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司

越えるには縦断数十目︑横断は数ヶ月を要する o故に英の聞には

久

思はぬ一六俣の変動に逢い︑時に狼の襲世帯を受け︑裁は陸般に狙は

隊

支那西北の奥地に於ては今日と ても向交通機関の発達に恵まれ

聡

て居ないので︑人口極めて稀薄な広漠たるプピ沙漠の高原北橋を

路
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れることもあるので ︑此のような地撲を往復 して 変易する奥地の

疲労 したもの ︑或は老衰したものは萎えて垂れて いる︒次に 胸部
と融行部 とは甚だ狭︿ ︑尾は短く して 英の端 は房状を なし ている ︒

い元気な政府此は之が高く隆起し

居た絞速は此の路除隊の発着地になっていたから ︑常に是等隊商
の人遂と接し ︑旅中の話も聞いていたので ︑これに就いて記して

を貯え旅中の渇に備えら れている o北ハの歩行は極め て特 色があ り

第三まであるが第一間同の 周りには多くの水設があ って︑ 之に潜水

四肢は長く して蹄肉は特に 肥大し沙中を 歩むに適している︒ 腎は

栄養の惑 いも のや長途の旅行に

商人は倒れも務蛇隊によって物資の運搬を行っている︒私のもと

円路恥︼ 路舵は 背 に一掬ある も のと二紹あるものとあって .前者

るo鍵務院は補者に比して判的小さく休高は約二米で︑四肢と顕も
稿 短 いo寒 地 に居る ので体毛は長く殊に頭・顎・ 一肩・潟・前 肢等
には長い 紙毛が続 生している o毛色は前者より濃厚にして殆ど褐

変色も居 る︒積載 力は五 六百斤であるが隻方院に比し 持久 性は劣

民ぅ︒
宛も船に採ったと同じように 肱依すると 一
単峯院は休 大にして四肢主﹂顎 とは闘る長い︒暑熱地に町 る の
粗
眠
等の
で休毛は 短く殆ど淡砂色 であるが︑時には︑白 ・友・福 ・甲山

を単峯舵 ︑後者を幾峯此 と一
式うゆ単峯院は 7ラピヤ・シリヤ ・小

見ょうと思う︒

︐

刑
す るか ら来
問側 の二肢を同時に前進ふせ るので︑体が非常に動棺
心地はよくない ︒殊に大 風が吹来って流沙の大波が 荒れ狂うと︑

アタ 7 ・イラゾ・ 凶北イゾド・ 露領 Yズベ ク ・ 7 フガ‑一スタゾ等
ペ イゾ及 擬制等でも
エチオピ 7 ・カナリヤ 諸島・ イ タリヤ・南 ス

の熱地に産し︑今日ではアフリカ 東海岸の諸 地方・サハラ沙漠 ・

ι

之を移 交して使役している︒ 鍵裟駐はゴ ピ沙漠を中 心として英の
ガニスタゾ等の寒地に飼育されている︒向此の外ホラサンには単

周辺の満洲・裟古・国政・南シベリヤ・ 東祖 トルキスタゾ・ 7 7
峯両舵の交配穫も居る︒単峯蛇伸史認十蛇は貰︿の居住地の関係で幾分
その性質に違いはあるが ︑共に温順にしてよく人意を解し重き荷

︻騎舵隊の組織︼西北の奥地では人壇稀なそれも定住の人無く︑

である︒
色・

沙漠の水草ある附近じだけ家奮を逐って遊牧の生活を営む袈 古人

せぬような瓢のある雑草や濯木の芽の如き粗食に耐え︑且つ数日

を積載して長途の旅をなし︑実の間沙漠地に於て他の動物では食
間ば水も飲まずに歩行出来るので誠に沙漠の旅行に適した動物で

天候の時に出発しても数日経っと空は崩れて天地晦冥となり︑烈

されることが多い︒大陸の天候は三寒四温であるから︑如何に好

風一度胡沙を飛ばして襲来すれば︑忽ち気温低下して霜雪を降ら

地帯を通って旅行しなければならないので︑途中種々の危険に踊

此の眼には長い間慨があり鼻孔は開閉自在なる為︑強烈な朔風に逢

し蟻野は瞬時にして白雪の蔽う処となる︒故に余程身体を健康に

ある︒故に沙漠の船とも一玄われている︒主︿の顔面は平かにして可

った時は之を閉ぢて砂の限や口に入るを防ぐことが出来る︒又口

しておかないと美の旅行には耐えられない︒叉この地方では猛獣

愛いい純眼があり・日押は羊に似て頂尖あり︑耕は小牛に似ている o '

吸飲出来る︒背には皮下組織の中にある脂肪性の大きな癌が突出

は殆ど居ないが︑狼は非常に多い︒狼は入手の少いのを見ると群

部は上層が二つに割れているので塵挨の浮んだ水でも之を避けて
している︒之は路院の栄養と非常に関係があって︑栄養のよい若
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門間即位隊の行動︼幾錐舵は寒地の産であるから︑炎同和の頃になる

で編成される事もあるし︑文一千頭を越える事もある︒

組織を以て編成されるとは限らない︒時には=一十頭乃至五十頭位

そこで西北奥地の商売は之等の危険を共同 して防衛する為︑物資

と日中の旅行は路舵が波労するので主として夜間行動する︒融制院

酪舵積荷の割合は大体二対入である︒然乍ら必ずしも此のような

は隊商によって運輸するのである︒此の隊商の組織には色々あ

をなして襲って来るので︑之に対しては極めて注意を要する︒向こ

る︒商頁自らの路院を以て之を組織するもの︑院戸に依頼して隊

の辺では屡々匪肢が出没するから之も警戒しなければならない︒

を編制せしめるもの︑小商頁合同して一隊を組織するもの等があ
る
︒

は日開院の疲労せぬよう栄養をよくする為一日一頭に付一豆類 一升位

よき地へ伴れて行って放牧し十分に食をとらせる︒叉長途の旅で

逮を以て一把とし︑五把を以て一環房とする o 一環房の路院は百

蛇十四・五頭から二十頭を以て一組とし之を一連と云う︒このこ

舵夫は絞遼に於ても奥地に於ても皆回数徒である o彼等は少時
より路院と共に起居 して 育ち︑十四五才になれば父兄に従って隊

与える必要がある︒

を与えなければならないし︑一週に一度は胡麻油か種子泊五合位

は夜休めば膝を折って眠り︑食物はとらない︒故に笠聞は水草の

舵夫は一人五頭から八頭位の路院をひく︒政町舵隊は普通 この 路

四五 十頭乃至二百頭から成っている o之が路院隊の‑隊である︒

の手当・地形の観察・行路の採択・露営の方法・飲料水の選択・

連・把・頂房には各長を置く︒一環房の長は把児頭と一去って之が

荷物の梱包積卸 ・天候 の変動に対する処置等を教えられ長途の困

商と共に遠︿故郷を離れて長途の旅に出で︑途中の娘苦を共にし

し己が隊を誘導する︒旅行中は絶対の権威を有し院夫はすべて英

苦に耐えられるようになって始めて一人前の肱夫となるのであ

所謂舵夫顕で︑英の一隊を率いて先駆となり︑行先の地形・路況

の命に服従しなればならない︒故にこの把児頭の責任は非常に重

将来舵夫となるべく訓練される︒斯くて実地に路院の叶一話・疾病

︿︑此の役になるには長年政府院と共に生活して路院に関する一切

る︒故に院夫となるのも容易な事でない︒

・水草・匪状隊商の行動に必要な 一切を探査 し︑之に向って 善処

を知悉し︑英の旅路は屡々往復してよ︿地理に通じ︑勇敢にして

たれ鼻木を通じて綱を結ぼれる︒而して四・五才になると体躯も

と行動を共にして歩行することを仕込まれる︒ついで鼻に孔が穿

路院も亦生れて歩行が出来るようになると︑母路駐に従って乳

然もよ︿衆を率 いる才と人望とを備えた長老でなければならな
︑
︒

を飲み乍ら長途の旅に伴れられる o こうしてこ才までは他の路院

︑v

担が命ぜられる︒彼等は之によって貨物の管理・路院の飼養・燃

完成して骨格も回まるので始めて一頭の路舵として雄は去勢さ

先づ隊が編制されると院夫は把児頭から旅中に於ける職務の分
料調達・水汲・炊事・雑務等各古老指揮の下に規率正し︿機敏に

舵夫は大休己が家の路院を率いて院戸の下に麗はれるのでるる

れ︑老齢になるまで使役されるのである︒

・五徳・水槽・調理具・食器等を携行する︒之等用具と貨物との

団体行動をするのである︒旅行の用具と しては ・天幕・食料大銅
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舵戸・旅・相・知日の人達は一路平安を祈って域外まで見送る︒

が並ぶと我国の一塁位の長きになる︒出発は大休日没頃である ︒

大体五!七時間位歩︿のである︒隊商路は広漠たる大高原の沙丘

が︑一人前の舵夫は六 ・七一織を引︿ので ︑登図な者はそれだけの

を縫って行くので︑五口等には何処が路かわからないが︑彼等は夜

路舵を有っていない︒此のよ うな者は舵 一戸の家に一旅行幾何とし

絞遠から西北奥地に到る距離はプピ沙漠を越えて涼州まで四十

間でも燈火は用いない︒犯児頭は馴れた路であるから星・風・陵

送る者も送られる者も限に涙が光る︒糠て路舵は丁当と鈴を鳴ら

日︑甘州まで四十五日︑粛州まで六十目︑オルドスを越えると寧

線で方向を見定めて進む︒併し潟地・谷間・岐路等では懐中電燈

て雇は れ肱戸の路駄を率 いて 旅に 出る︒院戸は多数の路駄を所有

夏まで二十日︑それより西寧まで 十入目︑叉新彊省の‑恰密・縮化

を用いる o路院は脚が長いので馬より早いが︑舵夫も亦体格がよ

て行く︒このようにして西域の旅路につくのである o彼等は夜間

までは約三ヶ月行程である o併じ之も天候順調にして途中事故な

いので舵夫小唄等歌い乍ら悠々と歩を運んで行く︒路院の歩行力

して発足する︒斯くて一行は野を越え谷を渡り山の彼方へと消え

く旅行するものとしての所要 日数であるから︑若し一度事故が起

は一日七時間六・七十支星であるが

していて 奥地 の商売から貨容の運輸を依頼されて︑路肱隊を編成

れば此の予定は全︿狂ってくる o時には通れると思った路が解氷

するのである︒

期に屡々起る大洪水の為︑或は匪徒出没の為通行不能になって元

歩きにくい長途の旅を控えているので︑大体一日五・六時間四・

なると野に放たれた路院は肥満して元気旺盛になり︑新毛は生え

あっても使を派して附近の警護隊に保護を依頼すれば︑隊長の顔

する外︑途上行交う 隊商から得て把児頭に報告する o仮令陳情が

次に隊商路に於ける橋報は連絡員が途々遊牧部認へ馳せて調査

重き荷を積載して毎日続く

来た路を幾日も引返して別の路を廻る事も珍らしくない︒故に新

五十支墨で宿営するのである︒

揃って長途の旅に耐えられるようになる舵戸の下に於て路舵隊が

路舵隊が出発するのは大体晩秋から初冬の候でるる o この頃に

彊地方への旅になるとご年越にさえなる ことがある︒

編成され荷物 (一個百五十斤程の荷物二個を鞍の両側へつける)

吊・噂茶・石油・ガラス・雑貨等を持帰っている︒山川絞遠から奥

芙の他の皮毛・薬材及び水畑・阿片等を将来し︑絞遠からは布

は三万一問乃至五万頭と一誌はれ︑之等は奥地から羊・山羊・牛・馬

︻交易物資︼絞遠奥地の路舵路に於 て隊商に使役されてい る路院

徴税所を設け︑隊商から通行税と稼代とを徴収している︒

叉沙漠の草地では袈古の王公が英の所領の通行者に対して路に

で物口聞か 金銭を納めるこ とによって大抵 は 無 事 に 通 ら せ て く れ
る
︒

道案内 (時に欠く}︒把児頭︒袈古犬(狼も恐れぬ降猛犬にし

の積載が終ると︑次の如く整列する o
て数匹が常に隊の先駆になり脇になって隊の警戒に当る︒)鈴
付路舵(一斗樽位の大鈴にして悪獣悪魔除け)︒この後に舵夫
の率いる路院が連抱頂房の準序通り一列縦隊に並ぶ︒
大きな隊になると此の外に全隊の統率者・会計 一
・庶務 (以上騎
蛇)・連端員(騎馬)等が設けられる︑こう して 三四百一践の路舵
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購入して来るのである︒

地へ行く舵商は之等の品を持って行って︑帰途は皮毛・薬材等を

に西方から来た胡商の単峯舵に中継されて︑中国の優秀なる文化

時より中国と西域諸国とを通じ︑タ I Pム盆地の諸市場に於て更

︻絹の路︼続遠以西の路舵絡は何れも皆西域に向って聞かれ︑往

って命の綱であるから︑院夫は英の所在地は悉く知っている︒

は更に西方へと広まったのである︒それと共に西域僻遠の諸文化

︻路舵路︼支那西北の高原は一望千里の膿野であるから何処でも
に沙漠の動物でも h 路以外の所に入ったら脚が沙中に没したり・

た︒英の諸路の中でも綬遼と恰密及西安と恰刷新とを紫ぐ公路は西

も亦この路を通じて中国に伝来し東亜文化と交流したのであっ

通れそうであるが そう簡単に路舵路とはならない︒路院が 如何
或は練鋭き濯木や雑草の根株が起伏し︑又は潟地が横はっていて

路舵隊は此の西北奥地の沙漠路に於ては︑今日とても向唯一の

交通路であったのである︒

域交通の幹線にして︑嘗ては絹の路として文化史上重要なる路院

全く歩行は出来な い︒故に路舵路 は広い沙漠の中でも極めて限ら
.れた沙少き比較的平坦な岩磐よの‑一線を選んで設けられたもの
で︑古来幾百千年の間多くの隊商によって陪み固められて来た処
でるる︒此の路蛇路には通行者の︑為に処々に宿営地︑が定められ︑

いであろう︒況や奥地には東西文化交流の鍵を秘める史跡
出来な 岨

交通機関であるばかりでなく︑将来も亦之に依らねば西域の旅は

が沙中に眠っているが︑之も路舵隊によらねば発掘も調査も不可

井・流 水・泉水等がある︒隊商は 此処で一夜の夢を明かす︒英処
し兼ねて暖をとりつつ食事する︒翌日は叉西域の山を目指して沙

能である︒

には前隊商の路院の糞が沢山落ちているので︑之を燃して燈火と
丘の路をきく ノ¥と 進んぜ行︿のである ︒水は沙漠の旅行者にと
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