




























オリンピック公園
　オリンピック公園は北京市朝陽区に位置し、もとは

国家オリンピックスポーツセンター（1990 年アジア運

動大会のメイン会場）を含み、2008 年北京オリンピッ

クとパラリンピック開催のために整備された森林公園。

公園は北京中軸線の延長線に位置し、北京市内公園

の中で最も重要な位置にある。

　2008 年北京オリンピック時にオリンピック公園はメ

インスタジアム、国家体育場を含めて10ヵ所の競技場、

オリンピック村と付属の施設を設置し、過半数の金メ

ダルはここで生まれた。そして、閉幕後のオリンピック

公園は、スポーツ大会、会議室や催事場、科学教育施設、

ショッピングセンターなどの総合的な市民公共活動セ

ンターに衣替えした。2009 年から 2011 年まで、オリ

ンピック公園に訪れた観光客人数は増え続け、その中

では国家会議センターと国家水泳センターの再利用

は大きな成果を収めている。

　オリンピック公園は三つの部分に分かれ、オリンピ

ック森林公園、センターエリアとオリンピック体育セン

ター。センターエリアの西北にはオリンピック村があり、

南部では各メイン会場、鳥の巣、ウォーターキューブ、

国家体育館、国家会議センター（開催時にフェンシン

グ会場、国際メディアセンター）などがある。そのほかに、

オリンピック多機能スタジオタワー（リンロンタワー）、

デジタル北京ビル、メインニュースセンターもこのあたりにある。森林公園は

古代中国の造園技術を用いて「奥海（人工湖）」、「仰山（人工山）」を作り上げ、

北京中軸線の終点を北に延伸した。

「鳥の巣」の夜景

必須 12 景 必須 12 景

018 019



慕田峪長城

慕田峪
（ぼでんよく）長城

　慕田峪長城は北京市懐柔区内で、市内から

73 キロ、明の初頭から中期にかけて建造され

た。1987 年に「新北京十六景」の一つに選ばれ、

1992 年、「北京で一番人気」の観光スポットと

評価された。慕田峪長城は独特な相貌を帯び、

急峻な脊梁に沿って激しく起伏を続け、さなが

ら巨竜が天翔る勢いを示す。春は百花咲き競

い、夏は満山の緑陰、秋は全山の紅葉、冬は白

雪に覆われて、「慕田峪を見ずして長城を語れ

ない」ともてはやされている。

必須 12 景 必須 12 景

020 021



什刹海（シーチャーハイ）

　什刹海の周囲には十ヵ所の仏教寺院があるところから、什刹海と

呼ばれていた。

　元代は「海子（ハイズ）」に呼ばれるほど広大な水域を持っていたが、

明代初期から湖面が縮小し、水が通じたまま西海、後海、前海の「三

海」となった。水面に漣が揺らぐ風情が愛されて、北京の景勝地の一

つになっている。

　什刹海は北京市歴史文化保護区で、中南海の水域とつながり、北

什刹海胡同

京市内で湖のある開放的な観光地として親しまれ、また歴史の街とし

て風貌が最もよく保存され、北京市内での最大の面積を持っている。

　什刹海ではバー、喫煙具、茶道具、提灯、凧、切り紙、骨董などの民

間工芸品が集まる「烟袋斜街」があり、清乾隆年間の建築という彫刻

が施されたの「火神廟」がある。硬山式（切り妻屋根）の伝統的な民家

は修繕後、裏通りに残り、青空と鳩の叫び声と共に古い街の中に新し

い風景を作り出している。

必須 12 景 必須 12 景

022 023



北海公園
　北海公園はかつて遼、金、元代の離宮で、明、清時 代に

皇室の御苑に修築され、最も古く、よく保存された皇室庭

園の一つ。1925 年に公園として公開された。

　興趣をそそるのが亭台楼閣を結んで曲折する回廊。中国

重要文化財保護遺跡と国家 4A クラスの風致地区でもあり、

幻想的な雰囲気を漂わせている。瓊華島（チョンホアダオ）

には 1651 年建造というチベット式の白塔（ドーム型の舎利

塔）が立ち、広 と々した湖面にが影を落として松と柏の古樹

の緑に映えている。瓊華島は花木の香気が漂う中、楼台殿

閣に太湖石の奇観が仙境の趣きを添え、清乾隆帝が「燕京

八景」と題した瓊島春陰碑石、築山、隧洞、九竜壁などが

最もよく知られている。

北海公園

必須 12 景 必須 12 景

024 025



北京ハッピーバレー（歓楽谷）

　文化・芸術・エンターテインメントをテーマとした次世代のテーマ

パーク。世界の文明史、舞台芸術と遊戯施設を３本の柱に、ハッピー

タイム（自動車をテーマとしたエリア）、スイーツ王国（スイーツのイ

メージを用いてデザインされたエリア）、フィヨルド森林（森林エリア。

ガラスの空中歩道が人気）、古代文明のアトランティス（ギリシアの

哲学者プラトンが書いた伝説の国をテーマとしたエリア）、トロイの

木馬とオデッセイの旅のギリシャエーゲ海、失われたインカ帝国・マ

ヤ文明、シャングリラ（イギリスの作家ジェームズ・ヒルトン作『失われた地平線』

に登場する理想郷）という 7 つのテーマエリア。

　北京ハッピーバレーは、ハイテクを駆使したアミューズメントセンターとして 40

項目以上を有し、その功能と規模、構成においてアジア最先端のレベル。「水晶の翼」、

「オデッセイの旅」（ギリシャ神話の英雄オデッセイがトロイ戦争の後に帰国する

物語）」というジェットコースターに乗って、「核融合宇宙船」に乗って園内の美景

を一望にし、モータースポーツの「究極の車」に乗ってフォーミュラ 1 の速さを体

験できる。

北京ハッピーバレー

必須 12 景 必須 12 景

026 027



香山碧雲寺

香山公園
　香山公園では文物旧跡が多く、楼閣は星を散り

ばめたように山林に点在している。燕京八景の一つ

である「西山の晴雪」や、明清両代の風格を持つ古

刹・碧雲寺、国内で唯一の木質で金箔で飾った「五百

羅漢」と６世パンチェン・ラマを迎えた「宗鏡ジョ

カン大昭寺」などがある。

　香山公園は森林率が高く、北京市区の４分の１の

広さに古樹銘木 5800 余本を数える。特に紅葉の

美しさは内外に知られ、北京で最も濃厚な秋色に

包まれる。香山の紅葉樹は 93 ヘクタールに 8 科、

14 樹種が 14 万本に達し、壮観を呈する。

必須 12 景 必須 12 景

029028



天安門に登ったこ
とがありますか？

　天安門は北京の中心地である天安門広場の北にどっしりと長安街に面し

て威風堂々、気宇壮大、人民英雄記念碑、毛主席記念堂、人民大会堂、中

国国家博物館と向き合い、自信と誇りに満ちて聳えている。中国古代では

最も壮麗な城門の一つとして威厳あたりを払い、1949 年 10 月 1 日、毛沢

東はここで中華人民共和国中央人民政府樹立を宣言し、初めて五星紅旗

を掲揚した。現在は中国の国章にも天安門の姿が描かれ、100 元紙幣にも

金色で印刷されている。中国のシンボル・天安門。毛沢東の立ったあの場

所で、あなたもたってみませんか。

北京の秋（中山公園）

天安門

体験の北京　必須 8 景 体験の北京　必須 8 景

031030



五星紅旗掲揚式を見にいこう！

万里の長城で好漢になろう！

　北京に来て五星紅旗掲揚式を目にすることは、ほとんどの中国人とって一生の語りぐ

さ。ただ、掲揚式の時間は毎日違っている。日の出の時間によって決められるから、まず

時間を確認し、誰よりも早起きしなければならない。それに、その時間になったら、天安

門広場は黒山の人だかり。国旗班（国旗掲揚の儀仗兵たち）の雄姿、選りすぐられた長

身のイケメンの解放軍戦士が勇気凛々、意気揚々、威武を整えての大行進をまのあたり

にしたら、誰もがきっと武者震いする。

　万里の長城は世界文化遺産の一つで、「長城に至たらざれば好漢

（いい男）にあらず」の名句で知られ、世界は好漢で満ちている。

急峻な山の背をうねりながら連なる八逹嶺長城は、さながら竜の脊

梁（せきりょう）が地を圧し、今しも天に飛び立とうとする勢いに満

ち、見れども尽きぬ大景観。懸崖にそそり立つ城壁はまさに「天険」

の二文字、ここが古代の軍事システムの最前線だったことを思い起

こさせてくれる。

万里の長城

天安門広場の五星紅旗掲揚式

体験の北京　必須 8 景 体験の北京　必須 8 景

033032





豆乳はお好き？

　あなたが北京人であるかどうか、あるいはあなたが北京へ行った

ことあるかどうか、それは一杯の豆乳で分かる。

　山東省から来た人が北京で初めて豆乳を飲み、店の主を呼びつ

けて言った。「何だこれは。豚に飲ませる米のとぎ汁か。〝基本的に〟

酸っぱいんだよ」と。主はやり返した。「これは基本的に酸っぱいの

ではなく、〝根本的に〟酸っぱいのです」と。

　北京人が豆乳を飲み始めたのは、ほぼ 300 年前からという。昔か

ら「豆乳は満州棋人の生命線」といわれている通り、清朝の宮廷で

好まれた飲み物が北京の庶民に広まったものと思われる。肉食の多

かった北方騎馬民族は便秘に悩まされ、豆乳が便通に役立ったとい

う説があるが、保健の功能があるのは間違いなく、夏に飲むと渇き

をいやし、冬に飲むと風邪の症状を抑え、体内の乾燥を和らげると

いう。豆乳に合うのはやはり焦圏（ジャオチュアン。細めのドーナツ）

と咸菜糸（シエンツァイス。ピクルスに似た漬け物の千切り）で、こ

れも清朝の宮廷以来の定番。北京人は豆乳こそ「味在食外（味は食

の外にあり）」の文化だと主張し、1950 年代から「護国寺小吃店」

で豆乳を作り続けている。海外の華僑や香港、マカオの同

胞たちもここまで足を運び、オールド北京の風味を懐かし

む。1997 年 8 月、「中国調理（烹饪）協会」主催の第１回「中

華名小吃」番付けに、護国寺小吃店の豆乳が選ばれた。

豆乳と焦圏（ジャオチュアン。細めのドーナツ）

体験の北京　必須 8 景 体験の北京　必須 8 景

036 037





鳥の巣

なぜあの形？
鳥の巣と水立方の秘密

　「鳥の巣」は中国国家体育場で、2008 年に行われた第 29

回北京オリンピックメインスタジアム。これは芸術品としかい

いようがなく、人類の文明を羽の下で守り、いつくしみ、次世

代に羽ばたかせようとする思いがこめられている。この貴重

な遺産を守り続け、あの熱戦、あの感動をさらに多くの人と

分かち合おうと、国家体育館は一般に開放された。競技場を

見るだけでなく、オリンピックの名試合、名場面のリプレイも

見られ、オリンピックと鳥の巣の記念品なども購入できる。

　ウォーターキューブ（水立方）は国家水泳センターで、

2008 年北京オリンピックの代表的な建築の一つ。北京オリ

ンピック期間中には水泳、シンクロナイズドスイミングなどの

試合を行われた。

　「水立方」は小さな泡がたくさん詰まったシャボン玉、あ

るいは蜂の巣のようにも見える。泡の大きさや形はさまざま

で、この不規則な多面体が自然界で一般的な水の分子構造

なのだという。透明なので泡を支える骨組みがはっきり見え

る。このような鉄骨で作った競技場は世界でも初めて。毎晩、

ウォーターキューブはイルミネーションの中で「魔法のバブル」

を演じ続けている。

体験の北京　必須 8 景 体験の北京　必須 8 景

040 041





ディープな北京　プロが指南深度遊 ディープな北京　プロが指南深度遊

北京掘り起こし３日間
ベストシーズン：通年

Day 1: 天安門広場ー什刹海（シーチャーハイ）

Day 2: 頤和園

Day 3: 明の十三陵ー居庸関長城

Day 1:   午前中、天安門広場を散策。東西 500 メートル、南北 800 メートル、世

界最大級の広場。午後、什刹海（シーチャーハイ）へ。王府（皇族の邸宅）

や名士の四合院、網の目のような胡同、オールド北京の風貌が最もよく

保存された場所。

Day 2:   頤和園は中国に現存する最大級の皇室庭園の一つで「御苑博物館」と

呼ばれている。

Day 3:   午前中、北京西郊昌平区の天寿山の麓、明代 13 皇帝の陵墓群、明十三

陵景区を観覧、午後は居庸関長城へ。

ベスト観光シーズン：通年

Day 1: 798 芸術区ー三里屯太古里

Day 2: 景山公園ー北海公園ー什刹海ー九門シャオチー（小吃）街

Day 3: 頤和園

Day 4: 故宮

Day 5: 恭王府ー南鑼鼓巷

Day 1:   バウハウスは今から 100 年前、ドイツ・ワイマル共和国に生まれた美術

学校。自由な創意に満ちたデザイナー、画家、工芸家、建築家たちが自

己表現の砦とした。北京 798 芸術区では現代のアーティストたちが次々

と空き工場、空き倉庫を利用して、アトリエやギャラリーを構え、現代の

バウハウス風活況を呈している。アパレルショップやギフトショップ、バ

ーなども開店して、まさに〝芸術家のコミュニティー〟、ニューヨークの

グリニッジ・ビレッジ、ソーホーにも比較されている。午後は三里屯（さ

んりとん）の太古里へ。大使館街と隣り合わせて、ちょっと〝ハイブロー（趣

味が高級）〟なファッション街の代名詞となり、世界の有名ブランドがし

のぎを削っている。奇抜な意匠を凝らしたガラスのビルやショッピング

モールは北京でもここだけの存在。

Day 2:  ちょっと早起きして景山公園へ。故宮の北門・神武門の目の前が景山

公園。800 年以上の歴史があり、故宮や天安門広場を一望できる。つ

いで後海公園へ。ここは什刹海（シーチャーハイ）風景区の一部をなす

ロイヤルガーデンの一つ。蘇州や杭州の婉然優美（えんぜんゆうび）、

北方の豪壮寛闊（ごうそうかんかつ）を織り交ぜた庭園美を心ゆくまで。

もう一つの楽しみは九門小吃（シャオチー）街。後海胡同地区の四合院

の中に北京の老舗小吃店が集まっている。

頤和園の仏香閣

北京掘り起こし深度遊５日間

044 045







北京ダック 茯苓餅
（ ぶ く り ょ う - パ イ）

　北京ダックは世界で最もファンの多い北京料

理。明代の宮廷料理に始まり、清代には満漢全

席にも登場した。鴨を丸ごと一羽土製の炉に吊

るし、果木で起こした炎で炙り焼きにする。余計

な脂がしたたり落ちて、ハチミツ入りのタレがぴ

かぴかの照りを生み出す。かつては、ぱりぱりの

皮だけを薄餅（バオピン）に包んで食し、残りは

使用人に下げ渡したというが、今は皮つきで肉を

切り身にしてくれるのが普通。

　北京ダックは〝天下第一の味〟と称され、北京

の味覚を代表している。北京ダックは両派に分

かれる。一方の雄は「全聚徳」を筆頭とし、土製

の炉にぶら下げて直火であぶるやり方。もう一

派は「便宜坊」を代表とし、天火のようにロース

ト（蒸し焼き）するやり方。

　茯苓は漢方の生薬（しょうやく）で、サルノコシ

カケ科の菌類。茯苓餅は「茯苓夹饼（ぶくりょう -

ジャービン）」とも呼ばれ、滋養強壮の名菓。皮が

紙のように薄く純白で、茯苓の中でも最優良とさ

れる「雲茯苓（うんぶくりょう）」に似ているので、「茯

苓パイ」の名がついた。茯苓の粉末と精白した小

麦粉で薄いパイを作り、中にハチミツ、砂糖を混

ぜて擂りつぶした松かさの実を中に挟んでいる。

満月のようにまるく、紙のように薄く、雪のように

白い。その甘さは独特の風味を持っている。

舌の上の北京 舌の上の北京

北京ダック

050 051





豆乳（豆汁）

　北京ならではの独特の風味、外来者にとってはクセのある飲

料で、300 年以上の歴史がある。豆汁は緑豆を原料とし、デン

プンを濾した残り汁を発酵させたもの。胃腸によく、のぼせを

抑制する効能がある。

豌豆黄（ワンドウホアン）

　北京の春はエンドウ豆が告げる。旧暦３月３日の上巳（じょうし）の節

句に豌豆黄（ワンドウホアン）を食べる習慣があった。西太后の大好物で、

街で豌豆黄を売り歩いていた男は宮廷の料理人に取り立てられたという。

エンドウ豆の皮を取り除いてすり潰し、砂糖を加えてペースト状になるま

で煮詰めてから冷まして、固まったら食べやすい大きさに切る。ほんのり

若草色、ほんのり甘味があって、伝統的な作り方では、ナツメの実を飾り

つける。

豆汁

豌豆黄

舌の上の北京 舌の上の北京

054 055



六必居（リュウビジュイ）の漬物

　前門（チェンメン）に出かけるのは六必居の漬物

を買うためという北京っ子、外国人が多い。創業は

明代の嘉靖 9 年（1530）という。決まった産地、決

まった農家から材料を仕入れ、北京の家庭に欠か

せないだけではなく、国家級の宴席にも必ず用意さ

れている。

　前門大街の西、大栅欄（ダーシラン）街に六必居の

店がある。主な製品は甘味噌八宝ウリ（甜酱八宝瓜 ）、

甘味噌黒野菜（甜酱黒菜）、甘味噌八宝菜（甜酱八宝菜）、

甘味噌甘露、甘味噌ショウガモヤシ（甜酱姜芽）など

がある。「六必居」の名の由来は「柴、米、油、塩、味噌、

酢」という生活の「六必」からきているという。

舌の上の北京 舌の上の北京

六必居
（リュウビジュイ）の漬物

057056



爆肚（バオドゥ。北京風〝ホルモン〟）

　爆肚は牛や羊の胃を熱湯にさっと通し、ごまだれや酢、豆板醤、コリアン

ダー、ネギなど調味料で食べる。日本の〝ホルモン焼き〟ではミノ、センマイ、

ハチノスなどとしてお馴染みの部位。北京風味のムスリム料理として清嘉

靖年間（1735—1795）の記載がある。

　よく知られた店は天橋の「爆肚石」門框胡同の「爆肚楊」、さらに「爆肚馮」

「爆肚満」などがある。

艾窝窝（アイウォウォ）

　もち米で作ったイスラム教の軽食。純白で光沢があり、日本の月見団子のよう

にまるく甘い。北京人だけでなく、外国人もこの有名なイスラム軽食を好んで食

べる。昔は旧暦の春節前後に店頭に姿を表のが習わしだったが、夏が過ぎ、初秋

まで売られるようになり、春と秋の食品かと思ったら、近年は一年中お目にかかれ

るようになった。歴史が古く、オールド北京のイスラム風味、やはり春節になくて

はならない定番の味だ。

舌の上の北京 舌の上の北京

爆肚

艾窝窝（アイウォウォ）

058 059



炒肝儿（チァオガル）

　北京の伝統的な「モツ煮込み」。清朝末、前門外の「会仙居」の目玉料理「白水雑砕（モ

ツ、ホルモンの水炊き）」から改良された。炒肝儿といっても、レバーは３分の１ほど

で主菜は豚の腸。心臓や肺は材料から外された。作り方は、炭酸ソーダと塩で豚の

腸を揉み洗いし、水と酢で煮こむ。煮立ったら弱火にし、腸が火が通り柔らかなった

ら、5 センチぐらいの長さに切る。豚レバーは洗ってから斜めに切る。

鹵煮火焼（ルーチュフオシャオ）

　鹵煮は、鹵汁（ルージー）と呼ばれている長年継ぎ足しの〝秘伝〟のタレ

の煮込み料理。北京城南の南横街から発祥したという。元は豚のバラ肉を

用いた宮廷料理だったが、光緒年間（1875—1908）、豚肉が高騰したため

豚の頭の肉と内臓が代用品となり、ある料理の名手によって北京の庶民の

間に広がった。その中身は、食感が日本のチクワブに似た「火焼」と呼ばれ

るパン、一種の揚げ出し豆腐、豚の小腸・肺など。これに鹵汁、蒜汁（スア

ンジー。ガーリックソース）、豆板醤、香菜などを加えて煮込み、モツ好きに

は堪えられない味を出す。

舌の上の北京 舌の上の北京

炒肝儿（チァオガル）

卤煮火烧

060 061







交通 交通

航空
　北京首都国際空港は世界でも最大規模の空港の一つで北京市の中心部か

ら約 20 キロ、北京市順義区（朝陽区の行政下）に位置している。アジアで最

大の国際空港で、アメリカのアトランタに次いで世界の第二位。国内線、国

際線共にここから離発着している。北京首都国際空港はまた、中国国際航空

（AirChina）の拠点空港となっている。北京市内とはハイウエーで結ばれ、

所要時間は渋滞がなければ 40 分。地下鉄の空港専用線が開通し、市内の東

直門から北京首都国際空港 T2 ゲートまで 15 分で到着する。

URL

https://www.bcia.com.cn

https://www.bdia.com.cn

北京首都国際空港
　北京首都国際空港は「首都空港」と略称し、北京順義区に位置し、中国で

最も繁多な国際空港。中国の空の玄関口と対外交流の重要な窓口となって

いる。

住所：北京市順義区空港西路

北京大興国際空港
　北京大興国際空港（Beijing Daxing International Airport）は北京市大興区と河北省

廊坊市広陽区の間にあって、総合的な交通網の枢要な位置を占めている。

　北京大興国際空港のターミナルは鳳凰のように翼を伸ばし、五本の指を広げていた

デザインになっている。ターミナルには 82 個の搭乗口があり、旅客は空港ビルの中心か

らどの登場口にも 8 分とかからずにいける。

クリップボード

外国籍の顧客でパスポートを紛失したりビザの延長

を申請する場合は、公安局出入国管理所に申請して

発行証明書の公印を押してもらえば、イミグレーシ

ョンに入ることができる。

北京大興国際空港

URL

066 067





バス
　北京の路面バスが多く、市内と郊外をつなぎ、夜間バス、

観光バス、専用路線バスがある。北京のメイン道路ではバス

専用路線があり、道が混んでいる際にタクシーより速い。市

内の路線バスは 10 キロ以内 2 元、10 キロを超える場合は 5

キロごとに 1 元を上がる。また、北京市郊外の観光スポット

に行く場合は、例えば八達嶺、慕田峪まで行くと、専用の観

光バスに乗れば着ける。値段はお手頃で 10 元～何十元まで。

バス情報は下記のリンクにご参考ください。

北京駅
　北京駅は天安門から 2.5 キロ東、中国鉄道の特等駅で北京市内東便門西側

に位置している。主に京山（北京—山海関）、京秦（北京—秦皇島）、京滬（北京—

上海）、京承（北京—承徳）、京原（北京—山西省原平市）、京包（北京—包頭）

線のほか、平壌、ウランバートル、モスクワへ向かう国際列車がある。

住所：北京市東城区毛家湾胡同甲 13 号、

北京西駅
　北京西駅は西三環蓮花池東側に位置し、1996 年に完成。ここから発車する

列車は華南、西南、西北エリアの主要都市。

住所：北京市豊台区蓮花池東路

北京南駅
　北京南駅は北京で最も現代装備の駅。京津区間鉄道、京滬高鉄の始発駅と

終点駅。

住所：北京市豊台区永定門外大街

交通 市内交通

北京南駅

北京バス

URL

http://www.bjbus.com/home/index.php

070 071



北京タクシー

北京快速鉄道

市内交通 市内交通

タクシー
　北京市タクシーの基本料金は 3 キロ以内 13 元、3 キロを超えると 1 キロごとに 2.3

元を加算し、別途ガソリン代 1 元（23 時～翌日 5 時まで、3 キロ以降は 20％増の 1 キ

ロごと 2.76 元。）

　渋滞や信号待ちの場合、朝晩 5 分ごとに 2 キロの「時間距離併用制運賃」が加算さ

れ、ほかの時間帯はプラス 1 キロ分。（7 時～ 9 時、17 時～ 19 時を除く）。

　回送チャージは 15 キロを超える場合、1 キロごとにプラス 50％を徴収。

地下鉄
　北京の地下鉄が多く、20 線、数百の駅がある。北京市の全域を網羅し、

通州、房山、石景山、昌平、順義などの郊外にも延長された。

　2014 年末から価格改正が行われ、6 キロ以内で 3 元、6 ～ 12 キロ以内で

4 元、12 ～ 22 キロ以内で 5 元、22 ～ 32 キロ以内で 6 元、32 キロ以上の

一部は 20 キロごとにプラス 1 元となる。

072 073









東城区 見逃せない理由

故宮の望楼

見逃せない理由
　東城区は北京の観光エリアがめじろおし。国

家級文物保護遺跡の数は全市の 37％を占め、

市級文物保護遺跡が 60 ヵ所ある。有名な観光

地は故宮、雍和宫、国子監、太廟、孔廟、古観象台、

北京大学の紅楼などがある。毛沢東、茅盾、老

舎ら有名人の旧居も東城区にある。中国の現代

演劇を代表する北京人民芸術劇院をはじめ商

務印書館、首都図書館など文化施設も東城区

に集中している。

　お薦めの観光スポット：天安門広場、故宮、

天壇、孔廟・国子監街、雍和宫、前門、明城遺

跡公園など。

080 081



お薦めコース お薦めコース

北京皇城文化の
３日間観光コース

コースの特色 :
六王朝の都、帝王の〝お膝元〟。すべての景物は皇室と関係が深い。帝王から庶

民まで慣れ親しんだ観光コース。北京特有の〝皇城文化〟皇城文化が身に伝わっ

てくる。

コース :
Day 1: 故宮博物館

Day 2: 雍和宮ー智化寺

Day 3: 南鑼鼓巷—恭王府

路線設計 :
Day 1:  午前中は故宮博物院を見学。故宮は明代と清代の皇居、世界最大の宮廷

建築、古代帝王豪奢と優雅がみごとに保存されている。.

Day 2:  午前、雍和宮へ。雍和宮は北京市内最大のチベット仏教の寺院で、清朝

の康熙年に建造され、すでに 300 年余りの歴史がある。廟宇建築の中軸

線が貫く中庭の布置結構は、南から北へ小さくなり、殿宇は逆に高くなる。

「本殿は壮大に、中庭は深く隠す」という構造になり、漢民族、満州族、

蒙古族、チベット民族の建築の特色が発揮されている。

               午後は智化寺（北京文博交流館）へ。智化寺は文化財、博物館、民間収蔵、

文化交流の発展、研究の促進を目的にした総合的な博物館。北京で最も

保存状態のよい明王朝の木造建築物で、瓦は黒いガラスを使い、荘重で

典雅、古朴な仏教芸術の精髄を伝えている。

Day 3:  午前、南鑼鼓巷へ。南鑼鼓巷は一度は行ってみたい歩行者天国の街。

オールド北京の風情に加えて、古今東西の文化の坩堝（るつぼ）が現代

的な活気を醸し出している。

午後は恭王府へ。位人臣を極めた権力者の王府にふさわしく、前半部

は贅を尽くした楼閣、後半部は幽深秀麗な伝統園林。最初の所有者・

和珅（わしん）は乾隆・嘉慶の二帝に仕えて不正な蓄財をなし、〝佞臣〟

として嘉慶帝から死を賜った。次の所有者・恭親王は道光帝の第 6 子、

兄は咸豊帝、そして清朝最後の皇帝溥儀の実の父。清朝末期、斜陽に

照らされた宮廷絵巻を見る思いがする。

二環路にある雍和宮

082 083



観光スポット 観光スポット

天安門広場
　天安門は明朝永楽 15 年（1417 年）に建造された。原名は承天門で、「天啓を承（う）

け 天命を奉じる」意。天安門は 3 層の屋根を持つ木造の門。かつては数度の火災

から修復され、清朝順治 8 年（1651）に再度再建された。間口 9 楹（えい。9 室の

広さ）、奥行き 5 楹、皇帝の別称である「九五之尊（きゅうごのそん）」を表徴している。

清朝の統治者は「安」と「和」の国家戦略を重んじたところから、承天門は「天安門」

と改名された。旧時、統治者が詔書を下して国家行事を行う場所だったが、1919

年 5 月 4 日、反帝国主義と抗日を旗印にした「五四運動」がここで発声、1949 年

10 月 1 日の午後、毛沢東国家主席がここで全世界に向け、「中華人民共和国、中

央人民政府が成立した」と宣言、1988 年の元旦、天安門は正式に一般公開された。

天安門の夜景

外金水橋
　天安門の前には 7 座の漢白玉（白色の大

理石）の橋がかかり、「外金水橋」と呼ばれ

ている。中央の橋は「御路橋」と呼び、帝王

と皇后が専用とした。現代は国旗掲揚の儀

仗隊が毎日威儀を正してこの橋を行進する

ようになった。この橋は西隣に中山公園（社

稷壇）、東隣に労働人民文化宮（太廟）をつ

ないでいる。

084 085



華表
　天安門城楼の真ん前と天安門広場の南に、トーテムポールに似た２対の石

柱が立ち、「華表」と呼ばれている。明永楽年間（1403—1424）に漢白玉で作

られ、石柱には空を行く雲龍紋が彫られ、柱上で蹲踞する犬のような神獣は「望

天犼（ぼうてんこう）」呼ばれ、人を食べるという。天安門南面で南を向く神獣

は皇帝の帰還を待ち、天安門北面で北を向く神獣は皇帝の出発を待ち、「皇

帝の意を民に告げ、民情を皇帝に伝える」とも伝えられる。

観光スポット 観光スポット

華表

毛沢東記念堂

毛主席記念堂

　天安門広場の人民英雄記念碑の南側に毛主席記念堂がある。1977 年 5 月に完成し、

5.7 万平米を占め、建築面積で 2.8 万平米の記念堂が建てられた。一般公開されている

展示館は北ホールで、真ん中には毛沢東の座像で高さ 3.45 メートル。漢白玉で作られ、

後ろに「祖国大地」の刺繡画が描かれている。瞻仰（せんぎょう）庁には水晶の棺が置か

れ、毛沢東の遺体が安置されている。革命業績記念堂には毛沢東、周恩来、劉少奇、朱徳、

鄧小平、陳雲らの業績が顕彰され、２階の映画ホールでは記録映画「偲ぶ」が上映される。

南ホールには毛沢東の自筆原稿「満江紅・郭沫若同志に寄す」の手蹟が見られる。北門

外と南門外の東西両側には幅 15 メートル、高さ 3.5 メートル、労働者・農民・兵士の群

像が設置されている。

086 087



人民英雄記念碑
　人民英雄記念碑は天安門広場のセンター地域にある。1949 年

9 月 30 日、中国人民政治協商第 1 回会議が行われ、人民解放

戦争と人民革命で犠牲になった英雄たちを記念するために、首

都の北京で人民英雄記念碑を建てることが決定された。1958 年

4 月 22 日に完工、同年 5 月 1 日に公開された。正方形で面積

3000 平米、記念碑本体と須弥座、台座とに分かれ、合計の高さ

は 37.94 メートル。台座は 2 段に分かれ、四囲を階段と漢白玉の

欄干がめぐらされ、下段４面の漢白玉に 8 幅の大型のレリーフが

嵌めこまれている。アヘン戦争の発端となった林則徐のアヘン焼

き払い（広州虎門鎮）、金田蜂起（洪秀全に率いられた太平天国

が広西省桂平県金田村で行った武装蜂起）、武昌蜂起（1911 年

10 月 10 日、武昌で起きた兵士たちの反乱。辛亥革命の幕開けと

なった）、五四運動（1919 年 5 月 4 日、パリ講和会議のベルサイ

ユ条約に反撥して天安門広場で起きた抗日・反帝国主義を掲げる

学生・大衆運動）、南昌蜂起（1927 年 8 月 1 日に中国共産党が

江西省南昌で起こした武装蜂起）、抗日ゲリラ戦争、渡江戦争（人

民解放軍によって開始された長江の渡河作戦。国民党政府の首

都・南京を占領）などを題材に、人民解放軍と前線への支援を主

題とし、新生中国百年間に渡る激動の歴史を生き生きと描いてい

人民英雄記念碑

観光スポット 観光スポット

る。記念碑の正面（北側）には毛沢東主席揮毫の「人民英雄は永遠に不滅」の

金文字が刻されている。その両側に五つ星、松柏と旗を組み合わせた花輪が浮

き彫りにされ、人民英雄不滅の精神を表徴している。17000 個の大理石と漢白

玉で作られ、厳粛な中に壮観を呈している。

088 089



中国国家博物館

　中国国家博物館は中国歴史博物館と中国革命博物館の

基礎の上に建設された。歴史と芸術を主体として、中国の歴

史と文化歴史を網羅した総合的な博物館。文物の収集、考

古学の研究、収蔵、研究、展示を一元化して、62 万件の収蔵

品を誇る中国トップの博物館。常設展示と特別展示がある。

　収蔵品の中には、現存する青銅器としては世界で最も重い

青銅器「司母戊大方鼎（こうぼぼてい）」、最も美しいとされる「四

羊方尊」。「尊」は祭祀用の酒器で、4 面にそれぞれ大きな角

のある山羊の立体像が突出している。唐三彩の傑作「騎駝

楽舞俑」はラクダの背で歌い、踊り、奏でると４人の

人物が活写されている。「金缕玉衣」は翡翠の玉衣

を全身にまとった被葬者が世界的な話題になった。

このほか、四川省の三星堆遺跡から出土した青銅製

の巨大な仮面、内蒙古自治区の紅山文化遺跡から出

土した新石器時代の翡翠竜、河南信陽の編鐘（へん

しょう。古代中国の打楽器群）、陝西西安李静訓墓

の「白瓷鳥首壺」、河北省景県封氏墓の「青瓷蓮花尊」

など、枚挙にいとまがない。宝の山に分け入る高揚感

を味わってみた。

中国国家博物館 中国国家博物館に収蔵される文物

URL

http://www.chnmuseum.cn/

観光スポット 観光スポット

090 091



故宮博物館
　北京故宮、いにしえの紫禁城。北京

中軸線の中心に位置し、明、清 24 代の

帝王と皇家の夢を結んだ宮殿。中国古

代漢族宮廷建築の精華。比類のない傑

作。世界で現存する最大規模、最もよ

く保存された木造古代建築の一つ。太

和殿、中和殿、保和殿の三大宮殿を中

心に、大小 70 余座の宮殿楼閣、部屋数

９千余室。

　1406 年に造営が始まり、高さ 12 ｍ、長さ 3400 ｍの城壁、幅 52 ｍ

の護城河に囲まれた不抜の堡塁。森厳な九重（きゅうちょう）の天、木造

宮殿の布置結構は禁色（きんじき）の黄色い瑠璃瓦、青白の礎石、金碧

輝煌（きんぺききこう）の彩画。

故宮の雪景色

故宮太廟の竜紋石柱

観光スポット 観光スポット

URL

https://www.dpm.org.cn/Home.html

URL

https://www.dpm.org.cn/Home.html.

092 093



天壇
　天壇は北京城の南端に位置し、明清時代の皇帝が天地

の神を祀り、五穀豊作を祈った廟壇。天壇は圜丘（えんき

ゅう）と祈谷の二壇を含め、塀は外と内の２層に分かれ、

「回」の字を呈している。北の囲いは弧円、南の囲いは

東西の壁が直角に接している。この「南方北円」の形は、

通称「天地の境」、古代の「天円地方（天は円く、地は方形）」

の思想を表徴している。外壇の囲いは東、南、北３面に門

がなく、西側だけに圜丘壇門と祈谷壇門（天壇門）が設け

られている。内壇の四周には東、南、西、北４座の天門が

設けられ、内壇の祭壇と斎宮（さいぐう）の間には東西に

仕切る壁があり、南は圜丘壇、北は祈谷檀となっている。

URL

http://www.tiantanpark.com/

天壇の藻井（宮殿などの装飾を施した天井板）

天壇祈念殿

観光スポット 観光スポット

095094



SCENIC AREAS

孔子廟／国子監
　孔子廟には三つの院落（中庭）がある。中軸線上の建

物は順次、先師門、大成門、大成殿、崇聖祠と続く。前

院（前庭）の東には東碑亭、神厨、省牲亭、井亭がある。

西には碑亭、致斎所があり、持敬門から国子監へと通じ

ている。西側に元、明、清三代の進士題名碑が 198 座

が並び、51624 名の進士合格者の氏名、出身地、席次

などが刻まれて、古代中国の科挙制度を研究する貴重な

実物資料となっている。大成門外には乾隆帝の石鼓とこ

れに関係した石碑が立っている。中院東西の棟には高名

な先賢先儒が祀られ、西の建物には董仲舒や諸葛亮の

名が見え、さらに 13 座の御碑亭がある。後院（奥庭）

の崇聖祠は独立した中庭であり、北京孔子廟の古建

築群を形成している。

　北京国子監は元大徳 10 年（1306）に造営が始まり、

元、明、清３代にわたって国家が教育を管理する最高

行政機関であり、国立の最高学府。国子監前の通り

には槐（えんじゅ）並木が続き、大通りの東西両端と

国子監正門両側に牌楼があり、北京でわずか４基を

残すのみとなっている。

URL
http://www.chinakongmiao.org/

国子監

北京孔廟

観光スポット 観光スポット

097096



雍和宮（ようわきゅう）

　清代の康熙 33 年（1694）に建てられ、北京で最大規模、最も

よく保存されたチベット仏教黄教寺。同年、康熙帝はここで王府（皇

族の邸宅）を建て、第４子の親王胤禛（いんしん）に授け、雍新王

府と呼ばれた。胤禛は皇位を継ぐと、ここを「潜竜邸」と呼んだ。

雍正 3 年（1725）、ここを離宮に改めて雍和宮と称し、その半分を

チベット仏教黄教上院に下賜した。雍正 13 年（1735 年）雍正が

崩御して乾隆帝が帝位を継承、雍正帝の柩が雍和宮永祐殿に置

かれると、雍和宮の主要な殿宇の瑠璃瓦は緑から皇帝の色である

黄色に変えられた。そして、乾隆帝を含め、二代の帝王はここで誕

生したので、雍和宮は「潜竜福地」とも呼ばれるようになった。雍

和宮が紫禁城と同一の格式を与えられ、黄色い瑠璃瓦、赤い墻壁

を持つのはこの経緯による。

　清乾隆９年（1744）、雍和宮はチベット仏教寺院に改修され、モ

ンゴルから 500 名のラマ僧侶が招かれ、全国で最高の格式を持

つ仏教寺院となった。すべての寺廟は北座して南面し、南から北

へ順次、牌楼院、天王殿、雍和宮殿、永祐殿、法輪殿、万福閣と続く。

雍和宮

観光スポット 観光スポット

098 099



竜潭（りゅうたん）公園

　竜潭公園は碧波緑樹の水景を主体にした庭園。亭台楼閣、湖岸へ続く石

段、楊柳や槐（エンジュ）が風情を添える。水が竜を招き、竜が水を呼ぶ。

この公園にはいつからか竜が棲みつき、竜潭が深い淵をなし、竜が碑林と

なり（甲骨文から現代の書体に至るまで名書家の手になる「龍」の字の石

碑が 229 基）、竜門、竜吟閣、竜橋、竜亭が依山傍水（いざんぼうすい）の

点景となり、柏も棗（なつめ）も槐も竜の異形をなして湖畔に蟠（わだかま）

る。北方庭園の豪放、大胆さに加え現代の造園技術が一体となって中国人

の「竜文化」を形にした新型の都市庭園。

中山公園

　北京中山公園は天安門の西側にあり、故宮とは一墻壁の隔たりで隣接している。明清

両代、中山公園は社稷壇で、天安門東側の太廟（現労働人民文化宮）とは「左祖右社」

と呼ばれる祖先共同体の礼式構造だった。「祖」は祖廟（太廟）を指し、「社」は社稷壇

を指す（北を背に南面すると左側が東、右側は西となる）。

　元々中山公園は中央公園と呼ばれ、北京市初めての公園。絶好の地理的条件に恵ま

れて、市民各層、各社会団体の集まる場所として賑わった。1925 年に孫中山（孫文）の

遺体が一時ここに安置されたことにちなみ、中山公園と呼ばれるようになった。以後、園

内に四阿（あずまや）、松柏交翠亭、格言亭、温室などが設けられ、1949 年の新中国成

立以後は新しく遊園地の愉園やレストランの来今雨軒などがオープンしている。

観光スポット 観光スポット

中山公園

URL

http://www.zhongshan-park.cn/.
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お薦めコース お薦めコース

什刹海日帰りコース
特色 :
　什刹海（シーチャーハイ）観光エリアは中国で最も瀟洒で都会的、オールド北京

と現代の最先端が出会う場所でもある。人力車に乗って胡同を探索したり、什刹海

（前海、後海、西海）３海の舟遊びも楽しい。

コース :
Day 1: 恭王府ー什刹海

路線設計 :
Day 1:  午前中、恭王府参観。皇室御苑には見どころがいくつも隠されている。その

一は「独楽峰」。正面から見ると魚。魚の発音（ユイ）は「余（ユイ）」に通じ、「年

年有余（余慶あり」という縁起のよい意味になる。後ろから見ると「送子観音

（子宝祈願の観音）」に見える。その二は、入園後すぐに目に入る池は「蝙蝠（コ

ウモリ）池」と呼ばれ、池の形が蝙蝠に似ている。蝙蝠の「蝠」の字が中国

では「福」と同音であるところから、慶事、幸運のしるしとされ、2 匹の蝙蝠

は幸運を招き、5 匹の蝙蝠は功名・福寿・結婚・金運・健康運を上昇させる

といわれている。池の周囲の楡（ニレ）木は秋になると金色の葉を惜しげも

なく池に降らせる。その三は、軒と長廊に 9999 匹の目と鼻がある蝙蝠が彫

刻されて「多福」を表し、園内の「福」碑を加えると「万福」になる。その四は、

不正な蓄財で失脚した和珅（わしん）の「蔵宝楼」。上下階で 45 室あり、窓

に彫刻された図案によって中の収蔵品がそれぞれ異なっている。贅をこらし

た庭園の風景は撮影愛好家には見逃せない。

　　　午後は什刹海。ここには３王朝の歴史文化が濃厚に蓄積し、北京市内で屈

指の観光スポット。銀錠（ぎんじょう）橋周辺の胡同、四合院は北京人のルーツで

もある。早朝、胡同を歩くと、市井の濃厚な生活感覚が伝わってくる。川沿いでジョ

ギングをしている人、太極拳をしている人、芝居の名場面、名調子の発声練習をし

ている人がいる。朝食の屋台も覗いてみよう。油餅（ヨウビン。ネギの細片を具と

して巻き込んで焼いた餅＝ビン）、油条（ヨウティアオ。揚げパン）、煎餅（ジエンビン。

クレープ状に焼いた餅＝ビン）、炒肝児（チャオガル。肝の炒めもの）など。口福を

大いに味わわせてくれるに違いない。

恭王府
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人民大会堂
　1959 年に建てられた人民大会堂は中国全国人民代表大会

などの議場として用いられる。黄、緑色の瑠璃瓦の屋根に高大

な円柱が連なり、40 メートルを超える建築はまさに荘厳にして

絢爛。建築面積計 17.18 万平米は故宮を凌ぐ。天安門広場に面

人民大会堂

し、入り口上部には中国の国章が嵌めこまれている。正面には

高さ 25 メートル、12 本の灰色の大理石の門柱がそびえ、来場

者を迎えるのが典雅な中央ホール。続いて幅 76 メートル、奥行

が 60 メートルの万人大会堂。北ウイングに 5000 席を有する

宴会場、南ウイングに全国人民代表大会常務委員会本館ビル。

大会堂内には全国省、市、自治区の名前が掲げられた 33 室の

執務室も用意され、各地の風土色豊かなインテリアが施されて

いる。大会堂は常時、外国の使節や賓客を迎えて盛大なレセプ

ションが行われている。

観光スポット 観光スポット
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恭王府
　恭王府は清代の乾隆年間（1735—1795）に造営され、清代丞相の和珅（わしん）、固

倫公主（こりんこうしゅ。父が皇帝、母が皇后の王女に与えられる称号）の和孝、慶王の

永璘（えいりん）、恭親王の奕訢（えききん）ら数代の皇族がここで王爵を授与された。

王府の東に後海、西に柳蔭街、南に平安大街、湖に臨んで流水の妙、由緒正しい御苑の

風雅、庭園美の粋を集めて、王府の贅を尽くしている。北に座して南面し、什刹海（シー

チャーハイ）の真珠と讃えられた。中でも王府最深部の後罩楼、花園入り口の西洋門、

大戯楼（京劇や昆劇を上演する舞台）、福字碑（前項参照）は〝三絶一宝〟と呼ばれている。

　230 年以上の歴史を経た恭王府は、栄華を極めた清王朝の衰退、滅亡に至るまでの

縮図。1852 年恭親王奕訢（えききん）が王府に入り、1912 年奕訢の孫・小恭王溥偉（ふ

い）が家財を売りに出すまで 60 年間、皇室と王府の歴史が静かな眠りについている。

恭王府

什刹海

什刹海公園

観光スポット 観光スポット

　什刹海（シーチャーハイ）の周辺に古刹が十座あるので、十刹（什刹）の

名が与えられた。元の時代は海のように広大な水域を持つところから「海

子（ハイズ）」と呼ばれたが、明代初期から縮小を続け、水面がつながって

はいるものの西海、後海、前海という「三海（湖）」に分かれた。中国中央

政府が置かれている中南海の水域ともつながり、今は北京景勝地の一つ

になっている。

　什刹海は、遼、金の時代から皇室庭園の歴史を伝え、北京市の歴史文

化保護区となっている。北京城内で面積最大、市内で湖のある開放的な

公園、最もよく保存された歴史的街並みということで、市民や観光客に親

しまれている。
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北海公園
　北海公園は、北京市中心部に位置し、中海、南海と合わせて三海と呼ばれて

いる。北海公園は中国古代皇室の庭園で、公園は北海を中心とし、面積は約 71

ヘクタール。元々は遼、金、元に造られた離宮で、明、清は帝王の御苑になり、中

国で現存する最古の皇室庭園。1925 年に公園として開放され、最も長く保存さ

れている皇室花園でもある。

　北海公園の景観を優雅に、そしてファンタジックに特徴づけているのは水辺の

亭台（あずまや）と曲折する回廊。中国重要文化財保護遺跡と国家 4 クラスの風

致地区観光地に指定されている。北海の中央に浮かんでいる島は瓊華島（けいか

とう）、その中央に建てられているチベット仏教様式の白塔は 1651 年に建てられ、

高さ 67 メートル、白亜のドームが広い水面と緑の松柏に映えている。清朝の乾隆

帝が題した「燕京八景」の中の「瓊島春陰碑石」、「築山」、「隧洞」、「九竜壁」

などがよく知られている。

北京動物園
　北京動物園は 1906 年から 100 年以上の歴史を有している。園内には小川と湖沼、築

山、遊歩道、緑の茂み、季節の花々、そして動物たちの遊び場、子どもたちの遊園地、レ

ストランやコーヒーショップもある。

　北京動物園では各種動物の専用ブースを設けている。サイ館、カバ館、ライオン・虎館、

熊の山、鹿の苑、象の家、カモシカ館、キリン館、パンダ館、海獣館、ゴリラ館、鳥類館、

小動物園など。人気を集めているのは中国の特産の貴重な動物のパンダ、キンシコウ、

東北虎など、また世界各地からやってきたアフリカチンパンジー、オーストラリアのカン

ガルー、パンサー、メキシコの海牛、無毛犬、ヨーロッパの野牛なども飼育されている。

両生動物館は 2 階に分け、展示ボックスは 90 個近く、100 種類の爬虫類が飼われて

いる。そして、世界最大の鰐ーーイリエワニ（湾鰐。クロコダイル）も見られる。

北海公園 北京動物園の白鳥

URL

http://www.beihaipark.com.cn/

観光スポット 観光スポット

URL

http://www.beijingzoo.com/

北京動物園
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景山公園
　故宮の真北に位置する景山は遼、金時期に造営され、すでに約千年の歴史を持ってい

る。景山は最もよく保存された皇家御苑の一つで、かつては紫禁城の重要な構成部分に

なっていたが、民国の 1928 年に公園化された。敷地面積は約 23 万平米、遼代の山、金

代の塀や宮門はまだ保留され、元、明、清の三代の古い建築群も完全に保存されている。

景山に上って見下ろすと、古都の風貌がはっきりと見渡すことができる。春には牡丹展、

夏には蓮展、秋には菊展があり、冬は松柏の緑が目を慰めてくれる。

景山公園

白塔寺

白塔寺
　妙応寺の白塔は元朝至元 8 年（1271）に建てられ、元朝の始祖であるクビライ

（忽必烈）が自ら場所の選定を行い、ネパールの工芸家が設計し、建設したとい

う。塔は石とレンガ—で作られ、高さは 50.9 メートル、基座、塔身、塔刹（とうさつ）

に分かれている。基座は 3 層の須弥座で、塔身はドーム（覆鉢）式、最上部の塔

刹は 13 重の相輪（仏教では最高ランク）が直径 9.7 メートル、高さ 2 メートルの

銅の華蓋と刹頂の小仏塔を支えている。華蓋はその周りに「仏」の文字と仏を象（か

たど）った風鐸（ふうたく。風鈴）を吊し、刹頂の小仏塔は銅に金メッキが施され

ている。覆鉢式塔はインドの「ストゥーパ」様式を模してしているが、 妙応寺の白

塔はチベット仏教の中でも独特とされている。白塔は 8 年かかって完成された。

寺域を定めるのに、クビライは「矢を東西南北の四方に射て、その届く限りをもっ

て境界とする」と命じた。こうして、 白塔を中心にして 16 万平米という広大な寺

域を持った寺は「大聖寿万安寺」と名づけられた。16 年後に雷で焼失され、白塔

だけが残された。明朝天順元年（1457）に再建されたとき、寺域はもはや 1.3 万

平米しかなく、「妙応寺」と改名されたが、北京人は「白塔寺」と呼んでいる。清朝

の乾隆皇帝は塔刹の中に白塔鎮護の宝物を置くこと命じたとされ、それが何か知

る人はなく、仏教界稀世の宝だと噂されている。

　白塔寺はほかの仏教寺院のように人里離れたところにあるのではなく、四合院

と胡同の密集地域に聳え、地元民からも親しまれている。

観光スポット 観光スポット

URL
http://www.bjjspark.com/index.jhtml
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首都博物館
　首都博物館は 1953 年、北京孔廟のあった場所に建築され、総合的な博

物館として1981年に一般公開された。新装なった首都博物館は北京市の西、

復興門外大街 16 号で 2006 年 5 月に正式開館した。首都博物館の立脚点

はその展覧構成にうかがわれる。基本陳列の上に、精品の陳列と臨時の陳

列を随時含める。博物館展陳の核心は、壮大華麗な北京の伝統文化と豊富

多彩なレガシー（遺産）を跡づけ、都城の発展史を描くことによって中国を

代表する文化芸術の殿堂を創建することにある。

首都博物館 陶然亭公園

月壇

陶然亭公園

　月壇は夕月壇とも呼ばれる。天壇、地壇、日壇、社稷壇を合わせ、北京「五壇」となる。

明朝嘉錆 9 年（1530）に建てられた。現在は市民大衆の公園となり、スポーツや趣味、娯楽、

親睦の場となっている。

　陶然亭公園は北京市南二環の陶然橋の西北側に位置し、古来「中国四大名亭」に数

えられていた陶然亭と現代の造園技術を融合させて 1952 年に新装なった都市庭園。陶

然亭の創建は清康煕 34 年（1695）、文人墨客が集い酒を酌み交わして詩を作る「燕京

名所」として名を馳せていた。陶然亭の湖島には元代に建てられた尼僧院の慈悲庵があり、

観音庵とも呼ばれ「陶然」と号し、新中国成立前の若い革命家たちの秘密の集会所とも

なった。陶然亭公園の〝亭文化〟はこの流れを汲み、新生陶然亭公園のコンセプトとなった。

観光スポット 観光スポット

http://www.bjjspark.com/index.jhtml

URL
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見逃せない理由
　海澱区は北京市内の有名な観光エリアの一つで、名

勝旧跡が多く、庭園風景もとてもきれいで、観光資源と

人文環境も良好だと言える。区内には文物スポット 700

か所以上があり、そのうち国家級文物保護遺跡が 10 か

所、市級文物保護遺跡が 25 か所がある。

観光スポット：頤和園、円明園、北京植物園、香山、中

央テレビタワーなど。

海澱区（かいでんく） 見逃せない理由

円明園
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お薦めコース お薦めコース

皇室庭園２日間コース
コースの特色 :
頤和園、円明園、玉淵潭はすべて金・元代から清朝に至るまで皇族の離宮、皇

家の御苑だった場所で、その建築スタイルは江南と華北双方の造園技術を融

合させ、西欧諸国の設計理念も吸収していた。北京観光の欠かせない選択肢。

コース :
Day 1: 頤和園

Day 2: 円明園ー玉淵潭公園

路線設計 :
Day 1:  頤和園は北京西北の郊外の海澱区に位置し、皇室庭園として最大規模、

最も保存の優れた名園の一つ。万寿山、昆明湖の山水美を基に「杭州の

西湖」を手本とし、江南の繊細優美な造園技術を吸収しながら建設され

た大型山水園林。

Day 2:  午前、頤和園から隣接する円明園へ。円明園は清康煕 48 年（1709 年）

に造営が始まり、雍正帝、乾隆帝に受け継がれて 150 年、円明園、長

春園、万春園を含めて「円明三園」が完成した。円明園は中国 3000 年

に渡る庭園美の粋を継承し、宮廷建築の雅致、江南の水郷庭園の婉

曲、さらにヨーロッパ宮殿建築の豪壮、王室庭園の風趣も吸収してい

る。その広大さ、精美を尽くした建築群、膨大な文化財によって「すべて

の造園芸術の手本」と「万園の園」と讃えられてきた。だが、1860 年、

第二次アヘン戦争の最中に英仏軍によって略奪、放火、徹底的な破壊

に遭い、円明園は廃墟となった。1988 年、北京市による円明園遺跡

公園の建設が始まった。わずかに残る山容水態、園林の布置結構、太

湖石の築山、彫刻の無残な残骸を見ることができる。観光のベストシ

ーズンは夏。なぜなら、円明園の蓮は今なお夏に咲き続けているから。                                                                                                               

午後は玉淵潭公園へ。ここは北京市大型公園の一つで、主に西の桜園、

北の引水湖エリア、南の中山島、東の留春園などから構成されている。玉

淵潭公園は毎年春に開催される「花見大会」のために世界でもよく知られ

ている。二千株余り桜が咲き誇る「桜の園」に、春風に桜の花びらは雪の

ように舞い、花見客も沸き立つ春の川のように流れ続けているから。

頤和園蘇州
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円明園旧跡公園
　円明園は北京の西側の郊外に位置し、頤和園と隣接している（前項参照）。

　円明園の命名は康熙帝による。「円明」は康熙帝の第４子・雍正帝の皇子時

代の仏号だった。雍正帝はこの２文字について、「円」は人徳が円満無欠で常人

を超え、「明」は政治的な明光普照、完美明智であると解釈を加えている。

観光スポット 観光スポット

植物園のチューリップ

円明園

北京植物園
　北京植物園は西山の麓に位置し、面積は 400 ヘクタール。植物資源の収集、

展示と保存を中心に、科学研究、普及、余暇活動、植物の保護、優れた新種の

開発を業務としている。北京植物園は植物展覧区、科学研究区、名勝旧跡区と

自然保護区から構成され、各種類の植物の数は 10000 種余り、計 150 万株を

数える。

　植物展覧区は植物鑑賞区、樹木園と温室区に分かれている

　日本人や欧米人は一口に「バラ」というが、中国では月季（ユエジー。庚申薔

薇）、玫瑰（メイグイ）と、薔薇（チアンウエイ）と呼び名が分かれる。すべてバラ

科バラ属の植物であるが種が違い、トゲ、葉、花のつけ方が違うという。迷って

いる人は月季園へどうぞ。このほか桃花園、牡丹園、芍薬園があり、花の悩みを

解決してくれる。月季園が中国最大級で、1000 種類を栽培している。桃花園は

世界中から収集している品種が最も多く、毎年春に開かれる「北京桃花祭り」は

数百万人の見物客を動員する。熱帯植物展が行われる温室は、北京 1900 年代

の十大建築の一つと評価されている。盆栽園は主に中国各流派の盆栽技術と

作品を展示している。

URL

http://www.yuanmingyuanpark.cn/

URL

http://www.beijingbg.com/indexnew.html

126 127



香山公園
　香山公園は北京の西郊に位置し、険しい地形に緑の森林が連なってい

る。敷地面積は 188 ヘクタール、山林の特色が手つかずに残された皇室

庭園。金の大定年間（1161—1189）に造営され、約 900 年の歴史を有し

ている。

　文物古跡が多く、亭台楼閣が星のように山林に分布している。「西山晴雪」

は燕京八代景区に数えられ、文人墨客の賞翫するところとなった。そし

て明清両代の建築様式を伝える碧雲寺があり、国内で唯一、金箔を施さ

れた木造の五百羅漢、また、乾隆帝がパンチェン・ラマ 6 世をもてなした

香山公園

チベット仏教寺院の行宮（あんぐう）「宗鏡大昭寺（ゾンジンジョカン寺院）」

などで知られている。

　香山公園は森林率が高く、古樹銘木の種類は 5800 を数え、北京市内の 4

分の 1 を占めている。特に香山の紅葉は世界に知られ、８科目、14 種類、計

14 万株があり、面積は 93 ヘクタールに及ぶ全山満目の紅葉は壮観の一語に

尽きる。

URL

http://www.xiangshanpark.com/cn/

観光スポット 観光スポット
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中央テレビ塔
　中国の国営放送・中国中央電視台（CCTV）

の空中展望台として北京のシンボル的存在

が中央テレビ塔。屋外からぐるり 360 度、鳥

の巣、故宮、国家大劇院、頤和園、中央テレ

ビの新社屋、オリンピック会場など、北京市

内を眼下に一望する。

　高さ 225 メートルに位置しているテレビ

文化ホールは、北京最高、国内唯一のテレ

ビ文化科学普及展示ホールで、中国テレビ

の発展の過去、現在と未来を訪ね、CCTV

の活動を知るまたとない場所。中国のテレ

ビ中継事業がスタートしたときの写真と実

物の資料、ドキュメントのビデオも見られ、

当時のディレクター、アナウンサー、リポー

ター数十人の手形や自筆のメモ、色紙なども

保存され、入場者を楽しませてくれる。また、

CCTV ニュースの模擬放送を眼前に体験で

き、ニュースキャスターやコメンテーターの

放映現場を臨場感たっぷりに味わうことが

できる。

http://www.zizhuyuangongyuan.com/

紫竹院公園

中央テレビタワー

紫竹院公園
　北京の西北近郊にある紫竹院公園は 1953 年に造営が始まり、園内の北西

部には明清時の「仏陰紫竹院」があるところから、紫竹院公園と呼ばれている。

公園の総面積は 47.35 ヘクタール。かつては北京の重要な水源の一つで、水

域はその 3 分の 1 を占めている。竹林を中心として、生い茂る竹が木陰を作る

自然公園。

　「江南竹韻」は竹と石が織りなす庭園が静寂の雰囲気をかもし出し、「友

賢山館」では竹の各種、竹の工芸品を見学できる。江南風情がただよう公園

には竹のあずまや、竹の椅子、竹のテーブル、竹の建物、トン族の竹籠もある。

観光スポット 観光スポット

URL
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玉淵潭公園

　玉淵潭公園は海澱区に位置し、東門は釣魚台（ちょうぎょだい）国賓館と隣接

する宮廷庭園。釣魚台と聞けば、金・元代の皇帝や清の乾隆帝も花や釣りを楽し

んだという故事を思い起こさせる。公園の北西部は西三環に面し、西三環中路方

面には中央テレビタワーが見え、南ゲートは中華世紀壇に面し、北ゲートは海軍

総病院に続く。

　1989 年から造営が始まった玉淵潭公園は総面積は 137 ヘクタール。水辺には

メタセコイア（和名アケボノスギ）や竹林が生い茂り、幽玄な雰囲気の中、小道が

通じている。ここはまた、桜の名所としても知られ、開花の時期は桜並木は一面の

花の波、「園中園」の光景を作り出し、四季折々の楽しみを与えてくれる。

玉淵潭公園

鳳凰嶺自然風景公園

鳳凰嶺自然風景公園
　北京鳳凰嶺自然風景公園は海澱区の北西部に位置し、天安門広場から直線距

離で 51 キロ、総面積 10.62 平方キロメートル。北京郊外なのに、奇岩怪石の峰と

深い樹海、深山幽谷の趣きがある。自然が人類に与えた〝この世の浄土〟、〝北京

の酸素発生装置〟といわれている。

　鳳凰陵には北線、南線、中線の 3 つの観光ルートがあり、龍泉寺、北魏王朝の

石仏、黄浦寺、上杭寺、宮峰光、クジラの背など 40 以上の景勝地があり、春には

ピックニック、野遊び、夏には避暑、秋には紅葉と桃、アンズ、リンゴの果物狩り、

冬には雪を鑑賞……北京近郊の得難い観光スポット。

URL

http://www.yytpark.com/

観光スポット 観光スポット
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鳥の巣の花火

見逃せない理由 朝陽区

見逃せない理由
　朝陽区は北京の平原地区に位置し、経済の先進地区で北京

の都市機能が集中した「中心業務地区（CBD: central business 

district）」として知られている。北京で禁煙が最も早く進んで区

域でもある。

観光スポット：オリンピック公園、鳥の巣、ウォーターキューブ、中

国科学技術館、朝陽公園、798 芸術区（旧工場、空き倉庫などで

活動する芸術家村）など。
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お薦めコース

北京ハッピーバレー
（歓楽谷）日帰りコース

コースの特色 :
北京ハッピーバレー（歓楽谷）は北京の〝エンタメ王国〟で、時代を先取りした

動感に満ちている。ここは海・陸・空の遊びが若者や家族連れを虜にし、朝晩

で異なった体験ができる。

コース :
Day 1: 北京ハッピーバレー

路線設計 :
Day 1:  午前、ハッピーバレーへ。そこは国際化、現代化を集めるテーマパーク。

朝陽区東四環四方橋の東南角に位置し、敷地面積は約 56 万平米。北

京歓楽谷は世界のテーマパークからコンセプトを選りすぐり、50 余りテ

ーマ・プロジェクト、10 余りのパフォーマンス・舞台公演、30 余りのテ

ーマ娯楽施設、20 余りのゲーム施設、ショッピング商店など趣向を凝

らし、ファンタジックな世界を作り出している。30 万あまり平方メートル

の緑化面積、8万平方メートルの湖面積は良好な生態環境を作り上げた。

夜にはきれいな夜景と大型ショーも見逃さないでください。

観光スポット

オリンピック公園
　オリンピック公園は北京市朝陽区に位置し、もとは国家オリン

ピックスポーツセンター（1990 年アジア運動大会のメイン会場）

を含み、2008 年北京オリンピックとパラリンピック開催のために

整備された森林公園。

　2008 年北京オリンピック時に鳥の巣、ウォーターキューブ、国

家体育館、国家会議センター、フェンシング館、オリンピック中心

体育館、英東水泳館、オリンピックアーチェリー館、オリンピック

テニス場、オリンピックホッケー館などの 10 ヵ所の競技場がある。

このほか、MPC（オリンピックメインニュースセンター）、IBC（国

際ニュースセンター）、オリンピックレセプションセンター、オリン

ピック村など付帯施設の〝後利用〟として、市民活動をサポートし、

体育行事、イベントや催事、会議センター、科学教育センター、レ

ジャー、ショッピングなどの推進に役立てようと、センター的な役

割を果たしている。

北京ハッピーバレーの夜景
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鳥の巣
　北京国家体育館の「鳥の巣」は形と構造が鳥の巣のように見えることで命

名された。ハイテク技術だけでなく「環境にやさしく」のコンセプトがタイム

ズ社に評価され、2007 年「世界十大建築奇跡」に選ばれた。鳥の巣は北京

オリンピック公園中心部の南側に位置し、2008 年北京オリンピック大会の

メイン競技場としてオリンピック・パラリンピックの開会式と閉幕式、陸上競

技とサッカー試合がここで行われた。オリンピック後は重要な国際・地域・

国内大会、スポーツ系の活動やエンターテイメントのイベント会場として使

用され続けている。観光客はここでオリンピック競技場をあらためて参観し、

オリンピックの名試合、名場面のリプレイやオリンピック・グッズのショッピ

ングを楽しんだり、有名選手たちの手形を見たり、鳥の巣の設備や構造や内

部装飾にあらためて目を凝らすのも面白い。例えば、ハチの巣のような吊り

下げられた灯籠や街灯など、簡素ながら人間的な温かみを失わず、観光客や

身障者への配慮が十分にうかがえるから。

観光スポット 観光スポット

ウォータキューブ

鳥の巣

ウォーターキューブ（水立方）

　ウォーターキューブ（水立方） は北京オリンピックのメイン水泳競技館。鳥の巣

と北京中軸線の両側に分かれている。ウォーターキューブはオリンピックのシンボ

ルでもあり、北京の新しいシンボルにもなっていた。オリンピック開催期間中に、ウ

ォーターキューブには水泳、飛び込み、シンクロナイズドスイミング、水球試合を行

った。オリンピック開催後、水泳、フィットネス、余暇活動を一体化した水上の楽園

となる。外観は水滴のようなブルー、内側はプールのブルーが光に映え、新鮮に目

に飛びこんでくる。技術面では、プール、観客席、ジャンプ台は国際的な先進技術が

生かされ、観客のために備えた飲用水にはサービス精神が現れている。鳥の巣とウ

ォーターキューブは中国古代の「天円地方（天は円く、大地は方形）」の思想も表し

ているようだ。

URL

http://www.water-cube.com/

URL

http://www.n-s.cn/
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北京ハッピーバレー（歓楽谷）

　北京ハッピーバレー（歓楽谷）は、文化をテーマにした新しい世

代の公園、世界の古代文明と理想郷、そして劇的パフォーマンス

とアミューズメント効果、この三つのコンセプトで見せようという

もの。

中国科学技術館

中国科学技術館
　中国科学技術館はもと北京北三環に建てられていたが、建国 60 周年の際にオリンピ

ック公園内に新館がオープンした。新館の外観は巨大な正方形で、ルービックキューブ

のようにも見えるが、実は中国の春秋戦国時代に発明されて数千年の歴史を持つ「魯班

の鎖」に想を得ているという。これは一種の積み木の組み立てパズルで、九つの異なっ

たピースを組み合わせて遊ぶ知育玩具。日本の箱根の寄木細工のように上下左右に位

置をずらしたりして形を完成させる。これには「マジック」「謎解き」「秘密探検」の楽し

みも含まれていて、子どもの冒険心と科学心を解き放とうというもの。館内には「科学の

楽園」、「華夏（中国人が自国を呼ぶ呼称）の光」、「探求と発見」、「科学と生活」、「挑

戦と未来」という５大テーマのエリアが設置されている。公共の立体展示と、ドームスク

リーン、巨大スクリーン、モーションムービー、4D（体感型）映画など〝特撮〟効果の映画

館もある。〝特撮〟は中国科学技術館の超〝目玉〟で、中でもドームスクリーンは丸天井

いっぱいに画面を映し出すだけでなく、劇場がプラネタリウムになる。座席を 30 度傾け

て観客を宇宙空間の中に浮遊させ、直径 30 メートルのドーム型スクリーンの中に包みこ

み、全身を揺さぶる音響効果で異次元の体験へと誘う。先進技術を駆使し、科学技術普

及の実戦活動を通して子供たちが科学を学び、科学に親しんでもらおうと児童科学楽

園も併置している。 中国科学技術館は、科学技術の展示によって社会発展の推進力に

なるだけでなく、科学技術の世界的視野に立って、中華民族の創造力を突出させようと

している。

URL
http://cstm.cdstm.cn/

URL

http://bj.happyvalley.cn/

観光スポット 観光スポット

北京歓楽谷
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798 芸術区
　798 芸術区は北京市朝陽区酒仙橋街道大山子地区に位置し、「大山子芸術区」

ともいわれ、DAD-Dashanzi（大山子） Art District と略称される。もとは国営の

798 電子工場。

　このエリアは西は酒仙橋路から東は酒仙橋東路まで、北は酒仙橋北路から、南

は将台路まで。面積は 60 万平米。画家や工芸家、デザイナーや建築家たちが空き

工場や空き倉庫のロフト（Loft ＝屋根裏部屋）を改造して住居やアトリエ、スタジ

オや直売所などを設け、「ロフト・アパートメント」の芸術家村を形成、現代芸術と

〝798 式〟生活スタイルによって世に知られた。798 という数字は、もとこの地域

にあった北京国営電子工場の工場名に由来。「大山子 798 工場芸術区」などと使

われていた。工場跡の芸術区から文化を形成し、ロフト式のファッション住宅と仕

事のスタイルが 798 生活スタイルあるいは 798 スタイルと呼ばれて、北京の〝ニュ

ーウエーブ〟となった。

朝陽公園
　北京朝陽公園は庭園緑化をテーマにした総合的で多機能を有する大

型の公園。北京市の四環路内にあり、スポーツ、科学技術、芸術など多

方面の活動に道を開いた現代的な都市公園でもある。

　2008 年の北京オリンピック開催時にはビーチバレーの試合がここで

行われたことから翌 2009 年、ビーチバレーのテーマパークに変わり、オ

リンピック会場の再利用の成功例の一つとなった。中央首長植樹林、命

の源、芸術広場、臥竜畳水、春花園、勇者の楽園など 30 余りの観光ス

ポットを建設する一方、テニスセンター、バドミントン館などの人気スポ

ーツのコートを市民に開放した。企業関係では「ソニークエスト科学技術

博物館」、レゴ (LEGO) クリエイタータウンハウスが開所している。

URL
https://www.sun-park.com/#/

798 芸術エリア

観光スポット 観光スポット

中華民族博物館
　北京中華民族博物館（中華民族園）は、中国 56 の民族文化、文物と

社会生活を復元、収蔵、陳列、研究をする大型の人類学博物館で、国家

初の４A レベルの観光地。

　国家オリンピック公園の中に位置し、敷地面積は 50 ヘクタール。園内

は中国 56 個民族の博物館と風致地区が一体となり、少数民族の伝統

建築、習俗、歌舞演芸、工芸品、伝統食に親しむことができる。

URL
http://emuseum.cn/
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お薦めコース 観光スポット

豊台印象２日間コース
コースの特色 :
植物の千姿万態（せんしばんたい）と水上楽園楽しもう。

コース :
Day 1: 北京世界花卉大観園

Day 2: 北京歓楽水魔方

路線設計 :
Day 1:  世界花卉大観園は南四環路の北側という立地に恵まれて交

通が便利。全園の敷地面積 41.88 ヘクタールと、北京市四

環以内で最大の植物園。世界花卉大観園の見どころは７棟

の大温室と 15 の花園広場から構成され、各温室の植物は

千姿万態の華やかさ。屋外では異国風の広場と建物を背景

に、世界各国がガーデニングの粋を凝らして花卉文化の競演

となっている。

Day 2:  北京歓楽水魔方水上楽園（ハッピーキューブ・ウォーターパ

ーク）は豊台区小屯路に位置している。敷地面積は 33.3 ヘ

クタール、合計 10 億元の投資を受けていた。1 日の最大の

接客量は 3 万人で、その規模や先端技術、多彩な施設によっ

て世界でトップクラスのテーマパークとなっている。

世界公園
　世界の自然、遺跡、名所、名建築、ありとあらゆる見たい場面を縮尺で見せてしまうジ

オラマ・ワールド。北京世界公園は 46.7 ヘクタールの広大な敷地に世界 50 ヵ国、日本

では桂離宮や五重塔が紹介され、エッフェル塔からタージマハルまで、約 110 ヵ所の代

表的自然景観、文化景観、ランドマークのミニチュアを集めたテーマパーク。開所以来、

内外の観光客 2000 万人以上がここを訪れている。

　国際街は公園の東北の一隅に位置し、長さ 200 メートル、1.5 万平米に欧米風の建

物が林立、中には、イタリアのショップ街、ドイツのグルメビル、スイスのショッピング

街などがあり、各国のグルメや記念グッズなどを販売している。

　園内にはレーザー噴水、植物の迷路、童話のお城などのアミューズメント施設、異国

体験をする街並み、国際民族村もある。また、各国の特色あふれるイベント、パレードも

時々行われている。

世界公園

URL

http://sjgy158.com/

146 147



観光スポット 観光スポット

北宮国家森林公園

北宮国家森林公園
　北宮国家森林公園は北京市の西郊、豊台区のゆるやかな丘陵に広がり、

都心から最も近い森林公園。かつて帝王がこの地に遊び、休憩をとったこと

で北宮と呼ばれている。専有面積約 10000 平米。東部、西部、中部の３大観

光エリアと北宮山荘、茗盛楼を含む。

　夏は避暑。園内には 21 種の樹木、野生の花は 30 種余り、公園に入ると

緑陰に涼風が吹いてくる。秋は紅葉。11 月に入ると、紅葉見物だけでなく、

柿が枝もたわわに実り、近くの農家が道端で自家製の柿やかぼちゃなどを売

っている。公園には面積 5000 平米の湖があり、その周囲には中国式の石橋、

あずまや、回廊などがある。中国南方の建築様式で建てられたため「小江南」

とも呼ばれている。

URL

http://www.gowf.cn/

世界花卉大観園
　世界花卉大観園は南四環路の北側という交通至便の立地に恵まれている。

全園の敷地面積 41.88 ヘクタールと、北京市四環以内で最大の植物園。ここ

では世界の珍奇な草花や稀少種の樹木、伝統的な庭園を心ゆくまで観賞でき

る。観光に、趣味と教養に、ショッピングに、ティータイムに、花と樹木の気に

包まれたひとときを。

　世界花卉大観園の見どころは７棟の大温室と15の花園広場。から構成され、

各温室の植物は千姿万態の華やかさ。屋外では異国風の広場と建物を背景に、

世界各国がガーデニングの粋を凝らして花卉文化の一大ページェントを繰り

広げている。

　世界花卉大观园の特徴は、多種多彩、千変万化、応接にいとまない花卉文

化の大展覧。古典的なたたずまいの中に、花と緑の精美を尽くし、都市公園と

しての調和を見せている。
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首鋼グループ工業園

見逃せない理由 石景山区

見逃せない理由
　石景山区は北京西部の行政区で北京都市区の一つ。長安

街の西に位置し、東側は天安門から 14 キロ、面積 84.38 平

方キロメートル。人口は 63.9 万人。交通も便利で、出入りも

便利。ランドマークの石景山は首鋼（首都鋼鉄集団）の北西

にあり、「燕都第一の仙境・石景山」によって命名され、昔か

ら京西の歴史文化の中心地となっていた。中国プロバスケッ

トボールリーブの名門「北京首鋼バスケットクラブ」はこの首

鋼がスポンサーになっている。前身の北京男子バスケット隊

は 1956 年に発足している。

観光スポット：八大拠公園、石景山游楽園、法海寺など。
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石景山遊楽園
　北京石景山遊楽園の敷地面積は約 35 万平米。恵まれた風光の中、尖塔聳える

シンデレラの城、アラブの王侯のレストラン、オペラに歌われたフィレンツェの古橋、

ネギ坊主をかぶったロシアの聖堂……映画で見た場面、オペラで聴いた歌声、絵本

から飛び出した主人公たちが夢と冒険の世界を繰り広げる。東が幻想世界、西が冒

険世界、100 の物語が豪華な舞台装置で演じられ、気がつくと、観客はその登場人

物になっている。客を迎えるアーチストたちはギリシャ古典舞踊の質朴さ、ロシアの

フォークダンスの陽気さ、イギリスのロックバンドの激情……石景山遊楽園は「もっ

と愉快に、もっと健康に、もっと美しく」をモットーに新機軸を打ち出している。

石景山游楽園

観光スポット 観光スポット

法海寺
　2016 年 12 月、中国の仏教壁画芸術の頂点に立つ「法海寺

壁画」が中国文化センターの主催、中日中国大使館の後援に

よって東京で公開され、驚異的な反響を呼んだ。『水月観音図』

はイタリアの「システィーナの聖母」に比して「東方の聖母」と

讃えられ、『帝釋梵天礼佛護法図』は荘厳と静謐（せいひつ）

に満ち、物語性と劇場性に富んだ場面構成は永遠の芸術的

生命力が吹きこまれていると絶賛の声。中国の伝統的な細密

画法は熟達の境地に達して唯美の世界に誘い、中国寺院の壁

画の頂点に立つとの評価が相次いだ。

　法海寺は中国重要文化財保護遺跡として北京石景山模式

口翠微山南麓に位置している。明代正統 4 年（1439）から 5

年かかって造営された。弘治 17 年（1504）に改修されている。

面積は 20000 平米、境内では大雄宝殿、迦蘭祖師二堂、四

天王殿、保法金剛殿、薬師殿、選仏場、鐘鼓楼、蔵経楼、雲

堂などの建物がある。1988 年に中国重要文化財保護遺跡に

認定された。敦煌や永楽宮（山西省）の壁画と並んで中国三

大壁画といわれている。

URL
http://www.bjsjsyly.com/
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潭拓寺

門頭溝区（もんとうこうく） 見逃せない理由

見逃せない理由
　門頭溝区は自然風景、文物旧跡、旧習を残す人々

の暮らしが一体となった経済発展区。連山重畳す

る区内の主要な観光スポットは三山（霊山、百花山、

妙峰山）、両寺（潭柘、戒台）、一河（永定河）、一湖（真

珠湖）。

有名観光スポット：潭柘寺、双竜峡、霊山、百花山、

妙峰山。
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観光スポットお薦めコース

妙峰山の日帰りコース
コース特色 :
「華北第一の仙山」と讃えられ、北京近郊にある文化・歴史の名所――妙峰山を
楽しめよう。

コース :
Day 1:  妙峰山バラ園ー妙峰山観光エリア

路線設計 :
Day 1:  午妙峰山のバラは〝華北一〟と呼ばれ、花弁の大きさ、厚さ、色づき、香り、

そして油量の多さが香水作りの決め手になる。バラ満開の季節、バラ園は

が花の海になるとき、観光客は肌の養生と美容のためにやってきて自らバ

ラを摘み、摘んだ花は乾かしてお茶に煎じて飲む。バラ博物館を見物したら、

妙峰山を遊覧したい。〝華北第一の仙山〟と呼ばれる妙峰山は縁日が有名

で規模は華北第一。妙峰山のレストランでバラの肉炒め、バラ揚げ、バラの

クレープ、バラ卵などの〝バラづくし〟試してみたい。

妙峰山

潭拓寺（たんたくじ）

　潭拓寺は門頭溝区東南部の潭拓山の麓に位置

し、北京市の中心まで約 30 キロの距離。寺は南

面し、宝珠峰を背負う。潭拓寺境内は 2.5 ヘクタ

ールで、寺域の外の敷地面積は 11.2 ヘクタール、

周りの森や山を合わせると、総面積は 121 ヘクタ

ール以上になる。

　潭拓寺は仏教が北京に伝わって初めての寺で、

307 年から造営が始まって最初は「嘉福寺」と呼

ばれた。清代の皇帝は「岫雲寺（しゅううんじ）』

と名づけたが、寺の後ろに竜潭があり、山には拓

樹があることから、人々はずっと「潭拓寺」と呼ん

でいる。

　潭拓寺は北を背に座して南面し、主要な建物

は中路、東路、西三路に分かれ、中路は閑静で雅

致に富み、

すらりと伸びた叢竹（むらたけ）が風にそよぎ、江

南の庭園のような風情をかもし出している。この

ほか、山門外の坂道に安楽堂、上・下の塔院（別坊）

が建ち、僧を埋葬した 71 座の石塔やレンガの塔

が立っている。

潭拓寺雅致に富み

潭拓寺
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双竜峡自然景勝地区
　北京西部の双竜峡自然景勝地は北京市内から 90 キロ、新しく開発されたばかり

の風景区。門頭溝区斎堂鎮火村の西に位置している。 峡谷の全長は 15 キロに及

び、植物の被覆率は 95 パーセント以上。 29 メートル以上の滝が二つ、小さな滝は

無数に段をなしている。

この景観から双竜峡は「百の滝と九つの小村落」と呼ばれている。主な観光スポッ

トは玉龍湖、日月潭、仙女湾、牛角湖、第二滝、原始森林などがある。ツツジ、ライ

ラック、バラ、ユリ、桔梗、ミシマサイコ、イチゴなどのほか、毎年の 6 月末から 7 月

初旬にかけて、20 ヘクタールほどの畑で採れる特産の杏を味わうこともできる。

双竜峡

観光スポット 観光スポット

百花山国家級
自然保護区

　百花山国家級自然保護区は北京西部門

頭溝区清水鎮内に位置し、2008 年国務院

から国家級の自然保護級に昇格した。

　温帯華北の石質山地における落葉樹・広

葉樹の森林生態システムの保全を主な目的

として、総面積は 21743.1 ヘクタールを占め

ている。

　百花山主峰エリア、百花湿地エリア、望海

楼エリア、百草畔エリアに分け、それぞれに「百

花湿原」、「百花山瀑布」、「万年氷の肌」、「古

木天を摩す」、「雲上の日の出」など 18 ヵ所

の絶景、35 ヵ所の観光スポットがある。

　保護区内は「古石海」、「氷の要塞」、「氷

壁岩柱」など地質変動の証しは氷河期に形

成されたもので、「天然の長城」、「母子像

の石」、「震山石（百花山主峰の奇石群）」、

東梁時期の「駱駝峰」、「文殊像」などは典

型的な地質学的構造を持っており、断層や

溶岩の風化した景観を形作っている。
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霊山自然風致地区
　北京市市内から 122 キロ、最高峰の霊山は海抜 2302

メートル。北京市内最大の高山湿地帯があり、気分は「北

京のチベット」。チベットの舞踊と歌を聞こえ、ヤクが草

をはみ、チャン（青稞酒。裸麦の醸造酒）やバター茶（酥

油茶）、ツァンパ（裸麦を炒めて粉にしたもの。バター茶

と混ぜて餅のようなものを作る）、山頂では焼肉などを

賞味したい。霊山は気候が変わり易く、麓は雲一つない

快晴なのに山の上は暴風暴雨、雷が鳴り響く。海抜が高

いため、山頂の気温は北京市内より 10 度低い。〝６月の

雪〟が降り、麓は春雨なのに頂上は雪、白一色の世界に

なる。霊山のベストシーズンは 7 ～ 9 月。北京が炎熱に

熱に苦しむ季節はここに逃げこむに限る。

観光スポット 観光スポット

百花山
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房山区ランドマーク・雲居寺

見逃せない理由
　房山は北京郊外の「建材の郷（さと）」、「建築

の郷」、「石炭の郷」、「フルーツの里」、そして「旅

遊の地」でもある。全区に北京猿人遺跡、西周

燕都遺跡、雲居寺などの 559 ヵ所の名所旧跡が

ある。

観光スポット：周口店遺跡博物館、雲居寺、石花洞、

上方山国家森林公園、十渡など。

房山区 見逃せない理由
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雲居寺

お薦めコース 観光スポット

聖蓮山古跡日帰りコース
コース特色 :
水と鐘乳洞の神秘の世界へ——銀狐洞と〝京西の小五岳〟聖蓮山を遊覧。

コース :
Day 1: 銀狐洞ー聖蓮山リゾート区

路線設計 :
Day 1:  朝、銀狐洞へ。洞窟の天井から逆にぶら下がるのは、2 メートル近い「猫

の頭」、そしてキツネの体に似た白い方解石の結晶。銀狐洞と呼ばれる

所以。

               午後は聖蓮山リゾート区を周遊。聖蓮山の別称は蓮花山で、昔は太山と

呼ばれていたが、山の形が蓮の花に似ているので、この名になった。聖

蓮山の山容は険しく麓の谷は深い。峰に雲が流れ、霧に閉ざされる。濃

緑の天蓋に廟宇、亭台が見え隠れする。

雲居寺
　雲居寺には仏教経典の稀書が秘蔵され、紙の経典は勿論、石刻、木刻と合わ

せて「三絶」と呼ばれている。仏典の模刻（もこく）は 605 年に大蔵経から始まって、

以来 1039 年に 1122 部、3572 巻、14278 枚に達している。このように大規模で

長期に渡る模刻は世界でも稀な壮挙で、〝北京の敦煌〟の異名をとっている。「房

山の石刻経典」は隋唐以来千年の歴史を有し、政治、社会、経済、文化・芸術な

どの分野に関しても貴重な歴史資料となっているだけでなく、書道芸術にも重

要な文化価値と芸術的な価値を認められている。

URL

http://www.yunjusi.com/
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石花洞
　石花洞はカルスト洞窟の自然景観を主体にした中国で初めての地質公園（ジオパーク）。

多層に分かれた洞窟はすでに上下の７層が発見され、第１層から 6 層までは鐘乳洞で、

第 7 層は地下水（伏流水）になっている。

　石花洞は独特の景観を有し、石柱や石筍、つらら石が密集し、多様な種類がそろって

数量も多い。地上からの浸水が時に滴り、流れ、浸食し、停滞し、飛沫となって洞内に大

量の 40 種を超える堆積物、鍾乳石を作り出す。性質や形状によってムーンミルク（洞窟

に生成する乳白色の堆積物。微粒の複数種炭酸塩鉱物のクリーム状集合体。中国国内

で初めて発見）、石の旗、石の盾、リムストーン（畦石＝けいせき）、ケイブパール（洞窟真珠）

などさまざまな名前がつけられている。洞窟内は通年 13 度で、四季春のように温かく、

進むにつれて移り変わる光景はさながら地下の大宮殿。

石花洞

十渡

観光スポット 観光スポット

十渡（シードゥ）風景名勝区
　太行（たいこう）山脈は東の華北平野と西の山西高原の間に、北東から南西

へ 400 キロに渡って走る大山脈。北京房山区の南西方にある十渡風景名勝区は、

大清河の支流である拒馬河が太行山脈の北を東西に断ち切って作り出した大渓

谷。一帯はカルスト地形の山容が激しく浸食され、険しい渓谷や切り立った峰々

を形成している。房山世界地質公園は八つのエリアを有し、そのうちの十渡エリ

アが中心部をなしている。全体の長さは約 20 キロ、現この川には渡し場が総計

10 ヵ所あるので、「十渡」と呼ばれている。現在は公道が谷をめぐり、渡し場は

すでに「漫水橋」に取って代わられている。
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通州レインボーブリッジ

見逃せない理由
　通州区は北京市の東南部、京杭（けいこう）大運

河の北端にして北方の起点、北京長安街延長路の東

端にあって首都東側の玄関口となっている。古来、北

京東郊の重要な位置を占めると同時に北京の強い影

響下にあり、北京副都心開発計画の該当地区となっ

ている。全区、多民族の居住地で、多くは通州鎮南街、

張家湾鎮、馬駒橋鎮と於家務回族郷に集中している。

観光スポット：通州大運河森林公園、北京韓美林芸

術館、プラハ農場、燃灯仏舎利塔。

通州区（つうしゅうく） 見逃せない理由
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観光スポット

通州大運河森林公園
　大運河森林公園は通州新城北の運河両側にあり、運河に沿う遊歩道は全長

は約 8.6 キロ。左堤 8191 メートル、右堤 36369 メートル、総面積 713 ヘクター

ル。「一河、両岸、６大エリアに 18 スポットの田園風景を作り出した。森林公園

は花卉園芸の多品種栽培を採用し、「三季に花あり、四季に景色あり」の効果を

生み出した。運河のほとりで水と花と果物のアウトドアキャンプ、通州区は〝天

然酸素バー〟で迎えてくれる。

プラハ農場のフォト・セ
ッションとバーベキュー

コース特色 :
プラハ農場の摘花、庭園散策、自然の山水美観賞、休日農業の一日

コース :
Day 1: プラハ農場

路線設計 :
Day 1:  早朝、通州区のプラハ農場へ。広大な農地は一面花の海。３シーズンにそ

れぞれに装いを変え、目を楽しませてくれる。春は黄金色のアブラナの花、

夏は向日葵（ヒマワリ）、秋は紫色のラベンダー、百種を超える香草の中で

ひときわ甘く芳醇な香りを放つのはバニラ。花の香りに包まれながら果物

の採集、一汗かいてアイスクリームを頬張れば涼風が運ぶバニラのフレー

バーに田園気分を満喫。

お薦めコース

通州大運河森林公園

180 181



観光スポット 観光スポット

燃灯仏舎利塔
　燃燈仏とは、釈迦が前世で儒童梵士と呼ばれて修行していたとき、未来において悟

りを開き釈迦仏となるであろうと予言した仏を指す。通州区八景の一つで、南北朝時代

（439—589）に建てられ、1300 年余りの歴史を有している。塔はもとの形を基礎として

改修され、８角 13 層、49 メートルの高さ。各層の屋根には銅製の風鐸（風鈴）がつき、

基座は蓮の花の形に作られ、塔内には千態万状の石像が置かれ、塔の外には信徒たち

の名前を書いた 2232 枚の赤い旗が掲げられている。仏塔の屋根から天にのびる相輪の

最上部は釈迦の骨を納める「宝珠（ほうじゅ）」だが、不思議なのは、その上に生きた楡

の木が一本、華蓋のように立っていた。だが、古塔を守るために、この木は塔の下の近く

に移植されていた。北京大学キャンパス内の「博雅塔」もこの燃灯仏舎利塔を模して作

られているという。

　燃灯仏舎利塔には古い伝えがある。昔、一匹の白竜が悪事を働いて住民を困らせてい

た。住民たちは天上の玉皇大帝に救いを求めると、玉皇大帝は天将を派遣して燃灯仏舎

利塔を建て白竜を鎮圧した。その後、住民たちは安寧な日を過ごしたという。

北京韓美林芸術館

プラハ農場

　韓美林芸術館は梨園鎮のテーマパークの中にある。芸術館の主体

建築は灰白色基調の現代風、内部装飾がすっきりとして空間が広い。

館内の作品は北京五輪のマスコット「福娃 」の設計者の一人で著名

な画家である韓美林氏が贈った絵画、書道、彫刻、陶磁器、民芸品

など 10000 点に加え、通州区にはさらに 2000 点の芸術作品を贈呈

した。このほか、韓美林氏は数千点の作品の移動展覧会をここで開

催している。京韓美林芸術館は個人のコレクションの展示が最も多

い美術館。

　北京市内でハーブ（香草）の作付け面積が最も大きい農場で、100

種類にのぼる。ここに来たら、ほぼ世界中のすべての香をかげる（も

し、あなたがそれをかぎ分けられるなら）。その中で〝ハーブの女王

〟といわれるラベンダーの栽培が最も多い。ラベンダーは中国語で

「薫衣草（クンイーツァオ）」という。フランス人がするように、香り

袋に入れて洋服ダンスに置く用い方からきているのかもしれない。

淡い紫色の小さな花が満開の季節になると、その香りは数十キロ遠

くまで届く。しかし、花畑の中に立ってみると、ほんのりとやさしくお

だやかで、人の心を虜にする。

燃灯仏舎利塔
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順義潮白河

見逃せない理由
　順義区は北京東北部発展地域の重要な区で、首都

国際航空核心エリアとなっている。「首都の文明区」、

「全国文明村創建の先進区」、「全国の文化先進区」、

「全国の体育先進区」、「国家衛生区」、「全国緑化

の模範都市」、「全国双擁模範都市（政府と人民解放

軍総政治部双方の評価）」、「全国食品安全模範区」

などの栄誉称号を相次いで取得している。

観光スポット：漢石橋湿地、北京オリンピック水上公

園、北京国際花卉港、北京春暉園温泉スパ（温泉・水

浴による美容・健康療法）観光地など。

順義区（じゅんぎく） 見逃せない理由
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お薦めコース

春暉園温泉日帰りコース
コース特色 :
春暉園温泉の環境は優雅で、空気も新鮮。心置きなくくつろげる状態を中国語で「水

乳交融」という。

コース :
Day 1: 春暉園温泉リゾート

路線設計 :
Day 1:  午前中、春暉園温泉へ。「国門第一河」と呼ばれる温楡河に面し、ビジネス、

会議、観光、余暇、レジャー、飲食が一体となっ総合リゾート。1800 メート

ルの深度から汲み上げた温泉は常時 60 度を保ち、北京で有名な小湯山と

つながっている。弱アルカリ性炭酸ナトリウムの鉱泉。ここは北京で初めて

の温泉・活水による美容・健康療養が複合するスパ（SPA）健康センター。

漢方薬の温泉浴、遠赤外線浴、気泡マッサージ浴、ミルク浴、霊芝（れいし）

と人参浴など流行の入浴方式があり、木桶の露天風呂や温水中の運動療

法など、新しい需要にも応えようとしている。

観光スポット

北京オリンピック水上公園
　面積は約 64 万平方メートルで、緑地面積は約 58 万平方メートル。植物の被

覆率は 82％を超えて、周辺地区の緑地と合わせると、名実ともに自然の酸素

バー。オリンピック水上公園に入ると、緑樹の中、視野がぱっと広がり、澄んだ

水面に青空が映えて開放的な気分に包まれる。

　北京オリンピック水上公園の面積は 9.2 万平方キロ、南から北まで、灯塔広

場、世界ヨット競技大会基地、万平口の生態広場と水上運動基地四つの部分か

ら構成されている。

北京オリンピック水上公園
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北京国際鮮花港 
　北京市政府に計画された専門的な花卉産業園。北京市で開催された

2009 年第７回の中国花卉博覧会の重要な展示会場になり、北京市の花卉

産業促進の窓口ともなっている。花卉博覧会の会期中、 北京国際鮮花港

は北京の花卉産業の展示と企業の屋外展示を担当すると同時に、対外広

報と首都の花卉文化向上に尽力した。現在、北京国際鮮花港は北京市の

花卉生産、研究開発、展示と交易をサポートし、花卉の観光・文化交流の

中心的な活動を行っている。花卉の新種開発は、オランダのリッセにある

世界最大の花の公園キューケンホフ公園をモデルとして国内外の研究成

果と新品種を展示し、すぐれた品種の露地栽培、経営規模の拡大、差別化

を通して世界の花卉企業に製品の宣伝、展示、普及と販売の場を提供して

いる。北京における都市農業は果樹農園区、花卉生産区と釣魚区の３区

分されているが、花卉栽培の高級化を図り、同時に良好なレジャー施設を

提供することは、観光、摘果、釣魚を一体化する都市型農業の将来を占う

ものと思われる。

観光スポット 観光スポット

URL

http://www.bjifp.com/

漢石橋湿地
　北京市東部の平原地帯に位置し、北京で唯一、アシが自生する大型の自然湿

地。かつては沼沢地だったが、1958 年にダムが建設され、貯水深度が比較的低

かったため、アシやガマなどの水生植物の繁茂に恰好の条件を提供した。

　動物資源も豊富で、絶滅危惧種の鳥類や渡り鳥の生息地、中継地点ともなっ

ている。貯水量の調節による洪水対策、水源の涵養、水質浄化、地下水の補給、

小気候（しょうきこう。狭い地域で見られる気象）の調節など、地域の生態保全

に重要な役割を担っている。北京市人民政府は 2005 年 4 月、漢石橋湿地自然

保護区と認定した。

漢石橋湿地
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観光スポットお薦めコース

明の十三陵、蟒山国家
森林公園日帰りコース

コース特色 :
明の十三陵は中国古代皇室陵墓の中でも傑出した存在。蟒山（ぼうさん）国家森

林公園景区は名実ともに「天然の酸素バー」。

コース :
Day 1: 明の十三陵ー蟒山国家森林公園

路線設計 :
Day 1:  午前、明の十三陵へ。明の十三陵は中国明代の皇帝の陵墓群。北京北西の

郊外昌平区の燕山山麗の天寿山に位置している。1409 年に長陵の造営を

始め、明代最後の皇帝の崇禎（すうてい）が思陵に埋蔵されるまでの 230

年間に、総計 13 人の皇帝がここに埋葬された。世界で現存大規模、皇帝と

皇后の陵墓の最も多い皇室陵墓群。十三陵は「風水」の思想に合致して、

用地の選定から設計まで山容水態の相、方角を入念に点検し、水流や植生

の統一を怠らず、「天造地設（天の命ずるままに）」に配備された完美の世界。

「天人合一（てんじんごういつ。天・人は対立するものとせず一体のものと

する思想）」の境地がみごとに可視化されている。

               午後は蟒山（ぼうさん）国家森林公園へ。その山の起伏するさまは蟒（おろち）

に似ているので蟒山と呼ばれている。園内には各種の樹木花卉が 170 種類

ある。この景観は単に自然の風光によるものではなく、人の思いとその営み

が作り出すという中国古来の自然観を反映している。

明十三陵 明の十三陵景区
　明の十三陵は京から約 50 キロ、天寿山の麓に位置し、山に囲まれた陵区の中央部は

平地。陵の前には細流が延々と曲折し、山明水秀、まさに天与の勝景。十三座の陵墓は

すべて山を背に流水に臨み、それぞれ東、西、北の三面の山麓に建設され、その壮大な

構想はまさに「風水」にかなった吉祥の地、〝万年の寿域〟とされた。1409 年に造営が

始まって、すでに 600 年の時を閲（けみ）している。陵区は 40 平方キロ、世界で現存す

る最大規模、皇帝と皇后の陵墓が最多の皇室陵墓群。

　明の十三陵は中国明代の皇帝の陵墓群。北京北西の郊外昌平区の燕山山麗の天寿山

に位置している。1409 年に長陵の造営を始め、明代最後の皇帝の崇禎（すうてい）が思

陵に埋蔵されるまでの 230 年間に、総計 13 人の皇帝がここに埋葬された。世界で現存

する最大規模、皇帝と皇后の陵墓の最も多い皇室陵墓群として知られている。各陵墓は

大きな統一体の中でそれぞれが独立を保ち、規模も異なっている。各陵墓は山の前に建

てられ、思陵のみが西南の一隅に位置するほか、扇状をなして長陵の両側に配置されて

いる。十三陵は「風水」の思想に合致しており、用地の選定から設計まで山容水態の相、

方角を入念に点検し、水流や植生の統一を怠らず、「天造地設（天の命ずるままに）」に

配備された完美の世界。「天人合一（てんじんごういつ。天道と人道は対立するものとせ

ず一体のものとする思想）」の境地がみごとに可視化されている。明の十三陵は中国古

代帝王陵墓の代表作として、中国伝統文化の深みを表し、壮麗かつ精美なたたずまいを

見せている。

明十三陵
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居庸関長城
　居庸関長城は、北京の北に連なる長城域の著名な関所兼要塞で国家級の

文物保護遺跡。昌平県城の北の 20 キロメートルの峡谷に位置し、北京市か

ら約 60 キロ、八達嶺長城から 20 キロ離れている。険峻な尾根筋の急登は「天

下第一の雄関」と呼ばれている。

　居庸関長城の両側は濃緑の山並みが重畳し、800 年前の金代から「燕京

八景」の一つに数えられ、「居庸畳翠（きょようじょうすい）」と呼ばれている。

居庸関中央の白玉石に「雲台」と彫刻され、雲台の門にはチベット文、モンゴ

ル文、ウイグル文、西夏文と漢文６種の文字で経文が刻まれている。

観光スポット 観光スポット

 銀山塔林風景区
　銀山塔林風景区は昌平区の北 30 キロ、もとの名は「鉄壁の銀山」。高い壁のよ

うにそそり立つ懸崖は、さながら鉄（くろがね）城となる。大雪の後は全山銀白色、「銀

山塔林」と呼ばれている。

　銀山塔林景区の「仏塔群」は高くて数丈、小さいものは直径数尺とまちまちだが、

構造は一致しており、すべての八角形の平面。精美な造形を見せ、塔身には多くの

レリーフが施され、線条も美しい。長い歴史を経ても、保存は万全。

　銀山塔林風景区は前・中・後三座の主峰がある中、「中峰」が抜きん出て「雲居

に届く」ほど。銀山塔林風景区の特色は山と緑と仏塔。松柏の緑、橡樹（マロニエ）

緑が深浅の妙を見せ、銀山南麓の峡谷に林立する仏塔群は金代（1115—1234）華

禅寺のもので、壮観の一語に尽きる。

銀山塔林

居庸関長城
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観光スポット 観光スポット

中国航空博物館

温都水城
　温都水城は「水と自然にやさしく」をテーマとし、ビジネス

会議、温泉療養、水上パレードを一体にしたリゾート地。温都

水城の主役は水。温泉水の泉質、功能を展示し、水と人の親

和、活力（エネルギー）源としての水を設計の理念としている。

　温都水城の水空間の建築面積は約 20000 平米、アジアで

先進的な水がテーマの娯楽館。同時に 5000 人を収容できる。

国際水準のプールは人工造波の設備を持ち、プールでサーフィ

ンもできる。中国航空博物館
　中国航空博物館は北京昌平区大湯山の麗に位置し、中国史上初めて対外

開放された大型航空博物館で、マニアが目の色変える飛行機グッズが集まる

アジア最大の場所。70 余万平米に洞穴をくり抜いた大展示ホール、秘蔵機種

の展示ホール、露天の展示スペースが組み合わされている。270 余機の飛行

機、99 機の〝文化財〟級飛行機、万件以上の航空関連用品を収蔵。軍事をテ

ーマとし、都市、科学技術教育、観光を一体にした博物館で、アジア規模

最大、世界レベル５位前の航空博物館。

URL

http://www.fdcdjc.com/
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大興国際空港

大興区（だいこうく） 見逃せない理由

見逃せない理由 
　大興区は北京市の南部に位置し、新城の北の

方は市中心より 13 キロ、北京市区から一番近い

郊外区。1984 年、国務院の認可によって衛星都

市の一つとして建設された最初の重点発展地区。

観光スポット：北京野生動物園、南海子麋鹿苑（ミ

ールーユアン。ヘラジカ苑）
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CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU 見逃せない理由懐柔区（かいじゅうく）

懐柔雁栖湖

見逃せない理由
　懐柔区は華北平原が尽きて慕田峪（ぼでんよく）長城

が北へ延び、軍都山脈が燕山山脈から蒙古高原へと連

なる。平野から深山へと地勢が変わり、歴史的な景観に

加えて自然の風光に恵まれたところ。古来「京郊の真珠」、

「北京の裏庭」と呼びならわされてきた。

観光スポット：慕田峪長城、雁栖湖、红螺寺、青竜峡、

矢扣および九眼楼長城など。

208 209



お薦めコース お薦めコース

雁栖湖、青竜峡２日間コース

慕田峪長城２日間コース

コース特色 :
雁栖湖は北京懐柔の郊外。四囲が開け、三方に遠山を見る。青竜峡の山と川

は秀麗。春と秋に雁が飛来し、羽根を休める。2014 年 11 月に APEC サミット、

2017 年 5 月に「一帯一路」国際サミットが開かれている。

コース :
Day 1: 雁栖湖

Day 2: 青竜峡

路線設計 :
Day 1:  朝、雁栖湖へ。雁栖湖遊園地は風光にすぐれ、北京郊外の立地を生か

した水陸スポーツの基地として、また余暇を過ごすリゾート地として万

全の設備を整え、年齢を超えた各層に親しまれている。

Day 2:  青竜峡へ。北京市内の三元橋から 75 キロ、蒙古高原へ続く長城の古

跡が「塞外小三峡」と呼ばれた峡谷美に彩りを添える。 青龍峡で水

上遊覧、蒼竜峡で飛龍瀑布を観賞。西部には青龍峡ケーブルがあり、

全長 800 メートル、落差が 369 メートル、最高峰の玉皇台に登ること

ができる。通年気候は清涼、2005 年に国家 4A 級観光エリアの認定を

受けた。

コース特色 :
紅螺寺の森林〝三絶（絶景）〟を見学し、慕田峪（ぼでんよく）長城の雄勁、長大を体感。

コース :
Day 1: 红螺寺

Day 2: 慕田峪長城

路線設計 :
Day 1:  午前、懐柔区紅螺寺へ。北京市の北 55 キロ、懐柔県から 5 キロにあって、

800 ヘクタールという北京最大の寺域を持ち、「京北第一の古刹」と呼ばれ

ている。千古の緑を伝える松林に囲まれて紅螺山を背に南面し、紅螺湖に向

かっている。堂宇の布置結構厳かに豪壮な伽藍を連ね、訪れる人を静寂、閑

雅の境へ運ぶ。

Day 2:  午前、慕田峪（ぼでんよく）長城へ。1987 年〝北京新 16 景〟に数えられ、西

は居庸関長城に接し、東は北京市密雲区の古北口鎮に連なる。慕田峪長城

は連山重畳、樹木の被覆率は 90％を超えている。慕田峪長城の直登は目も

くらむばかり。空に飛び立つような急坂（きゅうはん）だが、それでも人は登る。

雁栖湖

红螺寺
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CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU観光スポット 観光スポット

慕田峪長城
箭扣（せんこう）長城と九眼楼長城

黄花城古長城

　慕田峪長城は北京市内から 73 キロ、北京市懐柔区の北西に位置している。555 年、

北斉時代に創建され、現在公開されている 2250 メートルは明時代に改修されもの。激

しく起伏する山稜に巨大な竜が蟠（わだかま）る姿は、1992 年、北京観光の〝飛び切り

〟の場所だと評された。慕田峪長城風景区は群山に囲まれ、四季折々にまったく違う表

情を見せてくれるのも魅力の一つ。

　日本でも〝長城愛〟の人が増えるにつれ、各地の長城を踏破した彼らの先に見えてくる

のが、未修理のまま廃墟となっている長城。中国語では「野長城（イエチャンチャン）」と

いう。切り立った崖にそそり立つ長城の孤影と盛時の残映は旅愁をそそり、撮影意欲を

かき立ててやまないもののようだ。だが、登山やトレッキングの経験者しか近づくことの

できない危険なところでもある。そんな中、〝長城マニア〟の間でささやかれているのが、

北京市懐柔区の箭扣（せんこう）長城と九眼楼長城。

　低地の「将軍楼」、西の傾斜「天梯（てんてい。天に昇る梯子）」と「鷹飛倒仰（鷹ので

んぐりがえり）」、東側には「正北楼」などのポイントがある。天梯の斜度は 70 度から 80

度、その高度差十数メートル。垂直同然の壁を直登すると最高点の「鷹のでんぐりがえり」

に到着。ここは天に突出した敵楼（てきろう。敵を見張る城楼）で、鷹もここまで飛んだ

らひっくり返るほどの難所とされている。

　北京周辺の「野長城（イエチャンチャン）」は日々風化による損壊が多くなり、観光客

の安全を守り文物を保護するため、観光客の立ち入りが禁止された。興味のある方はま

ずは麓まで来て、ケーブルも階段もない登山道で撮影ポイントを探してみてはいかが。

　廃墟はなぜ人の心を引きつけるのか？　黄花城の魅力は主に 3 つある。一つ目はまだ

改修、補修の手が加えられず野ざらしになっている野長城（イエチャンチャン）の風情。〝

廃墟の美術史〟が目の前にあり、古代のロマンをかき立てくれるから。二つ目の魅力はダ

ム工事によって長城が二つに分断されたこと。三つ目はここにたどり着く沿道の風景が

美しくサイクリングやトレッキングの旅客に喜ばれていること。黄花城は懐柔県西北 35

キロ、九渡河鎮に位置する明代の長城。「固きこと金湯の如し（守備の堅固な城と堀）」

という成語はこの長城に由来するという。

慕田峪長城

URL

http://www.mutianyugreatwall.com/
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紅螺寺
　懐柔紅螺寺は京市の北 55 キロ、懐柔県から 5 キロ。紅螺山紅螺寺とい

う「山号」を持ち、800 ヘクタールという北京最大の寺域を保持して「京北

第一の古刹」、「浄土の仏国」と呼ばれていた。

　紅螺寺の創建は 338 年（十六国の東晋時代）、盛時には広大な地所に僧

侶・寺人 300 人を数えて中国北方仏教の一大拠点となり、「十方（八方位に

上下を足したもの）」の諸仏が常住する寺院として強勢を維持した。中国浄

土宗最後の２代の祖師はこの寺と関わりがあり、「南に普陀山（ふださん。

観音菩薩の霊場）あれば、北に紅螺山あり」といわれた。

雁栖湖（がんせいこ）

　雁栖湖は懐柔区から約 8 キロ、春になると、燕、鶴など渡り鳥の群れが飛来、ここで

羽根を休めるところから雁栖湖と名づけられた。気候は清涼、水も透き通って、水上スポ

ーツや余暇活動のリゾート地の理想的な場所。

　雁栖湖の三面は山に囲まれ、山には松柏が茂り、清澄な雁栖湖の水には水生動物が

数十種類、渡り鳥の淡水カモメの姿も認められる。

　2014 年 APEC サミットは北京雁栖湖国際展示場で成功裏に開催された。数あるイベ

ント施設の中で来訪者の目を奪ったのは、天壇祈年殿を逆さに水に映したような建物。

落成と同時に人気を集め、コンベンション界の新星として北京市北部にとどまらず中国

全土に鮮烈なデビューを果たした。今はポスト APEC における名実ともに理想的なコン

ベンション・シティーとなっている。

CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU観光スポット 観光スポット

红螺寺

雁栖湖
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CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU平谷区（へいこくく） 見逃せない理由

平谷金海湖風致地区

見逃せない理由
　平谷区は北京、天津、河北の三つの省市と境を

接し、渤海経済圏の中心に位置している。北京と

天津の間で北京の東北部、天津の西北部に位置し、

管轄は北京市。二つの大都市を結ぶ紐帯としての

役割に期待が寄せられている。

有名な観光スポット：京東大溶洞、金海湖、京東

石林峡観光エリアなど。
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お薦め観光コース

平谷金海湖、京東鍾
乳洞日帰りコース

コース特色 :
北京最大の〝水の楽園〟金海湖風景区と〝天下第一の古洞〟京東鍾乳洞を遊覧。

コース :
Day 1: 金海湖ー京東鍾乳洞

路線設計 :
Day 1:  午前、金海湖風景区へ。金海湖は北京市で最大のプール面を持ち、一日中ア

クティブな時間を過ごせる巨大な水上アミューズメント施設。

                午後は京東鍾乳洞へ。約 15 億年の「中期原生代」に地質が形成され、万里

の長城系の古硐井岩群、高于荘白雲岩地に属し、主に河北省北部に分布し

ている。京東鍾乳洞は交通の便もよく、付属の施設も完備しており、望海楼

からの眺望も楽しめる。

金海湖 京東鍾乳洞

CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU観光スポット

京東鍾乳洞
　京東鍾乳洞は北京市の東 9 キロ、平谷区の黒豆峪（こくとうよく）村の東側

に位置し、京東地区で初めて発見されたので、京東鍾乳洞と名づけられ、約

15 億年前の地質年代ということから〝天下第一の古洞〟と呼ばれている。鍾

乳洞の壁面には、雲、蓮、巨大な茸、風に吹かれるカーテンのような模様が刻

まれている。

　洞内の全長は 2500 メードルを超え、100 メートルの水路を含む。八景に分

かれて、「蓬莱の仙境」、「江南の春」、「水簾洞」など、地底の透明な水にき

らめいて、さながら〝竜のボディ・ペインティング〟。絢爛豪華な岩絵の絵巻が

浮かび上がる。夏涼しく、冬温かい。 

URL

http://www.jddrd.com/
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京東石林峡観光エリア
　石林峡は北京市内東北部 70 キロの平谷区内に位置し、黄松峪地質公園

の中心部。そそりたつ石林の群峰から命名された。遊歩道は 6 キロ、面積

は 12 平方キロ。大小の景観は 50 余ヵ所あり、国家 4A 級観光区。

　峡内では奇峰あり、峡谷あり、飛瀑あり、山あり、森あり、いかにも北国ら

しい見どころがあふれている。石林は群叢（ぐんそう）直立して天を突き、巨岩、

奇石が渓谷に満ち、木々の緑が渓流を縁取っている。風雪に耐え、撓（たわ）

められた松柏の奇木が枝をのばし、深山幽谷の静寂（しじま）に趣きを添える。

中国北方の壮美、江南水郷の優美を兼ね備え、東西の石林峡がそれぞれに

一大パノラマを繰り広げる。人はこの世ならぬ景観に嘆声を発し、言葉を失

う。遠望すればその広大、その勢いに圧倒され、近づけば、その異形（いぎょう）、

その異彩、ただならぬものがある。

　古詩に曰く「石林が南方のものと思いしは、わが浅学寡聞（せんがくかぶ

ん）なりき」、また言う「峡谷を行けば神秘清幽（しんぴせいゆう）超俗の気、

高みに登れば千山万壑（せんざんばんがく）高朗の気」と。

CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU

金海湖

金海湖
　もとの名は「海子ダム」。大きさは北京市内で密雲ダム、官庁ダムに次いで

３番目。密雲と官庁の両ダムは北京市の水源という〝命綱〟であるため、エン

タメ系の施設は設置されていないが、金海湖にはウォータースライダー（滑り

台）、パラセーリング、モーターボート、カヌー、サーフボード、遊覧船、水泳な

どアクティブな水遊びが思いのまま。

観光スポット 観光スポット
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お薦めコース 観光スポット
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ピクニック・撮影・レ
ジャーの日帰り観光

コース特色 :
「燕山の真珠」とも呼ばれる密雲ダムに遊び、不老湖湿地渡り鳥のバード

ウォッチング。

コース :
Day 1: 密雲水庫ー不老湖湿地

路線設計 :
Day 1:  午前、密雲ダムへ。密雲水庫は山水の変化に富んだ景観で多く観光

客を引き寄せている。不老湖湿地では渡り鳥のバードウォッチング。

密雲ダム

司馬台長城

司馬台長城
　司馬台長城は北京市内から北東へ 120 キロ、密雲区北東部の

古北口鎮の内部に位置し、東は望京楼から始まって西の後川口ま

で全長 5.4 キロ、急峻な山稜に沿い、標高 295 メートル～ 986 メ

ートルと標高差が激しいのが特徴。比較的なだらかな馬道もある

が、天梯と呼ばれる部分は 45 度の急傾斜に幅 50 センチの通路、

天橋と呼ばれる部分は幅 40 センチしかない。

　司馬台ダムが長城を東、西に分断し、急峻な東側に敵楼（物見

の楼閣）が 16 座、比較的ゆるやかな西側に 18 座ある。明代の長

城の敵楼の間隔は平均的に 500 メートルなのに対し、司馬台では

平均 140 メートル、最も近いところで 40 メートルとかなりの密集

ぶり。その形式、構造がそれぞれ異なって、きちんと整備された八

達嶺長城とは違う〝古長城〟の魅力を持っている。

　西北側の金山嶺長城と司馬台長城が渾然一体となり、蒼竜が今

にも天に飛び立つ勢いを見せている。華北平原が燕山山脈に遮ら

れ、蒙古高原へと続くところ。連綿と続く燕山の山稜に司馬台長

城が激しい起伏を続け、敵楼が荒々しくも凜とした威風を漂わせ

ている。目を転じると茫漠たる華北平原が地平線の彼方へと広が

り、天辺へ連なる。往時茫茫、歴史の断章が押し寄せ、思いを深め

るひととき。
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北京張裕（ちょうゆう）
ワイナリー

　北京張裕ワイナリーは北京市密雲区の巨各鎮に位置し、ヨ

ーロッパの田園風景の中に、ワイナリーの代名詞となったシャ

トー（王侯貴族の大邸宅）が豪壮かつ秀麗なたたずまいを見

せている。宿泊、外食、会議、アミューズメント、観光を一体に

したフランス式のアミューズメントパーク。

　中国へ行って張裕（ちょうゆう）ブランドのワインを飲んだ

人は多い。そのはずで、張裕ワインは中国国内ワイン市場の約

20% を占める名実共に中国ワインのトップブランド。ここには

他社の追随を許さない〝100 年もの〟の名品がそろい、美酒と

美食の発信基地となり、〝国際ワイナリーの新たな拠点〟とも

称されている。シャトーの中にはテイスティングルームが備わ

って世界の名品が提供され、経験豊かなソムリエがお相手して

くれる。

CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU CLASSICAL GARDENS OF SUZHOU観光スポット 観光スポット

雲蒙山
　北京郊外の名山で、北京から約 89 キロ、最高峰は 1414メートル。

大自然の野生動植物公園が東は密雲ダム、西は雲水山に沿ってい

る。森林の被覆率は 91％。雄大で美しい自然は〝北方の小さな黄

山〟とも呼ばれ、登山やトレッキング愛好家が仲間や家族連れで

必ず訪れるところ。

雲蒙山

（北京張裕愛斐堡国際酒荘）
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お薦め観光コース

コース特色 :
玉渡山の秀麗な風景を楽しみ、野鴨湖でバードウォッチ。

コース :
Day 1: 玉渡山

Day 2: 北京野鴨湖国家湿地公園

路線設計 :
Day 1:  午前、玉渡山自然景区へ。人跡まれな深山で静寂、清幽、景色を独り占

めできる。

Day 2:  朝野鴨湖は華北最大、北京唯一の湿地鳥類自然保護区。150 万平米を

超える水面を有し、沼沢だけでも 33.33 平方キロ。ここには珍種、貴重

種の鳥類は 16 目 42 科 150 種以上。白鳥、鶴、雁が平穏と調和の世界

を作り出している。

玉渡山、野鴨湖湿
地２日間コース

観光スポット

玉渡山

八達嶺長城

八達嶺長城風景名勝区
　八達嶺長城は北京市延慶区軍都山関溝古道北口にある。居庸関の前衛として〝天

下九塞〟の一つに数えられ、明代長城の中で保存が最もすぐれ、最も代表的な地理

的位置を占めている。

　古来、「居庸関の守りは八達嶺に負っている」といわれる通り、峻険な地勢と秀麗

な山岳風景を併せ持ち、1953 年に関城の楼閣と城壁を修復し、遊覧区を設立した。

数次に及ぶ修復を重ね、公開地域は 3741 メードルに達し、南部の 1176 メートル、北

部の 2565 メートルに敵台（望楼）16 座を数える。1961 年 3 月に「万里の長城・八達嶺」

は最初の国家級文物保護施設に、1982 年に国家重点風景名勝に認定された。1986

年、全国十大風景名勝区の第一位と評価され、1987 年、ユネスコの「世界遺産リスト」

に登録されたほか、1992 年、「北京観光の世界一」のトップに選ばれた。2000 年～

2009 年、500 名以上各国の国家元首、政府首脳または政党指導者が八達嶺長城を

登っている。
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百里山水画廊
　延慶区東北部千家古鎮に位置し、2010 年 9 月 17 日に「風

景に融けこんだ古鎮のたたずまい」が評価され、大型国家４A

級観光エリアに認定された。「１環、３区、12 接点」に分かれ、

川沿いの道路は 56 キロ、「百里山水画廊」の名前はここに由

来する。「珪化木（けいかぼく）」と呼ばれる樹木の化石が林

立し、烏竜谷、滴水壺、朝陽寺、竜王廟、関帝廟など 6 つの観

光区に加え、秀水湾、長寿嶺、古家窯、下湾など〝山水の村〟

の接待所〝おもてなしポイント〟は 18 ヵ所にのぼる。さらに、

小崑崙山、書剣峰、海相沈積遺跡、菜木溝旧石器遺跡、文昌

碑、大自然保護区、千坪ひまわりの海、万坪黄茶園、燕山書院

などの文物古跡がある。

観光スポット 観光スポット

百里山水画廊
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八達嶺野生動物園 
　動物園総面積 371 ヘクタールで、県の中心地から 40 キロ、

北京市内から 110 キロの距離。東側は懐柔区に隣接し、北川

を挟んで河北省の赤城県へ続く。東南側は香営、劉斌堡、真

珠泉、周囲は滦赤（らんせき）、花千、花沙道路が走り、交通便利。

2007年北京市ドライブコース10 選のトップに選ばれている。

観光スポット 観光スポット

竜慶峡
　北京市内から 85 キロ、北京延慶県北部に、船遊びや登山で人気のポ

イントがある。ベストシーズンは夏と冬。夏の涼しさは北京の都心より 6

度低く、承徳避暑山荘より 0.8 度涼しい。冬は氷結期間が長く、毎年 1

月～ 2 月には氷灯祭が行われる。

竜慶峡
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康西草原 石京竜スキー場
　康西草原は康煕帝とは何の関係もない。康荘の西側にある

から、康西草原と命名された。もとは官庁ダムの調整池だった

ため、植物や作物の栽培や住居の建築は許されずに 2100 ヘ

クタールもの大草原が自然に形成されていた。その後、官庁ダ

ムはずっと水不足が続いたため、馬の放牧と乗馬の訓練に利

用されることになった。

　馬にまたがり疾駆させる爽快感、それを見る愉快感は格別

なもの。康西草原は 10 万平米の馬場（馬術競技場）と 1000

メートルのトラックを持つ国内最大の国営競馬場に変身した。

専門の馬術クラブも発足して、馬術の教練、騎手の養成も行

われている。

　石京竜スキー場は初級、中級、上級 6 本、全長 4600 メートルの

スロープを持ち、専用のスノーボードランドも設置されている。広

大なゲレンデでスキー、スノーボード、スノーモビル、雪上自転車、

温泉浴、サウナなどお気に召すまま。ノンスキーヤーやキッズには

ソリ遊び、アフタースキーには雪の彫刻の景観、雄大な自然環境を

背景にパラグライダーも楽しめる。

康西草原

石京竜スキー場

観光スポット 観光スポット
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北京悠久の歴史と解放後の歩み
　北京は歴史に確固とした足跡を残す文化都市。中国の政治、経済、交通

と文化・芸術の中心地として大きな役割を果たすと共に、数多くの景勝地と

文物古跡を受け継いでいる。北京の歴史は 3000 年前までに遡り、秦漢時

代から、北京はずっと中国北方の重鎮であり続け、薊城（けいじょう）、燕都、

燕京、大都、北平、順天府を名乗ったこともある。北京は西安、南京、洛陽

と合わせ「中国の四大都」と呼ばれ、７つの世界遺産を有し、世界文化遺産

登録件数が最も多い都市で、強い国際影響力を持つ世界最大の都市の一

つでもある。

　新中国が成立した 1949 年以降、北京は大規模な改造、改修を行った。

抗米援朝の朝鮮戦争の期間中は、難民の避難を容易にするために旧城の城

壁を穿って東四（ドンスー）十条、小街、新街口などの避難路を設けた。城

壁、城門、角楼などは 1951 年から 1958 年までに撤去された。皇城の出入

口であった中華門、長安左門、長安右門、地安門もそれぞれ 1950 年代から

1960 年代にかけて取り除かれた。故宮護城河も東、西、南面が暗渠化され、

地下水道水システムの一部に改造された。

　1949 年 1 月、北京の都市計画は国民党時代に区分された 20 区から 32

区へと臨時に策定され、同年 4 月にこの 32 区を 26 区に吸収合併し、6 月

には最終的に 20 区として接収業務を完了させた。

北京悠久の歴史と解放後の歩み 北京悠久の歴史と解放後の歩み

　1952 年、北京市は華北行政委員会の指導下に入り、同年の 7 月に河北

省宛平県の全域と房山、良郷２県の一部を北京市の管轄下に移した。

　1949 年 1 月 31 日、25 万の国民党軍を率いて北平（北京）に拠点を置い

ていた傅作義は、共産党と平和協議の合意に至って北平を無血開城し、人

民解放軍が北平入城、北京解放が実現した。

　1949 年 9月27日、中国人民政治協商会議の第１回全体会議が開かれ、「中

華人民共和国の国都、紀年、国歌、国旗関する決議」が行われ、首都を北

平に定め北平を北京に改称すること、西暦を公式の紀年法とすること、『義

勇軍行進曲』を国歌とすること、五星紅旗を中華人民共和国旗とすること

を決定した。1949 年 10 月 1 日、中華人民共和国中央人民政府は北京で

設立を宣言した。

　1956 年から1958 年までの間、河北省昌平、良郷、房山、大興、通県、順義、

平谷、密雲、懐柔、延慶などの県を北京市に編入して現在の北京市行政区

が形成された。

　1956 年 3 月 9 日、昌平県を解消して北京市昌平区を設置した（高麗営

鎮を除く）。河北省通県の金盏（きんさん）、長店、北皋（ほくこう）、孫河、

崔各荘、上新堡、前葦溝などの 7 つの地域を北京市に編入した。

　1958 年 3 月、河北省通県内の通県、順義、大興、良郷、房山などの 5 県

および通州市が北京市に編入された。その後、西単、西四両区を解消し合
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併して西城区を設立。東単、東四両区を解消し合併して東城区とした。

前門区を解消して崇文、宣武２区に編入。東郊区を朝陽区に改称。石景

山区を解消して豊台区、海澱区、門頭溝区に分割した。京西鉱区を門頭

溝区に解消。通県と通州市を解消し合併して通州区を設立した。良郷、

房山２区を解消し合併して周口店区設立。大興県を大興区に改称。南苑

区を解消し朝陽区、豊台区、大興区に編入した。順義県を順義区に改称。

1958 年 10 月、河北省の懐柔、密雲、平谷、延慶を北京市に編入した。

　1963 年、石景山区は豊台区から独立し、事務所を設立したが、1967

年区になった。

　1998 年 3 月 3 日、国務院の許可により順義県を解消し北京市順義区に変えさ

せたが、行政区は域従来通りとする。

　1999 年 9 月 16 日、昌平県を解消し北京市昌平区とする。

　2001 年 3 月 2 日、大興県を解消し北京市大興区とする。

　2002 年 2 月 7 日、懐柔県、平谷県を解消し北京市懐柔区、平谷区とする。

　2010 年７月１日、もとの東城区、崇文区、西城区、宣武区を解消し新しい東城区、

西城区とする。

　2015 年 11 月 17 日、密雲県、延慶県を解消し北京市密雲区、延慶区とする。こ

れによって北京は県による行政区分を終えた。

北京悠久の歴史と解放後の歩み 北京悠久の歴史と解放後の歩み

故宮

北京歴史建築
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現代の北京
　北京ーー中華人民共和国の首都、直轄市にして国家の中心都

市。中国の政治、文化の中心にして経済の策定・管理・運営の中枢、

中華人民共和国中央人民政府と全国人民代表大会の所在地。

　華北平原の北部、燕山山脈を背に、都市の中心を永定河が流

れ、天津市と河北省と隣接している。北京市には東城区、西城区、

朝陽区、海澱区、豊台区、石景山区、門頭溝区、房山区、大興区、

通州区、順義区、昌平区、平谷区、懐柔区、密雲区、延慶区の 16

区がある。

北京現代建築

現代の北京
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中央テレビ局ビル

現代の北京

　北京は中国「８大古都」の一つで、7 つの世界遺産を有し、

世界上で世界遺産登録件数が最も多い都市で、3000 年以

上の歴史を有し、860 年以上の建都史を有する古都で、多く

の文物古跡、景勝地を有する。
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文化 文化

権威を有する皇室文化
　皇室文化は中国伝統文化の重要な構成部分で、中華文明の発展と成熟

に大きな影響を及ぼした。天人合一（自然と人間の調和）、敬天法祖（けい

てんほうそ。天を敬い、祖先を祭る）、唯我独尊（皇帝権力の絶対性）、専

制独裁、優雅と豪奢、爛熟と腐敗は、皇室文化に通底する基本的な特徴を

なしている。北京の文物古跡は中国伝統文化の結実、皇室文化の縮図と

いえ、とりわけ紫禁城、壇廟、皇室園林、帝王の陵墓などは世界に唯一無

二の存在で、北京がその中国伝統文化と皇室文化を一身に体している。

故宮

北京胡同

独特の胡同文化
　北京の胡同は単に都市の通路、往来というにとどまらず、人々の暮らしの場であり、

北京の歴史を共に生き、共に演じた舞台でもある。「四合院」と呼ばれる伝統建築は、

元代の中庭を持った民家に起源するといわれ、院子（中庭）を囲んで北に正房（母屋）

主屋、東 ･ 西にそれぞれ廂房（脇部屋）、南に倒座（母屋の向い部屋）を配するのが

基本型。歴史の変遷をつぶさに目撃し、胡同もそれぞれの物語を秘めている。灰色

の壁と屋根瓦は同じように見え、旅人によそよそしい印象を与えるかも知れないが、

暇を見て、胡堂を散策し、胡同の空気を吸い、できれば、住民たちとおしゃべりする

のもいい。ここで生まれた物語や、一家の気風、人々の心の中に刻まれたできごと

が伝わってくるに違いない。.
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皇室建築 宗教文化
　北京の宗教寺廟は北京城区に広く分布。著名なものは、仏教の法源寺、拓

寺など、道教の白雲観など、イスラム教の北京牛街の礼拝寺などのほか、チ

ベット仏教の寺院などがある。キリスト教の西什庫（シーションクー）キリス

ト教堂、王府井キリスト教堂などがある。

　北京は 3000 年以上の歴史を有する古都。かつて六朝の都で、燕国以来

2000 年、多くの壮大な宮廷建築が建設され、庭園、廟壇、陵墓を最も多く

有する都市に発展させた。

　北京の故宮は、明代に「大内宮城」、清代に「紫禁城」と呼ばれ、明清両代

を合わせて 24 人の皇帝が住み処とした。中国伝統の古典的風格と東方的格

調を体現し、世界に現存する最大の宮殿で、中華民族の貴重な文化遺産。

　天壇は合理的な配置、精妙な建築様式によって中外に知られ、明代と清

代両代にわたって皇帝の「天を祭る」場所。

文化 文化

皇室建築

古代建築の屋根

王府井キリスト教堂
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中軸線
　北京の中軸線とは元代、明代、清代の北京城を南北に貫く中軸線。宮城を中心として

左右対称。南の永定門から始まり、北の鐘鼓楼まで、全長 7.8 キロ。北に向かって永定門、

前門矢楼、正陽門、中華門、安定門、端門、午門、紫禁城、神武門、景山、地安門、後門橋、

鼓楼、鐘楼へと続く。中軸線左右に南から天壇、先農壇、太廟、社稷壇、東華門、西華門、

安定門、徳勝門が配置されている。中国の著名な建築学家梁思成氏曰く「北京特有の都

市景観、その秩序と美は中軸線から生まれたのである」と。その永定門、中華門、地安門

は新中国成立に取り壊されたが、永定門の城楼は再建されることになった。（訳注：19

世紀半ばのフランスの詩人ボードレールは『旅への誘い』の中で「東洋の国のきらめき」

を「秩序、美、豪奢、安定、そして逸楽」と綴り、当時のヨーロッパ人の中国への憧れを歌

ったものと考えられている）。

北京中軸線

城と濠
　北京城は中国歴史上最後の両王朝である明朝と清朝の都城防衛建築の総称で、

宮城、皇城、内城、外城から構成し、城壁、城門、瓮城（おうじょう。城門の外を取り

囲む半円形の外城）、角楼、敵台（望楼）、護城河などの施設から構成され、宮城城

門、皇城城門、内城城門、外城城門に分けられ、城門は四座があったが、六座との一

説もある。

故宮

文化

258 259



　京劇の起源は数種の地方演劇にさかのぼる。一口に 300 種といわれる地方劇はそ

れぞれ土地の言葉と曲調で演じられており、乾隆 55 年（1790）、安徽省から「二黄」

の節回しを持ち味とする徽劇団（四大徽班と一括される）が北京に入って人気を博

した。道光 8 年（1928）前後、漢調（楚調、西皮調）を特色とする湖北省の劇団が北

京に進出し、安徽の「二黄」、湖北の「西皮」双方の曲調が合体して「皮黄戯（ひこうぎ）」

となり、京劇の基礎を作った。さらに昆曲（江蘇省起源）、秦腔（陝西省起源）、梆子（ば

んず。剛毅さと悲壮美、急迫のリズムを持つ曲調。陝西梆子＝秦腔＝が東漸して中国

北方に一大劇圏を形成）などの影響を受けながら全国的な人気劇種となった。

京劇

書画
　中国書画界の巨匠・張師曾は範曾の弟子で、原名は

師曾。現在北京に在住。初めてに絵画を書道に入れる手

法の先鞭をつけた。中国伝統的人物画のリーダー。

京劇

北京無形文化遺産北京無形文化遺産
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老舎茶館

文化体験 北京人の巧手

北京の伝統芸
「曲芸」
　曲芸（チュイイー）は語り物や雑技、北京琴書、

京味大鼓、単弦河南墜子、京劇、京韻大鼓、

双簧（シュアンホアン。演技者が口を動かすだ

けでしぐさを演じ、後ろに隠れた者がセリフを

言ったり歌ったりする演芸）、民族音楽、時調（あ

る地域、ある特定の時期に一時に流行ってい

る曲芸）、相声（漫才）、そして雑技、マジック、

皮影（影絵芝居）などのほか、各地の地方劇も

見られる。劇場は老舎茶館、徳雲社がお薦め。

前門近くに老舎茶館があり、老舎の代表的劇作

『茶館』を見た人なら一度はのぞいてみたい。

徳雲社は専門の相声団体。天橋を本拠として、

三里屯劇場、三慶園劇場、新街口劇場、広徳

楼劇場と湖広会館劇場などに出演し、伝統的

な相声（漫才）、鼓曲（鼓を操る演じる演芸の

総称）の旧来の形式から一歩踏み出した公演

を行っている。

七宝焼
　七宝（しっぽう）は中国の高名な工芸品。主に銅・銀・金などの金属の

素地に、ガラス質の釉（ゆう）を焼きつけて装飾する技法。春秋時代（前

770—前 403）にこの技法を確立し、明代の景泰年間（1450—1457）に最

高度の完成を見たところから、「景泰藍（けいたいらん）」とも称される。

　七宝は北京特有の伝統工芸品で、まず北京で有名になった。現存の最

も早い工芸品は元代のもので、1000 年近くの歴史を有している。

　七宝のデザインは優雅典麗で、その技巧は精緻を極め、発色の鮮やかさ

と工芸の繊細さで世界に知られ、その特徴は「形」、「紋」、「色」、「光」

でまとめられる。美術、工芸、彫刻、象嵌、ガラスの溶解や冶金など高い技

術と民族様式を体現した北京の伝統工芸品。

七宝焼
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北京堆朱（ついしゅ）

　北京堆朱（ついしゅ）は古朴で重厚、精美な文様、潤いのある光沢、典

雅な造形で喜ばれ、防湿、耐熱、耐酸、抗アルカリ、変質しにくい特性で

珍重されている。堆朱は中国漆工芸の中で重きをなし、漢民族伝統工芸

の精華でもある。

　北京堆朱は唐代に作り出され、すでに 1400 年以上の歴史があり、歴

代の皇室に愛されて宮廷工芸でもある。新中国成立の後、堆朱の技法は

宮廷から民間に伝わり、今は世界各国の人たち親しまれ、愛用されている。

堆朱の制作過程が複雑で、完成までに 3 ヵ月が 1 ～ 2 年の時間を必要

とする。

北京人の巧手 北京人の巧手

しんこ細工
　しんこ細工は練り粉で作った人形。中国語で面人、面塑、面花などと呼

ばれる。作り方が比較的容易で、しかも高い芸術性が評価されている漢民

族の工芸品の代表。時代は古く、漢時代の記載が認められている。

　小麦粉、もち米を原料にし、色、パラフィンと蜂蜜などを加え、カビとひ

び割れの防止処理を経て製品化される。

　しんこ細工（面人）を作る時は、手のおもむくまま素材を選び、数回揉み、

こね、竹べらで切り、刻みを入れ、体の形を整え、さらに手、頭、顔、髪飾り、

そして衣装をかたどり、生き生きと、今にも動き出しそうな人物が手の中に

誕生する。

しんこ細工
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玉器
　北京の玉器は、はるか新石器時代に遡る。北京周口店の竜骨山頂上付近洞窟から発

見された「山頂洞人」の化石人類が玉という硬い材質を用いて女性の装飾品を作り上げ

ていた。それから長い歳月を経て、高い技術と巧みな造形で玉器を生み出し、水晶のよ

うな繊細さと色彩の鮮やかで見る人の心を捕らえている。

　現在の技術は、まず適切な材料を選び、素材の生地によって応変の技術を発揮する。

玉の瑕疵（かし。傷や欠点）やクセを補って、そこから〝美〟を引き出すのが腕の見せどころ。

腕利きの名匠は玉の形、色、光沢、生地、文様、透明度を存分に生かし、人の心を奪う名

品を作り出す。玉器の工程は「議」、「絵」、「琢」、「光」に分かれ、表現手法は圓雕、浮雕、

鏤雕、線雕など。 製品は皿や小鉢、人物、花卉、鳥獣、盆栽、装飾品などがある。

北京布靴
　北京の布靴には長い歴史と濃厚な生活文化があり、中国の庶民文化を

代表する一つ。その発祥は山西省平遥と伝えられている。山西省には古来、

〝農工百芸〟に通じる手工業の伝統があり、北京で流行し始めた布靴に平

遥の工匠が〝改良〟を加えると、これが北京で大当たりして全国に広まった。

北京の布靴は履きやすいというだけでなく、デザインのよさと堅牢性がも

てはやされ、北京の工芸品を代表する一つになった。

北京人の巧手 北京人の巧手

北京布靴
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京劇くまどり
　日本の歌舞伎に隈取（くまどり）と呼ばれる独特のメークがあるように、

京劇をはじめ中国の地方劇には臉譜（れんぷ）と呼ばれる化粧術がある。す

べての登場人物がこれを施すのではなく、敵役（かたきやく）や神仙、大臣・

宰相の役、立ち回り役や道化役が臉譜によって身分や性格を表した。唐代

の仮面劇に由来するといわれ、京劇に受継がれる過程で複雑に進化した。

歴史上有名な人物、劇中なじみの人物の色と紋様は決まっていて、それだけ

でも数百種に上る。

京劇隈取

良郷栗
　北京郊外の名産物の中では良郷栗が最もお薦め。実が小ぶりで、皮が

薄くてむきやすく、果糖度が高く栄養価も高いので、強壮効果もある。良

郷は栗により有名になり、栗の原産地は房山にあるため、「房山栗」とも

呼ばれる。良郷栗は生でも食べられ、砂糖など香辛料と炒めることもでき、

栗パウダーをケーキ—や料理にも使える。房山以外、懐柔、密雲、昌平、平

谷などでも栗を生産している。

北京人の巧手 手土産を持って帰りましょう！
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ドライフルーツの砂糖漬け
　北京のドライフルーツの砂糖漬け、あるいはシロップ漬けは、宮廷の御膳坊に伝

わり、そのレシピは〝秘方〟とされたが、今は民間に伝わり、専門の工場で作られている。

　さっぱりとした甘味と酸味で、北京土産の定番となり、リンゴや梨、杏、桃、メロン、

サンザシ、ナツメなどさまざま。最近ではその種類もさらに増え、健康食品と認めら

れている。

手土産を持って帰りましょう！

北京紅梨（ホンリー）

醤牛肉

　北京紅梨はナシとはいえ、見た目は赤く、リンゴそっくり。果肉は白

くジューシー。酸味と甘みのバランスがよい。摘果後、120 日間地下

の貯蔵庫で寝かすと、俄然、甘味を増す。野生種のため、強い耐性が

あり、半年以上風味を変えずに保管できる。主要産地は北京市密雲

区大城子鎮、ここは「紅梨の里」と呼ばれている。

　醤牛肉（ジャンニュウロウ）は味が染み込んで、ぴりっとした食感が

快く、大人も子どもも好きな一品。食べる際にナイフでスライスする。

冬は胃を温めてくれる。

　たれの色によって赤く光って見え、少量の牛筋が黄色く透けて見え

る。肉質はほどよく締まり、スライスすると、断面が口紅のような小豆（あ

ずき）色に見える。醤（ジャン）の香りが芳ばしく、口当たりはさわやか。

北京干しフルーツの蜜漬け

手土産を持って帰りましょう！
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環境と資源

キリスト教
　中国では、 キリスト教（基督教）、ヤソ教（耶蘇教）の中で 16 世紀ヨーロッ

パ宗教改革運動の中でカトリックから離脱した新宗派、また、この中から分派を

続けた各流派を総称して「新教」と呼び、広義には天主教、東方正教を含めてキ

リスト教と呼ぶ。新教は 19 世紀に中国に伝来し、1807 年にロンドンの伝道協

会から派遣された伝道師が中国大陸初の伝道師とされる。

カトリック教
　カトリック教は 16 世紀に中国に入り、その教徒が天主（イエス）を崇めるこ

とから天主教と呼ばれた。北京では西城区西什庫大街に天主教西什庫（シーシ

ョンクー）教堂があり、「北堂」とも呼ばれている。もとは 1693 年に蚕池口に建

てられて 1703 年開所し、救世堂と呼ばれた。1886 年に現在の西什庫に移転し、

1888 年、主教事務所を合わせ建築エリアを拡大された。修繕後の 2018 年 8 月

11 日に「天主教北京教区移転と西什庫教堂落成式」を開き、正式に公衆に公開

された。

イスラム教
　仏教、キリスト教と合わせ、世界３大宗教。イスラム教はいつに北京に伝われ

たのが明確の記録がない。歴史専門家の考証による北京市内の牛街礼拝寺が

996 年に建てられたため、1000 年以上の歴史を有することになる。

自然地理
　北京は独特の地理的環境によって、古代から兵家必争の地とされた。華北大平原の北

端に位置して西は太行山脈から山西高原へと続き、東北は松遼平原（北部の松嫩＝しょ

うのん＝平原、南部の遼河平原）に接し、東南は 150 キロで渤海湾に至る。全体的に見

ると、燕山山脈を背負って南面し、攻めるに難い竜蟠虎踞（りゅうばんこきょ）の地といえる。

　古人が語るに、「幽州（燕国）は左に蒼海をめぐらし、右に太行山を擁し、北は居庸関

を枕とし、南は黄河と斉国に至る天府の国」。西北部には燕山山脈と太行山脈が連綿と

続いて北京城西郊に迫り、軍都山と西山に連なる。東南部は一望千里、天辺に至る大平

原。この華北大平原が北に尽きるところ、西北に分け入ると北京の小平原が広がる。平

原と山地が接する帯状の地に平谷盆地、燕落盆地、黄花城盆地、十三陵盆地、延慶盆地

が点綴（てんてい）し、周囲に丘陵と低山をめぐらして河川を貫流させ、土地は肥沃にし

て風光にすぐれた安住の地。地勢は西高東低、北京は頼もしい腕（かいな）に抱かれた

静謐（静謐）安寧の港湾に似て、人は「北京湾」と呼ぶ」と。

北京の自然地理環境

民族と宗教
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気候
　北京の気候は温暖半湿潤の季節風大陸性気候帯に属し、四季がはっき

りと分かれている。

環境と資源 環境と資源

春
　春は気温が上昇しても、昼夜の温度差が大きい。空気は乾燥し、風沙

は空を覆う。日中の気温は高いが、夜の冷えこみが激しく、昼夜の気温差

は 12 ～ 14 度、最大 16.8 に達する。また、春は寒気団の襲来も頻繁で、

急激な気温の低下に「寒の戻り」が出現する。強風に砂塵が舞い、砂嵐に

悩まされる。春は降水量が少なく乾燥の季節で「十年のうち九春が干天（か

んてん）」といわれる。穏やかに春めく日は「踏青賞花」の野遊びや野天

のライブ出かけるのもこの季節。

夏
　夏は炎熱の中、大雨が集中し、山地を除き、平野部の平均気温は 24 度

以上になる。6 月に入ると、急激な高温に見舞われ、7 月はまさに盛夏、

高温の日が続き、夜も熱帯夜に苦しめられる。夏の降水量は一年間の約

70％を占め、豪雨がよく降り、夏の主要な自然災害の一つになる。

秋
　秋（9 月～ 11 月）は秋晴れで気温も適宜、日差しも十分。北京

人が最も好きな季節。

冬
　冬は寒く長い。５ヵ月ほども続く。平均気温氷点下を〝厳冬〟と

するなら、冬の期間は３ヵ月（12 月から翌年 2 月まで）となる。1

月は平野部の平均気温が氷点下４度、山岳地帯が氷点下 8 度以下

になる。冬の降水量は 1 年間の約 2％を占め、連続１か月間降雨

（雪）なしの記録もよく現れる。冬季は乾燥して寒いが、日差しの

日が多く、平均一日 6 時間以上に達し、太陽光発電に適している。

北京の秋
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環境と資源 環境と資源

生物資源
　北京の動物生息地は蒙新区の東部草原、長白山地、松遼平野地帯に属し、

東アジアモンスーン地域、長江南北地域にも属している。北京の動物は東

北から東洋界に渡った動物の特徴を持っている。旧北区（ユーラシア大陸

と北アフリカの一部）から東アジアに渡来した動物区の特性を持っている。

獣類が約 40 種、鳥類が約 220 種、爬虫類が 16 種、水陸両生動物が 7 種、

魚類が 60 種を数える。

北京の鳥 拒馬河

水資源
　北京の河道は西から東へ流れる五つの水系に貫かれている。

拒馬河水系、永定河水系、北運河水系、潮白河水系、薊運河水

系。それぞれの源は西北部の山地から、峻険な山々を刻み、東

南部の平原地域を経て渤海に注ぐ。

　北京市内には天然の湖がないが、85 個のダムがある。大型

のダムは密雲ダム、官庁ダム、懐柔ダム、海子ダムる。
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飲食衛生
　旅行中には水分をこまめに補給し、新鮮な果物もお勧め。慣れない土地で

の食事では食品や食器の衛生管理をしっかりと。 

薬の用意
　夏と秋には、日射病にご用心。蚊などの虫除け薬をご持参を。冬と春には

風邪薬をお忘れなく。子ども連れの家族は子供用の薬もご用意を。

医療
　北京には三甲病院（医療科学の研究と治療、医療衛生と安全、医療サービ

スと管理による中国の最高レベルの水準を保つ病院）や薬局が多くある。ま

た、中国国内の大型都市で、首都でもあるため、医療レベルは全国のトップ

クラスにあり、大小の医療機関は夜間の急診を受け、緊急の時に心配なく利

用できる。住民の生活区域の専門の医療サービスステーションやコミュニテ

ィ病院も利用できる。

健康 出かける前の事前準備

身分証明書
　外国人の方はパスポート、在留証明書をお忘れなく。台湾地域の

方は同胞証明書をご持参ください。飛行機に搭乗の際にも、ホテル

宿泊の際にも上記の身分証明書をお忘れなく。

衣類
　夏は蒸し暑く、雨が多いので、外出の際は着替え、傘をご用意を。

春、秋には長袖や帽子つきの薄いコートをご持参を。冬にはダウン

ジャケットや厚目のボン、帽子、マフラー、手袋、運動靴（かかとのな

い靴がお薦め）など。

日焼け止め
　夏は紫外線が強いので、夏用の帽子と日焼け止めをお忘れなく。
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出かける前の事前準備 観光常識

スモッグ天気
　出かける際に天気予報が要チェック！モッグ天気にご注意下さい。あると

きにマスクのご着用をお願い。アレルギー体質の方は呼吸道などの問題があ

る恐れがあるため、お気を付けください。

交通カード（交通系電子マネー）

　観光の前に北京の交通カードを事前に買っておくと便利。交通カードでバ

スを乗ると５割引きになる。地下鉄利用の場合にも割引キャンペーンを受け

られる。地下鉄の各駅には交通カードの購入を申請でき、払い戻しも便利で。

カード内にチャージした金額を使いきれない場合は全額払い戻しができる。

その他のもの
　携帯、カメラ、充電器、SD カードなどの電子部品をお忘れなく。

貨幣と両替
　外貨の両替は国際空港、銀行、クラスのホテルのカウンターで、自国の

現金を当日の為替レートで換算して人民幣（人民元）を入手できる。帰国

するときはパスポートと「両替明細書」を提出すれば、余った人民元を

必要な通貨に両替できる。現在両替できる外貨は米ドル、ユーロ、日

本円、オーストラリアドル、カナダドル、香港ドル、シンガポールドル、マ

レーシア・リンギット、マカオ・パタカ、新台湾ドル、旅客は中国銀行、中

国工商銀行、交通銀行などの銀行で両替できる。

出入国
　出国、入国は必ず規定に従って出国、入国登録カードに記入し、入国

を証明する文書と共に出入国審査カウンター（イミグレーション）に本

人の有効なパスポートを提出して検査確認後通過する。

郵便
　中国の郵便局、郵便ポストは深緑色。営業時間は一般に 9 時から 17

時まで。中国の速達郵便は発達しており、簡便で信頼性は高い。中国国

内でよく利用されているのは中国郵政ＥＭＳ、順豊速運（ＳＦエクスプレ

ス）、申通エクスプレス、中通エクスプレスなど、ネットで予約すれば、係

員が受け取りに来てくれる。
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観光常識

計量単位
　民間で用いられているのは「市斤」で。１市斤は 500 グラム、１キログラム

は２市斤ということになる。スーパーマーケットなどでは１キロ単位で計量し

ている。長さはメートル制。

海外旅行保険
　観光客の人身と財産の安全・安心を守るため、各国の旅行保険に加入する

ことをお勧めしたい。

電源
　民用は電圧 220 Ｖ。

携帯品

携帯品
お金 : 現金、クレジットカード、銀行カード。

薬品：常備薬、風邪薬、消炎薬、胃腸薬、痛み止め、解熱剤、防水絆創膏、

乗り物酔い止め、熱中症防止薬（夏）、蚊除け・虫除け・かゆみ止め（夏）、

包帯など。

電子用品：携帯（電池、充電器、イヤホン、パソコン接続コード）、カメラ（メ

モリーカード、レンズ、充電器、メモリーカードアダプター）、ＡＣアダプタ

ー、ノートパソコン（電源）、懐中電灯、コンセント、変圧器（中国大陸の電

圧は 220 Ｖ）、乾電池。、携帯式ドライヤー、フラッシュメモリーなど。

証明書類：身分証明書、パスポート、学生証、健康保険証、旅行保険、敬老

優待証など。

個人用品：タオル、洗面道具、スキンケア用品、ティッシュペーパー（ペーパ

ータオル）、化粧品、リップクリーム、日焼け止めクリーム、サングラス、傘、

ひげそり、生理用品。

衣類：半袖シャツ、短パン（夏）、長袖シャツ、ズボン、レインコート、セーター、

ダウンジャケット（秋、冬）、パジャマ、下着、靴下、歩きやすい靴、日除け

帽子（夏）

文房具：ノート、スケッチブック、クレヨン、絵の具、ペン、サインペン、蛍光

ペン、マーカー、コンパス、磁石、小ナイフなど。

資料：観光案内、地図、自作のデータなど。

その他：ビニール袋、小型ハンガー、マイカップ、携帯ソーイングセット、目

的地によって寝袋、シーツ、マッチ、ライターなど。
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観光情報 観光情報

北京観光
インフォメーションセンター

お泊り

　北京観光インフォメーションセンターは北京市政府から許可された国

際性、現代性、公益性、サービス性を有する観光インフォメーションコン

サル専門機構。国内外から北京に来る観光客に全方位的なサービスを提

供することを目指している。正式に運営し始めてから、サービスステーシ

ョンは北京市内で 20 ヵ所設立され、18 区および首都空港、各列車駅に

点在している。

　北京で宿泊先を見つけることは難しくない。世界トップクラスの豪華ホテルから地

下室まで、それぞれのニーズを満たすことができる。

　また、北京のホテルには繁忙期、閑散期という概念がない。ホテルの部屋の賃料は

その立地によって変わるのみ。値段が手頃なチェーン式のホテルもよい選択肢になる

かもしれない。家族向けの部屋もご相談を。

ホテル名 星数 住所

北京飯店 ☆☆☆☆☆ 北京市東城区東長安街 33 号

貴賓楼飯店 ☆☆☆☆☆ 北京市東城区東長安街 35 号

北京国際飯店 ☆☆☆☆☆ 北京市東城区建国門内大街 9 号

天倫王朝飯店 ☆☆☆☆☆ 北京市東城区王府井大街 50 号

首都大飯店 ☆☆☆☆☆ 北京市東城区前門東大街 3 号

華僑ビル ☆☆☆☆☆ 北京市東城区王府井大街 2 号

金融街 RITZ-CARLTON

ホテル
☆☆☆☆☆ 北京西城区金城坊東街 1 号

北京国賓ホテル ☆☆☆☆☆ 北京西城区阜城門外大街甲 9 号

北京金融街洲際ホテル ☆☆☆☆☆ 北京西城区金融街 11 号

（Beijing Tourist Information Center）
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