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雲南省西北部茶馬古道沿いの少数民族を訪ねて

神山　巍
雲南懇話会注 1）

ヒマラヤ学誌　No.13, 331-340, 2012

　2010年 11月 4日から 11月 15日まで 12日間、中国雲南省西北地域（省都昆明市の西北、楚雄彝（イ）
族自治州・大理白（ぺー）族自治州・麗江（リージャン）市・迪慶（デチエン）蔵（チベット）族自治州）の
茶馬古道注 2）沿いに住む少数民族（彝族、白族、納西（ナシ）族、蔵族など）の人びとを訪問し、その
生活・文化に接する機会があった。雲南省西北部から東南方向に流れ、下流で長江となる金沙江（チ

ンサジャン）、納西族の人びとが聖山と仰ぐ玉龍雪山（標高 5,596 m）、大理の西に十九峰が連なる蒼山
や巨大湖・洱海（アールハイ）のほとりや盆地（パーズ）（写真 1）、山の斜面あるいは山中に棲み分けて平
和に暮らす少数民族を訪ね、その生態を観察する機会を得た。訪ねた少数民族それぞれの生態から窺
うことのできた独自の文化創造、自然環境との調和、環境問題への対応について若干の考察を行った。
　一方、唐の都長安（現在の西安）からこれら少数民族とおおよそ等距離にあり、同じ照葉樹林文化
圏（東亜半月弧）9）を形成するわが国とこれら少数民族との歴史から見た宗教上の生活・文化に関す
る若干の比較考察を、先行文献により試みたので合わせて報告する。

はじめに
1）今回の訪問の目的及び実施体制は以下の通り
である。

（1）大理、麗江、香格里拉（シャングリラ）及び周
辺の山地に住む少数民族を訪問し、歴史と生
活文化の実態の一端を観察する。

（2）彝族、白族、納西族、蔵族の街や村を訪問し、
交流する。

（3）雲南大学民族研究院・尹紹亭（インシャオテイン）

教授及び下記メンバーが全行程を同行した。
　内蒙古社会科学院草原文化研究所所員
 烏尼爾（ウニール）

　雲南大学民族研究院博士課程修了
 （中国側 Coordinator・日本語通訳）
　雲南民族博物館副研究館員
 李暁斌（リーシャオヒン）

 （雲南少数民族の生活・文化学術ガイド）
　雲南師範大学日本語科 4年生
 陸楊芃子（ルーヤンペンズ）（日本語通訳）
　中国社会科学院（北京所在）研究員
 刘文雨（リョウウエンユウ）（専門：宗教学）
　中国図書進出口集団総公司（北京所在）
 楊　静（ヤンジン）（刘文雨氏夫人）

2）訪問した地域及び少数民族
（1）昆明官渡古鎮
（2）楚雄彝族古鎮
（3）大理白族―剣川石宝山石鐘寺（白族の人びと

が信仰する山岳石窟寺院）、沙渓古鎮、大理
古城及び周辺の古鎮、崇聖寺三塔

（4）香格里拉蔵族―中甸古鎮、松賛林寺（チベッ
ト仏教大寺院）、独克宗（ドクゾン）古城―大
亀山朝陽楼（チベット仏教寺院）

（5）麗江納西族―麗江古鎮、束河古鎮、麗江古城、
白沙村、木府

3）雲南西北地域の特色
　①水量豊富な大河や大きな湖がある。西から独
龍江、ミヤンマーでサルウイン川となる怒江（ヌ

ジャン）、ラオス、タイでメコン川となる瀾滄江（ラ

ンツアンジャン）、金沙江（チンサジャン）、大理から
南東に流れる紅河がある。それらの支流は山間を
縫って多数にある。山岳地帯の山間部やカルスト
地形の中に、大小の湖がある。標高 2,000 m級の
山河、谷間、盆地、平野に、彝族、白族、納西族
の人びとによって稲作や雑穀、サトウキビ、トウ
モロコシ、様々な蔬菜を栽培する農業が展開され
ていた。北上するにつれ標高 3,000 m級になると
山裾の広々とした傾斜の緩やかな草原に、蔵族の
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人びとによって裸麦を栽培しヤクや牛・馬が放牧
される半農半牧畜の世界が展開されていた。
　②気候が亜熱帯的で雨期（4月～ 10月）があり、
山に多量の雨をもたらす。標高 2,000 m前後の大
地は至るところブーゲンビリアが咲き、バナナや
石榴、梨などの果物が実る。様々な蔬菜が常時収
穫できる。標高 3,000 m級の香格里拉に至ると、
広大な草原の緑が広がっている。

少数民族の古鎮訪問
　① 11月 4日、昆明市（標高 1,900 m）近郊の官
渡（紀元前 2世紀から存在した行政区名）古鎮を
見学した。明代の町を再現したもので、わが国の
東京・浅草の様に似て賑わっている。広場に石造
りの仏塔が立ち、奥に寺（小林寺）がある。道教
の神である布袋が祀られていた。神仏融合の 1形
態か。最奥の堂に仏教の菩薩や四天王が祀られ、
お線香を上げている人がいる。拝礼の様は、腰を
下ろし、両手を顔の左右に当て深々と頭を下げる。
飴細工や豆類などの農作物を売る民族衣装を着た
人びとが広場や道端に座り、薬草やお菓子、民族
衣装を売る土産物屋が参道の左右に並ぶ。辺りは
土埃で煙っていた。
　② 11月 5日、雲南大学と書かれたバスで昆明
市を出発し、途中、楚雄彝族古鎮（標高 1,725 m）
を訪問。明代の彝族の町を再現したもので、わが
国の長崎・ハウステンポスを思い出した。大規模
な切妻型木造三階建てのホテル、レストラン、商
店街が並び、硯や翡翠や雑貨を売る土産物屋が続
く。広場（四方街）が設営され、篝火を炊く大き
な鉄の鍋が周囲に据えられていた。夜は近在の人
びとが来て踊るという。水路に沿って小道が通り、
建物が並び、建物の軒に紅い小さな提灯が並べら
れている。明るい日差しに照らされる中、我々以
外に訪れる人はいない。静まりかえった昼下がり
である。
　③ 11月 6 ～ 7日、沙渓古鎮（標高 2,080 m）を
訪れた。白族の村で、茶馬古道に古いまま残った
最後の村として世界遺産（危機遺産）に登録され
ている。明代に建てられた商家を訪ねた。三坊一
照壁の立派な木造二階建てで、二階に祖先を祀る
霊廟があった。広場（四方街）に面して建つ興教
寺は明代に建てられた寺で仏教を中心に儒教、道
教の三教同興を山門の聯にうたっている。奥のお

堂に高さ 5 m程の金色の仏像 5体が横に並んで鎮
座していた。扉や柱に彫られた蔦や唐草の模様や
龍は白族の技能水準の高さを示している。興教寺
の対面に、清代に建てられた木造の舞台があった。
わが国の能舞台を二階建てにしたような神楽殿の
ような構えで、懐かしさを感じた。街の中を細い
小道が走り、朝早くから、靄のなかを農作業に出
かける人びとが、普段着の民族衣装姿で籠を背負
い、鍬を持って歩いてゆく。
　④ 11月 9日、中甸古鎮（独克宗古城―大亀山
朝陽楼）（標高 3,220 m）を訪れた。蔵族の人びと
が作った小さな城下町で、広場から石段を登ると
山上にチベット寺院・朝陽楼があり、巨大マニ車
が据えられていた。最上段のお堂（覚悟釈迦牟尼
主殿）の中で、蔵族の民族衣装姿の女性が、五体
投地の拝礼を繰り返していた。お堂の壁画は極彩
色の多面多脾の天王や明王で、金色の千手観音菩
薩・地蔵王菩薩が祀られていた。迪慶蔵族自治州
博物館にはチベット医学の医典（極彩色の絵巻物
で、人体解剖図・患者の病気の様・薬草などが描
かれていた。）が展示され、蔵族のお医者さんが
無料で診てくれた。顔と手のひらを見て診断する。
刘文雨氏の説明によれば、蔵族は独自の体系的な
医学をもち、それは宗教とは関係なく発達したと
いう。城外の草原にはヤクが放牧され、広々とし
た畑地に裸麦を干す木製の架台が点々と並び、軒
下に原色の独特の幾何学模様を施した切妻型の木
造農家が、道の左右に 1軒 1軒点在する。
　⑤ 11月 10日、束河古鎮（標高 2,385 m）を訪
れた。納西族の古い村で、世界遺産（文化遺産）
に登録されている。小川が流れる村の中心の道端
に朝市が開かれ、民族衣装を着た女性や男性が
オート三輪車やサイクル三輪車あるいは驢馬で
様々な野菜や果物、雑貨を運び込み、売っている。
水路のほとりの道の分かれ目に小さな祠が立ち、
布袋様を真ん中に両脇に寿老人と観音様が祀られ
ていた。家の前の洗い場で人びとが洗濯をしてい
る。洗濯物を石の上でたたいたりする、昔ながら
のやり方だった。川では水車が回り、用水池には
鯉が泳ぎ、古道の石畳は磨耗し丸味を帯びている。
土産物屋が並び、銀細工や染物、色とりどりの刺
繍を売っていた。家々の屋根は瓦葺きで両端には
うだつが上がり、魔よけの猫の焼き物が屋根の上
に載っている。明代の馬商人で馬幫（マーバン・
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キャラバンのリーダー）だった人の家（王氏邸）
を見学した。コの字型木造二階建てで二階の欄干
が軒に 1.5 m位張り出し、その下に高さ 40 cm位
の犬走りが作られていて、そこに唐辛子を干して
いた。二階の欄干の手すりや扉の木彫り彫刻は見
事である。同日夜、麗江古城を訪れた。紅燈の巷
という表現が当てはまる。人びとで賑わい、歩く
のに難渋した。古城の入口広場で、人びとが踊っ
ていた。麗江では、環境対策のためビニール袋の
使用が禁止され、持っているだけで罰せられると
いうことだった。
　⑥ 11月 11日、麗江古鎮を訪れた。納西族の豪
族で麗江を支配していた木氏の行政府「木府」を
見た。北京の紫禁城に例えられ、納西族の宮廷建
築と言われる。山の斜面から山頂にかけて建物が
並び、建物の正面に至る中央の道は大理石の敷石
で龍の彫り物が施されている。建物は木造で三層
楼や幾つにも区切られた長大な楼で構成され、回
廊で上下左右に結ばれている。その一つ、三清殿
には三人の神像が祀られていた。
　⑦ 11月 12日、大理州・新華村（標高 2,185 m）、
周城、喜州、大理古鎮を訪れた。これら白族の村
や町で、白族独自の文化（藍染、銀細工、銅器、
紙漉き、石や木の彫り物、乳扇・香草肉などの加
工食品など）に接することが出来た。

牧歌的農作業風景
　① 11月 5日、茶馬古道を大理下関（標高 2,000 
m）から北上する。雄大な蒼山十九峰（標高 4,000 
m級）やその麓から広がる畑作、稲作の農業を営
む平地と点在する白族の村や白壁の家々を左手に
見、洱海（西側湖畔帯・長さ約 38 km）を右手に
見て進む。多くの人びとが野面に出て農作業を
行っていた。その様子は、機械を使わない昔と変
わらない作業風景で、懐かしさを感じた。草や藁
を燃す煙があちらこちらで上がり、たなびいてい
た。農家の軒にはトウモロコシがびっしり並んで
吊るされ、白壁に藁が積みかけてあった。山の神
に守られ、水の神に守られ、変わらない日常、落
ち着いた人びとの生活が窺えた。その日の 18時
頃、洱源に到着し、摂った食事の食材はトウモロ
コシ、カボチャ、ナタ豆、蔬菜、鯉系統の淡水魚、
柿、梨、米などだった。風景から窺う限り、自然
環境は保全され、人びとは昔ながらの生活をして

いるように見えた。
　②蒼山十九峰の多数の細流から流れ下る水は野
を潤し作物を育て、同時に、人びとの生活用水と
なり、農業排水や生活排水となって洱海（面積
249 km2）に注いでいる。その排水に化学物質が
混入すれば、洱海は汚染される。洗濯は洗剤を用
いず手作業で行っている様子は、随所で見た。人
びとは普段の生活の中で、汚染を防止する努力を
しているように見受けられた。昆明市の滇池（水
質ランクⅤ注 3））の汚濁している様子を見ていた
ので、それとの目視による比較では、洱海は、ア
オコが大量に発生している滇池のような汚濁はし
ていなかった。少数民族の生態・伝統文化を主要
な観光資源とする大理地方では、「風景や自然環
境を大事にして保全しよう」とする人びとの気持
が窺えた。それは、取りも直さず、各地の少数民
族の生活・文化を保全し保護することに繋がるも
のと思われる。
　杜宝漢氏は 1945年生まれ、雲南大学の生物学
系を卒業、大理州の環境監測所の高等技術者資格
を有し、同州生態学会の常務理事をされている環
境保護の専門家である。大理州の生態保護の経緯
に関して、生活者を中心とした環境保護及び持続
可能な発展を可能とする対策を紹介している 2）。
それによると、1976年以後、大理州は洱海の生
態保護に力を入れてきたが、中国の全体的な経済
発展の波は大理州にも波及し、1996年には水質
はⅡランクからⅢランクに落ちた。雲南省政府・
大理州政府は、水域内でのリンを含む洗浄剤の生
産・販売・使用の禁止、汚水処理場の建設、ゴミ
収集施設の建設、窒素肥料の抑制、加えて、水力
発電に於いて雲南省電気ネットワークでの最上級
の地位から環境保護を主とする地位へと位置付け
を変え（即ち、洱海の水資源管理を雲南省政府か
ら大理州に変更）、環境優美町村・緑色学校の新
設キャンペーン等を行った結果、2004年、洱海
の生態環境の悪化傾向に歯止めがかかり、水質は
全体的ランクⅢを保持・冬期にはランクⅡに上が
る水準になった 2,3）。

学生との交流
　① 11月 4日、昆明市近郊の雲南師範大学を訪
問し、茶文化に関する交流を行った。大学側は日
本語科 1，2年生の学生（約 60名、その約 80％
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が女性）と日本語講師 2名を始めとするスタッフ
が参加した。当方は、陶芸家でもある金子稔さん
が薄茶点前の実演を行った。先方は日本語科 3年
生の女子学生・李冰燕さん（中国・茶芸師）が上
手な日本語で説明しながら、普洱（プアール）茶
の淹れ方を実演して見せてくれた。琥珀色の透き
通ったお茶が小さなガラスの茶碗に淹れられ、試
飲すると香りも甘味もマイルドで自然な味わいが
した。わが国の茶道に繋がる茶は中国から宋代に
禅宗と共にもたらされたが、刘文雨氏は、日本で
千利休らが打ち立てた茶の精神「和・敬・清・寂」
は中国には無く、茶に関する日本独自の文化創造
であると言われていた。岡倉天心は「茶の本」（THE 
BOOK OF TEA）のなかで、日本の茶道は審美主
義の宗教であると述べている 17）。
　② 11月 14日、昆明市近郊の雲南農業大学（茶
学院）を訪問し、茶文化に関する交流を行った。
雲南農業大学は雲南における茶の研究センターに
なっている。大学には 17の学部（院）が設置され、
その中に茶学部（院）がある。茶の原産地や茶の
化学を始め、総合的に茶の研究をしている。先方
の参加者は李永勤副学長、李家華茶学院副教授（鹿
児島大学に 6年間留学経験あり）、呉芹謡（ウーチ

ンヤオ）茶学院茶芸本科生 3年級、孫婷婷（スンティ

ンティン）茶学院茶学大学院 3年生（M3）だった。
　茶芸師の資格を持つ呉芹謡さんが熟普洱茶を用
い、様々な道具を用いて雲南茶芸の実演をして見
せてくれた。お茶は色、形を見て評価し、飲み味
わって評価する。その評価することを楽しむとい
う。

剣川石宝山石鐘寺―南詔・大理国（白族）と
観音信仰
　① 11月 6日、大理西北の剣川県石宝山石鐘寺（標
高 2,450 m）を訪れた。石鐘山石窟文物保管所所長・
尹振左氏からご説明いただいた。赤味を帯びた辰
砂岩のごつごつとして丸味を帯びた岩場に建立さ
れた石窟寺院で、白族の人びとの信仰の場だった。
寺は、南詔国時代（7世紀後半～西暦 902年）の
西暦 850年（第 10代豊祐王の時代）、南詔国が建
立を始め、大理国時代（西暦 937年～ 1253年）
にも建立が進められ、西暦 1179年まで続いた。
石窟は寺の裏側斜面に山の頂上近くまで彫られて
いる。先ず、寺の裏側に出ると、寺の名前の由来

となった鐘の形に似た直径 15 m位の岩がある。
釈迦の頭に似ているとも、蓮の華（花石ともいう）
に似ているとも、男性器に似ているとも言われて
いる。1、2号（写真 2）と 9号石窟は南詔国王三代

（6、5、初代）の像で国王が仏教に深く帰依した
ことを物語っている。また、国を築いた初代の国
王と唐や吐蕃（チベット）と対抗して隆盛を誇っ
た 5，6代の国王が祀られているところから、国
王も白族の人びとの信仰の対象となった可能性が
ある。3号石窟は地蔵菩薩像、4号石窟（写真 3）

は華厳三聖（釈迦、普賢菩薩、文殊菩薩）像、5
号石窟は維摩結経変、愁面観音像、6号石窟（写

真 4）は八大明王堂で、釈迦と二大弟子（阿難・
迦葉）を中央にして両側に 4体ずつの明王像が並
び、その左側に多門天王、広目天王の大きな立像
が上から見下ろすように立っている。密教が入っ
てきたことを示している。7号石窟（写真 5）は甘
露観音像で、胸に大きな穴が空いている。伝説に
よれば、甘露で人に福を授けた観音が不信心の人
には胸を切り開いて観音の心を取り出して呈する
ことを表現しているという。南詔国末期の作と説
明を受けた。台座にチベット文字が彫られていて、
チベット仏教の影響があるとの説明を受けたが、
像の容姿はチベット仏教の仏像のようには見えな
かった。8号石窟は小さなお堂で白族の人びとが
子育ての神として敬う阿央白（アーヤンバイ・女
性器）像が左右に 2体ずつの天王像と仏像に守ら
れて立っていた。8号石窟は知恵と命を祈るとこ
ろという。
　自然の美しい山岳の深い谷の中の岩場に人びと
は仏を観じたのか。崖に仏を刻みつけた人びとは
その中に仏がいますことを信じて刻み出したの
か。仏像の静かな佇まいをみると、岩という原始
的な信仰の対象に仏を刻んだ人びとの思いが偲ば
れた 10）。

白族の歴史―南詔・大理国の歴史
　南詔国は、大理地方を中心に繁栄した。大理地方
の中心である大理は四川省成都からミヤンマー（旧
ビルマ）を経てインドに至る言わば東西方向の道と
チベットから西双版納（シーサンパンナ）を経てラ
オス、タイにいたる南北方向の道の交差する位置に
あり、交易の要衝として繁栄した。当時の唐・吐蕃
両王朝と競いながら、勢力を雲南全域に及ぼした。
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写真 1　大理付近の盆地　雄大な野面 写真 2　南詔国第 6 代王異牟尋（イーモーシェン）議政図

写真 3　華厳三聖像 写真 4　釈迦と二大弟子及び八大明王像

写真 5　甘露観音像　胸に穴をあけられている。

写真 6　阿嵯耶観音立像、大理国時代造像（銅鍍金）
　　　　雲南博物館他蔵

（写真出典：「佛国遺珍」4））
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建国者は大理地方に紀元前後頃から農耕を生業とし
た彝族、白族の人びとと言われている。仏教（大乗
仏教）を積極的に取り入れ、仏教が国家の支配力の
よりどころとなった。西暦 877年、第 12代王隆舜
が即位すると仏教は国教になった。9世紀末に作成
されたとされる王国建国の由来を記した「南詔図伝」
によれば、王になる前の初代・二代王のところに阿
嵯耶観音（写真 6）注 4）が姿を変じた梵僧が現れ、王
国の将来を予想し仏教布教に努めたという。この
ことは、王権を正当化するための神話として、中
国の天命思想の枠組みと同じと言われている 6）。
南詔国滅亡後、白族により建国された大理国は、
南詔国の王権伝説、観音信仰を引き継いだ。わが
国でも、天皇の権威を確立するために、8世紀～
9世紀にかけて、古事記や日本書紀などの神話が
作成されている。
　白族は自分たちの言語（白語）を持ちながら、
交易上の必要性から、古くから漢語・漢文に親し
み、漢文化を積極的に取り入れ自分のものにして
きた。白語も漢字で表記されている。仏教を取り
入 れ、 南 詔・ 大 理 国 は 仏 教 王 国（Buddhist 
Kingdom）と言われている 5）。一方、本主教とい
う独自の宗教を持っている。白族の村では、村毎
に本主と呼ばれる神（守り神）がいて、村毎にお
祭を行い、お経を唱え、歌を歌い踊る。本主のご
神体は人の姿をしていて全身金色でひげを生やし
ており、白族の祖先神と言われている。焼山林は
旧暦 4月 23日から 25日に行われる白族のお祭の
ひとつで、村単位で隊列を組み、楽器を鳴らし、
歌を歌いながら蒼山の麓の本主教や仏教の寺を拝
礼しながら巡回する。

わが国の観音信仰注5）との比較
　わが国に仏教（大乗仏教）がもたらされたのは
6世紀半ば（飛鳥時代）と推定されている。観音
信仰は殆ど同時に入ったと考えられ、7世紀半ば
に建立された法隆寺には金銅や木で作られた観音
像が多数遺されている。
　わが国で民間に広く浸透した観音は十一面観音と
千手観音である。奈良時代（8世紀）から平安時代（8
世紀～ 12世紀）にかけて、これら観音の優れた仏
像が作られ、仏教伝来前よりあった農耕に関連する
自然信仰（山の神、水の神、木の神、岩の神等、自
然の神々に対する信仰）の霊場に祀られ、観音を本

尊とする寺が創建された。観音は、土着の神と神仏
習合することによって人びとに受容された。これら
霊場は全国各地にみられ、良く知られているものと
して西国三十三ヶ所巡礼、坂東三十三ヶ所巡礼、秩
父三十四ヶ所巡礼がある。これらは、山岳信仰の霊
場として、仏教が入る前から人びとの自然信仰のよ
りどころとなっていた 12）。熊野修験、羽黒修験、日
光修験、富士・箱根修験、越中立山地獄、白山修験、
伯耆大山修験、石鎚山修験、英彦山修験等の修験道
の霊場には、仏教の伝来と共に観音が降り立ったと
され、本地仏として祀られている 11）。
　観音信仰は、仏教伝来前から形成されていた基
層文化（自然信仰の豊作祈願・稲作儀礼など）を
取り入れることによって、人びとに受容された。
人びとの観音信仰について、自分で歩いて巡り、
見て、神仏（自然崇拝と仏教）が習合した様を確
認した人として、五来 重と白洲正子の名前を挙
げておきたい。
　五来 重は、日本仏教の研究に民俗学の視点・
手法を導入し、各地に残る民俗信仰の実態につい
て、綿密な現地調査と卓抜した史観にもとづく優
れた考察を加え、地域宗教史・民衆宗教史の分野
に多大な業績を残した、日本仏教民俗学の創始者
である。彼は、外来宗教である仏教が農耕の展開
によって培われた基層文化（古来の自然崇拝・祖
霊信仰）と接触して文化変容（acculturation）し
展開した様を、民俗学の手法を採り実証的に示し
た。日本仏教民俗学は、庶民の仏教信仰の内容と
特色（日本仏教の庶民的受容）、仏教的社会の構造、
庶民の仏教受容の方式、受容された仏教の変容を
研究する学問であるとされる。「仏教と民俗」13）

のオコナイの項で、「年のはじめに寺々でもよお
すオコナイは、村落生活には大切な行事であった。
寺ではこれを修正会（または修二会）とよぶ。」「日
本仏教の本質は日本固有の民族宗教との結合にあ
りこれとかたくむすびついて年中行事化し、庶民
信仰化している。」とあり、また、祖先供養と日
本仏教の項では「日本人の宗教の対象は死んだ祖
先である。お盆や施餓鬼といって地域社会全部が
寺に集まって、合同の先祖供養をするのが日本仏
教本来の姿だったのである。」と述べている。「西
国巡礼の寺」12）では、「観音信仰がもとになって、
三十三ヶ所巡礼が始まった。救済をうけるために
は、それに見合うだけの悔過（けか）をしなけれ
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ばならない。巡礼の苦しみは悔過のかたちであ
る。」「東大寺二月堂（本尊は十一面観音）のお水
取りの行事（修二会）の中に観音悔過の行（走り
の行や五体投地の行）がある。」と述べている。
　白洲正子は、自ら巡礼して観音霊場を巡り、人
びとの心（信仰心）に触れ、その心を見つけるこ
とによって、自己を発見できると考えていた。

「十一面観音巡礼」14）の奈良のお水取りの項で、
観音信仰に古来の神事（山岳信仰）が取り入れら
れていることを指摘している。「西国巡礼」15）の
中で、十六番清水寺（本尊・千手観音）について、
謡曲「田村」注 6）と「熊野」を紹介している。寺
の縁起が、南詔・大理国の観音信仰による建国神
話と筋書きが似ている。西国十二番岩間寺につい
て、伝説注 7）を紹介し、もともとの庶民の信仰（木
に対する自然信仰）に観音が寄り添う様を述べて
いる。

香格里拉（標高3,270 m）近郊・松賛林寺―
民族宗教と融合した仏教（密教）―神仏習合
の流れ
　11月 8日、チベット仏教注 8）の大寺院・松賛林
寺を訪れた。雲南のポタラ宮といわれる雄大で壮
麗な建物が並び、あたかもヨーロッパの宮殿が並
んでいる様であった。文化大革命などで破壊され
たが、復旧が進んでいる。大きな房がいくつもあ
り、それぞれで多くの僧がお勤めをしていた。僧
の衣の色は一様に臙脂色で、お経を唱え、銅鑼を
鳴らし、太鼓を叩き、大きな笛を吹く。本堂内は
極彩色の壁画・仏像で金色燦然たる光をはなって
いた。剣を持った仏さま、三つ目の鬼面の天王、
小鬼を多脾の脚で踏みつける明王など。お線香を
あげ五体投地をして祈る人がいた。堂の周りでは
多くの人びとが五体投地をしていた。
　チベットには、ボン教（又は「ポン教」）とい
う民俗宗教がある。ポン（Bon）教は、中国のチベッ
ト自治区全域、四川省、甘粛省、青海省、雲南省
からヒマラヤ南麓にまで広く分布している宗教
で、仏教がチベットにもたらされ、政権と結びつ
く前まではその地域の主流を占めていた。土着的
要素と密接な関連を保ちながら、独自の高度な教
理体系を築きあげ、少数派ながらいまも宗教集団
として生き続けている。チベット仏教の哲学・儀
礼の随所にポン教からの影響が認められる 19）。

　チベットへの仏教初伝については、様々な伝説
が語られているが、本格的な伝来は、8世紀の後
半にインド哲学の巨匠シャーンタラクシタと大密
教行者パドマサンバヴァを招聘したことに始ま
る。当時隆盛を極めていたチベットの古代帝国は、
国家の指導理念を仏教に求め、寺院や僧侶に手厚
い保護を加えた。ごく短期間に膨大な経典をチ
ベット語に翻訳するなど、奇蹟的な偉業の数々が
達成されたのは、まさに国運を賭けて進めた仏教
化政策の賜物である。その後、9世紀の中頃に統
一王国は崩壊し、仏教界も大きな痛手を被った。
けれども、仏教の信仰は民衆の間へ広まって行っ
た 20）。
　11世紀になると、インドから招いたアティー
シャという名僧の指導により、チベットの仏教は
見事に再生を遂げた。そして、ミラレーパのよう
な大聖者やサキャパンディタをはじめとする大学
僧が輩出してきた。ところがこの時期、本家のイ
ンド仏教は衰退へ向かい、13世紀初頭にイスラ
ム教徒の攻撃を受け、滅亡を余儀なくされてしま
う。仏教側の最後の拠点だった大僧院の座主はヒ
マラヤを越えてチベットへ逃れ、大切に守り伝え
てきた教えや戒律の全てをチベットの僧侶に託し
た。このようにして、チベット仏教は、インド仏
教の本流をそのまま継承すべく運命づけられたの
である 20）。

むすび
　農耕や牧畜に携わる雲南の少数民族が、今後と
も自然と調和し、環境を保全し、平和な棲み分け
を維持しつつ、伝統文化の継承と創造的な発展を
推進して行くことは、多様な文化の発展にとって
大変に意義のあることである。また、今後、雲南
の少数民族への理解を深めることによって、私共
日本人に対する私共自身の理解が更に進むことを
期待したい。

謝辞
　第 3回目となった今回の訪問においても、雲南
大学民族研究院の尹紹亭教授を始めメンバーの皆
様に全面的なご協力をいただいた。ここに、心か
ら感謝申し上げる。本稿執筆にあたり、日本側参
加者の方々にご協力いただいたことに心から感謝
申し上げる。特に、岡邦俊氏、前田栄三氏には懇
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切なるご教示をいただいたことに、深甚なる感謝
を申し上げる。

注
1） 雲南懇話会：HP参照：― http://www.yunnan-k.

jp/yunnan-k/
2） 茶馬古道：雲南省南西部の西双版納から普洱

（プアール）、大理、麗江、香格里拉と北上し
チベットの羅薩（ラサ）に至たる交易路。唐
代に開かれたと言われる。雲南の茶とチベッ
トの馬の交易に使われたのでこの名がある。
今回訪問したのはそのうちの滇西古道（大理
―麗江―香格里拉に至る道）であった 1）。

3） 水質ランク：Ⅰ類―そのまま飲用可能　Ⅱ類
―水道水として用いることのできるもの（上
級）　Ⅲ類―水道水として用いることのでき
るもの（下級）　Ⅳ類―工業用水　Ⅴ類―農
業用水程度 3）

4） 阿嵯耶観音：英語表示梵語：akarya avalokitesvara4）、
akaryaは阿闍梨（あじゃり）と漢音訳される。
阿闍梨は師範たるべき高僧を意味する（出典
　広辞苑）。

5） 観音信仰：紀元前後にインドで成立した大乗
仏教（法華経等）に説かれる観音菩薩（英語
表示梵語：avalokitesvara、玄奘は観自在と漢
訳した。）に対する信仰。菩薩は上求菩提下
化衆生の仏。本来は仏だが、衆生救済のため
菩薩となって現世に下ってきたと考えられ、
衆生にとって現世利益の信仰といえる。中国
では 3世紀後半（西晋の時代）に法華経の漢
訳書が出来、一般に流布した。唐の後半期（8
世紀～ 10世紀初頭）に密教が流行し観音の
経典が漢訳され、様々な観音（十一面観音や
千手観音等）が生み出された。観音信仰はわ
が国に飛鳥時代には伝来していたと考えられ
ている。奈良時代に盛んになり、平安時代に
は上下を問わず信仰され、多数の霊場が作ら
れた。

 法華経第 25観世音菩薩普門品では観音は衆
生を救うために化身（三十三身）になって現
れ（応現身）、様々な状況に応じて様々な姿
に変じて出現し衆生を救うとされる。（出典：
世界大百科事典「観音」の項　定方晟、速水
侑ら）

6） 謡曲「田村」「「そもそも当寺清水寺と申すは、
大同二年の御草創、坂上の田村麿の御願なり。
昔大和の国小島寺というところに、賢心とい
える沙門、生身の観世音を拝まんと誓いしに、
ある時木津川の川上より、金色の光さししを、
尋ね上ってみれば一人の老翁あり。かの翁
語って曰く。我はこれ行叡居士といえり。汝
一人の檀那を待ち、大伽藍を建立すべしとて、
東をさして飛び去りぬ。されば行叡居士と
いっぱ（言うのは）、これ観音薩埵の御再誕、
また檀那を待てとありしは、これ坂上の田村
麿。」15）

7） 岩間寺伝説：「伝説によれば、元正天皇の御
代に泰澄大師という坊さんが、この山中で夜
を明かしていると、かたわらの桂の大木の中
から、経文を唱える声がした。翌日、村の人々
を語らって、切ってみると、千手観音の像が
現れ、そのまま彫刻してお祀りした。木の中
から、観音が出現したというのはどこにでも
ある話だがおもしろい。逆にいえば、その野
性のエネルギーが、仏教を消化し、発展させ
たといえるのではないだろうか。神の肉体に、
仏の精神を与えた、いわゆる本地垂迹説には、
私達がふつう考えるような神秘性はなく、は
るかに実際的で、かつ健康な思想のように思
われる。巡礼をしてみて一番はっきりしたの
はそのことであった。そして、今はまったく
地上から失せたように見える神々が、観音様
の衣のかげから、ふと顔をのぞかせることに
驚いている。」

8） チベット仏教：8世紀以降のインド後期密教
を継承し、14世紀末から 15世紀始めゲルッ
ク派による改革が行われ、今日に続いている。
チベット族の民俗宗教であるボン教的な色彩
もその中に含んでいるとされる 17）。

参考文献（出典）
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日本側参加者と担当（役割）
L：岡　邦俊、SL・時間記録担当：佐久間忠夫、
Coordinator：前田栄三、会計：神山　巍、茶道実演・
写真記録：金子　稔、特命事項担当（書道）：亀田
義憲、行動記録担当：砂山　清、特命事項担当（行

動記録）：中北宏八

日程概要
◇11月4日（木）曇 気温8℃（7時）
　昆明市郊外の新開発地視察、雲南師範大学訪問・交

流、花市場見学 昆明泊
◇11月5日（金） 曇 ⇒ 晴 気温7℃（6時）
　大理へ移動、楚雄彜族古鎮見学、大理博物館見学、洱

源県茈碧湖 大理地熱園泊
◇11月6日（土）晴 気温4℃（8時）
　洱源～剣川石宝寺、石窟、沙渓古鎮 沙渓古鎮泊
◇11月7日（日）晴 気温4℃（8時）
　沙渓古鎮～長江展望台～香格里拉 香格里拉泊
◇11月8日（月）晴 気温－5℃（7時）
　松賛林寺～普達措国立公園 香格里拉泊
◇11月9日（火）曇りのち晴 気温－3℃（7時）
　香格里拉～虎跳峡～麗江束河古鎮 束河古鎮泊
◇11月10日（水）晴 気温3℃（7時）
　麗江－束河古鎮～黒龍譚（玉泉公園）～麗江古鎮
 麗江泊
◇11月11日（木）曇 気温6℃（7時）
　玉龍雪山風景名勝区（印象麗江）～白沙～木府
 麗江泊
◇11月12日（金）曇のち晴れ 気温1℃（7時）
　麗江～新華村～周城～大理古鎮 大理泊
◇11月13日（土）曇 気温8℃（7時）
　大理（三塔）～楚雄（博物館）～恐竜谷～昆明
 昆明泊
◇11月14日（日）曇のち雨 気温7℃（7時）
　昆明動物研究所～雲南大学構内～花鳥市場～雲南農

業大学 昆明泊
◇11月15日（月）曇 気温11℃（7時）帰国の途に
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Summary

Visiting the Minorities, Located along The Tea and Horse Road, 
on the West-North Part of Yunnan, CHINA

Takashi Kamiyama

Yunnan Forum

    From 4 to 12 November 2010, I visited small ethnic groups (Yis, Bais, Naxis, Tibetans) living in the west-north 
part of Yunnan Prefecture, Dali, Lijiang, and Shangri-La along the ancient road known as “The Tea & Horse Road”. 
I was able to observe and identify the life and culture of the small ethnic groups who are living peacefully with the 
neighboring societies along the river side of The Jinsha River, on the mountain hills, planes, lakesides, and valleys. 
I was highly impressed by their unique cultural heritage living harmoniously with the ecological environments as 
well as their livelihoods.
    During this visit, I was also interested in comparing their cultural heritage with that of Japanese, which may have 
common historical backgrounds as being in East Asia.




