
第27回雲南懇話会              

シルクロード、悠久の歴史と人との出逢い 

玄奘三蔵の足跡を中心として 

 

 

話し手：長澤法隆（サイクリスト、シルクロード雑学大学主宰） 

 

 



西域南道で生まれた「シルクロード走破の夢」 



シルクロードを知る 



シルクロードを知る２ 



シルクロードを知る３ 



西安近郊・西安から蘭州まで 



唐代の開遠門遺跡・駱駝キャラバンのモニュメントから出発 



復元された開遠門 



西安観光／秦の始皇帝稜 



始皇帝稜脇の遺跡を歩く 



約2000年前の遺跡は畑の中／生贄に生きた馬を埋めた跡 



公衆トイレの土台は秦の始皇帝稜の遺物。後に博物館入り 



15年ほど前の兵馬俑博物館 



特別な許可を得て記念撮影 



麦畑のなかにある秦代の阿房宮遺跡 



西安の子供のたち遊び場は2000年前の遺跡 



西安の子供たち／遺跡の上に暮らしている 



大雁塔／玄奘はここで仏典の翻訳作業を行った 



大雁塔の入り口上部 



西安の南門／明代の建造／明代の都は南京 



香積寺／浄土宗発祥の寺 



法門寺の境内で剃髪する様子 



法門寺の境内ではトウモロコシを乾していた 



遠足で西安の城壁に上がる子供たち 



堀にかかる橋の向こうに南門がある 



鐘楼から西安の西を見る。小さく鼓楼が見える 



鐘楼の鐘突きで遊ぶ親子 



西安で見かけた茶漉しはヒョウタン製 



西安の市場の野菜売り場 



西安の城内・朝は露店の飲食店が並ぶ 



西安を出て一路西へ 



道路わきは、麦畑が多かった 



しばらくは緑が多い風景が続いた 



菜の花は地中海原産 



5月の連休の頃は桐の花が咲いていた 



5月の連休の頃は桐の花が咲いていた 



道路脇で木を切る人。棺桶を作っていた 



仏舎利を安置している法門寺 



沿線の農家の光景 





秦嶺山脈をめざす 



20年前は中国では多くの自転車が利用されていた 



高度を上げると土地の利用方法が変わった 



高度を下げて再び麦畑 



小さな村の市場 



まだ漢族の姿が多い。結婚式に遭遇 



マウンテンバイクが珍しく、昼食時には人が集まる 



中国将棋に夢中、市場の売り子 



ビリヤードで遊ぶ若者。ゲームセンターはなかった 



スープに入った麺。乾燥地では食べられない 



自転車のメンテナンスは、すぐに人を集める 



トウモロコシと麦を交代で栽培する二毛作か 



西安と天水の間に回族の集落があり、西域の風貌も見る 



緑は標高の変化で濃淡をかえる 



並木の下で羊の通り過ぎるのを待つ 



山間部の集落、路上でメンコに夢中の男の子 



自転車通学の中学生 



時に自転車の部品を売っている露店を見かけた 



トンネルから出てきた列車 



谷間をゆく 



市場の様子 



天水から秦嶺山脈を上り、来た道を振り返る 



尾根道が続いた 





回族の集落の女の子 



路上の自転車修理屋さん 



蘭州から敦煌まで 



蘭州の中山橋はフランス人の設計。流れる川は黄河 



中山橋を渡って蘭州の街に入る 



中山橋の上でヒョウタンの飾り物を売る人 



黄河の流れを利用した水車 



尾根には漢代の万里の長城がある 



ペットの様な羊 





蘭州を出てチベット文化圏に入った 



標高約3000メートルの峠の近く 



漢代の万里の長城の近くの版築構造の丘 



チベット族の集落・天祝の民族小学校 



河西回廊は居眠り運転が多い 



国道312号は、上海とウルムチを結んでいた 



祁連山脈の雪解け水の影響か、農作物も豊富 



農作業の手を休めて自転車の列を見る人 



武威の市場 



武威の朝、回族と漢族が共存している 



張掖の市場の様子 



3050メートルの峠 



元代の仏教寺院を復元 



金魚を売る女の子 



日差しを避けての昼寝 



酒水の鐘鼓楼346年の創建。清代に再建 



西進すると羊料理が多くなった 



並木もなく日差しを避ける術はない 



嘉峪関、明の時代の万里の長城の西の端 



日蔭を求めて休む 



親子で朝食をとる父子 



敦煌からカシュガル、西域南道と天山南路 



敦煌を出るとハミまで沙漠が続く 



砂漠横断の前に無事を祈って、莫高窟へ 



秋の莫高窟は全体がよく見える。96窟の外観 





莫高窟の発見につながった16・17窟。中に小さな部屋がある 



外から見える壁画もある 



鳴沙山 



鳴沙山の中にある月牙泉 



観光用のラクダもいる 



鳴沙山をのぼる観光客 



風食で奇怪な形を見せるヤルダン地形 



敦煌の市場、砂を避けるために目だけを出している売り子 



敦煌のイスラム教寺院 



敦煌でも農業用の水路が発達している 



鎖陽城遺跡の仏塔の遺跡。玄奘三蔵はここから出国 



玄奘はここで説法を行った記録が残されている 



砂に埋もれており、風も強い立地 



鎖陽城遺跡の城壁の内部 



北の門の説明板には、玄奘が城を出た門とある 



玄奘三蔵が第1の烽火台と記録しているのはこの苜蓿烽か 



苜蓿（もくしゅく）烽の北には双塔ダム湖が見える 



唐代の玉門関は、双塔ダム湖の湖底に沈んだ 



烽火台の周辺には塹壕が残る。常に東の風がある 



寿昌城遺跡は陽関とも言われている 



寿昌城遺跡からは碁石が発掘されている 



陽関と言われているのは烽火台だけ。陽関はどこにあるのか 



寿昌城遺跡は砂に埋もれている 



鎖陽城遺跡から敦煌へ行くには三危山を越える 



漢代の玉門関、脇を双塔ダム湖に通じる河が流れている 



漢代の万里の長城、玉門関から西に延びている 



玉門関の15㎞ほど西に烽火が残っている 



砂に埋もれた万里の長城 



漢代の万里の長城、葦と土を交互に重ねている 



泉で水を休むラクダ・キャラバン 



ラクダ・キャラバン 



キャラバンシューズの修理を依頼 



タクラマカン砂漠に注ぐ雪解け水 



こちらは自転車キャラバン 



トルファンの通りの一部はブドウ棚の下 



天山山脈が見える河原 



コルラ近郊のボステン湖の漁師 







タクラマカン砂漠の胡楊 



新疆ウイグル自治区の人たち 



バザールではアトラス模様の布が人気 



アクスの民族学校で交流 



クチャでも子供たちと交流 



塩水渓谷へ向かう 



ニヤで見かけた風葬のカゴ 



河に押し寄せる砂漠 



教科書を読み屋外で勉強している兄妹 



宿泊したドライブイン 



ドライブインで休むメンバー 



ウイグル族の子供 





ラクダ・キャラバン 



トルファンからコルラへの道、70キロの上り坂が待っていた 



ウイグル族の主食はナン 



道路脇で水遊びを楽しむ子供、トルファン 



トルファンの東、火焔山へ向かう 



コルラにコンビニが初登場 



草取りに出かけるウイグル族の女の子 



キジル千仏洞をめざして 



声援を送る応援団。 



ニヤの村人 



ウイグル族の子供たち 



ロバ車に乗った親子 



新疆に入り盤上遊戯はチェスに換わった 



乾燥しないように布をかけたサモサ 



水路で休む村人、ヤルカンド 



ホータンの女性 



ウイグル族の子供、チェルチェン 



バザールの床屋さん 



バザールへ向かう村人、チャルクリク 



塩水渓谷、河の表面を塩基類が覆っている 



かっぽれで交流 



民族楽器の演奏で交流 



キジル千仏洞をめざして 



沙漠に緑のオアシス、ベゼクリク千仏洞 



新疆では、麺料理は焼うどんの様なスタイルになった。 



キジル千仏像と鳩摩羅什（くまらじゅう）像 



ダートをゆく。洪水で道路が流され沙漠の中を進んだ 



馬でじゅうたんを運ぶ人、カシュガル 



カシュガルのエイティガル寺院の前 



カシュガルのバザール 



カシュガルでちまきを食べた。蜂蜜をつけて食べる 



路地ではウイグル族の帽子を作っていた、カシュガル 



自転車に三角乗りのウイグル族の少女 



カゴのついた自転車はおしゃれに見えた 



路地でヒョウタンの飾り物を作る子供たち、カシュガル 





カシュガルからキルギス・カザフ・ウズベク 



バスを待っていた家族、カシュガル 



山を降りる羊に遭遇 



洪水で道路は消えていた 



翌年、土砂崩れの痕跡があった 



2012年、中国側で玄奘三蔵が天山山脈を越えた足跡を巡った 



めざすはベデル峠。標高4284メートル 



峠への道は、ずっと上りだった 



ベデル峠に立った日本人は、ひとりもいない 



山肌が迫るようになった 



道はなく、河原を進む。自転車を降りて車に乗った 



峠はなかなか見えない 



10キロ手前まで迫ったが、時間切れ。次回に続く 



途中で烽火台の遺跡があった 



烽火台の遺跡は、一つではなかった。他にも遺跡があった 



こちらも烽火台 



トルガルト峠に4回挑戦。天山山脈越えは25キロ残している 



トルガルト峠は標高3752メートル、自転車で越えた人はいない 



高度を下げると急に暑くなる。 



ユルタ（パオ）を見かけるのは西はトルクメニスタンまで 



3000メートルを越えると上りでは子供に追い抜かれる 



子供たちの遊び相手はヒツジ 



タシラバット（石の宿の意）は山中のキャラバン・サライ 



タシラバットは、今ではキャンプ場 



関所の様な岩山の間に通じた道 



高原をひたすら下る 



夏の放牧地に移動した家族 



フェルトの絨毯を作る女性たち 



イシククル湖を玄奘三蔵は「冬も凍らない熱海」と記録 



ベデル峠からバルスコーン渓谷を抜けるとタムガ村に 



水道のない家庭では、水汲みは子供の仕事 



キルギスのロシア系の子供たち 



キルギス系の子供たち 



学校へ行く子供たち。女の子の髪には大きなリボン 



タムガ村にある「日本人が建てた」と伝えられている建物 



泥治療の診療所として今も使われている 



ソビエト国防省の高級将校向けのサナトリウム内にある 



本当に日本人が建てたのか。一緒に働いたという証言者と会う 



証言する元日本兵が現れた。60年ぶりのキルギス再訪だった 



厚生労働省は「キルギスに抑留者はいなかった」と言っていた 



2012年、診療所内に日本兵が建てた事を伝える資料室を設置 



民族の交差の歴史は子供たちの顔に表れている 



子供たちの乗っている自転車にブレーキはなかった 



遊びに出かける子供たちの「足」は馬だった 



馬が暮らしの中で機能している集落も多い 



露店風呂。イシククル湖の周辺には温泉も多い 



親子 



岩絵が多い河原を、そのまま岩絵博物館にしている 



探検家プルジェワルスキーは遺言通りイシククル湖畔に眠る 



イシククル湖で雪山を見ながら水浴びをする子どもたち 



ラグマンという麺料理 



イシククル湖周辺には古墳がある 



玄奘三蔵が天山山脈を越えたベデル峠をめざす 



高度を上げると緑が少なくなった 









標高3500メートルほどの高原でサイクリング 



橋は流されていた 



ベデル峠の北約8キロからは道がない河原をゆく 



河原だけではない。時には水に入る 



ベデル峠まで500メートルほどか 



雪渓をゆく装備はなかった 



雪も降ってきた。「日本人初」のベデル峠到着は次回に 



豪華なキャンプ生活 



遊牧の人のユルタで休む 



15キロほど下ると晴れていた 



標高約3800メートル地点も晴れていた 





標高差2000メートルのダウンヒルの始まり 



交差点にある案内板の文字は消えていた 



高山植物。詳しいことは不明 







馬と競争。一番後ろがリーダーのようだった 



絵のある岩。旅人のラウンドマークか 



以前は仏の絵もあったが、はがれたと聞いた。往来のあった証 





自転車の村人 



馬車で水を運ぶ子供 



風食で三段腹のような岩 





イシククル湖に戻り、ビシケクへ向かう 



湖の岸辺では陶片を見かけることもある。湖底に遺跡がある 



アクベシム遺跡、玄奘三蔵はスイヤブと記録している 



ブラナの塔。11世紀、アザーンに使われたミナレットだった 



ブラナの塔の近くに石人を集めて展示している 



石人の多くがワイン・グラスを手にしている 



キルギスの民族楽器コムス、三味線の源流との説もある 



民族衣装に着替えた若い舞踏家 



民族舞踊のメンバー 



ビシケクのバザールの一こま 



赤いニンジンが並んでいた 



バザールで見かけた巨大なメロン 



イスラム圏に入ると香辛料が目を引いた 



カザフスタン、アルマトイ、ウォッカで乾杯 



男性二人は満州建国大学の同級生。62年ぶりの再会となった 



アルマトイには日本人の抑留者が建てた建築物が多い 



建物は、国防省、アパート、劇場と様々 





アルマトイの日本人墓地。145名が眠る 



タラス河とタラス城遺跡 



751年タラス河畔の戦。唐の捕虜を通して紙が西洋に伝播した 



カザフスタンでは、ひたすら麦畑の間を進んだ 



タラスのバザール。穀物を売っているお店 



バザールでは乳製品が多い 



タラスのアイスクリーム売り。多様な民族 



吟遊詩人が歌うのは、この家の奥さんの13回忌の場 



ウズベキスタンに入国。タシケントへ向かう 



タシケントのナボイ劇場。建設に日本人抑留者が関わった 



ナボイ劇場入り口の上部。証言ではここで1名が亡くなった 



ナボイ劇場では、今でもオペラが上演されていた 



タシケントの日本人墓地 



埋葬者の名前が刻まれている 



タシケントのチムール公園。今、木は切り倒されていると聞く 



チムール広場では結婚式をよくみかける 



観光客の多いブロードウエー 



左から2人目、サハリンで朝鮮人に預けられタシケントで育った
日本人。原信夫とモスクワで共演もしたジャズドラマーだった 



伝統的なデザインを利用した衣装、タシケントにて 



シルクロードで見かけるコメ料理はプロフ 



民族衣装に刺繍をする女性、サマルカンド 



コーランを載せる台を作る若い職人 



バザールでイチジクを売る女性 



バザールの果物売り場 



砂糖を売る婦人 





サマルカンド郊外の村人 



サマルカンドの夕日 



モスクの向こうに見えるのはアフラシャフの丘 



アフラシャフの丘、玄奘三蔵はゾロアスター教徒に追われた 



アフラシャフ博物館に展示さrている7世紀のフレスコ画 



中央アジアでよく出されるお菓子 



ウズベキスタンの民族衣装 



ウズベキスタンの民族楽器の工房 



モスクの壁面 







ライオンが描かれているので有名なシェルドル・メドレセ 



桑の木のわきでチャイを飲む人 



メドレセの前でオペラの練習をする人たち 


