
〈研究ノート〉

チベットの萬歳芸テカル

小野田 俊蔵

三河萬歳や尾張萬歳は、明治になってその独占権は取り上げられたが、
江戸期にあっては当初現在の愛知県西尾市および安城市付近から出て、後
には全国を廻った独占的御家芸であったと言われている。祝いの言葉をよ
どみなく申し立てる太夫と、滑稽な間の手を入れる才蔵の掛け合いは全国
で喝采を浴びた。その関連性についてここで不用意な推測を述べるつもり
はないが、チベットにも極めて似通った祝い芸「テカル ’bras dkar」が存
在している(1)。

トゥッチ教授 Giuseppe Tucci は1966年に出版された著書(2)の中で、正
月に家々を廻る門付け芸のテカルに言及し若干の解説を加えた。’dre dkar
(the white devil)とも称されると彼に語ったインフォーマントもいたよう
だ。しかしおそらくトゥッチ教授自身も指摘するように、正しい綴りは
’bras dkar で「善白の果報」という目出度い意味である。正月に家々を廻
る門付芸人には他にもドゥン sgrung とかレーパ ras pa とか チョコル jo
’khor と称される芸人達もいたと言う。ドゥンについては古くはスタン教
授 R.A. Stein による言及(3) がある。彼らは講談芸を専門としインド起源
のジャータカ物語りや古代の王の物語り rgyal rabs 或いは蘇り奇談 ro
langs などの話しを得意としたようだ。ドゥンと称される芸人は20世紀に
入ってからもチベット各地で存在したと聞く。専門職ではないにせよテカ
ルの芸人は今でもチベットの多くの地で活躍している。青海などではテレ
ビのタレントとして活躍するテカル出身の芸人もいる。起源については明
らかではないが五世ダライラマ(1617-1682)の頃にはすでにテカルの風習
は存在していたようだ。ラサではかつてはメル・ポンサン寺(4)の僧侶が古
い祝詞を伝承していたとも聞くが、チベット全土で多様な台詞の伝承があ
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図1 テカルの仮面
（張鷹編『人文西蔵・蔵劇歌舞』より）

る。多くの場合、話題を次々と
振っていく才蔵の役割りをする人
物と、目出度い詞をリズミカルに
言い立てるテカル芸人との二人組
で家々を廻る場合が多いようだ。
テカル芸人自身がその目出度い
祝いの台詞(dge tshig)の中で解
説するように、テカルの演者は特
殊な仮面や持ち物を持って演ずる。
多くの場合仮面は実際に被って演
ぜられる訳ではなく肩や背に掛け
てその各々の目出度い謂れが調子
良くとうとうと述べられるのであ
る。仮面の形は基本的には僧院で
の舞踏劇チャムや庶民の歌舞劇で
使われる仮面に形状は似ている。

平面の板を仮面型に切り取りそこに貝殻や山羊の毛髪など様々な部品を結
びつけて作ったものである。
老人の顔を模した仮面は、鬚を長く伸ばしており、右頬の鬢は白、左頬
の鬢は黒で顎からは白鬚が長く伸びているように作られている。貝殻で飾
りが施され、眉間に日月の印を付ける。この眉間の日月はニンマ派の祖と
仰がれるパドマサンバヴァとの密接な関係を表すと説明される。仮面の鼻
の部分にある貝飾りはネパールのイスラム教徒に因むという。
芸人自身は白い服を纏う。孔雀の羽を付けた蓮弁型の帽子を被る者もい
るという。左の耳には立派な宝石の耳飾りを着け、その耳飾りの因われは
とうとうと述べられる祝いの台詞の中でも説明される。また、テカル芸人
は手に「bsam pa’i phun tshogs 詰まった思い」と名付けられる杖を持っ
ている。ミパムギャムツォMi pham rgya mtsho(1846-1912)の説明(全書
vol. 11, 11b)によると虹色の絹のリボンと鈴が杖の先には付けられている
という。懐には「広口のテカルのお椀(’bras phor kha zheng che ba)」と
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図2 テカル芸人（挿絵：城野友美)

呼ばれるお椀を入れ、ご祝儀として振舞われる酒を受けてそこでもそのお
椀の謂れを述べながら目出度い祝詞を言う。

以下はかつて芸人で歌手のテンジン・トウンドウプ氏が東京で公演
(2010年7月)した際に演じた台詞を記録し、本人に確認しながら試訳をし
たものである。様々な掛詞や隠喩に満ちた台詞であり、本人でさえ不確か
な部分も多く、あくまで試みの域を超えないが今後の研究の素材として書
き留めておきたい。
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祝詞(dge tshig)と試訳

lha rgyal lo/ sangs rgyas bstan pa dar ba’i lha rgyal lo/ dam chos dar
zhing rgyas pa’i lha rgyal lo/ dge ’dun dbu ’phang mtho ba’i lha rgyal lo/
lha rgyal lo zer ba’i rten ’brel dang/ klu rgyal lo zer ba’i rten ’brel/
gnam la nyi zla ’dzoms pa’ i rten ’brel/ sa la dus tshod bzang ba’ i
rten ’brel/ rten ’brel dang rten ’brel gyi nang nas bkra shis bkra la shis
pa’i ’jig rten sa yi rtse mo/ ’dzam gling gi yang thog na mtha’ bzhi
gangs ris bskor ba’i zhing khams su/ dpa’ mdzangs blo gros can gyi chol
gsum spun zla mi dmangs rnams skal bzang bde skyid kyi dpal la spyod
cing/ yar bltas na bla ma’i chor ra/ mar bltas na gzhas kyi do ra/ sems
skyid pa’i glu chung lhang lhang/ zas sna ’dzoms pa’i dgod sgra lhang/
gos sna ’dzoms pa’i khra khra sig sig/ bod ’bangs bde bar ’khod pa’i
gzhas dang zhabs bro’i ’khrod du/ ’bras dkar po bsam pa’i don grub nga
yang de ru skyes pa yin pas/ bshad pa dang bstod pa phul rgyu yod do
zhus pas lags ha ha ha ha/

ラギェロ！ 仏の御教えの興隆じつにおめでたい。正しき法の隆盛伝播じ
つにおめでたい。僧侶の皆様の高徳成満じつにおめでたい。ラギェロ(神
仏勝れたり)ということのめでたきご縁と、ルギェロ(龍王勝れたり)とい
うことのめでたきご縁と、お天道さまに日月集うご縁起と、大地に賢き時
の運びがあるご縁起と、様々なめでたき縁(えにし)の中からとりわけ吉祥
きわまりないこの世のその頂の、世界の屋根のその屋上の、四方を雪山に
囲まれたこの(観音菩薩の)お浄土で、意欲と知慧に恵まれて、尊き宿徳に
充ち満ちた、チベット全土(chor ka gsum(5))の人々は、喜びをもたらす
功徳の修行に邁進しつつ、それ見上ぐれば尊師ラマの修行道場、あな下界
を見渡せば、いと楽しき歌舞音曲の集いの数々、こころ嬉しき唄も楽しく、
ご馳走の数々に民の歓声湧き起こり、雅びな衣装は色とりどり、チベット
の民の笑顔に満ちた唄と踊りのその中に、この私、テカル(真白き果報)の
芸人たるサムぺートゥントゥプも件の土地に生まれいでたるご縁を得て、
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ご祝辞と賛嘆を申し上げ仕りまする。はははは！

yā/ nyi ma shar ba gcig la de ring las dro ba/ skal pa bzang dang ma
bzang da lo las bzang ba/ lo tog btab pa’i nang nas da lo las legs pa/
lags de nas ’bras dkar nga yi ming la/ ngo sprod thung tsam zhus pa
yin na bsam byung/ lags spo bo ’bras dkar bsam pa’i don grub nga yi
ming la/ bkra shis phun tshogs zer/ skyes yul bod ljongs gzhung nas
yin/ bod ljongs gtsang gi gzhun nas yin/ gtsang stod nas min/ gtsang
smad nas min/ gtsang dkyil na bzhugs pa’i rmo rmo bde sgron lags kyi
khyo ka/ a cag pad sgron lags kyi dga’ sa/ sgron ma lags kyi tshe gang
gtan grogs/ nor sgron lags kyi mtshan mo’i rogs pa/ dmar sgron lags
kyi gad phyis phyis sa/ dung sgron lags kyi mig zer skyon sa/ lo gsar
skabs su ’bras glu gton mkhan/ cang sa’i skabs su ’bras bshad ’bul
mkhan/ mi dmangs tshang ma skyid po bzo mkhan/ mdzes ma thams
cad kyi dga’ sa/ stag shar gzhon pa rnams kyi grogs po/ grwa pa a ne
rnams kyi bstod bsngags dang legs cha gnang sa/ ’bras dkar bsam pa’i
don grub nga dang khyed rnams yong yong yong sa ma gcig kyang/
bod kha ba’i ljongs kyi dpa’ rgod yin/ dpa’ rgod bsam pa’i don grub yin/
rang rang cha lugs mi ’dra yang/ mes po’i khyim tshang gcig gi mi
rgyud yin/ mi rgyud de yi nang nas bod pa yin/ stod smad skad lugs
mi ’dra yang/ rtsa ba’i dbyangs snyan bod skad yin/ mthun mis bzhag
pa’i yig rigs yod/ yig rigs de yi nang nas bshad na/ sangs rgyas bstan
pa’i thugs bcud bzhugs/ bka’ dang bstan ’gyur de na bzhugs/ sa bkra
shis rtags brgyad steng na ’dzoms nas yod/ ’dzoms pa’i ’dzoms don gcig
pa yin/ rgyal khams bskor ba’i bskor mi yin/ mes pos bzhag pa’i ’bras
bshad yod/ rna la snyan pa’i ’bras bshad yod/ don dang mtshugs pai
’bres bshad yod/ ’bras bshad bkra shis rtags brgyad de ’dra ’bul rgyu
yod do zhus pas lags ha ha ah ha/

やあ！やあ！お陽様も昇り来たりて今日ほど穏やかな日も見たことがござ
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いません。善き業の宿し具合も今年ほどの目出度さはございません。作物
の実りも今年ほど豊かなることなどございませんでした。さて、テカルの
芸人たる私の名前について少しばかりご紹介申し上げたく存じまする。こ
の私、テカルの芸人たるサムぺートゥントゥプの本当の名前はタシ・プン
ツォクと申し上げます。生まれはチベット本国の、そのチベットの中心た
るツァンの国でございます。上手ツァンではありません。下手ツァンでも
ございません。ツァンのど真ん中に住まいするデドン婆さんの連れ合いで、
ペードンお姉様の恋人、ドンマ女史の生涯の連れ合い、ノルドンお嬢様の
夜のお伴、マルドン姉御の世話やき対象、ドゥンドン嬢の焼きもちの的で
ございます。新年ロサルにはめでたき祝い唄の歌い手になり、はたまた結
婚式に際しては目出度き祝辞の奉納者となる、人々すべてを幸せにする男、
美人のお姉さんすべての恋人、若虎のごとき勢い盛りの青年たちの友、僧
侶方や尼公さまたちの賞讃と噂の的でございます。テカルの芸人サムぺー
トゥントゥプと皆皆様方はそれぞれ氏素性は異なりますが、共に雪の国チ
ベットの勇者でございます。まさしく思いを(サムぺー)成就(トゥントゥ
プ)した勇者なのでございます。それぞれの服装身なりは今は異なっては
おりますが、いにしえの時には同じ家族の一員に起源しております。その
家族の中でも他ならぬチベット人でございます。上手から下手まで言葉の
様子・方言は違いますが、根本は同じチベット語、語聖トゥンミが整えた
言語でございます。そのチベット語文化の数ある伝統の一端をご説明申し
上げますなら、仏様の御教えがぎゅっと詰め込まれた、カンギュル(経部)
そしてテンギュル(論疏部)が御座います。八吉祥のこの地にそれらの御教
えは集まり来ったのでございます。そこに集まり来った目的はただひとつ、
諸国を廻る人の為なのでございます。いにしえ人が詠んだテカルの祝辞も
ございます。耳に喜ばしいテカルがあるのです。霊験あらたかなテカルで
す。八吉祥にひとしい、めでたいテカルの祝辞を奉りまする。はははは！

lags de nas spo bo ’bras dkar bsam pa’i don grub nga la/ bod srid pa
chags pa’i chags rabs shod dgos byung na/ lha sa ma chags lha sa
chags/ lha sa mtsho mo steng la chags/ dga’ ldan ma chags dga’ ldan
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chags/ dga’ ldan ri bo rtse la chags/ rtse pho brang ma chags pho
brang chags/ rtse po brang dmar po ri yi steng na chags/ ’bras spungs
ma chag ’bras spungs chags/ ’bras spungs ’bras kyi dkyil la chags/ se ra
ma chags se ra chags/ se ra gser gyi ri la chags/ mdo smad ma chags
mdo smad chags/ mdo smad tsong kha’i yul la chags/ chab mdo ma
chags chab mdo chags/ chab mdo chu gnyis bar la chags/ brag g-yab
ma chags brag g-yag chags/ brag g-yab brag gi steng na chags/ ra
sgreng ma chags ra sgreng chags/ ra sgreng shug pa’i steng na chags/
gzhi rtse ma chags gzhi rtse chags/ gzhi rtse thang gi dkyil na chags/
rgyal rtse ma chags gyal rtse chags/ rgyal rtse ri bo’i steng na chags/
gro mo ma chags gro mo chags/ gro mo thang shing dkyil na chags/
kong po ma chags kong po chags/ kong po ljon shing dkyil na chags/
’bras dkar nga rang ma chags nga rang chags/ lags g-yas na a ce brgya
tsam/ lags g-yon na a ce brgya tsam/ lags mdun na a ce stong tsam/
lags rgyab na a ce stong tsam/ lags de nas spo bo ’bras dkar bsam pa’i
don grub nga sa cha gang ’gro phyin yang gzhas dang zhabs bro/ glu
dang gar/ bu mo dang kha bral yas kho rang min ’dug sa pas lags ha ha
ha ha/

さてさてこの私、テカルの芸人たるサムぺートゥントゥプが、チベットの
国土がどのように成り立ったのかをご説明申し上げ奉りまする。ラサの都
はその昔、湖の上に出現したのでございます。ガンデン僧院はその昔、山
の頂に出現したのでございます。ポタラ宮殿はその昔、マルポリ山の上に
出現したのでございます。デプン僧院はその昔、稲田の真ん中に出現した
のでございます。セラ僧院はその昔、黄金の山に出現したのでございます。
ドメーの地はその昔、ツォンカの里に出現したのでございます。チャムド
の地はその昔、二つの河の真ん中に出現したのでございます。タヤプの地
はその昔、岩山の上に出現したのでございます。ラデン僧院はその昔、杜
松林の中に出現したのでございます。シカツェの地はその昔、平原の中に
出現したのでございます。ギャンツェの地はその昔、山の上に出現したの

チベットの萬歳芸テカル（小野田 俊蔵）

7



でございます。トモの地はその昔、松林の中に出現したのでございます。
コンポの地はその昔、森の中に出現したのでございます。さて、テカルの
芸人たるサムぺートゥントゥプはその昔、どんな風に出来上がってきたの
かと申しますと、はい、右手のほうには百人程の奇麗なお姉さんが、左手
のほうにも百人程の奇麗なお姉さんが、前には奇麗なお姉さん約千人、後
ろにも奇麗なお姉さん約千人、つまりテカルの芸人たるサムぺートゥン
トゥプが参ります所どの地においても唄と踊り、歌唱と舞踏、周りにお女
中が居ないところなど御座いません。はははは！

lags de nas ’bas dkar bsam pa’i don grub nga yi ’bras spags rta ra gru
bzhi de la bshad pa ’bul dgos byung na/ bstod pa ’bul dgos byung na/
g-yas la rgya dkar po rtags pa de ni/ rgya dkar rgyal po’i cha lugs/
g-yon la rgya nag po rtags pa de ni/ rgya nag rgyal po’i cha lugs/ pad
kog la nyi zla rgyag pa de ni/ or rgyan padma’i cha lugs/ sna khug la
sgrom bur rtags pa de ni/ kha che bal lu’i cha lugs/ og tshom dkar la
ring la ring ba de ni/ ’bras dkar bsod nams bsags pa’i cha lugs/ lags mi
bzang la spu bzang dang/ mi ngan la spu med zer ba ’dra po red/

さてこの私、テカルの芸人たるサムぺートゥントゥプの、有り難きテカル
のお面「タラトゥプシ」についてご説明と讃嘆を申し上げましょう。右面
の白い鬚があらわす意味は、インドの国の王様の姿でございます。左面の
黒い鬚があらす意味は、中国の王様の姿でございます。白毫のところにあ
る日月の印は、オルゲン国のグル(尊師)パドマサンバヴァのお姿でござい
ます。鼻のところにくっついているものは、カシミールの種族ベルルの習
俗でございます。白い顎髭の長い束が意味するのは、真白き善なる業の果
報たるしるしでございます。善き人は善き毛並み、悪い人には毛がないと
言われるのと同じでございます。

lags de nas ’bras dkar nga yi sog byil nya gang gi por rdog de la bshad
pa ’bul dgos byung na ba stod pa ’bul dgos byung na/ sog byil nya gang
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gi por rdog de lha sa’i khrom nas ma nyos/ rgyal rtse’i khrom nas ma
nyos/ gzhi rtse’i khrom gi khrom stod de nas mar bzhag/ khrom smad
de nas yar bzhag/ khrom stod dang khrom smad kyi dkyil de nas/
tshong dpon nor bu bzang po kha che zla ba tshe ring kho’i ’khris nas
nyos pa yin/ lags de nas kha che zla ba tshe ring khos/ kho re spo bo
’bras dkar/ tshur la ma yong phar la rgyugs zer gyi ’dug/ lags de nas
’bras dkar ngas am phrag gi gung gsum gung nas dngul srang skar ma
brgya dang brgyad bton pas kha chez la bat she ring kho dga’ yang dga’
/ skyid yang skyid/ ya spo bo ’bras dkar da khyed rang mi nyo the
tshom med na/ kha rgyags ’khrid nas shog zer gyi ’dug/ lags de nas
’bras dkar ngas pad nag sgo bo gdong la phyin nas/ g-yas mo zhal ’bag
kha chen mos gcig byas/ skyor mo klung la phyin nas rmo bo sna leb
mos gnyis byas/ rda ram sa la phyin nas rmo bo klad dkar mos bzhi
’khrid nas nyos pa yin/ de nas ’bras dkar bsam pa’i don grub nga dang a
co ye shes phun tshogs/ ’bras phrug dkar ma dbang rgyal gsum gzhi ka
rtse’i khrom smad nas khrom stod du rkub zur g-yas pa g-yas la g-yugs/
rkub zur g-yon pa g-yon la g-yugs nas ’gro dus/ gzhi ka rtse’i khrom gi
stag shar gzhon pa de tshos pung zur lhang tsam lhang tsam/ rdog
bkyag gzhu grabs gzhu grabs/ dman chung bu mo de tshos mig tsum
rgyag tsam rgyag tsam/ rkub yang g-yug tsam g-yug tsam/ kha yang
gcus tsam gcus tsham/ lag g-yug rgyag tsam rgyag tsam/ a ne btsun
ma de tshos spo bo ’bras dkar bsam pa’i don grub khyed rang sku las
khag yod ’gro/ ’di la shog nga tsho tshang ma mnyam za mnyam ’thung
byas na chog/ zhes mig tsum yang ryag tsam rgyag tsam/ brel la yang
tshub tsa tshub tsa byed kyi ’dug/ ’bras dkar nga’i bsam par de ring las
skyid pa de ring las dga’ ba lam ’gro rgyugs song bsam nas dman chung
bu mo byed stangs la lta dus tsha gi tsha gi byed stangs ’di ni ’bras dkar
nga’i sog byil nya gang gi por rdog de la sems pa shor ’dug/ lags de nas
a ne btsun ma khyed tsho chung dus pha ma drin che/ che nas rang ’go
thon dus/ dge rgan bzangs po’i sku drin/ nam yang brjed thabs ma
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gnang/ ja lan chu ’jal ma gnang/ de las a ce snang sa ’od ’bum ’dra bo
dam pa’i chos la brtson zhig zhus pas lags ha ha ha ha /

さて、それではテカルの芸人わたくしの耳にぶら下がっている堂々たる立
派なピアスについてご説明と讃嘆を申し上げましょう。この堂々たる立派
なピアスはラサの市場で買ったのではございません。ギャンツェの市場で
買ったのでもございません。シカツェの市場の上手からずっと下り、シカ
ツェの市場の下手からずっと上って行った、市場の上手と下手のちょうど
真ん中の、商主ノルブサンポ、人呼んでカチェ・ダワツェリンのお店で
買ったものなのでございます。さて、そのカチェ・ダワツェリンが「こら、
テカル芸人！こっちに来るな！あっちへ行け！」と言うのです。そこで私
は、懐の奥そこから探りだした銀貨百八サンを見せると、ダワツェリンは
喜び嬉しがって「あれあれ、老テカル芸人さん、あなたがお買い求めなさ
ることに疑いをもっている訳ではないのですが、保証人を連れて来てくだ
され。」と言うのです。そこで私、テカル芸人はペーナクガウォドンの地
に行って、いつも泊まる宿屋の顔のでかい婆さんを第一の保証人に連れ、
キョルモロンの地に行って、鼻ぺちゃ婆さんを二番目の保証人として連れ
来たり、ダラムサラに行って禿げたババアを三番目の保証人として連れ、
ネパールに行って背中のまがった婆さんを四番目の保証人として連れて来
て、やっと買ったのでございます。さてそれからこの私、テカル芸人たる
サムぺートゥントゥプと、兄貴分のイェシェプンツォク、そしてテカル芸
人わたくしの子供のカルマワンギェルの三人で、シカツェの市場の下手か
ら市場の上手へと、お尻を振りふり、裾を左に揺らし右に揺らしながら買
い物に歩いておりますと、シカツェの下町の勢いのあるおあにいさん達が、
肩を怒らせ足取り荒くブイブイいわせながら歩いておりました。奇麗なお
姉さんたちは、色目を方々に使いながら、お尻をふりふり、肩をしゃなり
しゃなり揺らしながら手を振って歩いておりました。店屋の女将さんは
「テカル芸人のサムぺートゥントゥプさん、お疲れじゃございませんか？
こちらにいらっしゃって、私どもと一緒に飲んだり食べたりなさいま
せ！」と目一杯色目を使って誘うのでございます。テカル芸人の私は思い
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ました。「今日ほど楽しい、今日ほど嬉しい日はない。やることなすこと
すべて順調」そう思って、とくと女たちの様子をうかがっていると、女た
ちがうきうきしているのは、これはテカル芸人の私のこの堂々たる見事な
宝石のピアスのせいだったんだ、とやっと気がついた次第でございます。
ああ、女将さんよ、あなたも小さい時にはご両親のご恩を受け、長じて一
人前になってからは、よき先生がたのご指導を受けて今日あることを、決
してお忘れなきようになさいませ。お茶をごちそうになったのに水で返し
てはいけません。芸人のピアスを狙ったりするよりアチェ・ナンサオーブ
ン(6)のように正法に精進努力なさいませ！はははは！

lags de nas spo bo ’bras dkar bsam pa’i don grub nga yi ’bras rgyugs
bsam pa’i phun tshogs de la bshad pa ’bul dgos byung na/ stod pa ’bul
dgos byung na/ ’bras rgyugs bsam pa’ i phun tshogs de/ shing bzo
mkhas pas bzo zhig bton/ dkrugs bzo mkhas pas dkrugs zhig rgyab/ la
la ’gro dus la rdzas ’dra/ thang la ’gro dus rta pho ’dra/ chu la ’gro dus
zam pa ’dra/ mtshan mo nyal ba’i rogs yin/ khyi rgan ’gog pa’i ’gog
rgyugs yin/ thur la ’gro dus sha ba ’dra/ shing sna mi gcig mang pos
bzo/ pho shing gcig gi stag pa/ mo shing gcig gi glang ma/ chu la skyes
pa’i ’ub bu/ thang la skyes pa’i yol mo yin zhus pas lags ha ha ha ha/

さてこの私、テカルの芸人たるサムぺートゥントゥプの、テカルの杖「詰
まった思い」についてご説明と讃嘆を申し上げましょう。「詰まった思い」
という名のこのテカルの杖は、名人の木工が形を作り、彫刻の名人が彫り
物をほどこし、山に昇るときは神木の如く、平原を行く時は雄馬の如く、
河を行くときは橋の如く、夜寝る時には一夜の友となり、猛犬を諌める道
具となり、下り坂を行く時に使えば鹿の如くなる。杖は様々な材から作ら
れております。雄の木ならタクパ(欅)、雌の木ならランマ(柳)、水中に生
ずるウッブ(タマリスク)、平原に生ずるヨルモ(瓢箪？)などで作られるの
でございます。はははは！
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lags de nas ’bras dkar nga yis ’bras phor kha zheng che ba ’di la bshad
pa bstod pa ’bul dgos byung na/ stod pa ’bul dgos byung na/ ’bras phor
’di yar dkon mchog la mchod pa ’bul sa/ mar ngan slong la sbyin pa
gtong sa/ ’bras phor kha zheng che ba ’di ni ’bras dkar nga rang gi
’khrus gzhong ni ga la yin/ mar ar tog gcig gi yar sgron rgyag sa dgos/
bod rag rgya rag blug na/ shel dam gang dang tag tag/ lha sa’i khrom
du slebs nas khrom skyog gang dang tag tag/ gzhi rtse’i gzhung du
slebs na gzhi phan gang dang tag tag/ nga ra’i nang du slebs na thug
khru go dang tag tag/ gang btung na lta khung grang sir sir/ do btung
na g-yas la ’khyor shig shig/ gsum btung na g-yon la ’khyor shig shig/
bzhi btung na khab sug log tshad tshad/ thag sgra ’khyir ba zhabs tag
lnga ldan gcig rgyabs pa yin na/ ’o ya a ma dang nang ma ngo mi shes/
khyi dang pad pad ngo mi shes/ a ce dang rmo rmo ngo mi shes/ rta
dang bung bu nor mkhan/ mdor na zhabs ’dren tshang ma zhu gi red
zhus pas lags ha ha ha ha ha ha/

さてこの私、テカルの芸人たるサムぺートゥントゥプの、広口のテカルの
お椀についてご説明と讃嘆を申し上げましょう。テカルのお椀は上(かみ)
に対しては三宝に供物を捧げるためのもの、下(しも)に対しては乞食に施
す時のためのものであって、広口だからと言って、このテカルのお椀はわ
たくしの洗顔用のたらいではございません。祝杯の際のバターの載せ場所
もお椀の淵に必要でしょう。チベットや中国のアラク(焼酎)を注ぐならど
んなボトルでも一本まるまる入ります。ラサの市場に行ったなら、ラサの
売店の大瓶(トムキョ)の量がまるまる入ります。シカツェの町に行ったな
らシカツェ市場の大瓶(シペン)の量がまるまる入ります。わたしの家に
帰ったならトゥクパ(スープ)の鍋の容量と丁度一緒です。これで酒を一杯
飲めばうなじの辺りがすっきりしゃっきり至極爽快。二杯飲んだら左にふ
らふら。三杯飲んだら右にふらふら。四杯飲んだらばったり倒れそうに
なって、杯を机に叩き付けながら音を立てて乾杯を五杯して飲んだら、あ
ら不思議、わが母親とお女中の区別もつかず、犬と子牛の区別もつかず、
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姉ちゃんとババアの区別もつかず、馬をロバと間違って、もう何がなんだ
か無茶苦茶になってしまったのでございます。はははははは！

(zhabs bro)ここで踊りや歌が入る

yā lha cig rgyal lo rgyal lo has/ klu cig rgyal lo rgyal lo has/ lha chen
dbang po rgyal byin has/ ’bras dkar nga la mnyes song has/ lā zhus pa’i
stag la stag la/ stag la stag gi rgyal po bzhugs/ gzig la gzig gi rgyal po
bzhugs/ stag gzig nor gyi rgyal po bzhugs/ nga’i a pas ri la phyin/ stag
bsad dom bsad/ lci ba rlon pa me la ’bud/ do ba rlang pa ’phyur ’phyur/
zhi mi’i gzhug gu rdog brdzis btang/ sme’o zer gyis/ tsher zer gyis/ lā
zhus pa’i stag shar stag shar/ stag shar gzhon pa’i zhabs bro ’di tsho/
zhabs bro rdog sgra rdig sgra/ phar phar rdog rdog tshur tshur rdig
rdig/ lā zhus pa’i dman chung dman chung/ dman chung bu mo’i zhabs
bro de tsho/ zhabs bro sa le gsil li/ phar phar sig sig/ tshur tshur sig
sig/ lā zhus pa’i a n. i a n. i/ a n. i btsun ma’i zhabs bro de tsho/ zhabs bro
mgo ril pad tog/ phar phar ril ril/ tshur tshur ril ril/ mang ja’i gang la
ril ril/ tshogs gdang sgang la ril ril/ lā zhus pa’i deng dus deng dus/
deng dus pho gsar zhabs bro de tsho/ zhabs bro zing ling dgu ling/
phar phar zing zing/ tshur tshur zing zing/ shing nags gseng la zing
zing/ srang lam bar la zing zing/ lā zhus pa’i khams khams/ khams
gsum dbang ’dud/ rig gsum mgon po/ g-yas la mda’ mo bzhag yod/ gcig
gnyis gsum/ g-yon la gzhu mo bkug ni bzhag yod/ bzhi lnga drug/ bzhi
lnga drug//

いやはや神仏優れたり。まことに龍王優れたり。神の中の神であるインド
ラ神が、テカル芸人の私めをお気に召されたそうである。はてさて虎には
虎さんの、虎の王様ましまして、豹には豹の王様が、虎豹財王がおわしま
す。私の父が山に行き、虎をやっつけ熊をやっつけ、湿った糞を火にくす
べりゃ、煙がもくもく立ち上る。猫の尻尾に石つぶて、ミャオと鳴いたり
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ツェーと鳴いたり。はてさて、虎のごとき勢いのある若者の踊りは、足音
も高々と、あっちへドタドタ、こっちへドタドタ。はてさて、か弱き乙女
の踊りはお淑やか、あっちへしゃなり、こっちへしゃなり。はてさて、尼
御前の踊りは、坊主頭があっちへクリクリ、こっちへクリリン、勤行でク
リクリ、法要でクリクリ。はてさて、最近の若者の踊りときたひにゃ、ぎ
こちない変な踊り、あっちへシンシン、こっちへシンシン。森の中に連れ
込んでシンシン、道端でナンパしてシンシン、はてさて、三界の導師たる
三部の護法尊(7)の右側には矢の女尊が一、二、三。左側には弓の女尊がお
わします、四、五、六。それ四、五、六。

lags de nas bkra shis mi ’gyur bkra shis shog/ mi nad dang phyugs nad
med pa’i bkra shis shog/ dmag dang mu ge med pa’i bkra shis shog/
char chu dus su babs pa’i bkra shis shog/ lo legs rtsa ba btsugs pa’i
bkra shis shog/ pa lags khong gangs dkar ti si ’dra ba’i bkra shis shog/
nga rang gi a ma lags ma pham g-yu mtsho ’dra ba’i bkra shis shog/ pho
gsar tsho mo gsar mdzes ma dang thug pa’i bkra shis shog/ mo gsar
tsho pho gsar phyug po dang thug pa’i bkra shis shog/

はてさて、普く吉祥が訪れますように。人や動物のあらゆる病いが無くな
りますように。争乱や厄災が無くなりますように。雨が適切な時に降りま
すように。豊作で作付きも良くなりますように。お父様はカイラス山のよ
うに堂々と揺るぎなくございますように。お母様はマナサロワル湖のよう
に優しく豊かでございますように。殿方は美るわしきお女中との出会いの
吉祥がございますように。お女中はお金持ちの殿方との出会いの吉祥がご
ざいますように。

sangs rgyas bstan pa dar ba’i bkra shis shog/ dam chos dar zhig rgyas
pa’i bkra shis shog/ dge ’dun dbu ’phang mtho ba’i bkra shis shog/ a ne
tsho chos mgo thon pa’i bkra shis shog/ mdor na dkar phyogs rgyal/
nag phyogs dam pa’i bkra shis shog/ ki ki so so lha rgyal lo//
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仏の御教えの興隆に吉祥あれ。正しき法の隆盛伝播に吉祥あれ。僧侶の皆
様の高徳成満に吉祥あれ。尼僧様がたのご修行に吉祥あれ。総ずれば、善
きことすべてが優れますように。悪きことすべては抑制されますように御
願い奉りまする。キキソソ、ラギェロ！

キーワード：萬歳芸、祝い芸、チベット、芸能

〈注〉
( 1 ) 河口慧海師が昭和初期に「三番叟」をチベット語の bzang pa bzos(サンバ
ソー：目出度かるべし)と解して物議をかもした。師は能や催馬楽などもチベッ
ト起源の芸能だと論じた。『西蔵文化と我國との關系』啓明会、昭和14年3月。

( 2 ) Giuseppe Tucci, Tibetan Folk Songs from Gyantse and Western Tibet,
Switzerland, 1966, pp. 17/ 151-152.

( 3 ) R.A. Stein, Recherches sur l’épopée et le barde au Tibet, Paris, 1959, p. 420.
( 4 ) rMe ru spongs sangs メル・ポンサン寺は、ダライラマ13世の頃に創建されそ
の寺院では独特の歌舞劇が上演されたようだ。(三宅伸一郎・石山奈津子『天翔
ける祈りの舞・チベット歌舞劇』(臨川書店刊)2008, p. 273. 参照)

( 5 ) チベット全土を三地区に分けて、ウ・ツァン地方が仏法の州 chos kyi chor ka、
ドトゥー(＝カム)地方が人の州 mi’i chor ka、ドメー(＝アムド)地方が馬の州
rta’i chor ka と呼ばれこの三州がチベットを構成すると考える伝統的地理区分法。

( 6 ) 歌劇ナンサ・オーブンの主人公。ナンサ・オーブンの物語については三浦順子
訳ツルティム・アリオーネ著『智慧の女たち』(春秋社刊)1992に邦訳がある。

( 7 ) 仏部・金剛部・蓮華部の三部の守護尊である文殊、金剛手、観世音の三尊を三
部の護法尊 rigs gsum dgon po と呼ぶ。
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Giuseppe Tucci, Tibetan Folk Songs from Gyantse and Western Tibet
(Switzerland：1966)
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