核
としてあげた 3つの要素は、どれも、チベット人
自身が、多様な文化・社会を認識し、自他を識別
し、世界観を描き、アイデンティティーを確認す
るうえで、重要な基準として働いている。単純に
言えば、この 3つの要素における同一性が高まる
ほどチベット人は親近感や仲間意識を感じ、同一
性に乏しければそれを感じない。宗教を異にし、
言語を異にし、土地と生活様式を異にする者たち
こそ、彼らにとっては真の文化的他者に見えるの
である。地域的なアイデンティティーを超える、
より上位の（広域的な）アイデンティティーを模
索する際に彼らが頼るのもこれらの手がかりなの
であり、チベット全体に相当する文化的・民族的
チベットというスケールでは、この 3つの要素は
チベットの宗教、チベット語、そして、ヤクやツァ
ンパの例や谷あいという空間性に顕れるチベット
高原特有の高地の土地と生活様式であると規定で
きる。しかし、これらの基準で括られる地理的・
社会的領域が、いまいうチベット全体とどれほど
一致しうるのかが問題である。
　既述のように、このうち土地と生活様式、及び
言語については、実際にチベット全体を表わす表
現としてチベット人自身が用いることがあり、そ
の地理的・社会的領域はおおよそ地理的チベット
全体とチベット民族全体に相当している。厳密に
言うと細かな問題は少なからずあるものの、巨視
的にはそういいうる注 11)。しかし、肝心のチュー（宗
教）についてはそうではない。宗教という次元で
は、チューを最重要視するチベット人にとって長
らく自他を分けるもっとも重要な判断基準は、ま

ずナンパ（nang pa、字義は「内の人、インサイ
ダー」、仏教徒）であるか否かであったからである。
　チベット人仏教徒は、仏教徒をナンパ、異教徒
をチパ（phyi pa、「外の人、アウトサイダー」、外
人、異教徒）と呼んで、自他を区別してきた。チ
ベット人は、インドで仏教が衰退した今となって
は自国が仏教の中心国であるとの自尊心を長らく
抱いてきた注 12)。したがって彼らにとって彼らの
仏教は自民族の内に留まる偏狭な宗教では決して
なく、またそうあってはならない。仏教は世界宗
教なのである。ただし仏教といっても、それがい
わゆるチベット仏教であるか否かは、彼らが親近
感を抱くうえで一つの重要なポイントとなる。つ
まり、東南アジアや中国、日本の仏教徒の場合で
あれば、同じナンパ（仏教徒）といっても経典の
言語を共有しないなどのため少しく距離がある。
が、モンゴル人などの場合にはその共有がみられ
る。その意味でモンゴル人が信仰する仏教は正真
正銘のチベット仏教であり、モンゴル人仏教徒は
まさに真正のナンパなのであった。
　もちろん、先に「谷ごとに…」の言い回しのと
ころで述べたように、チベットの内部でも多くの
仏教宗派があるほか異教とみなされるボン教もあ
るので、細かく言えば同一の宗派に属するか否か
などもチベット人個々人が相互に感じる親近感に
影響する。しかし、モンゴル人の場合、彼らに広
まった仏教は、中央チベットにおいて最有力でダ
ライラマ政権を開いたゲルク派（黄帽派）のそれ
であった。この宗派は、中央チベットや東北チベッ
ト（アムド）、東チベット（カム）西部において
支配的であり、それ以外のチベット文化地域にも
少なからず進出していた。だから、おおよそ中央
チベットから東北チベットを通過してモンゴルに
向かうルートの近くに住むチベット人ほど、同一
の宗派を信仰する仲間としてモンゴル人仏教徒に
は歴史的に強い連帯感を抱いてきたのである。類
似の事情が当てはまる例は、より小規模なもので
はモンゴル人以外にも少なからずある。チベット
周縁のいくつもの隣接民族についても、ゲルク派
以外まで視野に入れると同様のことを指摘しうる
例は少なくないのである。
　チューを重要視するチベット人仏教徒には、チ
ベット仏教に基づく中華思想ともいいうるような
考え方がありえているのであるが、もしその意向
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を汲んでナンパ（仏教徒）という基準を最優先す
るなら、彼らにとって真に大チベット（ポェーチェ
ンポ）とかチベット全体というべきは、これまで
に述べてきた民族的・文化的意味でのチベット全
体などではない。ダライラマが主要僧院の管長で
ある高僧を任命したり認定したりする権限を行使
していたモンゴルや旧満州、中国の一部まで含め
たチベット仏教文化圏全体こそが、大チベットだ
というのが相応しいことになる。これは、地理的
には多田等観 5)が「ラマ教教圏図」として示した
図 1のような領域にほかならなかった。
　要するに、3つの要素のうちチュー（宗教）の
みが民族・文化領域としてのチベット全体を大き
く超えてモンゴルなどにまで広がっている。しか
しその反面、ボン教徒などに対しては、このチュー

（仏教）という要素はチベット人の内部でも一線
を画す作用をもち、他の 2つの要素が括るものと
は不一致が大きい。チベット人仏教徒は、ボン教
がチベットの宗教の一つでありボン教徒も正真正
銘のチベット人であることは認めながらも、彼ら

をナンパには含めないからである。
　こうした認識の状況は、模式化すれば図 2のよ
うに表すことが可能であろう。ここでは、土地と
生活様式および言語という 2つは重なりが大きい
ので一緒にまとめ、チューすなわち仏教という要
素、さらに次章で問題となる政体という別の要素

（ここではチベット文化地域の中心を占めたダライ
ラマ政権下の住民という括り）の 3つを組み合わ
せて表現している。チベット人自身が、どういう
要素を優先させてアイデンティティーを考えるか
によって、括られるチベット全体の大きさも内実
も様変わりしてしまうのであるが、文化の核とし
て取り出した 3つの要素のなかでは、チュー（仏教）
のみが他の 2つの要素とは大きく異なるものを括
り出してしまうことは見逃せない。チュー（仏教）
を優先してナンパ（仏教徒）という基準にチベッ
ト人がこだわればこだわるほど、本節で見てきた
チベット全体という括りはその意義を相対的に弱
められてしまうからである。チュー（仏教）の重
視には、そういう働きが伴ってしまうのである。

図 1　もう一つの大チベット。多田等観作成「ラマ教教圏図」5)
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　青木が言う一見矛盾するような「特殊の関係」
の一端は、この事情から了解可能であろう。チュー

（仏教）の重視は、民族的・文化的意味でのチベッ
ト全体という意識を弱めることにつながってしま
うが、仏教徒というアイデンティティーを護持す
ることは大勢においてはチベット全体よりも広い
仏教圏の擁護であり、間接的ながらチベット全体

（ただし厳密にはその仏教徒部分）を護ることに
も繋がりはするからである。
　しかし、青木が言うように国家的観念や国民精
神に対してまったく正反対の作用をもつような二
つの仏教がありうるであろうか？
　青木が古代と近代とを対照させたことに注意す
れば、すでに本稿の最初からチューの内容が歴史
的な変容を遂げたことを確認してきたわれわれと
しては、青木がいう仏教の違いは仏教というより
もむしろチューの変容と考えてみることができ
る。また、読者は一般のチベット仏教徒のいう
チュー（仏教）からボン教が除外されることの問
題性にもすでにお気付きであろう。
　仏教は、古代王国成立後に国王らの後押しで本
格的に導入されはしたものの、当時はまだ民衆に
広く定着してはいなかったとされる。だから古代
王国期のチューの内実は、社会の最上層部では仏
教をある程度含みえていたとしても、民衆の間で
は土着的宗教やボン教の色彩がまだまだ濃厚なも
のであった。そして青木が観察した今から 1世紀

ほど前の仏教は、民衆にそれが根付いてから久し
くまたダライラマ政権下で爛熟していたとはいえ
仏教教団と貴族勢力による醜い政争が繰り返され
ていた頃のそれであり、まさに社会のあらゆる面
で支配的なものであった。
　チューの意味内容の歴史的変化に基づいて考え
れば、青木がいう「仏教」にみられる「特殊の関
係」とは、「ボン教やそれ以前の土着的宗教とい
う仏教到来以前の宗教をも多く含んでいた古代の
チュー（宗教）が国家的観念や国民精神に対して
正の効果をもたらしたのに対し、仏教が民衆に根
付いてボン教を占め出した後のチュー（仏教、仏
教化された後のチュー）は、国家的観念や国民精
神に対して負の効果をもたらした」ということで
はないか。こう考えることで、アイデンティティー
に関して現代チベット人が直面するより微妙な面
についてもよりよく理解できるようになる。例え
ば、カルメィ 11)が報告する、最近のチベット人
に見られるアイデンティティーの模索状況につい
てである。
　カルメィは、宗教信仰の自由が戻った 1980年
頃以降の中国領チベットにおいて、各地方に存在
する「くにの神」（yul lha、ユル・ラ）と呼ばれ
る聖山の信仰や、チベットの大叙事詩であるケサ
ル王の物語とそれに関わる信仰が盛んに復活され
てきた事例を報告している。
　「くにの神」は、チベットの至る所にこの名を
冠した山を見出すことができるもので、谷ごと
に、あるいは村ごとに、地域住民が特定の山を神
聖視してそれをその地域（ユル、くに）を守護す
る力強い神として信仰し、それを礼賛する儀礼を
コミュニティーの祭事として大々的に行なってい
るものである。谷あいに中心を持ちチベットの地
域的単位をなす個々の地域社会への帰属意識、す
なわちチベット人にとってもっとも基礎的な郷土
アイデンティティーに関わっている土着の神々の
信仰である。多くの場合、その信仰には仏教やボ
ン教の要素も混入してはいるが、仏教定着以前の
古代の土着的な宗教に由来すると考えられている
信仰対象である。
　一方、ケサル王の物語は、伝説的なチベットの
英雄潭であり、ドゥンパ（sgrung pa）と呼ばれる
語り部が民間に説唱して回った大叙事詩である。
これは、天から地上に遣わされた神がケサル王と

図 2　チベットを括る要素の例と括られる人々（筆者作
成）
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なって手ごわい敵（悪魔）を次々と退治し、地上
での使命を果たして天へ戻ってゆくという筋書き
の歴史文学である。仏教とも無関係ではないが、
仏教に全面的に支配された内容ではない。そのた
め、これもやはり仏教定着以前の宗教と関わる面
があり、古代チベットの神々と人々の栄光を礼賛
する性質をもつ。
　これらはいずれも、インドから輸入された仏教
とは異なる、チベット固有のアイデンティティー
を探ることと関わっている、というのがカルメィ
の主張である。「くにの神」信仰もケサル王物語
も、ンガクパ（ngag pa）などと呼ばれる民間の
呪術師やドゥンパと呼ばれる語り部の果たす役割
が、仏教僧たるラマ僧より大きいのが普通である。
この半世紀の間、中国領チベットでは僧院とラマ
僧を中心に旧来の仏教信仰に関わる組織や人物と
それらに対する信仰活動が様々なかたちで批判の
対象となって施設などは破壊され、現在でも自由
な信仰活動は少なからず制限されている事情があ
る。だから、僧院やラマ僧との関わりが相対的に
薄いこれらのものが盛んになったことには、仏教
信仰活動の物理的困難さという事情も関わっては
いる。しかしこれらには、たしかに仏教以前の土
着信仰に関わり、郷土主義的あるいは民族主義的
なアイデンティティーの維持と関わる面が強いこ
とは否めない。
　もちろん、土着的・民族的な古い宗教の要素が
仏教に取り込まれ融合されてから久しい今日に
あっては、これらの土着の神々や英雄も、仏画に
描かれたり僧院の中にも祀られて、その祭祀には
ラマ僧も無関係ではない。前章で、文献で辿るこ
とのできる最初期においてすでにチューに含まれ
る土着の要素と外来の要素の識別は容易でないと
述べたが、カルメィのいう近年の動向は、チベッ
ト人たちが、仏教信仰の復活だけでなくその困難
な識別作業にまで取り掛かり始めたに近い面があ
る。見方によっては、この土着の神々の礼賛は、
古代以降歴史的に生じたとされている仏教とボン
教との間の数多い争いを復活させたり、仏教以前
の土着宗教や古いボン教への回帰を促す、ある意
味で危険なものにもなりかねない。これは、熱心
なチベット仏教徒なら拒絶反応を示すような受け
入れがたい過去の歴史の蒸し返しと映る可能性も
ないではなく、今後の行方には目が離せない。

　アイデンティティーに関わる近年のチベット人
の新しい動きは、「失われた国家主義に立ち帰る
動機が、国家観念を減退させたはずの当の仏教を
擁護する精神に発する」という青木の見方からは
いくらか外れるところがある。青木の見方は多田
と並んで当時のチベット人の見方をそのまま反映
している部分が少なくないので、日本人の著作の
中ではその意味で貴重である。ただし、古代へ遡
及して古代まで「仏教化」してしまうのは、「国
民精神まで仏教に支配されていた」一昔前までの
伝統的なチベット仏教徒の見方にほかならない。
アイデンティティーに関わる近年のチベット人の
動きは、青木が見た頃のチベットの文化・社会が
目指していた仏教中心主義への回帰とは異なる部
分もあるはずだからである。
　ほんの半世紀前までのチベット人たちが、
チュー（仏教）という基準を最優先し続けたこと
は疑いがない。いまでもそれは力強く維持されて
いる。しかし、チベット文化地域の政治・文化中
心に位置していたダライ政権とその住民に関して
言う限り、チューを重視した結果彼らが経験した
現代史とは、強国に対抗しうるような民族や国家
的統合をろくに実現できず、事実上享受していた
自治や独立まで失い、さらに文化の本体ともいえ
る仏教信仰にまで甚大な苦難を伴うものであっ
た。少なくとも短期的にはチベットは近代への適
応に明白に失敗したこと、また、仏教優先の伝統
的な考え方がナショナリズムや民族意識の形成の
足かせになったことは、すでに現在では多くのチ
ベット人には共通認識となってきている。チベッ
ト人たちは、自分たちのアイデンティーを確認す
るにおいて従来どおり仏教を最上位に置くのか否
か、置くとすればどう置けばよいのか、いまはそ
れを考える岐路に立っていることを自覚してきて
いると言えるようである。

他の要素のもつ意義
　さて、チュー、言語、土地と生活様式という 3
つの要素を前提に論じてきたが、これら 3つの要
素の他にも、チベット人の自意識やアイデンティ
ティーに関わって意識しておくべき要素がないの
ではない。ここでは、3つに次いで重要な要素と、
問題を孕む一つの要素を取り上げ、チューとそれ
らとの関係について確認しておきたい。
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3 つに次いで重要な要素─系譜─
　考察と文献の渉猟を進める中で、筆者は筆者の
整理の仕方にも沿うかたちでチベット文化につい
て考察した先例があったことに気付いた。R. B. 
イクヴォール（Ekvall）による研究がそれである
18-20)。イクヴォールは、1920 ～ 30年代にアムド

（東北チベット）の民族境界地帯（現行政区で言
えば青海省を中心にそれと甘粛省南部・四川省北
部にまたがる地域）で 10年以上にわたって生活
し、チベット人・回人・漢人の 3つの社会（チベッ
ト人については遊牧民と農民とを分けているので
実際には 4つの社会集団）を観察して社会集団間
の文化関係（Cultural Relations）を研究したほか、
牧畜の研究などで知られる人である。
　イクヴォールは、チベット人たちが自分たちの
国と外国とを区別して「チベット人らしさ」や愛
国心を感じる時、それは特定の要素を共有するこ
とで得られる一体感に基づいているとして、チ
ベット人自身が使う 5つの言い回しを列挙してそ
れらの要素を示した。すなわち、
①チュールー・チー：「同一の宗教」
　（chos lugs gcig）
②カルー・チー：「同一の文化」
　（kha lugs gcig）
③ケールー・チー：「同一の言語」
　（skad lugs gcig）
④ミリー・チー：「同一の系譜」
　（mi rigs gcig）
⑤サチャ・チー：「同一の土地」
　（sa cha gcig）
である 20)。
　ここで、ルー（様式、仕方）やケー（言語）、チュー
ルー（教え方、宗教、宗義、宗派）、ケールー（話
し方、言語、方言）はすでに見たとおりである。
すべてに付されるチーは「一つの、同一の」の意
味であり、また、カ（kha）は「口、言葉、言語」、
ミリーは「人種、民族、血統、家系、系譜」、サチャ
は「土地、場所、領土」を意味する。
　イクヴォールは、アイデンティティーや自意識
の構成要素としてチベット文化で何が重要かをい
う。1960年に書いた小論 19)では①と②だけを挙
げて、この二つ、すなわち「チュールー・チー、
カルー・チー」なる言い回しをチベット人は頻繁
に用い、ここに彼らのアイデンティティーは集約

されるとした。つまり、チベット文化でもっとも
重要なものは①の宗教（チュー、チュールー）で
あるとし、それに次いで重要なのが②のカ（カ
ルー）であり、これを言語であると説明した。そ
して 1964年の著書 20)では③以下まで挙げて詳し
く説明し、もっとも重要なものは①の宗教であり
他の 4つはそれを超えないとしつつ、しかも②の
カは言語の意味では③のケー（言語）と同様の意
味を持ちはするが、アムド地方においてはカは言
語だけでなく食習慣をも意味する場合があること
注 13)や、カには「部分、仲間、構成、属性」など
の意味があることを述べ、カはケーよりも概念が
広いのでカルーは言語というよりも文化と解する
のが適当だと元の説明を修正した。
　イクヴォールがいうカ（口、言葉、言語、さら
には文化？）とケー（声、話、言語）の違いは微
妙である。筆者がよく知る範囲に限ってもカと
ケーの用法にはチベット語圏の中でも地域差があ
る注 14)。そして筆者が何人かの亡命チベット人や
ブータン人に聞いた範囲ではカの意味に食習慣や
文化一般を含むことはないので、カに関するイク
ヴォールの説明は彼の調査したアムドでのみ妥当
することかもしれない。この点、まだ筆者は十分
に整理できない。
　③のケー及びケールーについては、イクヴォー
ルは、方言的な変異はあれども相互に理解可能な
同一言語としてのチベット語を共有する意義を強
調する。また、⑤のサチャ（土地）については、
チベット人が分布するチベット高原という一続き
の土地の広がりこそチベット人がチベット国（bod 
yul）として一体性を感じる基礎的な空間認識と
なっているとし、数百年前から別の国であるラ
ダックや、清代以降長らく中国政府の支配下にあ
る東チベット・東北チベットの縁辺部も、政体と
しては中央チベットのダライラマ政権とは別でそ
の直接的な統治下にはなかった時でもチベット全
体という認識の中に含まれていたとしている。
　以上、イクヴォールはチベット人のアイデン
ティティーや自意識と関わる主要な要素として 5
つをあげたが、その意味するところは筆者があ
げた 3つの要素と符合すると言いうる。つまり、
チューは①、言語は③（および②）、土地と生活
様式は②と⑤に対応する。そして、④のミリー（人
種、民族、血統、家系、系譜）のみが、筆者が 3
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つの要素には含んでいなかったものである。これ
のもつ意義は次節でも述べるが、チューと関わる
筆者の理解を最小限でもここに述べておく。
　筆者は、この「血統、系譜」という要素は、3
つの要素に次ぐ第 4の重要な要素と考える。これ
は、細かくはリネージ（家系）や王統、集団的に
は人種、民族に相当するものと考えることができ
る。現在でも諸地方の王家や貴族の家系には、古
代王国の王統や中世の高僧との繋がりがあるなど
として自らの家系を優れたものとする例は少なく
ないが、それはこの要素の重視に当たるとみなす
ことができる。おそらく、この要素は古代王国時
代にはチベット文化の核を構成する非常に重要な
要素の一つであったであろう。しかし、王統の分
裂を契機とする古代王国の崩壊後、この要素はチ
ベットの広域的統一を果たす原理に復することは
なかった。ただし、地方的な領域のなかで勢力を
得たりそれを維持した古代王家の末裔や有力家系
にこれの重視が見られたことからすれば、9世紀
頃から 17世紀頃までの長い時間をかけて、チベッ
ト特有の仏教とそれに関わる社会・文化体制が確
立されるに従い、この要素は重要性を弱めながら
も形を変えて生き続け、現代にまで至ったものと
考えることができる。
　古代王国時代においては、王家の祖先が天から
降臨したことやその王家の系譜が語られ、またそ
の諸王の事蹟が礼賛されていた。しかし後世では、
例えば王国建国の英主ソンツェンガンポ王が観音
の化身とみなされて讃えられるようになったこと
は、この要素のもった意義の後退と変質を象徴す
る。現在諸地方の有力家系でも、古代の王統との
繋がりなどよりもむしろ中世の有名な高僧や氏族
教団の家系との繋がりのほうが強調されている。
　おそらく次のように言えよう。古代王国の頃に
はこの要素は重要であり、当時のチューとも深い
関わりを持っていた。しかしその後移入された普
遍宗教としての仏教は、特定の人種や民族、リネー
ジを超えるものとしてこの要素にはネガティブに
働く面があったであろう。王統の分裂、仏教の民
衆への浸透、王家の墳墓の荒涼、13世紀のモン
ゴルに始まる異民族の政治的・軍事的権威の受け
容れなどは、いずれもこの要素の弱点を広げ、こ
の要素の重要性の低下に力を貸したとみなすこと
ができる。ただし、地域化したリネージは仏教と

の繋がりを深めるかたちで生き残りをはかったの
であり、11、12世紀から 17世紀に至る氏族教団
の時代はその折衷的なあり方の顕著な表れであっ
たとみることができる。しかし、氏族教団のもつ
難点を一つの仏教的論理で乗り越える新たな転生
活仏制度の開始（17世紀）によって、この要素
はさらなる変質を迫られることになったに違いな
い。

問題を孕む要素─政治、政体─
　ところで、イクヴォールの見解において重要な
のは、上記の①から⑤の文化的同一性を認識する
要素のなかに、政体に関わるものがないという指
摘である。すなわち、同一の国家・政体に属すか
否かをチベット人はアイデンティティーや自意識
の確認において重視しておらず、リストの中にそ
れが現れないこと自体がチベット文化の大きな特
徴だとする。国家意識・国民意識の欠如を嘆いて
いた青木の理解とも重なるが、国家や政治がなぜ
軽視されたのかを理解しておかねばならない。
　これについて、より直接的に述べた青木の言を
再び引いてみよう。
　「仏の大法のために邦土あり、教皇あり、臣民
ありと信ぜられ、国家と社会とはこの宗教を擁護
するをもって最上の目的となし、これがためには
いかなる犠牲をも辞すべきではないと思惟されて
いる。ゆえに国家社会の事業はすべて宗教に対し
て有利に企図すべき必要こそあれ、宗教が国家社
会に奉公するの義務は絶対にない。換言すれば宗
教が主で国家が従であるというのがチベット人の
根本理想である。…チベットには昔から「聖教の
ため」という常套語はあるけれども、まだ一度も

「国のため」、「君のため」というような成語を見
たことも聞いたこともない―最近の新語として
わずかに少数識者の間に話されることがあるけれ
ども、それは外国人が注入したところの極めて新
しい思想である。―」17)

　青木はダライラマ政権下の中央チベット（ウー・
ツァン）に滞在し、イクヴォールが滞在したのは
形式的にはダライラマ政府ではなく民国政府など
の政治的統治下にある東北チベット（アムド）の
境界地帯であった。当時、東北チベットには事実
上の独立を享受して民国政府の支配もダライラマ
政府の支配もともに受けていない地域さえ少なく
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なかったとはいえ、地域や政体を超えて同じよう
な意識がチベット人に共有されていたことに注目
すべきであろう。青木に従えば、ここでもチュー
の重視が政治・政体・国家の軽視に関わっている
が、宗教に従属する国家や政治とは、いかなるも
のなのか？　ここではその一つのピークをなした
ダライラマ政権、すなわちチベット文化地域の中
心部と、その他の例、つまりチベット文化地域の
周縁部とに分けて記述してみよう。

教政一致の代表例
　チベット文化地域に特有の、宗教に従属する国
家や政治のあり方は、ダライラマ政権に一つの頂
点を見ることができる。これにはその柱となる理
念があった。それは、チュー・スィー・スムデ（chos 
srid zung 'brel）、またはチュー・スィー・ニデン（chos 
srid gnyis ldan）とも言い表される理念である。こ
こで、スィーは「政治、統治、政体」、スムデと
ニデンは「結合、一体、保持」を意味するので、
これは「チューと政治の結合」、「教政一体」、「教
政一致」、「教政合一」を意味する。青木が言う根
本理想とはこれであった。この理念においては、
青木が言うように宗教と政治は対等な関係にはな
かった注 15)。
　チベットに伝統的な聖俗二分観において、政
治（スィー）とは俗事を代表するものである。し
たがって、チュー（宗教）とスィー（政治）は聖
と俗の意味でも対置して頻用される語となってい
る。チュー（宗教、仏教）を最重要と考えるチ
ベット人にとって、政治はそれに基づくものでな
ければならない。チューなき政治、チューに反す
る政治は、もしあるとすれば悪政以外でない。こ
れは、個々人の生活レベルでいえば善行と悪行の
落差に等しい。政治も国家も、チューに資するも
のでなければお話にならなかったのである。従っ
て、チュー・スィー・スムデという教政一体化の
理念においては、あくまでチュー（宗教）を上に、
政治はその下にあってチューに従属するかたちで
の一体化が図られたのである。
　周知のように、ダライラマは、宗教界を導く最
高位の僧であるとともに、世俗の政治をも統べる
国家元首であった。この地位よりも下の、中央・
地方の行政組織においては僧籍をもつ僧官と並ん
で俗人の官吏がおかれて聖俗二重の体制がとられ

ていたが、宗教活動も世俗政治も、ダライラマと
いう頂点において統一されていた。最上位には高
僧があって最大の権限を持っている聖職者政治の
体制である。
　ダライラマ政権の政治様式については、従来、
神権政治とか僧王政治、ラマ権政治など様々な訳
語があてられてきているが、チベット語ではこの
政治様式をチュー・スィー（chos srid、チュー政治、
すなわち宗教政治、仏教政治、仏教支配、「法」支配）
と呼んだ 21,22)。それはまさしく「チューのための
政治」、「チューあってこその政治」だったのであ
る。伝統的なチベットの中心では、チベット仏教
が国教であったというのでは不十分であり、国家
自体が宗教のために存在したのである。そこでは、
前二章で指摘してきたチューの重視がこのような
かたちで政治ひいては俗世間を従属させえたこと
を忘れてはならない。
　近代国家においては一般に政治が宗教を支配
するのであり、国政は宗教中立的な非宗教主義

（secularism、世俗主義）に立つ。イスラーム世界
の一部を除けば、現在はインドや中国などのアジ
ア諸国もほとんどはその立場に立つ。しかし、伝
統的チベットにおいてはその関係は正反対だった
のである。
　伝統的に存在したチューの重視と、それと政治
との主従的関係は、現在においてもまだ軽視され
るべきではない。チベット問題などの動向を理解
するためにも、この文化理解は不可欠である。
　チューの重視は、チベット自治区など現在の中
国領チベットにおいても熱烈なものがある。土地
改革と文革のなかで地域コミュニティーの中心的
役割を果たしていた僧院が破壊され宗教活動が怖
しく制限された後、1980年頃以降それが再びある
程度自由化されるやチベット人自身が僧院などの
宗教施設を急速に復興させている動きにそれは如
実に現れている。いまや本山を南インドに移した
ともいいうるセラ、デプン、ガンデンなどの大僧
院に、数千どころか万に達するほどの若いチベッ
ト人の学僧たちが現在学んでいるが、彼らのほと
んどが中国領チベットから来た者たちであること
もそうである。1987年にラサで中国政府に抗議
して信教の自由と民主化、自治権の拡大を求めた
活動家の僧侶たちが、中国政府から学んだ近代
的概念である新語の「民主」（マンツォ、dmangs 
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gtso）とかつての政治理念として慣れ親しんだ語
を組み合わせて、そのスローガンに「宗教と政治
一体の民主化」（チュー・スィー・ニデン・キィ・
マンツォ、chos srid gnyis ldan gyi dmangs gtso）と
記したことも象徴的である 23-25)。ただしこれは中
国政府の容認し得ないものだったが。
　現在のダライラマ政権、すなわちインド、ダラ
ムサラの亡命チベット政府注 16)においてもチュー
の重視は色濃く残っている。亡命後のチベット政
府は民主的な政体をとっており、チュー・スィー・
スムデという教政一体理念ももはや過去のもので
あると彼らは言っている。チベット問題の解決は
国際的な支援を得ることによってしか達成されな
いと認識している亡命政府は、将来チベットで実
現すべき民主的政体を見据えて、国連憲章や世界
人権宣言の精神を受け入れた暫定的なチベット憲
法とそれに沿って採択された憲章に則って運営さ
れている。その暫定憲法は、1963年にダライラ
マが亡命社会に対して公布したもので、ダライラ
マ自身が元首の地位に留まり続けることを必ずし
も望んではいないことを反映して、議会がダライ
ラマを廃位しうる規程をそこに明記するほど民主
的な内容を持っている。
　しかし、この憲法は国家元首たるダライラマが
その旧来の権限に基づいて発布したものであるこ
とは形式上明白であり、しかも注目すべきは、そ
の前文には「釈尊が定めた公正、平等、民主制の
原則が、チベットの政治において補強、強化され
ることが望ましく、かつ、必要であると思われる
…」とか、「チベットは釈尊の定めた教義に基づ
き建てられた民主制の統一国家である」という規
定がみえることである 26)。訳書で 32ページにも
わたる暫定憲法のうち、仏教に関わる語句が出て
くるのはわずかにこの 2箇所だけである。しかし、
統一国家としてのチベットの成立が仏教に基づく
という見方は、伝統的な自国観と異なるものでは
ない。また、平等、公正、民主といった近代的な
諸原則も他ならぬ釈尊の教えから導かれるという
ことは、やはり彼らが仏教主義的世界観は離れら
れないことを再確認してしまっているものと見ざ
るを得ない。チベット自身は、過去の来源から未
来の目標に至るまで、仏教を抜きに自己を認識し
位置づけることはまだまだ不可能事なのである。
また、現中国政府が強いたようにその不可能事を

無理に行うことは、チベットにとって自然なこと
ではなく、相応しいことでもないだろう。

教政一致のバリエーション
　ダライラマ政権はチベットの中心であったた
め、チベット文化を扱うとどうしてもこれに触れ
ざるを得ない。しかし、ダライの本拠地である中
央チベットを離れてチベット文化地域の周縁部に
目をやると、チューと政治との関係は必ずしも一
つであったのではないことに気付かされる。
　17世紀、チュー・スィー・スムデの理念に基
づいてダライラマ政権が形作られる頃、その南に
位置するブータンとシッキムでも新たな政体が組
織されていた。このうちブータンは、ダライラマ
の政体と同じように、ドゥク派の高僧シャブドゥ
ン・ンガワン・ナムゲルが政体の頂点に立って聖
俗両界を束ねた。その教政一致の理念はルー・ニー

（lugs gnyis）とかチュー・スィー・ニー（chos srid 
gnyis）と呼ばれたようだが、ダライ政権と類似の
聖職者を頂点とする聖俗二重の政体をもったとい
える。しかしシッキムでは、古代チベットの王統
の血も引くという国王がニンマ派の僧侶たちに担
がれて政体の頂点におかれた。
　さらに、目を西方に転じて当時まだ大きな勢力
を維持していたラダック（当時はンガリ地方と呼
ばれる西チベットも領土に含んでいた）について
いうと、この地は 10世紀頃以降チベット古代王
国の王統の血を引く国王の元にあり、16世紀以
降はその傍系ナムゲル王家の支配下にあったが、
何にせよここは古代以来ほぼ一貫して王国であり
続けていた。このほかにも、東チベットや南東チ
ベットなどチベット文化地域の周縁部には、俗人
の首長たちが王として勢力を維持した地域の例は
数多い。
　政体の頂点にあるのが僧侶であるのか俗人の
王であるのか、そのいずれかで聖と俗すなわち
チューと政治との主従的関係を判定するなら、
シッキムやラダックは古代王国と同じで王を頂く
王国のタイプであり、ダライラマの政体（ゲルク
派）やブータンの政体（ドゥク派）とはこの点で
は対照的であるといえる。しかし、だからといっ
てそれらの例がチュー・スィー・スムデと類似の
理念を有しなかったとか、宗教が政治に従属する
非宗教主義に立っていたわけではない。
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　シッキムの国王は、代々チューゲル（chos 
rgyal、法王、護教王）という称号で呼ばれた。チュー
ゲルとは、仏教を護り広め仏教に基づいて善政
を行う護教王を指す。インドでのその模範はア
ショーカ王であり、インドで理想的帝王とされる
ダルマ・ラージャ（Dharma Raja）に当たる。チ
ベットでは、古代王国のソンツェンガンポ、ティ
ソンデツェン、レーパチェンの 3人の王が古くか
らその代表例とみされていた。シッキムを建国に
導いたニンマ派の僧たちは、この称号を贈って権
力者であるシッキム王が仏教に基づいて善政を敷
くことを求めたのであり、これはチューと政治の
結合・調和を求めたもの以外ではない。ダライラ
マ 5世も、その政権の確立に与ったモンゴルのグ
シ汗に早い段階で同じチューゲルの称号を授けて
いるが、それも同じことであった。僧侶と俗人の
代表者双方が仏法のもとに接近して良好な相互関
係を持ちうるのならひとまずはそれでよいのであ
り、世俗の最高位の地位と権力がいくら俗人の国
王に占められていようとも、彼をチュー（仏法）
のもとにおいて護法王とすることができれば、事
実上はチューこそ最上位にあるのであり、そのよ
うなかたちで満たされる教政一致もごく当たり前
にあったのである。
　このような目で見ると、教政一致といっても、
宗派や地域によりまた時代によって、それが取り
うる具体的な政体のかたちにはいくつものバリ
エーションがありえたことは、チベット文化地域
の歴史・文化のこれまでと今後を考えるうえで重
要である。ブータンで 20世紀初めに起こった政
治再編では、国内の有力者たちが初代国王を支持・
承認し、この国は、僧侶が最高の地位を占めたドゥ
ク派教団の国家から国王を首長におく王国へと変
貌・回帰した。いまその国は第 5代新国王の元に
あり新憲法の発布も間近いが、その憲法草案では
国家元首である国王は仏教徒であり護教王のよう
な位置づけ（ただし仏教のみでなく他の宗教に対
しても護教者であること）がなされ、またドゥク
派を国教とする従来の聖俗二重の体制をも維持す
るかたちをとっている 27)。
　チュー・スィー・スムデなどの言葉で知られる
教政一致の考え方は、チベットでは古代王国の時
代にまで遡ることができるようである 28)。ただ
し、一般的には教政一体の政治制度が始まったの

は 13世紀のサキャ派の政体とみなされ、またそ
れが教団優位の体制として確立されたのはダライ
ラマ政権（ゲルク派）においてであると考えられ
ている 29,30)。17世紀に出現するブータンのドゥク
派政権も、ダライラマ政権も、サキャ派以来、パ
クモドゥ派など多数の氏族教団が受け継いできた
宗教と政治（さらにリネージ）との関係を踏まえ
たうえで、ある意味でそれを乗り越えるかたちで、
僧侶をトップに据えた聖俗二重の政体を生み出し
た。ブータンのシャブドゥン・ンガワン・ナムゲ
ルとダライ・ラマ 5世は、いずれも観音菩薩の化
身であり聖界最高位の僧であるとともに、俗界最
高位の偉大なる護教王たるチューゲルとを兼ね備
えた存在だったのである。現在ではチューゲルあ
るいはチュー・キィ・ゲルポ（chos kyi rgyal po、
チューゲルに同じ）といえば高僧の名にみられる
のが一般となり、他ならぬダライラマもこの名で
呼ばれることもあるに至っているが、本来は俗人
の護教王を指したこの語の意味も、俗人の王から
僧王、ないしは特別な高僧の意味へと歴史的に変
移してきたようにうかがわれる。
　チベット文化地域では教政一致の理念が広く共
有されて現在に至っているが、その政体がどのよ
うなかたちをとるかは、地域や時代、そして宗派
などによって異なりえたことには留意せねばなら
ない。チューの内容が長い時間をかけて変化した
ように、それと政治や国家との関係の仕方は今後
も変わりうるはずだが、この政治、政体という要
素は、少なくとも地域的なレベルでは第 4の要素
として前節に見た「血統、系譜」という要素との
関わりが大きいことも明らかである。

今後の行方
　前章までで、チベット文化の核をなす 3つの
要素のうち、土地と生活文化、及び言語について
は、その地理的・社会的広がりが一般的にいう大
チベット（チベット全体）とおおよそ一致するの
に対し、チューという要素だけがそれとの不一致
が大きく、もしチューを優先して考えるならもう
一つの大チベットがありうることを確認した。こ
の重ね合わせ問題からチベットを理解する地理学
的方法は、将来のチベット文化においてもその内
部構造の特徴や問題点を把握するうえで役立つで
あろう。第 4の要素「血統、系譜」の場合、これ
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を民族全体とみればそれは一般的にいう大チベッ
ト（チベット全体）に対応するものであり、氏族
教団のような地域的なリネージとみるなら、それ
は地方的な「くに」に相当するような地域的リネー
ジやコミュニティーである。今後のチベット文化、
とくにその中でもチューという要素が、今後どの
ような方向へと向かうのか、チュー（チベット仏
教）が自民族の限界を越えて異民族・外国へと大
きく踏み出そうとするのか、それとも自民族・文
化の内に留まろうとするのか、あるいはよりミク
ロな地域・リネージへと内旋・収斂するような方
向へと進むのか、また、チベット高原という土地
と生活様式との繋がりはどうなるのか。そうした
ことについてまだ言うことは難しいが、その方向
性によって、チューと政治や国家、さらにそれと
第 4の要素などとの関係も、必然的にかたちをも
つものになってくると考えられる。
　その方向性は、現時点においては、亡命チベッ
ト人社会など、ダライ政権下にあったゲルク派中
心のチベット世界と、ブータンなど周縁部の諸地
域・社会とでは異なるものに筆者には見える。と
くにブータンは、20世紀初頭に至って王政とい
うかたちに政体を変化させたことで、偶然にも助
けられながら近代世界との折り合いをつけること
に見事に成功してきた例であるといいうる。
　20世紀に亡命を繰り返したダライラマ 13世・
14世と彼に追随した中央・西チベットの住民を
中心に考えると、彼らが近代において選択した一
つの道は、要約するなら「国を失ってでも、仏教
と、高僧中心の社会・文化体制とを護る」もので
あった。しかしそうしたチュー（仏教）の重視が、
結果として強国に対抗しうるような民族・国家的
統合を阻んだことは疑いがない一方で、亡命など
を通じて彼らの精神を国際的に知れ渡らせること
にもなった。現代の世界情勢は、軍事と国益、物
質主義など、仏教的価値からすれば克服されるべ
きものばかりで彩られるが、それに対して現在チ
ベット人から発せられる警鐘（とくにダライラマ
からのそれ）は、それが国を失った彼らから発せ
られるものだけに、より説得的なものになってい
ることも事実である。ダライラマ 14世は、イラ
クやアフガンを攻撃するブッシュ大統領に親書を
送ってその行動を諫めることなども行っている
が、今日の世界では、何より仏法を尊ぶこの伝統

的な思考が、かえって国際的にチベット人とその
文化への共感や注目を集める作用をも果たしてい
るのである。ダライに追随するチベット人にとっ
ては、以前にもまして、ダライは世界平和を真に
希求して行動し発言する真正の菩薩であり、仏教
徒である彼らの誇りとして輝き続けている。亡命
チベット人社会や他のチベット人社会の内部にお
いては、チューや政治・国家の位置づけに揺らぎ
がまったくないわけではない。しかし、現在では
かつてとは違うかたちでダライラマひいては仏教
中心主義への信認が新たに深まっている面がある
ことも、理解しておく必要があろう。

おわりに
　本稿では、限られた要素がチベット文化の核を
なすものと規定して、その要素自体の性格と、こ
の文化の担い手たちの世界観（国土観）やアイデ
ンティティーの中身がいかなるものであるのか、
またこの文化のもついくつかの重要な特徴がなぜ
そのように顕れるのかについて、個別的な歴史上
の出来事や地理的な特徴にも若干触れながら説明
した。筆者には適切と思える地理学的な理解の仕
方や思考手順が、読者の目にも適切なものとして
映ったかどうかはわからないが、本稿を書く作業
を通じて筆者にはこの文化は以前にましてよく見
通せるようになった気がしているので、賢明な読
者からのご意見を仰ぎたい。
　今回採ったのは、いわば文化の内側から外側へ
という方向での扱い方であった。本当はもっと書
き進めてチベットの中心部と周縁部との関係や、
チベット全体と周囲の国々・地域との関係性まで
浮き彫りにして、いうなれば外側からチベット文
化に迫ってゆく試みもさらに深めて両方向の作業
を突き合わせてみる必要がある。そうすれば、こ
の文化の外貌はもちろん、内側ももっとはっきり
姿を現すところが少なからずあるはずである。チ
ベットは、その周囲のあらゆる方向の国々・地域
との相互関係を歴史的に持っており、しかもその
国々・地域はそれぞれ異なった個性を持っている
からである。
　さらに日本との比較も興味深い。冠位制、貴族、
寺社、荘園、土地制度、神仏習合（チベットの場
合はいわば仏神習合）など、古代から中世の日本
史にはチベットと類似の事象を数多く見出すこと
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ができる。また、チベットは日本と同様にインド
や中国というアジアの文明中心ではないながら日
本以上にそれらに間近に接し、そしてその接触の
中で様々な文化要素を取捨選択して取り入れてき
た「もう一つの例」でもあるからである。
　そうした宿題を残しつつ、本稿で得られた知見
は次のようにまとめることができよう。
　チベットの伝統的な文化において文化の核を構
成したのは、チューすなわちインドでいうダルマ
を筆頭に、言語、及び土地と生活様式（風土性）
の 3つの要素だったと考えることができる。こ
れらを基準にすることで、チベット文化地域の住
民の世界観（国土観）やアイデンティティーのあ
り方が適切に把握できるだけでなく、歴史的に生
じてきた政治や社会の現象とその変化のもつ意義
も、適切に把握することが可能となる。ただしそ
のさい、チュー（宗教、仏教）の意味内容の歴史
的変遷を押さえておくことは非常に重要である。
それにより、仏教が支配的となった後世と古代王
国時代とでは異なる点が多い文化の諸側面を適切
に理解することができる。また生活空間の基本単
位である谷が、等質性を持ちつつ分散していると
いう地理的条件を押さえておくことも重要であ
る。それにより、土地と生活様式、言語やアイデ
ンティティーなどの地域的多様性と統一、そして
政体などの地方的分裂と広域的統一など、チベッ
ト文化地域の文化と政治にみられる歴史地理的現
象を空間的に正しく理解することができる。
　チベットの伝統文化においては、僧侶であるダ
ライラマが政体の頂点にあったことに象徴される
ように、仏教と政治や国家との関係のあり方が他
の仏教国には類例がないようなかたちで展開し
た。そこでは政治や国家は仏教と高僧に従属する
度合いが強く、現在のチベット問題の本質的課題
も、この仏教中心の伝統的思考の是認か否認かに
あることもあきらかである。しかしこれらの個性
は、チベット文化の中心であったこのダライラマ
政権、すなわち中央チベットにおいて著しく発達
したように見受けられ、チベット文化地域の周縁
部の事例を検討することで、チベット文化のなか
でその中心が持った性格をより相対的に捉えるこ
とができるようになる。
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　本稿では、次の調査研究に参加した際に収集し
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・文部科学省科学研究費（基盤（B）（1））「ネパー
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治人類学的研究」（研究代表者：前平泰志 京都
大学教授）、平成 12 ～ 14年度。
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注
 1）「西藏旅游電子政務網」のホームページで確認
した「西藏自治区旅游局」の資料。最終アク
セス日は 2007年 12月 14日。

　　http://www.xzta.gov.cn/zww/lytj/tjzl/default.shtml
　　http://www.xzta.gov.cn/zww/lydt/xydt/1461.shtml
 2）個別の論点について筆者が共感をおぼえる範
囲では、人類学者の R. B. イクヴォール 18,20)、
チベット学者の S. カルメィ 11)、川喜田二郎
31)、田中公明 32)などの研究には、チベット人・
チベット文化の個性やアイデンティティのあ
り方を、その国家観などとあわせて理解する
うえでよい刺激を受ける。また、近年現われ
た、政治学者の平野聡 33)や法学者の岡本雅亭
34)の研究は、民族政策や辺境統治という政治
的視点からではあるが、中国という国の民族
統合のあり方を問い直しており、歴代中国政
府の異民族・辺境統治という、北京や南京を
中心とした中国という国の政治・文化体制の
中でチベットが占める位置を再認識させてく
れるよい考察となっている。しかし、本文に
述べたような点に関して深く追求された研究
は、まだないといってよいと思う。

 3）ラチュー（神法、聖法）は、仏教経典などに
明示される宗教とその教義にほかならないが、
ミチュー（人法、世俗法）の例としてよく知
られるのは、チベットの古代王国を築いたソ
ンツェンガンポ王が定めたと言い伝えられる

「十六条の清浄なる人法」である 2,17,35)。これは、
順守すべきモラルや徳目を並べた訓戒であり、
古代日本の十七条憲法と類似のものであった
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とも言われるが、その筆頭には、すでに「至
宝（仏・法・僧の三宝）をもっぱら信仰して
聖法をまっとうすべし」という仏教的な訓戒
が含まれている。もっとも、山口はこれをソ
ンツェンガンポ王の 7世紀頃ではなく、仏教
定着後の後代に作られたものであるとみなし
ている。

 4）区別していう場合、仏教はサンゲー・キィ・
チュー（sans rgyas kyi chos、釈尊の宗教）な
どという。同じように、たとえばキリスト教
ならイェシュィ・チュー（ye shu'i chos、イエ
スの宗教、ヤソ教）と呼ばれる。
　なお、儒教の場合はクンツィィ・シュンルー

（khung tsi'i gzhung lugs、孔子の理論）と呼ば
れた。この場合、シュンルーは「理論、格言、
政府の定法」であって、宗教なり教義（チュー
ないしはチュールー）の語はあてられていな
い。チベット人の一般的感覚からすると、儒
教は、宗教すなわちラチュー（神法、聖法）
ではなく、かりにチューと見なしたとしても
せいぜいミチュー（人法、世俗法）に相当す
るにすぎなかったことがわかる。儒教は、大
部分のチベット人にはほぼまったく知られて
はおらず、仏教のようにチベット文化に大き
な影響を及ぼすことはなかった。チベット人
にとって、儒教はとうてい仏教に対置可能な
宗教ではなかったのである。

 5）ヤクのバター（yak butter）とは英語などでも
よく使われる表現だが、ヤクは本来はその去
勢牡のことを指すので、このように言うとチ
ベット人の耳には奇怪に響くところがある。
正しくは、チベット人の表現に倣って牝ヤク
のバター（'bri mar、ディー・マル）と言うべ
きだが、日本でも英語と同じくヤクは事実上
牡牝を問わないこの家畜種の総称として使わ
れているので、ここではそれに従っている。

 6）ついでに言うと、「黄色いギャ」（ギャセル、
rgya ser）と言えばロシアのことである。ただ
し、ロシアについてはウルスー（u ru su）と
いう呼称の方が一般的なものとして定着して
いる。

 7）現在の中国領チベットでは、チベットは中国
の一部であり、チベット人は中国人の一員で
あるとの位置づけがなされる結果、言葉の上

でも調整の必要が生じた。チベット人は、中
国人すなわち漢人をギャミ（rgya mi、ギャの
人）、その国をギャナーとして、自分たちチベッ
ト人（ポェーパ）及びチベット国（ポェーユ
ル）とは長らく峻別してきた。しかし、新た
な位置づけだとポェーユルはギャユルの一部、
ポェーパはギャミの範疇に入ってしまいかね
なくなった。
　この混乱は、現在の中国領チベットでは「中
国」の音写語の導入によって切り抜けられた。
つまり、チベットはトゥンゴ（krung go、チュ
ウゴク）の一部たるトゥンゴィ・ポェージョ
ン（krung go'i bod ljongs、チュウゴクのチベッ
ト地方）であって、ポェーユル（チベット国）
ではない、チベット人はトゥンゴィミ（krung 
go'i mi、チュウゴク人）の一員であってギャ
ミ（漢人）の一部ではない、とされるのである。
この種の新しい位置づけ方は、近代中国では
民国期から明白に存在した。
　なお、上の段落に現れた「ジョン」は、「大
きな谷、地方、くに」の意であるが、本文で
後述するルンパなどと同様に「谷」の意味を
もつ。ただし、ジョンはいくつもの谷（ルンパ）
を含んだ大きな谷、大地域の意味となってい
る。

 8）19世紀から 20世紀初頭、英領インドや中国
という異文化をもつ外国勢力の脅威に早くか
ら直面したのは、チベット高原の縁辺部にあ
たる、東チベット（カム）、東北チベット（ア
ムド）、そしてヒマラヤ沿いのチベット文化地
域であった。これらの地域には、事実上独立
しているかそれに近い状態にある土着勢力が
数多くあった。彼らはダライ・ラマ政権や中
国政府、あるいはインド側の諸政権との間に
何らかの臣属関係を結んでいたが、多くの場
合、それはごく緩やかな関係に留まっていた。
彼らは長らく地方的アイデンティティのもと
にあったのだが、外国からの軍事的脅威に直
面することで、チベット全体という昔から文
化的・民族的な親近感をもつ巨大な世界につ
いても「思い出した」のである。こうした経
緯には、英領インドや中国という外国勢力が
チベット全体という認識を早くから持ってい
たことも関わっている。ただし、外国からの
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脅威に対して、彼らはまず中央チベットのダ
ライ・ラマ政権を頼ろうとしたが、ほとんど
の場合、それは無駄に終わった。

 9）古代王国に相当する政治的大統一が再びなさ
れなかったことについては、チベット高原の
地形はマイナスの作用をもったであろう。そ
の居住の核となる谷合いの規模に限界があっ
たうえにそれが分散していたから、広域的な
政治・社会編成を実現するのに適してはいな
かった。ただし、生活様式・生活文化の等質
性を形成するうえでは、この地形がプラスの
作用をもった面も指摘可能であろう。

10）青木がチベットに到着したのは、中国で辛亥
革命が起こり、清から中華民国へと代わって
間もない頃であった。彼のチベット滞在中、
ダライ・ラマ 13世はチベットの独立を宣言し、
類似の立場にあったモンゴルとは蒙蔵条約を
結んで互いに独立を確認しあい、また英領イ
ンドから一定の援助を得て東チベットでは漢
人勢力を駆逐する戦争を進めた。「国家主義に
立ち帰ろうとする」とはそのような時代背景
があっての言である。

11）宗教については、本文中に述べるように、モ
ンゴル人をはじめ、チベット語とはいえない
言語を母語としている異民族（例えば低ラダッ
クのダルド人、ネパールのタマン、グルン、
ネワールなどの諸民族、シッキムのレプチャ、
ブータンのシャルチョップ、中国領内の少数
民族のうちチベットとの接境地帯に住むナシ
族などの諸民族）にも、チベット仏教を信仰し、
チベット人の僧院において学ぶなどする者た
ちがあって、地域的にも民族的にも、文化的
チベットを超える。と同時に、言語や生活様式、
血統において明らかにチベット人であっても、
チベット仏教徒にはボン教徒などの異教徒は
除かれることになる。
　言語や、土地と生活様式に関しても、厳密
に見れば細かな問題はある。
　言語では、チベット高原とその縁辺部に住
み、明らかにチベット系民族であって現在で
もチベット語方言を維持していながらも、イ
スラーム教やキリスト教に改宗してもはや仏
教徒ではなくなった「チベット人」の例がある。
パキスタン北部のバルティスターンや、それ

に近いインド北部のラダック地方、あるいは
東北チベットなどにおいて、言語・人種のう
えではチベット人といいうる人々でありなが
らイスラム教徒である人々が見られる。チベッ
ト人仏教徒にとって、この場合はモンゴル人
の場合とは正反対に、言語や土地・生活様式
の上では近くとも、宗教の上ではモンゴル人
に対するより親近感は薄く、歴史的にはむし
ろ敵対勢力として捉えられる傾向があった。
　土地と生活様式についても、ヤクやツァン
パ、ルンパ（谷）、ギャ（大平原）などの例に
チベット人が自他を分かつ意識があることを
述べてきた。しかし、土地や生活様式を構成
する多くの要素の中でどれを採るかによって
厳密には分布は様々である。
　ヤクでいえば、その分布は明らかにチベッ
ト人の居住地を中心としてはいるものの、カ
ラコルムからパミール高原や東トルキスタン

（パキスタン、タジキスタン、キルギスタン）、
さらにモンゴリアなどにも見られ、トルコ系
ないしモンゴル系、さらにイラン系のいくつ
かの民族によっても飼養されている。また、
ツァンパを例にとれば、ヒマラヤ南面や東チ
ベットにおいては、他の指標において明らか
にチベット人に含みうる人たちでありながら
も、ツァンパではなくトウモロコシやコメを
主食として中央チベットとは異なる生活様式
をもつチベット人も少なくない。そのため例
えばヤクとツァンパの双方を条件とすれば、
チベット民族の分布におおよそ適わないわけ
でもない、という程度の括り方にすぎない。
　結局のところ、チベットの宗教、チベット語、
そして、ヤクやツァンパの例で表現されるチ
ベット型の土地と生活様式は、どれもチベッ
ト人全体を包括する指標に用いられはするが、
それぞれに問題はあり、相互に重なり合わな
い部分もまたみられるのである。チベット人
が、チベット人全体をうまく表現しようとし
て試行錯誤しながらも、これという表現に絞
りきることができない背景には、こうした事
情が関わっている。

12）多田 5)はチベット人の見解を次のように記す。
　「彼らは、西蔵を仏教の中心国として見る思
想を抱いている。印度で仏教が衰退した現在
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では、西蔵が仏教の中心国であるとするので
ある。殊に戒律の正しい伝統が古来連綿とし
て西蔵に存する以上、仏教の中心国は西蔵で
ある。そして戒律の作法には、中国と辺疆と
の差別があるが、西蔵は当にその中国であっ
て、戒律が正統の形式によって行われる唯一
の国土であるとの自尊心をもっているのであ
る。」

13）もっと以前の著書 18)でもこれに触れている。
14）例えば、チベット語ラサ方言では、チベット
語のことをポェーケー（bod skad）、その方言
の一つと位置づけられるブータン語のことは
ドゥクケー（'brug skad）と呼ぶが、一方のブー
タン語では、チベット語のことをボトカ（bod 
kha）、ブータン語のことをドゥクベィカ（'brug 
pa'i kha、ブータン人の言語）、ゾンカ（rdzong 
kha、ゾンの言語）、またはシュンカ（gzhung 
kha、政府の言語）などと呼ぶのが普通である。
つまり「何々語」というときに、カとケーの
どちらを使うかがまったく異なっている。た
だし、どちらの語もその語義自体は両者で共
有されてはいる。

15）第 2章で述べたように、政治に関わる事柄は、
かりにチューと見なしたとしても、せいぜい
ミチュー（世俗法）の範疇に属すといえるに
留まり、ラチュー（聖法）たる宗教とは落差
のある位置しか与えられない。

16）厳密に言うと、インド政府はチベット亡命政
府を国際法的意味での亡命政府と正式に認め
ているわけではない。しかし、インドの司法
体制のもとで、ダライ・ラマ政府がインド国
内等の亡命チベット人社会において一定の行
政機能を持つことは許容している。そのため、
ダライ・ラマ政府も公式名称としてはチベッ
ト亡命政府（Tibetan Government in Exile）で
はなくダライ・ラマ法王中央チベット行政府

（Central Tibetan Administration of H. H. the Dalai 
Lama）という名称を用いている。
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Summary

The Core and Identity of Tibetan Culture

Toshihiro Tsukihara

Fukui University

   In history of a geographic region called "Tibet", both regional split-up and some broad spatial unity have been 
observed in respects of life-style, language, cultural-identity, and polity. These historico-geographic phenomena 
occurred in Tibet can be properly understood from following notice. Firstly, the basic unit of living space for 
the Tibetans is a small river valley which is distributed in numerous numbers on the Tibetan plateau with very 
homogenous character. Secondly, the inmost core of traditional Tibetan culture can be understood as a unity of 
three essential elements, i.e. "chos", "language", and "land and life-style". Thirdly, cultural identity of its residents 
and way of realization of an idea called "chos srid zung 'brel", which directed traditional combination of religion 
with polity in specific ways, were crucially important.




