
1 

 - 25 -

ヤチェン修行地の構造と中国共産党の宗教政策 
 

川田 進 
 

知的財産学部 知的財産学科 

（2007 年 9 月 29 日受理） 

 

The Structure of Yarchen Uddiyana Meditation Monastery 
and the Religious Policy of the Chinese Communist Party 

by 
KAWATA Susumu 

Department of Intellectual Property, Faculty of Intellectual Property 

（Manuscript received September 29, 2007） 

 

Abstract 
Yarchen Uddiyana Meditation Monastery（亜青鄔金禅修聖処，亜青寺）is located in Palyul County, Garze Tibetan 

Autonomous Prefecture, Sichuan Province, where Achuk Rinpoche（Jamyang Lungtok Gyaltsen）leads some 10,000 
monks, nuns and lay practitioners. This venerable, charismatic religious leader mastered Esoteric Buddhism of the 
Nyingmapa sect to become one of the most influential lamas in East Tibet.Yarchen Uddiyana Meditation Monastery 
also serves as an encampment for religious refugees who fled from the complicated conflict between religion and 
politics. This paper has two purposes: to clarify the structure of Yarchen Uddiyana Meditation Monastery and to shed 
light on the religious policy of the Chinese Communist Party in East Tibet by focusing on Achuk Rinpoche, Han 
Chinese monks and nuns, overseas Chinese followers, and religious space on the Internet. 
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1．はじめに 

 

1.1 問題の所在 

四川省北西部の甘孜（カンゼ）チベット族自治州白

玉（ペユル）県に，ヤチェンと呼ばれるチベット仏教

の修行地がある．修行という言葉から，呪力を獲得

するための山籠もりや荒行を連想しがちであるが，

ヤチェンはチベット高原の東端，海抜約4200メート

ルの大草原にある．修行者数は公表されていない

が，僧約2000人，尼僧約8000人と推測される（2007

年8月現在）1）．約1万人の修行者を束ねるのは，ア

チュウ法王（1927年生）という高齢の宗教カリスマで

ある．彼はチベット仏教ニンマ派の密教秘法を極め

た成就者として，東チベットで大きな影響力をもつ

高僧の一人である． 

1万人規模の信仰共同体が存在するにもかかわら

ず，ヤチェンは中国で発行されたいかなる地図にも

載っていない．一方インターネット上では，主に漢

人信徒が構築したヤチェンという宗教空間が年々拡

がりを見せ熱気にあふれている．修行地の規模拡大

と高僧の持つ影響力そして漢人のチベット仏教への傾

倒は，中国政府にとって大きな脅威であり，当局は過

去に暴力による制裁を加えたこともある．宗教活動へ

の監視が強化される中，ヤチェンの修行者はなぜ急

増したのか．政府当局はなぜヤチェンに圧力を加

え，ヤチェンに関する報道規制を敷いているのか．

甘孜（カンゼ）州色達（セルタ）県にあるラルン五明仏

学院の状況と比較することで，甘孜州のチベット仏

教におけるヤチェンの位置を明確にすることができる． 

本稿はアチュウ法王，漢人僧尼・信徒，海外華人

信徒，ニンマ派関連ウェブサイトに焦点を当てるこ

とでヤチェン修行地の構造を明らかにし，あわせて

東チベットにおける中国共産党の宗教政策の一端を

浮き彫りにすることを目的とする． 

 

1.2 先行研究 

中国国内ではヤチェン修行地とアチュウ法王に関

する報道は厳しく規制されているため，通常新聞・

雑誌・書籍・テレビ等で紹介されることはない．チ

ベット宗教学や中国共産党の宗教政策といった分野

でヤチェンに関する研究が行われている可能性は十

分にあるが，筆者は中国で公表された学術論文を目

にしたことがない．宗教活動の監視や治安維持を目

的として地元の統一戦線工作部や公安局が作成した

資料や報告は存在すると考えられるが，いずれも内

部文書として扱われるため公開されていない． 

日本では拙論以外にヤチェンを扱った先行研究

は，2007年9月現在確認できていない．チベット文

化圏全般を網羅した専門性の強いガイドブック『チ

ベット第4版』（旅行人，2006年）は，「アチェン（ヤ

チェン）・ガル 亜青寺」の項目（238-239頁）の中で

簡潔な紹介と写真を掲載している．その外，写真家

の長岡洋幸が『週刊文春』第47巻第23号（2005年6月

16日）にヤチェンの写真を発表している． 

外国における先行研究の有無は調査中であるが，

現在の所未確認である．ヤチェンを描いたルポルタ

ージュがアメリカで発表されている．アメリカ仏教

協会の機関誌『美佛慧訊』には，香港慈輝仏教基金

会によるヤチェンへの支援活動に基づいた作品が掲

載されている2）． 

慈釗「援蔵縁」 

  第74期（2001年9月） 

徐栄沢「康巴千里供万僧」 

  第87期（2003年11月） 

  第88期（2004年1月） 

張少華「芒鞋踏過川蔵路」 

  第95期（2005年3月） 

  第96期（2005年5月） 

  第97期（2005年7月） 

は2001年度，は2003年度，は2004年度の活

動内容を記録しており，主に香港人仏教徒の目を通

して書かれた作品群は，ヤチェンの構造と歴史を知

る上で極めて貴重な文献である． 

筆者は過去3回ヤチェンで現地調査を行ったこと
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がある（2003年8月，2005年8月，2007年8月）．調査

項目は修行者全体の人数，漢人僧尼の修行内容，ア

チュウ法王の指導方法，公安当局の管理，経済活動

等である．ヤチェン修行地に関する文献資料が極め

て少ないため，研究者が自ら現地を調査することが

より重要になってくる．本論はヤチェン修行地発行

文献，『美佛慧訊』，漢人信徒がインターネット上に

掲載したヤチェン関連資料（ウエブサイト「寧瑪資訊」

等），及び3回の現地調査の結果を資料として用いる． 

筆者はこれまでヤチェン修行地に関する拙論を3

篇発表している（「ヤチェン修行地を覆う神秘のベ

ール――アチュウのカリスマ的支配を探る・四川省

白玉県」「ヤチェン修行地に派遣された「工作組」

と「慈輝会」――現代中国の宗教空間を探る・四川

省白玉県」「ヤチェン修行地とインターネット――

チベット仏教に見る「新霊性運動」の芽生え・四川

省白玉県」）3）．本稿は論の展開及び説明の都合

上，3篇の拙論を修行地の構造及び中国共産党の宗

教政策という視点から再構成した上で，新出資料に

基づき大幅に加筆しているため，記述内容に前稿と

重複する箇所があることを断っておく． 

ヤチェンに関する呼称は「ヤチェン」「ヤチェ

ン・ガル」「亜青寺」「亜青鄔金禅修聖処」等多数あ

る．現地のチベット人は通常「ヤチェン」もしくは

「ヤチェン・ガル」と呼び，漢人は「亜青寺」と呼

んでいる．「亜青寺」は漢語による俗称であり，「亜

青鄔金禅修聖処」が正式名称であるがあまり使われ

ていない．ヤチェンはあくまでも修行地であり寺院

ではないため，本稿では「ヤチェン」もしくは「ヤ

チェン修行地」の名称を使用する．また，チベット

音の不明な人名と地名については漢語表記のまま留

めた．必要に応じてチベット語音と漢語名を併記した． 

 

2．ヤチェン修行地関係資料 

 

2.1 二つの「アチュウ略伝」とヤチェン開設 

修行地の所在地は四川省甘孜チベット族自治州白

玉県昌台区である．成都から川蔵北路を約750km進

むと甘孜（カンゼ）という町がある．甘孜から甘白公

路を白玉方面に約120km進むと白玉県昌台区阿察郷

という村がある．ここから草原の中を数km入った

ところに修行地はある．成都からバスを利用すると

二日半の時間を要する． 

修行地が開かれたのは1985年であり，主宰者はア

チュウ法王である．ヤチェン修行地とアチュウ法王

の関係を記した資料は2種類ある． 

『天鼓妙音－－深恩無比大成就者龍朶加参略伝』 

『増信妙薬－－救護主・成就自在降陽龍朶加参心

要略伝』 

共に「アチュウ略伝」とアチュウの写真が多

数掲載されている．亜青寺管理委員会が発行した写

真資料集であり，は2000年頃，は2002年に発行

されたと思われる（奥付に記載なし）．編集・印刷及

び資金提供には漢人信徒の組織が大きく関わってい

る．とりわけは全15章144頁から成り，印刷状況

も鮮明である．アチュウ法王や修行地の近影を多数

収め，後継者となる少年活仏や漢人信徒との関係を知る

ことができる貴重な資料集である．章構成を以下に示す． 

一，蔵文伝記 二，中文伝記 三，英文伝記  

四，清浄伝承 五，前世・上師 六，法相荘厳 

七，大徳之会 八，大転法輪 九，勝怙弟子 

十，亜青掠影 十一，勝跡神変 十二，稀有伏蔵 

十三，正法久住 十四，共修放生 十五，祈請住世 

第2章の「中文伝記」のみ「寧瑪資訊」のウェブサ

イト上にも掲載されている4）． 

の「アチュウ略伝」によれば，アチュウ法王は

1927年生まれ，法名はルンドク・ギャルツェン（龍

朶加参）．8歳にしてチベット語の読み書きを会得

し，出家して多科寺で学んだ．18歳の時，母親（阿

科）の勧めでアリグ・ドジェチャン（昌根阿瑞）の侍

者となり，以後43年間師弟関係を結んだ．その後，

セラ・ヤンチュル（色拉陽智）師から指導を受け，更

にケンポ・ジグメ・プンツォク師から秘法を伝授さ

れ，ニンマ派の密教秘法（大圓満法）を極めた成就者
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として高い評価を得た5）．経歴は不明な点が多く，

1960年代70年代は，アリグ導師とともに投獄され辛

酸をなめたと伝えられている．ヤチェンはかつてア

リグ導師が修行した場所であり，アチュウは師の勧

めで1985年ここに修行地を開いた．図1はヤチェン

開設時のアチュウ法王の肖像である（1985年）． 

 
開設当初から1990年代の状況を記した文献や写真

は公開されておらず，修行地が発展していった過程

を知る手がかりはない．ジグメ・プンツォクが1980

年に30名ほどの弟子と一緒にラルン講習所（後の色

達喇栄寺五明仏学院）を開いたのと同様，ヤチェン

も資金が乏しい中で手作りのバラックや簡易テント

から小規模でスタートしたと考えられる． 

 

2.2 ウェブサイト「寧瑪資訊」 

ヤチェン修行地関連のまとまった情報を も早い

時期に提供したのは，ウェブサイト「寧瑪資訊

（Nyingma Infomation）」である．「寧瑪資訊」は2001

年2月に，広西チワン族自治区南寧市出身の趙本勇

居士（ハンドルネーム「寧瑪福勝」）が中心となって

開設された6）．チベット仏教ニンマ派関係では草分

け的存在のサイトであり，「佛教聯盟社区」という

掲示板を運営している．ヤチェン本部との正式な契

約関係は不明だが，成都を拠点に漢人信徒の窓口と

して，加えてヤチェン関連の情報をウェブサイトか

ら発信する拠点としての役割を担っていたことは間

違いない．サイトで使用される言語はすべて漢語で

あり，情報の受信者は国内外のチベット人ではな

く，国内の漢人信徒や香港・台湾・東南アジア各地

の華人信徒であった． 

ヤチェンが発展して行く過程で「寧瑪資訊」が果

たした役割が三つあると筆者は考える． 

ヤチェン修行地及びアチュウ法王に関する情報を

提供した． 

経済的に困窮する尼僧を救済するための支援活動

を展開した． 

「仏教聯盟社区」等の「論壇」（ネット掲示板）を

通じて漢人信徒間の交流を促した． 

筆者が「寧瑪資訊」のサイトを知り閲覧を開始し

たのは2004年である．主にヤチェン修行地とラルン

五明仏学院に関する情報提供に重きが置かれてお

り，内容の更新は2003年から2005年に頻繁に行われ

た．その後の更新頻度は低く，ヤチェンに関する基

本的な内容は2005年当時と2007年9月現在では大き

な変化はない．以下に，サイト内で確認できるヤチ

ェン関連の項目を掲げる（2007年9月18日現在）． 

「亜青寺－－亜青鄔金禅修聖処」 

「白玉亜青寺簡介」 

「喇嘛阿秋仁波切略伝（Ⅰ）」 

「喇嘛阿秋仁波切略伝（Ⅱ）」 

「亜青寺伝法特色之一＜亜青寺大圓満耳伝竅（成

熟口訣法）伝承簡介＞」 

「亜青寺伝法特色之二＜白玉亜青寺毎年一度的

定期法事活動簡介＞」 

「無修成就食解脱－－甘露法薬」 

「関公祷祀所欲賜妙儀軌」 

「喇嘛阿秋仁波切祈請文匯集」 

「喇嘛阿秋仁波切相関授記摘録」 

「喇嘛阿秋仁波切教言及開示匯集」 

図1 ヤチェン開設時のアチュウ法王（1985年） 
Fig.1 Achuk Rinpoche when Yarchen Uddiyana Meditation

Monastery was established（1985） 
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「喇嘛阿秋仁波切相関図片之一 大徳的祥語・

金剛印・指紋」 

「喇嘛阿秋仁波切相関図片之二 法像図片」 

「喇嘛阿秋仁波切相関図片之三 亜青寺掠影」 

「《亜青寺》専欄信息」 

「去《亜青寺》参考路線」 

「普巴扎西仁波切住世祈請文」 

「普巴扎西仁波切開示－－普巴扎西仁波切対共

同外前行的開示」 

「普巴扎西仁波切開示－－《金剛精要・耳悦前

行引導文》之上師瑜伽」 

「普巴扎西仁波切相関図片之一 大徳的祥語・

金剛印・指紋」 

「普巴扎西仁波切相関図片之二 法像図片」 

「阿松仁波切祈請文匯集」 

「《金剛精要・耳悦前行引導文》」 

「願您永具菩提心－－《寧瑪資訊》編務組（合十）」 

「亜青寺喇嘛阿秋仁波切系列開示」（2003年8月13日） 

「寧瑪資訊－－亜青寺扶貧専訪及紀行」（2003年8月25日） 

「呼吁諸位同修以放生祈請阿秋喇嘛長久住世」 

（2004年4月18日） 

 

2.3 ウェブサイト「亜青鄔金禅林」 

亜青寺管理委員会が運営する公式サイト「亜青鄔

金禅林」は，2005年11月に開設された（図2）． 

 

名称：亜青鄔金禅林 

アドレス：http://www.yqwjcl.com/（旧） 

トップページには以下のリンクが置かれている．  

①寺院伝承，②図片資料，③在線下載＊， 

④扶貧捐助，⑤共修放生，⑥法事活動，⑦寺院建設，

⑧法会信息，⑨鄔金論壇 （＊は未整備） 

使用言語は漢語のみであり，実際に運営管理に携

わっているのは亜青寺管理委員会のチベット人僧侶

ではなく，成都や広州を拠点とする漢人信徒の組織

である．2007年9月現在，サイトのアドレスは以下

に変更されている．正確な変更時期は不明である

が，2007年の春頃であった． 

名称：亜青鄔金禅林 

新アドレス：http://www.yqwjcl.net/（新） 

トップページに置かれたリンクは以下のように再

編された． 

①寺院伝承，②上師簡紹，③図片資料，④在線下載，

⑤扶貧捐助，⑥共修放生，⑦法事活動，⑧寺院建設

＊，⑨祈福統計，⑩原鄔金論壇，⑪亜青論壇  

（＊は未整備） 

新サイトはデザインを一新したが，旧サイトの内

容をほぼ受け継いでいる．新サイトには新たなリン

クが増設されており，情報量は全体的に増加した．

ヤチェン公式サイト開設と変更の背景については，

サイトに掲げられた「公告」に基づいて第11章にて

詳述する． 

 

3．修行地の構成 

 

ヤチェン修行地は四つの区画に大別できる． 

本部（ヤチェン管理委員会） 

修行地は広大な草原となだらかな丘と一本の川か

らなる．中心部の丘の上にはアチュウ法王院・アソ

ン活仏院・閉関僧坊があり，修行地の聖域と言える

場所である（図3）．アソン活仏はヤチェンではアチ

ュウ法王に次ぐ高位の指導者であり，修行地本部の

実務担当の責任者を務めている．アチュウ法王院と

図2 ヤチェン修行地旧ウェブサイト（2005年） 
Fig.2 The old website of Yarchen（2005） 
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アソン活仏院がヤチェンの中枢機関であり，対外的

にはヤチェン管理委員会を構成している．二人の指

導者には秘書に相当する侍者や食事係・運転手・整

体師が付き添っている． 

法王への謁見が許されるのは，毎日午後5時頃，

筆頭侍者であるチュジャの許可が得られた者のみで

ある．チュジャは法王の甥であり，就寝時間以外は

常に法王の傍らで秘書の役割を果たしている．ヤチ

ェンを訪れた客人はアソン活仏院で食事や宿泊の接

待を受けるのが習わしである．法王院はアチュウの

寝室・執務室・応接室であるとともに瞑想・読経の

場でもあり，修行地内で も神聖な場所と見なされ

ている．アソン活仏院は老朽化に伴い，2005年に一

部を解体し新築された．2007年8月現在完成間近で

あった． 

  

アチュウ法王院に隣接した丘の斜面に，幹部僧た

ちの宿舎がある．約3年間アチュウの指導を受けな

がら，各僧坊で瞑想修行に励んでいる．『増信妙薬

－－救護主・成就自在降陽龍朶加参心要略伝』所収

の写真によれば，2000年当時14室すなわち14人の幹

部修行僧がいたことがわかる7）．2005年8月の調査

では20室に増築されていた． 

僧居住区 

本部北側の丘の斜面には僧の居住区がある．僧の

総数は約2000人，筆者が初めてヤチェンを訪れた

2003年8月以降微増したが大きな変化はない．僧の

出身地は甘孜州白玉県・甘孜県・新龍県が多いが，

アバ州やチベット自治区の昌都（チャムド）地区出身

者もいる．僧の大半が漢語による日常会話を理解し

ている． 

尼僧居住区 

川の対岸にひろがる平地は尼僧の居住区である．

『増信妙薬－－救護主・成就自在降陽龍朶加参心要

略伝』所収の2000年当時の写真と筆者が撮影した

2007年8月の写真を見比べると，数年の間に僧坊数

が急増していることがわかる（図4・図5）．2001年

頃，僧と尼僧の総数は約5000人と公表されていたこ

とから考えると，尼僧の数は2001年当時約3000人，

2007年現在約8000人にまで増加している8）．2006年

に尼僧大経堂が完成した．居住区内には小さな商店

が数軒開かれており，公衆電話も設置されている

（2007年に確認）．飲料水は尼僧区内に数ヶ所ある井

戸を利用できるようになった（2007年に確認）．トイ

レとゴミ捨て場も新設され，衛生環境は少しずつ改

善の方向に向かっている（2007年）． 

 

図4 尼僧居住区（2000年頃） 
Fig.4 Nuns’quarter（around 2000） 

図3 ヤチェン本部（2007年8月）．アチュウ法王院
とアソン活仏院（丘の上）．建設中の大経堂
（左下）． 

Fig.3 The headquarters of Yarchen（August 2007）．
Achuk Rinpoche’s office and Ason Rinpoche’s 
office（on the hill）．The assembly hall, under 
construction（lower left）． 
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経堂・広場・マニ塚他 

本部の南側に広がる一帯は共用エリアである．広

場では早朝アチュウ法王による講義が開かれ，僧と

尼僧の大半が出席する．各種法会もこの広場で開催

される9）． 

広場の西側には僧尼共用の大経堂「大殿圓満光明

宮」がある10）．この大経堂は不同沈下現象が見られ

るため，2006年に解体され2007年8月現在新築中で

ある．そのため広場には巨大なテント型の簡易経堂

が設置されている．2006年に尼僧経堂が完成したた

め，新築中の経堂は僧専用となる予定である．大経

堂の西隣に白い仏塔（チョルテン）3基と巨大なマニ

塚がある．マニ塚は真言・経文・仏像などを刻んだ

マニ石を積み上げた集合体であり，僧尼や近隣の在

家信徒は塚を右方向に歩いて回る． 

広場に面した川辺一帯は商業区域である．2003

年・2005年当時は数軒の個人商店が野菜・果物・生

活雑貨を商い，荷台に雑貨を満載したトラックや歯

科技工士も不定期に出入りしていた．2007年現在は

ヤチェン管理委員会が経営する商業棟が完成し，亜

青鄔金禅林善縁法物管理服務部・亜青上師長寿管理

基金会商店及び個人商店数軒が営業している．僧衣

や僧坊の内装材が豊富に品揃えされており，修行者

の生活水準が向上してきたことを物語っている．広

場東側には医務室と党工作組事務所（2007年8月現

在建設中），白玉県公安局分室（2007年8月現在建設

中）がある． 

 

4．アチュウ法王のカリスマ的支配 

 

4.1 宗教カリスマ 

中国の地図上にも新聞にも雑誌にも載らないヤチ

ェン修行地は，いわば現代中国の異界である．漢人

信徒の間にはヤチェンを中心とした「精神世界」を

讃美する傾向が見られる．ヤチェンが放つ神秘性が

信徒から信徒へと増幅しながら語り継がれる背景に

は，ニンマ派の特質とアチュウ法王のカリスマ的支

配構造が関係していると筆者は考える11）． 

「カリスマ」（Charisma）とはもともと，「神が与え

た力」を意味する古代ギリシア語である．ウェーバ

ーが支配の類型化論を発表した後，社会学の用語と

して一般化し定着した．昨今「カリスマ美容師」と

いった具合に，際だった個性と技量の持ち主に対し

て用いられることもあるが，これもウェーバーの用

法の延長線上にあると言える12）． 

1万人の修行者が依りどころとしているものは，

ニンマ派の教義と指導者アチュウの人格である．集

団の秩序を形作っているものは，ウェーバーの概念

を借りればアチュウを中心とした「カリスマ的支

配」である．本章ではウェーバーの理論を援用しつ

つ，修行地の構造とアチュウの役割について考えて

みる13）．以下の引用は世良晃志郎訳を用いた． 

 

「カリスマ
．．．．

」とは，非日常的なものとみなされ

た（元来は，予言者にあっても，医術師にあって

も，法の賢者にあっても，狩猟の指導者にあっ

ても，軍事英雄にあっても，呪術的条件にもと

づくものとみなされた）・ある人物の資質をいう14）． 

 

その資質が，カリスマ的被支配者，すなわち

「帰依者
アンヘンガー

」によって，事実上どのように評価される
．．．

か，ということだけが問題なのである15）． 

図5 尼僧居住区（2007年8月） 
Fig.5 Nuns’quarter（August 2007） 
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修行者がヤチェンへ来た理由は各人各様である

が，アチュウ法王に畏敬の念を抱き，優れた指導者

として承認（評価）している点は共通している．アチ

ュウは個々の修行者の前にその姿を容易にさらすこ

とはない．そして個々の修行者が日々の修行におい

て，直接アチュウから教えを受けることはありえな

い．ヤチェンにおけるアチュウは，修行者にとって

極めて非日常的な存在であることはまちがいない． 

 

カリス
．．．

マ的支配
．．．．

は，支配者の 人
ベルゾーン

と，この 人
ベルゾーン

の

もつ天与の資質
グ ナ ー デ ン ガ ー ベ

（カリスマ），とりわけ呪術的能

力・啓示や英雄性・精神や弁舌の力，とに対す

る情緒的帰依によって成立する．永遠に新たな

るもの・非日常的なるもの・未曾有なるもの

と，これらのものによって情緒的に魅了される

ことが，この場合，個 人 的
ベルゼーンリッヒ

帰依の源泉なので

ある16）． 

 

呪術的な行為者自身は，さしあたり，彼が惹

き起こす諸現象の日常性が相対的に多いか少な

いかという点によってのみ，他の人たちから区

別される．任意のどんな石でもが，例えば呪物

として使用されうるのではないし，また任意の

ど ん な 人 で も が ， 忘 我
エクスターゼ

の 状 態 に 入 っ て

気 象 的
メテオローギッシュ

， 治 療 的
テラボイティッシュ

， 神 占 的
ディヴィナトーリッシュ

，または

読心術的
テレパーティッシュ

な作用をもたらすのでもない．そのよ

うな作用は，経験を積んだのちしかるべきとき

にいたってのみ達せられるものである．必ずし

もこれだけとは限らないが，主としてこのよう

な非日常的
．．．．

außeralltäglich な諸能力が「マナ

mana」とか，「オレンダorenda」とか，あるいは

イラン人のもとでは「マガmaga」（ここから

呪術的
マーギッシュ

という語が派生する）とかいう，特殊な名

称を与えられているのである．われわれはここ

で，これらの諸能力に対して，一括して「カリ

スマCharisma」という名称を用いたいと思う17）． 

 

ウェーバーが言う「天与の資質」と「非日常的な

諸能力」は，ほぼ同義で用いられている．彼は著作

の中で「天与の資質」の具体例として，「呪術的能

力・啓示や英雄性・精神や弁舌の力」をあげている

18）．また，「非日常的な諸能力」の一例として祈祷

師の雨乞い術をあげている19）．アチュウと修行地を

考える上でウェーバーの理論を援用した理由は，彼

のカリスマ論を構成する重要な概念の一つが「呪術

的な力」であるからだ．アチュウ（支配者）と修行者

（帰依者）の支配関係を成立させている要素は，ニン

マ派の大圓満法を修めたアチュウの卓越した学問や

修行の完成度だけではなく，彼の持つ呪術的な力

（霊性）も含んでいる．ただしあくまでも成就者とし

ての学問の力に対する論理的（制度的な）な帰依が主

であり，呪術の力に対する情緒的な帰依は従であ

る．呪術的要素を も重視するウェーバーのカリス

マ論とアチュウの宗教カリスマの特性はこの点では

一致しない．アチュウが有する呪術の力は，チベッ

ト仏教ニンマ派の教義と深く関わっているからである． 

ニンマ派の開祖パドマサンバヴァ（蓮華生）は，チ

ベット各地で弟子たちに文献を主とした教義（カー

マ）を授けた後，読心術・千里眼・神通力等の秘法

を伝授し，その教えを仏像や岩石，湖沼に隠したと

伝えられている．そして彼は将来自分の弟子が生ま

れ変わり，隠した教えを取り出して，その教えで多

くの者を救済するだろうと予言した．隠された教え

はテルマ（埋蔵経説），啓示を受けて教えを発掘した

者はテルトン（埋蔵経説発掘者）と呼ばれている．埋

蔵経説の種類は多数あり，有名な「死者の書（ニン

マ派版）」もその一つである．これらは指導者の主

観と神秘性に基づく「偽りの教義」であるという批

判が一部にあることは確かだ．そのため，歴代ダラ

イ・ラマが属するゲルク派を含む主要三派は，埋蔵

経説に否定的な態度をとっている20）．山口瑞鳳氏も

テルマの持つ虚偽的な要素を厳しく批判している

21）． 
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アチュウは啓示を受けて埋蔵経説を発掘した一人

である．そして瞑想や読経によって自らの指紋に変

化が生じたり，岩石に経文や仏像を浮き上がらせた

り，自在に虹を出現させたりといった超自然現象に

も通じているとされている．修行者の間では，「ア

チュウは人の来世を見通す力をもつ」と信じられて

いる．修行者はアチュウの呪術的な力が科学的な説

得力を持つか否かを問題視しない．「天与の資質」

をもつアチュウの元で瞑想修行に励むことで，災難

を遠ざけ悟りの境地に近づくことを望んでいるから

だ．修行者一人一人がアチュウの人格を認め帰依す

ることで，修行地におけるカリスマ的支配の秩序が

保たれてきたのである． 

 

4.2 アチュウ法王への謁見（2003年8月） 

筆者がアチュウ法王を初めて訪問したのは2003年

8月30日であった．法王の住居は修行地内の小高い

丘の上にある．一日の大半を瞑想と読経に費やして

おり，加えて高齢であるため，側近以外の面会は極

めて難しいと複数の漢人修行者から聞いていた．た

だし，面会の機会が得られるとすれば夕刻であると

いう情報も得ていた． 

本部の門を入ると，広い庭の一隅に30名ほどのチ

ベット人が列を作っていた．彼らはヤチェンの僧侶

や近隣の村々からやって来た在家信徒であった．列

の先頭には大人一人が入れる大きさの受付小屋があ

った．小屋の中で信徒に応対していたのは，アチュ

ウの侍者を務めるチュジャ（曲扎）であった．信徒は

各々，カタという白い布（相手に敬意を示す）に10元

から100元札を結わえてチュジャに献じた後，相談

事をもちかけていた．後ほどチュジャに確認したと

ころ，生まれた子どもへの命名依頼とか，体調を崩

した家族の健康相談，五明仏学院（四川省色達県）で

学ぶ縁者へのことづけなどであった．チュジャはア

チュウの代理として，毎日相談役を引き受けている． 

アチュウとの面会をチュジャに申し出たところ，

幸運にも了承が得られた．案内された場所は，アチ

ュウの執務室に隣接した狭い箱状の空間であった．

先ず五体投地の礼を行い法王に敬意を示した後，布

施を結わえたカタと日本から持参したカメラのフィ

ルムを数本献じた．アチュウは返礼として筆者の首

に新しいカタを掛け，遠方からの訪問をねぎらった． 

椅子に坐ったアチュウの両脇で，従者役の僧侶二

人が法王の足に薬を塗っていた．面会には先ほどの

チュジャが立ち会ってくれた．筆者は修行地へ来る

前日，白玉（ペユル）寺仏学院でトッテン・バゾン活

仏から教えを受けたことを報告した後，徳格（デル

ゲ）・色達（セルタ）・新龍（ニャロン）など四川省甘

孜（カンゼ）州内の各県で行った調査内容及びチベッ

ト仏教の現状と課題について私見を述べた．アチュ

ウは「日本での密教修行の方法」と「日本でのチベ

ット仏教の受容」という二点に強い関心を示した．

そして，これを機に筆者がヤチェンでしっかり修行

を行うことを勧めてくれた． 後に，修行地での滞

在許可を求め，宿泊場所について相談したところ，

チュジャの客間を使うようにとの指示があった．チ

ュジャからもらった名刺には「阿秋法王侍者 曲

扎」と記されていた． 

アチュウはふだんチベット語カム（東チベット）方

言を話し漢語は解せない．一方，筆者が用いるのは

漢語であり，チベット語はラサ地方の基本単語を少

し知る程度にすぎない．面会の場では，先ず筆者の

発言を漢人僧侶が要約してチュジャに伝え，チュジ

ャはそれをカム方言のチベット語でアチュウに伝え

た．しばらくやりとりが続いたあと，アチュウはチ

ュジャに指示を与えた．チュジャはそれを手帳に控

えた後，面会の終了を私に告げた．面会で も驚い

たことは，アチュウの身の回りの世話をまかされて

いる従者の一人が，漢人僧侶であったことだ．彼の

存在は，漢人修行者や漢人支援者とヤチェンの結び

つきが強まっていることを如実に物語っている．ま

た，宗教局や公安局，統戦部等の機関が発する情報

を敏感にキャッチするアンテナ役も兼ねている． 

チュジャはアチュウの指示で，筆者をダジェ（達
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吉）活仏の僧坊へ案内した．ダジェは修行者への教

育を担当する若い幹部僧の一人である．年齢は30歳

前後，端正な顔立ちで知的な雰囲気を備えていた．

漢語が堪能であり，語彙が豊富な上，発音は極めて

標準的であった．イラク戦争に日本が加担すること

もラジオを通じて知っていた．ダジェの僧坊はアチ

ュウの住居から50ｍほど離れた傾斜地にあった．こ

の一画の僧坊群は，アチュウが指名した15名の有能

な幹部僧たちのものである．彼らはアチュウから直

接指導を受けることが許されている，いわゆる若き

エリートたちである．個室の僧坊内には，プロパン

ガス付きの厨房が設けられており，小型の太陽光蓄

電板も備わっていた．ダジェは瞑想と読経を一日に

4回行っていた． 

 

4.3 権威の委譲 

ヤチェン修行地は修行者や在家信徒がアチュウ法

王を熱狂的に崇拝することで，急速に規模を拡大し

てきた．開設当初，アチュウは修行者の状況を把握

しつつ，選抜した少数の弟子を指導するという直接

的な（純粋な）カリスマ的支配を行っていた．しか

し，年を追うごとにアチュウの持つ資質，つまり高

度な学問と霊性が多くの修行者を引き寄せ，修行地

は膨張していった．修行者数がアチュウの指導可能

な範囲を超えてしまうと，人格的帰依の関係を保つ

ことが困難になってきた．その結果，開設からわず

か十年足らずの間に，アチュウは自らのカリスマ的

権威を側近へ部分的に委譲し始めたのである．委譲

に踏み切った背景には，高齢と体調不良という自ら

が抱える事情も存在していた．2001年には北京で，

2003年には上海で療養生活を送ることを余儀なくさ

れている22）．その際，石家荘（河北省）と普陀山（浙

江省）で法会を開き放生を行ったことが，広範囲の

漢人信徒とアチュウの距離を縮めることになった． 

権威の一部を譲り受けたのは若手のアソン活仏を

中心とした側近の弟子たちであった．アチュウは自

ら発掘した埋蔵教説やニンマ派の秘儀を弟子に直接

伝授することで，カリスマ的権威の一部を分与した

のである．こうした数名の側近と幹部僧がアチュウ

の代理として直接修行者を指導することで，修行者

集団は秩序を維持していった．彼らがアチュウの人

格的影響力を引き継いでいることは，僧尼がアチュ

ウのみならずアソンの肖像メダルを大切に身につけ

ていることからわかる．アチュウから直接指導を受

けることはできなくても，アソンのメダルを身につ

けることでトップのカリスマ的権威に触れることが

できるのである．2003年8月，修行地内ではアチュ

ウ，プッダ，アソン，ジグメ・プンツォク，カルマ

パ17世のメダルや写真が売られていた．商店内には

ダライ・ラマ14世のポスターも掲げられていた． 

このような支配形態を，ウェーバーは「カリスマ

的支配の日常化」と名付けた23）．現在のヤチェン修

行地は，アチュウの直接的支配から日常化へ至る過

渡期にあると考えられる．ただし，アチュウのカリ

スマ的権威は依然として保たれており，アソン等側

近による権威の多元化には至っていない． 

 

証しが長期にわたって現われず，カリスマ的

資質を恵まれていた者が，彼の神によって，あ

るいは彼の呪術力や英雄力によって見捨てられ

たということが明らかになり，彼が長期にわた

って成功を納めえないとき，とりわけ，彼の指
．．．

導が被支配者たちに対して何らの幸
．．．．．．．．．．．．．．．．

（さち）をも
．．

もたらさない
．．．．．．

ときは，彼のカリスマ的権威は消

滅のチャンスをもつことになる24）． 

 

アソン活仏が担っている役割は教義や修行の指導

のみならず，アチュウが優れた学問と類いまれな霊

性の持ち主であることを修行者にきちんと伝えるこ

とでもある．修行者がアチュウに抱く畏敬の念が薄

らいでしまえば，カリスマ的支配の秩序は容易に崩

れてしまいかねないからだ．ウェーバーは「カリス

マ的権威の存立は，その本質に照応して，すぐれて

不安定
．．．

（ラビール）なものである」と指摘している25）．
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「天与の資質」を兼ね備えたアチュウも自らの肉体

の限界を克服することはできない．カリスマ支配の

形態が直接的（純粋的）であればあるほど，指導者の

死は支配の秩序に大きな打撃を与えることになる．

そこで，アチュウは自らの絶対的な権威を背景に，

カリスマ権威の一部を側近に委譲し後継者の育成に

着手したのである． 

アソン活仏の下には4人の少年（青年）活仏が育成

されている（図6）． 

リグゼン・ワンス（アリグ・ドジェチャンの転生ラマ） 

サンガン・テンペ（セラ・ヤンチュルの転生ラマ） 

テンジン・ニマ（ジグメ・ルンドラップの転生ラマ） 

ソナム・ジグメ（ソナム・ニエンドラの転生ラマ） 

  

少年活仏はいずれもアチュウ法王の導師たちの転

生ラマであり，アチュウ法王・アソン活仏の下で

日々英才教育を受けている．アチュウ法王圓寂後

は，アソン活仏が権威を受け継ぎ，リグゼン・ワン

ス（アチュウ法王の導師であったアリグ・リンポチ

ェの転生ラマ）を中心とする4人の青年活仏がカリス

マ支配を支える構図ができあがると筆者は考える．

その際，カリスマを支える も重要な要素は，転生

ラマというチベット仏教の制度にささえられた権威

と学問の力である．呪術的要素はカリスマ性を補完

する役割にすぎない． 

 

4.4 アチュウ法王への謁見（2005年8月） 

広々とした修行地を見下ろす小高い丘の上にアチ

ュウ法王の住居がある．法王はここで読経と瞑想を

行い，弟子を指導し来客をもてなす．身のまわりの

世話をする侍者と側近の弟子を除き立ち入りは許さ

れない．法王への謁見が許されているのは，主に漢

人在家信徒や外国人来訪者，そして視察にやって来

た党や政府の幹部である．筆者は侍者（秘書）を務め

るチュジャと面識があったことが幸いし，2005年8

月25日夕刻に単独での謁見が許可された．侍者のチ

ュジャは法王の甥であり，アチュウがヤチェンで

も信頼している人物である． 

案内されたのは四畳半ほどの狭い部屋であった．

棚には経典や仏像仏具が収められており，テーブル

には信徒から贈られた菓子や果物が並んでいた．私

が話す漢語をチベット語に訳してくれたのはチュジ

ャであった．今回が二度目の訪問であること，日本

の雑誌にヤチェンと法王を紹介したこと，カンゼ州

の宗教事情を調査研究していること，漢人僧尼の修

行の動向に関心があること，昨年色達（セルタ）の五

明仏学院を再訪したこと等を報告し，3日間の滞在

許可を願い出た．法王は拙文の写真をしげしげと眺

めながら祝福して下さった．漢人への指導について

は弟子のアソン活仏や現在滞在中のプッダ活仏に相

談することを勧めてくれた．右手の指紋を押した紙

片を手渡しながら，「研究も大事であろうが，これ

を機にしっかり修行しなさい」と諭された．そして

期に「ジャンバ・イエシェ」というチベット名を

下さり面会は終了した．その日アチュウに謁見した

のは，上海・福建省・遼寧省等からやって来た漢人

信徒8名であった．そのうち女性3名はヤチェンでの

出家と長期修行を願い出ていた． 

 

図6 アチュウ法王と4人の少年活仏（2001年頃）
左よりソナム・ジグメ，リグゼン・ワン
ス，アチュウ法王，テンジン・ニマ，サン
ガン・テンペ 

Fig.6 Achuk Rinpoche and four young Rinpoches
（around 2001）.Sonam Jigme, Rigzen Wangsu, 
Achuk Rinpoche, Tenzin Nyima and Sanganag 
Tenpe, from the left． 
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4.5 法王の講義（2005年8月） 

2005年8月26日と27日，アチュウ法王の講義を拝

聴した．朝7時，銅鑼の音が修行地の隅々にまで力

強く響きわたった．それは「本日アチュウ法王が講

義を行う」という合図であった．約15分後，大経堂

前の広場に僧が現れはじめた．尼僧たちは敷物や傘

を片手に一列に並び，20分ほどかけて川向こうの僧

坊から歩いて来る．整然としたその様は，まるで蟻

の行列を思わせた．修行地開設から20年を経た今も

78歳（当時）の法王は数千名の修行者の前で講義を行

う（図7）．法王が一般修行者（出家者や在家信徒）の

前に姿を現すのは，年に数回の定例法会と不定期に

開かれる講義の時のみである．特別に選抜された幹

部僧約20名を除き，一般修行者が個々に法王から直

接指導を受けることはない． 

当日広場に集った僧尼はおよそ五，六千人，近隣

の村々からかけつけたチベット人信徒も200人ほど

いた．8時前，アチュウを乗せたジープが到着する

と，皆一様に頭を垂れ神妙な面もちで法王を出迎え

た．講義はマイクとスピーカーを通して広場全体に

流された．電源はガソリン式発電器や太陽光蓄電器

である．講義は両日とも2時間から3時間にわたって

行われた．27日は青海省の嚢謙（ナンチェン）から来

た50人を超す僧侶の一団が滞在していたこともあ

り，法王の説法には気迫がこもっていた．何度も力

説していたのは，「密教が重視する神秘釈，つまり

物事の本質を見抜く力」と「瞑想体験から得られる

智力」に関することであった．途中退席する者もな

ければ私語をする者もなく，聴衆は食い入るように

じっとアチュウの方を見つめていた．彼らにとって

直接法王の肉声を聴くことは，法王の霊性に触れ啓

示を受けることを意味している．そしてこのような

講義を通じて，アチュウという宗教カリスマへの全

人格的な帰依と信仰の絆を確認するのである． 

  

アチュウ法王が備えているカリスマの「力」と

は，卓越した「学問の力」，完成された「修行の

力」，そして人の来世をも見通すと言われる「呪術

的な力」である．法王はニンマ派に伝わる埋蔵経説

（テルマ）の発掘者であり，岩石に経文や仏像を浮き

上がらせたりする秘術を持つ霊能者でもある．こう

した類いまれな「天与の資質」の持ち主への畏敬の

念が，アチュウと修行者の支配関係を成立させてい

るのである．つまり，カリスマがもつ「偉大な力」

への讃美が求心力となり，1万人とも言われる巨大

な修行者集団に一定の秩序が保たれている． 

 

5．ヤチェン修行地事件 

 

5.1 2005年の政府報告 

2005年7月，インターネット上に掲載された中国

共産党の宗教政策に関する記事を見つけた．それは

白玉（ペユル）県の党と政府が，4項目からなる社会

秩序の改善策を実施した旨の報告であった（「白玉

県“四抓”整改見成効」2005年6月7日）26）．改善策

の柱の一つは宗教事務の管理強化についてであり，

ヤチェン修行地に対する「改善」内容は，次のよう

に記されていた． 

 

ヤチェンを監督指導する部署を新設し，30万

図7 アチュウ法王の講義（2005年8月） 
Fig.7 Achuk Rinpoche, giving a lecture （August 2005）
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元の予算を投じて整頓改革を行なった．現地に

「工作組」を派遣し，法律に違反する建物110棟を

撤去，僧侶156名を放逐した． 

 

「法律に違反する建物110棟」とは僧坊を指し，

「僧侶156名」の大半は尼僧である．「工作組」とは

中国共産党が調査や監督を目的として一定期間派遣

する非日常的な組織を指しており，この場合現地の

公安局と提携してヤチェンの監督指導・治安維持に

あたることが任務である．2005年8月，筆者はヤチ

ェンを訪れた際，診療所の東隣に工作組事務所が設

置されていることを確認した． 

 

5.2 事件の経過（2001年） 

ヤチェンで党・政府による弾圧行為が行われたの

は2004年のみではない．2001年に大規模な僧坊破壊

が強行されたことをヤチェンの尼僧が証言してい

る．その証言とレポートは「ダライ・ラマ法王日本

代表部事務所」のウェブサイト上に掲載されてい

る．本稿では2001年に実施された大規模弾圧を「ヤ

チェン修行地事件」と呼ぶ． 

「チベット東部で拡大する僧院の破壊」27） 

（2001年11月14日 カトマンドゥ／インターナ

ショナル・キャンペーン・フォー・チベット） 

「新世紀の「宗教活動」四川省における党政策の

実施」28） 

（2002年4月18日 チベット・インフォメーシ

ョン・ネットワーク特別レポート） 

はInternational Campaign for Tibetがヤチェンか

ら国外へ亡命した4人の尼僧に対して行ったインタ

ビューをまとめたレポートである．彼女たちの証言

を整理して以下に示す．2001年7月から9月の間，白

玉（ペユル）から工作組（5人～9人）が隔週で派遣され

てきた．工作組は尼僧居住区の中で も本部から離

れた区画の情報を収集し地図を作成した．9月の第1

週，工作組は整理の対象とした区画の僧坊に番号を

振り，取り壊しを意味する漢語「拆」の文字をペン

キで書いてまわった．次に工作組は僧尼を大経堂の

前に集めて，「白玉県出身の僧と尼僧のみ滞在を許

可する」「拆と記された僧坊の持ち主は自ら解体し

なさい」「指示に従わない場合は工作組が僧坊を解

体し，200元の罰金を科す」という通告を行った．

続いて9月上旬にチベット語と漢語で書かれた公示

が張り出された．ウェブサイトに掲載された公示の

一部を訳文のまま引用する（公示の原文は掲載され

ていない）． 

 

「僧院の管理，および保護を十分に保証するた

めの綿密な調査期間，（ペーユル郡の）工作隊

は，計画に基づき認可する境界外の僧，尼僧の

家屋を通知する．工作隊が，境界をはるかに超

えていると判断した（僧，尼僧の）家屋は，2001

年9月15日までに壊されなければならない．この

ような家屋が，上記の日付までにその居住者に

よって壊されなければ，ペーユル郡人民当局

は，居住家屋を強制的に破壊し，今回の命令に

従わなかった者に対しては，現在の法的基準に

基づいた法的措置を講じるものとする」 

 

「（ペーユル郡以外の）ほかの郡出身の僧，尼

僧，および中国人の僧，尼僧は，ここを退去し

自分の出身地へ戻り，ヤチェン僧院との関係を

絶たなければならない．ここからの退去は，

2001年9月15日までに行う必要がある．僧院の退

去，および出身地への帰還を行わなかった者に

対しては，四川省宗教管理委員会，および戸籍

法に基づき，ペーユル郡人民当局により厳罰な

法的措置が取られる」 

 

この時，強制撤去の対象となったのは，尼僧の居

住区だけではなかった．大経堂裏にある僧の居住区

も同様の被害にあったことが漢人僧侶の証言からわ

かった． 
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「工作隊は，（ヤチェンにある）集合住居の一部

を，徹底的に壊すことを決めた． 初に破壊さ

れた尼僧の家屋は，ペマ・カンド・リンにある

もので，そこでは，約400件（ママ）の家屋が壊さ

れた．そして，大祈祷室の後ろ側の丘では，デ

チェン・ターロ・リンが破壊された．デチェ

ン・ターロ・リンは，僧たちの居住区の一つ

で，僧たちは，尼僧たちが行ったように，壁を

押し倒さなければならなかった」 

 

引用文に出てくる固有名詞を含む語句の訳には不

適切なものも含まれるため，本稿で使用する語句と

の整合性を考え，該当するものを以下に示す． 

「ペーユル郡」→「白玉（ペユル）県」 

「工作隊」→「工作組」 

「ヤチェン僧院」→「ヤチェン修行地」「亜青寺」 

「人民当局」→「白玉県政府」「白玉県党委員会」 

「大祈祷室」→「大経堂」 

工作組の指示に従い，大半の僧尼が自ら僧坊の解

体を行った．指示に逆らうと僧坊内の家財道具を没

収されるからであり，場合によっては逮捕されるこ

とも恐れていたと言う．対象区域内で解体されなか

った僧坊は，10月10日に工作組の手で破壊された．

強制撤去された僧坊の総数は800戸を超えた．2001

年6月から7月に五明仏学院（色達県）で工作組による

同様な僧坊撤去が行われたことを考えると，ヤチェ

ンでの一連の騒動は仏学院事件の余波と言える29）． 

筆者はこれらの証言に基づき，2003年8月，撤去

の対象となった僧と尼僧の居住区を調査してみた．

図8は『増信妙薬－－救護主・成就自在降陽龍朶加

参心要略伝』所収の被害前の尼僧居住区であり，本

部から も遠い南側の一画である．図9は筆者が

2003年8月に撮影した撤去後の同じ場所である．木

材はすべて片づけられており，土台跡が残るのみで

ある．2007年8月現在きれいに整地されており，一

見しただけでは爪痕を発見できない． 

 

次に，図10は同じく『増信妙薬－－救護主・成就

自在降陽龍朶加参心要略伝』所収の解体前の僧の居

住区の一部である．場所は大経堂とマニ塚の裏手に

あたる傾斜地にある．そして図11は解体から約2年

後に筆者が撮影した写真である．僧坊に使用された

木材はすべて片付けられ，土台跡がはっきりと残さ

れていた．傾斜地であるため整地されることなく放

置されていた．現在僧坊跡は尼僧の修行場所として

利用されている． 

図9 撤去後の尼僧居住区跡（2003年8月） 
Fig.9 The site of nuns’quarter after clearance 

（August 2003） 

図8 工作組が解体する前の尼僧居住区（2000年頃）

Fig.8 Nuns’quarter, before demolished by a working 
team（around 2000） 
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6．「工作組」の派遣 

 

2003年8月，筆者はヤチェンで工作組の存在を確

認することはなかった．2001年に派遣された工作組

は10月に僧坊の解体・撤去の任務を終えた後，上級

の指示で解散した模様である．2005年8月，先の政

府報告「白玉県“四抓”整改見成効」（2005年6月7

日）から得た情報を手掛かりに，ヤチェン工作組の

動向に注目してみた．到着して 初に目に留まった

のは大経堂前の広場にいた公安局のパトカーであっ

た．工作組の職務内容を知る目的で幹部僧と女性の

漢人信徒に取材を申し込んだところ，匿名を条件に

承諾が得られた．筆者の見聞を交えながら取材内容

を以下にまとめる． 

 

6.1 工作組の任務 

アチュウ法王を中心とするヤチェン管理委員会を

監督指導し，治安維持につとめること．増加の一途

をたどる修行者の居住資格を調査し，総数の削減を

実現すること．この二点が主要な任務と考えられ

る．工作組の常駐が始まったのは2004年であり，白

玉県の統戦部・公安局・宗教局等の人員から構成さ

れている．当初陣頭指揮をとったのは県公安局の副

局長であった．工作組の事務所は診療所の東側にあ

り，各部署の関係者数名が常駐している．大経堂前

にパトロールカーを停めるのは工作組の存在をアピ

ールすることが目的であり，特別厳しい監視態勢を

敷いているわけではない．工作組のメンバーの中に

は，アチュウ法王を慕うチベット人も含まれてい

る．アチュウ法王は白玉県党委員会や県政府，そし

て工作組との衝突や対立を望んでいない． 

  
2007年8月，筆者はかつて工作組事務所があった

場所に公安局が派出所を建築中であることを確認し

た（図12）．鉄筋コンクリート製の頑強な建物であ

り，五星紅旗が翻っていた．今後，白玉県党委員会

図12 ヤチェンに建設中の公安局派出所（2007年8月）

Fig.12 A police station, under construction in Yarchen 
（August 2007） 

図11 工作組が撤去した僧居住区跡（2007年8月）

Fig.11 The site of monks’quarter after clearance 
（August 2007） 

図10 工作組が撤去する以前の僧居住区の一部
（2000年頃）．手前は大経堂（2007年8月現在
解体後新築中）． 

Fig.10 Monks’quarter, before demolished by a working 
team（around 2000）．The assembly hall, on the 
front（As of August 2007, under construction 
after demolition）. 
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の工作組と県政府の公安局が常駐しヤチェンの宗教

活動と漢人修行者の動向を監視することになる． 

 

6.2 僧坊の撤去 

政府報告にあるように，2004年から2005年にかけ

て尼僧居住区の僧坊が一部強制撤去されたことは事

実である．この二年間に，尼僧と女性信徒だけでも

約2000名が増加したと推測される．尼僧居住区域の

面積はそれほど拡張していないが，僧坊は限られた

区画内に極度に密集しており飽和状態にある．2004

年に工作組は居住区内に車輌が通行可能な道を整備

する必要上，僧坊の一部を撤去すると通告してき

た．衛生状況の改善と防火対策の強化を表向きの理

由にしていたが，実際は過密状態にある尼僧居住区

の管理を強化することが目的であった． 

頑強に抵抗し逮捕された尼僧もいたが， 終的に

は当局の計画通りに撤去され，居住区を取り囲む環

状道路（コンクリート製）と南北に走る縦貫路が作ら

れた30）．尼僧の居住区内だけでも常時数百匹の犬が

棲み着いており，これまで調査中の公安局員が狂暴

な犬に咬まれる事件が多発していた．外部の人間が

不用意に僧坊に近づくのは危険であり，尼僧ですら

咬まれることがある．このような事情から，パトロ

ールカーが通行可能な道を居住区内に整備する狙い

もあったと考えられる．この間に，2001年のような

特定の僧坊区域を狙い撃ちにした強制撤去が行われ

た様子はない． 

 

6.3 僧坊の管理 

中国政府は1980年代以降，既存の寺院の再建や宗

教活動の再開は認めているが，新たに寺院を興すこ

とは許可していない．そして寺院に籍を置く僧尼の

総数を削減する政策をとっている．したがって，若

い出家者が所属先の寺院を探すことは容易でない．

ひとたび寺院を追われると，物乞いをしながら町か

ら町を流浪し，民家で生活の世話を受けている僧尼

も相当数いる．ヤチェンはさまざまな事情を抱えた

尼僧の受け皿でもあるため，次々と修行地に流入し

てくる尼僧に対して県政府が頭を痛めていることは

確かである． 

  
ヤチェンへの管理を強化する目的で，白玉県公安

局と工作組は2006年に各僧坊の外壁にペンキで番号

を記入し，同時に尼僧の出身地や家庭状況の調査を

実施した（図13）．ペンキで書かれた「覚姆」は「尼

僧」を意味するチベット語「ジョモ」の音訳語であ

る．同様に「扎巴」は「僧」を意味する「タバ」の

音訳語である． 

短期居留証を管理する条例に基づき，2年間を超

す滞在者や他県出身者に退去を勧告することもあっ

たが政策は統一性を欠いていた．尼僧が整理対象に

狙われるのは，僧の3倍から4倍もの人数にまで増加

してしまったからである．体力も経済力も弱く，漢

語能力が低いという共通した事情も尼僧には不利に

はたらいている．公安の摘発と強制退去命令を恐れ

て，尼僧が一時的に裏山に身を隠すこともあった．

ヤチェンではよく「昨日5人の尼僧が出て行き，今

日10人がやって来た」と言われる．尼寺の受け入れ

先が見つかった者，病気で帰省する者，公安局の退

去命令に従った者，理由が不明な者等，「5人」が抱

える事情は一様ではない． 

ヤチェンの管理委員会も公安局も修行者の実数を

把握することは極めて困難である．2005年に県政府

図13 僧坊管理番号「覚姆四区4－1064」（2007年8月）

Fig.13 Abbey control numbers（August 2007） 
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が報告した撤去戸数と放逐者数は，あくまでも政府

が行った宗教政策の「成果」を示すものであり，不

確かなものと考えた方がいい．一旦放逐された尼僧

が，1ヶ月後に堂々とヤチェンへ戻ってくる例もあ

る．アチュウ法王は「ヤチェンへ来る者を拒まない

し，去る者を引き留めない」という姿勢を保ってい

る．工作組の進駐も拒否しなかったし，僧坊の破壊

にも抵抗しなかった．「党の宗教政策に対しては，

無抵抗と非暴力で向き合うことが肝要である」とい

う教訓を，法王は民主改革や文化大革命の経験から

学び取ったのである． 

 

7．漢人僧尼と信徒 

 

筆者はヤチェン修行地（3回）とラルン五明仏学院

（3回）への訪問を繰り返す中で，多数の漢人僧尼や

信徒に取材を重ねてきた．彼らがチベット仏教を学

ぶ理由は様々であるが，主体的に信仰と向き合う姿

に筆者はチベット仏教の新たな潮流を感じ取った．

とりわけ自然科学系の知識人が五明仏学院で在家信徒

となり後に出家した事例に接した時の驚きは極めて大

きかった．1980年代に始まった改革開放政策以後，科

学万能の時代をリードしてきた中国知識人の中には，

近代合理主義の弊害に悩み心の不安を訴える傾向が顕

著になってきた．彼らは何かの縁でチベット密教とい

う「聖なるもの」に出会い，インターネット上の各種

論壇で情報交換を重ねて行くうちに，信仰生活という

新たな進路を選択したのである31）．中国の寺院は文化

大革命終息後，施設の再建は進んだものの，政府の管

理強化と観光化の推進が修行と学問の根幹を揺るがす

事態となってきた．そこで漢人僧尼の中には，チベッ

ト仏教を通して自らの信仰を改めて問い直す者も現れ

てきた．以下にいくつかの事例を示しながら，ヤチェ

ンと漢人の関係を探ってみる． 

 

7.1 広州から来た女性信徒 

2003年8月，白玉（ペユル）県建設からヤチェンま

で乗り合いジープを利用した際，Ｙさんという女性

信徒と知り合った．車内で話をしているうちに，Ｙ

さんはインターネット上でチベット仏教に触れたこ

とがきっかけで出家する決心を固めていることがわ

かった．車内での会話を整理し，Ｙさんの人物像を

以下に示す． 

性別：女 

民族：漢 

年齢：55歳 

住所：広東省広州市 

学歴：初級中学卒 

職歴：1964年繊維関係の国営工場勤務 

    1998年経営悪化と施設老朽化により工場閉鎖 

    退職後，夫と小さな飲食店を経営 

家族：夫，子ども2人 

持参金：約8000元 

Ｙさんがヤチェンへやって来たのは2003年5月で

あった．8月までの3ヶ月間は，生活基盤の整備と得

度の準備に費やした．ジープの荷台には，建設の町

で買い求めた中古のストーブ兼コンロ，燃料の薪，

当座の食糧，布団と毛布，好物の泡菜（四川特産の

漬物の一種）を入れた壺などが積まれていた．ジー

プの客はＹさんと筆者，そして2人の若い尼僧であ

った．Yさんは尼僧に包子を与えながら，修行地内

の様子をあれこれと質問していた． 

8月にＹさんの僧坊が完成した．広さは3畳間程

度，床から天井までの高さは約2ｍある．家財とい

えるものは炊事兼用の薪ストーブと寝具だけであ

る．床と天井と壁は3cm厚の板を組み合わせた単純

な構造であり，入口と採光窓を一つ設けてある．内

装は建設の町で購入した厚手のビニールシート（床

用）だけだ．小屋は職人に頼めば1週間で組み上が

る．Ｙさんの場合，材料費と手間賃を合わせて2500

元（日本円で約38000円）を要した．森林資源に乏し

いこの地域では，材木価格は世間相場より高めだ．

3ヶ月の生活と得度の準備で，彼女の持参金は半分

の4000元に減ってしまった． 
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小屋が完成するまでの間，彼女は同郷の漢人尼僧

が暮らす小屋に身を寄せていた．その寝床は，狭い

土間に段ボールとビニールを幾重にも重ね毛布を敷

いただけの粗末なものであった．壁は粘土を固めて

積み上げたもので，小屋の内部は昼間でもうす暗

く，空気は湿り気を含み重く感じられた．ここでの

Ｙさんの生活と修行のスペースは，この1畳ほどの

寝床だけであった．身のまわりのものといえば，食

器と洗面具，密教の入門書（漢語版）だけである． 

新築した僧坊は，食事と就寝といった生活の場で

あるとともに，瞑想を中心にした修行の場でもあ

る．ヤチェン修行地は瞑想を重視することで知られ

ており，僧侶の睡眠時間はいたって短い．チベット

暦の9月15日から約100日間にわたって行われる瞑想

修行（閉関修行）の期間中，僧尼は僧坊や小屋に籠

もりひたすら瞑想に励む．その間，身体を横たえ

ず，坐ったまま壁にもたれて睡眠をとる者もいる．

寝床は就寝の場であるとともに読経と瞑想の場でも

ある． 

各小屋に電気はなく，夜の灯りはローソクとかま

どの火に頼っている．外灯もないため，夜の外出に

は懐中電灯が欠かせない．日が暮れる前に読経を終

え，日没後は寝床で瞑想をおこなう．その後，5時

間程度軽い睡眠をとり，深夜3時頃から再び長い瞑

想の時が始まる．アチュウは修行者に対して，瞑想

をきびしく要求している．真っ暗な閉ざされた個の

空間で寝床を整えて坐し，静かに呼吸を整えながら

身体と言葉と意識を浄化させていくのである．Ｙさ

んは「小屋には便利なものはなにもないが，目を閉

じて瞑想に入れば，満ち足りた世界がそこには広が

っている」と語った． 

 

7.2 五台山から来た漢僧 

2003年に筆者がヤチェンに滞在した際，アチュウ

法王と侍者のチュジャの配慮により，Mさんが食事

の世話をしてくれた．彼は山西省の仏教聖地五台山

から修行に来た漢人僧侶である．その風貌は俗塵を

避けて山中にこもる行者然としており，立ち居振る

舞いから彼の実直さを感じ取ることができた．Ｍさ

んが炊事に使った僧坊は，香港人僧侶が所有するも

のであったが，政府の通達により香港・台湾及び外

国籍僧侶のヤチェン滞在に厳しい規制が加えられ，

彼はやむなく香港へ帰郷中であった．Ｍさんは食事

の他にソーセージ・カップ麺・ビスケット・コーラ

等を筆者の寝室（チュジャ宅の客間）まで届けてくれ

た．彼は筆者のことを「大喇嘛の客人」（「喇嘛」

は僧侶の意，「大喇嘛」は偉大なる僧侶，つまりア

チュウ法王を指す）と呼び，きちんと接待すること

が 高の修行であると語った． 

漢人僧尼の修行状況についてMさんに質問する

と，翌日講義へ案内してくれた． 

日時：2003年8月31日午後2時30分 

場所：大経堂頂楼 

講師：ダジェ活仏 

テキスト：『誦修金剛薩埵法』 

これは漢人の僧・尼僧・信徒を対象とした講義で

あった．漢人への指導役は主にアソン活仏・プッダ

活仏・ダジェ活仏である．彼らは漢語の運用能力が

高く，修行地内で使われているテキストの漢語版は

プッダ活仏が翻訳したものである．頂楼（経堂 上

階の特別室）に集った漢人僧尼の数は約30名であっ

た．彼らはチベット語の経典が読めないため，教義

の理解はもっぱら漢語版テキストに頼らざるをえな

い．ただし，経典の重要な箇所は，漢語音のルビを

頼りにチベット語で朗唱する．参加者はダジェ活仏

の一言一句を聞き漏らすまいと，真剣な表情でノー

トにペンを走らせていた．持参したテープレコーダ

ーに講義を録音する者もいた．その日の講義で僧衣

をまとい剃髪したＹさんと再会した．僧坊の完成と

ともに，彼女の仏門生活が始まったのである． 

 

7.3 プッダ活仏と漢僧経堂 

2005年8月，ヤチェンでプッダ（普巴扎西）活仏の

講義を拝聴する機会があった．場所は修行地本部西
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側の丘の上に建てられた小さな経堂である．ただし

バラック風の平屋であり，外観には経堂を思わせる

ような荘厳な装飾はまったくないが，ヤチェンでは

「漢僧経堂」と呼ばれている（図14）．周囲には20匹

ほどの大きな黒い犬が横たわり，外来者に目を光ら

せている．当日の出席者百数十人はほぼすべて漢人

であり，香港人・台湾人も数名含まれていた．目算

したところ出家者が90人前後，在家信徒が50人程度

であった（図15）．広さはおよそ30畳，百数十名が坐

ると立錐の余地もなかった．ヤチェンの工作組は漢

僧経堂の存在をもちろん知っているが，漢僧へ表だ

った圧力を加えている様子は窺えなかった． 

プッダ活仏の講義はすべて漢語で行われていた．

少し訛りはあるものの，流暢な「普通話」（共通語）

であった．在家信徒たちは大多数が講義をカセット

テープやＭＤに録音し，要点をノートに書き留めて

いた．彼らは導師の教えを頭で理解するのではな

く，身体で吸収しているように感じられた．師弟の

表情は真剣そのものであり，狭い経堂には学問と修

行が渾然一体となった霊妙とも言える空気が充満し

ていた．アチュウ法王は漢語を解さないため，漢人

修行者にとってプッダ活仏の言葉は，アチュウの言

葉であり教えであった．修行者に共通する目的は，

ニンマ派の教義を直観力をもつ導師から学び取るこ

となのである． 

 
プッダ活仏は甘孜州理塘（リタン）県出身，中国各

地の都市（漢地）で漢人信徒に教えを授けており，彼

らから大きな支持を得ている．そのことは各種ネッ

ト掲示板でのプッダ活仏への熱狂ぶりを見ればわか

る．彼のヤチェン滞在は不定期であり，ヤチェン専

属の活仏ではない．彼は漢人信徒から多額の布施を

得ているため，「僧衣をまとったビジネスマン」と

ヤチェンでは揶揄されることもある．講義終了後，

使用されている漢語版テキスト4册をプッダより譲

り受けることができた． 

『顕密甘露心滴念誦集』 

『諸宗派精要宝蔵』 

全知無垢光尊者著『「普賢六界続・十六種辯別」

講記』 

華智仁波切造論『屠夫真言』 

4册すべてプッダ活仏が編集・翻訳したものであ

る．テキストは非売品であり，活仏が修行を許可し

た者にだけ与えられている．筆者は修行者ではない

が，漢人僧尼の世話役をしているＭさんの助力を得

て，特別に譲っていただいた．いずれもアチュウ法

王が極めたニンマ派大圓満法の奥義を理解するため

の参考書である．筆者はテキストの内容を論じるだけ

の専門知識をもっていないが，仏教学の分野から修行地

の教義を探る際には貴重な資料となるに違いない． 

図15 漢僧経堂で講義を行うプッダ活仏（2005年8月）

Fig.15 Puda Rinpoche, giving a lecture in the Chinese 
assembly hall（August 2005） 

図14 漢人僧尼と信徒が集う漢僧経堂（2005年8月）

Fig.14 The Chinese assembly hall with Chinese monks 
and nuns as well as followers（August 2005） 
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7.4 プッダ活仏の弟子 

漢地仏教からの流れ 

Ａさん（男・38歳）はヤチェンでは古参の僧侶であ

る．山西省五台山の寺院に属していたが，チベット

仏教ニンマ派の学問と薬草学を学ぶ目的で，2000年

に四川省甘孜（カンゼ）州にやってきた．密教の奥義

に触れるには，ニンマ派の教義が重要な手掛かりに

なると感じたからである．四川省内チベット地区の

宗教政策はチベット自治区と比べて政府の監視がゆ

るやかであり，しかも薬草の宝庫でもある．甘孜州

内で幾つかの僧院の門を叩いてみたが，受け入れ先

を見つけることはできなかった．妨げとなったの

は，言葉の壁と公安への届け出であった．失意に沈

み半年ほど州内を流浪したあげく， 終的にヤチェ

ンにたどり着いた． 

ヤチェンにはＡさんのようにチベット仏教に関心

を持ち積極的に行動する漢人僧侶もいれば，所属先

の寺院で定員削減の憂き目を見て流れ着いた者もい

る．現在活動が許されているチベット仏教各寺院

は，地元政府の宗教局が実施している定員抑制策に

苦悩している．その上，宗教局は漢僧がチベット仏

教寺院に移籍することを認めていない．このような

事情から，甘孜州においては，寺院ではなく修行地

に漢人僧尼が秘かに流入してきているのである．事

情はさまざまであるが，政府による宗教活動への干

渉と半ば形骸化した漢地仏教の信仰と学問に対する

不信感，そしてチベット仏教の教義への興味が，漢

僧の心を揺さぶっているように感じられた．漢僧の

間にこのような底流が見られることは注目に値する． 

ラルン五明仏学院からの流れ 

Ｂさん（女・29歳）は四川省成都近郊の尼寺にいた

が，ニンマ派の大圓満法を修めるため，2001年に色

達（セルタ）県のラルン五明仏学院に入学した．とこ

ろが，その直後に四川省政府が学院の規模拡大と学

僧の増加を嫌って大規模な引き締め政策を実施した

ため，やむなくヤチェンに逃れてきた．公安局の摘

発を逃れ学院に留まった尼僧たちも，ジグメ・プン

ツォク院長の圓寂（2004年）を機に，学院を離れてヤ

チェンに移って来た者が少なからずいる． 

ヤチェンが漢人修行者を本格的に受け入れ始めた

のは1995年頃であった．94年に，ジグメ・プンツォ

ク院長がヤチェンで法話を行ったことが契機とな

り，漢人の間でヤチェンとアチュウ法王の存在が知

られるようになってきた．1998年にはアチュウ法王

が三千人の弟子を率いて五明仏学院に赴き大法会に

参加した．それ以後，仏学院とヤチェンの間に，確

かな信仰の水脈が通じたのである32）． 

五明仏学院における引き締め政策（五明仏学院事

件）と院長圓寂という二つのマイナス要因が漢僧に

不安と失望を与えたことにより，仏学院の求心力が

低下しつつあることは否定できない．仏学院を襲っ

た宗教弾圧という激震の爪痕は今なお残っており，

小さな余震は今後も続くと思われる． 

新規出家者・在家信徒 

Ｃさん（女・55歳）は遼寧省出身，海南島で医師と

して多忙ながらも充実した日々を送っていた．長年

にわたる精神的疲労の蓄積と西洋医学依存への疑念

から，しだいにチベット仏教ニンマ派が重視する瞑

想体験への興味を深めていった．西洋医学への反省

から，論理的思考よりも瞑想体験を通じて心と身体

の繋がりを考え直すことで現在の医療に欠けている

ものを補えるはずだと思ったのである．友人から紹

介された「寧瑪資訊」のウェブサイトと論壇を通じ

て，五明仏学院とヤチェンの存在を知り在家信徒と

なった．2005年の夏，病院を早期退職してヤチェン

にやって来た．数週間ここに滞在し，決心がつけば

出家し修行生活に入るそうだ． 

ヤチェンに滞在する漢人の実数を把握することは

困難であるが，2000年以降 大で200人から300人程

度と思われる．全修行者に占める割合は2％程にす

ぎない．僧尼は3年から5年の長期修行者，信徒は3

ヶ月から1年の短期修行者が中心である．甘孜州一

帯は，古くからチベット人と漢人の間で人と物の交



 ヤチェン修行地の構造と中国共産党の宗教政策 21 

 - 45 -

流があった地域であり，漢人への心理的抵抗は中央

チベットと比べると少ない．2007年8月，ヤチェン

の幹部僧に聞いた話では，工作組が常駐して以後，

漢人への規制は明らかに強まり出家者の長期滞在は

減少傾向にあるそうだ．台湾・香港・シンガポール

等の華人修行者は2001年の事件以後，一部の例外を

除いてヤチェンから追放されてしまった． 

 

8．電脳空間に築かれた信徒の聖地 

 

8.1 ネット上の神々 

1970年代アメリカでテレビ伝道師が相次いで誕生

し，「ブラウン管の神々」と呼ばれたことはよく知

られている．アメリカに限らず多くの自由主義国で

は，教団が教えを広め信徒を獲得するための手段と

してテレビ・ラジオ・映画等，各種メディアを有効

に活用してきた．教団自身がスポンサーとなり，番

組制作に直接携わることも可能であった33）．一方，

中華人民共和国では，宗教団体がテレビやラジオを

通じて布教活動を展開することは許されていない．

近年テレビ放送は多チャンネル化と番組の多様化が

顕著になってきたが，1958年の試験放送開始以来，

政府は一貫して放送内容に制限を加えてきた．チベ

ット仏教をテーマにした番組が放送されるとすれ

ば，「党と政府の保護を受け自由に活動しているニ

ンマ派の僧院」とか，「寺院を観光客にも開放し，

西部大開発政策に貢献しよう」，「愛国主義教育を展

開し，祖国を分裂から守ろう」といった類の政策宣

伝が目的である．テレビに限らず各種メディアは，

政府が宗教政策を推進するための宣伝手段でもあ

り，教団がスポンサーになることも，番組制作に携

わることも不可能である． 

ところが，20世紀末にインターネットの時代が到

来したことを契機に，中国の信徒組織は，ウェブサ

イトというメディアに神々を登場させはじめた．現

在チベット仏教に関するウェブサイトは多数ある

が，本稿で取りあげるのは，主に都市部の漢人信徒

が運営しているニンマ派のサイトである．「ニン

マ」とは「古い」を意味するチベット語である．ニ

ンマ派はチベット古密教の流れを汲み，埋蔵経説

（テルマ）を利用した秘法の伝授に特徴がある．一般

にその教義は神秘的色彩が濃いと言われ，中国では

漢人社会のあいだでも徐々に関心が高まっている．

ニンマ派のサイトをにぎわせている高僧の中で，筆

者が注目しているのはジグメ・プンツォク法王とア

チュウ法王である．「カリスマ的指導者」と「神秘

性を帯びた教義」，それに漢人信徒の多様な「宗教

体験」が交錯し，各サイトの電子掲示板は年々活況

を呈している．ラルン五明仏学院のジグメ・プンツ

ォク法王は2004年に入寂したが，現在も東チベット

では広く信仰の対象となっている． 

 

8.2 掲示板と信仰体験 

ヤチェン修行地は中国の漢人社会では「亜青寺」

という漢語名で呼ばれており，ネット上で一般に用

いられる呼称も「亜青寺」である．2006年2月当時，

「グーグル中国語版」で「亜青寺」をウェブ検索す

ると8340件がヒットした．筆者がネット上でヤチェ

ン関連の情報収集を始めたのは2002年であった．当

時のヒット数はわずかに200件弱と記憶している．

ヒット数が急増した理由は，この間に漢人信徒が運

営するニンマ派サイトの掲示板活動が活発になった

からである．もちろんその背後には，中国における

インターネット人口の急速な伸びも関係している．

こうしたサイトは，中国国内のチベット人僧尼や信

徒に情報を提供することが目的ではなく，もっぱら

漢人信徒を主体とした交流と信仰の場である．東チ

ベットを中心に強大な影響力を持つ指導者アチュウ

法王と1万人の修行者からなる大規模宗教集団の存

在は，中国政府にとって「頭痛の種」となってい

る．近い将来，政府がヤチェンの更なる肥大化と漢

人信徒の熱狂を「脅威」と受けとめた時，ネット上

から一時的に「亜青寺」の名前が削除されることも

ありえる． 
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チベット仏教の教えに心の拠り所を求める漢人信

徒たちがネット上の掲示板で出会い，互いの信仰体

験を語り情報を共有するという現象も現れはじめ

た．ネット掲示板は信徒が匿名でコミュニケーショ

ンする上でも重要な役割を果たすようになってき

た．ただし都市部に暮らす漢人信徒にとって，チベ

ット人が寺院の行事に参加するように直接的な信仰

体験を持つことは極めて困難である．そこで掲示板

から他人の宗教体験に触れることを通して，自分の

信仰に確信を深めていくという現象が広がりを見せ

ている．2006年3月当時に活動していた主要な掲示

板を掲げる． 

「佛教聯盟社区」 

 http://www.cbfn.org/ 

「大圓満論壇」 

 http://bj2.netsh.com/bbs/94063/ 

「如是文化社区」 

http://bbs.rswh.com/index.php?s=e4856f930fce123

9919dbdfe3f653bb4 

「鄔金論壇」 

 http://tw.netsh.com/eden/bbs/713582/ 

「喇嘛千諾」 

http://www.tibetbuddhism.net/lama-chenno/index.asp 

「十萬虹身聖地」 

http://bj3.netsh.com/fcgi-bin/listboard.fcgi?bookname

=128667 

各種掲示板では，ヤチェン修行地に関して以下の

ような話題が登場する． 

・アチュウ法王への謁見方法 

・プッダ活仏の行動予定と講義内容 

・「大圓満法」の教義解釈 

・テキストの入手方法 

・僧坊の購入方法と価格 

・修行地への交通手段 

・放生の案内と記録 

・僧尼への経済的支援 

・法会の開催時期 

・祈祷の金額と依頼方法 

掲示板に書き込まれた各種情報や個人体験は，短

時間のうちに不特定多数の読者が共有することがで

きる．しかもその内容は，ヤチェン管理委員会が直

接管理しているものではない．漢人信徒の信仰は，

経典の教えや僧侶の説教を通じた直接的なものより

も，他者の宗教体験に共鳴し間接的に育まれてきた

という側面が大きい．「私」の宗教体験が広く読み

継がれて「私たち」の信仰となり，経典に依らない

新たな「教義」として共有される状況が生まれてい

る．ただし，信徒間の対話が過熱しすぎると，新た

な「教義」はネット上を漂流し無責任に暴走してし

まう危険性もはらんでいる34）． 

 

8.3 宗教と霊性 

2004年頃から主に漢人信徒の間で，アチュウ法王

やジグメ・プンツォク法王といったカリスマ性を持

つ宗教指導者の肖像写真がネット掲示板に出まわる

ようになってきた．昨今，「気功」「瞑想」「密教」

「呪術」「神秘体験」といったキーワードに導かれ

て，ニンマ派の各種サイトを訪問する者が増えてい

る．中国ではインターネットが普及した都市部を中

心に，「ネット上の精神世界」が徐々にその輪郭を

現し始めている．その潮流を支える柱の一つは，競

争社会の中で過度のストレスを感じ，「不安」「恐

怖」「病」といった苦悩と向き合い救済を求めてい

る，いわば「宗教的無党派層」である35）．そこには

権威的な教義は存在せず，先進国でしばしば話題と

なる怪奇現象や超能力といった商業的娯楽的要素も

見られない．その内部には，教祖なき静かな「熱

狂」が横たわっている． 

気功や瞑想といった「精神世界」に漠然とした興

味を抱く者たちも，ニンマ派サイトの掲示板に参加

することがある．特定の僧侶と師弟関係を結ぶ在家

信徒，信仰の入口で迷いながらたたずむ者，そして

「精神世界」の多様な住人たち，彼らはウェブサイ

トという身近なメディアを通じて，「聖なるもの」
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を意識の周辺から中心に移動させようとしている．

このような「精神世界」への共鳴を肯定的に捉える

層が中国で拡大しつつあることは，中国漢人社会に

おけるチベット仏教の受容を考える上で注目してお

かなければならない．筆者は宗教学者の島薗進が提

起した「新霊性運動」「新霊性文化」という概念に

類似した現象が，中国にも芽生えていると考える．

その担い手は，主に都会に暮らし知的レベルと生活

水準が比較的高い層である．共通する特徴として，

特定の教団・指導者・教義と直接的な関係を結ばな

い点，覚醒時とは異なる意識の存在（意識の変容）を

認めている点，人間の心身に内在する霊的なものを

尊ぶ点などがあげられる36）．彼らは個人の自律性を

重んじ，特定の教団による拘束を嫌っている． 

筆者は中国の漢人社会にはチベット仏教ニンマ派

に対する信仰と興味を支えるグループが二つあると

考えている．一つはニンマ派を正面から「宗教」と

して意識している熱心な漢人信徒のグループ，もう

一つは「霊性」や「聖なるもの」という広範囲かつ

多義的な概念でゆるやかに結ばれたグループであ

る．両者がネット上で出会い，電脳空間で互いに交

流を重ねていくうちに，漢人社会の中でチベット仏

教が裾野を拡げ大衆文化として消費されはじめたの

である．後者ははっきり目に見える形の組織的形態

をとっていないが，中国社会に芽生えた新たな宗教

運動として，漢人社会に大きな影響を与える可能性

を秘めている．中国における「新霊性運動」は漠然

とした集合体であるが，個々人の意識の根底に深く

根を張っている点で，商業主義的観点から消費され

る商品としての宗教とは異なっている37）．漢人のヤ

チェン修行地への関心は，こうしたネット上の潮流

からも作られていったと考えられる． 

 

9．「寧瑪資訊」の尼僧支援活動 

 

「寧瑪資訊」のウェブサイトには，「佛教聯盟社

区」という論壇（掲示板）がある．この論壇にしばし

ば登場する話題は尼僧への支援活動である．図16は

ヤチェンに暮らす尼僧の名簿「亜青寺貧困覚姆名

単」（2003年）の冒頭である．「覚姆」は尼僧を意味

するチベット語「ジョモ」の音訳語である．ここに

は経済的援助を必要としている1785人の氏名と年齢

が示されており，サイトを通じて支援者を募ってい

る．尼僧の中には親元から仕送りを受けることで生

活できる者もいるが，その割合は大きくない．彼女

たちは全国の信徒からヤチェンに寄せられた祈祷や

祈願に対して読経を行うことで，管理委員会（ヤチ

ェン本部）から報酬を受け取ることができる．不定

期ではあるが，月額に換算して200元程度になる

38）．そして大多数の尼僧は，管理委員会から生活費

や食糧を受け取り質素に暮らしている．数千人規模

にまで膨れあがった修行者集団の生活をまかなうに

は，外部からの資金援助が不可欠である．そこでヤ

チェン本部は「寧瑪資訊」と提携し，インターネッ

トと漢人信徒間の人的ネットワークを通じて，尼僧

を中心とした修行者全体への支援を訴えることにし

た．その取り組みは「飢えと寒さに耐えつつ修行に

励む尼僧を救済する活動」と名付けられた39）． 

  
この活動を支える趙本勇居士の心を突き動かした

ものは，空腹と病に苦しむ尼僧の姿であった．その

時の悲痛な思いを，彼は「縁起文」の中で述べてい

る40）．1998年の夏，趙本勇は四川省色達（セルタ）県

のラルン五明仏学院を初めて訪問した時，腹部を抱

図16 ウェブサイト「寧瑪資訊」に掲載された尼
僧名簿の一部（2003年） 

Fig.16 Part of nuns’list posted on the website Nyingma
Infomation（2003） 
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えてうずくまる尼僧に出くわした．通りかかった漢

人僧侶の話では，数日前から痛みが続いており，急

性虫垂炎が疑われた．仏学院には医療設備がないた

め，彼女をトラクターの荷台にのせて20kmほど離

れた町の病院まで連れていこうとしたが，彼女の所

持金はわずかであった．別の尼僧が残飯の中から野

菜の切れ端を拾い集めている場面も目撃した．ツァ

ンパ（麦こがし）すら満足に食べられない者が黙々と

修行に励む姿は痛々しいものであった． 

図17は「寧瑪資訊」のサイト内で紹介されている

困窮した尼僧の姿である．ヤチェンに来たばかりの

彼女は知り合いの僧坊で寝起きしているが，満足な

寝具すら持っていない．寝床は狭い土間に干し草と

ビニールシートと羊の皮を敷いただけであり，寒さ

と湿気から身を守るにはあまりにも厳しい状況であ

る．年齢に関係なく大半の尼僧が，貧血・栄養不

良・下痢・リュウーマチ等，体調に不安を抱えてい

る．家族や親戚からの援助を期待できない尼僧たち

をいかにして救済すればいいのか．彼は仏学院やヤ

チェンの財務責任者と解決策を話し合い，漢人信徒

に窮状を訴え支援を求める行動に出たのである． 

 

次に，名簿に記された援助の一端を掲げる． 

名簿番号：2 

尼僧氏名：ニマ・ラモ 

年齢：30歳 

支援者：タシ・ドルマ 

期間：1年 

金額：3600元 

注記：ヤチェン，10名 

 対象者は事務局に一任する 

 継続した支援を予定している 

 （2～11番の尼僧に決定） 

3600元は10名に対する総額であり，1人あたり月

額30元の支援となる．ただし，2～11番の尼僧に毎

月30元が渡されるわけではなく，いったんヤチェン

全体の救援基金（亜青寺扶貧会）に組み込まれた後，

必要に応じて僧・尼僧・信徒ら困窮修行者に支給さ

れる．支援を申し出る者の大半は中国沿海部に暮ら

す漢人信徒である．なかには，「7歳の子どものお年

玉を役立てて下さい」という事例も見られた．台湾

（寧瑪巴喇栄三乗法林仏学会）やアメリカ（ニュージ

ャージー禅浄センター）からも，次々と浄財が送ら

れてきた41）．活動の趣旨に賛同した支援者は，「寧

瑪資訊」が指定する中国農業銀行の口座に金銭を振

り込むことになっている． 

民族や国境を超えたニンマ派信徒の善意に支えら

れ，年間数千人から現金や食糧・医薬品等が寄せら

れた．この基金を活用して大量購入した生活必需品

や現金が僧尼たちの手に渡るようになって，修行者

の窮状はずいぶん改善された．ただし，サイト上の

名簿は2003年のものであり，その後現在に至るまで

更新されていない． 

 

10．楊洪と慈輝仏教基金会 

 

10.1 慈輝仏教基金会 

2003年8月，筆者は修行地で布団を背負い笑みを

たたえた僧尼の姿を多数見かけた．布団の贈り主

図17 生活に困窮する尼僧たち 
Fig.17 Poverty-stricken nuns 
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は，香港とアメリカに活動拠点を置くＮＧＯ団体・

慈輝仏教基金会（会長：楊洪）であった．基金会は毎

年カム（東チベット）地方の寺院や僧尼を対象に，息

の長いボランティア活動を行っており，筆者がヤチ

ェンを訪れたのは彼らが去った翌日であった．基金

会の活動の一端（2003年度）を，徐栄沢のルポルター

ジュ「カムの各地であまたの僧を救う」（原題「康

巴千里供万僧」『美佛慧訊』第87期・88期）から知る

ことができる． 

基金会一行（団長黄瑞瓊を含む7名）はヤチェンに

滞在中（8月25日－29日），アチュウ法王を表敬訪問

し支援活動の趣旨と内容を説明した．側近のアソン

活仏が，一行の食事と宿泊の世話を行いあつくもて

なした．基金会は今回，修行者の生活を改善する目

的で，支援金と布団を贈った．布団は希望者に配ら

れ，支援金は修行者一人につき10元が手渡された．

修行者が必要とする 低の生活費は月額30元（当時）

といわれていた42）． 

基金会はこれまでヤチェンに診療所と橋を建設

し，修行者の生活基盤を整備してきた．2003年当時

尼僧経堂の建設，共同トイレの設置，井戸掘り，診

療所への医師の常駐を計画していたが，それらは

2007年現在すべて実現している．ヤチェンへの数々

の支援の中で，慈輝会が も誇りにしているのは吊

り橋と診療所である．橋は尼僧居住区と大経堂の間

を流れる幅30メートルの川上に架けられた．尼僧た

ちはこれまで川下の橋を渡っていたが，新しい橋の

完成に伴い，上流付近の僧坊から大経堂への移動は

30分以上短縮された．生活が便利になったため，吊

り橋近辺の区画は尼僧の人気が高まり僧坊の建設ラ

ッシュが続いた． 

そして，自慢の診療所は，大経堂前の広場の片隅

にある（図18）．診察室・薬局・病棟の建設，医師の

招聘と維持費等，すべての費用を慈輝会が負担して

いる．簡単な処方であれば，チベット医学・西洋医

学ともに可能である．薬局内を見せてもらったとこ

ろ，内服薬は種類が豊富にそろっていた．筆者はこ

の診療所で狂犬病のワクチンを接種してもらったこ

とがある．電気も水道もない修行地内では，衛生管

理に大いに不安を感じたが，未使用の注射器が常備

されており，漢語の話せるチベット人医師（僧侶）が

いることがわかり不安は解消された． 

  

診療所内には若い尼僧が20人ほどいた．薬を受け

取りに来た者が半数，点滴を受けている者が半数い

た．壁の釘に点滴の瓶を掛けて地面に坐ったまま輸

液する者もいれば，傘の柄をうまく利用して歩きな

がら輸液する者もいた．看護士の話によれば，栄養

の偏りと貧血が重なり体調を崩す尼僧が増えてい

る．修行地では野菜の値が高く，小麦と芋が中心の

食事では，ビタミンや鉄分が不足することは避けら

れない．抵抗力が下がり下痢が続く場合は点滴で栄

養補給を行っているが，それ以上の医療行為は難し

い．何らかの病気が悪化し，適切な治療を受けられ

ないまま若くして命を失う者もいる．いま も修行

者を悩ませているのは，リューマチによる痛みであ

る．ここは1年のうち8ヶ月は冬である．狭い小屋の

中で，瞑想や読経で長時間坐ったままの姿勢を続け

るのはよくない．特定の修行期間に入ると，1ヶ月

間ほとんど外出しなくなってしまう．地面からの湿

気と長い冬が症状を悪化させているが，診療所では

検査も治療もできない．まだまだ設備は不十分だ

図18 慈輝仏教基金会が建てた診療所（2005年8月）

Fig.18 A medical clinic established by Cihui Buddhist 
Foundation（August 2005） 
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が，慈輝会の呼びかけに応えて，各地の信徒が医薬

品を送ってくれるようになったそうだ． 

こうしてテント・布団・靴・米・小麦粉・保存食

等の生活必需品が，毎年慈輝会からヤチェンの出家

者一人一人に手渡される．同様に管理委員会には，

コピー機・電灯・簡易発電器・太陽光蓄電器等の機

材が贈られている．生活費の工面がつかない者（主

に尼僧の一部）には現金も支給される．「一万人の修

行者に笑顔と安心を届けることが，香港慈輝会にと

って 高の功徳である」，この確固とした信念と旭

日集団からの潤沢な資金が，慈輝会の継続的な活動

を支えている． 

 

10.2 楊洪と根造上師 

慈輝仏教基金会の財政を支えているのは，楊洪

（1946年生）が経営する香港及びニューヨークの旭日

集団である．北京や上海の繁華街で，「 JEANS 

WEST」（「真維斯」）という看板をよく見かけるこ

とがある．中国の都市部で若者にいち早く支持され

た服飾ブランドであり，主力商品はＴシャツ・ジー

ンズ・セーターなどのカジュアルウエアーである．

店の雰囲気は，日本の「ユニクロ」に共通するもの

がある．今や中国各地に一千数百店舗を数えるまで

に急成長した「JEANS WEST」の経営母体は，楊氏

四兄弟が率いるニューヨーク旭日集団であり，次男

楊洪はグループの総裁を務めている．広東省恵州出

身の楊氏兄弟は，敬虔な仏教徒としてもアメリカで

は知られた存在である．楊洪は事業のかたわら香港

慈輝仏教基金会（慈輝会）を主宰し，チベット仏教へ

の支援活動に熱意と資金を注いでいる．楊洪が四川

省チベット地区への支援を開始したのは1996年であ

る．ここ数年来，特にヤチェン修行地の基盤整備と

貧困に苦しむ尼僧の生活改善に力を入れている43）．

会長は「知識青年として過ごした農村体験が基金会

の結成（1999年）と支援活動に影響を与えた」と語っ

ている44）．なお，基金会の中国国内での活動拠点

は，会長の出身地である広東省恵州市である．支援

地域はチベット仏教圏のみならず，国内の広範囲な

貧困地域にまで及んでいる． 

ニューヨークの摩天楼で名を成した起業家とチベ

ット高原の片隅にある名も無き修行地を結びつけた

のは根造上師（1913年～1993年）と呼ばれる漢人僧侶

であった．楊洪兄弟は1970年代に香港で服飾関係の

旭日公司を設立し，フィリピンやインドネシアで事

業を拡大した後，1985年にニューヨークへ進出し

た．楊洪は1980年代の初めに香港で仏教徒となり，

渡米後，ニューヨークの根造上師のもとでチベット

密教を学んだ45）． 

根造上師は1913年に広東省潮陽県で生まれた（図

19）．浙江省の普陀山で得度した後，縁あって2度

（1948年と1954年），東チベットで学問を修める機会

を得た．1954年，ニンマ派の安章寺（昂蔵寺）で，漢

人僧侶でありながらも甲色尊師より大圓満法の極意

を授けられた．中華人民共和国成立後は政治の混乱

に翻弄され，文革中は農村で労働改造に従事しつつ

嵐が過ぎ去るのを待った．その後，1986年にアメリ

カ仏教協会の招きでニューヨークに渡り，ニンマ派

の瞑想修行センター（美国大圓満心髄研究中心）の設

立に奔走した．根造上師の漢語による熱のこもった

説法は，瞬く間に在米華人のあいだで評判を呼んだ

という46）． 

  

図19 慈輝仏教基金会とヤチェンの縁を結んだ根
造上師 

Fig.19 Genzao Lama, who introduced Yarchen to Cihui 
Buddhist Foundation 
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楊洪は実業家として多忙な日々を送りながらも，

師のもとで6年間瞑想修行に打ち込んだ．そして仏

の教えを実践すべく，1996年から東チベット各地の

出家者やヤチェンの修行者に支援を開始したのであ

る．香港慈輝仏教基金会は旭日集団が行う慈善事業

の一環である． 

東チベットは歴史的にニンマ派が盛んなところで

あり，ヤチェン修行地はかつて根造上師が修行した

安章寺から，わずか10kmほどしか離れていない．

しかも時期こそ異なれ，根造上師とアチュウ法王は

ともに，安章寺の甲色尊師より大圓満法の伝授を受

けている．こうして，かつて白玉（ペユル）の安章寺

で学んだ根造上師が，ニューヨークで楊洪とヤチェ

ンの縁を結んだのである．国境を超えてグローバル

化するチベット仏教支援活動の一端をここに見るこ

とができる． 

 

11.ヤチェン公式サイトの開設 

 

11.1 ヤチェン公告 

2.3で2005年11月にヤチェンが公式サイトを開設

したことに触れた．ヤチェンと「寧瑪資訊」の関係

は良好であるかに思われたが，ヤチェンが新たに独

自のサイトを開設した背景には，不透明な金銭管理

をめぐるトラブルが見え隠れしているようだ．「寧

瑪資訊」とヤチェンの二つのサイトから垣間見えて

くる信仰と金銭の問題を探っていく． 

2005年に入ると，ヤチェンの銀行口座を管理する

「寧瑪資訊」に対する懐疑や批判の声が相次いで掲

示板に寄せられた．「尼僧救援基金や祈祷祈願口座

に不透明な財務処理あり」「ヤチェンの名を利用し

て行き過ぎた宗教ビジネスを展開」といった風評が

瞬く間に流れていった．アチュウ法王の教えが漢人

信徒の心にあかりを灯し，信徒からの浄財がヤチェ

ンの尼僧の腹を満たす．この相互依存関係がうまく

機能するように仲立ちをしたのが「寧瑪資訊」の活

動であったが，金銭問題をめぐる不信感が高まるに

つれ，ヤチェンと漢人信徒の関係にほころびが目立

ちはじめた． 

旧公式サイトのトップページの一隅に，「ヤチェ

ン公式サイト公告欄」（「亜青寺官方網站公告欄」）

が置かれている．ここにはヤチェン（亜青寺）管理委

員会が発行した二つの「公告」の画像が収められて

おり，その内容は先の金銭問題と関連している47）．

発行日時順に「公告一」「公告二」と名付ける． 

「公告一」（2005年12月12日，図20） 

「公告二」（2005年12月25日，図21）． 

「公告二」が示す本サイト内のアドレスには，以

下の四つの文書（2005年10月22日）の画像が収められ

ている． 

「委託書」（文書一） 

「亜青寺慈善公益賬戸」（文書二） 

「如是文化法事承辦中心工作」（文書三） 

「法事活動委託書詳細説明」（文書四） 

以下，必要に応じて各文書の要点を示しつつ，ヤ

チェンがサイトを開設した意図を考えていく． 

 

11.2 サイト開設宣言 

【要点一】（「公告一」「公告二」） 

・ヤチェン修行地は公式サイトを開設した 

・名称「亜青鄔金禅林」 

・アドレスhttp://www.yqwjcl.com/ 

2005年10月当時，筆者は公式サイトの存在を確認

できなかった．「公告一」の日付（2005年12月12日）

及びサイト管理の委託日（2005年10月22日）より，サ

イトの開設は2005年11月頃と考えられる．2005年は

アチュウ法王が修行地を開いてからちょうど20年目

にあたるが，サイト内に祝賀の言葉はまったく見あ

たらない．「公告一」はヤチェン（亜青寺）管理委員

会による公式サイト開設宣言であり，「公告」が出

された二日後，ネット掲示板「如是文化社区」に先

の4種類の文書を掲げた（2005年12月14日）．このよ

うな業務契約や財務管理に関する内部文書を公開し

た意図は，積極的に情報を開示することでヤチェン
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の組織運営が透明かつ健全であることを示す狙いと

考えられる． 

  

11.3 委託契約 

【要点二】（「公告二」「文書一～四」） 

・サイト及び銀行口座の管理を「啤県如是文化

網絡工作室」に委託する 

・委託期間は2005年10月22日より1年間とする 

ヤチェン本部からコンピューターネットワークに

接続することは不可能であり，接続可能な も近い

町甘孜（カンゼ）までは百数十kmも離れている．そ

の上，幹部僧の多くは漢語の運用能力に不安があ

る．公安当局の監視の目が光る中，今後もヤチェン

から直接ネットに接続できる環境を整えることは難

しいであろう． 

ヤチェンから業務委託を受けた「啤県如是文化網

絡工作室」（以下「如是文化」と略す）は，主に東チ

ベットで活動するチベット仏教ニンマ派寺院と漢人

信徒を結ぶパイプ役を果たしている民間会社であ

る．ウェブサイト「如是文化」を運営しつつ，寺院

が持つ銀行口座の管理，宗教書や仏具・仏画等の販

売などを手がけている．スタッフの多くは高度な情

報処理技術を身に付けた信徒である48）． 

 
「如是文化」の活動拠点は，四川省成都市郊外の

啤県「犀浦国際大都会」の一室にある．ここは1993

年に香港の資本が開発した大規模分譲マンションで

あり，当初ラルン五明仏学院のジグメ・プンツォク

院長が，成都滞在時の住居として使っていた．2002

年，「如是文化」がここに事務所を開き，仏学院や

図21 「公告」（2005年12月25日） 
Fig.21 An official announcement （December 25, 2005）

 

図20 「公告」（2005年12月12日） 
Fig.20 An official announcement （December 12, 2005）
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ヤチェンの対外的な窓口として重要な役割を果たし

てきた49）． 

ヤチェン管理委員会は公式サイト開設にあたり，

改めて「如是文化」と業務委託契約を結んだ（契約

書のヤチェン側代表イッガ活仏，如是文化側代表李

東旭）「如是文化」が管理するヤチェンの銀行口座

（中国農業銀行）は五つある（アチュウ法王支援口

座，貧困僧尼支援口座，放生専用口座，法事活動口

座，読経奉仕口座）．いずれも外部の信徒からの入

金用口座であり，「如是文化」は契約後の入金状況

の詳細を自らのサイトである「如是文化社区」上に

公開している50）． 

ただし，ヤチェンと「如是文化」の関係は必ずし

も良好とはいえない．「『如是文化』がネット上で

扱っている『如是熏香』『熏香雲供法会』『千聖総集

解脱如意宝丸』はヤチェンと無関係である」（「公

告二」）という声明がそのことを物語っている．具

体的には「如是文化」が行っている線香・法事・祈

祷・秘薬等を扱う宗教ビジネスを指している51）．口

座管理や宗教ビジネスをめぐって，外部の一部信徒

からヤチェン本部に疑惑の目が向けられていること

は確かであるが，詳細な財務資料が公開されていな

いため，ここで真偽を論じることはできない． 

 

11.4 情報の氾濫と詐欺行為 

【要点三】（「公告一」「公告二」） 

・ヤチェンは国家の法律と宗教政策を遵守する 

・ヤチェンに関する情報は，本サイトを確認すること 

・ヤチェンは来訪者の取材活動への管理を強化する 

・ヤチェンの名を用いた詐欺行為に注意すること 

漢人信徒のヤチェン訪問やネットを通じた間接的

な交流が盛んになるにつれ，信徒が掲示板に書き込

む情報は際限なく増え続けている．まじめな態度で

意見や情報を交わす者が大部分を占めているが，な

かには挑発的な議論を仕掛けたり，匿名で他人を誹

謗中傷する不届き者もいる．そうしたなか誤った情

報や詐欺行為を狙った情報が流れることもある．例

えば，法会の開催日時が更新されず，昨年の古い情

報が今年のものとして伝えられていることもある．

アチュウ法王への面会を口実に現金をだまし取る．

ヤチェンの活仏の名を騙って説教を行う，布施を求

める，教本を販売する，秘薬を売りつけるといった

悪質な行為も確認されている．口座管理をめぐって

疑惑が持たれているのも，このような詐欺の横行と

無関係とは言えまい．怪情報が乱れ飛ぶ状況を憂慮

したヤチェン本部は，「本部の許可を得た者のみヤ

チェンの取材を許す」「記事は必ず本部の審査を受

けた後サイトに掲載する」という方針を打ち出した

（「公告二」）． 

「公告一」にはアソン活仏とイッガ活仏の携帯電

話番号が掲載されており，詐欺行為を見かけた場合

は即座に通報するよう協力を求めている．アソンは

ヤチェンではアチュウ法王に次ぐ高位の活仏であ

り，イッガはヤチェンの財務を担当する 高責任者

（管家）である．二人の連絡先を公表することで，ヤ

チェンは詐欺や違法行為の根絶に向けて努力する姿

勢を示したのである．ヤチェンの公式サイトから

は，「金銭がからんだ不信感を払拭し，アチュウ法

王の尊厳とヤチェンの信頼を守りたい」，そして

「漢人信徒との信頼関係を再構築したい」というメ

ッセージが読みとれる． 

 

12.党の宗教政策 

 

12.1 1980年～1981年の状況 

文化大革命が甘孜（カンゼ）州内の宗教活動に与え

た打撃は甚大であった．数百もの寺院はことごとく

破壊され，経典や仏像は大半が焼却・破壊され行方

不明となった．指導的立場にあった高僧は，「破四

旧」のスローガンを掲げた紅衛兵や民衆により次々

と批判を受け，還俗・肉体労働・漢語学習等を強制

された．1976年の四人組逮捕，1978年第11期3中全

会による党の路線変更は，州内の政治と経済に変化

をもたらしたが宗教活動は依然として壊滅状態にあ
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り，地域社会全体に閉塞感と不信感が充満してい

た．文革終結から1980年代にかけての甘孜州におけ

る宗教政策を把握することは大変難しい状況にあ

る．『中国共産党甘孜州歴史大事記』（中共甘孜州委

党史研究室，2004年）という間接資料を通して，

党・政府の会議や各種通知文書の存在を知ることは

できるが，詳細な内容を把握することはできない． 

1980年6月23日，甘孜州党委員会は「関于貫徹執

行党的宗教政策的意見」の中で，「一部の幹部や民

衆は党が実施している宗教信仰の自由に関する政策

に消極的であり反発の感情を持っている」と問題点

を指摘した52）．党の方針は宗教活動の再開を支援す

る方向に転換したが，寺院再建の道は険しく州内の

宗教状況に好転の兆しは見えなかった．同年3月14

日・15日に党中央書記処が北京で開催した「西蔵工

作座談会」によると，党は信仰の自由を限定的に捉

えており，当時文革犠牲者への名誉回復・職務回復

という課題に直面していたことがわかる53）． 

 

信仰を持つ民衆の通常の宗教生活を尊重しな

ければならないが，同時に彼らに思想面政治面

での活動と科学的文化的教育を積極的に推し進

めなければならない．宗教活動への管理を強化

し，宗教を利用した各種違法活動に断固反対し

なければならない54）． 

 

文化大革命中の冤罪・でっち上げ・誤審及び

歴史上積み残された問題に対し，是正されず解

決されていないものについては，速やかに処理

されなければならない55）． 

 

甘孜州では中央の指示を受け，1980年12月22日か

ら28日にかけて，「甘孜州統戦・接待（含僑務）工作

会議」を康定（四川省甘孜チベット族自治州州都）で

開き宗教政策の指針を確認した56）．会議では「宗教

信仰の自由に関する政策を正しく全面的に実行し，

宗教活動に対する管理を強化する」「ダライ集団を

味方に引き入れ，国外のチベット同胞を受け入れる

活動を積極的に展開する」ことを決定した．そして

州内13県で統一戦線工作部の活動再開を指示し，州

党委員会は25名の幹部を派遣した．あわせて，民族

幹部・宗教関係者が関わった文革による冤罪65件，

文革以前の冤罪32件に対して名誉回復が行われた． 

翌年（1981年）9月1日から4日まで，「甘孜州宗教工

作会議」が康定で開かれ以下の5項目を審議し承認

した57）． 

民族宗教政策の宣伝教育を徹底して行う． 

党の指導を強化し，「宗教問題を総合的に解決す

る」方針を貫く． 

信徒民衆が宗教活動を行う場所を計画的に整備し

ていく． 

宗教工作を行う部署の機能を速やかに回復させる． 

甘孜州仏教協会，各県仏教協会の活動を再開させる． 

1980年から81年にかけて党中央は宗教活動の自由

化政策を打ち出したが，自由化とは名ばかりであ

り，宗教活動の再開と宗教施設の再建が党・政府主

導でようやく始まった段階と考えられる．甘孜州に

おいては，宗教事務部署の機能停止・幹部の冤罪・

資金不足・民衆の政治不信などの難題が宗教活動復

興の足を引っ張っていた．このような状況下で，色

達（セルタ）県では1980年にジグメ・プンツォクが約

30名の弟子とともにニンマ派の講習所を新規開設し

たことは特筆に値する． 

この時期，ヤチェン修行地はまだ開かれていなか

ったが，現在のヤチェン所在地では当時アチュウの

尊師であるアリグ・ドジェチャン導師が修行中であ

った．セラ・ヤンチュル導師がアリグ導師を訪問

し，この地で約2万人の信徒・僧尼（内，僧尼は約5

千人）を集めて灌頂を行った58）．正確な時期は不明

であるが，宗教活動の再開が許された1981年から84

年頃と推定できる．2万人規模の大法会の成功が，

ヤチェン開設の契機となったことは間違いない．同

時に，ジグメ・プンツォク師の色達（セルタ）での動

向が，白玉（ペユル）地区のニンマ派の活動を促した
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とも考えられる． 

五明仏学院とヤチェン修行地の相違点は，仏学院

と修行地という異なる組織形態の他に，パンチェ

ン・ラマ10世の関与の有無が挙げられる．パンチェ

ン・ラマは1986年に甘孜州各地を視察した際，ラル

ン講習所にジグメ・プンツォクを訪問し，その後五

明仏学院の設立認可に向けて尽力した．しかしヤチ

ェンはパンチェン・ラマとの特別な関係をまったく

有していないため，仏学院と比べて存立の基盤は極

めて弱いと言わざるを得ない． 

 

12.2 「中央1982年19号文件」 

1982年3月，党中央は「関于我国社会主義時期宗

教問題的基本観点和基本政策」という通達を出し

た．これは文革終結後に中国共産党が定めた宗教政

策の指針とも言える重要な文献であり，「中央1982

年19号文件」（以下「19号文件」と略す）とも呼ばれ

ている．政策の柱である宗教信仰の保護，職業的宗

教者の養成，活動拠点の整備等を積極的に推し進め

ることで，民族の団結を促し社会の安定を図ること

が狙いであった． 

第6章の冒頭には「宗教活動を行う場所を適切に

整備することは，党の宗教政策を実行することであ

り，宗教活動を正常化させるための重要な物質的条

件である」と記されている．建国当初，宗教活動を

行う施設は約10万ヶ所を数えたが，文革終結後は3

万ヶ所にまで減少してしまった．「とりわけ少数民

族地区では，計画的に段階を追って寺院・道観・教

会を修築していかなければならない」ともある．た

だし，寺院の修築・再建には「国家が認めた資金以

外使ってはならない」，「農村では廟や祠を無制限に

造らせてはならない」等の制限が加えられた．信徒

が自己資金で再建する場合も「指導を加え，できる

だけ建造数を減らし，大規模な工事を避ける」等の

具体的な指針が定められた59）． 

2年後の1984年2月27日，北京で「西蔵工作座談

会」が開かれ，「通常の宗教活動を行いたいという

信徒の願いを叶えるために，80年代末までに約200

ヶ所の寺院を再建することを目指し，簡易宗教活動

拠点の設置も認める」ことが決まった60）．座談会の

目的は，「19号文件」の主旨を再確認し，具体的な

運用方法を決めることであった． 

「19号文件」及び第8回甘孜州宗教工作会議（開催

時期不明）の成果を受けて，甘孜州党常任委員会は

1982年11月27日に二つの決定を下した61）．一つはす

でに開放されているチベット仏教16寺院に加えて，

新たに26寺院を開放すること．もう一つは各県の宗

教関係者と民衆が協議してマニ堂・仏塔・経堂など

（簡易宗教活動拠点）の新たな設置を認め，地域に根

ざした信仰の場を確保すること．甘孜州党委員会は

12月8日，その成果をまとめて「関于開放部分寺廟

的通知」を発し，同時に宗教活動への管理監督を強

化するよう各県に伝達した62）． 

この時点で「19号文件」や「西蔵工作座談会」

（1984年）が再建を認めたのは，長い歴史を持つ著名

な寺院であり，中規模・小規模の寺院については具

体的な復興計画はなく，高僧が新たに寺院を興すこ

とも認められなかった．民主改革と文革により活動

拠点を失ったアチュウ法王は，アリグ導師が修行し

た草原にバラックを築き1985年にヤチェン修行地を

開いた．開設当初の修行地は数十人の小規模であ

り，経堂や仏塔といった建造物もなく，簡易活動拠

点の一つと見なされたと考えるのが妥当であろう． 

文革後，白玉県政府に宗教事務局が設置されたの

は1985年であり，この時期の宗教管理は未整備の状

態にあった（1985年3月徐忠林を副局長に任命，1987

年7月則吾扎西を局長に任命）63）．1985年から86年の

末にかけて，白玉県党委員会統戦部が宗教局・国外

蔵胞接待辦公室・仏教協会・僑務辦公室・対外辦公

室の五つの部署を統括管理していた．1987年に宗教

局・仏教協会・国外蔵胞接待辦公室（僑務辦公室・対

外辦公室を含む）の三つの部署が独立し，県政府の指

導下へと移った．白玉県仏教協会は1984年に成立

し，県城の建設鎮で第1回代表大会が開催された64）．
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統戦部は文革による冤罪事件（宗教関係も含む）の解

決に力を注いでいた65）．県内の33の寺院が活動を再

開するにあたって，統戦部は1925平方メートルの土

地と1852個の仏具を返却した．党も政府も，文革に

より壊滅状態にあった宗教活動への支援を重要課題

に掲げており，幹部と資金が不十分な中，新規活動

拠点の認可にまで手が回らないのが実情であった．

つまり，ヤチェン修行地が開かれた1985年という時

期は，白玉県で宗教活動復興の気運は高まっていた

が，宗教管理の事務部署が十分に機能していたとは

言い難かった． 

 

12.3 運営資金と寺院定員をめぐる規定 

「19号文件」は第7章で，寺院など宗教組織の「自

辦自養」問題に触れている．宗教活動の再開・活発

化には当然多額の運営資金が必要となる．今後は寺

院が自助努力により資金を確保していく必要がある

ため，動産・不動産・布施などによる収入規則の制

定に政府は取り組まねばならないという主旨である

66）．この件に関して四川省民族事務委員会は，1985

年に「四川省蔵伝仏教工作的主要情況和今後意見」

という通達を出し，甘孜州・アバ州に対して「寺院

の経済的な自立に向けた取り組み，例えば農業や商

業活動による収入確保」を提唱している67）．続いて

1987年には四川省仏教協会が政府の意向を踏まえて

「蔵伝仏教寺廟管理試行辦法」を制定した．全体像

は不明であるが，条項の一部は確認できる68）． 

 

第6条寺廟管理第1款：寺院は規模の大きさと

運営資金力に応じて寺院の定員と居住人数を決

めなければならない． 

第10条第1款：寺院はきちんとした財務管理制

度を確立し，民主的な財務管理を行わなければ

ならない． 

第10条第2款：寺院の財産は動産・不動産も含

めて登記簿に記載し，増減を示す証票を付さね

ばならない． 

第10条第4款：寺院は各自の経済状況に応じて

適切な措置をとり，社会へのサービス及び社会

公益事業を行うことができる．例えば宗教用品

や宗教芸術品の流通を通して，着実に寺院の経

済的自立を行うこと． 

 

甘孜州においても「甘孜蔵族自治州仏教寺廟民主

管理暫行辦法」（制定年不明，筆者は1987年頃と推

定）が定められ，各寺院は経済的自立を目指した活

動を実施する必要に迫られた．具体的には運輸・牧

畜・農業・商店や旅館経営・医院開設・薬材販売

等，活動範囲は多岐にわたっている69）． 

1980年代に甘孜州で実施された宗教政策の中心は

寺院の復興支援であった．柱の一つは破壊された建

築物の再建であり，多額の費用の大半は中央政府や

四川省政府が負担した．もう一つの柱は寺院の積極

的な各種商業活動を後方から支援し，経済的自立を

促したことである． も重要な点は，先の「蔵伝仏

教寺廟管理試行辦法」（1987年）が示すように，寺院

の経済力が僧尼の定員数を決める指標の一つとなっ

たことである．これにより歴史が長く，影響力を持

つ活仏を擁し，多くの不動産を持つ寺院は，僧尼自

身が経済活動に従事することで数百人規模の定員を

確保することができた．一方，規模の小さな末寺は

信徒の布施に頼った運営を余儀なくされるため，寺

院の復興を諦めざるを得ない場合もある．地方政府

は寺院に経済活動を通じた自立を促すことで，経常

的な宗教活動支援関連の予算を削減することができ

る上，帳簿による財務管理を通じて寺院の資金の流

れを把握し寺院の活動を監督指導することができる

ようになる． 

ヤチェン修行地は，白玉県政府により宗教活動を

行うこと自体は許可されているが，正式な寺院とし

ては登録されていない．四川省政府が新たな寺院の

設立を認めていないからである．そのため設立時か

ら2000年頃までの約15年間，ヤチェンの活動状況や

発展過程を『甘孜州志』（四川人民出版社，1997年）
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や『白玉県志』（四川大学出版社，1996年）といった

地方誌から知ることはできない．電気・電話・水

道・道路といったインフラがほとんど整備されてい

ないことから，甘孜州も白玉県も政府予算によるヤ

チェンへの援助をまったく行ってこなかったと考え

られる．その間，ヤチェンの運営資金は信徒からの

浄財やヤチェン本部による商業活動，国内ニンマ派

ネットワークを介した援助金でまかなわれていた．

中国国内のコンピューターネットワークが整備され

始めた2000年頃より，国内の漢人信徒や海外の華人

信徒からの支援金や生活物資の援助が急増し，慈輝

会による橋・診療所・井戸・トイレの設置等のイン

フラ整備が進んだ． 

 

12.4 「双登工作」の影響 

1990年代に入ると，寺院間の経済格差が急速に拡

がり始めた．大規模寺院は商業活動を活発に展開し

多額の収入を得るようになった．経済的に豊かな寺

院には新たな出家者が集まり，経済活動はより広範

囲に及んでいった．ただし寺院の定員を無制限に増

やすことは許されず，地方政府は通常200人から300

人を上限としている．小規模寺院の復興は一向に進

まないため，出家者が大寺院に集中する傾向は避け

られない．次第に大寺院は定員を超えて出家者を受

け入れたり，収入の一部を帳簿から除外する行為が

一般的になってきた．政府が定めた枠内での宗教活

動は問題ないが，大寺院の僧侶数と収入が増大する

と政府のコントロールが効かなくなる恐れがある． 

例えば，甘孜州白玉（ペユル）県にあるニンマ派の

名刹カトク寺（嘎托寺）が1992年8月に政府の許可を

得ないまま，宗教行事を行う計画を立てた．チベッ

ト自治区・青海省・甘粛省・雲南省から数千人の僧

侶が集うことになっていたが，情報を得た甘孜州政

府は当局の許可を得ていないこと及び他省の組織と

連携した大型行事であることを理由に，企画そのも

のを握りつぶしてしまった．そして直ちに「関于做

好当前有関宗教工作的緊急通知」（1992年7月27日）

を発して，各県に管理強化と再発防止の指示を行っ

た．あわせて「甘孜蔵族自治州仏教寺廟民主管理暫

行辦法」に基づいた宗教事務の徹底を通知した70）

「甘孜蔵族自治州仏教寺廟民主管理暫行辦法」の全

容は明らかではないが，この事件を契機に本規定が

定める居住地外での活動を制限する条項を遵守する

よう通達が出された71）．該当箇所を以下に引く． 

 

いかなる寺院，いかなる僧尼も規定に違反して

はならない．県・州・省を超えて宗教活動を行っ

たり，所属寺院外で活動したりする場合は上級の

仏教協会及び政府宗教事務部署の許可を得なけれ

ばならない．県を超えた法事活動を行う際は，必

ず州・省の人民政府の許可を必要とする72）． 

 

カトク寺騒動から2年後，四川省政府は1994年か

ら97年にかけて，省内の宗教団体に「双登工作」と

呼ばれる調査を実施した．「双登」とは「二つの登

録」を意味する．一つは宗教活動を行っている団体

を調査し，違法行為がなければ政府認定の宗教活動

許可証を発行した．もう一つは許可証を発行した組

織に在籍する宗教関係者を登録し，顔写真付きの宗

教者身分証明証を発行した73）．この「双登工作」は

4年間毎年行われた． 

「双登工作」を通じて，地方政府は各寺院の定員

と登録者数（身分証明書発行枚数）及び出身地のデー

タを管理することができた．中央政府や四川省政府

の宗教政策が引き締めに転じたときは，情況に応じて他

県出身の僧尼を寺院の登録から除外することもできた． 

ヤチェン修行地は1985年からの活動実績が認めら

れて宗教活動許可証は得ていたが，正式な寺院とし

て登録されることはなく，修行者は短期滞在（流動

人口）の扱いを受けたためきちんとした身分登録は

なされなかった．このような理由から1990年代後半

以降，定員超過や他県出身を理由に寺院の籍を失っ

た者がヤチェンに流入してきた．出家を希望する尼

僧を新規に受け入れてくれる僧院が少ないこともあ
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り，とりわけ2000年以降若い尼僧が次々とヤチェン

へやって来たのである．尼僧の急増によりヤチェン

の居住人口は2001年当時で約5000人の規模に達して

いた74）．そこで四川省政府は2001年春にラルン五明

仏学院で，夏にヤチェン修行地で僧坊撤去と僧尼の

放逐を強行したのである．政府が強制執行の理由に

用いたのは「甘孜蔵族自治州仏教寺廟民主管理暫行

辦法」であり，当局の許可無く出身県と異なる県で

宗教活動を行うことを違法行為と見なしたのである． 

 

12.5 修行地を取り巻く情況 

中国政府は憲法で国民の宗教信仰の自由を保障し

ているが，一方であらゆる宗教活動は政府の指導と

監督の下に置かれていることも事実である．ヤチェ

ン修行地にも白玉県党委員会の工作組と県公安局が

常駐し，宗教活動への監視を行っている．白玉県宗

教局は認可した寺院に対しては僧尼の定員を監視し

ているが，ヤチェンに対しては1万人規模の修行者

集団の存在を黙認している．ヤチェンが宗教政策

上，特殊な状況と位置に置かれている理由を筆者は

次のように考える． 

ヤチェンは宗教局が認可した仏教寺院ではなく，短期

滞在者により構成された修行地として扱われている． 

アチュウ法王はインドのダライ・ラマ亡命政府と

の関係が稀薄である． 

アチュウ法王は外国で宗教活動を行っていない． 

アチュウ法王は白玉県党委員会・県政府との協調

関係を望んでいる． 

ヤチェンを中心とする大規模な人や物の流れが，

地元の産業振興に大きな効果をもたらしている． 

ヤチェンは開設から20年余りが経過し，その間修

行者数は増加の一途をたどってきた．統戦部や宗教

局・公安局から見れば，大きな影響力を持つ宗教カ

リスマを中心とした1万人規模の宗教共同体が存在

すること自体，極めて大きな問題である．2001年に

当局による弾圧行為が行われたが，その後も修行者

の数は増加中である．このことは，修行地の秩序は

良好であり，地域社会に不安や脅威を与える存在で

はないことを物語っている．むしろ，党の行き過ぎ

た宗教政策により，行き場を失った出家者の重要な

受け皿としての役割をヤチェンが担ってきたことも

地元政府は承知している． 

ラルン五明仏学院が2000年から2002年にかけて，

激しい制裁を受けた理由の一つは，学院長のジグ

メ・プンツォクが1990年にインドのダライ・ラマ14

世を訪問したことであった．アチュウ法王はジグ

メ・プンツォク法王及びインドへ亡命したペノー法

王（白玉寺）との交流はあったが，ダライ・ラマ14世

及びチベット亡命政府との直接的な関わりは確認さ

れていない．またアチュウ法王自身が一度も外国を

訪問していないことが，ヤチェン修行地の存続にと

って有利にはたらいたと考えられる． 

外国との関係から言えば，旭日集団（ニューヨー

ク）と慈輝仏教基金会（香港）を率いる大物華僑・楊

洪からの支援は，ヤチェンにとって大きな支えとな

っている．それは単にヤチェンへの財政や物資の支

援のみにとどまらず，中国の諸団体への援助活動を

通じて，楊洪は中国政府と太いパイプをもっている

からである．楊洪と政府要人との幅広い人脈は，ヤ

チェンの危機を幾度も救ってきたであろう． 

後にヤチェンがもたらす経済効果について触れ

ておく．ヤチェンへ向かう拠点となる町は甘孜（カ

ンゼ）である．甘孜とヤチェンを結ぶ交通手段の変

遷を以下に示す75）． 

【2003年】ヤチェン修行地が運営する東風トラ

ック2台の荷台に乗客と荷物を乗せて運んでい

た．隔日運行． 

【2005年】甘孜・昌台・ヤチェンを結ぶ定期バ

スが開通した（ヤチェン本部もしくは民間業者

が運営，公営ではない）．昌台は甘孜と白玉を

結ぶ中継地である．隔日運行．東風トラック

は貨物輸送専用となった． 

甘孜とヤチェンを結ぶタクシーのチャータ

ー便が増加し始めた． 
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【2007年】定期バスと並行して，個人経営の乗

り合いタクシーの運行が始まった．多数の乗

客がバスから乗り合いタクシーへと移ってい

った．価格が安く所要時間が短縮できるた

め，1日で甘孜までの往復が可能となった． 

こうした交通手段の発達はヤチェンで開催される

宗教行事の更なる大規模化へとつながっていった．

一度の法会で2万人から3万人の僧尼・信徒が各地か

ら集まってくる．彼らが現地で支出する交通費や食

費は甘孜や白玉の経済を大きく刺激してきた．甘孜

も白玉も観光資源が乏しいため，宗教活動そのもの

が 大の産業なのである．経済的な豊かさを追求す

る時代の潮流はヤチェンの将来に追い風となっている． 

 

13.結論 

 

ヤチェン修行地はアチュウ法王というチベット仏

教ニンマ派の宗教カリスマを中心とした信仰共同体

である．アチュウ（支配者）と修行者・信徒（帰依者）

の間のカリスマ的支配を成立させている要因は二つ

ある．一つは「大圓満法」を極めた成就者としての

学問の力．もう一つはニンマ派教義と関連した呪術

的力（霊性）である．現在，高齢のアチュウからアソ

ンへ権威の委譲が進行中である．そして将来的に

は，リグゼン・ワンス等4人の少年活仏がアソンを

支える構造へ移行すると考えられる． 

1985年の開設以後，修行者は年々増加し，2007年

現在僧約2000人，尼僧約8000人の規模に達したと推

測される．修行者の増加は，1980年代以降に中国共

産党が実施した宗教政策と密接に関連している．宗

教活動の再開と施設の再建は認めたが，寺院の新規

認可を凍結し，寺院の歴史と財政力に応じた僧の定

員制及び寺院と僧の登録制を実施した．党の管理強

化と引き締め政策により，四川省甘孜州では行き場

を失った僧尼が「駆け込み寺」としてヤチェンへ流

入し始めた．そこで四川省党委員会は2001年に工作

組をヤチェンに派遣し，一部の僧坊を撤去し，僧尼

の放逐を強硬実施した（ヤチェン修行地事件）．同時

期の五明仏学院事件の余波と考えられる． 

本稿では漢人僧尼・信徒の動向とインターネット

を通じた宗教空間という視点からもヤチェンの分析

を試みた．定員制の強化・寺院の観光化・チベット

仏教の教義への関心拡大という流れの中で，1990年

代以降，漢人僧尼がヤチェンで修行を行う事例が増

加した．また，2000年頃以降，漢人信徒が運営する

ニンマ派関連のウェブサイトを通して，漢人信徒が

盛んにヤチェンの情報交換を行う現象も顕著になっ

た．広い意味での「聖なるもの」への関心の高まり

は，島薗進が提起した「新霊性運動」に類似した中国

における新たな宗教運動の芽生えであると言える． 

インターネットを通じたヤチェン財政への支援活

動の輪は国外の信徒へも拡がりつつある．旭日集

団・香港慈輝仏教基金会のように在外華人信徒から

の支援もヤチェンのインフラ整備や困窮する修行者

の救済に大きく貢献した．ただし，支援の名を借り

た外部の悪質な詐欺行為の横行も無視できない情況

になってきた．そして修行地の規模拡大が地域経済

の活性化をもたらすという副産物も産まれた． 

現在白玉県当局は，工作組と公安局をヤチェンに

常駐させ，修行地全体の運営と漢人修行者の動向を

把握し監督している．しかし一方で尼僧経堂の新築

や僧経堂の建て替えを許可し，ヤチェンが行ってい

る経済活動を制限している様子もない．当局はヤチ

ェンを近い将来閉鎖に追い込むのではなく，地域社

会の中で共存させる道を模索しているのである． 
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生駒孝彰『インターネットの中の神々』（平凡

社，1999年）が詳しい．土佐昌樹『インターネ

ットと宗教』（岩波書店，1998年）はアメリカの

宗教状況を中心に論じている．中国におけるチ

ベット仏教とインターネットの関係を論じたも

のは未見である． 

 34）深水顕真「インターネット時代の宗教」（宗教

社会学の会編『新世紀の宗教－－「聖なるもの」

の現代的諸相』創元社，2002年）を参照した． 

 35）「宗教的無党派層」という用語は，三木英「宗

教的無党派層の時代－－浮上する「人間至上」

の宗教」（宗教社会学の会編『新世紀の宗教－

－「聖なるもの」の現代的諸相』創元社，2002
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島薗進『精神世界のゆくえ－－現代世界と新
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 37）島薗進『現代救済宗教論』青弓社，1992年，23
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 41）「台灣善信發心捐款的帳戸和聯繋地址（2003.1.9）」 

http://www.nmzx.com/cspj/［2003.9.10］ 

「北美善信發心捐款的注意事項和聯繋地址 

（2003.4.4.）」 

http://www.nmzx.com/cspj/beim.html［2003.9.10］ 
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 46）「根造上師」 
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『西蔵工作文献選編（1949－2005年）』中央文献
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四川蔵区為例」 
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［2007.9.18］ 

 68）「蔵伝仏教寺院“自養”及政策問題初探－－以
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［2007.9.18］ 
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