日本人と雪山獅子旗
■禁じられた旗̶̶雪山獅子旗
チベットの歴史と誇りのシンボル
にもかかわらず、
チベットでは掲げる
ことができない旗̶̶それが雪山獅
子旗です。
中国共産党は、雪山獅子
旗を
「国家分裂主義者のしるし」
とし
て所持や掲揚を禁じています。旅行
鞄に旗やバッジを入れていた外国人
旅行者が退去処分になったケース
や、旗を持っていたことが「海外の組
織とつながりがある証拠」
とされたチ
ベット人のケースが知られています。
■雪山獅子旗の歴史
チベット国旗に描かれた雪獅子
（スノーライオン）
のモチーフは、
ソン
ツェン・ガンポ王が統治していた古
代チベット
（吐蕃王国）
の時代、紀元
6 世紀にさかのぼります。
中央アジア最大の帝国であった
古代チベットは 286 万人の軍隊を
擁し、各部隊ごとに異なる軍旗を用
いていました。向かい合った1 対の
雪獅子、直立した1 頭の雪獅子、空
に跳躍する雪獅子など。雪獅子をチ
ベットのシンボルとして軍旗に用いる
伝統はその後も脈々と受け継がれ、
国民国家成立を目指したダライ・ラ
マ13 世は軍旗のデザインを統一、

軍に関わるすべての組織で使用する
よう定めたのです。
■日本人とチベット国旗
チベットが近代国家への道を模
索していた1910 年代、
チベットのラ
サには日本人が 3 人滞在していまし
た。
このうちの 1 人、矢島保治郎は生
前の手記などによると、1913 年（大
正 2 年）
の元日をラサで迎え、滞在す
る建物の屋上に高々と日章旗を掲げ
ました。翻る日章旗に人だかりがで
き、
「これがロシアと戦って勝った日
本の国の旗だ」
という説明を聞いて
感嘆したり、夜になってチベットの役
人が矢島宅を訪れ、勝手に旗を掲
げた行為をとがめたりしたといいま
す。伝記によれば矢島は訪れた役人
に
「これは大日本帝国を象徴する旗
であり、貴官らがダライ・ラマ法王
を尊敬するのと
同じ敬意を持っ
て取り扱わねば
ならない」
と演
説。
ポタラ宮の
大臣に見せる
ため借用した
いとの申し出

を
「私は外国にいる時はこの旗と生
仮の軍 旗に採 用
死を共にしている」
とはねつけまし
されることになっ
た。
た」
1913 年当時、
チベットの一般庶
描 写 され た
民には国旗が珍しいものだったこ
雪山獅子旗は
と、役人の間では国旗の意味や重要 「銀色の月」
な
性が知られていたためにチベット内
どが異なるも
で他国の国旗が勝手に掲げられる
のの、現在の
ことが問題視されたのであろうこと
デザインと非常に似ています。手
がうかがえるエピソードです。伝記は
記は
「更に改定する筈」
としており、
「これがきっかけとなってダライ・ラ
素案になった可能性は高いと思わ
マ13 世はチベットの国旗を制定し
れます。
た」
としています。
チベット側の文献は
青木文教は、雪山獅子旗の表す
ありませんが、伝記の通りであれば、 意 味についても記しています。
「チ
ポタラ宮でチベットの大臣たちが矢
ベットのシンボルとして獅子（スノー
島保治郎の日章旗を広げ、国旗につ
ライオン）
を用いるのは、仏の予言に
いてあれこれ検討したのでしょうか。
基づく仏教国として、仏の
『十方獅子
もう1 人の日本人、青木文教は帰
吼』
にちなんで国威を発揚する意」
国後の手記で更に具体的にチベット 「日月を描くのは仏の光明があまねく
国旗について書き、
自身のデザイン
世界を照らし衆生を救うことを日月
が基になったとしています。
「その模
にたとえたもの」
「雪山の図 柄はチ
様は下半部に富士山形の雪山を描
ベット独特のシンボルとするに最も
き、唐獅子を配し、上半部は雪山の
適切なもの」。旗に描かれたシンボル
上に地色を黄色くして日本の軍旗の
を、
当時の日本人は正しく理解し書
半分を写し取ったような旭日を置
き残していました。
き、
その片隅に月を小さく銀色に描い
参考文献
ている。
司令官と予が戯れに図案を
青木文教
「西蔵遊記 秘密之国」
（内外出版）
作ってみた紙切れがたまたまダライ・ 矢島保治郎「入蔵日誌」
（チベット文化研究所）
浅田晃彦「世界無銭旅行者 矢島保治郎」
（筑摩書房）
ラマ法王の目に止まり、
当分これを

T h e Sn ow L io n F la g for Ti bet an
チベット人にとって雪山獅子旗はどの
ような意味を持つのでしょうか。SFT
Japan 代表のツェリン・ドルジェさん
が紹介します。
私は難民となってチベットを逃れた
両親から生まれインドで育ち、
チベット
をみたことがないチベット人です。雪山
獅子旗は難民学校の公式行事やダラ
イ・ラマ法王の誕生日を祝う時などに
必ず掲げられました。
――国旗について誰からいつ教わりま
すか。
小学６年の授業でチベット国旗の意
味を勉強します。
「中央はチベットの白
い雪山、6 本の光は民族の起源……」
と、旗のデザインが象徴するものをすべ
て間違いなく言えるように暗記するの
です。
これはとても厳しい勉強で、
テスト
もあるし、
クラス全員が間違いなく言え
るようになるまで先生は許してくれませ
ん。30 年近く経った今でも暗誦できる
ほどです。
――家で国旗を揚げることはありましたか。
私が子どもの頃、国旗はとても高価
な貴重品で、難民の一般家庭にはあり
ませんでした。
当時は 1 枚 1 枚布に刺繍
して作っていたのです。最近になってプ

リント染色で安く綺麗な旗が作れるよ
うになり、今はどの家も国旗を持ってい
ると思います。
――雪山獅子旗は複雑なデザインです
が、チベット人は皆そらで描けるので
しょうか。
無理です。描けないです。
センゲ
（雪獅
子）
が難しいです。
――適当にごまかして描いてはいけない
んですね。
デザインの一つ一つに重要な意味が
あり、
いいかげんに描いて間違えてはい
けないものである、
とチベット人は教え
られています。刺繍で手作りしていたこ
ろは、間違った国旗がたくさん出回りま
した。
センゲの手元が宝石から離れてし
まっていたり、光線の数が違っていたり。
間違った国旗は政府が注意して取り替
えさせていました。今は、亡命政府の旗
を見本にして複製が作られるので間違
いもだいぶ減りました。
では、
チベットで生まれ育ったチベット
人は、
チベットの国旗をどのようにして
知ったのでしょうか。
チベット出身のチ
ベット人にうかがいました。
私はチベットで生まれ育ち、中国政府の

教育を受け、成人してから来日しました。
――初めてチベット国旗を見たのはい
つですか。
中学時代、町なかの壁に貼られてい
るのを見たのが最初です。
当時は北京
などで民主化デモ（のちに天安門事件
となる）が起きていた時代で、
チベット
の私の町でも、民族の自由や民主化、政
府の腐敗根絶を訴える人たちが活動し
ていました。
あるとき、
スローガンととも
に町の中心部のあちこちの壁に貼り出
され、
皆が取り囲んで眺めていました。
――見たときはどう思いましたか。
へえそうか、
というくらいで特に何も
思いませんでしたが、町の職員が急いで
剥がして回っているのを見て、
ああこれ
は貼ってはいけないものなんだな、人目
に触れてはいけないものなんだなと感
じました。
――貼った人が逮捕されたり、学校で政
治思想教育があったりはしましたか。
その時はありませんでした。誰が貼っ
たのか知っているか、
という犯人捜しは
あったようですが、見つからなかったよ
うです。学校での政治教育もありません
でした。
その後、国旗についておおっぴらに話
題にすることはありませんでしたが、先

輩の高校生たちと食事をしたり、合宿の
ような形で先生や同級生と一晩過ごし
たりした機会に、国旗について話すこと
がありました。熱く語りあうんですよ。先
輩たちはチベットの旗のデザインが象
徴するもの、意味する内容を全部知って
いて、
その重要性を話していました。
チ
ベット国旗には、仏教の教えや民族の成
り立ち、
チベット人がどうあるべきかの
すべてが表現されていることを話し、
「チベット国旗は政治的に重要なのでは
なく、文化的に重要なのだ」
と語り合っ
たことを覚えています。
その後日本に来てから、
自由にさまざ
まな知識や情報に触れ、
チベット国旗に
ついてもチベットの歴史についても学び
ました。
自分自身も、
チベット国旗はチ
ベット人にとって、文化的にこそ重要な
意味をもつものだと思います。政治的な
意味が強調されすぎていると思います。
――中国政府に分離独立主義者の証拠
だとして弾圧されることも、チベットを
支持する人たちに単なる独立の象徴と
して掲げられることにも違和感があるん
ですね。
もっと、旗が表現する思想やデ
ザインに込められた意味を重視すべき
だということですね。
そうです。

SFT Japanは、
チベットに関する情報提供と支援活動を行っています
SFT(Students for a Free Tibet: スチューデンツ・フォー・フリーチベット)は、非暴力で平和的な社会的、政治的、
経済的活動を通じて、
世界中
の若い世代にチベットで起こっている人権侵害の現状を知ってもらい、支援活動への意識を高めると同時に、
チベット問題の平和的な早期解決を
求めることを目的に設立された団体です。1994年にアメリカで発足したSFTは、現在までに高校、大学、地域を拠点とした650の支部を数える団
体に成長し、35カ国でチベット問題を訴えています。
SFT Japanは、2008年1月に日本在住のチベット人ツェリン・ドルジェの呼びかけにより、休会していた旧SFT Japanを再結成して活動を再開し
ました。
「スチューデンツ」
＝
「学生たち」
ではなく、若い世代を中心に幅広い世代にチベット問題を知ってもらい、共に行動を起こし、社会正義に目
を開いてもらうことがSFT Japanの役割と考えています。
JAPAN

Students for a Free Tibet Japan http://www.sftjapan.org

