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Abstract

　There was unrest among Tibetans in the spring of 2008, not only in Lhasa, Tibet Autonomous Region, but also 
in Tibetan  populations in Sichuan Province, Qinghai Province and Gansu Province. The purpose of this paper 
is two-fold: 1） to examine the 2008 Tibetan unrest through the Tongren （同仁） incident in Qinghai Province, 
and 2） to ascertain the reality of the religious situation in peripheral areas of Tibet through the religious policies 
of the Chinese Communist Party in Garze （ 甘 孜 ）  County, Garze Tibetan Autonomous Prefecture in Sichuan 
Province, and Litang （理塘） County. The Tenzin Delek incident in 2002 and the Rongyal Adrak incident in 2007 
are discussed as specific cases.
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　1．はじめに

1. 1　問題の所在

　2008 年春，チベット各地でチベット人による抗

議行動が発生した．中華人民共和国のチベット自治

区及び四川省，青海省，甘粛省のチベット人居住区

では，僧侶や民衆が中国政府の高圧的な宗教政策を

批判し宗教活動の自由とダライ・ラマ 14 世の早期

帰還を求めた．インドやネパールでも亡命チベット

人が抗議行動を行ったが，中国政府への批判のみな

らずチベット亡命政府が掲げる中道路線への不満も

含まれていた．北京五輪の聖火リレーが各国で始ま

ると，外国のチベット支援組織や亡命チベット人に

よる人権擁護，信教の自由，言論の自由を訴える活

動が報道されたことにより，「チベット問題」の存

在と複雑さが改めて世界に示された．

　本稿では「2008 年にチベット各地で発生した一

連の抗議行動（一部暴動も含む）」を「2008 年チベッ

ト騒乱」と呼び，主に中華人民共和国内における騒

乱を対象とする．2008 年チベット騒乱は国境を超

えた広範な地域で行われた抗議行動全般を包括する

概念であるが，ポイントとなるのは次の 3 地域であ

る．チベット亡命政府の所在地であるインドのダラ

ムサラ，中国チベット自治区と区都のラサ，そして

チベット自治区に隣接する四省（四川，青海，甘粛，

雲南）内のチベット人居住区である．聖地ラサはチ

ベット仏教の中心であるが，ダライ・ラマ 14 世の

インド亡命後，ダラムサラがチベット人にとっても

う一つの中心となった．そしてチベット自治区に隣

接する四省内のチベット地区は，ラサとダラムサラ

という二つ中心に対応する周縁地域と考えることが

できる．2008 年チベット騒乱及び 1 年後の「2009

年 3 月チベット騒乱」から見る限り，抗議者と公安

当局の衝突が多発し最も政治的に緊張した地域は，

周縁地域を形成する四省内のチベット地区であった

（雲南省は未確認）．その中で最も早く抵抗の狼煙を

上げたのは，ラサではなく青海省黄南チベット族自

治州同仁県であった．2008 年チベット騒乱を考え

る際，周縁地域の中で筆者が注目する場所は，青海

省黄南チベット族自治州同仁県と四川省甘孜（カン

ゼ）チベット族自治州（以下「甘孜州」と略す）甘

孜県，理塘（リタン）県である．

　本稿の目的はチベット周縁地域の宗教空間の特質

を明らかにすることである．その際，2008 年チベッ

ト騒乱における青海省「2.21 同仁事件」，四川省甘

孜県内の騒乱発生状況と中国共産党との関係，理塘

県における「テンジン・デレク事件」（2002 年），「ロ

ンギュ・アダック事件」（2007 年）という事例を通

して，周縁地域の宗教空間に内在する変動エネル

ギーの実態を分析する．

　筆者はこれまで 2008 年チベット騒乱に関する論

考を複数発表してきた 1）．本稿の記述内容に前稿と

一部重複する箇所があることを断っておく．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．

1. 2　先行研究

（1）「鼠年雪獅吼−− 2008 年西蔵事件大事記」，唯

色「看不見的西蔵」．

　　http://woeser.middle-way.net/2008/05/2008310_30.html

（2）『鼠年雪獅吼−− 2008 年西蔵事件大事記』允晨

文化實業股份有限公司（台湾），2009 年 3 月．

　（1）はチベット人作家ツェリン・オーセル（茨仁・

唯色）が 2008 年チベット騒乱に関連する抗議行動

を時系列に整理した資料であり，ブログ「看不見的

西蔵」に掲載された．情報源はチベット亡命政府及

び海外に拠点を置くチベット支援団体であり，チ

ベット自治区のみならず四川省等周縁部の抗議行動

の情報を詳細に記録している．現時点で 2008 年騒

乱に関する最も詳細な資料であり研究資料としても

有用である．本稿では 2008 年 3 月に中華人民共和

国で発生した抗議運動の状況を把握する際にこの資

料を使用した．発生日時や規模を検証することは，

他に比較する資料がない以上現時点では困難である

と言わざるをえない．（2）はブログ上の資料を加筆，
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再構成した書籍であり，台湾で出版された（筆者未

見）．

（3）DVD『拉薩 3.14 打砸搶焼暴力事件紀実』中国

国際電視総公司，2008 年．

（4）DVD『新聞調査　聚焦西蔵問題』中国国際電

視総公司，2008 年．

（5）DVD『西蔵往事』中国国際電視総公司，2008 年．

（6）新華月報編『擋不住的聖火』人民出版社，2008

年 4 月．

（7）『達頼集団的滔天罪行−−記拉薩“3.14”事件

真相』西蔵人民出版社，2008 年 4 月．

（8）新華月報編『北京奥運聖火境外傳逓紀実』人民

出版社，2008 年 5 月．

（9）直云辺吉『達頼喇嘛　分裂者的流亡生涯』海南

出版社，2008 年 5 月．

（10）舒知生『西蔵今昔』生活・讀書・新知三聯書店，

2008 年 4 月．

（11）辛華文主編『拉薩「3.14」事件真相』新華出版社，

2008 年 5 月．

（12）中国蔵学研究中心『透視“3・14”−−中国蔵

学研究中心学者深度分析拉薩“3・14”暴力事

件』中国蔵学出版社，2008 年 8 月．

　（3）（4）は中国中央電視台が放映したラサ事件に

関する映像である．映像資料としての問題点は，僧

や民衆が「暴動」を働いた場面の映像が短く断片的

であり，事後の取材やインタビューが番組の大半を

構成していることである．逆の見方をすれば，「暴徒」

の鎮圧に向かった武装警察隊や公安関係者自身がよ

り過激な行動をとったため，僧や民衆に対して暴力

を働いた場面を編集上カットすると，当局が安心し

て放映できる映像は短く断片的なものにならざるを

得なかったと推測できる．（5）は虐げられた農奴を

旧社会の象徴として描いた映像であり，ダライ・ラ

マの時代は暗黒の旧社会，中華人民共和国の時代は

希望溢れる新社会と規定している．（6）は「チベッ

ト独立派が聖火リレーを妨害した」という視点から

亡命政府を批判した書籍である．3 月末から 4 月初

の『人民日報』記事が多数収められている．（7）は

2008 年 3 月，主に『西蔵日報』に掲載された記事

（漢語とチベット語）や写真を主体としている．（8）

は中国が抱き続けたオリンピックへの「百年の夢」

が聖火を守り抜いたという視点から，主に『人民日

報』の記事を掲載している．（9）は 1997 年初版本

の 2008 年修訂版であり，附録として「達頼集団操

縦『西蔵人民大起義運動』内幕」（新華社，2008 年

4 月 2 日）を収録している．（10）は 2008 年 4 月か

ら 8 月にかけて北京の民族文化宮で開催された「西

蔵今昔」展の資料集であり，2008 年騒乱が生み出

した副産物と言える 2）．（11）は 2008 年 3 月末から

4 月初に発表された新華社の原稿をまとめたもので

ある．（12）は『人民日報』『光明日報』等に掲載さ

れた記事及び蔵学研究センター研究員へのインタ

ビューより構成されている．（3）から（12）の資料

は中国政府のチベット騒乱に対する見解を知るため

の資料である．見解の柱は「一連の抗議行動はダラ

イ一派とチベット独立主義者の策謀」である．中国

政府は民族蜂起記念日である 3 月 10 日及び四川省

等周縁部における抗議行動には全く触れず，3 月 14

日ラサ騒乱に焦点を絞った議論を展開している．

（13）鈴木暁彦「中国の報道規制とチベット取材」，

『朝日総研リポート AIR21』朝日新聞社ジャー

ナリスト学校，第 218 号，2008 年 7 月．

（14）細川龍二「中国『チベット族弾圧地域』潜入記」，

『Foresight』2008 年 6 月号，新潮社．

（15）細川龍二「再訪・中国チベット族自治州にみ

なぎる緊張」，『Foresight』2009 年 2 月号，新

潮社．

（16）西条五郎「チベット潜伏記」1-10（2009 年 3 月），

「PJnews」．

（17）板村英典「チベット暴動に関する荷重分析」，

2008 年，関西大学荷重報道研究所

　　 http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~ed4d301/

（18）小島正憲「長征とチベット暴動：第 3 回現地

調査報告」（2009 年 2 月 1 日），『京大上海セ

ンターニュースレター』第 251 号，2009 年 2

月 2 日，京都大学経済学研究科上海センター．
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　（13）（14）は 2008 年 3 月から 4 月の甘孜県の状

況，（15）は 2008 年末夏河県の状況，（16）は 2009

年 3 月理塘県の状況を知るための貴重な資料であ

る．（14）（18）は本稿が重要視する「2.21 同仁事件」

に言及したものである．

（19）大西広『チベット問題とは何か−−“現場”

からの中国少数民族問題』かもがわ出版，

2008 年．

（20）大木崇『実録チベット暴動』かもがわ出版，

2008 年．

（21）清水勝彦『宗教が分かれば中国が分かる』創

土社，2008 年．

　（19）はチベット問題を経済とチベット人起業家の

側面から論じたものであるが，周縁部の現場は論じ

られていない．（20）は 3 月 14 日の騒乱をラサで体

験した大学院生の記録である．（21）は 1994 年から

2007 年までの中国の宗教事情を報告している．テ

ンジン・デレク事件等，周縁部の宗教事情にも触れ

ている．第 1 章で 3 月 10 日ラサの騒乱を分析して

いる．

（22）『チベット騒乱　中国の衝撃』（『現代思想』臨

時増刊），青土社，2008 年 7 月．

（23）「［特集］多民族国家中国の試練」，『環』第 34 号，

藤原書店，2008 年 7 月．

（24）「特集 = チベット統合をめぐる内外の経緯と

言説構造」『中国研究月報』2008 年 8 月号，

中国研究所．

（25）四川山岳文化研究会，十菱駿武，渡部壮一「カ

ンゼのチベット文化−中国四川省甘孜チベッ

ト族自治州の第 1・2 次調査報告」『山梨学院

大学法学論集』第 53 号，2005 年．

　（22）〜（24）は 2008 年に雑誌でチベット騒乱，

チベット問題を特集した．いずれも周縁部の宗教事

情には言及していない．（25）は 1999 年甘孜州にお

ける現地調査の記録である．甘孜寺，白利寺での調

査についても記されているが，中国共産党の宗教政

策についての理解は深くない．

　2．中心と周縁

２. 1　二つの中心

　「神の地」「仏の地」を意味するラサは，チベット

仏教文化圏の中心である 3）．7 世紀前半にチベット

を統一したソンツェン・ガンポ王は，ラサのマルポ

リの丘に宮殿を築いた．王はネパールからティツゥ

ン王女を，唐から文成公主を妃として迎え入れた．

二人の王妃はそれぞれ釈迦牟尼像を持参し，インド

仏教と中国仏教をチベットにもたらしたと伝えられ

ている．ラサの中心部にティツゥン王女はトゥルナ

ン寺（大昭寺）を，文成公主はラモチェ寺（小昭寺）

を建て，それぞれ釈迦牟尼像を納めた．こうしてラ

サはチベット仏教の聖地と見なされるようになり，

後にトゥルナン寺の釈迦牟尼像を中心にして三重の

環状巡礼路が設けられた．9 世紀吐蕃王朝崩壊後，

チベットの政治の拠点は時の権力者により異なった

が，ラサが宗教の中心であることに変わりはなかっ

た．15 世紀になるとチベット仏教ゲルク派の総本

山ガンデン寺がラサ郊外（現在のラサ市タクツェ県，

ラサの東 45km）に開かれた．17 世紀，ダライ・ラ

マ 5 世はモンゴルの支持を得て，政治宗教両面での

最高指導者となった．チベット政府ガンデンポタン

成立後，ダライ・ラマ 5 世はかつてソンツェン・ガ

ンポ王の宮殿があったマルポリの丘にポタラ宮を建

造した．ダライ・ラマを長とするガンデンポタンは

デプン寺からポタラ宮に本部を移転し，以後ポタラ

宮は政治と宗教の中枢機関となった．

　1949 年に中華人民共和国が成立すると，毛沢東

は中国人民解放軍をラサへ進攻させた．1951 年，

中華人民共和国とチベット政府ガンデンポタンが，

「中央人民政府と西蔵地方政府の西蔵平和解放に関

する協議」（いわゆる「17 箇条協定」）を締結した

結果，チベット全域が中華人民共和国の実効統治下

に組み入れられた．1959 年，ラサでチベット民族

蜂起（チベット動乱）が起こり，ダライ・ラマ 14

世はラサを脱出しインドへ亡命した．インドへの途

上，国境の手前でダライ・ラマ 14 世はチベット臨
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時政府の発足と「17 箇条協定」の正式破棄を宣言

した．その後インド北部のムースリーにチベット亡

命政府（中央チベット行政府）を発足させ，1960

年にダラムサラに拠点を移し現在に至っている．

　ダライ・ラマ 14 世の亡命により，チベットの政

治の中心はラサからダラムサラに移ったが，ラサは

その後も宗教の中心であり続けた．ただし，中華人

民共和国成立後，中国共産党はチベット仏教に対す

る統制を徐々に強めていった．1958 年チベット自

治区成立，1959 年ラサにおけるチベット民族蜂起

（チベット動乱）を契機に，とりわけ主要寺院に対

する管理は一気に強化された．高僧のみならず，寺

院の運営を支えていた教育担当の僧侶や職人たちも

ダライ・ラマの後を追って次々とインドへ脱出した．

ガンデン寺の座主ガンデン・ティパもインドへ逃れ

たため，本土のガンデン寺は中国政府により破壊さ

れたが，インド南西部のカルナータカ州に再建され

た．現在ガンデン寺はチベット自治区とインド双方

に存在している．

　1980 年代に入って改革開放政策の進展に伴い，

民主改革や文化大革命の際に大きな被害を受けた僧

院や宗教施設の再建と補修が始まった．中国政府は

莫大な資金を投じてポタラ宮やトゥルナン寺（大昭

寺）の補修を進めたことにより，ラサの市街地と僧

院は確かに整備されたが，主なき聖地は商業化と観

光化を余儀なくされ北京政府の監視下に置かれた．

中国政府は憲法（1982 年）第 36 条で「宗教信仰の

自由」「宗教活動の保護」を謳っているが，実際は

中国共産党が許容する範囲内での「自由」にすぎな

い．中国政府は亡命後のダライ・ラマ 14 世を「国

家分裂を策する首謀者」と見なし，徹底したダライ・

ラマ批判を展開してきた．このような状況が続く中，

ラサが有する宗教的求心力は年々低下していると言

わざるをえない．

　1999 年 12 月末，カルマパ 17 世がインドへの亡

命を決行した．カルマパはチベット仏教カギュー派

の黒帽活仏であり，17 世はダライ・ラマ 14 世から

も中国政府からも認定された．カルマパはチベット

自治区のツルプ寺で宗教と政治思想の英才教育を受

けていたが，宗教面での教育内容は彼が望むものと

隔たりが大きく次第に自分の置かれた状況に不満を

抱いていったと伝えられている．カルマパの亡命劇

が示すように，亡命政府が拠点を置くダラムサラが，

宗教面でラサを補完する役割を強めてきている．

2. 2　周縁地域

　チベット人による伝統的な国土区分はチベット三

州と呼ばれている．三州とはチベット中央部のウー

ツァン（仏法の州），東北部のドメー（馬の州），東

南部のドトェ（人の州）を指している．現在地理的

な区分としてドメーはアムド，ドトェはカムという

呼称が一般に用いられている．歴史的に見れば，ウー

ツァンはチベット中心部，アムドとカムは周縁地域

と考えられる．

　一方，中華人民共和国チベット自治区成立後，行

政区画の上ではチベット自治区が中心部，四川・青

海・甘粛・雲南各省のチベット人居住区は周縁地域

と見なされている．歴史的区分と現行行政区画は一

致しておらず，以下の地域は歴史的にはカムに属し

ている．

（1）チベット自治区チャムド（昌都）地区

（2）同ナクチュ（那曲）地区東部

（3）同コンボ（林芝）地区東部

　現在中国では一般に，「西蔵」という漢語はチベッ

ト自治区のみを指している．これは「西蔵自治区」

の略称という理由の他に，ダライ・ラマ 14 世が提

唱している「大チベットにおける高度な自治権獲

得」（大チベットはチベット自治区及び隣接する四

省のチベット人居住区を含む地理的概念，漢語では

「大蔵区」）要求を排除するという政治的事情も存在

する．例えば四川省内のチベット人居住区は「四川

（省）蔵区」という呼称が使われている．また，チベッ

ト人や漢人のチベット仏教徒は，行政区画に関係な

く周縁部を含むチベット人居住区を漢語で「蔵地」，

漢人居住区を「漢地」と呼び区別することもある．

　中国における民族区域自治制度は，人民政治協

5
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商会議共同綱領（1949 年），民族区域自治実施要綱

（1952 年），1954 年憲法等に基づき実施されてきた．

現在チベット周縁地域に設置されているチベット族

自治州（他の民族名を併記したものを含む）を以下

に掲げる．

（1）四川省甘孜（カンゼ）チベット族自治州

（2）四川省阿壩（アバ）チベット族チャン族自治州

（3）青海省玉樹チベット族自治州 

（4）青海省海南チベット族自治州 

（5）青海省黄南チベット族自治州 

（6）青海省海北チベット族自治州 

（7）青海省果洛（ゴロク）チベット族自治州 

（8）青海省海西モンゴル族チベット族自治州 

（9）甘粛省甘南チベット族自治州 

（10）雲南省迪慶（デチェン）チベット族自治州 

　中国共産党の宗教政策を考える場合，チベット自

治区及び隣接する四省のチベット地区の間では党の

政策が異なる事例が確認される．例えば，漢人僧尼

がチベット自治区内の僧院で修行することは厳しく

規制されているが，四川省チベット地区の喇栄五明

仏学院（色達県）やヤチェン修行地（白玉県）では

1990 年代を中心に事実上黙認されてきた．東チベッ

ト一帯で大きな影響力を持つ喇栄五明仏学院のジグ

メ・プンツォク学院長は，1990 年合法的にインド

を訪問し，亡命中のペノル法王やダライ・ラマ 14

世との交流を行ったが，帰国後直ちに政治問題に発

展することはなかった（ただし 2001 年以降，中国

政府は問題視し喇栄五明仏学院へ圧力を加えた）．

白玉寺（ペユル・ゴンパ，白玉県）の座主ペノル法

王は亡命先のインドから優秀な教師と多額の資金を

地元に送り，白玉寺仏学院の開学に尽力した．周縁

部の宗教空間の中で独自の発展を遂げたのは，四川

省甘孜州の喇栄五明仏学院とヤチェン修行地であ

る．ジグメ・プンツォクとアチュウ・リンポチェは

漢人僧尼や漢人在家信徒との協力関係を活用しつつ

大規模な仏学院と信仰共同体を築き上げた 4）．こう

してチベット周縁地域はラサとダラムサラという二

つの中心の間に埋没することなく，国境を越えて

独自のパイプを保持しつつ発展してきた．ダライ・

ラマ 14 世亡命後，ラサの宗教力が弱まるにつれて，

周縁地域が着実に宗教的力量を蓄えてきたと言える．

　「中心と周縁との関係は，強弱や権力の大小では

なく，周縁それ自身の内在性が中心を照射する両者

の往復作用である」（浜下武志）5）という考えはチベッ

トの中心と周縁の関係にもあてはまると言える．

周縁地域に内在する宗教的ダイナミズムを通して

「2008 年チベット騒乱」の持つ意義を考察すること

が本稿の狙いであるが，周縁地域をチベットから除

外する中国政府の立場に賛同するものではない．

 3．2008 年チベット騒乱

3. 1　2008 年チベット騒乱

　2008 年チベット騒乱は一般に，「3 月 10 日チベッ

ト自治区ラサにて僧侶の抗議行動から始まった」と

言われている．北京在住チベット人作家ツェリン・

オーセルのブログに掲載された「鼠年雪獅吼−−

2008 年西蔵事件大事記」によると，3 月 10 日ラサ

のデプン寺（哲蚌寺）の僧が，「宗教活動の自由を

守れ」「漢人のチベット移住に反対」「逮捕された僧

侶を解放しろ」等の要求を掲げてデモを行った 6）．

同日，ラサのセラ寺（色拉寺）の僧がトゥルナン寺（大

昭寺）付近で「雪山獅子旗」を掲げて「宗教活動の

自由」等を叫びデモを行った．デモに参加した僧侶

は直ちに公安当局に逮捕された．「僧侶の解放」とは，

2007 年 10 月 17 日ダライ・ラマ 14 世がアメリカ連

邦議会から「ゴールド・メダル」を贈られたことを

祝福した僧侶が逮捕された一件を指している．「雪

山獅子旗」はチベット国旗であり，中国でこの旗を

掲げることはチベット独立主義者と見なされ，国家

分裂煽動罪に問われることとなる．

　ラサの抗議行動で注意すべき点は，セラ寺の一件

による逮捕者の中に，アムドの隆格寺（青海省果洛

チベット族自治州久治県）やカムの温波寺（四川省

甘孜チベット族自治州石渠県）の僧が複数含まれて

いたことである．この抗議行動は事前に準備された

6
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ものなのか，アムドやカムの僧は抗議行動に参加す

る目的でラサに滞在していたのか，この疑問を解決

するため情報は現在確認できていない．ツェリン・

オーセルの資料によると，同日，中国政府への抗議

行動はチベット自治区以外の周縁地域でも起こって

いたことがわかる．以下に掲げる．

【3 月 10 日】

（1）青海省海東地区化隆回族自治県，徳査寺にて僧

が抗議行動を実施した．ダライ・ラマ 14 世の

肖像を掲げて，宗教活動の自由を求めた．

（2）青海省海南チベット族自治州貴南県，魯倉寺に

て僧侶が平和を求めて抗議行動を実施した．

（3）甘粛省甘南チベット族自治州夏河県，ラプラン

寺（拉卜楞寺）及び四川省甘孜チベット族自治

州甘孜県では，「チベット独立」のスローガン

を書いたポスターが張り出された．

　その後，3 月 14 日ラサ市街区で起こった抗議行

動（暴力行為も含む）と当局の武力による鎮圧が導

火線となり，抗議行動はチベット人が居住する四川

省等周縁地域及びインド，ネパールのチベット人社

会，そして各国のチベット支援組織を巻き込む大規

模なものへと発展した．

3. 2　3 月 10 日ラサのデモをめぐる報道

　「3 月 10 日，チベット自治区ラサで中国政府への

抗議行動発生」のニュースに関して，3 月 11 日付

AFP 電が次のように伝えた 7）．

　　中国外務省は 11 日，チベット自治区の中心都

市ラサ（Lhasa）で警察当局が僧侶らによるデモ

を鎮圧し，数人を拘束したことを明らかにした．

僧侶のデモは 1959 年のチベット動乱から 49 年を

迎えた 10 日から行われていた．

　　秦剛（Qin Gang）外務省報道官は記者会見で，

「10 日午後，ラサで複数の僧侶が，一握りの民衆

にそそのかされて違法行為を行い，社会の安定を

乱そうとした」とし，警察当局が僧侶らを拘束し

たことを明らかにした．拘束された人々の処遇に

ついては「法に則って対処する」と述べ，詳しく

は触れなかった．

　秦剛外交部（外務省）報道官は 3 月 11 日午後定

例記者会見を行った．中国外交部のウェブサイトに

は，ダライ・ラマの声明に関する質問には答えてい

るが，AFP 電が報じた 3 月 10 日のデモについての

発言内容は掲載されていない 8）．『西蔵日報』も 3

月 10 日から 14 日の間，デモのニュースを全く報じ

なかった．その理由は二つ考えられる．一つは北京

で全国人民代表大会が開催されていたため，各会議

の重要な決定事項を報じることを優先した．もう一

つは，3 月 10 日という政治的に敏感な日に発生し

たデモを新聞に掲載することによりデモの拡大を誘

発する可能性があったためである．『西蔵日報』が

10 日以降の一連の抗議行動の事実を伝えたのは，3

月 15 日「西蔵自治区高級人民法院，西蔵自治区人

民検察院，西蔵自治区公安庁　通告第 1 号」であっ

た 9）．以下に引用する．

　　2008 年 3 月 10 日以来，ラサ地区において少数

の不法な僧尼が連続して騒ぎを起こし，社会を大

きな混乱に陥れた．これはダライ集団が入念に計

画した策略がチベットを祖国から分裂させ，チベッ

ト各民族人民の安定，和諧，日常の生産活動を破

図 1
Fig.1

「2008 年チベット騒乱」発生場所を示す地図．
A map indicating the locations of the 2008 
Tibetan unrest．
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壊する政治的画策によるものである．とりわけ 3

月 14 日，一部の不法の輩がラサにおいて組織的

にかつ計画的な殴打，破壊，略奪，放火，殺害と

いった暴力的な手段によって，学校，病院，少年

活動センター，商店，住宅に火を放ち，党や政府

機関，企業を暴力で襲撃し，車輌を破壊炎上させ，

商品を略奪し，罪のない民衆を殺害し，治安維持

関係者に暴力を加えた．これらの行為は「中華人

民共和国刑法」に触れ，刑事犯罪となるものであ

る．このたびの殴打，破壊，略奪，放火，殺害と

いった犯罪を組織し計画し，犯行に関わった者は

すべての破壊活動を停止し自首すること．多くの

人民大衆が犯罪者の積極的な摘発に協力するよう

要請する．以下に通告する．

　（1）3 月 17 日 24 時までに自発的に公安や司法

機関に自首した者は，法によりその処罰を

減じる．自首し，かつその他の犯罪者の検

挙に協力した者は，法により処罰を免じる．

犯罪者が期限を過ぎても自首しない場合は，

法により厳罰に処す．

　（2）犯罪者をかばったりかくまったりした者は，

調査を経た後，法により厳罰に処す．

　（3）犯罪者や犯罪行為の検挙摘発に積極的に協力

した者は，身の安全を保障し，表彰し褒賞

を与える．

　　　　　　　　　　　　　　　2008 年 3 月 15 日

　この「通告第 1 号」は主に 3 月 14 日ラサで発生

した僧や民衆と公安当局の大規模な衝突と破壊行為

を対象としており，3 月 10 日以降の一連の抗議行

動の具体的な内容には触れていない．「鼠年雪獅吼

−− 2008 年西蔵事件大事記」によると，ラサ市公

安局は，3 月 14 日の事件に関わった疑いのある人

物の写真を公開し市民に通報を呼びかける「通輯令」

（指名手配書）を，2008 年 3 月末時点で第 9 号まで

発行した 10）．

　また，ラサ市公安局はチベット電視台（テレビ局）

とラサ電視台を通じて，事件に関与した嫌疑者の写

真を公表し，漢語とチベット語による放送を通じて

市民に情報提供を呼びかけた（2008 年 3 月 23 日）．

ラサ市公安局は中国移動通信西蔵分公司を通じて，

同様の内容を記したショートメールをラサ市の全端

末に配信した（2008 年 3 月 23 日）．甘粛省甘南チベッ

ト族自治州でも，一連の動乱や抗議行動は国内外の

チベット独立派の策略であるという内容のショート

メールを配信した（2008 年 3 月 23 日）11）．

3. 3　集会・デモに関する法律

　ラサでは集会やデモを行う場合，5 日前までに（第

7 条），ラサ市（県）公安局（第 4 条）へ申請する

ことが「拉薩市実施《中華人民共和国集会游行示威

法》辦法」（1990 年）で定められている 12）．集会や

デモの目的に中国共産党や政府を批判する内容が含

まれている場合，許可される見込みはない．具体的

な内容は第 12 条に記されている．

（1）憲法が定める基本原則に反対するもの

（2）国家統一，主権，領土保全を脅かすもの

（3）民族分裂を煽動するもの

（4）申請された集会やデモ行進が直接公共の安全を

脅かし社会秩序を著しく乱すと十分な根拠を

もって認定できるもの                            

　仮にチベット仏教の僧侶がラサで平和祈願を目的

とした集会を申請したとしても，「国家統一」を脅

かし「民族分裂」につながる恐れありと判断されれ

ば申請は却下され，その場で身柄が拘束されること

もある．今回デプン寺やセラ寺の僧侶は無許可でデ

モを実施したため，中国政府は法に則り「違法行為」

と見なしたのである．更に「違法な」デモにより党

や政府の民族政策・宗教施策を批判し，チベットを

めぐる国家の主権に言及したことにより身柄を拘束

された．この法律は体制側に有利な内容となってい

るため，集会もデモも宗教関係者の申請が受理され

る可能性はない．中国では個人の言論の自由よりも

国家統一や民族団結という「国益」が優先されるた

め，「中華人民共和国集会游行示威法」は国民の権

利を守るものではなく政府が不穏分子を摘発するた

8
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めの法という側面が強いと言える．2008 年に中国

国内のチベット人居住区で実施された僧侶らによる

集会やデモ（2008 年チベット騒乱）は，すべて「事

前申請なし」「国家統一を脅かす」という理由で，

中国政府は「違法行為」と見なし当事者を逮捕拘束

したのである．

　チベット自治区及び四川省等周縁地域における一

連の抗議行動では，具体的に次のような行動が確認

された．

（1）ダライ・ラマ 14 世の肖像を掲げる

（2）カルマパ 17 世の肖像を掲げる

（3） パンチェン・ラマ 11 世（亡命政府が認定したゲ

ンドゥン・チューキ・ニマ）の肖像を掲げる

（4）中国国旗「五星紅旗」を引きずり下ろす

（5）チベット国旗「雪山獅子旗」を掲げる

（6）中国政府に宗教活動の自由を要求する

（7）ダライ・ラマ 14 世の帰還実現を要求する

（8）要求事項を記したビラをまく

　一般にダライ・ラマ 14 世の肖像を携帯，所有す

ることは禁じられており，公安当局に発覚した場合

は，身柄を拘束され処罰が加えられることもある．

チベット自治区ラサ市では厳しい取り締まりが行わ

れているが，四川省など周縁地域では各地域の実情

により異なり，寺院や商店，個人宅に堂々と掲げら

れていることは珍しくない．

　カルマパ 17 世は 1999 年末にインドへ亡命したカ

ギュ派最高位の活仏である．当時 14 歳の少年活仏

が中国政府の警戒網をかいくぐりインドへの亡命に

成功したニュースが公になると，チベット全土は大

いに沸き立った．それ以後，中国国内のチベット人

居住地では，公安がカルマパの肖像を掲げることを

禁じる場合もある．これも各地域の状況により異な

るが，ダライ・ラマ 14 世の肖像ほど厳しい取り締

まりがあるわけではない．2007 年 8 月筆者が川蔵

北路（成都甘孜間）及びその周辺地域を調査した際

に気づいたことは，カルマパ 17 世の肖像をフロン

トガラスに掲げた長距離トラックを多数確認したで

ことである（図 2）．血の気の多いチベット人トラッ

ク運転手の心をとらえたのは，共産党に一泡吹かせ

たカルマパの勇気ある行動と彼の精悍な顔立ちであ

る．カルマパの写真はチベット人個人商店で販売さ

れることもあるが，今回の場合は香港や台湾在住の

信徒が印刷して持ち込んだものが東チベット一帯に

大量に流布したと考えられる．周縁地域では，トラッ

図 2

Fig.2

トラックのフロントガラスの飾られたカルマ
パ 17 世の写真．
A photo of the 17th Karmapa on the 
windshield of a truck

図 3

Fig.3

甘孜県の個人商店に飾られていた写真．パ
ンチェン・ラマ 10 世（中央），チベット亡
命政府が認定したパンチェン・ラマ 11 世

（左），ダライ・ラマ 14 世（右）．
A photo displayed in a privately-owned 
shop in Garze County, showing the 
10th Panchen Lama （center）, the 11th 
Panchen Lama sanctioned by the Tibetan 
government in exile （left） and the 14th 
Dalai Lama （right）
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クや個人商店内に飾られたカルマパの写真が公安と

のトラブルに発展することは少ない．ただし，トラッ

クや商店から一斉にカルマパが姿を消した時は要注

意である．政府の宗教政策が「放」（柔軟化）から

「収」（引き締め）へ転じようとしている兆しと受け

止めることができる．

　パンチェン・ラマ 11 世は 2 人いる．1 人はチベッ

ト亡命政府が認定した ゲンドゥン・チューキ・ニマ，

もう 1 人は中国政府が指名したギェンツェン・ノル

ブである．ゲンドゥン・チューキ・ニマは 1995 年

5 月に認定された後，家族とともに行方不明となり

現在に至っている．今回青海省黄南チベット族自治

州澤庫県での抗議行動でニマ少年の写真が掲げられ

た（3 月 20 日）．筆者はこれまで四川省甘孜州内の

複数の寺院でニマ少年の写真を見かけたことはある

が，町中で堂々と飾ることは禁じられている．筆者

は 2007 年 8 月甘孜県の個人商店内に飾られたニマ

少年とダライ・ラマ 14 世の写真を確認したことが

ある（図 3）．

3. 4　3 月 10 日の位置づけ

　中国政府にとってもチベット亡命政府にとって

も，毎年 3 月 10 日は政治的緊張を伴う日である．

50 年前のこの日，ラサで大規模な武力衝突が発生

したことはよく知られている．1959 年 3 月 10 日，

ダライ・ラマ 14 世は中国人民解放軍文工団の演劇

鑑賞に招待されていた．ところが，「中国人がダライ・

ラマを毒殺する」「北京へ連れ去る」といった噂が

流れ，チベット群衆と中国側との間で大きな衝突が

起こった．その後動乱へと発展し，3 月 17 日ダラ

イ・ラマは混乱の続くラサを逃れインドへと向かっ

たとされるが，事件の詳細な内容は不明である 13）．

つまり 3 月 10 日はチベット亡命政府にとっては「チ

ベット人が中国の支配に対抗し蜂起した記念日」（チ

ベット民族蜂起）であり，中国政府にとっては「チ

ベット人が中国政府の統治に武力で叛乱を起こした

記念日」（西蔵武装叛乱）なのである．日本では一

般に「1959 年にチベットで発生した動乱」という

意味で「チベット動乱」と呼ばれている．

　2009 年 3 月 10 日，ダライ・ラマ 14 世は民族蜂起

記念日 50 周年を迎えるにあたって声明を発表した．

冒頭で「2008 年チベット騒乱」について次のように

語っている 14）．

　　本日は，チベット民族が中国共産党のチベット

弾圧に対する平和的蜂起を行なってから 50 周年

にあたります．昨年 3 月以来，チベット全土で平

和的な抗議行動が湧き起こりました．抗議に参加

したチベット人のほとんどは，1959 年以降に生

まれ育ち，自由であった頃のチベットを知らない

若い世代でした．彼らが強固な信念に突き動かさ

れてチベット問題のために力を尽くした事実，さ

らにはそのような信念が親の世代から子の世代へ

と引き継がれているという事実はじつに威信の問

題であり，チベット問題に鋭い関心を寄せてくだ

さっている国際社会にとりましても，勇気の源と

なるかもしれません．我々は，昨年の危機におい

て命を落とした同胞，拷問を受け，測り知れない

苦難に苦しんだ同胞，さらには，チベット問題が

始まって以来，苦しみ，命を落としたすべての同

胞に敬意を表し，祈りを捧げます．（小池美和訳）

　続いて，中国人民解放軍のチベット進攻，一連の

「民主改革」をへてインド亡命に至った理由と経緯

について改めて説明している 15）．

　　中国共産党部隊がチベットの北東部から東部

（カム，アムド）にかけて進駐を開始したのは

1949 年頃のことでしたが，1950 年までに 5000 人

以上のチベット人兵士が殺されました．情勢を考

慮して，中国政府は平和的解放の政策を選択し，

1951 年には 17 ヶ条の協定とその付属文書の調印

に至りました．以来，チベットは中華人民共和国

の支配下となっています．しかしながら，17 ヶ

条の協定にはチベット独自の宗教，文化，伝統的

価値が保護されるとはっきり述べられています．
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　　1954 年から 1955 年にかけ，私は北京において

毛沢東国家主席が率いる中国共産党政府や軍部の

ほとんどの幹部と会する機会を持ちました．我々

は，チベットの社会的および経済的発展を遂げる

方法について話し合い，同時に，チベットの宗教

や文化遺産を維持する方法についても話し合いま

した．その際には，毛沢東をはじめとする幹部全

員が自治区の履行に向けて道筋をつける準備委員

会を設立することに合意したのですが，それは軍

部管理委員会の設立というよりはむしろ 17 ヶ条

の協定のなかで約束されているような委員会でし

た．しかしながら，1956 年頃からチベットにお

いて極左政策が敷かれ，それにより状況が急転し

ました．その結果，上層部との確約が履行される

ことはありませんでした．カムおよびアムド地域

におけるいわゆる「民主的改革」の強硬履行は，

当時の一般的な情勢と合致しておらず，測り知れ

ない混沌と破壊をもたらす結果となりました．中

央チベットにおいては，中国人役人が強制的もし

くは故意に 17 ヶ条の協定の条項を破るなど，圧

政的な政略は日ごとに濃さを増していきました．

このような絶望的な成り行きはチベット人に選択

の余地を残さず，1959 年 3 月 10 日，チベット人

は平和的蜂起のために立ち上がることとなりまし

た．中国指導部は先例のない武力をもってこれを

処し，それから数か月のうちに何万ものチベット

人が殺され，逮捕され，刑務所に入れられました．

結果的に，私は何人かのカロン（大臣）をはじめ

とするチベット政府役人の小さな一行と共にイン

ドへ逃れ，亡命することとなりました．以後，10

万人近いチベット人がインド，ネパール，ブータ

ンへ逃れ，亡命しました．そのような脱出とその

後の数か月間にわたって直面した想像を絶する苦

難は，いまもチベット人の記憶に生々しく焼きつ

いています．（小池美和訳）

　ダライ・ラマは 3 月 10 日に起こった大規模な衝

突の背景には，中国政府による「17 箇条協定」の

違約行為，チベットの実情を無視した「民主改革」

の強行が生み出した不満と不信感があると語ってい

る．チベット人にとってダライ・ラマの亡命以後，

毎年 3 月 10 日は民族の蜂起を讃えると同時に民族

が抱える悲哀と苦悩を確認するための極めて重要な

記念日なのである．

3. 5　騒乱の背景

　ダライ・ラマ 14 世が掲げる対中国中道路線の主

張とは，チベットは中華人民共和国の枠組みの中に

留まり，分離独立を求めないという内容である．た

だし，ウーツァン，カム，アムド全域（いわゆる

「大チベット」）における高度な地方民族自治の実現

が前提条件である．2008 年 3 月 10 日，民族蜂起 49

周年に際して，ダライ・ラマは中国国内の民族自治

の実情に対して，厳しく苦言を呈している 16）．以

下に引用する．

　　チベットでは，弾圧が続いています．数えきれ

ないほどの想像を絶する人権侵害，宗教の自由の

否定，宗教的問題の政治問題化が増え続けていま

す．これらはすべて，チベット人を人間として尊

重する姿勢が中国政府に欠如していることに起因

しています．そしてこれが主な国民感情となり，

チベット人と中国人との間に差別を生んでいるの

です．したがって，私は，そのような政策をただ

ちに中止するよう中国政府に求める次第です．チ

ベットの人々が居住している地域は，自治権を持

つ県（ママ），自治権を持つ国（ママ）を指す「自

治区」という名を与えられていますが，それは名

ばかりで，実際にはチベット自治区には真の自治

がありません．統治しているのは，地域情勢に通

じていない人々，毛沢東が「中華思想」と呼んだ

ものに突き動かされている人々なのです．結果と

して，この名目上の自治は，これに関わる民族に

なんら利益をもたらしていません．（訳者不明）

　中国共産党は建国以前，少数民族の自決権・分離
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権を認め，連邦制を構想していた時期があった．結

党の翌年である 1922 年 7 月，第 2 回全国代表大会

では，「自由連邦制を用いて，中国本部，蒙古，西蔵，

回疆を統一し中華連邦共和国を成立させる」こと

を当面の活動目標の一つとして掲げた 17）．続いて

1931 年の「中華ソビエト共和国憲法大綱」第 14 条

では，民族自決権を明記した．以下に引用する 18）．

　　中国ソビエト政権は中国国内の少数民族の自決

権を認め，各弱小民族が中国から離脱し，独立

した国家を自ら成立させる権利をも認める．蒙，

回，蔵，苗，黎，高麗人等，およそ中国の地域内

に居住するものは完全なる自決権を持つ，つまり

中国ソビエト連邦への加入と離脱，自らの自治区

域の建設を行うことができる．中国ソビエト政権

はこれら弱小民族が帝国主義，国民党，軍閥，王

公，ラマ，土司等の抑圧的な統治から逃れて完全

なる自由と自主を獲得できるよう努力し援助しな

ければならない．ソビエト政権はこれら民族の自

らの民族文化と民族言語を発展させなければなら

ない．

　自由連邦制にせよ自決権にせよ，中国共産党はあ

る程度具体的な構想を持っていたことは確かである

が，実現に向けた党内での協議が活発であったとは

いえない．「ラマ，土司等の抑圧的統治」という文

言を見る限り，チベット人居住区における僧院や高

僧の宗教，政治，経済各方面における役割を共産党

がきちんと把握していたとは言い難い．「国民党に

追いつめられた中国共産党にとって体制を立て直

し，プロレタリア革命を全国規模に展開するために

は，ありとあらゆる方法を使っても『少数民族』の

協力を得ることが緊急の課題となった」と分析する

松本ますみ氏の見解が妥当であろう 19）．紅軍長征

時期には，張国濤が中心となって，チベット人を主

体としたゲラダサ共和国（1935 年）やボバ人民共

和国（1936 年）の建設を援助したが，これらは中

華ソビエト共和国西北連邦政府の樹立を目指すため

の行動でありチベット人による真の自治の実現とは

言い難かった．張国濤の連邦政府構想は直後に頓挫

してしまった．

　中華人民共和国が成立する直前，「人民政治協商

会議共同綱領」（1949 年 9 月）は民族の自決権と分

離権を否定し，民族区域自治を行うことを定めた（第

51 条）．この基本方針は「中華人民共和国憲法」（1954

年）に受け継がれた．第 3 条には「中華人民共和国

は統一された多民族国家である」「各少数民族が集

居する地方では区域自治を実施する．各民族の自治

地方は中華人民共和国の不可分の一部である」と記

されている．そのため「チベット独立」という主張

は直ちに「国家の主権を損なう」ものと見なされて

しまうが，その一方で少数民族が自治の拡大を求め

ても容易には受け容れられない状況にある．自治区

や自治州という行政単位は少数民族の言語や宗教を

尊重し保護する立場をとっているが，多くの民族は

自らの文化が抑圧されていると感じており，行政が

中国共産党の指導下にある以上，実質的な自治は存

在していない．「チベット族は中華民族の一員」と

いう中国政府の政治的主張は，かえってチベット人

の団結と民族意識を高める結果に終わることもあ

る．中国政府がチベットにインフラ整備を中心とし

た経済援助を行い，大学入学や子供の出生数等で優

遇政策をとっていることは事実であるが，「チベッ

ト人を人間として尊重する姿勢が中国政府に欠如し

ている」というダライ・ラマの言葉は，大多数のチ

ベット人の率直な思いを代弁したものである．

　僧侶を中心としたラサでのデモは 3 月 10 日から

14 日にかけて断続的に行われたため，公安と武装

警察はラサ三大寺院を包囲して僧侶に自制を呼びか

け，一部の僧の身柄を拘束した．14 日にはラサの

中心部で僧侶と民衆による中国政府への抗議行動が

何かの理由を契機に大規模な衝突と暴動へと発展し

た．僧侶と民衆は漢人が経営する商店等を襲撃し，

商品を燃やし，公安車輌を横転させた．暴動を制圧

する公安当局との乱闘も発生し，制圧の過程でチ

ベット人の中に死傷者が続出した．14 日に暴動が
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発生したことは事実であるが，公安側民衆側双方の

被害状況については，中国政府と亡命政府の主張に

大きな隔たりがあり，事実関係を調べる方策がない

ため，ここでは言及しないことにする．

　僧侶を抗議行動に走らせた背景には，中国共産党

が推し進めてきた高圧的な宗教政策がある．文化大

革命終息後，宗教活動は再開を許され多くの寺院が

再建されたが，党や政府の管理は強化される一方で

あった．例えば政府主導により寺院の観光施設化が

進み，寺院の定員制が強化された．ダライ・ラマへ

の批判を強要する政治思想教育（愛国主義教育）が

導入された．転生ラマ（活仏）の認定を政府の許可

制にする条例が制定された（「蔵傳仏教活仏転世管

理辦法」国家宗教事務局令第 5 号，2007 年）． テ

ンジン・デレク（四川省甘孜州理塘県），ジグメ・

プンツォク（四川省甘孜州色達県）といった東チベッ

トで大きな影響力を持つ高僧への死刑判決や軟禁事

件が発生した．こうした諸々の圧力が寺院と僧侶の

活動を大幅に制限し，党や政府に対する不満を増大

させていったのである．

　民衆は大量に入植してきた漢人に経済の主導権を

握られ，チベット人と漢人の間に経済格差と教育水

準の格差が拡がり始めた．そして過度の観光開発，

民族の言語や風俗習慣への軽視と蔑視，自由な言論

の弾圧，高僧への侮辱行為，信仰生活への介入といっ

た政策に対する憤りが次第に充満してきた．3 月 10

日のデモは事前に計画されたものと考えられるが，

14 日のラサでの破壊行為はこのような様々な要因

が長年にわたって重なりあい，偶発的に発生したと

思われる．

3. 6　チベット自治区における騒乱

　3 月 10 日にラサで始まった抗議行動はその後も

断続的に起こり，やがて 14 日の暴動に発展した．

ラサ市街区には公安局，武装警察隊及び特殊警察部

隊が緊急配置され，厳戒態勢が敷かれた．治安維持

要員は抗議行動の再発を警戒しつつ，商業施設や学

校の被害状況の調査，外国人の救出，負傷者の救護，

寺院の閉鎖，交通規制等，事実上戒厳令を敷いたに

等しい状況となった．その後，ラサ市郊外やシガツェ

地区でも散発的に抗議行動は起こったが，厳重な警

備態勢の中でラサでの活動は急速に抑え込まれてし

まった．「鼠年雪獅吼−− 2008 年西蔵事件大事記」

に掲載された 3 月 11 日から 31 日までのチベット自

治区における抗議活動を以下に示す 20）．

【3 月 11 日】

・チベット自治区ラサ市，セラ寺で拘束された僧の

解放を求める行動．

【3 月 12 日】

・チベット自治区ラサ市，デプン寺の僧，自傷行為

による抗議行動．

・チベット自治区ラサ市，セラ寺の僧，絶食による

抗議行動．

【3 月 13 日】

・チベット自治区ラサ北部，曲桑尼寺の尼僧，パル

コルでの抗議行動を計画したが当局が阻止．

【3 月 14 日】

・チベット自治区ラサ市，小昭寺及び赤巴ラカンの

僧が抗議行動．

・チベット自治区ラサ市，僧を含む多数のチベット

人と軍警の間で大規模な衝突が発生，死傷者多数．

・チベット自治区ナクチュ地区，珠日旺丹寺の僧が

抗議行動．

【3 月 15 日】

・チベット自治区ラサ市達孜（タクツェ）県，曲水

（チュシュル）県， 林周（ルンドゥプ）県，墨竹

工孜（メルド・グンカル）県等で抗議行動．

【3 月 16 日】

・チベット自治区ラサ市街，抗議行動．

・チベット自治区墨竹工卡（メルド・グンカル）県，

抗議行動．

・チベット自治区ロカ（山南）地区扎嚢（ダナン）県，

桑耶（サムイェ）寺，僧が澤当（ツェタン）での

抗議行動を計画したが当局が阻止．

・チベット自治区ナクチュ（那曲）地区那曲県，抗

議行動．
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・チベット自治区シガツェ地区，タシルンポ寺，僧

が抗議行動．

・チベット自治区シガツェ地区薩迦（サキャ）県，

僧侶及び民衆による抗議行動．

【3 月 17 日】

・チベット自治区ラサ市トゥールン・デチェン（堆

龍徳慶）県，丁果寺の僧が抗議行動，逮捕．

・チベット自治区ラサ市墨竹工卡（メルド・グンカル）

県，仁青寺，蚌薩寺の僧と民衆が抗議行動．

【3 月 18 日】

・チベット自治区シガツェ地区薩迦（サキャ）県　

僧侶が工作組を退去させた後，抗議行動．

【3 月 20 日】

・チベット自治区チャムド地区芒康県措瓦郷，民衆

が抗議行動．

【3 月 23 日】

・チベット自治区ラサ市，小昭寺の僧が自害による

抗議．

【3 月 24 日】

・チベット自治区シガツェ地区シガツェ市，民衆が

抗議行動．

【3 月 26 日】

・チベット自治区シガツェ市，タシルンポ寺の僧と

民衆が抗議行動．

・チベット自治区シガツェ地区薩迦（サキャ）県，

僧が抗議行動．

【3 月 27 日】

・チベット自治区ラサ市，大昭寺の僧が外国記者団

に対して中国政府への批判を行う．

【3 月 30 日】

・チベット自治区チャムド地区江達県，瓦拉寺の僧

が抗議行動．

　チベット自治区ではラサ市内とシガツェ地区を中

心に 3 月 14 日の暴動以後，大量の治安維持部隊が

投入された．陸路，空路ともに交通規制が行われ，

固定電話，携帯電話，インターネットを中心とした

情報通信網も当局により管理され遮断されてしまっ

た．従って，上記以外の抗議行動が発生したことは

十分に考えられるが，正確な情報を国外に伝えるこ

とは不可能な状況にあった．

3. 7　周縁地区における騒乱

　一方，四川，青海，甘粛各省内のチベット人居住

区では，激しい抗議活動が繰り広げられた（雲南省

内の行動は未確認）．「鼠年雪獅吼−− 2008 年西蔵

事件大事記」に掲載された 3 月 11 日から 31 日まで

の周縁地域における抗議活動を以下に示す 21）．

【3 月 14 日】

・甘粛省甘南チベット族自治州夏河県，ラブラン寺

の僧が抗議行動．

【3 月 15 日】

・甘粛省甘南チベット族自治州夏河県，僧及び民衆

による大規模抗議行動，当局との衝突により死傷

者発生．

・甘粛省甘南チベット族自治州合作市，合作寺の僧

及び民衆によるデモ．

・四川省甘孜チベット族自治州道孚（タウ）県，僧

侶及び民衆によるデモ，ビラの散布．

・四川省甘孜チベット族自治州甘孜県，理塘（リタン）

県，抗議行動．

【3 月 16 日】

・四川省阿壩（アバ）チベット族チャン族自治州阿

壩県，キルティ寺の僧及び民衆が大規模な抗議行

動，当局と衝突し死傷者多数発生．

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州若爾蓋（ゾ

ルゲ）県，郎木寺の僧が抗議行動，死傷者発生．

・青海省海南チベット族自治州共和県，僧侶と民衆

が抗議行動．

・青海省果洛（ゴロク）チベット族自治州瑪沁（マチェ

ン）県，拉加寺で抗議行動．

・甘粛省甘南チベット族自治州瑪曲（マチュ）県，

僧侶と民衆が抗議行動，暴動に発展し，死者多数

発生．

・甘粛省甘南チベット族自治州夏河（サンチュ）県

才科郷，僧侶が抗議デモ．

・青海省海南チベット族自治州同徳（カワスムド）県，
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僧と民衆が抗議行動．

・四川省甘孜チベット族自治州炉霍（ダンゴ）県，

僧が抗議行動を計画したが当局が阻止．

・甘粛省蘭州，西北民族大学のチベット人学生がデモ．

【3 月 17 日】

・青海省海南チベット族自治州共和県，僧侶が抗議

行動．

・青海省黄南チベット族自治州同仁県，隆務寺の僧

が抗議行動，自傷行為．

・青海省黄南チベット族自治州河南モンゴル族自治

県，僧が抗議行動．

・青海省海南チベット族自治州貴南（マンラ）県，

塔秀寺の僧が抗議行動に向かう途中当局が阻止．

・青海省果洛チベット族自治州久治（チクディル）県，

達龍寺と隆格寺の僧が抗議行動，その後遊牧民も

加わり暴動に発展，隆格寺の僧 3 名はかつてラサ

のセラ寺で学んだ経験があり 3 月 10 日ラサでの

抗議行動に参加後当局に身柄を拘束された．

・甘粛省甘南チベット族自治州合作市，合作衛生学

校のチベット人学生がデモ，合作師範専科学校と

現地中学校のチベット人がデモを計画したが教師

が阻止．

・甘粛省甘南チベット族自治州碌曲（ルチュ）県，

僧と民衆が抗議デモ．

・甘粛省甘南チベット族自治州卓尼（チョネ）県，

民衆が抗議行動，卓尼チベット族中学の学生が暴

動．

・甘粛省甘南チベット族自治州迭部県，民衆が抗議

行動．

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州馬爾康（マ

ルカム）県，馬爾康県師範学校と阿壩民族高級中

学のチベット人学生が抗議デモ．

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州紅原県，民

衆が抗議行動，チベット族中学の学生がデモ．

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州阿壩県，民

衆と尼衆寺，嘛弥寺の尼僧が抗議活動．

・四川省甘孜チベット族自治州色達（セルタ）県，

民衆が抗議行動．

・四川省甘孜チベット族自治州甘孜県，大金寺の僧

が抗議行動．

・北京，中央民族大学のチベット人学生が抗議行動．

・四川省成都市，西南民族大学のチベット人学生が

抗議行動．

【3 月 18 日】

・青海省西寧市，青海師範大学民族師範学院のチベッ

ト人学生が抗議行動．

・青海省果洛チベット族自治州久治県，白玉寺の僧，

学生，民衆が抗議行動．

・青海省果洛チベット族自治州一帯で抗議行動，死

者あり．

・青海省黄南チベット族自治州同仁県，隆務寺の僧

が抗議行動．

・青海省黄南チベット族自治州尖扎県，民族中学で

抗議行動．

・甘粛省甘南チベット族自治州夏河県甘加郷，博拉

郷，阿木去乎郷，僧や民衆が抗議行動

・甘粛省甘南チベット族自治州瑪曲県，民衆が抗議

行動．

・甘粛省甘南チベット族自治州卓尼県，貢巴寺の僧

が抗議行動，暴動に発展．

・甘粛省甘南チベット族自治州碌曲県扎耶郷，民衆

が抗議行動．

・四川省甘孜チベット族自治州理塘県，民衆が抗議

行動．

・四川省甘孜チベット族自治州甘孜県，僧と民衆が

大規模な抗議行動，当局と衝突し死傷者多数．

・四川省甘孜チベット族自治州色達県，僧と民衆が

抗議行動．

・青海省玉樹チベット族自治州玉樹（ジェクンド）県，

民族中学の学生が抗議行動．

【3 月 19 日】

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州紅原県査日

瑪郷，民衆の抗議行動．

・青海省黄南チベット族自治州同仁県噶爾孜郷，多

瓦郷，民衆の抗議行動．

・甘粛省甘南チベット族自治州碌曲県薩木擦郷，民
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衆の抗議行動．

・青海省果洛チベット族自治州久治県索乎日麻郷，

哇賽郷，民衆の抗議行動．

・四川省甘孜チベット族自治州色達県，民衆の抗議

行動．

【3 月 20 日】

・青海省黄南チベット族自治州澤庫（ツェコ）県，

僧と民衆の抗議行動．

・青海省海東地区循化サラ族自治県，蔵文中学の学

生が抗議行動．

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州壌塘（ザム

タン）県，僧と民衆が抗議行動．

・四川省甘孜チベット族自治州色達県克果郷，泥朶

郷，康勒郷，遊牧民が抗議行動．

【3 月 21 日】

・遼寧省大連市，チベット人学生が抗議行動（日時

不確定）．

・四川省甘孜チベット族自治州甘孜県，僧尼と民衆

が抗議行動．

【3 月 22 日】

・青海省海南チベット族自治州貴南県，僧と民衆が

抗議行動．

・青海省黄南チベット族自治州尖扎県，民衆が抗議

行動．

・青海省黄南チベット族自治州澤庫県多福頓郷，西

卜沙郷，寧秀郷，民衆が抗議行動．

・青海省海南チベット族自治州同徳県，色羅寺の僧

が抗議行動．

・青海省果洛チベット族自治州達日（ダルラ）県，

民衆が抗議行動．

・甘粛省甘南チベット族自治州夏河県，加茂貢寺の

僧が抗議行動．

・青海省果洛チベット族自治州久治県白玉郷，民衆

が抗議行動．

・青海省海南チベット族自治州興海（ツィコルタン）県，

阿却乎寺の僧が抗議行動．

【3 月 23 日】

・甘粛省甘南チベット族自治州卓尼県，貢巴寺の僧

が抗議行動．

【3 月 24 日】

・四川省甘孜チベット族自治州炉霍県朱倭郷，哦格

寺，覚日寺の僧尼と民衆が抗議行動，死者あり．

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州内，中国政府

がチベット人を批判した内容のスローガンを設置．

【3 月 25 日】

・青海省海南チベット族自治州興海県，民衆が抗議

行動．

・四川省甘孜チベット族自治州炉霍県，寿霊寺の僧

が抗議行動．

【3 月 27 日】

・四川省阿壩チベット族チャン族自治州阿壩県，キ

ルティ寺の僧が自害．

【3 月 28 日】

・四川省甘孜チベット族自治州炉霍県，僧と民衆が

抗議行動，高僧への逮捕指令．

・四川省甘孜チベット族自治州新龍（ニャロン）県，「チ

ベット独立」等の大量のスローガン出現．

【3 月 29 日】

・四川省甘孜チベット族自治州新龍県，悉瓦寺で愛

国主義教育の際，僧が抗議行動．

【3 月 30 日】

・四川省甘孜チベット族自治州炉霍県卡亮郷，僧が

抗議行動，工作組と衝突．

・青海省西寧市，青海師範大学民族師範学院のチベッ

ト人学生が抗議行動．

【3 月 31 日】

・甘粛省甘南チベット族自治州卓尼県，チベット族

中学の学生が抗議行動．

【3 月下旬】

・四川省甘孜チベット族自治州石渠（セルシュ）県，

色須寺の活仏が中国政府を批判，当局は活仏を拘

束．

　以上の資料からラサにおける 3 月 10 日のデモ及

び 3 月 14 日の暴動以後，2008 年チベット騒乱の中

心地はラサから周縁地域に移った事がわかる．周縁

地域でもラサ市同様，公安局や武装警察隊が抗議行
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動の制圧を実施したが，交通や通信網を全面的に遮

断するまでには至らなかった．各省内は道路網の整

備が進み定期バス路線も充実している．小さな町や

村が点在しており，漢人や回族独自の情報網も存在

している．比較的裕福な民衆や僧はバイクを個人所

有しており，通信網が遮断された場合でもバイクを

使って隣町へ行き情報を交換することも可能である．

このような状況下で，各地の抗議行動のニュースは

比較的短時間の内に町や寺院に流れていったのであ

る．また，時間の経過と共に抗議行動の範囲が拡大し，

小さな村々でも発生するなど，当局の対応が後手に

回ったことも事実である．周縁地域における 3 月の

動きの中で，筆者が最も注視するのは青海省黄南チ

ベット族自治州同仁県で勃発した事件である．

　4．「2.21 同仁事件」

4. 1　「通告 2008 年第 1 号」

　一般に「2008 年チベット騒乱」の始まりは，3 月

10 日デプン寺の僧による中国政府への抗議行動と

考えられている．先に紹介した 3 月 10 日が持つ歴

史的意義を考えれば，十分筋は通っている．とこ

ろが，チベット周縁地域に位置する青海省黄南チ

ベット族自治州同仁県にて，2 月 21 日に僧侶や民

衆と公安当局の間で大きな衝突事件が起こってい

た．それを裏付ける証拠は，同仁の町に張り出され

た「黄南州中級人民法院，人民検察院，公安局　通

告 2008 年第 1 号」である（図 4）．この資料は筆者

が 2008 年 8 月 3 日に同仁県で撮影したものである．

以下に一部を引用する．

　　2008 年 2 月 21 日以来，我が州の極めて少数の

地区で，不法分子による公安当局への包囲攻撃，

政府機関への襲撃，公共施設の破壊，車輌の打ち

壊し，国旗への侮辱行為，違法なデモ，反動的な

スローガンの貼り付けやビラの配布，反動的なス

ローガンの連呼等，違法な犯罪行為が連続して発

生しており，これらは何れも「中華人民共和国刑

法」を著しく犯すものである．「中華人民共和国

刑法」第 67 条の規定により，「犯罪後自ら申し出

て，自分の犯罪をきちんと供述したものを自首と

する．自首した犯罪者は処罰を軽減する．罪状の

軽い者は処罰を免じることもできる」．−−（以

下省略）

2008 年 3 月 22 日

　本稿では 2 月 21 日から数日間にわたり同仁県で

発生した事件を「2.21 同仁事件」と呼ぶ．2 日後，「ノ

ルウエー西蔵之声」がチベット消息筋の情報に基づ

いて事件のあらましを報じた 22）．

　　2 月 21 日，チベット仏教新年の法会期間中，

チベットアムド地方黄南州のレゴン（同仁県）に

て，数百人のチベット人が中国共産党政権に抗議

する平和的なデモ行進を行った．その結果，公安

図 4

Fig.4

「同仁事件」の発生を伝える黄南チベット族
自治州政府の通告（2008 年 3 月 22 日）．
A notice issued by the government 
o f  Huangnan Tibetan Autonomous 
Prefecture, announcing the occurrence of 
the Tongren incident （March 22, 2008）．
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当局との間に衝突が起こり，公安は催涙弾を用い

てデモを行うチベット人を退散させようとした

が，デモが収束することはなかった．そこで当局

は大量の軍警を動員し何百人ものチベット人を逮

捕拘束し，そのことが騒動を更に拡大させてし

まった．

　　激怒した群衆は公安と言い争いになり，「チベッ

ト独立」「ダライ・ラマ万歳」といったスローガ

ンを叫ぶ者も現れ，4 台の警察車輌を横転させて

火を放ち，30 名余りの公安員が負傷したと伝え

られている．

　　当時公安員はさまざまな手段でデモを行ったチ

ベット人を殴打し，その内の一人が重傷を負い病

院へ搬送されて治療を受けている．現在当局は大

部分のチベット人を釈放したが，一部の者は依然

として拘置所に収監されたままであると関係者は

訴えている．

　　他の情報はこの抗議事件の経緯を次のように伝

えている．一人のチベット人と回族商人の間で騒

動が発生した際，公安は回族を支持しチベット人

に非があるとして逮捕しようとしたため，多数の

チベット人の怒りを買い，民族間の衝突がチベッ

ト人による当局への抗議活動という政治的行動に

転じた．

　次に，「西蔵即時新聞」の記事から補足する 23）．

同仁県のチベット仏教隆務（ロンウォ）寺の新年祝

賀法会に公安当局が何らかの干渉を行ったのが事の

発端である．僧と民衆が行った抗議行動を当局は催

涙弾を用いて鎮圧し，約 200 名を拘束した．翌日 2

月 22 日，逮捕者の解放を求めて，僧侶と民衆数千

名がデモ行進を行い，当局は一旦解放に応じた．事

態を重く見た当局は西寧（青海省省都）と鄭州（河

南省省都）に応援部隊の派遣を要請した．部隊の宿

舎となった黄南賓館には，「鄭州特警を歓迎する」

という横断幕が張られた．その後，特警は寺院内を

巡回し，監視カメラを設置した．

　「光華日報電子新聞」（2008 年 4 月 19 日）によると，

同仁県ではラサで動乱が起こった直後の 3 月 16 日

から 18 日にかけて，再び僧侶と当局の間で衝突が

あった 24）．僧侶はダライ・ラマを讃える経を唱え

ながら市街地を練り歩き抗議行動を行った．この一

件で多数の僧侶が新たに拘束された．当局は直ちに

治安維持部隊を隆務寺に駐留させ，工作組が愛国主

義教育を実施した．3 月 16 日隆務寺の僧は当局の

禁止令を破り，寺院の裏山で香草を燃やし中国政府

に対し抗議の意を示し，当日の様子を AP 電が伝え

た（図 5）25）．その後，4 月 17 日，逮捕された僧の

釈放を求める大規模なデモが発生し，百名を超す僧

が拘束された．その日の午後，西寧からの部隊が警

棒と銃を携えて各僧坊の検査を行い，ダライ・ラマ

のポスターや映像資料を押収した．一時期隆務寺僧

侶の約 8 割が拘束されたとも言われている 26）．

　「同仁事件」及びその後の騒乱に隆務寺の僧が関

わっていたことは，黄南州チベット族政府の報告資

料の中でも触れられている．

4. 2　黄南州民族宗教事務局 2008 年報告

　「2.21 同仁事件」について，日本の研究では小島

正憲「長征とチベット暴動：第 3 回現地調査報告」

図 5

Fig.5

宗教行為を通じて中国政府への抗議行動を
行う隆務寺（2008 年 3 月 16 日）．
Longwu Temple, protesting against the 
Chinese government through religious acts 

（March 16, 2008）．

18



− 31 −

チベット周縁地域に築かれた宗教空間

（2009 年 2 月 1 日）がある．事件に関する記述を引

用する 27）．

　　08 年 2 月の旧正月のときに，夜店で回族の子

供が風船を割ったというような小さな事件を発端

に，2000 人規模のチベット人の暴動に発展．他

県からの警察も駆けつけてようやく沈静化．10

人前後の行方不明者あり．その後，9 月まで相当

数の警察が市内の警戒を続行した．

　小島氏は回族が事件の発端に関与したと紹介して

いるが，どの情報に依拠したかは示されていない．

その他の報告では，細川龍二（ジャーナリスト）が

「中国『チベット族弾圧地域』潜入記」の中で「2.21

同仁事件」について触れている．該当箇所を引用す

る 28）．

　　同仁県では，ラサでの騒乱が起きる三週間以上

前の中国の春節（旧正月）休暇が終わると同時に

衝突が始まり，徐々に エスカレート．十台以上

の警察車両が燃やされ，警官も負傷．ラサ騒乱を

受けて三月十六日に最も激しい衝突が発生し，同

日午後に武装警察隊が寺院を包囲した．

　細川氏は 4 月中旬に同仁県を取材したが，「2.21

同仁事件」と 3 月 16 日の衝突事件の情報源は示さ

れていない．また，事件の発生理由にも触れていな

い．その後，筆者が確認した黄南州民族宗教事務局

2008 年の報告によると，「同仁事件」には民衆の他

に僧侶が関わっていたことがわかる．報告書の中の

該当箇所を引用する 29）．

　　「2.21」事件（同仁事件を指す：川田注）発生後，

即座に工作組を隆務寺，年都乎寺，吾屯上寺，吾

屯下寺に派遣し，監視と宣伝活動を実施した．前

後して同仁地区の宗教関係者や寺院民主管理委員

会主任と 3 回座談会を開き，活仏，僧官，高僧を

17 回訪問し，僧侶総会を 3 回開き，「2.21」事件

の真相と重大な危険性について繰り返し説明し教

育を行った．

　　隆務寺は州全体にとって重点となる寺院であ

る．「2.21 事件」への対策として直ちに隆務寺寺

院民主管理委員会の改選を行った．政治面で信頼

があり，宗教面で造詣が深く，民衆に人望の厚い

宗教関係者が寺院民主管理委員会の委員となっ

た．併せて「3.10」治安維持活動も無事に乗り切っ

た．ラサ「3.14」事件後，我が州で一連の不穏当

な事件が発生した重大な時期は，州と県の統一戦

線工作部及び民族宗教事務局で工作組を作り終始

隆務寺に駐在し，活仏，高僧，寺院民主管理委員

会の委員を組織して説得と教育活動を実施した．

期間中，活仏 52 人，寺院管理委員会の委員 28 人，

僧 415 人，僧の親族や在家信徒 28 人と面談を行

い，隆務寺民主管理委員会や 3 人の活仏，4 人の

老僧を慰問した．こうしてしっかり監視を行い，

さまざまな活動をじっくり展開したことで固い基

礎を築き，各方面と共に努力をしたことで，「3.15」

「3.17」「3.20」に隆務寺の少数僧侶が集まって香

草を焚いたり，座り込んでローソクに火を灯し読

経や祈祷を行ったりという事件を無事に制止させ

ることができた．そして北京五輪聖火採火式の日

や五輪期間中の社会の安定を確保した．同時に，

隆務寺のすべての僧に対して身元調査を行い身分

証を作成した．そして関連部署が連携して警邏隊

を組織し 24 時間交代制で監視にあたり，寺院及

び周辺地区への警戒を強化した．

　同仁事件に関する政府側の資料として重要なの

は，先に紹介した「通告 2008 年第 1 号」と「黄南

州民族宗教事務局 2008 年工作総結和 2009 年工作要

点」である．事件に隆務寺の僧が強く関与したのは

明らかであり，党や政府の宗教政策に抗議して「チ

ベット独立」「ダライ・ラマ万歳」と叫ばざるをえ

なかった僧侶たちの悲痛な思いは，2008 年チベッ

ト騒乱の原点であると言える．
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4. 3　「4.3 座談会」（2008 年）と「2.18 座談会」

（2009 年）

　「同仁事件」収束から約 40 日後の 2008 年 4 月 3 日，

黄南チベット族自治州の中国共産主義青年団（中国

共産党の青年組織）が，社会の治安維持に関する座

談会を開いた．主宰者は黄南州共青団書記張春生．

座談会では隆務地区の青少年が「2.21 同仁事件」の

デモや暴動に参加した事実を重く受けとめ，思想道

徳と法令遵守の教育をより一層推進していくことを

決定した．座談会の報告文書の中に，次のような記

述があった 30）．

　　ラサで起こった「3.14 事件」と同仁地区の「2.21

事件」は，明らかに国内外の「チベット独立」分

子が画策実行したものであり，人民及び大衆の生

命と財産に甚大な損失を与え，社会秩序を大きく

乱し，社会の安定に影響を与えた．

　「2.21 同仁事件」を国内外のチベット独立分子の

策略とする見解は，この座談会に黄南州党委員会副

書記張文魁が出席していることを考えれば，党の正

式見解と見なすことができる．国内外のチベット独

立分子とはチベット亡命政府及び関係者を指し，事

件と亡命政府との関係に言及した中国政府の他の見

解は確認できていない．

　次に，隆務寺の「2.21 同仁事件」への関わりを示

す資料が，青海省党委員会の行動から明らかになっ

た 31）．

　　2 月 18 日，省委員会書記強衛は黄南チベット

族自治州同仁県を特別に訪問し，隆務寺の活仏，

寺院管理委員会委員，僧侶の代表を招いて会談を

行った．強衛は多数の宗教関係者が愛国愛教，法

令遵守，人民の利益，和諧社会の建設を堅持し，

宗教が有する積極的な要素を発揮し，社会主義と

和諧社会建設の積極的な力となることを希望し

た．青海省常務委員会委員兼省委員会秘書長の沈

何も出席し，省常務委員会委員兼省委員会統戦部

部長の多杰熱旦が座談会を主宰した．

　　出席者の発言を真摯に聞いた後，強衛は青海省

委員会，省政府を代表し，先ず各活仏，寺院管理

委員会委員，僧侶に対して，次に省内すべてのチ

ベット仏教僧及びチベット族同胞に対して，チ

ベット暦新年の輝かしい祝福の言葉を贈った．

　「2.21 同仁事件」発生の原因として，「チベット人

と回族商人との紛争」と「隆務寺と公安当局との軋

轢」が考えられている．前者がチベット人の民族感

情を刺激し 2 月 21 日の事件の発端となった可能性

は否定できないが，事件の根底にある重要な要因は

後者であると筆者は判断する．ここで言う軋轢の背

後には，隆務寺を中心とする同仁県のチベット仏教

寺院が党や政府の宗教政策に対して長年にわたり抱

いてきた大きな不信感が存在している．先に引用し

た資料から次のことがわかる．

（1）事件発生直後に，党と政府は隆務寺等に工作組

を派遣した．

（2）事件に関して，党と政府は隆務寺への監視と宣

伝活動を強化した．

（3）隆務寺管理委員会の委員が一新された．

（4）事件から 1 周年を目前に，青海省党委員会書記

が隆務寺シャルツァン活仏を訪問した．

　以上のことから，隆務寺が「2.21 同仁事件」と密

接に関わったことは間違いないと言える．ただし，

「通告」（2008 年第 1 号）には，当局への攻撃，車

輌破壊，国旗への侮辱行為，デモ，スローガンの連

呼等が行われたとあり，僧侶がどの行為に直接関

わったかについては不明である．（4）の事実から言

えることは，青海省党委員会が「同仁事件」を重く

受けとめ政治的に敏感になっていることである．2

月 18 日に書記自らが現地へ出向いてシャルツァン活

仏に面会したことが事の重大さを物語っている．2

月 18 日という訪問日時は明らかに 2 月 21 日「同仁

事件」を意識したものであり，青海省政府は「2008

年チベット騒乱」の出発点となった「同仁事件」の
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解決と再発防止に全力で取り組まなければならな

かったのである．2 月 18 日の座談会に出席したの

は隆務寺のシャルツァン他 3 人の活仏であった．強い

影響力を持つ大物活仏を前に，強衛書記は和諧社会

建設への協力を訴え，チベット暦新年への祝意を表

した．書記が座談会を開いた目的は，2 月 21 日「同

仁事件」，3 月 10 日「チベット民族蜂起」（チベッ

ト動乱），3 月 14 日「ラサ事件」の記念日を混乱な

く乗り切るためであり，政府の宗教政策を僧侶や信

徒に示すためであった．座談会で表したチベット暦

新年への祝意は，現地住民の反発を和らげるための

世辞であるとともに，チベット亡命政府の戦略への

反論も意味していた．新年を前にして，亡命政府カ

シャック（内閣）は次のように述べている 32）．

　　チベットでは 2008 年の抗議運動で犠牲になっ

た人たちを悼んで新年の祝いを控えようとしてい

るのに対し，中国当局が祝賀ムードを盛り上げる

ように奨励しているという報告もある．四川省の

アバ“チベット族自治州”およびカンゼ“チベッ

ト族自治州”では，チベットの新年を祝うために

一世帯につき報奨金 500 元を出すこと，そして爆

竹を無料で配布することを約束している．（中村

高子訳）

　チベット人社会では亡命政府の呼びかけを受け

て，2008 年チベット騒乱の犠牲者を悼む目的で

2009 年チベット暦の新年祝賀を自粛する行動が広

まっていた．そのことはダライ・ラマ 14 世の新年

のメッセージの中でも語られている 33）．

　　地球は絶えず回り続けています．この動きには

古いも新しいもありませんが，しかしその結果と

して昼があり，夜があり，ひと月があり，一年が

あります．その一年の廻りが満了したときの新た

なはじまりを新年とする伝統は世界中にありま

す．雪国チベットにおいてもこれは同じです．1

月 1 日を新年とし，宗教的にも世俗的にも入念な

お祝いをします．しかしながら昨年，チベット全

土のチベット人が中国指導部の政策に対する不満

を表明し，これが広がったことへの答えとして，

チベットに住む何百人ものチベット人が命を奪わ

れ，何千人もが拘禁され，拷問されるのを我々は

目の当たりにすることとなりました．

　　計り知れない困難と苦悩に直面している同胞の

ことを思えば，今年迎えた新年が祝賀やお祭りの

雰囲気をたのしめるような時節にないことは明ら

かでしょう． 私は，新年の祝賀行事に浮かれ騒

ぐことのない断固としたチベット内外のチベット

人の行動を高く評価しています．正月を祝うかわ

りに，悪い行ないを排し，善い行ないに取り組む

ための期間として使うべきでしょう．そのように

徳を積むことで，チベット問題のために命を賭し

た同胞をはじめ，亡くなった同胞がより高い次元

で次の生を受け，仏教の悟りの境地に速やかに到

達するように助けることができるでしょう．また

このような取り組みは，現在苦しみの最中にある

人々が自由であることの幸せを速やかに享受でき

るように助けることにもなるでしょう．そのよう

に徳を積むことを通して，我々は，義にかなった

チベット運動が早期に解決するように全力で一丸

となって取り組んでいく必要があります．（小池

美和訳）

　筆者は 2 月 21 日の「同仁事件」は隆務寺の僧が

事前に計画したものではなく，中国政府が言う「ダ

ライ集団による画策」とも考えていない．あくまで

も当日何らかの事件が導火線となり，民衆や僧の不

満が一気に爆発し抗議行動と動乱に発展したのであ

る．その一連の行動には隆務寺の僧が積極的に関

わっていたことは間違いない．

4. 4　ラブラン寺への波及

　「同仁事件」を考える際，筆者は甘粛省甘南チベッ

ト族自治州夏河県のラブラン寺（拉卜楞寺）で行わ

れた抗議行動との関係に注目している．政府の報告
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によれば，「2.21 同仁事件」が収束した直後の 3 月

初，夏河県党委員会は治安維持活動を指揮する対策

班（夏河県維護社会政治穏定工作領導小組）の組織

を強化し，3 月 6 日から 13 日にかけて 4 度対策会

議を開いた 34）．

　3 月 10 日，夏河県では「チベット独立」と記し

たスローガンが張り出され，14 日と 15 日ラブラン

寺門前の大通りにて数百数千の僧侶と民衆が果敢に

抗議行動を行った．図 6 はチベット国旗を掲げてス

ローガンを叫ぶ僧侶の姿である．ラブランで寺は 3

月 14 日に祭龍法会，15 日に亮宝法会が開催され，

近隣から僧や信徒，遊牧民が多数集まっていた．法

会の参加者の一部が抗議行動に合流したことによ

り，両日の行動は大規模化していった．夏河県政府

は 3 月 16 日に，僧侶の違法行為を戒め法律遵守を

訴える「通告」を発表した 35）．続いて甘粛省甘南

チベット族自治州政府は 3 月 19 日に「通告」を発

表し，抗議行動が夏河県から隣接する合作市，碌曲

県，瑪曲県，卓尼県，迭部県に拡大し，商店や車輌

の破壊，政府関係機関への襲撃等の暴力行為が連続

して発生していることを認め，事態の沈静化を呼び

かけた 36）．そして政府は一連の暴動はダライ一派

とチベット独立主義者の画策によるものであると発

表した．こうして甘南州内一帯は小さな村々に至る

まで僧侶民衆と治安維持部隊の間で衝突が相次ぎ，

死傷者を出す騒乱に発展した．

　夏河県ラブラン寺から始まった甘南州における大

規模抗議行動は，3 月 10 日以降のラサでの騒乱の

影響もあるが，それ以上に「2.21 同仁事件」が飛び

火したものであると筆者は考えている．ラブラン寺

はアムド地方ではタール寺，隆務寺とともにゲルク

派三大寺として知られている．とりわけラブラン寺

は中国政府の観光化政策を受け入れつつも，多数の

高僧と修行僧を抱えてゲルク派学問の中心地として

の役割を果たしてきた．人脈と資金力を背景に非公

式ルートによりインドへの留学を経験した僧も一定

数いるため，亡命政府関係の情報を入手しやすい環

境にあることは事実である．隆務寺とラブラン寺を

隔てる距離は 100km 弱であり，同郷や親族関係に

ある両寺院の僧侶は互いに情報交換を行っている．

事件後，隆務寺の僧が多数拘束されたニュースは即

座にラブラン寺にも伝わった．筆者は 2009 年 8 月，

青海省循化県の文都寺でラブラン寺の僧 3 人と出

会い，2008 年 3 月の状況を確認することができた．

同仁県出身の僧は「3 月 14 日，15 日にラブラン寺の

僧が主導した抗議行動の中には，拘束されている隆

務寺の僧を解放する要求も含まれていた」と語った．

4. 5　同仁での調査（2008 年 3 月）

　筆者は 2008 年 8 月 3 日，4 日に同仁県を訪問し，

聴き取り調査を行った．先ず同仁県の中心部である

隆務鎮の様子を紹介する．北京五輪開幕を目前に控

えた 8 月初旬，青海省果洛（ゴロク）チベット族自

治州内各県では，武装警察隊が随所で検問を実施し，

外国人や海外の報道関係者，身分証不携帯者の進入

を制限していた．運転手は免許証のチェックと身分

証番号の記録が義務づけられていた．黄南チベット

族自治州の州都である同仁県には検問所は設置され

ていなかった．隆務鎮の中心部では，迷彩服を着用

した武装警察隊の隊員三十名余りが隊列を組み，定

期的に町を巡回し物々しい警備態勢を敷いていた．

街頭には監視カメラが設置され，「民族団結」「五輪

成功」を呼びかけるスローガンが多数掲げられてい

た．

図 6

Fig.6

「雪山獅子旗」を掲げてデモ行進するラブラ
ン寺の僧（2008 年 3 月）
Labrang Monastery monks marching in 
protest,holding Snow Lion Flags（March,2008）
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　町には外国人の姿はほとんどなく，ガイド付の西

洋人数人を見かけたのみであった．「2.21 同仁事件」

以後，公安局の通達により外国人の宿泊は黄南賓館

（同仁県政府招待所）一箇所に限定されていた．黄

南賓館には外部から派遣された武装警察隊が駐留し

ていたため，筆者はチベット人が個人経営する旅社

に宿をとった．案内された部屋のガラス窓は直径 5

センチほどの穴が開き放射線状にひび割れていた．

同仁県は寒冷地であるため窓は二重ガラスになって

おり，外側のガラスだけが割れていた．宿の主人の

話では，鎮圧部隊が打ったゴム弾が命中したとのこ

と．窓の外にある電柱には，監視カメラが設置され

ており，時間帯によってカメラの向きが変わってい

た．隆務寺の門前にある仏具店では，意外にもダラ

イ・ラマ 14 世やインドに亡命したカルマパ 16 世の

肖像写真が販売されていた．店の主人は「問題ない」

と語った．隆務鎮の町は一見日常生活を取り戻して

いたが，漢人観光客と僧侶の数が激減したことによ

り町の経済活動は大きな打撃を被っていた．

　8 月 3 日に事件の舞台となった隆務寺を訪問した．

門前では小型無線機を持った私服の公安局員が来訪

者の様子を伺っていた．大経堂では教師役の僧が青

年僧約 200 人を相手に講義を行っていた．僧院内の

仏殿にはダライ・ラマ 14 世の肖像写真がひっそり

と飾られていた．幹部僧の一人に僧院内の現状を尋

ねると，「状況はかなり回復した，後は時間が解決

する」と答えた．多くの僧は質問に対して口を閉ざ

したが，3 人の僧が危険を恐れず事件に関する質問

に答えてくれた．

（1）僧 A：2 月 21 日以降に政府への抗議行動が行

われたのは事実であるが，私は参加しなかっ

た．町は一時狂乱状態に陥り，僧と当局の間

で激しい衝突があった．チベット人である以

上，2008 年 3 月 10 日を意識していた．何ら

かの抗議行動の噂が流れていたことは否定し

ない．

（2）僧 B：事件後しばらくの期間，携帯電話もショー

トメールも遮断された．情報を把握するため

バイクで循化や文都大寺へ行き，知り合いの

僧から情報を手に入れた．

（3）僧 C：事件後，公安が僧坊内を調べに来た．私

はダライ・ラマの写真を所持していたが，チ

ベット人の公安は目で合図し見逃してくれ

た．抗議行動に参加した僧の中には，摘発を

恐れて帰省した者，知り合いの寺へ避難した

者もいる．

　8 月 4 日，町のイスラム食堂で主人（サラール族）

から話を聞くことができた．「2 月から 4 月の間に

大きな衝突が 4，5 回あった．僧と警察双方に犠牲

者が出た．イスラム教徒の立場から言えば，これ以

上の混乱は望まない．イスラムへの締め付けが強化

されるのも御免だ．ここ数年町の経済は順調に動い

ている．上海や広州，外国からも巨額の布施や投資

が流れてきている．みんなで金の奪い合いをしてい

るんだ」．

　確かに同仁は「レゴン・アート」（レゴンは同仁

のチベット名）と呼ばれる仏画（タンカ）制作の拠

点である．北京や広州の古美術商と組んで一攫千金

を夢見るチベット人絵師も現れ始めた．海外の美術

商はチベット仏教美術を現代アートの視点から読み

解くことで，新たな市場の形成を虎視眈々と狙って

いる．「少しでも高く仏画を売って，携帯電話の次

はホンダのバイクを買いたい」と語る吾屯下寺の僧

侶（絵師）にも出会った．一方で仏教美術を利用し

た拝金主義への反発は依然として強く残っている．

地元政府は年々過熱する寺院の経済活動を警戒し監

視を強めている．イスラム食堂の主人の話から，宗

教と政治の問題に経済が割って入った複雑な構図が

垣間見えてきた．政府は各寺院に商店経営や医院開

設，農業等の経済活動を促す（「以寺養寺政策」）一

方で，寺院の財務状況への監視を強めている．「解

放軍傘下の企業が仏教美術という新たなビジネスに

参入してくる」という噂が巷に流れていることから，

地域の経済活動をめぐって寺院と政府（解放軍）と

の間に軋轢が生じている．

　筆者は 1996 年 12 月に同仁県を訪問したことがあ
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る．当時と比べて同仁と西寧（青海省の省都）を結

ぶバスの本数は 3 倍に増加した．隆務鎮の主要道路

は拡幅され，タクシーの台数と個人商店の数が著し

く増加した．隆務寺の正門前には巨大なレゴン文化

広場が整備され，企業や個人からの布施により立派

な緑度母聖像が祭られていた．隆務寺の周辺には仏

教美術を扱う店が軒を連ね，5 万元もの高価な仏画

（タンカ）が商われていた．吾屯上寺と吾屯下寺では，

高さ 20 メートル程の大型仏塔（チョルテン）を建

設中であった（図 7）．同仁県では郭麻日寺の仏塔

も含めて，これほど大型で装飾を凝らした 3 基の仏

塔はチベット全域でも珍しく，同仁の仏教美術が活

発な経済活動を支えていることを物語っている．ま

た，僧侶の多くが携帯電話を持ち，通話とショート

メールを通して多様な情報を入手するようになっ

た．個人で小型バイクを所有する僧も少なくなく，

直接近隣の町や寺院へ出向き商業活動や情報交換を

行うことが可能になっていた．

 

　5．甘孜県における騒乱発生状況

5. 1　3 月〜 7 月の抗議行動

　周縁地域における騒乱発生状況を考える場合，最

も注目すべき地点は四川省甘孜チベット族自治州甘

孜県である．「鼠年雪獅吼−− 2008 年西蔵事件大事

記」に掲載された 3 月 10 日から 7 月初までの抗議

活動を以下に示す 37）．ただし，現在確認された抗

議行動は甘孜県全体の詳細な状況を反映したもので

はなく , 日時には不明確な点もある．

【3 月 10 日】

・「チベット独立」と記したスローガンが張り出さ

れた．

【3 月 15 日】

・抗議行動が行われ，逮捕者が出た．

【3 月 17 日】

・大金寺の僧が抗議行動を行い，当局は 2 名の僧（強

巴図丹，丹増南杰）を逮捕した．

【3 月 18 日】

・大規模な抗議デモが行われた．先導者は炉霍県朱

倭郷のチベット人ジャムヤン，甘孜県の中心部で

商店を経営している．彼は「ダライ・ラマ万歳」「チ

ベット独立」と記したビラをまき，スローガンを

連呼しながら市街区を歩いた．僧や民衆は彼の行

動に呼応した．彼が党委員会，人民政府の前にさ

しかかった時，治安要員に射殺され，警察が遺体

を運び去った．午後，県内の二つの寺院の僧が軍

警の包囲を破って街頭でデモを行い，民衆が加わ

り軍警と衝突した．甘孜の主要寺院は数日前から

武装した軍警の監視下におかれ，外出を禁じられ

ていた．当局との衝突により，少なくとも 7 名が

射殺され，4 人が殴打されて絶命した．負傷者，

逮捕者も出た．この日，炉霍県では大量のビラが

まかれた．

【3 月 21 日】

・僧，尼僧，民衆が抗議行動を行った．

【4 月 4 日】

・東谷寺にて軍警と工作組による捜査が行われた．

当局は各僧坊内を点検し，携帯電話，ダライ・ラ

マや夏珠リンポチェの肖像を没収した．捜査を妨

害した老僧が逮捕され，若いチベット人も拘束さ

れた．工作組は僧にダライ・ラマ批判を強要した

図 7

Fig.7

吾屯下寺に建設中の大仏塔．過熱する仏教
美術ビジネスの象徴でもある．
A great chorten （Tibetan stupa） under 
construction in Lower Wudun Monastery. 
Tibetans worship Chortens, which are also 
a symbol of the overheated Buddhist art 
business.
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が，僧は拒否した．午後 6 時半頃，僧は寺院の外

の川辺で抗議デモを行い，逮捕者の解放を当局に

要求した．現地の民衆も加わり，数百人が「ダライ・

ラマ万歳」「ダライ・ラマのチベット帰還実現」「宗

教活動の自由」等のスローガンを叫んだ．午後 8

時から 9 時頃，甘孜県党委員会書記廖才坤の指示

で，数千名の治安維持部隊が派遣され，武力で抗

議行動を鎮圧した．僧や民衆 19 名の射殺が確認

された，負傷者も多数出た．寺院は完全に包囲さ

れた．

【4 月 5 日】

・当局が東谷寺を捜査した祭，寺に伝わる仏像やタ

ンカ（仏画）等，貴重な文物が被害にあった．こ

れらの文物は甘孜州内で極めて価値の高いもので

あり，民主改革や文化大革命時期にも，当地の住

民が守り抜いたものである．現在，文化大革命の

嵐が再び襲来したかの如く，寺院の宝は大きな危

機に直面している．当局は僧と民衆を招集し，昨

日の流血事件の真相を外部の者やマスコミに口外

することを厳禁し，新華社の報道内容を公式報道

として守るよう指示を出した．当局の方針に違反

した者は厳罰に処することも伝えられた．だが，

この流血事件は海外のメディアが報じ，国際社会

から注目を集めた．これを受けて新華社は発砲の

事実を認め，漢人要員に被害が及んだため，やむ

を得ず発砲したと報じた．

【4 月 12 日】

・東谷寺の抗議行動を制圧した当局は，山に逃げ込

んだ三百人余りの僧や民衆に対して，5 日以内に

投降しなければ，東谷寺に危害を加えると伝えた．

5 日の期限は過ぎたが投降したという知らせはな

く，現在現地と連絡がとれないため，当局の動向

は不明である．銃弾で負傷した者は治療を受けら

れず，重篤な状態にある．僧は「山を下りれば逮

捕される．三つの部隊が包囲しており，寺の財産

は持ち去られてしまった」と語った．

【4 月 23 日】

・扎嘎寺の尼僧が「ダライ・ラマ万歳」「チベット

は独立国」と書いたビラを配り逮捕された．

【5 月 7 日】

・甘孜州公安局が「通輯令　甘公輯 2008-01 号」を

発表した．

【5 月 11 日】

・尼僧 2 人が街頭で抗議行動を行い逮捕された．

【5 月 12 日】

・扎嘎寺の尼僧十数名が昨日逮捕された尼僧の解放

を求めて抗議行動を行った．参加者は全員逮捕さ

れた．

【5 月 13 日】

・甘孜寺の僧が抗議行動を行い逮捕された．

【5 月 14 日】

・噶丹曲嶺寺の尼僧が抗議行動を行い，52 名が逮捕

された．5 月 11 日以降一連の行動の原因は，当

局が僧院に強制した愛国主義教育にある．ダライ・

ラマ批判を強要された僧尼が当局への抗議に立ち

上がった．

【5 月 15 日】

・甘孜県政府は治安維持部隊の増員を行い，厳戒態

勢を敷いた．商業施設は閉店となった．

【5 月 19 日】

・市街地でチベット人が抗議行動を行い，「ダライ・

ラマ万歳」「チベットに自由を」「ダライ・ラマの

帰還実現」「逮捕されたチベット人の釈放」を叫

び逮捕された．

【5 月 20 日】

・孜倉寺の僧が市街地で抗議行動を行い，「ダライ・

ラマ万歳」「チベットに自由を」「ダライ・ラマの

帰還実現」「普布次仁リンポチェの即時釈放」を

叫び逮捕された．阿吉尼寺の尼僧も同様な行為を

行い逮捕された．

【5 月 23 日】

・達吉哈堆尼僧院の尼僧が市街地で抗議行動を行い，

「ダライ・ラマ万歳」「ダライ・ラマの帰還実現」「逮

捕されたチベット人の釈放」を叫び逮捕された．

格色尼僧院の尼僧が「チベット独立」のビラを配

り逮捕された．
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【5 月 28 日】

・扎嘎寺の尼僧が抗議行動を行い，「チベット独立」

のびらを配布し逮捕された．若いチベット人女性

がチベット国旗を手に「ダライ・ラマの帰還実現」

「漢人のチベット退去」等を叫び逮捕された．当

局は発砲したが，詳細は不明．

【5 月 31 日】

・若いチベット人女性が市街地で抗議行動を行い，

「ダライ・ラマ万歳」「チベットに自由を」を叫び

逮捕された．

【6 月 9 日】

・康瑪寺の僧が抗議行動を行い，チベット国旗を

持ちビラを配り逮捕された．

【6 月 11 日】

・大徳郷の民衆と僧が抗議行動を行い逮捕された．

【6 月 12 日】

・当局は大徳郷の関係者を取り調べた．後に 200 名

の武装警察隊を派遣した．

【6 月 15 日】

・民衆がダライ・ラマの肖像を持ち，「ダライ・ラ

マ万歳」「チベット独立」「ダライ・ラマの帰還実現」

を叫び逮捕された．ダライ・ラマの亡命，パンチェ

ン・ラマの軟禁という事態を生み出した党の政策

を批判した．

【6 月 18 日】

・白利寺の老僧が県政府庁舎前で抗議行動を行った．

・若いチベット人女性が抗議行動を行い逮捕された．

・若いチベット人男性が抗議行動を行い逮捕された．

・若いチベット人農民がチベット独立を叫び逮捕さ

れた．

・若い僧が愛国主義教育に批判する行動を行い逮捕

された．

・亜甘寺の尼僧が抗議行動を行い，「チベットに自

由を」「普布次仁リンポチェの即時釈放」を叫び

逮捕された．

【6 月 19 日】

・当局は白利寺に工作組を派遣して愛国主義教育を

行おうとしたが，僧は強く反対し抵抗した．当局

は 6 月 23 日に白利寺近くの農村で愛国主義教育

を実施した．

【6 月 21 日】

・若いチベット人男性が抗議行動を行い逮捕された．

彼は「チベット独立」を叫び，顔にチベット国旗

を描き，ビラをまき，当局に 9 項目の要求を突き

つけた．

・若いチベット人男性がダライ・ラマの肖像とチベッ

ト国旗を持ち，抗議行動を行い逮捕された．

・4 人のチベット人男性が抗議行動を行った．

・当局は甘孜県に軍隊を派遣した．

【6 月 22 日】

・康瑪寺の僧，十数人のチベット人男性が抗議行動

を行い逮捕された．この日，市街地で連続 3 回抗

議行動が発生したため，当局は催涙弾を用いて対

応した．商店は閉鎖し，治安維持部隊が各寺院を

封鎖した．その背後には，当局の過度な愛国主義

教育があると伝えられている．

【6 月 26 日】

・100 名余りの治安維持部隊が扎嘎寺に派遣され，

抗議行動に参加した尼僧の関係者を取り調べた．

【7 月 1 日】

・甘孜県の幹部，公安員，工作組が康瑪寺に来て，

逮捕者の僧坊を捜査した．その後，一部の僧と衝

突があり，新たな逮捕者が出た．

【7 月上旬】

・北京五輪開催のため，各種宗教行事の実施が規制

され，新たな治安維持部隊が派遣され厳戒態勢が

敷かれた．甘孜州には 7 万人が派遣されたと伝え

られている．

　次に，甘孜県における抗議行動が海外の支援組織

に多数報告された理由を考える．甘孜県は甘孜州の

北部に位置し，徳格県からチベット自治区チャムド

へ，石渠県から青海省玉樹州へ，そして白玉県，新

龍県，炉霍県へと通じる交通の要衝である．県内に

は甘孜寺，大金寺，白利寺，東谷寺等，有力寺院が

多数存在し歴史的に信仰の篤い地域である．人や物

資の移動，情報・資金の流れも活発であり，道路網

26



− 39 −

チベット周縁地域に築かれた宗教空間

や通信網も整備された地域である．特に甘孜寺の僧

には漢語のみならず英語の堪能な僧もいるため，電

話を通じて情報を発信しやすい環境にある．携帯電

話の回線が遮断された場合でも，固定電話回線を利

用して成都への連絡は容易である．成都には漢人信

徒を中心としたチベット仏教支援組織がいくつもあ

るため，それら組織を通して抗議活動や当局による

弾圧状況を海外へ発信することは可能である．中国

国内では固定電話は携帯電話に比べて当局の盗聴を

受けにくいと言われている．2000 年以降の筆者の

見聞によれば，大規模な衝突が発生して大幅な交通

規制が敷かれた場合でも，川蔵北路を往来するチ

ベット人運転手の大型トラックは規制の対象外とな

ることが多い．そこで地元の情報をトラック運転手

に託して成都や康定に伝達する方法も実際に行われ

ている．

5. 2　甘孜州公安局「通輯令　甘公輯 2008-01 号」

　以下の「通輯令」（指名手配書）は，ツェリン・オー

セル（茨仁・唯色）が 2008 年 6 月に甘孜州得栄県

で撮影したものである 38）．以下に引用する．

　　各県公安局，各公安分局，各郷鎮公安派出所：

　　2008 年 3 月以来，少数の民族分裂主義者がチ

ベット人居住区にて，一連の国家安全危害罪を計

画，組織，実行した．我が州の一部の地域でも暴

力や破壊事件及び国家の安全を脅かす案件が相次

いで発生し，死亡事件や重大な財産被害が起こり，

国家の安全を著しく損なった．そして政治の安定

に大きな影響を与え，社会治安秩序を激しく乱し，

人民大衆の生命と財産の安全を脅かした．捜査の

結果，ツェリン・ニマ等 35 人に重罪の嫌疑が判

明し，現在 35 人は逃走中である．

　　各地の公安組織はこの通輯令を受理した後，直

ちに捜査部局を設置し容疑者の摘発と拘束を行うこ

と．

　　情報の提供者，逮捕に協力した組織と人に対し

て一定の褒賞を行う．

　　自首を申し出た嫌疑人に対しては，法により寛

大な処置を行う．

　　電話連絡先：（省略）

甘孜州公安局

2008 年 5 月 7 日

　「通輯令」2008 年第 1 号は 2 種類あり，漢語版（図 8）

には 35 人，チベット語版（図 9）には 36 人の顔写

真，氏名，性別，民族，生年月日，住所，身分証番

号，身長等身体的特徴が記されている．オーセルが

整理した 36 人の情報を以下に示す．

（1）僧 7 人，民衆 29 人

（2）男 31 人，女 5 人

（3）1940 年代生まれ 1 人，50 年代 5 人，60 年代 11

人，70 年代 10 人，80 年代 9 人

（4）最高齢 62 歳，18 歳以下の者が含まれる可能性

あり

（5）甘孜県 5 人（甘孜鎮）

（6）炉霍県 3 人（朱倭郷，充古郷）
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（7）色達県 28 人（泥朵郷，亜龍郷，翁達鎮，塔子

郷，大則郷， 燃充郷，色柯鎮，楊各郷， 康勒郷， 

克戈郷，甲修村）

　甘孜チベット族自治州は合計の 18 県より構成さ

れている．「通輯令」には甘孜県，炉霍県，色達県

の容疑者が指名手配されているが，3 月から 8 月に

かけて他の 15 県でも抗議行動が行われているため，

他県の容疑者を掲載した第 2 号以降の「通輯令」が

発行されたと考えられる．甘孜県市街地での抗議行

動場所は，長距離バスターミナルを中心とした解放

街，清河街，及び川蔵北路である．解放街と清河街

は甘孜寺に通じる南北を走る商業地域である．東西

に延びる川蔵北路は同じく商業地域であるが，車輌

の通行量が多いのが特徴である．いずれの場所にも

公安局員や武装警察隊といった治安維持要員が多数

配備されているため，抗議行動を決行しても多くの

場合その場で逮捕されてしまう．炉霍県は甘孜県同

様，抗議行動が多発した場所であるが，県の中心部

が川蔵北路沿いに位置しているため，発生件数と指

名手配者数の関係は甘孜県と同様である．色達県の

場合，甘孜県に比べて交通の便が著しく劣るため，

県の中心部まで移動する交通手段に大きな制約があ

る．そこで各村々で抗議行動が実施されたが，治安

要員が現場に駆けつけた時には，すでに抗議者たち

は他の村や山に逃れたあとであった．このような事

情から色達県の指名手配者数が多数を占めていると

考えられる．

5. 3　中国共産党と甘孜県

　抗議行動が相次ぐ 2008 年 3 月下旬，鈴木暁彦記

者が甘孜州及び甘孜県を取材した．中国では，外国

人記者が民族問題や宗教問題を抱える地域を取材す

ることは従来極めて困難であった．記者は事前に取

材先の外事辦公室への申請と許可が必要であり，政

治的に敏感な地域は記者が申請しても許可されない

のが通例であった．今回鈴木記者が四川省のチベッ

ト人居住区を取材することができたのは，2007 年 1

月 1 日から実施された北京五輪開催準備期間中の特

例規定（「北京奥運会及其籌備期間外国記者在華採

訪規定」）の恩恵を受けたからであった 39）．チベッ

ト自治区は特例規定の対象外であるが，四川省等の

少数民族地区の取材は手続が不要になった．ただし，

今回の取材は公安当局の監視の目が光る中，取材活

動の対象と範囲は大きく制限されていた．甘孜県に

関する箇所を以下に引用する 40）．

　　自治州の中心，康定県では，川をまたいで「民

族分裂に反対し，祖国統一を擁護せよ」との横断

幕が掲げられていた．テレビは特別番組を流し続

け，「ダライ（・ラマ 14 世）一派を声援しないよ

うに．違法行為は厳罰に処する」と強調する．

　　各地に部隊が駐留．公共施設が前線基地となり，

ホテルも部隊向けに貸し切り状態だ．

　　各県の入り口，出口で検問がある．ものものし

さは甘孜県が際立っていた．18 日にデモがあり，

武装警官が発砲したと伝えられる町だ．国道の
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指名手配書，チベット語版（甘孜州，2008
年 5 月）．
A wanted notice in Tibetan （Garze 
Prefecture, May 2008）．
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ゲート左右に土嚢（どのう）が積まれ，武装警官

が銃を構える．武装警察の隊列が巡回，交差点は

4 人 1 組で 2 カ所に立つ．

　　地元の人に聞くと，確かに騒乱があり，「チベッ

ト独立」を叫ぶ者もあった．事件後，警戒が厳し

くなり，午後 8 時以降は戒厳状態．人通りはほと

んどなくなる．

　　町で出会ったチベット人僧侶に事件の背景を聞

いた．「庶民は物価上昇や生活への不満がある．

僧侶も宗教活動が厳しく制限され，不満がたまっ

ている．チベット独立思想を持つ人もいる」

　鈴木記者は甘孜県の中心部では銃や盾を持った武

装警察が厳しく警戒を行い，郊外では応援部隊が結

集し多数の軍用車両と宿泊用テントが整然と並んで

いる様子を写真で伝えている．塔公の町には「国家

分裂反対」と題したポスターが貼ってあり，「九八

年以降，甘孜チベット族自治州で，民族分裂を扇動

するビラやスローガンをばらまいたり，チベットの

旗を掲揚したりする事件が一〇〇件近く起きた」と

書かれていた 41）．

　その他，細川龍二記者が 2008 年 4 月中旬に四川

省甘孜州，阿壩州，青海省黄南州のチベット地区を

取材している．彼は甘孜県内の検問所で記者である

ことが発覚し，「警官が記者に同行」「警備の様子は

撮影しない」「翌朝甘孜県を離れる」という条件付

で取材を許可された．当時の甘孜県市街地の様子を

次のようにレポートしている 42）．

　　僧侶によると，デモ直後から公安当局がチベッ

ト民族の家々を家宅捜索し，カメラを押収して

いった．町中に貼られたビラにも，写真撮影者を

密告すれば，二万元の報奨金を与えるとの文言が

ある．

　　カンゼ県の衝突現場付近では，商店街など至る

所に「チベット分裂活動に反対しよう」と書いた

ポスターが貼られ，デモは「国家分裂分子」が起

こした「犯罪」だという意識を市民に植え付けよ

うとする．しかし多くのポスターが破られ，逆に

政府への反発の強さを露呈した．

　先に紹介した通り，甘孜県内では 3 月以降，市街

地や東谷寺を中心に集団や個人のデモや抗議行動が

頻発した．甘孜州内ではカメラ付携帯電話の所有者

も少なくなく，民衆が騒乱の様子を通りに面した 2

階の窓から密かに撮影することも可能である．僧侶

の多くが漢語による日常会話をこなし，携帯電話を

所持している．高僧の側近は外国製のビデオカメラ

を持っていることも珍しくない．県内の市街地は中

国移動通信の電波受信も良好である．抗議行動を制

圧する際，当局が僧や民衆に暴力行為を行うことは

珍しくない．当局にとって不都合な映像が国外のチ

ベット支援組織に渡りインターネット上に公開され

ることを恐れたため，公安当局は 2 万元（2008 年 4

月当時約 29 万円に相当）という高額な報奨金を準

備したのである．同時にデモを組織した者を通報す

れば，最高 10 万元（約 145 万円）の報奨金が支払

われることがビラに記されていた．

　細川記者は成都から康定経由で甘孜入りしたと思

われる．道中 5 〜 6 箇所の検問所があり，長距離バ

スを含めた全車輌を停止させ身分証のチェックが行

われた．記者がどのようにして幾度も検問を乗り

切ったのかは不明である．それからレポートの中に

気になる記述がある．「カンゼ県は，四川省の省都

である成都市から西に車で約十八時間．道路は大半

が未舗装の上，標高四千三百メートルにも達する

山々を越えるため，高山病に苦しめられながらの二

日間の難行程だ」43）．康定経由の場合，大半の道は

簡易舗装済である．阿壩州の馬爾康経由の場合，未

舗装区間は翁達と炉霍のみであり，同じく大半の路

線は舗装済である（ただし破損箇所は多い）．

　2008 年 3 月中旬以降，多数の外国人記者が四川

省甘孜州を目指した．チベット自治区への取材が許

されない以上，最新のチベット情勢を知る手掛かり

を甘孜州に求めたからだ．記者の多くは甘孜州の州
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都である康定を問題なく取材できたが，康定からラ

サへ続く川蔵北路を北上する途中の検問を越えるこ

とはできなかった．日本や韓国の記者の中には，甘

孜州で登録されているチベット人の個人所有車を

チャーターすることで，幸運にも複数の検問を通過

できた者もいる．記者や個人旅行者の見聞を総合す

ると，3 月中旬から下旬にかけて武装警察隊や陸軍

部隊の隊員を乗せたトラックの車列が頻繁に川蔵北

路を通過し，新都橋，八美，道孚，炉霍，マニカン

コといった幹線道路の分岐点と各県中心部の入口に

検問所が設けられた．特定の検問所では車内全員の

身分証がチェックされ，姓名と個人番号が記録され

た．身分証を携帯していない中国人及び外国人記

者，旅行者はことごとく検問の網に捉えられて康定

へ引き返すことを命じられた．甘孜県は甘孜州北部

の交通，経済，宗教，軍事活動の拠点であり，チベッ

ト民衆や僧侶の中国政府への反抗心の強い地域であ

る．周縁地区四省のチベット人居住区では 2 月から

3 月末までに治安維持部隊が増派され，目立った抗

議行動はことごとく制圧されていった．ところが甘

孜県では 5 月，6 月に至るまで抗議行動が断続的に

起こり，関係者の摘発と工作組による愛国主義教育

が徹底して行われた．甘孜県の抗議行動の中で，筆

者が注目するのは 6 月 18 日，19 日に白利寺の僧が

とった行動である．

　甘孜県と中国共産党を結びつけるキーワードは

「紅軍長征」「朱徳」「ゲダ 5 世」「チベット解放」で

ある．この 4 つのキーワードを結びつける人物がゲ

ダ 5 世である．ゲダ 5 世はチベット仏教ゲルク派白

利寺（甘孜県生康村）の転生ラマ（活仏）であり，

中国共産党のチベット政策を支えた「英雄」として

評価されている．ゲダ 5 世と中国共産党を結ぶ接点

は二つある 44）．

（1）長征時期における紅軍と朱徳への支援

　1936 年 3 月，朱徳率いる第四方面軍が甘孜県に

到着した．朱徳は先ず大部隊の食糧確保が急務と考

え，白利寺のゲダ 5 世を説得し食糧援助を受けるこ

とに成功した．ゲダ 5 世の信頼を得た紅軍は，その

後甘孜寺，白利寺と「互助条約」を結んだ．条約の

主旨は紅軍がボバ政府（国民党や軍閥支配から脱却

したチベット人による自治政府）の成立を助け，寺

院が紅軍への食糧援助を行うことであった．ゲダ 5

世は甘孜県ボバ政府の副主席に就任した．

（2）チベット解放における党の使者

　1950 年 4 月，チベット解放に向けた進軍の準備

と調査を行うため，第 18 軍北路先遣部隊が甘孜に

到着した．部隊を指揮した呉忠と天宝（桑吉悦希）

は老紅軍であり，ゲダ 5 世は部隊への食糧援助を惜

しまなかった．その後，ゲダ 5 世は北京にいる朱徳

と劉伯承から電報を受け取り，チベット解放を目指

す中国共産党の重要な使者として，10 項目の条件

を携えてラサへ交渉に向かう途中何者かに殺害され

た．

　以上のことから，甘孜県は紅軍長征，チベット解

放という中国共産党の軍事行動における重要な拠点

となった町であり，白利寺のゲダ 5 世は共産党のチ

ベット政策の中で統一戦線活動の柱となる人物で

あったことがわかる．しかし，ゲダ 5 世の中国共産

党への忠誠と貢献の具体的な行動は虚実とりまぜた

要素が強く，甘孜の民衆や僧侶は共産党が宣伝する

「愛国活仏」としてのゲダ 5 世像に強い反発を抱く

者も多い．1950 年圓寂後，現在ゲダ 6 世が中国共

産党の要請により「愛国活仏」の役割を担うことを

余儀なくされ，白利寺は宗教活動よりも党の愛国主

義教育の活動拠点と位置付けられてしまった．従っ

て白利寺の僧が起こした抗議行動は他の寺院とは意

味合いが異なり，共産党にとっては大きな痛手で

あった．

　6．理塘県の厳戒態勢と二つの事件

6. 1　理塘県と民主改革

　理塘県は甘孜州南西部に位置する人口約 6 万人の

町である 45）．ダライ・ラマ 7 世，10 世の出身地と

しても知られている．2009 年 5 月現在，全国政治

協商会議副主席の一人であるパクパラ・ゲレク・ナ
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ムギャル（帕巴拉・格列朗杰），そして中華人民共

和国建国後，政府の支配に抵抗したチベット人義勇

軍「チュシ・ガントゥック」の指導者ゴンポ・タシ

も理塘人である．

　1956 年甘孜州で民主改革が実施された際，理塘

では寺院や土司を中心とした大規模な抵抗運動が起

こり，中国政府との間で激しい武力闘争に発展し

た．1956 年 4 月 16 日，甘孜州州長のサンギェ・イェ

シェ（桑吉悦希，天宝）は「甘孜蔵族自治州人民委

員会布告」を発表し，甘孜州における民主改革の実

施を宣言した46）．民主改革とは土地改革を柱として，

寺院や土司が有していた統治機能や各種特権の廃止

を目指したものである．土地改革のモデルケースに

選定されたのは丹巴県と康定県の二つの村であり，

激しい抵抗が予想された理塘をはじめとする甘孜州

南部（巴塘，義敦，郷城，稲城，得栄）は，当初民

主改革の対象地域に含まれていなかった 47）．とこ

ろが民主改革の準備段階から甘孜州各県で抵抗の烽

火が上がり始めた．2 月 15 日色達で暴動が発生し，

直後に理塘に飛び火して政府庁舎，公共施設がこと

ごとく破壊された 48）．理塘寺と毛埡土司が抱える

僧や農民は銃や弓矢を用いて抵抗した．5 月末には

州内 20 県中 18 県にまで暴動は拡大した 49）．理塘

県政府は四川省党委員会の指導と解放軍成都軍区の

応援を得て混乱の収拾にあたったが，闘争は 1959

年末まで続いた 50）．

　4 年間にわたる抗争は，兵力に勝る解放軍が空中

からの機銃掃射まで行って決着を付けた．民主改革

は中国共産党による実質的な統治権確立という「成

果」を残したが，チベット人の心に中国共産党と漢

人に対する大きな不信感を植え付ける結果となり，

寺院と高僧を中心とした宗教活動と社会秩序は崩壊

状態に陥った．農業や牧畜も混乱の影響を受け，そ

の後の合作社や人民公社への移行も順調にはいかな

かった．そして 1966 年に文化大革命が始まると，

宗教活動は再度打撃を被り生産活動も停滞して，チ

ベット人と中国政府の間の亀裂は更に深く大きくな

り，修復されることなく現在に至っている．

6. 2　2008 年・2009 年の騒乱

　2008 年チベット騒乱において理塘県での抗議行

動発生状況は明らかになっていない．中国政府は

2007 年 8 月「ロンギュ・アダック事件」（後述）以

降，大量の治安維持部隊を理塘に駐留させて抗議行

動の発生に備えた．2008 年 3 月以降，当局の警戒

は一段と強化され，県市街地での抗議行動は封じ込

められたと考えられる．外国人記者の取材も実現せ

ず，厳しい通信規制と交通規制が敷かれた．当時の

状況を知るための資料は確認できないが，2008 年

の騒乱から 1 年後，民族蜂起 50 周年にあたる 2009

年 3 月の理塘の様子が日本人記者により報告されて

いる．2008 年 3 月以降も同様に政治的緊張状態に

あったことが推測できる．

　四川省甘孜州の玄関口は康定という町である．

2009 年 3 月 10 日未明，産経新聞記者が康定から理

塘へ向かう途中の宿（新都橋：川田注）で，公安局

員から身分証のチェックを受けた．そしてチャー

ターした車が白タクであり，道中危険が伴うことを

理由に康定まで連行された．当日記者がチベット仏

教の金剛寺（康定）を取材した際，私服の公安関係

者数人の尾行を確認した．記者はこうして取材妨害

を受けた後，成都まで当局の車で強制退去させられ

た．成都のホテルに滞在中，警察署への連行を求め

られ，パスポートと記者証のチェックを受けたとい

う 51）．日経記者の取材によると，理塘に入る道路の

通行は禁止され，武装警察らが宿泊施設を念入りに

調査した．徳格（デルゲ）や阿壩（アバ）も同様の

厳戒態勢である 52）．その後の情報（日経記者）では，

3 月 10 日から 13 日の間に，四川省カンゼ州チャク

テン（郷城），リタン（理塘），アバ州のザムタン（壌

塘）で抗議行動が発生したとのこと 53）．

　2009 年 2 月 25 日はチベット暦の新年である．そ

の数日前から康定県を除く甘孜州全域への外国人

旅行者と外国メディアの立ち入り規制が始まった．

2008 年チベット騒乱の犠牲者を悼み逮捕者の解放

を求める抗議行動が発生することを当局は警戒した

からである．特に 3 月 10 日（民族蜂起記念日）と
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14 日（2008 年ラサ暴動）に狙いを絞って，当局は

厳重な警備を実施した．緊迫の度合いが増す中，西

条五郎記者が理塘での取材に成功しレポートを発表

した．滞在期間は 3 月 8 日から 15 日頃（正確な日

時は非公表），取材内容は「チベット潜伏記」（全

10 回，2009 年 3 月 18 日− 27 日）と題して「PJnews」

に掲載された．3 月 10 日を目前にした理塘の町の

様子を次のように紹介している 54）．

　　理塘の県境付近で 2 つ続けて検問があり，理塘

市街地の入り口でもまた検問．記者のパスポート

をチェックされれば，その場で追い返されてし

まっていたところだが，いくつもの幸運が重なり，

理塘市街地に入ることができた．

　　町には公安の車があふれ，小銃や銃剣を手にし

た武装警官を乗せたトラックがひっきりなしに行

き来している．町の全てのガソリンスタンドには

武装警官が常駐．人の往来はあるが，見たところ

商店・飲食店の半数はシャッターを下ろしている．

漢人の店が暴動による破壊を恐れて閉店している

ようだ．中心街のホテルも軒並み閉店．こちらは

昨年 3 月のチベット騒乱以降，漢人観光客が激減

したためだ．日が落ちると，ほんの少しの飲食店

を残してほとんどの店が閉まり，人の往来もなく

なった．

　理塘では国際通話もインターネットも遮断され，

町に外国人の姿はなかった．3 月 10 日，僧が「チベッ

ト独立」と書いたビラをまき逮捕される事件が発生

した 55）．西条記者はレポートの中で，取材をした

チベット人たちがダライ・ラマ 14 世の帰還とテン

ジン・デレクの解放を切望していることを強調して

いる 56）．中国政府が理塘の警備を厳重にする背景

には，「テンジン・デレク事件」と「ロンギュ・アダッ

ク事件」が背後にあるからだ．

6. 3　テンジン・デレク事件

　2002 年 4 月 7 日の夜，四川省甘孜州雅江県の僧

院にて，トゥルク・テンジン・デレク（図 10）及

び 4 人の弟子（僧ツルティム ･ タルゲ，僧タムディ

ン ･ ツェリン，僧アシャ ･ タルゲ，信徒ロプサン・

トントゥプ）が公安局に身柄を拘束された．容疑は

甘孜県での 3 件の爆破事件及び 4 月 3 日に成都市天

府広場で発生した爆破事件への関与である 57）．天

府広場は成都市中心部に位置し，現在も巨大な毛沢

東像があることで知られている．広場の北側には

成都市政府庁舎があり，この場所で爆破事件が起

こるということは，何らかの政治的なメッセージ

が含まれていると考えられる．Tibetan Centre for 

Human Rights and Democracy のニュースは，テン

ジン・デレクの経歴を次のように紹介している 58）．

　　トゥルク・テンジン・デレクは，1950 年にリ

タン（理塘）県に生まれ，7 歳の時にリタン僧院

に入り，高僧ケンスル・シャクパに師事した．トゥ

ルク・テンジン・デレクは 1979 年，晩年のパンチェ

ン・ラマの講義を密かに傍聴し，中国政府のチベッ

ト人に対する無差別な残虐行為についての彼自身

の見解を発表した．また，特にリタン（理塘）県

での破壊されたチベット僧院修復の必要性を強調

した．1979 年の亡命チベット人代表団による第 1

回目の調査実施中には，トゥルク・テンジン・デ

レクは代表団の 1 人に中国政府のチベットでの僧

院破壊について詳しく説明した．1982 年代（ママ）

初めには，ダライ・ラマの法話に参加するためダ

ラムサラに赴き，さらに南インドのデプン・タシ・

ゴマン僧院に 6 年間滞在した．1983 年，ダライ・

ラマは彼をゲシェ・アダム・プンチョクの転生者

と認め，テンジン・デレクと命名した．

　トゥルクは「転生ラマ」（漢語では一般に「活仏」）

を意味するチベット語である．カム地方，とりわけ

四川省甘孜州南部にある理塘県，雅江県では僧尼や

信徒に対して極めて大きな影響力をもつ高僧であ

る．理塘県を中心に学校や老人施設の設立，孤児や

遊牧民への生活と教育の支援に力を注いだ．そして
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ジャムヤン・チョーコール ･ リン寺とナクチュ寺の

開設にも尽力した．こうした積極的な活動に対して，

甘孜州当局は 1997 年に違法な宗教活動，社会活動

に従事している罪で逮捕状を出したが，5 ヶ月間山

に籠もり抵抗した 59）．

 

　成都の爆破事件の犯人は「体制に不満を抱く中国

人労働者や法輪功の信者」という情報もあるが，真

相は不明である 60）．テンジン・デレクには一連の

爆破事件に関与する動機はなく，特定の地域に影響

力を持つ高僧の力を弱めるのが当局の狙いであると

いう見方が一般的である．当局が問題視しているの

は福祉や教育活動ではなく，筆者は次に示す対外的

な関係であると考える．

（1）ダライ・ラマ 14 世との関係

　テンジン・デレクがインドに滞在したのは 1982

年から 87 年である．その間，ダライ・ラマ 14 世と

交流を持ち，転生ラマの認定を受けた．帰国後，彼

は「国家分裂活動に関与する宗教者」と見なされ当

局の厳しい監視を受けることとなった．1990 年に同

じくインドのダライ・ラマを訪問したラルン五明仏

学院のジグメ・プンツォク院長が，帰国から 10 年後，

軟禁状態に置かれた事例と問題は共通している 61）．

（2）パンチェン・ラマ 10 世との関係

　パンチェン・ラマはダライ・ラマ亡命後も中国に

留まり，中国とチベットを結ぶ「愛国活仏」として

中国政府より重視された高僧である．1962 年「七万

言上書」を国務院に提出し，政府のチベット政策に

異議を唱えたため，文化大革命が終結するまで身柄

を拘束され監視下に置かれた．テンジン・デレクは

1979 年以降パンチェン・ラマと交流を持ち，政府

の政策に批判的な見解を抱いたと言われている．そ

して 1988 年パンチェン・ラマの認可を得て，理塘

に寺院の建設を行った 62）．晩年のパンチェン・ラ

マとの親密な関係を政府への背信行為と見なされた

テンジン・デレクは，その後窮地に追い込まれていっ

たのである．

　逮捕後のテンジン・デレクをめぐる動きを，チベッ

ト亡命政府が公開したニュースと資料により以下に

まとめる 63）．

【2002 年 8 月 3 日】

・テンジン・デレクは四川省甘孜チベット自治州康

定県にて拘置されていると伝えられた（TCHRD

ニュース）．

【2002 年 12 月 2 日】

・四川省甘孜チベット族自治州中級人民法院で行わ

れた裁判にて，テンジン・デレクに死刑（執行猶

予 2 年），ロプサン・トントゥプにも死刑（政治

的権利剥奪）が言い渡された（TCHRD ニュース）．

【2002 年 12 月 19 日】

・欧州議会は，チベットの人権問題とトゥルク・テ

ンジン・デレクとロプサン・トントゥプの裁判に

関する決議案を全会一致で可決した．決議項目の

一部を引用する 64）．

　「法の支配を支持することを改めて表明し，テン

ジン・デレクとロプサン・トントゥプに下した死

刑を直ちに減刑するよう中国政府に強く要請す

る．」 

　「今後，この二人が拘留中，不当な扱いを受けな

いよう保証するよう当局に対して強く要請し，裁

判の即時見直しを求め，人権および人道主義に基

づく法が尊重されているかを確認すること，特に

図 10
Fig.10

テンジン・デレク．
A  photo  of　Tenzin Delek．
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逮捕者のために国際的に認められた法手続きを保証

することに最大限尽力するよう中国当局に求める．」 

【2003 年 1 月 21 日】

・RFA（Radio Free Asia ）がテンジン・デレクの

肉声を放送した．テンジン・デレクは冤罪である

と主張し，裁判のやり直しを訴えた．放送内容の

一部を引用する 65）．

　　「当局が何を言おうと何をしようと，私は完全

に無実だ．私は常に人々に他人に対して親切な気

持ちで思いやりを持つよう強く言ってきた．私が

そう言い，実践していることは誰もが知っている」

　　「私は不当に告訴された．なぜなら私は常に誠

意を尽くし，チベット人の利益と幸福のために身

を捧げてきたからだ．私の言うこと為すことを中

国人は好まない．逮捕の理由はただそれだけだ」

・録音テープの入手経路は不明である．当局側の人

物が無断で行ったとも考えられるし，欧州会議の

決議を受け国際批判をかわす目的で当局が意図的

に情報を流したとも考えられる．

【2003 年 1 月 26 日】

・テンジン・デレクとともに逮捕されたロプサン・

トントゥプ（28 歳）の死刑が執行された．四川省

上級人民法院はテンジン・デレクの控訴を却下し

た．この事件と裁判について，アメリカ政府の人

権問題担当官は，2002 年 12 月北京で遺憾の意を示

したが，中国政府は内政干渉であると反論した 66）．

・翌日（2003 年 1 月 27 日），チベット亡命政府情

報国際関係省はロプサン・トントゥプへの死刑執

行に関して中国政府を非難する緊急声明を発表し

た．声明の一部を以下に引用する 67）．

　　「我々は，トゥルク・テンジン・デレクの死刑

判決の取り消し，さらに公正な態度で透明な再審

に向けて，中国政府に圧力をかけるよう国際社会

に強く呼びかけるものです．チベット人はチベッ

ト問題を平和的な交渉を通して解決するよう努力

しています．我々は，チベット問題の交渉による

解決のためのダライ・ラマ法王のイニシアチブに

中国首脳陣が応えることを願います．」 

・死刑執行に対してアメリカ，ドイツ，イギリス，ポー

ランド各国政府，国連人権委員会，TIN ロンドン

支部，民主活動家の魏京生は相次いで中国政府を

非難する声明を出した 68）．2003 年 2 月 5 日，欧州

連合も宣言を発表した．一部を以下に引用する 69）．

　　「欧州連合は，中国四川省上級人民裁判所によ

るロプサン・トントゥプ，およびテンジン・デレク・

リンポチェの訴訟の不透明性に対し，国際社会が

懸念を表明したにもかかわらず，ロプサンの死刑

判決が下されて間もなく，死刑が執行されたこと

に深い後悔と失望を表すものである．」

【2004 年 3 月 11 日】

・2004 年に入ると，テンジン・デレクの死刑執行中

止を求める抗議運動が活発に展開され始めた．先

ずイタリア国会が死刑中止を求める議案を採択し

た．一部を以下に引用する 70）．

　　「イタリア政府はヨーロッパ連合の仲間たちと

共に，中華人民共和国に対しトゥルク・テンジン・

デレクの処刑を中止することと，新たに公正な審

議を行うことを請う．」

・続いて 11 月 27 日にフランス共産党が，11 月 29

日カナダ国会が同様の声明を発表した 71）．アメリ

カでは 12 月 7 日，上院がテンジン・デレク及び

他のチベット人政治囚の釈放を要求する決議を採

択した．一部を以下に引用する 72）．

　　「中華人民共和国は，チベット人への圧制に対

する抗議としてまたはチベット人独自のアイデン

ティティーを守ろうとして平和的活動に加わった

チベット人を拘留・酷使し，それによって国際的

な人権規範を侵した．中華人民共和国は，（国際

社会への）友好を行動で表し，自国の人権状況を

改善促進していくためにも，トゥルク・テンジン・

デレクを含む全ての政治囚を早急に釈放すべきで

ある」

【2004 年 12 月 2 日】

・テンジン・デレクの執行猶予期限が迫る中，ダラ

イ ･ ラマ 14 世は，執行猶予の期限が切れても死

刑を執行しないよう中国当局に呼びかけた．

34



− 47 −

チベット周縁地域に築かれた宗教空間

【2005 年 1 月 26 日】

・四川省高級人民法院は，テンジン・デレクの死刑

判決（執行猶予 2 年）を終身刑に減刑すると発表

した 73）．

　テンジン・デレク事件が外国政府や人権保護団体

の注目を集めるようになったのは 2002 年 12 月の死

刑判決以降である．2003 年，2004 年を中心に欧米

の政府や議会，人権団体が中国政府の人権政策，宗

教政策，裁判制度を批判し，裁判のやり直しを求め

る声明を発表した．その目的は 2008 年五輪開催予

定国である中国政府に人権問題の改善を迫り，同時

にチベット問題を外交カードとして有効に使うため

であった．2005 年 1 月，テンジン・デレクの死刑

が終身刑に減刑された後，諸外国からの支援運動は

急速に下火になってしまった．中国政府から譲歩を

引き出したことにより外国からの注目度は低くなっ

たが，この事件が理塘県をはじめ甘孜州南部の僧侶

や信徒に投げかけた波紋と心理的な動揺は大きく，

党と政府に対する不信感は年々増幅していった．

6. 4　ロンギュ・アダック事件

　北京五輪開催を 1 年後に控えた 2007 年 8 月 1 日，

理塘県で大きな事件が起こった．理塘では 1964 年

以降，8 月 1 日に馬術，舞踊，伝統劇を中心とした

「八一国際賽馬節」（賽馬節は競馬祭の意）が開幕す

る．県内各地から民衆や僧侶が集い，会場となる大

草原には数百のテントが張られ，飲食や遊興の露店

が並び 10 日間前後の祭りを盛り上げる．屈強な男

たちが繰り広げる馬術を目当てに，国内外から多数

の漢人カメラマンや外国人観光客もやって来る 74）．

　8 月 1 日の開幕式では，甘孜州や理塘県の党，政

府，軍，宗教関係者が見守る中で，政府主導のパレー

ド，幹部のスピーチ，そして馬術が盛大に行われる．

2007 年の開幕式に，観客の 1 人であった理塘県出

身の遊牧民ロンギュ・アダック（図 11）が突然式

典の壇上に上がり，マイクを手に幹部と民衆に訴え

始めた．複数の報道をまとめると，次のような内容

であった 75）．

（1）ダライ・ラマ 14 世の早期帰還

（2）チベットの独立

（3）パンチェン・ラマ 11 世の解放

（4）トゥルク・テンジン・デレクの釈放

（5）ナグル・テンジンへの抗議

（6）チベット人の団結

　ナグル・テンジンは中国政府の愛国主義教育に深

く関わった僧侶である．ロンギュ・アダックは現地

のチベット語カム方言で数分間訴えた後，警備に当

たっていた公安に連行された．チベット人の公安や

武装警察隊が即座に舞台へ駆けつけなかったのは，

彼の訴えに道理があったからに相違ない．ロンギュ・

アダックは直ちに身柄を拘束され，公安局へ連行さ

れた．彼の身を案じた多数の民衆が公安局庁舎前に

駆けつけ，公安局員と衝突しチベット人 2 名が重傷

を負い約 30 名が逮捕されたと伝えられた 76）．理塘

一帯で信望の厚い高僧テンジン・デレクの逮捕と死

刑判決（後，終身刑）は，多くの僧侶や民衆の怒り

を買い政府への不満を募らせ，今回の事件発生の遠

因の一つとなったことは間違いない．

　理塘の祭りはチベットの民族色豊かなものであ

図 11
Fig.11

ロンギュ・アダック．
A  photo  of　 Rongyal Adrak．
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り，元来チベット暦 6 月 3 日に行われていた．1964

年以降西暦 8 月 1 日に変更されたが，この日は建軍

記念日（1927 年南昌にて武装蜂起）であり，理塘

の祭りは中国人民解放軍の意義と役割を讃える一面

も有している．事件が起こった 2007 年はちょうど

建軍 80 周年にあたっていた．解放軍は国家の威信

の象徴であり，共産党の独裁政権を支える重要な装

置でもある．祭りは年々官製色が濃くなり，解放軍

の貢献を讃えるとともに漢人観光客を意識した内容

へと変わりつつある．チベット人の伝統文化を讃え，

非日常を演出する祝祭の場ではなくなってきた．社

会秩序の維持を支える解放軍幹部，国内のテレビカ

メラ，外国人観光客のビデオカメラの前で，中国共

産党を批判しチベット独立を叫ぶ行動は，明らかに

国際世論へのアピールを狙ったものである．

　この一件を受け，中国共産党中央政法委員会（当

時の書記は羅幹）は極めて重大な政治事件と位置づ

け，事件の徹底調査と再発防止に向けた指令を出し

た 77）．政法委員会は情報，治安，司法，検察，公

安などの部門を主管する重要な機構であり，法輪功

事件やテロ対策も管轄し治安維持全般に大きな権限

を握っている．8 月 16 日，甘孜州の党，政府，軍

は大規模な対策会議を開き，治安維持要員と 20 の

工作組を理塘県及び甘孜州内に緊急派遣した 78）．

　北京五輪を控えて世界各地の支援組織がチベット

問題を世界にアピールする準備を行っていることを

中国政府は把握していた．ロンギュ・アダックの事

件が起こる数日前の 7 月 28 日，甘孜州では反テロ

演習が行われた．筆者は 2007 年 7 月末，甘孜州へ

宗教調査に出かけた祭，演習中の軍のトラック数台

と遭遇した．甘孜州の中心地である康定から甘孜へ

向かう途中，八美あたりで赤色灯を光らせた四輪駆

動車数台とトラック数台が猛スピードで康定方面へ

駆け抜けていくのを目撃した．トラックの荷台には

軍服姿の男たちが多数乗り込んでおり，運転席後方

には赤い旗が立てられ，荷台の側面に貼られた幕に

は「反恐」（反テロ）の文字が書かれていた　帰国

後ニュースを調べてみると，確かに当日軍事演習が

行われていた．

　演習名：天府 2007 甘孜反恐怖演習

　主催者：四川省党委員会，四川省政府

　場所：四川省甘孜州甘孜県空港付近

　演習責任者：四川省政府副省長張作哈

　「天府」は四川省の別称であり，「反恐怖」は反テ

ロ活動を意味する．今回の演習は四川省党委員会・

省政府の公安関係部署，ならびに少数民族と漢人が

混住する省内の甘孜州，阿壩州，涼山州の幹部が見

守るなかで実施された．参加したのは甘孜州内の武

装警察，民間警察，民兵及び四川省武装警察反テロ

部隊であった．武装警察は政府公安部の指揮下にあ

り治安維持を主な任務とする武装組織である．報告

によれば，約 600 名にも及ぶ武装警察四川総隊が 3

チームに分かれて演習を行った 79）．

（1）約 80 人のテロ集団を 4 人の特殊部隊員が自動

小銃と爆薬を用いて制圧する．

（2）約 100 人の人質をとって映画館に立て籠もった

テロ犯を特殊車両を用いて狙撃する．

（3）テロ犯が仕掛けた時限爆弾を警察犬と特殊計器

を用いて探査し爆破を防ぐ．

　海抜 3000 から 4000 メートル地帯に位置する甘孜

県での演習は，チベット人による宗教や民族絡みの

テロを想定している．甘孜を演習場所に設定した理

由はいくつか考えられる．チベット人居住地区であ

ること．過去にチベット人と政府の間で幾度も衝突

があったこと．チベット仏教の活動が盛んな地域で

あること．大きな影響力を持つ高僧がいること．い

ざ暴動が発生した場合は，成都からテロ鎮圧精鋭部

隊が派遣され，解放軍正規部隊と連携して行動する

ことになる．中央軍事委員会や党中央法政委員会の

指導の下，四川省チベット地区で大きな暴動が発生

することを想定した演習であった．演習は極秘に行

われたわけではない．大規模な治安維持部隊を現地

に派遣することで，暴動やテロを抑止する効果も

狙っていた．それだけに，ロンギュ・アダックの事

件は治安当局に大きな衝撃を与える結果となった．

　四川省政府が最も警戒しているのはカンゼ州，阿
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壩州，涼山州である．この三つの民族自治州では，

演習と同時に銃・弾薬・火薬等危険物の一斉摘発も

行われた 80）．同地区には狩猟や放牧など各民族の

伝統的な生活の中で，銃・弾薬を個人所有している

者が多数いる．そこで公安当局は 2 ヶ月間で所有者

を調査し，銃弾薬を返納するよう説得した．チベッ

トの祭りでは，疾走する馬上から銃で的を撃ち抜く

競技も行われる．また，チベット人は日常生活の中

で，刃渡り 20 センチ程度のナイフを腰に着けてい

ることが多い．こうした事情からチベット地区から

強制的に銃刀を一掃することは，民族の伝統生活を

否定しプライドを傷つけ，政府への反発を強める事

態を招いた．

　8 月 27 日，ロンギュ・アダックは国家政権転覆

罪他の容疑で正式に逮捕，起訴された．漢人弁護士

が彼の弁護を申し出たが，甘孜州国家安全局は許可

しなかった 81）．そして 11 月 20 日，甘孜州中級法

院はロンギュ・アダックが過去に 2 度ダライ・ラマ

と面会したこと，彼の甥（阿周次丹）が事件の経緯

を外部に伝えたこと等も加味して懲役 8 年の実刑判

決を下した 82）．ダライ・ラマと面会した経歴に関

して詳細は不明である．

　7．結論

　2008年チベット騒乱を検討する上で，3月10日（民

族蜂起記念日）ラサでの抗議行動と 3 月 14 日ラサ

大規模騒乱は重要な要素であることは間違いない．

しかし中華人民共和国において 6 月まで断続的に発

生した抗議行動の全体像を眺めると，チベット自治

区よりも周縁地域で発生した割合が極めて高いこと

がわかる．本稿は 2008 年チベット騒乱の出発点を 2

月 21 日青海省同仁県の抗議行動（同仁事件）と考え

ている．理由は同仁県の抗議行動が甘粛省夏河県を

経由して甘粛省甘南州全域に拡大していったこと，

そして中国政府は同仁事件を他の抗議行動と同様に

「ダライ一派の策謀」と結論付けたことである．

　2008 年チベット騒乱において筆者が注目した地

域は周縁部に位置する四川省甘孜州であった．中国

政府は特に甘孜県と理塘県を要注意地区に指定し，

多数の軍警を派遣し徹底した厳戒態勢を敷いた．厳

しい警戒が続く中，甘孜県では抗議行動が断続的に

発生したが，理塘県では当局の圧力により封じ込め

られてしまった．政府が甘孜県を重要視した理由は

紅軍長征，チベット解放という中国共産党の重要な

軍事行動と縁が深いこと，甘孜一帯は宗教活動が活

発であること，過去に政府への抗議行動が多発した

こと等である．一方，理塘県も宗教政策をめぐって

政府への反発が強い地域であり，テンジン・デレク

事件（2002 年），ロンギュ・アダック事件（2007 年）

をめぐって外国の政府や人権保護団体の注目が集

まっていたため，政府は 2007 年 8 月以降治安維持

活動を強化して抗議行動の発生を未然に防いだので

ある．

　現在チベットの中心はチベット自治区のラサとイ

ンドのダラムサラである．歴史的にはラサが政治と

宗教の中心であったが，ダライ・ラマ 14 世のイン

ドへの亡命とチベット亡命政府の成立後，ダラムサ

ラが対外的な面でもう一つの中心としての役割を

担ってきた．チベット自治区に隣接する四川省，青

海省，甘粛省，雲南省内のチベット人居住区は二つ

中心に対する周縁を構成し，独自の宗教空間を形成

してきた．周縁は常に二つの中心と対応する関係に

あり，中心が吸収しえない宗教エネルギーを周縁が

代わりに吸収することによって多様なエネルギーを

蓄積してきた．チベット周縁地域は宗教面で二つの

中心に従属するのではなく，中心を仲介し統括する

機能も持っている．周縁部を視点としたチベット研

究は，二つの中心の核を明らかにすることを目的と

した研究とは異なる役割と価値を有する．周縁部の

宗教空間を積極的に視野に入れることは，チベット

全体を多面的に理解し，中国共産党のチベット政策，

宗教政策の本質を明らかにする上で新たな視点を獲

得することにつながると言える．

　（本研究は 2009 年科研費基盤研究 C（20510240）

の助成を受けたものである）
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