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大連交通大学 国際交流文化学院 留学生 森野 昭 

■はじめに 

 ４月末日から５月７日まで、大学は９連休です。4月 30日の「旅順」日帰り旅行につづいて、

５月３、４日に秦皇島市へ留学生仲間の得永さんと二人で旅行しました。 

 「大連駅」より、日本の新幹線とそっくりな高速列車に乗り、渤海を半周するように巡り「秦皇

島駅」へ行きました。途中レッドビーチ（紅海灘）として知られる「盤金駅」や、終戦直後に満州

から日本への引揚船の出発地として有名な「葫芦（ころ）島駅」を通ります。  

 

■秦皇島と山海関 

 秦皇島の名の由来は、秦の始皇帝が行幸したことのある地によります。

また、始皇帝といえば、北方騎馬民族（胡と総称される異民族）の侵入か

ら守るために「万里の長城」を築いた皇帝として知られています。爾来、

二千数百年の長きに亘って、万里の長城は補修と延長工事が絶え間なくな

されて、今日に至っております。 

したがって、「万里の長城」の歴史・エピソードは数限りなくあります。 

山海関の城壁上の回廊に（右写真）毛沢東の言葉、 

 ――不到長城非好漢（万里の長城に至らざれば、立派な男子にあらず)。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
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が石碑にありました。中国人にとって万里の長城は民族の誇りであり、格別の思い入れがある

のでしょう。その万里の長城の名所としては、北京郊外にある「八達嶺(はったつれい)」が最も有

名ですが、ここ秦皇島の「山海関」も歴史的に堅固な守りを誇り、「天下第一関」と呼ばれていま

す。 

下の図をご覧ください。 

 万里の長城は中国大陸をほぼ東西に走り、比較的良好に現存している明代の長城（青色で表示）

は、その＜西端＞がゴビ砂漠やタクラマカン砂漠に面した「嘉峪関」であり、その＜東端＞が「山

海関」、正確にいえば、その隣の渤海に突き出た砦「老龍頭」とされています。今回、「山海関」と

「老龍頭」を訪れたので、まずその話題からはじめることにしましょう。 

 

■山海関（一日目） 

駅前のホテルにチェック

インし、近くのラーメン屋

で昼食を摂ってから、さっ

そくバスで山海関へ行きま

した。 

 バスを降りると道路の向

こう側に高さ 14 メートル、

厚さ７メートルの城郭が立

ちはだかっていた。 

場内に入ると周囲４キロ

メートルとかなり広い空間

で、壁上には各所に城楼が

立っています。東側の壁は

南北の長城とつながってお

り、その辺りが最も強固で、城内は軍団の基地（要塞）になっています。 
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城内の佇まいは往時の原型をとどめており、山西省の「平遥古城」に似ている。 

 

堅固な城壁と壁上の広いスペースは西安市の「長安城」を思い出させる。 
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【ちょっと、中国豆情報】 

街の中や観光地に右のような標識がよく見られる。

「社会主義国家の核心的価値観」として、中国政府が

推奨しているのだろう。 

これを見たある日本人留学生が苦々しくいった。 

「なにが民主だ、自由平等だ、公正だ、共産党の嘘つ

きめ！」 

まあねえ･･････。私は、思想・政治体制・仏教・漢

詩など中華文明が我が国に与えてくれた恩恵を思うとき、中国に畏敬の念を抱いている。現在の

共産主義政体がどうあろうとも、私は、今回も中国の偉大な歴史に触れる旅を続けているのだ。 
 

■ホテルと夕食 

午後四時間ほど山海関を見物して本日の予定終了。ホテル

に戻り、市内で夕食を摂った。 

 

ホテル「羊城酒店」は、ツインの一部屋260元（約４千円、一人当

たり二千円）と安く、三ツ星ホテルにしては綺麗な部屋だった。タク

シーの初乗り料金が５元（80円）とこれまた安い（北京や上海なら二、

三倍はするだろう）。地方都市秦皇島市（といっても人口は 260万人）

の物価は安い！ 
 

■老龍頭（二日目） 

二日目はときおり小雨がぱらついて海霧がたちこめており、孤塁の雰囲気を漂わせていた。 
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【ちょっと、中国豆情報】 

中国で標識板に「日本語」（もたれないでく

ださい）も書かれているのを見たのは、これ

がはじめてだった。 

外国語の順番として「英語」は万国共通

語だから当然としても、次に「韓語」（朝鮮

語）になっているのは、北朝鮮との友好関

係だけでなく、商用や旅行で中国にくる韓

国人が多いからだろう。私をアジア人の顔

をした外国人と見た中国人は、必ず「お前

は韓国人か？」と問う。私は躊躇なく「不是、我是日本人」と答える。ただし、反日運動が吹き

荒れていたときには、私は安全のために韓国人のふりをしたことがある。もっとも最近は、中韓

関係が悪化しているので、中国に来た韓国人は日本人のふりをしているそうだ･････。 

なお、ロシア語も書かれているのは、ロシアが歴史的にソ連時代に友好国であったからだろう。 

 

■万里の長城の孟姜女（もうきょうじょ）悲話伝説 

山海関関連の施設の中に、今回は行けなかったが、伝説の

「孟姜女」の像がある。 

新婚後まもなく孟姜の夫はすぐに万里の長城の修築工事

に懲発され、その後音沙汰がなくなる。孟姜は遠路をいとわ

ず捜し求めたが、愛する夫は既に死んでおり、その屍は長城

の土壁のなかに埋められている事を知る。悲しみ嘆く妻が長城の下で慟哭すると、天が暗くなり

万里の長城が崩れ、その瓦礫の中から人骨が現れた。それが亡き夫のものであった。これは万里

の長城の建設に多くの庶民が犠牲になった悲しい出来事の代表的な話として伝説化した。 

 

■山海関「長城博物館」 

 この博物館は無料で一般公開さ

れていた。あらかじめ門票（入場券）

を入手するために発券窓口へいっ

たら、 

「９時まで受け付けない！」 

という。時計を見ると、8時 57分

なのです。杓子定規なことを言うな

と、私が不快な顔をしたら、向こう

で得永さんが笑っていました。中国人の所作に腹をたてていては中国で生活できないよ、と。 

しかし通常、中国人は時間に対して日本人ほど正確ではない。路上で中国人に行先と時間を訊

いたとします。中国に住むこと 10年の経験から、５分と言ったら実際は 10分、15分なら 30分か
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かることを私は覚悟しなければなりません。長距離列車など、１，２時間の遅れは稀ではないし、

駅員は遅れた理由など一切アナウンスしてくれません（ただし、専用高架軌道を走る新幹線型高

速列車はダイヤどおりに運行されている）。 

一方、日本の駅員の律儀なこと！ たった 10分遅れただけで、 

「ただいま〇○のために列車の到着が遅れております。ご迷惑をおかけしておりますことを、お

詫びいたします」 

ちょっと、クソ真面目すぎるのじゃないかと思うほどです。 

なお、山海関と老龍頭の各所を訪れましたが、全部入場すれば一人あたりの入場料が 200元（三

千円少々））はかかるでしょう（日中の物価差を考慮するとかなり高い！）。しかし、70歳以上の

我々はパスポートを提示すれば全て無料だし、軍人は年齢に関わりなく無料です。 

 

 さて「長城博物館」の本題に入ります。ここは、その歴史を詳細に解説し、陳列物も豊富でし

た。私はこれまで万里の長城を訪問したり、物語や小説などで知っていることもあり、万里の長

城に関心を抱き続けてきました。以下に順を追ってご紹介しましょう。 

 

【その一】山海関と戚継光 

山海関は、山が渤海に迫る狭隘な地区にあるので、満州方面から関内に向

かう軍は必ず通らなくてはならない交通の要所（兵家必争之地）でした。北

方のモンゴルや満州の女真（満州族）に対する防備の要衝であったため古代

から城壁の建設や拡張がなされました。 

戚継光（右の肖像）は、倭寇の討伐に功績を挙げたことで明皇帝に認めら

れ、後に蒙古族アルタン・ハンの侵入に対応するために、大規模な万里の長

城の補強・増築工事に取り組みました。しかし、彼が長城工事に熱心すぎたために、国家財政を疲

弊させてしまい、明王朝の凋落の一因になってしまったのは皮肉なことです。 
 

【その二】山海関の大門を開き、売国奴と呼ばれる呉三桂将軍 

明王朝末期、1644年、＜李自成＞率いる農民の反乱軍が北京の紫禁城を占拠し、皇帝を自殺に

追い込んだ後、更に呉三桂将軍が守る山海関に迫ってきました。呉三桂は勢いのある李自成軍と

一戦交えるか、李自成の呼びかけに応じて軍門に下るかの選択を迫られたのです。 

戦えば負けても明王朝への「忠君愛国者」になり、戦わずに匪賊李自成に屈すれば腰抜けの将

軍になります。大いに悩んだ呉三桂は、あろうことか、明王朝の宿敵後金（清）軍の加勢を頼みと

して、「山海関」の大門を開いてしまいました。こうして、鉄壁「山海関」の無血開城に成功した

清軍は、さらに呉三桂の手引きで紫禁城を陥とし、清王朝を拓くことになりました。 

呉三桂が清軍に寝返った理由には諸説あるようです。見初めて大金をはたいて手に入れた蘇州

の絶世の美妓「陳円円」を李自成の部下に盗られて怒りに狂ったからだ、という俗説もその一つ

です。司馬遼太郎は「韃靼疾風録」でこの説を取り入れて、小説を面白く描いています。 

それが事実だとすれば、呉三桂を狂わせてしまった「陳円円」は傾国の美女と申せましょう。ま

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E7%9C%9F
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た、戚継光が国家財政を困窮させるほどに心血をそそいで築きあげた鉄壁の山海関は、結局一人

の人間の弱さによって無力化したとも申せましょう。 

呉三桂の末路は哀れです。清王朝創業の貢献者として雲南

の王に封ぜられたが、王朝が安定すると邪魔者になって結局

つぶされました。売国奴、敵に利用されてポイ捨てに遭った

愚かな男でしたが、貞節のある陳円円という女性を見る目は

確かであり、終生側室として寵愛したようです。男として、

これだけは立派だ、といえないでしょうか！ ただし、正室

は如何お考えか？    昆明市太和宮金殿にある陳円円の像→ 

 

【その三】万里の長城の西の果て「嘉峪関」（かよくかん） 

 中国は大陸国家なので、各地の気象条件はかなり異なります。西の果てゴビ砂漠にある「嘉峪

関」はどうでしょうか？ 

私は未だ行ったことがないのですが、得永さんが、四年前に留学生仲間４人で敦煌石窟寺院探

訪の途上で訪問したそうです。そのときの写真を下に示します。辺りは草木が生えない荒涼とし

た大地で、緑なす山海関とは様相が一変しています。山の尾根づたいに延々とつづく長城は、観

光用に復元されたものでしょう。 

青龍偃月刀（せいりゅうえんげつとう）を振りかざしているのはどなた？ あぶないよ。 

 

もう一葉、「嘉峪関」に関する絵画的写真をイ

ンターネット情報から紹介しよう。 

夕陽に照り映える城壁と城楼、背後に雪を頂く

四、五千メートル級の険しい山々が美しい。乾

いた大地と雪山の対照の妙も見事だ。 
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【その四】万里の長城は、更に東へ西へと延びた  

 2009年に中国政府が遼寧省丹東市の「虎山長城」が万里の長城の東端と訂正した。 

更にそれ以前から、「嘉峪関」の西側の玉門関の辺りには漢代に築城した万里の長城の痕跡が残

っていることもわかってきました。こうして、万里の長城は新たな発見により西東端が更に広が

ってきたのです。 下の地図をご覧いただきたい。 

 

 

西は嘉峪関の更

に西側に漢代の

長城があり、東は

北朝鮮の国境ま

で伸びている。 

 
 
 

 

2014 年６月に、北朝鮮との国境の町「丹東市」に同学の仲間三人で旅行しました。そこの「虎

山長城」を訪れたときの写真を紹介します。  

 虎山長城は明代の長城を復元したもの。山頂の望楼からはるか北朝鮮が見晴らせた。 

ホームページ（https://mura346.jimdo.com/）の「番外編 大連交通大学 ８観光旅行」で既に紹介しました。 
 

【その五】史書や漢詩に登場する万里の長城の西のはずれ「玉門関」と「陽関」 

前漢の第七代「武帝」は、西方への防衛のために万里の長城を嘉峪関より更に西へ（玉門関ちか

くまで）延長した。その武帝時代に延長した「万里の長城」の先端近くに「玉門関」、そしてその

南に「陽関」があります。したがって歴史上、万里の長城の最西端は玉門関と陽関を結ぶ辺りに線

を引くことができると想像されます。それを示す地図をインターネット情報から引用しました。 

下の地図より、漢時代に築城された長城が、玉門関を通過していることがわかります。しかし、

二千年以上も前であり、「版築工法」(木枠の中で土を固める）のような築城技術が素朴なために、 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E5%B1%B1%E9%95%B7%E5%9F%8E
https://mura346.jimdo.com/）の「番外編%20大連交通大学%20８観光旅行
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https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E7%8E%89%E9%96%80%E9%96%A2+%E5%9C%B0%E5%9B%B3 

 

風化作用により、現在ではほんの一部を除いて消え去っているようです。また、玉門関も上の写真

の物がそうではないかと推測されている程度であり、陽関に至っては狼煙台が唯一残っているだ

けで、当時の建築物のほとんどはゴビ砂漠の中に消滅しているのが実態のようです。（ただし、二

関とも、観光客用にテーマパークの様な作り物があるそうですが） 
 

 しかし「玉門関」と「陽関」は漢詩の中に今も生き続けております。盛唐時代の有名な詩人が、

その二関を謳っています。 
  
子夜呉歌 李白 

長安一片月 長安一片の月 

万戸擣衣声 万戸衣をうつの声 

秋風吹不尽 秋風吹いて尽きず 

総是玉関情 総て是れ玉関の情 

何日平胡虜 何れの日か胡虜を平らげ 

良人罷遠征 良人遠征をやめん 
 
送元二使安西 王維 

渭城朝雨浥軽塵 渭城の朝雨 軽塵をうるおし 

客舎青青柳色新 客舎青青柳色新たなり 

勧君更尽一杯酒 君に勧む 更に尽くせ一杯の酒 

西出陽関無故人 西のかた 陽関を出づれば 故人無からん 
  

王維の詩は＜送別の歌＞として、日本人にもよく知られています。私は 12年前に日本語教師と

して西安に赴任してから、この詩にたいしていっそう思い入れが深まりました。その事情は、ホー

ムページ（https://mura346.jimdo.com/）の「南昌編/５-漢詩四方山話/」でも既に紹介しました。 

ご興味のある方はそちらもご覧ください。 
 

 ところがその後、この王維の詩の意味を考えているうちに、この詩から唐王朝の西域経営の実

 李白の「子夜呉歌」の第一～四句

では「月を見るにつけ、きぬたの音

を聞くにつけ、秋風に吹かれるにつ

け、遠く玉関（玉門関）あたりの戦

地にいる夫のことが偲ばれる」と、

長安で夫の帰りを待つ新妻のせつ

ない思いを描いています。 

王維の「送元二使安西」の第三四

句では「陽関をでたらもう親しい友

人などいない（文化果つるところ

だ）よ。だから、わが酒をもう一杯

盃に受けてくれ」と、友人に勧めな

がら別れを惜しんでいます。 

https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E7%8E%89%E9%96%80%E9%96%A2+%E5%9C%B0%E5%9B%B3
https://mura346.jimdo.com/）の「南昌編/５-漢詩四方山話/
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態がみえてきました。発端はこの詩のタイトルと「第四句」に矛盾があることからです。 

「西のかた 陽関を出づれば 故人無からん」と謳っているのですから、詩のタイトルにある元二

の赴任地「安西」は陽関より更に西にあるはずです。下の西域地図をご覧ください。 

 「安西」は敦煌と嘉峪関の中間地にあるので、陽関より明らかに東側に位置し、第四句の意味と

つじつまが合いません。いろいろ調べた結果、王維の時代（唐王朝中期）の「安西」は西域の現在名

「トルファン」であったことが分かり、我が疑問がようやく氷解しました。唐時代には「安西都護

府」と呼ばれ、要するに唐王朝の勢力が及ぶ最前線の軍事行政基地なのです。 

 では、現在地図上にある「安西」と、トルファン「安西都護府」とはどのような関係にあるので

しょうか？ 「安西都護府」は、外敵「匈奴」や、時には「吐蕃（トバン；現在名チベット）」と領土

争いをしている最前線基地ですから、何度も敵の攻撃で全滅してしまうことすらありました。つ

まり、「安西都護府」は、王朝側が優勢のときには西側に進出し（あるときにはクチャ＜亀茲＞に

あった）、劣勢のときには東側へと後退する＜移動する要塞＞だったのです。おそらく、現在の「安

西」という地名は東側に後退したときの地名がそのまま残ったものと想像されます。 
 

 何れにしても、そんな軍事的抗争の危険地帯「安西都護府」に、元二は唐政府に命ぜられて赴任

しようとしているのです（彼の本音は、そんなところへは行きたくなかったでしょう、「すまじき

ものは宮仕い」ですね）。じつは、唐王朝の高級官僚である王維と元二は上司・部下の関係であっ

たとする説があります。もしそうであったなら、組織上は王維が部下の元二に赴任を命じたこと

になり、王維がこの詩を創って元二に手向けてやるのは当然でしょう。  

 ――元二よ、体をいたわってくれ。任期を終えたら、また陽関を通って無事長安の都に帰還する

ことを祈っているよ。元気でな！ 

 と言いながら、王維は元二を見送ったことでしょう。 

（そして、危険手当（？）を支給して「無事帰ってきたら、課長に抜擢して、給料もあげてやるか

らな」と空約束したかもーーこれは我がさもしいサラリーマン根性による想像ですが･････） 

王維も元二も文官ですから、兵士と較べたら身の危険は少なかったでしょう。一方、役人から駆

り出されて戦場に赴く一般兵士は悲惨でした。 

同じ唐の詩人王翰（おうかん）の「涼州詞」という七言絶句はとても有名で、斬新な魅力溢れる

詩でありながら、兵士の苦悩がにじみ出ています。 

http://www.y-history.net/appendix/wh0302-096.html
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涼州詞 王翰 

葡萄美酒夜光杯 葡萄の美酒 夜光の杯 

欲飲琵琶馬上催 飲まんと欲して 琵琶馬上に催す 

酔臥沙場君莫笑 酔いて沙場に臥す 君笑うことなかれ 

古来征戦幾人回 古来征戦幾人か かえる 

 

 こうして、兵士は万里の長城を守り、また元二と同様に長城すら途絶えている西域へと赴いてい

ったのです。 

漢民族の偉大な建造物「万里の長城」は世界の観光客を惹きつける魅力あるものに違いありま

せん。しかし、うねるように続く山々に、そして炎熱の砂漠地帯でも、長城を築いてきた工人たち

の苦役があり、また長城を巡る攻防で多くの敵味方の兵士が血を流し、死んでいったことでしょ

う。万里の長城二千数百年の栄光の歴史には、このような負の側面があったのです。 

 

【その六】杜撰な修復工事で万里の長城が泣いている 

建造後二千年以上経過した長城は風雨に晒されて消え去ったり、かなり破壊が進んでいるもの

もあります。しかも、自然現象によるものだけでなく、僻地の農民が自分の家を建てるために、長

城の煉瓦などを流用する場合もあるし、中には土産物として売るために煉瓦を盗み取る輩すらい

ます（人為的な破壊は民度の低さとも関係しているようだ）。 

ところで、修復工事に関して、2016年に以下のような報道がインターネットに掲載されました。 
 

♦万里の長城、これでは“修復”でなく“破壊”！＝当局は責任者を処罰すると声明 

配信日時：2016年9月24日(土) 14時20分 http://www.recordchina.co.jp/b151166-s0-c30.html 

万里の長城の一部、遼寧省の小河口長城は大

自然の中を伸びる美しい史跡として知られて

きた。ところが 2012 年から実施された修復工

事で“台無し”になったことが明らかとなった。

長城の上は雑にコンクリートが塗られ、素人が

造った道路のようになっている。この写真が

SNS で広がり、中国ネットユーザーからは「こ

んな修復なら爆破したほうがましだ」など、怒

りの声が寄せられている。 

騒ぎを受け、中国国家文物局は声明を発表。

遼寧省文物局に調査を実施するよう命じたほか、現地に調査員を派遣することを明らかにした。

調査結果は公表し、問題があれば責任者を厳しく処罰すると表明している。（翻訳・編集/増田聡太郎） 

 

以上、秦皇島の山海関を訪問して、その見聞をリポートしながら、万里の長城にまつわる話題

も併記しました。 

                                      （了） 

【謝辞】列車の切符やホテルを予約してくださった秦 佳さんにお礼を申し上げます。 

第一句で「ブドー酒とガラスの杯」と、い

きなり西域のエキゾチックな雰囲気に読者

を誘います。しかし、第三四句では、「酔いつ

ぶれて砂漠に倒れてしまっても笑ってくれ

るな、昔から、従軍兵士のうちどれだけの人

が帰ってきただろう、オレだって明日をも知

れぬ身なのだから」と訴えています。 

http://www.recordchina.co.jp/b151166-s0-c30.html

