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トピックス 亀戸 SC教室再開は？ 

 亀戸 SC 太極拳教室については、すでに４月～8 月の第 1 期が中止となっていますが、9 月からの

第 2 期教室についても、7 月 28 日現在、未定の状況です。 

閑人閑話 「庚子
かのえね

大禍」を恐れる 

 この原稿は 7 月 8 日から書き始めました。この日は、豪

雨が再度西日本を襲い、また東日本でも飛騨川、木曽川な

どで氾濫被害が発生した日です。ここ 30 年間で、水蒸気

の量が 18％も増加していること、また、ヒマラヤから中国

そして日本へと“大気の川”と呼ぶ水蒸気の膨大な流れが

季節風に乗って絶えず補給されていることなどが、「豪雨」

が続く背景にあると新聞などが報じています。 

右図は 7 月 7 日の午前 3 時の気象衛星の画像ですが、日本の梅雨前線はじつは中国南部・西部の

長江流域の最上流部から延々と日本列島にまで伸びていることがよくわかります。 

日本だけではなく、中国南部、西部でも 6 月初めからたいへんな豪雨が続いていて災害がすで

にあちこちで起こっているのですが、なぜか、日本の新聞やテレビではほとんど報道されていま

せん。ネットのほうではすでに 6 月の初めから多くの情報が動画や写真付きでアップされていま

す。たとえば、重慶では、6 月上旬から 1 か月以上 80 年来の大豪雨が続き、ダムの決壊や都市部

での洪水が起きていること、観光地で有名な桂林でも、川の氾濫で多大な被害が出ていること、

などなど連日報じられています。 

また、世界最大のダムである三峡ダムが放水量を増加させたことなどから、下流に位置する武

漢市付近では、7 月 7 日に長江が警戒水位に到達したとも報じています。  

これに先立って、中国水利省の葉建春次官は 6 月 11 日に「想定以上の洪水が発生すれば、防御

能力を超えた“ブラックスワン”の可能性もありうる」と発言しています。“ブラックスワン”と

は、あってはならないことだが、万一起これば破滅的なこととなるという意味ですが、これが「三

峡ダムの決壊」を意味することは、中国人なら、みんな分かっていることなのです。 

「三峡ダム」は長江中流部の湖北省宜昌市付近で川をせき止め、電力供給、洪水抑制、水運改善、

水資源の確保（南水北調）などを目的として 1993 年に着工し、2009 年に竣工した世界最大のダム

です。ダム湖の長さは約 600kｍ（新幹線で言えば東京～姫路間の距離）。貯水量は約 400 億㎥（黒

部ダムの 200 倍）、堤高 185ｍ、堤頂長さ 2300ｍ、発電能力は 2250 万 kw です（原発 16 基相当）。

この計画は当時の江沢民主席と李鵬首相（水力発電技術者出身）によって推進されましたが、地質 

学者や、治水学者などの猛反対を押し切って強引に着工されました。（1992 年の「全国人民代表大

会」で、なんと出席者 2633 名の代議員のうち 800 名以上が反対ないし棄権しています。） 

地質的に危険である、巨大な貯水面積と貯水量によって気象や地質に重大な変化が生じる、土砂

の流入で治水機能、発電機能が低下する、などの当時の懸念がすでに顕在化しているのですが、も 



 

| 2 

うひとつ、ダム堤などが手抜き工事などで所定の品質を保っていないとの重大な指摘もかねて提起

されていました。2018 年には、グーグルアース画像

でのダム堤の変形も報じられています。【右画像】 

工事の竣工式には当時の胡錦涛主席、温家宝首相な

どの政権首脳部は欠席したとされていますが、このプ

ロジェクトの利権と責任を巡っての政治的な抗争が

裏にあったとされています。 

下流域ですでに氾濫が起きているにも関わらず、や

むなく 6 月末から放水を開始したこともあり、さまざまな懸念が飛び交っているわけです。万一に

も、ダム堤が崩壊すれば、その下流域の大都市、武漢、南京、上海にも超重大な人的災害が起こる

ことはもちろん、農業、漁業、工業、都市、インフラなど全分野に壊滅的な影響が出ることは必至

です。日本のみならず、世界経済に与える影響もまた想像を絶するほど深刻なものになるでしょう。

この地域で中国のＧⅮＰの４０％を占めていて、人口も 5 億人以上とされています。 

ようやく、7 月 12 日（日）に読売新聞が、また 7 月 15 日（木）に朝日新聞が報じたのに続いて、

日経新聞が 7 月 18 日（土）の朝刊で 1 頁の四分の一ぐらいを割いて『中国で大雨被害 1 兆円・3800

万人被災＊、農業・物流に影響・経済回復に新たな重荷』と題して大きく報道しました。その記事

では三峡ダムの状況にも触れて“制限水位（145ｍ）を上回る増水が続いたため 6 月末から放水を

開始しているが 7 月 17 日の水位は 157ｍまで達しているため、放水量を増やしている”“下流の武

漢市でも警戒水位を超えたため一部住民の避難が始まっている”“水利省はダムは安全に管理され

ていると報じているが、ネットではダムの決壊を懸念する投稿が相次いでいる”などと現地の緊迫

した情勢を伝えています。（＊7 月 23 日の中国政府情報では被害額 1.8 兆円 4552 万人被災と拡大） 

ネットにはその後も連日様々な情報があふれています。江西省の中国最大の淡水湖「鄱陽湖（はよ

うこ）・（八陽湖）」では数か所の堤防が決壊し、また長江からのバックウォーター現象が発生し湖

の面積が過去最大にまで至っているとも報じられています。 

7 月下旬になっても、ダムの上流域、下流域を問わず洪水被害が相次いでいることも伝えられて

いますし、「黄河」上流の蘭州でも、また第 3 の大河「淮河」でも、同様洪水が発生しているとも

伝えられています。いわば中国全域で危険な状態が続いているようなのです。 

 ところで、中国には「庚子大禍」という言葉があります。これは 60 年に一度巡ってくる庚子の

年には天下を揺るがすような変事が起きるというもので、過去の王朝でも様々な事例がありますが、

近代においては、1840 年「アヘン戦争」、1900 年「義和団の乱」、1960 年「大躍進政策失敗によ

る大飢饉（3000 万人餓死）」と続いています。2020 年の今年もまた、コロナ禍、香港問題、米中対

立激化、に加えて、この豪雨災害ですから、中国では、指導層、富裕層、庶民を問わず、みな「庚

子大禍」の変事を恐れているのではないでしょうか。 

左顧右眄  第２３話 『インドについて勉強しました』（第１１回） 

第２１章 インドの今～人口と宗教～ 

インドの人口は現在世界第 2 位ですが、2025 年には中国を抜いてトップに躍り出て、その後も

増え続けてゆくと想定されています。中国との比較表でご覧ください。 

西暦  2000 年  2017 年  2019 年  2025 年 



 

| 3 

（根拠）  実績  実績  推定  推定 

インド  10.53 億人  13.39 億人  13.74 億人  14.62 億人 

中国  12.63 億人  13.86 億人  13.99 億人  14.15 億人 

 注；中国は 2030 年の 14.16 億人がピークでその後は長期的に減少すると予測されています。    

インドの宗教別の人口については、以下のような比率が 2011 年の国勢調査の数値として発表さ 

れています。 

ヒンドゥー教徒 79.8％，イスラム教徒 14.2％，キリスト教徒 2.3％，シク教徒 1.7％，仏教徒

0.7％，ジャイナ教徒 0.4％,その他０．９％、合計 100.0％ 

シク（スィク）教；16 世紀にヒンドゥー教とイスラム教を融合して、パンジャーブ州でできた宗

教。髪の毛や髭を切らないので、頭にターバンを巻いている。ビジネス、交通運輸、軍部などで

活躍している富裕層が多い。 

ジャイナ教；お釈迦様とほぼ同時代のヴァルダマーナを開祖とする古い宗教。不殺生と無所有に

徹し生涯苦行を続ける。とくに“空衣派”は全くの全裸で終身暮らす。 

仏教；現在のインド仏教は「新仏教」とも呼ばれるように、不可触賎民カースト「マハール」出

身の政治家・社会運動家・初代法務大臣のビームラーオ・ラームジー・アンベードカル（1892～

1956）が、差別を容認するヒンドゥー教を否定して、そのくびきから脱却することを標榜して、

出身地の「マハール」（家畜の死骸などを処理する世襲職業及びそのカーストを言う）の人々250

万人とともに興したもので、平等を唱えた釈迦の理念を体現した新仏教です。たんに僧侶として

の修行、解脱を目指すのではなく、あくまでカースト制度に反対し、かつ不可触選民の政治的、

経済的、社会的地位の向上のために行動する仏教と言うところが特徴です。彼の後を継いで「新

仏教」の普及拡大のために、ヒンドゥ―教団体や中央・州政府に対するエネルギッシュな戦いを

続けているのが、日本人僧侶「佐々井秀嶺」師（1935～ 真言宗智山派僧侶・高尾山薬王院で得

度。インド名；アーリア・ナーガルジュナ・聖竜樹）であることを最近知りました。そして、仏

教徒は現在 1 億人以上に増大しているともいわれています。（現在では「インド仏教」と呼ばれ

るようになっています。）ちなみに佐々井師のインド名は、1988 年インド国籍取得の際に当時の

首相ラジヴ・ガンジーがあの竜樹（ナーガルジュナ）にちなんで付けてくれたものだそうです。  

第２２章 カースト制度の現状 

 紀元前 1500 年ごろからインドに侵入してきたアーリア人が強力な武力によって土着の諸民族集

団を隷属させ、バラモン教による支配体制を敷いたことがカースト制度の始まりで、そのことは 

バラモン教の聖典『リグ・ヴェーダ』にも記されています。その後、次第に支配地域を拡大して

ゆく中で、それぞれの地域、民族の素朴な信仰とその神々をも取り込みながら、やがてヒンドゥ

ー教として、仏教との競争にも打ち勝って、全インドを代表する“政宗一体”の宗教となったわ

けです。輪廻転生を信じさせることによって、下位カースト者は、現世に不満を言わず、善行と

功徳を積み重ねることによって、来世での上位カーストへの生まれ変わりを期待する（あるいは

信じる）ということのようです。 

 カースト制度は、四つのカーストと、それにも属せないダリット（不可触賎民）という五つの

区分になっていますが、実際には各カーストの中で、また地域によってたくさんのサブカースト

（一種の世襲制職業カーストと言うべきもの）が複雑に存在しているようです。 
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 なお、右図で先住民とあるのは、政府によって「指定部族」

として認定されている 500 ほどの少数民族を指します。島嶼部

や山岳部などで、それぞれ隔絶した環境で独自の生活習慣や信

仰・祭祀を持っています。2018 年には、おせっかいにも勝手に

ある先住民の島に上陸しようとしたアメリカ人宣教師が弓矢で

射殺されるという事件もありました。 

上記の表の外に、異宗教徒もいるので、全人口に占めるそれ

ぞれの比率と言うのはなかなか正確な数字は見当たりません。

現政府すら、カースト別の人口の統計を取ることをあえて避け

ていると聞きます。（上位カーストは人口比 15％との資料もあります。） 

カースト制度は、「ヴァルナ」（色を意味する）とも呼ばれるように、本来白人（アーリア

人）が黒い肌の原住民を征服していったところに起源があります。その後、複雑化して行き、現

在の形になりました。 

基本は上位カーストが政治、経済、宗教などの権力を握り、下位カーストを暴力的に支配する

体制で、下位カーストを不浄とみなして、あらゆる場面で差別する体制です。 

 

一品・一葉・一会  第 24 回  銅印２顆
か

  2001年 7月チベットにて購入 

 団体ツアーでチベットを訪問した時に、首都ラサで見

つけて購入した大小二つの銅印です。大きいほうは白虎

の紐（ちゅう）が付いています。小さいほうは五輪塔をか

たどったものです。印面には梵字の種子（仏の梵名の頭

文字）が彫られています。複雑な飾り文字になっている

ので、ちょっと自信はありませんが、大きいほうは「ア

ーク」（大日如来）、小さいほうは「カーン」（不動明王）

と読み取れます。当時、チベット密教に興味があり、ま

た篆刻が趣味の私にとっては、とても貴重なお土産であ

ったのです。 

 10 日間にわたり、青海湖やチベットを巡ったこのツアーでしたが、いろいろな意味で衝撃的な旅

でもありました。現地のチベット人たちのあまりにもあからさまな中国人（漢民族）に対する敵意

に驚くとともに、一方、体制が劣った国、弱い国は簡単に侵略されて滅亡への道をたどるという冷

厳な現実を突きつけられもしました。それにしても、五体投地で聖地を巡るチベットの人々の純粋

無垢な瞳には、ただただ感動するばかりでした。 

不気味な夏 

中国の洪水情報全くに報じられない不気味なニッポン   

巨大ダム未検収のまま今まさにあわや崩壊の危機を迎える 

洪水の画像を送るも犯罪という国にいない確かな幸せ 

被災者は四千五百万人で死者はたったの百四十二人とは 

流行語大賞候補はこの二つアベノマスクにゴーツートラベル 


