
パミール高原に玄実法師の足跡を探る
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今から 1400年ほども昔、 中国の玄英三

歳法師が現在の、ンノレクロードを西に旅して

遠く中央アジアから印度に入弘前後19年

もかかって多くの仏跡を訪ね、高僧たちに

会い、馬22頭分の仏像と経文を持ち帰えっ

た話は、後に生れた西遊記というフィクシ

ョンの物語の中で、僧にお伴したという孫

悟空の名前と共に知らぬ人は余りないでし

まうO

然しこの人が偉大な学者として、私の脳

裡にはありましたが、余りにも背の話であ

り、また地域的にも遠い彼方の事ですから、

直接には縁のないこととして、特に気にも

留めていませんでした。

私が前に行ったことのある、ソ連領中央

アジアのサマノレカ Y ドやタシケ γ トの町も

玄突がかつて往路に通過したところです由L

今は大都会となって、{首の影は殆んど薄れ

てしまっていますo

さて私が昨年8月、中国をシルクロード

沿いに横断し、中ソの国境にでんと膝を鋸

えている、平均高度 4，000mといわれるパ

ミーノレ高原にも少し登ってみましたが、こ

の旅行を機に急に私は玄突に対して親近感

が湧き、畏敬の念を禁じ得ないようになり

ました。

この理由は、この地方ではまるで時が流

れを止めているかのように、当特の環境が

そのま斗に残され、 1400年前が昨日の事

枝幸郡枝幸町新 岡 武 彦

のように、生々しくそして身近に目の前に

あったからでしょう。

先ず天山山脈の南獲で、タクラマカン砂

漠東辺の町トノレブアンの郊外に、有名な火

焔山が連なっていますが、孫悟空が魔法の

扇で火を消した時そのままに、雨裂か風蝕

か半jりませんが、赤い山肌が無数の切込み

を残しています。

玄突が夜道を急、いで、高昌国王の招きで

歩いた道は、当時と全く同じように磯原(

ゴピ〕の中を真直ぐに伸びていて、当時と

違うのは電柱が路傍に立っているだけで"90

また高昌国の故城(古城)は、玄焚が行

った頃は絢繍たる壁画て、飾られていたので

すが、今は見る影もない崩土の堆積に化し

ていますが、同じ門から入って建物の問の

道を歩き廻っていると、足元から拾い上げ

た土器の破片が、ふと玄奨が馳走になった

果汁を飲んだ茶碗かも知れなL、と、飛躍し

た想像も湧いてくるのでした。

更に私共がL、よいよパミーノレ高原に登る
治ル、

途中、ハプニングの為にガズ(ゲスとも蓋
ず

子とも言う)にある関所で2泊しましたカL

川の対岸についている急な小路が、多分玄

突がインドからの帰途、多くの経文を積ん

だ象を失った崖道らしいと判った時、私の

胸はなぜかじーんとあっくなって玄突に対

する親近感はとても身近なものになれ山

幕会の機関誌には不向きを承知で、大宮さ

んにこの稿の掲載をお願いすることにした
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のですo

(2) 

玄撲が黄河の辺りに近い里で誕生したの

は、紀元 600年頃と言いますから、日本で

は推古天皇の治世に当り、製徳太子がf英政

をしていて、数年前から日本に上経してき

た仏教とL、う宗教について、是か非か論議

されている頃でした。

恰度この頃、アラピヤのメッカ近郊の洞

窟の中で、 l人の青年が狽想にふけってい

ましたが、彼はそれから間もなく洞から出

て、近隣の民族や国を左手に経典(コラー

ン)を、右手には剣をもって征服してゆき

イスラーム教の予言者モハメッド(ムハン

マド〉として有名になりました。

イスラーム教は偶綾を崇拝する仏教を嫌

いますから、玄奨が中央アジアを旅行した

頃は未だ盛んだった仏教も、いくばくもな

く痕跡も消え去って行きます。

扱て玄奨は幼にして仏門に入り、生れ乍

らにして利発な人だったのに、人に勝れて

勉学にいそしんだので、 25歳になった頃は

彼の質問に満足に答えてくれる人が、中国

にはいなくなってしまいました。

それで玄突は26歳の時、国禁を冒してイ

ンドに行き、仏法の本質にふれる以外にな

いと決心し、現在我々がシルクロードと呼

ぶ西城に向けて旅に出て、時には仏教に帰

依していた王たちに保護され、時には山賊

に所持品を奪われ、唯一の心の杖である般

若心経を念じ乍ら、あらゆる障害を乗り超

えて、この旅を遂行したのです。この小交

では特にパミール越えの、帰途の苦難の I

節を考えてみたいと思います。

( 3 ) 

シノレクロード附近の地名は年代により、

また支配していた民族によれいろいろ変

ってきましt.::..o

また、教えてくれる人の教養の程度によ

れ更には耳に入れた学者などのうけとり

方で、違ってくる場合もありますo

そこでfムは本文では、三重県津市のシル

クロード地名学者関口精一氏の地図を使用

させていただく事にLました。

関口氏は北大工学部機械工学科出の人で

専門が違うのですが、恐らく世界ーのシノレ

グロード地図を完成した人て、す。

地形については、米国の人工衛星が撮っ

た写真を図化した地図が一番正確ですが、

地上にスパイを放って調査させた訳でない

ので、残念乍ら地名の入れ方が大変に粗で

私には新聞の写真を拡大鏡で見るようなも

どかしさを感じます。

次に玄突についての参考書ですが、私は

年令的にも余りゆっくりしていられなし、ので、

玄奨研究の第 1人者前嶋信次教授の著書と

NHK取材班の紀行文などを参考に、自分

が見てきた感じを加味して、論じて見たい

と思います。

(4) 

扱て玄奨が帰国の途につき、パミーノレの

西蔭にある活国についた所から話を始めま

しょうo ここを出発したのは、貞観 17年

( 643 )の初めのようで、す。活国は往路に

も通過したところで、現在は77カニ1 タ

ン民主共和闘のクンズス(クンドウス)に

当り、同名のJIIに沿った町で、すが、当時の

町から30粁でこのJIIは本流の7ム・ダリヤ
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に合しますO

アム川はパミーノレ高原とヒンズークシ山

脈の聞から流れ出る大河で、下流はキジノレ

.クム(赤砂漠〕とカラ・クム(黒砂漠)

の聞をとおって、多くのオアシス都市を育

て乍ら、内陸の海であるアラノレ海に注ぎ、

古来中央アジア史に重大な役目を果してき

た河て。す。

ここから玄奨は東に 200余里を進み、パ

ータスターナに着きましたが、この国は現

在のパタグシャン地方で、活関からこの地

域の中心までざっと 150粁ありますが、玄

奨が 200塁余を進んだとすると、当時の中

国里5重が 1哩(1.6粁)ですから僅か64粁

しかなく、恐らく国境迄の距厳かも知れま

せん。

こLで玄笑は氷雪に閉ばまれ、約 1ヶ月

も滞在してから先に進み、東南 200余呈で

インヴァカン国に着きましたが、現在のゼ

バクウァハン地方のようで、いよいよ渓谷

は狭く険しく、両側の山は 5，000-7，000 

m級の高山です。

更に東南に 300余里を進んで、クラナ歯

につきましたが、現在もクランという地名

が残っているそうで、アムダリヤの本流で

もあるワハγダリヤ(ソ連地図による)力k

これまで西に進んで、きたのが、急に北に方

向を変える曲り角附近のようです。南にヒ

γズークシの高山、チリチミノレ山 7，700m 

が塗えています。

クラナから東北に 500余里でダマステイ

テイにつきましたが、現在のワハγ(護密

)というところで、パミーノレ高原とヒンズ

ークシ山脈に挟まれた深い渓谷で、東西
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1.500里南北 45塁、 狭いところは僅か 1

里とありますが、現在この谷はアフガニス

タγ領で、すぐ北がソ連領、南はパキスタ

ンイスラム共和国になっています。ワハン

ダリヤの名は、このワハ Yからきているよ

うで'-j'-。

距離的には問題があるものの、玄突の足

跡はほぼこのとおり、辿ることが出来ますh

更に東に向けて進むと大竜池という湖水

があり、現在はサリ・クノレと呼ばれ、細長

い湖が東西に連らなっています。

渓谷の北と南に高山が界風のように並ん

でし、て、吹き抜ける著11風は夏も雪を舞わせ

ていました。これはパミーノレ渓谷と呼ばれ

る谷ですo

それからは、現在のソ連邦タジク共和国

の一部を過ぎると、サノレイコノレ山脈のナサ

タシュ峠4，548mか、その少し北の峠を越

えて、現在の中国領パミーノレに出て、ここ

からは川の方向が逆になり、東に降る水は

ヤーノレカンド水系になって、タクラマカ y

の砂漠に流れます。サノレイコノレ山系は、北

北西に伸びてソ連と中国の境界になってい

ます。

扱て玄突はパミーノレ渓谷から、無人の氷

雪の峠を越えて、 5百余里を進んでカパン

ダ国につきました。

ここは現在の中国領タシュグノレガンの町

で、当時の町は絶壁の上にあると書いてあ

ります。現在は平地にあって、古い都城は

200mくらいの崖の上に遺跡がありますか

ら、玄突の記録のとおりで、す。ここで20日

余りも滞在して、それから東北に向ったと

しるされていますo
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(5) 

現在の中国領パミーノレは、前述のサノレイ

コノレ山脈が天然の境界となって、ソ連領パ

ミーノレと区別されていますが、大まかに見

ると高原の東端に立ち並ぶ山系と、サノレイ

コノレ山脈に挟まれた、南北に細長い低地帯

から出来ていますO

中国側のI落什(カシー)からパキスタン

に通じる中巴公路は、この低地帯を辿って

いるのであり、低地と言っても日本の富士

山頂と同じくらいの標高を保っていますカ主

登山路の峻険さに較べると比較的起伏の少

ない、なだらかな道です。然し私が通った

8月にも雪が舞いました。なだらかな道と

言ってもタシュグノレガ γの50Km北に、ム兄

タグアタという 7，555mの高山が腰を据え

ていて、この山名は雪山の父という意味で

す。

中巴公路はその西麓を通っていて、峠は

トノレプーと言い 4，800mもあり、小頭痛と

いう高山病にちなんだ別名があるのをみて

も、そう簡単な峠でありませんが、タシュ

グノレガンからここ迄は、タガノレマというな

だらかな谷であり、峠の北はサノレイコノレと

いう緩斜面の谷なのです。

中巴公路がこの低地を縦断している理由

は、このような地形による事が第 1であり、

第 2にはこの平地に僅かの草が生え、牧畜

をすれば少しの人口を養うことができるの

で、古くからわずか乍らも人が住み、通路

があったからでしょう。

更に重大なことは、中国側パミーノレの山

々は、東の方が特に押し上げられた、地塁

という造山運動によったもののようで、

東側のタタラマカン砂漠側が絶壁となり、

商慣~が緩い傾斜の裾野を曳いていることで

す。

ムスタグアタ山もそうですが、サノレイコ

ノレ谷の東に速なっているクングーノレ九峯と

呼ばれる逮山もそのとおりです。

グγ グーノレ連山は北溺にグングーノレチュ

ベ 7，595m、南端にタ Yグノレ峯 7，719mを

擁し、中間の峯々の問に氷河が発達してい

ますが、草地は氷河の裾まで拡がっていて

現在はトノレコ系のキノレギス族が羊を飼って

暮していますが、長さ約 60Km幅 20Km程の

草地なのに、 2，000人程のキノレギス族が生

活しているだけで、その僅かの彼等はどう

見ても生活が楽とは思われません。

サノレイコノレ高原の植生は、一見すると草

のない石だらけの荒原に見えますが、よく

見ると足元のところどころに草がある、と

いう程度なのです。

背の高い草はイネ科、次いでカヤツリグ

サ科の植物ですが、キク科タンポポ属やマ

メ科ゲンゲ属などは、よく探さないと判り

ません。

ミミーノレは中国側で葱嶺と呼び、ユリ科

ネギ属の植物が多いからとか、草の青々と

繁る様子から、こう呼ぶと言う説がありま

すが、 1本の樹木も無い許りか、草も上記

のような有様で、葱嶺の葱は蒼嶺つまり青

い山から出たのであり、古生代の青い岩石

の山に、青く輝ゃく氷雪が語源のようです。

(6) 

扱てタシュクノレガンを出発した玄撲は、

東北に向って出発したと言われますが、そ

のとおりの方向とすれば、ムスタグアタ山
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の中腹の、 l険阻な沢山の支脈にぶつかって

しまいます。

細かく見ると、タシュグノレガγから主土

に約lOKm1l1沿いに進むと、 JIIが二股に岐れ

て今度は北北西に向って、前記のタガノレマ

谷に沿った道になります。

私は次に述べるいろいろの理由から、玄

焚は現在中巴公路のある、楽な道に入った

と思います。象などを連れた大きなキャラ

パンですから、無理はできないからですo

そして出発して 5日目、群盗に襲撃されま

したが、そこは恐らくサノレイコノレ谷のどこ

かであったと思うのです。

当時の盗賊は、民族ぐるみ国民ぐるみの

場合があり、玉とか曾長に当る人が引卒し

て、襲うこともありました。

私はサノレイコノレ谷でキノレギス族の部落を

訪ね、彼等の貧しいまちまちの服装と黒い

顔を見つめ乍ら、玄突を襲ったのは彼等の

先祖に違いないと始めは思いましたが、年

代的には彼等の先祖でなく、ベノレシャ系の

山岳民族であるタジク人の方かも知れない

とも患いましt.:..o

当時の盗賊は、蜘由来のように飲まず喰わ

ずに、いつ来るか判らない獲物を待ってい

たわけでなく、普段は小規模の牧畜をして

いたわけで、し zうから、その住地はムスタ

グアタ中腹の山岳地帯でなく、牧草地常で

なければ話が合わないでしょう。

蒙古高原から天山山脈に沿って、西はパ

ミーノレ高原に至る迄、石を地上に立て並べ

た古代の墳墓があります。

私は、前にモンゴノレで幾つか実物を見ま

したが、今度の旅行でパスの車窓から 1基
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だけ見かける事がて、きました。これは古代

遊牧民の慕だと言われますから、パミーノレ

高原にも紀元前の昔から、遊牧民が往んで

いたので、す。

(7) 

さて群盗に追われて玄突の 1行は、山に

登ったりして逃げましたが、その山とは 1

体どこの山でしょうか。

話は違いますが、タクラマカ γ砂漠西辺

の道は昨年什(カシー)の町を出てから、パ

ミーノレの東の裾野を通って南に進み、昔の

ヤンギヒッサーノレである英吉沙から沙車(

ヤノレカンド〕吋城(カノレガリク)皮山(グ

ウマ)和国(ホータ γ 〕と辿って、西域南

道と呼ばれる、タタラマカ γ砂漠南縁のノレ

ートに繋がってゆきます。

中巴公路は略什の町を出て少し南から岐

れて、ヤマ yヤエルJ/Iに沿って朔るのです

が、途中のガスからは特に絶壁が両岸に迫

って、ここからはゲズ川と名を変えるよう

ですが、日中に高山の氷雪が融けると、そ

の水が鉄砲水になってl噴き出すので、今で

もよく交通が停りますから、当時は難所中

の難所で殆んど利用されず、別に高原に登

る道がつけられていたようです。

(8) 

偶然のハプニングからガズの兵舎の、家

畜用倉庫のコンクリート床に2泊する事に

なった私は、 JII向いの6-70mもある宝石

などの堆積層の屋上を見上げると、柳らし

L 、小さい繁みがあり、家の一部らしい土の

獲が見え、少し上流の川岸の斜面に急な勾

配の小道がつけられていて、J/Iにはこちら

側と連絡する人用の吊橋も架せられていま
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ガイズ

す。この対岸の高台が地図にある上義子の

の部落ですO ゲズJlIの少し上流で支流のサ

ライ川が、滝のように雪崩れ落ちてきてい

ますが、上蓋子から奥の万に向う道はサラ

イ)11に沿っていて、上流にキャラパ γサラ

イとL、う所が地図にあります。

サライは何語か判りませんが、私が苦し

紛れに手許にあるロシア語の辞典で見たら

小屋のことでした。この辺はかつてロシア

の勢力圏でした。

キャラパンサライとは、隊商の休み小屋

につけられた名であり、最近も、その廃櫨

を見る事ができるそうで、正しくこの道こ

そガズからクングノレ連山の峠を越えて、高

原に出られた道であったのて、す。

ガズの公路のある左岸の高台から、サラ

イのある谷の奥を見ると、氷雪に輝ゃく鋭

峯が見えますが、これぞ全パミーんきつて

の最高峯タングノレ山 7，719mの東北面なの

です。

(9) 

群盗に追われた玄奨一行が、どこに逃げ

たかと言うと、これから越す予定のクング

ノレ連山の、恐らくキャラパンサライに通じ

る山合いの峠に向って逃けeたものでしょう。

玄突は本来 1人旅なのですが、途中の王た

ちの好意でつけた従者や、同じ方向にゆく

人とつれ立って大人数になるので、す。

逃げてきた玄焚たちは、私の見た急な斜

路を川岸に下る途中、経文を積んだ象が足

を踏み外し、ゲスJlIの急流に落ちたに違い

ありません。

傷心の玄突はこうして吹雪の中を、タシ

ュクノレガYから 800余里〔約 2501旬、現実

21 

には直線距離で約 200Km)を進み、ヤマン

ヤエノレJIIが下流で作る扇状地に到着しまし

た。

ここはウシヤ国の一部でしたが、ヤンギ

ヒツサーノレの町そのものでなかった事は、

l塔什に行くのに町にでると廻り道になりま

すし、ここはいろいろの美しい石を産する

と言いますが、両岸が古生代の古い赤や青

の岩石で出来ている、ヤマンヤエノレ川だろ

うと思われるので、すO

ここから北に 500余里荒原を進んで、略

什に入るのですが、ここは当時の俵沙とか

腺勤と呼ばれた町て、す。玄突は次に略什を

出発して、沙車に向いますが途中でヤンギ

ヒッサーノレを通過していないようですから

ここは本道から外れていたのでしょうか。

このタシュグノレガンからカ γ ーへの通路

は、前嶋先生の著書の附図でも、 !7!lラマ

カY砂漠沿いのノレートとは大きく距だたり

私が今迄述べてきたノレートに合致している

ようです。

またNHK取材班も、キャラバ γサライ

を訪ね、私と同じ疑いを濃くしていますO

ガイズの川は、今も氷河のとけた水を集め

ごっぼごっぽと凄い音を立てて、水面を周

期的に印m も昇降させ乍ら流れ、或いは玄

奨の象は崖道から落ちたのでなく、川中で

激流に脚をすくわれたものかも知れませλ心

最後に、私は文中で玄突と呼び捨てにして

きましたが、心の中では合掌して書いた事

を附記して、お詫びの言葉といたしますo

北方山草 4 (1983)




