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中央チベット政権、 
安倍晋三元首相の逝去を哀悼する祈祷会を開催

［2022年７月11日　スタッフ・リポーター］

ダラムサラ：ペンパ・ツェリン主席大臣率いる中央チベット政権（CTA）の
指導者、幹部、職員は７月11日午後、日本の奈良市で政治活動中に残酷にも暗殺
された安倍晋三元首相の悲劇的な逝去を悼み、祈祷会を行った。

過去30年間、最も著名な日本の政治家の一人であった安倍晋三氏の悲劇的な早
世は、日本社会に衝撃を与えたのみならず、彼を知る世界中の人々が寂寥感を感
じている。

弔辞の中で、主席大臣は、チベットの指導者たちもチベット人も、チベットの
長年の友人でもあった偉大な指導者の逝去に、強い喪失感を感じている、と述べ
た。「CTAとチベット人は、深い感謝と敬意をもって、彼のチベットの大義への
多大な貢献と支援、特に世界最大のチベット支援団体の一つである『日本チベッ
ト国会議員連盟』の設立に積極的に関与してくださったことを、いつまでも忘れ
ないだろう」と付け加えた。また、故安倍晋三氏が中国のチベット弾圧に対して、
勇気ある毅然とした姿勢を示していたことに感謝の意を表しました。

主席大臣は、ダライ・ラマ法王が初めて日本を訪れた1967年以降、安倍氏から

CTAが開催した、故安倍晋三元首相を偲ぶ祈祷会。（写真：テンジン・フェンデ/CTA）
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法王に対する友情と支援が続いていたことを説明し、法王が故安倍晋三氏の遺族
に宛てた弔書を読み上げた。故人への哀悼と敬意を表し、祈祷会の後、CTAの
事務所は、終日閉館となった。

 （翻訳：S.Suzuki）

CTAで開催された祈祷会で、故安倍晋三氏への弔辞を述べるペンパ・ツェリン主席大臣。
（写真：テンジン・フェンデ/CTA）

故安倍晋三氏を偲ぶ祈祷祭に参列するCTA指導者たち。（写真： /CTA）
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在日チベット人コミュニティ、 
安倍晋三元首相の逝去を哀悼する祈祷会を開催

［2022年７月18日　スタッフ・リポーター］

東京：在日チベット人コミュニティ（TCJ）は、７月17日（日）に、チベット
問題の強力な支援者でもあった著名なリーダー、安倍晋三元首相の悲劇的な死去
を悼み、祈祷会を開催しました。

ダライ・ラマ法王日本代表部のタシ・ヤンゾム事務局長は、安倍元首相の突然
の悲劇的な逝去に対して深い悲しみを表明し、これは日本だけでなく世界全体に
とって大きな損失であると述べました。また、チベット人の自由への闘いに対す
る、氏の長年の支持について明らかにし、彼の民主的なビジョンを賞賛しました。
ダライ・ラマ法王が遺族に送った弔書を読み上げ、チベット人たちの強い喪失感
を示しました。

在日チベット人コミュニティのソナム・ツェリン副代表は、この悲劇的な損失
に悲しみを表し、日本のチベット人は元首相の突然の死去にショックを受け、嘆
いている、と述べました。また、故安倍晋三氏が「日本チベット国会議員連盟」
の結成を支援・鼓舞してくれたことを称賛しました。

ダライ・ラマ法王日本代表部は７月11日の安倍氏の葬儀に供花を送り、その後
ツェラ氏と長谷川氏が衆議院議員会館を訪問し、ダライ・ラマ法王、ペンパ・
ツェリン主席大臣、ケンポ・ソナム・テンフェル議長、DIIRのノルジン・ドル

祈祷会でスピーチするタシ・ヤンゾム事務局長。
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マ大臣からの弔書を届けました。
ターラー菩薩真言、般若心経、観音菩薩真言が唱えられ、亡き魂が速やかに高

次の世界へ生まれ変わるよう祈りを捧げました。条例に従って感染症対策を行い、
人数を制限しての祈祷会となりました。

 ──ダライ・ラマ法王日本代表部事務所による報告

 （翻訳：S.Suzuki）

アリヤ代表、日本チベット国会議員連盟事務局長を訪問

［2022年７月28日　スタッフ・リポーター］

東京：ダライ・ラマ法王日本・東アジア代表部事務所のアリヤ・ツェワン・
ギャルポ代表は、本日、衆議院議員会館を訪問し、日本チベット国会議員連盟

（AJPSGT）の事務局長、石川昭政氏と会見した。
７月24日（日）にインドから帰国したアリヤ代表は、安倍晋三元首相の痛まし

い銃撃事件に衝撃と落胆を表明した。「故・安倍氏はチベット問題の解決のため、
常に親身になって私たちを支持し、優れた指針を示してくれました」とアリヤ代
表は語った。

ダライ・ラマ法王日本代表部は、故安倍晋三元首相のご冥福を
こころよりお祈り申し上げます。
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すでに、ダライ・ラマ法王、中央チベット政権（CTA）のペンパ・ツェリン
主席大臣、チベット亡命議会のケンポ・ソナム・テンフェル議長、そして情報・
国際関係局（DIIR）のノルジン・ドルマ大臣からの弔書が、代表部事務所を通
じて届けられているが、アリヤ代表は、自ら日本チベット国会議員連盟事務局へ
赴き、チベット内外のチベット人が安倍氏の遺族および政党メンバーと悲しみを
共にしていることを伝えた。

中央チベット政権（CTA）は、７月11日に、故・安倍氏の追悼祈祷会を公式
に執り行った。また、在日チベット人コミュニティ（TCJ）も、７月18日に新宿
区の事務所で追悼祈祷会を行った。

石川昭政氏は、この深刻な局面における、チベットの人々の厚意と連帯に感謝
し、安倍氏はダライ・ラマ法王を心から敬っており、チベット問題解決のために
力を尽くしたと述べた。そして、安倍氏の逝去は、全ての人々にとって大きな損
失であるが、日本の国会議員連名は安倍氏の遺志を受け継ぎ、その方針に沿って、
チベット問題解決に向けての活動を継続していくつもりであると語った。

アリヤ代表はまた、６月22日～ 23日にワシントンD.C.で開催された、「第８回
世界チベット議員会議」における活動と、チベット問題解決に向けての決議が採
択されたことを石川氏に報告した。

日本チベット国会議員連盟会長の下村博文氏は、この会議に書簡とビデオメッ
セージを送っており、会議出席者に好評であった。アリヤ代表は、石川氏に、会
議報告書の日本語訳、会議資料、記念品を手渡した。代表部事務所のツェラ氏が、
アリヤ代表に同行した。

 ──ダライ・ラマ法王日本・東アジア代表部事務所による報告
 （翻訳：麻雪）

衆議院議員、石川昭政氏とアリヤ代表
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第8回世界チベット議員会議「ワシントンD.C.宣言」

［2022年６月24日　スタッフ・リポーター］

2022年６月22日から23日
に か け て、 ワ シ ン ト ン
D.C.で開催された「第８回
世界チベット議員会議」に
は、世界28カ国の国会議員
が、対面及びオンラインで
参加し、チベットの現況や、
1950年の中国によるチベッ
ト侵略とその後の不法占拠
によって引き起こされたチ
ベット問題の解決に向けた
取り組みを調査・審議した。
参加者らは、米国議会の主
催に謝意を表明し、近年採
択されたチベットに関する
革新的な法案を称賛した。

２月24日、ロシアが独立
国家たるウクライナを侵略

したことで引き起こされた戦争が4 ヶ月目に入ろうとする時期に開催されること
になったこの会議では、数十年前のチベット侵略とも類比されることとなった。
これらの侵略行為は、国際法で定める最も基本的な規範に明白な違反をしており、
国際法を遵守し、法の支配を保護すること、そして短期的な経済的利得よりも、
世界中で自由、民主主義、自決権及び人権を促進させることを喫緊の優先事項と
する必要性を強調した。

参加者らは、チベットに関連する諸問題について、各国議会間および亡命チ
ベット代表者議会と連携して行動することを約束した。これには、対中政策に関
する列国議会連盟や関係機関との連携が含まれる。また、「国際チベット議員
ネットワーク」（INPaT）が復活し、議員連盟が未だ結成されていない国におい
ても、新たに創設が可能になる。

ビデオ・メッセージで参加者に謝意を述べ、基調講演を行う
ダライ・ラマ法王 ワシントンD.C.宣言 第8回世界チベット議

員会議　2022年６月22-23日、ワシントンD.C.
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また参加者らは、ワシントンD.C.宣言に従って、各国の議会に対し、チベット
の大義を推進するために、立法、決議や動議の採択、公聴会や調査の実施を、国
家レベル若しくは地方レベルで推進するよう要求した。

ならびに各国の議会に対し、「協調行動を取り、各国政府が国際法に基づいて
義務と責任を果たしてチベットに関連する国際法を遵守すること」を要請するよ
う求めた。

アメリカ合衆国下院ナンシー・ペロシ議長

日本チベット国会議員連盟・下村博文会長からのビデオメッセージ

7



NEWS

・不可侵のチベット人の民族自決権を尊重し、
・チベットの主権に対する中国の主張を、明示的にも暗示的にも容認せず、
・チベットを中国の一部としてではなく、占領下の国として扱い、
・志を同じくする他の政府と共に、前提条件を設定しない当事者間による対話

と交渉を通じて、チベット問題の解決を図るために、協調行動をとること。
参加者らは、議会に対して、ダライ・ラマ法王と亡命チベット政権（ガンデ

ン・ポタン）、チベット人とチベット仏教徒らが、次期ダライ・ラマや他の高僧
の転生者を選定・任命するという排他的権利を承認・支持するための協調行動を
とるよう求め、これに関する中国の干渉を、宗教の自由の侵害として断固拒否す
るよう呼びかけた。

また参加者らは、中国がチベット侵略と占領を正当化するために、チベットは
古代から中国の一部であったと主張する中国共産党の偽りの歴史物語を拒否して
いる。彼らは、各国の議員や議会に対して、こうした中国の偽りのプロパカンダ
を暴露し、反論するために協調行動を取るよう求めた。

ならびに、各国議会に対して、企業が強制労働やチベット高原の自然環境から
の搾取により利得を得ることを禁じるための協調行動を取るよう要求した。

この会議では、有毒廃棄物、水質汚染、森林伐採、山岳地帯の破壊をもたらす
採掘によって、チベット高原で大規模な環境悪化が発生していることを指摘した。
さらに、200万人以上のチベット人遊牧民が、この搾取のために伝統に基づく彼
らの土地から強制的に移住させられ、伝統的な生活様式が崩壊した村への再定住
を余儀なくされている。

こうした環境破壊による影響は、チベット外にも拡大し、チベット高原を水源
とする10の主要河川に50以上の大規模ダムの建設が計画されているなど、下流域
に住む15億人以上の人々への水供給が脅かされている。

チベットは世界の第三極であり、世界平均の２倍以上の速さで温暖化が進んで
いる。その結果、チベット高原にある氷河の大部分が2050年までに消滅し、世界
的な影響をもたらすと予測されている。

参加者らは、中国統治下にあるウイグル人と南モンゴル人、中国による脅威に
さらされている香港や台湾の人々、そして同様に、中国民主化運動という問題に
直面し共通の基盤を模索する人々との結束を表明している。

参加者らはまた、チベット人の民主化の成果、非暴力の原則そして中道のアプ
ローチを通じた中国との問題解決を模索する取り組みに対して、継続的な支援を
表明した。

 （翻訳：仁恕）
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アリヤ代表、「チベットを応援する全国地方議員の会」 
副会長と面会

［2022年８月2日　スタッフ・リポーター］

東京：ダライ・ラマ法王日本・東アジア代表部事務所のアリヤ・ツェワン・
ギャルポ代表は、大阪で新たに結成された「チベットを応援する全国地方議員の
会」の有澤由真副会長と事務所で面会した。

有澤氏は、大阪府・吹田市議会の若手議員で、東京都内での会議に出席した折
に、ダライ・ラマ法王日本代表部事務所を訪問した。今年５月に大阪市内で「チ
ベットを応援する全国地方議員の会」を設立し、田口佳典議員が会長に、有澤由
真議員が副会長に選出されたことをアリヤ代表に報告した。

アリヤ代表は、有澤由真氏と地元国会議員のチベット問題への関心と支援に感
謝し、チベットの伝統的なスカーフ・カタとチベットに関する書籍を贈呈した。
また、事務所の訪問に感謝し、地方議会においてのチベット問題を取り上げた彼
女の尽力に感謝した。

さらに、アリヤ代表は、チベットの現状について、また亡命チベット人社会や
中央チベット政権について説明し、議員の会からの継続的な支援を求めた。

有澤由真氏は、事務所を訪問しスタッフと面会できたことを喜び、チベット問
題は真実と非暴力の象徴であり、非常に重要なことであると述べた。ダライ・ラ
マ法王の対話によるチベット問題の解決に向けた努力を評価し、チベット問題の

事務所を訪問した有澤由真議員にカタを贈り挨拶するアリヤ代表。
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平和的解決のための「チベットを応援する全国地方議員の会」による全面的な支
援を約束した。

 ──ダライ・ラマ法王日本代表部事務所による報告

（翻訳：S.Suzuki）

チベット人僧侶・リンチェン・ツルティム師、 
家族との面会を拒否され、 

「愛国教育」と「強制労働」を課せられる

［2022年６月16日　スタッフ・リポーター］

最近の報道によると、リンチェン・ツルティム師は中国当局に「分離主義扇
動」の容疑で不当逮捕された後、家族との面会を拒否され、「愛国教育」と「強
制労働」を課せられているという。

ナンシン僧院の僧侶であるリンチェン・ツルティム師は、当初ソーシャルメ
ディア上で政治活動を行った疑いで、2019年７月27日にアバ公安局の中国当局職
員に逮捕された。彼は、隔離されて２年後、2021年３月に秘密裁判で４年半の禁
固刑を言い渡されたと伝えられている。

有澤由真氏と、ダライ・ラマ法王日本代表部事務所のスタッフたち。
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チベット・タイムズによると、リンチェン・ツルティム師は月10分程度家族と
電話で話すことができているようである。しかし、中国当局はリンチェン師がン
ガバ（中国名：アバ）で突然逮捕されて以来、彼とその家族の直接面会を認めな
いままである。

現在釈放されている元収容者の話によると、「リンチェン師は両親の写真を欲し
がっているが、当局に没収されないように、何も送らせないようにしている」と
のことである。リンチェン師は現在、成都市近郊の綿陽刑務所に収監されている。

さらに、リンチェン師は刑務所で強制的に「政治教育」と「強制労働」を課せ
られているという。今のところ、どれくらいの頻度で、どの程度強要されている
のか、詳細は不明である。また、現在の安否を確認することは困難であるとされ
ている。

報告書によると、今年３月に２人のチベット人（ンガバのキルティ僧院の僧侶
と、ゴロクの実業家）がともに綿陽刑務所から釈放されたとのことだが、彼らの
安全を考慮し、それ以上の情報は非公開とされている。

四川省の省都・成都の近くにある綿陽刑務所は、チベット東部で中国政府に異
議を唱える多くのチベット人を収容している刑務所である。チベット人僧侶で元
政治犯のチューキ師は、2019年１月に綿陽刑務所から早期に釈放された後、2020
年５月に死亡したが、中国政府は刑務所内での拷問や虐待により、彼が生死存亡
の危機にさらされていたことに対して責任逃れをしている。

 ──国連・EU人権デスク・チベット擁護セクション、および 
 中央チベット政権情報・国際関係省（DIIR）による報告

 （翻訳：S.Suzuki）

リンチェン・ツルティム師　　──「 フリー・チベット」による報告

11



NEWS

元チベット人政治犯のジグメ・ギャツォ師が死去、56歳。 
獄中での拷問が原因か。

［2022年７月5日　スタッフ・リポーター］

ダラムサラ：信頼できる情報筋からの報告によると、2022年７月２日、元チ
ベット人政治犯のジグメ・ギャツォ師が自宅で亡くなった。中国政府の弾圧のも
と、彼はチベットとチベット人の権利のために立ち上がり、その堅忍不抜さと勇
気で知られていた。彼の死は、拷問、医療の拒否、超法規的処刑、強制失踪など
により死亡した多くのチベット人の死亡例の最新のものであった。

ラブラン僧院の僧侶・ジグメ・ゴリル師としてよく知られているジグメ・
ギャッツォ師は、アムド州のチベット自治区カンロ（中国：甘粛省）の自宅で死
去した。彼は2016年に刑務所から出所して以来、非常に健康状態が悪かったが、
死因は依然として不明である。

別のメディアの報道では、「ジグメ氏が獄中で負った怪我の療養が必要だった
際に、彼とその家族が緊急医療を受けることを中国政府に許可されていたなら、

12
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命を落とすことはなかっただろう」と述べている。
５月に彼の体調が悪化し、青海省西寧市の医療施設に長期入院したが、効果は

なかった。亡命メディアの報道によると、ギャッツォ氏に関する情報は中国政府
によって遮断され、最近の写真などの詳細情報を入手することがますます困難に
なっているという。

ジグメ・ギャッツォ氏は、2009年に中国当局から受けた残酷な仕打ちを証言し
た動画がインターネット上で広く流布されたことがきっかけで、注目されるよう
になった。動画で彼は、非人道的な殴打を受け続け、何度も入院し、何日も食べ
物や水を与えられず、自白を強要され、尋問を受けて瀕死の状態になったという
苦難を赤裸々に語っている。

2006年、ギャツォ師はインドで行われたダライ・ラマ法王の宗教儀式に出席し、
ラブラン僧院に戻ったところを初めて拘束された。2008年に中国当局が企画した
メディアツアーで前代未聞の抗議デモが発生すると、首謀者として逮捕され、警
察の留置場で激しい暴行を受けた後、正式な告訴もなく1年後に釈放された。瀕
死の重傷を負ったジグメ・ギャッツォ師は、獄中死したことにならないように、
速やかに釈放された。

2010年、再び逮捕され、「政治再教育」のため６カ月間宿泊施設に拘束された
が、再び無罪で釈放された。最後に2011年に拘束され、甘粛省のカンロ人民中級
裁判所から「国家分裂扇動罪」で５年の禁固刑を言い渡された。2016年10月26日
の釈放後、中国当局は彼の家族に対して出所祝いの会を行わないよう警告した。
さらに、ギャツォ師は僧衣を着たり、僧院に戻ったりしないようにと勧告された。

彼は、チベットのアムド州、甘粛省の甘南チベット自治区夏河（サンチュ）県
ラブラン町出身。

服役中のチベット人囚人に対する非人道的な拷問とそれに対する不処罰は、刑
期に関係なく、中国当局によって日常的に行われている。国際法や条約、中でも
中国が執行義務を負う拷問禁止条約においても違法とされているこれらの行為は、
しばしばチベット人囚人に酷い怪我を負わせ、時には死に至らしめることさえあ
る。2008年の中国支配に対する蜂起以来、チベット内部で拷問に関連した死亡例
は少なくとも50件確認されている。

 ──国連、EU、および人権デスク、チベット擁護セクション、
 中央チベット政権情報・国際関係省（DIIR）による報告
 （翻訳：S.Suzuki）
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チベットの知識人や作家らへの 
中国による執拗な弾圧を裏付ける、最近の有罪判決

［2022年６月21日　スタッフ・リポーター］

チベットの知識人や作家らは、中国政府から執拗に標的にされ続けており、秘
密裏に数か月にも及んで拘禁された後、長期にわたる懲役刑を含む刑罰を科され
ている。チベット人が、単に民族的アイデンティティを主張し、チベットの言語
と文化を保護するための基本的権利を行使したに過ぎないにもかかわらず「分離
主義行為」を犯したとして、逮捕され長期にわたる懲役刑を宣告されている。

チベットの作家らは、中国警察による恒常的な監視と、インターネット上での
検閲と監視下に置かれている。中国当局は、「違法」または「国家安全保障を危
険にさらす」と政府が定義するコンテンツが存在しないか、徹底的に彼らの作品
を精査している。中国当局が「違法」とみなす著作物の定義は、非常に適用範囲
が広く漠然としているため、中国共産党が脅威とみなすチベット人を簡単に逮捕
することができてしまう。

チベット人作家らが逮捕される場合、彼らの著作物のどの部分が「分離主義行
為」と「国家安全保障を危険にさらす」ことになるのか、具体的な証拠はないこ
とがほとんどである。チベット人を対象とした法廷判決を表面的に取り繕い、チ
ベット人刑事被告人に対して異例の実刑判決を安易に下すことは、中国政府の特
権となっている。
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最近標的にされたのは、著名な詩人で作家のロンウォ・ゲンドゥン・ルンダッ
プ師、人気作家のトゥプテン・ロドゥ氏（通称：サブチェイ）そして、ロン
ウォ・ガンカル師である。ロンウォ・ゲンドゥン・ルンダップ師とトゥプテン・
ロドエ氏の両名は、それぞれ懲役4年と懲役４年６月の判決を受ており、ロン
ウォ・ガンカル師は、中国当局によって拘禁されていることが確認されている。
ほとんどのケースにおいて、判決の内容、判決日、そして現在の所在について明
らかにされないままとなっている。

2020年12月以降、その姿が確認されていない著名なチベット人作家は、「分離
主義を扇動した」として懲役４年の刑が宣告されたことを、信頼できる情報筋を
引用してチベット人権民主センター（TCHRD）が報じている。

　2021年12月１日、西寧中級人民法院は、ロンウォ・ゲンドゥン・ルンダップ
師（48歳）に懲役４年の有期刑と２年間の政治的権利剥奪の判決を宣告した。さ
らに、2020年11月11日、中国治安当局は、青海省マルホ（中国名：黄南）チベッ
ト自治州レブコン市（中国名：同仁）に所在するロンウォ僧院でロンウォ・ゲン
ドゥン・ルンダップ師の身柄を拘束した。

また、５月には、ゲンドゥン・ルンダップ師が、シリン（中国名：西寧）の拘
置所に拘禁されていることが報じられた。彼は、チベット仏教の経典を北京語に
翻訳することを義務づけた政治的再教育プログラムが科されている。彼は、「コ
ルワ」（仏教における輪廻の概念であり、生と死、再生という無限のサイクルを
描写している）というタイトルで最新の詩集を出版した後に逮捕されて判決の宣
告を受けた。彼は、過去に複数回にわたり逮捕されており、拘禁中は厳しい監視
と制約を受けていた。

チベット人作家として高く評価されているトゥプテン・ロドゥ氏（34歳）は、
2022年６月14日頃、「分離主義を扇動した」という中国政府によって捏造された

ロンウォ・ゲンドゥン・ルンダップ師 トゥプテン・ロドゥ氏（別名：サブチェイ）
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容疑により、４年６カ月の刑を宣告された。彼は、昨年逮捕されてからこの約８
カ月の間、非公開の場所に投獄されている。

報道されたとおり、トゥプテン・ロドゥ氏（別名：サブチェイ）は「国家安全
保障を危険にさらし」、「民族統一を害する」と見なされる著作を出版した容疑に
より、昨年10月にはじめて逮捕された。「分離主義を扇動した」というな罪状は、
中国政府が、チベット人特に知識人や作家そして人権活動家の身柄を拘束するた
めに用いる最も一般的なものの一つである。

ゴ・シェラブ・ギャツォ師、リンチェン・ツルティム師、ディー・ラデン氏及
びロンウォ・ゲンドゥン・ルンダップ師などの著名なチベット人作家や仏教学者
に対しても、昨年、同様の容疑が適用された。

家族や親類と何らかの情報を共有した場合には制裁を科すという脅迫を含む中
国政府による情報共有に対する制限により、サブチェイの逮捕に関してより多く
の情報を得るための調査や試みは無駄に終わってしまった、とTCHRDは報告した。

サブチェイは刑を宣告されているが、どこに拘禁され、現在どのような状況に
あるのか明らかにされていない。第２報によると、彼の家族は、地元当局による
脅迫と警告を受けており、子供たちは学校に行くことさえ許可されていない。

最近の報道によると、チベットの作家で学者のロンウォ・ガンカル師は2021年
の初期から１年以上にわたり所在が不明であったが、中国政府によって拘禁され
ていたことが確認された。

ロンウォ・ガンカル師
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ラジオ・フリー・アジア（RFA）の報道によると、ロンウォ・ガンカル師（48
歳）は、2020年初めころ、中国当局によって突然逮捕された後、消息不明となり、
健康状態も明らかでない。中国警察が彼を逮捕した後に、拘禁したとされている。

中国政府は、彼の容疑や公判期日について明らかにしていない。
ロンウォ・ガンカル師は、多くの著作物を出版した業績のある作家として評判

だった。彼は、青海省マルホ（中国名：黄南）チベット自治州レブコン市（中国
名：同仁）出身で、ロンウォ僧院に所属している。彼の人気作には「絆」や「ゲ
ンドゥン・チョぺルへのインタビュー」がある。

中国政府は、チベット語の維持を主張する力を徐々に衰えさせるために、チ
ベットの知識人や学者らを組織的に標的にしていることは、最近の相次ぐ判決か
らも明白である。ゴ・シェラブ・ギャツォ師、ディー・ラデン氏、ロンウォ・ゲ
ンドゥン・ルンダップ師、ペマ・ツォ氏、セイナム氏、リンチェン・ツルティム
師、クンサン・ギャルツェン氏などを含む多くのチベット人作家や学者らは、単
に民族的アイデンティティを主張して基本的な権利を行使しただけで、中国政府
に逮捕もしくは刑の宣告を受けており、中には長期懲役に処された者もいる。

一党独裁国家である中国は、文化的同化政策をやめ、チベット人作家、知識人、
文化的指導者らを即時に無条件釈放し、さらに思想、良心、表現の自由を回復、
人権と憲法上の権利を保証しなければならない。

 ──国連、EU、および人権デスク、チベット擁護セクション、
 中央チベット政権情報・国際関係省（DIIR）による報告
 （翻訳：仁恕）
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『入菩薩行論』法話会 初日

［2022年７月28日 インド、ラダック地方レー］

今朝、ダライ・ラマ法王は、シワツェルの公邸から、法話会会場の一番奥にあ
る天蓋付きのステージまで、ゴルフカートで移動された。会場にはシャーンティ
デーヴァ（寂天）の『入菩薩行論』の解説の伝授を授かるために、４万５千人を
超える人々が集まったと推定される。

法王のお姿を一目見ようと、道の両側には沢山の人が詰めかけ、法王が手を振
られると、多くの人が喜びの涙を流した。法座に着かれる前に法王は、ステージ
の正面で立ち止まり聴衆全員に挨拶された。

法王はまず、法王が到着した時に、心と、心に伴って派生する心の働き（心
所）について問答していた若い学生たちのチームを賞讃され、仏教を学ぶには、
ナーランダー僧院の伝統に由来する、論理と根拠を用いて教えを探求する方法が
最も効果的であると述べられた。この論理的に考える姿勢こそが、科学者たちの
関心を集めているのだ。法王は聴衆に以下のように語りかけられた。
「やさしさと思いやりは幸福への鍵です。私たちは生まれた瞬間からお母さん

のやさしさに包まれて人生を歩き始め、死を迎えるときでさえ、心温かい親類や

ラダック地方、レーでの法話会初日の到着時に、会場のステージ前方から4万5千人を超える聴衆に
手を振られるダライ・ラマ法王。2021年７月28日、ラダック地方レー（撮影：法王庁）
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友人に囲まれていれば、より快適で安らかな気持ちで死を迎えることができるで
しょう。すなわち、人間は社会的な動物であり、他者に対して温かい心で接する
ことができれば、幸せな人生を送ることができるはずです。チベットには〝温か
い心により幸福と成功に至る〟という諺があります」
「また、〝いわゆる敵と呼ばれる者は、あなたの最高の教師になることができ

る〟とも言われています。チベット人は中国共産党の手によって、大きな苦難と
不幸な状態に直面していますが、私はチベット人に憎しみや復讐心を抱かないよ
うにと助言しています」

「敵に仕返しをするつもりで負の感情を溜め込むと、幸せな人生を送ることはで
きません。それよりも、悪いことをした人に慈悲心を持つ方がずっといいのです。
温かい心、許す心が幸せの根源だということを心に留めてください。どんな目的
であれ、私は仏教の僧侶として、武力の行使を唱道することは決してしません」
「ラダックとチベットの人々は古来より非常に親密な関係にあります。ラダッ

クからアルナーチャル・プラデーシュまでのヒマラヤ地域の人々により、仏教の
文化的伝統を保持することができれば、仏教が世界的に繁栄することに大きく貢
献できるでしょう」
「チベットの人々の勇気と精神は不屈であり、私に対して揺るぎない信仰と信

頼を寄せてくれています。ヒマラヤ地方で仏教の文化的伝統を守り続けていくこ
とは、自ずとチベットの人々を利益することになるでしょう。自由と尊厳のため

シワツェルでの法話会初日に、聴衆に説法をされるダライ・ラマ法王。
2021年７月28日、インド、ラダック地方レー（撮影：テンジン・チュンジョル/法王庁）
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の私たちの闘いは、真実と正義に基づいており、非暴力を守り、害を為さないと
いう意味の〝アヒンサー（非暴力）〟に依ることによって、最もよく達成できる
ことでしょう。中国では仏教徒の兄弟姉妹の数が増えていますので、私はやがて
事態が良い方向に変わると確信しています」

法王は、７世紀にチベットの第33代皇帝であるソンツェン・ガンポ王が、中国
との密接な関係にもかかわらず、インドのデーヴァナーガリー文字のアルファベッ
トを手本にチベット文字を作る選択をされたことに言及された。その結果、８世
紀に、チベットのティソン・デツェン王の招きでインドの導師シャーンタラクシ
タ（寂護）がチベットを訪問された際、インドの仏教典籍をチベット語に翻訳す
るようチベット人に奨められ、これによってチベット人はパーリ語やサンスク
リット語に頼らず、自分たちの言語で仏教を学ぶことができるようになったのだ。

その後、偉大な導師であるシャーンタラクシタは、弟子のアチャリヤ・カマラ
シーラ（師・蓮華戒）をチベットに招聘するようティソン・デツェン王に進言さ
れたが、その目的は、中国の僧侶が主張する座禅のみで頓

とん

悟
ご

できるとする見解と
比較して、ナーランダー僧院の伝統に従って仏教を論証的に学ぶことの利点につ
いて、彼に議論させることであった。この論争の結果、ティソン・デツェン王は、
カマラシーラの見解の方がチベット人にとってより適切であると判断されたのだ。

法王は、300巻を超える〝カンギュル（経典）〟と〝テンギュル（論書）〟は宗
教、哲学、認識論、科学などの幅広いトピックを扱っており、今日ではチベット
語がそれらの理念を研究するための最も正確な言語になっていると指摘された。

最近、『インド仏教の古典における科学と哲学』シリーズの2つの巻が中国語に
翻訳されて出版されたが、この2冊は“カンギュル”と“テンギュル”を典拠とする資
料を含んでいる。それを読んだ中国の一部の大学の教授たちは、チベット仏教は
科学的で理に叶った手法を用いており、そのことはチベット仏教がナーランダー
僧院の伝統を明確に継承していることを示している、と認めるようになった。

そして法王は、次のように話を続けられた。
「1960年代、私はヒマーチャル・プラデーシュ州チャンバ地区のチベット難民

を訪ねました。その中には、道路建設の労働者として働いている学僧が大勢いま
した。彼らは僧衣さえ持っていない状態でしたが、特別な状況にあるため、私た
ちはその場で〝月に２回行う僧団の懺悔の儀式（布

ふ

薩
さつ

）〟を行い、その後、仏教
哲学についての問答をしました。私は、困難に立ち向かう彼らの姿を目の当たり
にして大変な感動を覚えました」
「最終的に私たちは、インド政府やNGO、慈善団体の支援により、南インドに

学びの拠点である伝統的な僧院を再建することができました」
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法王は、ラダックの人々が仏典の勉強を通じて、奥深い仏教の文化的伝統を護
持することの重要性を強調され、論書を綿密に学んだことにより、ゲシェ・ララ
ンパ（仏教博士）の学位を取得するに至ったご自身の経験を引き合いに出された。
そして律蔵の中の、阿羅漢サカラ尊者の次の偈頌を引用された。

勉学と瞑想を通して
人生を有意義なものにしなければならない

ただサフラン色の衣を着ることで
満足してはならない

無明の闇を晴らす、最もすぐれた灯火として知られている（同33偈）

法王は、僧俗を問わず、仏陀のお言葉からなる〝経・律・論〟の三蔵を学び、
〝戒・定・慧〟の三学の修行に励むようにと促された。そして、やみくもな信仰
ではなく、論理と根拠に依拠することの大切さを繰り返された。

法王は、師・シャーンティデーヴァの生涯について簡単に説明された後、『入
菩薩行論』を読み始められた。そして時折詳しい解説を加えながら、第１章の終
わりまで読み進むと、「今日はここまでにしましょう」と告げられた。明日はこ
の続きを読まれる予定である。

法話会初日が終了し、聴衆に手を振りながら公邸に戻られるダライ・ラマ法王。2021年７月28日
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『入菩薩行論』法話会2日目はこちらのリンクでご覧ください。：https://
www.tibethouse.jp/news_release/2022/20220729_hhdl.html

法話会初日の、シワツェル法話会場ステージの光景。2021年７月28日、ラダック地方レー

法話会初日に説法をされるダライ・ラマ法王。2021年７月28日、ラダック地方レー
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観音菩薩の灌頂授与

［2022年７月30日　インド、ラダック地方レー、シワツェル］

今朝、ダライ・ラマ法王は、仏陀の慈悲の化身である観音菩薩の灌頂授与に先
駆けて必要な前行儀式を執り行うため、7時前にシワツェルの法話会場に到着さ

シワツェルの法話会場で観音菩薩の灌頂授与に必要な前行修法を執り行われるダライ・ラマ法王。

2022年７月30日、インド、ラダック地方レー（撮影：テンジン・チュンジョル/法王庁）
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れた。
法王は、会場に集まった推定7万人の参加者に向けて、次のように述べられた。

「観音菩薩はチベットやヒマラヤ地域の人々と特別なつながりを持つ仏様です。
私は今から灌頂の授与に必要な前行修法を行いますので、皆さんは観音菩薩の六
字真言である〝オーム・マニ・ぺーメ・フーム〟を唱えていてください」
「私がこのようなことを言うのはおこがましいと思われるかもしれませんが、

私の身・口・意による行ないは観音菩薩の顕現とみなされることもあります。世
界の伝統宗教はみな、〝カルーナ（慈悲の心）〟や思いやりの大切さを信徒たちに
伝えており、自分だけでなく他の人々のために行動するよう導いています」
「実際、私たちは他者の幸せを考えて全力で取り組むならば、思いがけず自分

の願いを実現できるものです」
出席者を代表してドゥクパ・カギュ派のトゥクセ・リンポチェが慣習に則って

法王にマンダラを捧げると、続いて他の代表者たちも白い絹のスカーフ（カタ）
を捧げた。次に、三つの意味を持つ『釈迦礼賛』の祈願文に続いて、『般若心経』
が唱えられた。三つの意味とは、仏陀への礼拝、無常・無我・苦しみと廻向の三
つである。

法王は、これから授与する観音菩薩の灌頂は、所作タントラ（クリヤー・タン
トラ）に属し、外面的な行いを浄化する力が高いことが特徴であると説明された。
また、灌頂を授かる際には、あたたかい心を培い、一切有情の幸せのために意義
ある人生を歩む決意を持つよう助言された。

観音菩薩の灌頂を授かるために７万人を超える人々が集まったシワツェルの法話会場の
情景。2022年７月30日、インド、ラダック地方レー（ラダック警察によるドローン撮影）
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本灌頂に先立って、法王は、会場に集まった参加者たちに菩提心を生起するよ
う呼びかけられた。
「究極の目標は悟りに至ることであり、悟りに至るには、方便の修行である菩

提心と智慧の修行である空（くう）の理解を結び合わせなければなりません。私
たちはこの二つの修行を心に培ってて、今世から来世へと悟りに至る道を進んで
いく必要があるのです。私自身は、毎朝起きるとすぐに菩提心を生起して空を理
解する智慧について考えるようにしています」

灌頂がすべて完了すると、法王は、会場で目の前に座っている人々も、世界各
地でインターネットを介して参加している人々も、灌頂を授かった人はみな、観
音菩薩の六字真言を1万回、あるいは毎日少なくとも数千回唱えるならば、心に
安らぎがもたらされるでしょう、と述べられた。

儀式が終わりに近づくと、ティクセ・リンポチェによって法王に捧げる長寿祈
願の儀式が進められた。ラダック地方のさまざまな組織や機関を代表して、大勢
の人々が法王に供物を捧げるために列になって並んだ。また同時に、ラダック人
の音楽団が法王への感謝の歌を捧げた。

ラダック寺院協会のアチャリヤ・スタンジン・ワンガイ会長をはじめ、数人の
代表たちが感謝のマンダラを捧げて３日間にわたる法話会が完結した。

シワツェルの法話会場で行われたダライ・ラマ法王に捧げる長寿祈願法要で、美しい歌を捧げる
ラダック地方の人々。2022年７月30日、インド、ラダック地方レー（撮影：法王庁）
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東京で、ダライ・ラマ法王87歳の誕生祝賀会を開催

［2022年７月12日　スタッフ・リポーター］

東京：2022年７月10日、東京在住のチベット人および日本人有志が、曙橋のチ
ベット・レストラン「タシデレ」で、14世ダライ・ラマ法王の87歳の誕生日を
祝った。

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所からは、スタッフのツェラ氏が出席し、ダ
ライ・ラマ法王の肖像画にバター・ランプとカターを捧げ、主催者であるレスト
ラン「タシデレ」と出席者に、事務所を代表して感謝の言葉を述べた。

ツェラ氏はまた、チベットの大義の強力な支持者であった元首相、安倍晋三氏
の悲劇的な逝去について、動揺と落胆を表明した。ダラムサラのチベット亡命政
権も、この事件に衝撃を受け、哀悼のメッセージを遺族に送った。ツェラ氏は、
この偉大な指導者のために、東京のチベット人たちが間もなく祈祷会を開くこと
になっていると述べた。また現在、コロナ・ウィルス流行のために、ダライ・ラ

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所のスタッフ、ツェラ氏の挨拶

26



マ法王の誕生日を祝う公式行事が延期されていることも報告した。
レストランの経営者であるロサン・イシ（黒木露讃）氏はゲストを歓迎し、こ

のダライ・ラマ法王の誕生祝賀会の日は偶然にも、タシデレの7周年と同じ日で
あると述べた。

それから、元チベット舞台芸術研究所（TIPA）のアーティスト、テンジン・
クンサン氏と、テンジン・ゲニャン氏が日本人アーティストらとともにチベット
の歌を演奏した。ダラムサラでチベット薬学を学んだ小川康博士が、演奏曲の解
説を行った。

 ――ダライ・ラマ法王日本代表部事務所による報告
 （翻訳：麻雪）

ゲストを歓迎するレストラン「タシデレ」経営者のロサン・イシ（黒木露讃)氏
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チベット支援とご寄付について

平素より、チベット亡命政権、ならびにダライ・ラマ法王日本代表部事務所
（NPO法人チベットハウス・ジャパン）の活動に深いご理解と温かいご支援をい
ただき、誠にありがとうございます。

皆様のご支援は、ダライ・ラマ法王の目指す世界平和と、慈悲のこころに満ち
た社会を実現するための大きな力となっております。

チベットは困難な状況が続いておりますが、私たちは平和と自由のための非暴
力闘争を続けてまいります。

今後も、皆様の継続的なご支援とご指導をお願い申し上げます。
ご支援の方法については、HP（https://www.tibethouse.jp/support/）をご覧

ください。
ご寄付に関しましては、下記の銀行口座にて受け付けております。
領収書を希望される方は、Eメール、お電話、お手紙などでご一報ください。
お振込先：
ゆうちょ銀行　郵便振替口座
　口座記号番号：００１００－１－８９７６８
　加入者名：チベットハウス

三菱UFJ銀行
　支店名：新宿通支店（店番：050）
　口座種別：普通
　口座番号：２９９９２１３
　口座名義：特定非営利活動法人チベットハウス・ジャパン

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所（チベットハウス・ジャパン）は
ダライ・ラマ法王及びチベット亡命政権の日本唯一の公的機関です。

28



チベットハウス会員制度／会員募集のご案内

会員特典
チベットハウスにご入会いただくと、さまざまな特典をご利用いただけます。
　⃝ 会員向け季刊誌「チベット通信」の無料定期配布（年４回予定）
　⃝ ダライ・ラマ法王来日情報等のご案内
　⃝ ダライ・ラマ法王来日講演のご優待
　⃝ 弊事務所主催の各種イベントの割引（１割から２割）
　⃝ 弊事務所チベット図書室の貸出サービス

会費について
入会費：3,000円／年会費：5,000円（※毎年４月に更新手続きをして頂きます。）
初年度合計：8,000円
ご入会方法：チベットハウス入会ご希望の方は、ゆうちょ銀行「郵便振替用紙」
の通信欄に ｢チベットハウス入会希望｣ とご記入のうえ、お名前／フリガナ（フ
リガナは必須です）／ご住所／電話番号／メールアドレス を明記していただき、
入会費及び年会費合計の8,000円をお振込ください。

お振込先
ゆうちょ銀行　郵便振替口座
口座記号番号：００１００－１－８９７６８
加入者名：チベットハウス
※尚、銀行振込でのご入会は扱っておりませんので、ご了承ください。

チベットハウス会員更新方法
チベットハウス更新ご希望の方は、郵便振替用紙の通信欄に ｢チベットハウス更
新希望｣ とご記入のうえ、年会費の5,000円をお振込ください。

２年間、年会費のご入金が確認できない場合は、退会の扱いとさせていただきま
す。ご了承ください。

お問合せ　　電話：03-5988-3576　FAX：03-3565-1360
Email：tibethouse.jp@tibet.net
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お問合せ：電話 03-5988-3576 ／ FAX 03-3565-1360 ／ Email tibethouse.jp@tibet.net

新刊  ダライ・ラマ法王14世金言集　心の智慧
販売価格：1,000円

ダライ・ラマ法王の愛、慈悲、思いやり、平和のメッセージから代表的な113言を
法王庁の快諾のもと、チベットハウス・ジャパンより金言集として刊行しました。
より多くの方々が法王の言葉を通じて心の平和を見いだされることを願っており
ます。

ヒストリー・オブ・チベット　History of Tibet
クロード・アルピ著（Claude Arpi）　販売価格：1,000円

著者のクロード・アルピ氏によるチベット史の歴史をもとに作られた本書「Glimpses 
on the History of Tibet」は、絵や写真を通じて世界で最も高い場所の始祖神話か
ら近代以降の苦闘までのチベットの多彩な文化、政治、宗教をまるで旅するかの
ように体験できる本です。

希望　チベット亡命50年Tibet Exile 50
販売価格：1,000円

ダライ・ラマ法王台湾事務所によって発行された本の邦訳版。中国によるチベッ
ト占領、ダライ・ラマ法王の亡命、そしてインドでの中央チベット政権再建から、
2009年で50年という月日が経過した。その50年間の記録を、オールカラー写真と
わかりやすい解説を通じて紹介。

ダライ・ラマ　平和のメッセージ
販売価格：1,000円

ダライ・ラマ法王の世界平和や地球環境問題に関する思想や見解を掲載。「思いや
りと個人」、ノーベル平和賞受賞のスピーチや講演、「普遍的責任と環境」等、ダ
ライ・ラマ法王の非暴力の精神を理解するための鍵となる内容。

ダライ・ラマ14世　チベット仏教の教え
販売価格：1,000円

1995年のダライ・ラマ法王来日における法話集。仏教一般、特にチベット仏教の
基本的な教理と実践の他、「人類の未来と人間の心」、「日本の人々へのメッセージ」
を掲載。

チベット語と日本語　英会話の本
アリヤ・ツェワン・ギャルポ著　販売価格：1,000円

チベット語と日本語を学びたい人々にとって、非常に簡潔で使いやすい会話の手
引書になっています。著者が自らの経験をもとにして、日常会話の中で頻繁に使
う言葉や語句を中心に書いた本です。

チベット関連書籍  Books on Tibet


