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中國/常州駐在・滞在日記（No.19） 

西安の旅 (兵馬俑との出会い)（2012.04.29～05.01）  

  

西安の旅は、思いがけず実現することになった。５月の初めは、日本はゴールデンウイで大

型連休になるが、ここ中国でも、労働節で５月１日はメーデーで休日、その前後の週末を絡

めて、わずかばか国民の祝日になる。 

中国の祝日は、本書（No.40 中国の祝日）にも詳しく書いたが、毎年同じ日が休みになる

ことは無く、政府が、年末にその翌年の年間の祝日を発表している。中国の正月の春節や建

国の国慶節などは、国民最大の祝日で１週間ほど休みになるが、その日は、毎年大きく変わ

る。 

 

今年の労働節も４月２９日～５月１日までの３日間が国民の祝日になっている。 

この時期、僕は嘱託期間も終え、やれやれと思ったのもつかの間、更にこの年も、技術支援

で定期的に中国に来ることになった。 

 

３週間近い滞在中に、３日も休みがあるなら、思い切ってどこかに旅行でもしてみようか？

と頭をよぎり、敦煌、北京、旅順、西安、桂林、黄山・・・・・考えた末、  

                          

“よ～～し、西安に行ってみよう！！“と思い立ち、早速ネットで西安について調べてみた。 

西安は、かって長安と呼ばれた都で、中国の壮大な歴史を彩ってきた表舞台である。その歴

史は２０００年前にもさかのぼり歴史遺産は、数えきれない程点在し、いつかは行ってみた

いと思っていた町の一つであった。 

 

西安と言えば、僕にとって、とりわけ”秦の始皇帝“と”兵馬俑“がクローズアップされる。

特に兵馬俑は、２０年ほど前に長崎の中華街でそのレプリカに出会い感動した思い出がある。

それ以来いつかは、現場に行って本物を見てみたいという沸々とした思いがあった。 

  

しかし、行くにしても、何分、西安は遠い。常州から約１２００ｋｍも離れている。 

どのような計画になるか・・交通、宿泊、費用、等 詳細は、これからだ。林君に声をかけ

ると、“彼も行ってみたい“とことで、”よ～～し行こう！！“ということに決まったのだ

が、２人だけで行くには、多少心細い面もあり、どうしたものかと思案していたところ、営

業の黄さんが、僕たちの計画を聞き、一緒に行

きたいと同行を申し出てきたのである。 

 

黄さんは日本語が堪能で、おまけにガイドの資

格も持っているとのことだ。海外で、知らない

ところに行くには、やはり言葉の不安が付きま

とうが、ローカルのメンバーが同行してくれれ

ば何かと心強い。 

こうして３人のメンバーが決まった。 

早速、黄さんは、西安までのフライトの予約、
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宿泊の予約を済ませ、計画が、一気に具体化した。 

 

 

４月２９日の日曜日、朝７時４０分ＭＵ2955便で僕たちは無錫空港から西安に向かって飛び

立った。 

余談だが、わが社の中国人スタッフは約５０人程だが、そのうち約２０人が日本語を流暢に

話す。彼等（男女共）は、数人を除いて日本留学もなく、学校の授業で勉強しただけのよう

だが、実に、その能力に感心する。スキルの向上に対する意欲が、我々とは随分違う。 

                      

さて、中国大陸のほぼ中央に位置する西安までは約２時間の飛行である。西安は３方が急峻

な山に囲まれた自然の要塞と言われている。飛行機が徐々に高度を下げ西安に近づいてくる

と、なかなか高度の有りそうな峻高な山々が見えてきた。眼下の風景を、食い入るように見

ながら三国志の世界を想像してしまう。 

しばらくして西安咸陽国際空港に、ほぼ定刻の９時４０分に到着した。  

天気は、快晴なのだが、なんだか霞んでいるようで遠くがはっきりと見えない。中国特有の

天候だ。それでも、はじめての町は、いつもながら期待で胸が膨らむ。 

さて、西安市について簡単にまとめておく。                               

西安市（せいあんし、中国語:西安市、英語:Xi'an）は中華人民共和国陝西省の省都であり、

古くは中国古代の諸王朝の都となった長安である。国家歴史文化名城に指定され、世界各国

からの観光客も多い。経済的重要性から大幅な自主権をもつ副省級市にも指定されている。

陝西省（せんせいしょう）西安市で、現在人口７６０万人が暮らす中国西部の最大の都市で

ある。 

西安市の中心から北西に４７ｋｍ離れたこの西

安咸陽国際空港から、リムジンバスに乗り込み、

市の中心部のホテルに向かった。 

このあたりは同行の黄さんが事前に調べてくれ

ているので、実に助かる。 

約１時間で町を取り囲む城壁を潜り抜け中心部

に入ってきた。道路の左右には気になる歴史のあ

りそうな建築物が目に飛び込んできてワクワク

する。 

 

バスは西安市の中心、鐘楼の前に到着した。 

終点のバス停の目の前が、今日から２日泊まるホテル西安美陀酒店だ。チェックインを済ま

せ、荷物を部屋に置き、身軽になって、いよいよ西安の町の散策に出発だ。チェックインを

している最中にも、観光客目当ての、客引きが、後を絶たない。商売熱心だ。   

今回の旅の大まかな予定は、下のように計画している。  

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%81%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E5%8C%96%E5%90%8D%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E7%9C%81%E7%B4%9A%E5%B8%82
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■今日２９日は、西安市内の観光  陝西歴史

博物館、大雁塔、鐘楼,、鼓楼、その他市内

観光、 

■明日３０日は、 郊外の兵馬俑、秦の始皇帝    

の墓、玄宗皇帝と楊貴妃の別荘華清池他 

■最終日５月１日は、 西安市内を取り囲む城  

壁を自転車で一周 空港へ 

 

泊まるホテルの目の前が町の中心であり、町の

シンボルの鐘楼が目の前にそびえたっていた。 

１３８４年建立された明代の建物で、当時は鐘で人々に時を知らせていたとのことだ。 

 

さてタクシーに乗り込み早速、陝西歴史博物館

に向かった。午前と午後の一日２回の参観が可

能で、夫々の入場者数を４０００人までとして

いる。入場料は無料である。 

 

僕たちが博物館に着いた１２時過ぎには、すで

に午後の見学者が入場ゲート前に長蛇の列で並

んでいた。若い人たちが多いのには、いつも驚

かされる。 

 

この日は天気がよく、並んでいるとジリジリと

日差しが照りつけてくる。今でこそ、多少変わってきているようだが、こうした役所の仕事

は本当にサービス精神に欠けている。整理券を発行するとか、何か方法がありそうなのだが、

この国ではそれを要求するのは無理なのかもしれない。 

みんな我慢強く汗を拭きながら、午後１時の開館の時間を待っている。長蛇の列の最後尾は

僕のいるとこからは見えない。 

 

陝西歴史博物館は 1991年に開館。唐代の建築様式を取り入れた大規模な博物館で中国で一

番目の大型現代国家等級の博物館である。 

 

陝西省で発掘された周・秦・漢・唐の時代を中心とした先史時代から清代までの青銅器や工

芸品など約 37万点を所蔵している。 

そのうちの六千点が常時展示されている。原始社会から明の時代までの長い歴史を代表する

貴重な文化財が、ここにまとまって収蔵されているので、中国の五千年の歴史を一度に巡る

ことができる。 

 

特に注目を集めているのは唐代の壁画展示で、300 平方メートルの唐代の壁画から 34 枚を厳

選し公開している。いずれも中国では最高級のレベルに達している。 

これらの壁画には宮廷生活や楽隊、儀仗隊、狩猟風景などが多彩に描かれている。これらは、

中国古代絵画の最も重要な遺産である。（以上ガイドブックより抜粋） 
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博物館入口で、日本語の解説テープを借りて、先史から順番に見て回った。館内は広い。３

人とも夫々自由に見て回ることにし、２時間後、再度玄関で会うことにした。 

秦の兵馬俑の一部も展示されており、明日の兵馬俑記念館見学の前に、本物の兵馬俑に対面

できた。兵馬俑との出会いの感激については明日に回し、ここでは割愛する。 

あまりにも多い展示物に中国５０００年の歴史の重さと深さに改めて驚くばかりである。そ

して、さすがに、この陝西省が中国の歴史の中心であり宝庫であるのがよくわかる。これだ

けの超一級の歴史的文物が、当時この地に住む人々により芽生え熟成されていた英知に驚き

を越えた凄さを感じる。 

ただ水を差すようだが、ガイドブックに書かれている中国の歴史は５０００年？？、具体的

史実に基づけば，夏王朝以降の３０００年が正解なような気がすのだが・・・・ 

このあたりの、議論は別にしても、展示物の迫力はさすがである。 

 

約２時間ほどの見学を終えて外に出てきたとき

にはさすがに気力体力ともに疲れていた。そし

て３人が揃ったのは３時過ぎだった。 

 

さて次に向かったのは大雁塔。地図を見ればこ

こから意外と近い。歩いても行ける距離だ。 

 

この大雁塔については先日４月の初め、九州博

物館で開かれた、“平山郁夫シルクロードの軌

跡“で平山画伯がこの大雁塔に思いを込めて描

かれているのが蘇ってきた。画伯独特の日本画

の色使いで、朝焼けに生えるこの塔が浮かび上がっている。その絵が脳裏に鮮明に残ってい

る。 

そんな、イメージを抱きながら歩いていた。 

しばらくすると壁の向こうに塔の姿が現れ、またまた感動

の鼓動が聞こえてきた。南側から見ているため塔は、わず

か右に傾いている。 

 

さて、このさて、この大雁塔について解説書から抜粋して

紹介する。 

大雁塔は、幾度となく戦火にあった都西安に残る数少ない

歴史建造物の一つで、「慈恩寺（じおんじ）」という寺院

の中にあります。この慈恩寺は唐代の皇帝高宗（こうそう）

が亡き母を偲んで西暦６４８年に建立したものです。 

 

この境内に建つ大雁塔は、玄奘三蔵（げんじょうさんぞう）

がインドから持ち帰った膨大な教典を保管するために６

５２年に建立されたものです。 

建立当初５層だった大雁塔は、８世紀には１０層にまで積み上げられましたが、その後８層

以上の階が倒壊したため現在は７層の構造となっています。 

高さは６３ｍ。最上階から見る西安市内の眺望はなかなかの絶景です。 

狭い階段を上り、最上階に登り詰め小さな窓から西安の町並みを眺めるとき、何ともいえな

い達成感があります。ぜひ頑張って登ってください。 
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この塔は、中国独特の「黄土煉瓦」を積み上げたものですが、その内部構造は柱が使われて

いません。 

どうやってこの高い棟を柱なしで支えているのか謎に包まれるという、その構造自体が非常

に特殊な建築技術によるものだそうですので、このあたりもじっくり味わってください。 

ところで「玄奘三蔵」って誰・・・？？ 

そうです・・・実はこの人、あの孫悟空が活躍する「西遊記」の登場人物・・・「三蔵法師」

その人なのです。 

玄奘は西暦６２９年、本場の仏教哲学を学ぶため敦煌の「玉門関」を官吏の目を避けるよう

にして通り抜け、遠くインドの地に向けて当時の国禁を犯した大旅行へと旅立ったのです。 

その旅で膨大な教典を持ち帰った玄奘は大雁塔にそれらの教典を収めると同時に、サンスリ

ット（梵語）で書かれた教典の漢訳に努めました。 

その漢訳した教典の数たるや２０年間で１２００巻を超えたと言われています。 

この玄奘のインドへの遙かなる旅をモデルにした小説が「西遊記」なのです。 

（ただし「西遊記」が書かれたのは後の時代、明代のことです。） 

御堂に入ってすぐ右手の壁には三蔵法師の掛け軸があり、その両側には別の高僧を描いた軸

が二本かかっています。 

この掛け軸に描かれている二人の高僧はインドへの旅に随伴した僧であり、また西遊記の中

で「孫悟空」と「猪八戒」として描かれているモデルでもあります。 

ただし河童の沙悟浄に関しては、小説をおもしろくするためのキャストとして加えられたも

ので、実在のモデルはいないとのことです。      （以上大雁塔解説） 

 

ということで、僕も狭い階段を７層の上まで登り西安の町の四方を眺めてきた。 

人が多く歴史の余韻に、たっぷりと浸ることは出来なかったが、自分の目と足で訪ねたこと

を記憶の中に閉まっておきたい。７層の最上部の小さな窓から西安の町を望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東               北 

 

   

                    

 

 

 

 

 

 

南               西 

                         

http://home.ktroad.jp/kazumi-t/dunhuang/gyokumonkan.html
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この日は、これでメインの見学は終了した。 

大雁塔を後にして、ブラブラと南の繁華街のほうへ散策したが、さすがに少し疲れた。時刻

はすでに５時をまわっている。タクシーを拾ってホテルに戻り、少し休憩を取り夕食を楽し

むことにした。 

 

陽が西に傾き、夜のとばりが降りはじめたころ、僕たち３

人は夕食へと出かけて行った。詳しくは知らなかったが西

安の名物は餃子らしい。是非これを食べてみたい。黄さん

は、すでに情報を得ていたようで、この西安餃子の有名店

へ案内してくれた。 

行ったところは西安餃子では２大有名店の一つ徳発長とい

うお店。店内はおりしも連休で大勢の地元の人で賑わって

いた。 

餃子はカウンターに行って注文し、その他の惣菜はテーブ

ルで注文できるシステムのようだ。早速カウンターへ行き、

餃子を注文する。何種類もの餃子の写真があるので、言葉

は通じなくても指さしで４種類ほどの餃子を注文出来た。 

 

鐘楼が見える窓際に席を取り、待っていると、大きな台車に出来立ての湯気が立っている餃

子を、いっぱい載せてやってきた。各テーブルの注文を見ながら餃子を置いていく。一番ポ

ピュラーな一口蒸餃子などは、台車から適当に更に盛り付け餃子の数などは目分量で適当だ。 

その他惣菜や飲み物は、台車に載せてテーブルの間を回ってくる。ほしいものを取って、そ

の場でお金を払う。僕たちも何品かの惣菜とビールを取って、第一日目の旅の終了に乾杯し

た。 

 

２日目の朝だ。昨夜少し雨が降ったみたいだが、

今はもう上がっている。今日は、いよいよ兵馬俑

と対面だ。今回の旅のメインだ。７時半ホテルを

出発。朝食はホテルの前の屋台で肉まんを買って

食べた。２ヶ３元ホカホカして安くてうまい。 

 

黄さんの情報では西安駅から兵馬俑行のバスが

出ているとのこと。早速タクシーで西安駅まで行

く。西安駅は、中国独特の駅舎で趣がある。朝早

いにもかかわらず、大きな荷物を持った人々でごった返している。 

駅の風景は常州駅もその他の駅も同じだ。どうしてあんなに大きな荷物を持っているのか不

思議である。中に何が入っているのか一度見てみたい。そんな疎外な疑問を持ちながら、人

をかき分けてバス乗り場に向かった。 

 

バス乗り場は駅舎の右側の広場で各方面へ向かう大型バスが所狭しと並んでいる。兵馬俑行

のバスのりばには朝から大勢の人が列を作っている。団体のツアーの旅行では味わえない、

ローカルの世界に実にワクワクする。連休中のためか、臨時バスが次々とやってくる。 
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兵馬俑博物館は西安の東約５０ｋｍのところの丘陵地帯にある。早速バスに乗り込んだ。バ

スは珍しく安全運転で、のろのろと目的地に向かっている。 

 

途中、唐の玄宗皇帝と楊貴妃のロマンスの舞台

になった華清池があるので、先にここに立ち寄

ることにした。 

バスを降りて、この華清池に向かって歩き始め

て驚いたのだが、どこから集まってきたのか、

道にあふれんばかりの観光客で賑わっている。

どうやらここは中国５Ａの観光地で有名らし

い。 

後方の山、驪山（りざん）は麓から山頂までロ

ープ―ウェーがある。 

入場門から中を覗いてみると、広大な敷地の庭園のようだ。おまけに入場料が１５０元（約

２０００円）と高い。絶世の美人の楊貴妃の面影を忍べるかもしれないという期待はあった

が、今日の目的は、あくまで兵馬俑なので、ここであまり時間を割くのは得策ではない。残

念ながら入場は辞めた。 

 

再びバスに乗り、兵馬俑博物館に向かった。

しばらく走ると道路の両側には、ところどこ

ろ兵馬俑のレプリカが並べられ、否応なしに

気持ちが高ぶってくる。そして終点兵馬俑に

到着した。 

バスから降りて,道標に沿って入場門の方向

に向かうが実に広い。大勢の人がぞろぞろ歩

いているので、なんとなく分かるが、広すぎ

てどこが入場門か分からない。 

 

道の両側は土産物屋やレストランが軒を連ねて賑わっている。 

しばらく歩いてようやく入場門にたどり着いた。１５０元の入場券を買って、入場門をくぐ

った。先ほどの華清池もそうだが入場料が結構高い。中国人の平均的収入からすれば、かな

りの出費に違いない。 

入口のゲートをくぐってからまた随分歩く。庭園の中に進入路が延々と続いている。約１５

分ほど歩いて、ようやく兵馬俑博物館のゲートに到着した。 

ここで、もう一度チケットを見せて、いよいよ入場だ。正面奥に１号窟館がある。 

すでに大勢の観光客が溢れている。３人一緒に行動することは不可能なので、２時間後にこ

の場所で落ち合うことにし、思い思いの行動をすることにした。 

 

そうして、僕は１号窟の建物の中に入っていった。期待と興奮で足が自然に早まる。薄暗い

通路を抜けると、建物の天井から陽の光が、柔らかく降り注ぎ、そこに幾度となく写真で見

た、秦始皇の軍団の勇士が威風堂々と凛々しく東の方向を向いて整列していた。まさしくこ

れが兵馬俑である。 
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“うぁ・・・・・！！と感嘆の声を上げたのは覚

えていたが、あとは夢中で、人をかき分け、前列

までたどり着き、その雄姿に見入っていた。僕の

つたない日本語の語彙では、適切な言葉が浮かん

でこない。ただ体の中から感動がこみ上げてくる。

これが約２０００年前に造られたものとはとても

信じられない。あたかも行進の太鼓が聞こえて、

号令と共に兵士が足を上げて、大きな雄叫びと共

に、今にも歩き出そうとしている様である。 

どの兵士の顔も、戦いに臨む厳しい表情で、頭の上から足先まで実に生々しい息遣いが聞こ

えてくる。この軍団を取り囲むように周囲に見学通路があり、僕はどれ一つ見逃さない集中

力で兵士の様子を観察した。 

 

ここからは解説書を抜粋する。 

この１号窟は東西に延びる長方形で長さ２３０ｍ幅６２ｍ、深さ５ｍで現在発掘されている

遺跡の中では最大の規模である。そして陶俑，陶馬合わせて６０００体の大軍団が発掘され

ている。 

兵士の俑の大半は西の秦始皇帝陵墓に背を向けるように東を向いており、編制は前鋒の主要

部隊、左右の側方部隊、後方の防衛部隊の四つに隊に分れている。 

主鋒の前方部隊は傭坑の最前部に横３列で構成され、全部で２０４体。 

俑坑の南北両側にはそれぞれ外側を向いて立っている兵俑があり、軍陣の左右両翼をなし、

敵の横からの攻撃に備えている。軍陣の最後列は西を向き、大軍陣に背を向けて立っている。
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この軍隊は後方防衛部隊である。これらの主要任務は後方からの攻撃に備えると共に主要部

隊の後顧の憂いを解く為のものである。 

 

時間をかけて、１号窟を見学した後、興奮冷めやらない思いで、いったん外に出た。少し外

の空気を吸って、次に横にある３号窟の建物に入って行った。１号窟とは異なり、陽の光が

入らず、薄暗い明かりが発掘現場を照らしていた。１号窟程の陶俑はないが、軍馬や兵士の

様子は変わらない。 

 

続いて２号窟、ここも３号屈と同じく建物の中

は、薄暗く電灯の明かりが、頼りなく発掘現場

を照らしていた。 

 

薄暗い発掘現場で土中から、体の一部が発掘さ

れている様子は、この遺跡の底知れぬ大きさを

物語っている。まだまだこのあたりの地中の中

に、始皇帝の軍団が叫び声を上げて発掘を待っ

ているような、そんな気がしてくる。 

 

すでに長年夢見てきた、この兵馬俑の現場に立ち、自分が今そこにいる感激が、感動と共に

体を支配している。 

今から約５０年ほど前（１９７４年）偶然発見されたこの遺跡は２０世紀最大の発見と言わ

れている。始皇帝陵墓もさることながら、この兵馬俑には、その芸術性の高さ、緻密な表現

力、人々を圧倒する迫力、すべてにわたり非常に興味があった。 

その発掘数は８千数百体にも上る。兵士や騎馬の塑像が日本でも時々紹介され、それ以来ず

っと興味を持っていた。 

この塑像が作られたのは、今から２０００年も前のことであるが、それだけでも凄いことな

のだが、今見てきた、この塑像の一つ一つが、どれひとつ同じものはなく、夫々が息つかい

が聞こえてきそうなリアルな表情をしている。２０００年前にこれだけの芸術性豊かな作品

が出来たことに改めて驚くばかりである。 

たしかに現代の文明は、当時とは比べるべくもないが、今この兵馬俑を見ていると、長い年

月の空白を全く感じられない。むしろ、人間の営みの感性や創造性、芸術性は現代を越えて

いるのではないかと思えてくる。 

 

１号窟、２号窟、３号屈と見て回り、最後に

始皇帝墳墓から、わずか西へ２０ｍのところ

から出土した銅車馬を展示している秦始皇

博物館へ向かった。薄暗い館内には、秦始皇

が巡行する際に使用した銅車馬を 1/2のス

ケールで銅で製作したものである。２０００

年前に 1/2のスケールで、これだけ精密緻密、

豪華絢爛、あと言葉も見当たらない程の作品

を前に、ため息以外何も出てこない。 
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発掘された 2台の大型彩絵銅車馬は、それ

ぞれ二つの車輪と一つのカジ棒、四頭の引

き馬、一体の御官俑で構成され、２台で１

組とし、前の方を立車（べんぎ上１号車）

と云い、後ろの方を安車（２号車）と云う。 

 

この二つの銅車馬の長さは 2.25㍍と 3.17

㍍、高さは１㍍で大きさは実物の２分の 1

で作成されている。前の立車の車体は横長

の長方形で長さ 48.5㌢ m幅は 74㌢ m。車

箱は三面を覆われ後立っている。その他、

車の内外には精巧な青銅製の弩（いしゆみ）、金属製の鏃（やじり）、盾などの兵器が配置

されている。    

後ろの安車は車箱が前後に分かれ、前室は御者の乗る所で位の高い官俑が一体置かれている。

後室は主人に供される座で比較的大きく長さ 88㌢ m幅７８㌢ m,四方を囲んであり、後部は

戸になっていて、屋根はアーチ型楕円の車蓋となっている。 

始皇帝はこの安車に乗り何時も巡行した。始皇帝の巡行はその重要度及び行程などにより大

駕、中駕、小駕の三つに規定し、重要な巡行は大駕で属車を８１台、中駕は３６台、小駕は

９台としている。 銅車馬は盛んに彩絵、装飾されていて、金銀の装飾部品は四千にも昇る

大量の金銀を使用している。二号車を例にとると、金部品７３７件、銀部品９８３件と車馬

は宝物の如く異彩に包まれ金銀の光の中に主人の尊い身分を示している。 

 

ようやく、発掘された兵馬俑と銅車馬の、すべてを見終わって、兵馬俑への淡いあこがれが

消え、現実のものとなってしまった。カメラに収めた写真は、何枚になったかわからない。

途中、バッテリーを交換しているので、相当な枚数になっているだろう。常州に戻ってパソ

コンで１枚１枚大きな画面で感動を引き戻しながら、現実になった兵馬俑を楽しみたいと思

っている。 

 

最後に兵馬俑という言葉の意味を調べてみた。まず俑（よう）という言葉の意味は、墓の副

葬品として作られた人形のことで、その材質により、陶俑、木俑、銅俑、玉石がある。そし

てこの俑は、中国歴史の最古の国家、殷の後期のころから俑の出土があり、３０００年の時

を経て、明の時代に至るまで、いろいろな俑が作られている。しかし、とりわけこの秦始皇

の兵馬俑は,質、量ともに他を圧感しており、まさに未来に受け継ぐ人類のである。 

 

記念館を見て回り、全員が揃ったのは 12時少し回ったころだった。 

 

丁度昼時だが、何故か全員さほど、お腹がすいていないので、そのまま始皇帝の墳墓に行く

ことにした。墳墓はこの兵馬俑抗から約 15ｋｍ離れている。兵馬俑博物館の入場券を持って

いると、墳墓までバスで連れて行ってくれる。東西４８５ｍ、南北５１５ｍ 高さ７６ｍ（当

初は１１５）の丘陵一帯が墳墓なのだが、更にその周辺が広い庭園のようになっている。入

場ゲートをくぐり、道なりに歩いてゆくと、どこが墳墓なのか分からなくなる。幾重にも道

が分かれ、林の中をハイキングのように丘陵を登ってゆく。 
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おそらく僕たちは道を間違えたと思われるのだが、墳墓

の周辺の発掘資料館のようなところに出た。 

中で見たのは深さ 5ｍほどのところから、数十体の兵馬俑

と馬車の俑が展示されていた。先ほど始皇帝博物館で見

た豪華な金銀で施された車馬俑ほどではないが、当然墳

墓の側には、これらの俑が、もっとあっても不思議では

ない。 

 

まだまだ未発見の遺跡が眠っていそうな気がしてくる。

広大な中国の国土を統一した皇帝の権力とはいかなるも

のであったのか・・・・史記にも記載されている始皇帝

の墓の様子などを、重ねて想像してみて、今立っている、 

 

この足の下にそんな壮大な世界が眠っている

のかと思うと、やはり中国の歴史の壮大なスケ

ールと、奥深さに感嘆してしまう。 

 

兵馬俑博物館と言い、この始皇帝墳墓と言い、

朝から相当な時間歩き続けている。超 1級の芸

術品の数々で感性がとろけ、気力、体力ともに

疲労が体を支配している。 

墳墓の出口の出店で、兵馬俑のレプリカを記念

に一つ買った。 

 

 

墳墓から再び博物館に戻る連絡バスに乗り、そこから西

安市内行のバスに乗り換え帰路に就くことにした。 

夕方の西安駅は、相変わらず大勢の人で混雑している。

駅前の交通の混雑もひどいものだ。 

ホテルに戻ろうと、タクシーを拾うにも簡単には行かな

い。タイでよく乗ったツクツクのような乗り物も結構現

役で活躍している。いわゆる３輪タクシーだが、近距離

ならこれでいける。 

 

このツクツクと交渉してホテルまで１５元で帰ることにした。ちなみに朝はタクシーで９元

だった。 

同行の黄さんに言わせれば、この乗り物は、“恐ろしく怖い“とのことだ。 

 

交通ルールは守らないし、反対車線であろうが、平気で走る。たしかに乗ってみると、なか

なかスリルがある。車の停滞の間をすり抜け、込んでいれば歩道に乗り上げ、よくこれで事

故が起こらないと思いながらひやひやしながら結構楽しんだ。 
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ホテルに戻ってきたのは、夕方５時を少し回っていた。 

さてこれで、今回の旅のメインの見学は終わった。兵馬俑との出会いは予想していたより、

はるかに大きな感動を伴って、僕の宝物のコレクションがまた一つ増えた。 

 

今夜は、この地域にも大勢住んでいる、少数民族の回族の料理を楽しむことにした。少し部

屋で休憩を取って、夕方の町に再び出かけて行った。西安に来てから、頭に白い帽子をかぶ

った人をよく見かけた。どうやら回族の人らしい。 

 

中国では国民を漢族とその他５５の少数民族に区分している。 

この回族を始め、僕たちに馴染みのある朝鮮族、チベット族、モンゴル族等は少数民族に分

類される。 

回族はイスラム教を信仰する民族集団の一つで中国各地に散らばっており、その人口は８６

０万人にものぼるそうだ。 

 

昔、タイの奥地やインドシナ半島の国々を旅行した時、アカ族 ベトウィン族と言った文明

に背を向けて、独自の世界に暮らす少数民族の人達を見たことがあるが、中国の少数民族の

人達とは、少し意味が異なるようである。 

中国の少数民族の人々は、大半の漢族の人々の生活の中に溶けこみ同化して暮らしている。

ただし、夫々の民族意識は非常に強く、チベット族やモンゴル族は、時々中国政府と民族対

立を引き起こしていることはよく知られている。 

 

さて、この回族の料理を食べさせる店を探して行

ってみることにした。さすがに黄さんの情報に、

回族の有名料理店がインプットされてなく、繁華

街を、ぶらぶら歩きながら探すことにした。 

 

しばらく、歩くと店の前に行列を作っている回族

の店を見つけた。僕たちもこの行列に並ぶことに

した。美味しい店に人が集まるのは世の常で、お

そらく美味しい回族料理を味わえると期待が膨

らむ。 

 

しばらく並んで３階の、一角にある大きな丸いテーブルに案内された。回族の人達は酒は飲

まない。 

人気メニューは昨日食べた西安名物の餃子とよく似た、蒸した餃子風の団子のようである。 

僕たちのテーブルに同席した女性客は、その団子を２蒸篭ほど食べて、１０分ほどですぐに

出て行った。 

 

僕たちもその餃子風団子と、他何品か頼んだが、すべての料理が辛い。シシカバブのような

串に刺した焼肉も辛く、さほど美味しいとは思わなかった。なんとなく店の雰囲気に圧倒さ

れてお腹が膨れた気分になった。 

 

店を出ると、パラパラと小雨が降ってきたが、傘をさすほどのことはない。人でごった返す、

夜の繁華街を歩き、夜景に浮び上った鼓楼を楽しんでホテルに戻ってきた。 

今日はよく歩いた。体の疲れと、兵馬俑との出会いの興奮が交錯している。 

 

明日は、午後の便で常州に戻る。最後の夜がふけていった。 
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５月１日、今日 ２泊３日の旅を終えて常州に戻る。 

１１時にはホテルを出発し空港に向かわねばならない。それまでの時間を、西安市内を取り

囲む城壁に登りレンタルサイクリングで城壁一周する計画を立てている。 

 

７時半に玄関に集合し、ホテルに近い城壁南門に向かった。 

そもそも西安は中国を代表する城郭都市である。この城壁は、東西に４．２ｋｍ、南北に２．

６ｋｍで１周すると１３．７ｋｍななる。高さは１２ｍ、城郭の上部の幅は１２～１４ｍ、

下部は１５～１８ｍもある。 

周囲の堀は幅２０ｍ深さ７ｍとの簡単には落ちそうもない堅牢な城郭である。現代の城壁は

唐代のものを基調に、明代（1370年に着工～1378年完成）築かれたとのことだ。 

 

この城壁内に入るには、東西南北４方にそれぞ

れの堅牢な門があり、そこからでないと城壁内

に入れない。 

城郭に上がると、朝早いせいもあり人影はまば

らだ。 

朝もやに霞み、遠くは、霞んで見えない。早速

自転車を借り、子供のようにはしゃぎながら城

郭 1周にこぎ出した。 

最初はゆっくりと、外の景色を見ながら走って

いたが、これでは一周するのに半日はかかって

しまう。少しスピードをあげて走ることにした。 

スピードを上げると、多少湿気を含んだ朝の風が気持ちがいい。走り出すと林君や黄さんと

離れ姿は見えない。 

後で確認したのだが、各方面の城壁門のところは、夫々の名前がついている。朱雀門、含光

門、玉祥門、中山門、和平門、文昌門、尚徳門、

建国門などがある。 

その城門ごとに門の上に 3 層のアーチがあり、

この城門と 4隅のやぐらの間には 98の敵を見

張る台がある。 

現在では、この西安城壁を主体とする西安環城

公園は城壁、城と川、森林帯を一体とする立体

化した公園となっており、西安市民は、城壁や

城壁をぐるっと取り囲む環城公園と、切っても

切れない生活をしている。 

 

東西南北のそれぞれの町の風景を楽しみ（実際にはかなりスピードを上げて走ったため、ゆ

っくり街の景色を見たわけではない）約 90分で城壁一周の自転車散策は終わった。 

1 番に到着していたのは林君で、僕が 2 番目、黄さんは 30 分以上遅れて戻ってきた。よく見

ていると、自転車を借りても一周する人はほとんどいないようだ。たしかに一周するには、

かなりハードな行軍だ。僕も途中何度も汗を拭き、上着も脱いで走った。中国に来てからの

運動不足を一気に解消した感じだ。 
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逆に言えば、それだけこの城壁の規模が凄いことを物語っている。一周を回り終えて実感し

た。しかし。このような壮大な建造物を作る中国式発想は、万里の長城を考えれば納得でき

る。 

始皇帝は広大な国土全体を城壁で囲もうとしたのだ。それからすると町を囲む城壁を作るこ

となど大したことでは無いのかもしれない。いずれにしてもこうした壮大な発想は、日本人

とは少し異なる。 

さて、何はともあれ、これで今回の西安の旅のすべての予定が終了した。後はホテルに戻り

荷物をまとめて空港に向かうのみである。１４：０５発 ＭＵ２９５６便で無錫空港に向か

い、そこからタクシーで常州へ戻る。 

振り返ってみれば、鐘楼、鼓楼、陝西歴史博物館、大雁塔、華清池、兵馬俑、秦始皇の墳墓、

西安城壁、更には西安餃子、回族料理、と主な見どころを見学した楽しい旅であったが、ま

だまだ行けなかったところもある。 

いつの日か、また来ることもあるかもしれない。そして、いつかは訪れたいと思っている北

部の敦煌への鉄道の旅の起点は西安だ。そんなことを考えながら 2泊 3日の西安の旅を終え

た。 

                            （以上） 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

陝西歴史博物館にて               

（僕、 黄さん、 林君） 


