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2015年度海外文化研修（インド） 

 

 

期間     2016年 2月 14日（日）～2月 21日（日） 

 

参加者    東洋大学文学部東洋思想文化学科学生 20名・インド哲学科学生 2名 

 

引率者    東洋大学文学部東洋思想文化学科教授 橋本 泰元 

同 上        山口しのぶ 

 

研修日程 

事前学習 2016年 2月 4日（木）・5日（金） グループ学習および出発前最終説明会 

第 1日         2月 14日（日） 成田空港 11:30発 デリー経由 ムンバイ 21:05着 

第 2日      2月 15日 (月)   午前 ムンバイ市内見学（マニ・バヴァン、インド門等） 

午後 ムンバイからアウランガバードへ空路移動 

第 3日      2月 16日（火） アジャンター石窟寺院見学 

第 4日      2月 17日（水） 午前 エローラ石窟寺院見学 

午後 マンマドからボーパールに列車移動 

第 5日      2月 18日（木） 午前 サーンチー仏塔見学 

                                  午後 ボーパールからデリーへ空路移動 

第 6日           2月 19日（金） 午前 デリー市内見学（マハトマ・ガーンディー記念館、 

インド門等） 

午後 デリー大学学生との交流会 

夕刻 国際協力機構（JICA）インド事務所職員（東洋大学文

学部インド哲学科卒業生）上野絢子氏による講演 

第 7日     2月 20日（土）  終日 ラクシュミー・ナーラーヤン寺院およびデリー国立 

博物館見学 

                  夜  デリー 21:15発 

第 8日     2月 21日（日）  成田空港 7:45着 
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Indian Seminar Tour 

                           

はじめに 

私自身にとってインドに行くことはとても不安で仕方なかった。なぜかというと、一番の理由は

カレーが苦手だからだ。他にも慣れない環境・人間関係も少し不安があったが、行って良かったと

思えたので、この研修で感じたこと・思ったことをまとめてみた。 

●インド研修前のインドのイメージ● 

カレー大国であり、スパイスの種類が豊富、温暖な気候のため果物などが豊富。大都市はビル

があるが一歩田舎へ行くと簡易的な家が並んでいる。道の隅にはゴミが溜まっていて空気が悪い

イメージ。 

●デリー大学生との交流で感じたこと● 

グループになって交流した際、特に質問を受けたことは“日本の高齢化社会”と“日本のアニ

メ・漫画”についてだったのでそこで話した内容をまとめてみた。 

①『日本の高齢化社会』 

デリー大学生から「日本の高齢化社会はどうなっているの？」という質問を尋ねられた。「渋

谷とかには若い人ばかりいるイメージがあって、お年寄りは都会にはいないの？」という疑問を

もらった。疑問は何点か聞かれたけど答えるだけになってしまい、インド人から見た日本の高齢

化社会の意見を聞けなかったのは残念だったが、興味・関心を持っていることがわかった。 

②『日本の漫画・アニメ・映画』 

グループ分けを 2 回して、日本の漫画が好きというデリー大学の学生が多かった。 

どのくらいまで日本の漫画が浸透しているのかわからなかったが、アメリカで流行っている

「NARUTO」や「ONE PIECE」も名前が出てきた。他には「金田一少年の事件簿」や「銀魂」、

特殊な人は「CITY HUNTER」が好きという学生もいた。今年映画化され公開する、ゴキブリと人

間の戦いを描いた「TERAFORMARS」はつまらないという意見もあって第三者的目線の意見が

あった。 

映画が好きな学生もいて、インド映画と日本映画についてお互い質問をしてみたりした。映画

は好きだけど邦画にはあまり詳しくないのだが自分が持っているできる限りの邦画の知識を伝え

きれなかったのが残念でしかない。反対にデリー大学生がインド映画や女優・俳優の人たちを教

えてくれた時はとても笑顔で話してくれて、大好きなのが伝わってきて共通の趣味の話をするの

は楽しかった。 

個人的に話したかった BONJOVIが好きな学生さんがいたが、終わるころには姿見当たらず．．．。

「Do you like BONJOVI?」とグループが違ったのにわざわざ声をかけてくれて嬉しかったのに、

BONJOVIの話ができなかったことが一番の心残りだった。 
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●MAKE IN INDIA● 

 滞在中、街中・空港などいろんな場所で見かけた『MAKE IN INDIA』の文字。滞在中はなんだ

ろうと思いつつ調べていなかったが、やはり気になったので調べてみるとインドの「製造業立国」

の旗振りとして立ち上がったのだ。2月中旬の一週間「Ⅰo Ｔ」というキーワードと共に世界中で

製造業に革新をもたらそうとしていて、インドの得意分野のＩＴを活かしインド流のものづくり

を切り開いていくらしい。官僚のアミターブ・カント氏は「外資に頼らずインド企業自身が強く

なるべき。」と語っていた。 

日本の車会社のスズキは、インド生産車を国内販売することを決定し、3月 9日から「バレーノ」

という小型車を販売開始した。インド製の車を国内販売することは今回が初めてのことだ。年間

130万台を超える生産台数に加え、品質も日本並みにしっかりとした造りに変更し過給機を使い

低燃費化も実現。 

  ＩＴだけでなく製造業までと、広大な土地のインドの更なる進化に期待がとまらない。 

 (http://www.makeinindia.com/home 抜粋) 

●インドのスラム街を眺めて見つけたもの・気付いたもの● 

バス移動の中、窓から見かけたスラム街の景色は日本では見られないものもあって一番印象に

残ったものであった。 

日本でまだスラム街を見たことが無く、スラム街の横には平然と高層の建物が建っていて、建

てることへの意識や隔たりは関係ないのかと疑問に思った。スラム街の人々の暮らしの風景は見

ることはできなったが、トタン板を使い屋根を作りモンスーンや風雨によって大きな被害を受け

ないように屋根の上には重石のようなものが敷き詰められていたり、置かれていたりなど貧しい

暮らしの中でも知恵を絞って生きていることに考えさせられた。それに、ブルーシートを使って

いる家があって色味が出て自然の緑とビルの白とたまにある鮮やかな色の組み合わせがアート

だった。 

  

(スラム街Ⅰ 2016/02/15 撮影)     (スラム街Ⅱ 2016/02/15 撮影) 

http://www.makeinindia.com/home
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●研修後のインドのイメージ● 

ゴミがあまりなかったこと、もっと空気は悪いと思っていたので想像以上だった。野良犬が想

像以上にいて驚いたし、リスや猿も近くにいて東京ではできない自然を体験した。この国ならで

はの景色、目に見えなくても感じることが出来る国の色が鮮やかだと思った。どこに行ってもい

た物売りのおじさんたちが怖かった。 

おわりに 

この学科に所属しながらもインドに来る機会はあまりないので、この機会に現地を直接見るこ

とが出来てよかった。石窟寺院や仏塔を周ったが写真を見返すと景色ばかりで自分らしいなと思

った。今回のインド研修で新しい出会いがたくさんあって、日本人だけでなくインド人も、また

観光に来ていたアメリカ人の人たちと交流することができて国際交流も兼ねた英語の勉強にもな

って少し自信を身に付けることができた。普段は同じゼミでなければ関わることもなかった学科

の人たちとも仲良くなれて、思い出づくりもできたので良かった。 

    

 (人より車の国 2016/02/15 撮影)    (色鮮やかな人たち 2016/02/15 撮影) 

    

(外で商売 2016/02/16 撮影)   (学校の外壁 2016/02/16 撮影) (※全て筆者撮影) 
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インド研修旅行で吸収したこと 

 

 

 今回のインド研修旅行は、移動時間が長いながらも、列車と飛行機はあまり遅れることなく、天

候にも恵まれ多くの地を訪れることができ、私は様々なことを吸収することができた。また、先生

方や現地のガイドの方の話を、実物を見ながら聞くことができたことは大変貴重な経験となった。

その遺跡や寺院ができた時代を追い、その時代の仏像の特徴や、どれが新しく古い遺跡なのかなど

を思い出しながら見学できた。当初の予定にはなかったインド国立博物館にも行き、写真を撮りな

がら、卒業論文やレポート作成を見据えた視点で、像の裏側や細かいレリーフ等をじっくり鑑賞す

ることもできた。 

 私は、インドに行くのは二回目だが、初めて行く場所がほとんどだったため、新たな発見がたく

さんあった。その中から、特に印象に残っている二点について述べる。 

 一つめは、エローラ石窟寺院群である。エローラ石窟寺院は、インド西部マハラーシュトラ州の

オーランガバードにある石窟寺院群で、約 7世紀から 10世紀の間に建設された。第 1から 12窟が

仏教窟、第 13から 29窟がヒンドゥー教窟、第 30から 34窟がジャイナ教窟である。今回は全てで

はないがそれぞれの石窟を見学した。全体的に大きく、ジャイナ教窟、仏教窟、ヒンドゥー教窟の

順番で見学し、入口からジャイナ教窟と、ジャイナ教窟か

ら仏教窟が離れているため、バスで移動をした。 

見学したなかで特に印象に残っているものは、ヒンドゥ

ー教窟の第 15窟のダシャアヴァターラ窟と、第 16窟のカ

イラーサナータ寺院である。第 15窟は 2階建てになってお

り、1階にはほとんど彫刻はなく、2階がメインになってい

る。入って左奥の階段を登ると、約 30メートル四方の広間

に 42本の柱が規則的に立ち並び1、壁に大きく像が彫られ

ている。主にシヴァ神に関する神話や、図 1のヴィシュヌ

神の化身であるヴァラーハとナラシンハの彫刻があった。

また、2階の入り口側中央にシヴァ神の乗り物のナンディ

ンの像があった。正面を見て左側、正面、右側にリンガが安置されていた。これらの彫刻は、授業

で何度か見たことがあるが、実際に見ると想像以上に大きく非常に暗い場所にあり見づらかった。

全体像を見たことがなかったため、左右対称などの距離感や壁の面積などがよくわかった。また、

触る人が多いためかところどころ黒光りしていて、顔が削られているものや下の方がほとんどない

ものもあった。見学する人は他一組しかおらず、参拝というよりも見物客として来ているという印

象を受けた。 

                                              
1 宮治昭著 1981年 p.177 

図１ 



7 
 

一方、第 16窟はカイラーサナータ寺院とい

うリンガを本尊としたシヴァ神の寺院になっ

ており、エローラ石窟寺院群の中で最も見ど

ころの多いところだった。幅約 46メートル、

奥行き約 85メートル2に岩石を彫り、入口周

辺から彫刻がなされ保存状態がとてもよかっ

た。寺院内には、マハーバーラタやラーマー

ヤナ、シヴァ神関連からヤムナー女神まで

様々な神々が彫られている。大半のものが非

常にきれいに残っていて、レリーフが細かく

一日過ごすことができるほど内容が濃かった。第 15窟とは違い、敷地が広く、今回は登ることが出

来なかったが、崖の上からも寺院を見下ろすことが出来る。主に、観光客やインド人の学生たちが

見学しに来ていた。本尊がリンガであることで、シヴァ神の寺だということがはっきりわかるが、

入口周囲にはヴィシュヌ神の化身が彫られ、入るとすぐ正面にガジャ・ラクシュミーがあるなど、

内容にこだわると全体的にまとまりがあまりないように感じた。しかし、他の石窟と比べるとヒン

ドゥー教の全ての要素がつまった石窟であり、レイアウトや華やかさを重視し、図 2のようにヒン

ドゥー教の神話の一場面が、回廊の壁に彫られ神々の偉大さを表現していることがわかった。また、

本尊がある建物の上方の彫刻には、かつて塗られていた赤と白の色を見ることもできた。色がなく

とも荘厳で圧倒されたが、色があったことを想像するとレイアウトや華やかさを優先する意味がよ

くわかった。 

二つめに印象に残っていることは、デリー

大学での交流会である。交流した学生は、全

員日本語を勉強しており、修士生が多く、私

が交流をした学生のなかで、読み書きはでき

ても話すことが苦手な方や、一年間日本に留

学していてくだけた表現の日本語がわかる方

もいた。また、芥川龍之介などの日本の文学

作品を英訳で読んでいる学生が数人おり、著

者それぞれの独特な言い回しは日本語で理解

することも難しいにもかかわらず、挑戦して

いておどろいた。全員と話すことはできなかったが、交流が終わった後に東洋大生と会話をした際、

日本のアニメから日本に興味を持った方が多いことがわかった。奨学金がもらえずなかなか日本に

行けないという方もいて、日本とは違い、奨学金をもらえる基準が厳しいことがわかった。また、

                                              
2 宮治昭著 1981年 p.178 

図 2 
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私は、私がヒンドゥー教に興味を持っていることについて、なぜ興味があるのか、ヒンドゥー教は

インド人にとっては文化であり、物心ついた時から身近にあるものでもある、真剣にそれについて

勉強している姿勢に感心することがある、と一人の学生に言われた。神話はテレビで放送され、年

中行われる祭りは神々に対するものではあるが、パーティーのようなものになっているという意見

もあった。しかし、週に一度の神話の放送を家族で見る、力を合わせて祭りの準備をするといった

習慣は、むしろ尊重されるべきものだと私は考える。このように、神々が人々にとって身近な存在

であることは、人々が地域ごと、またはそれ以上の規模でもコミュニティーやつながりを持ち、そ

れ維持しようとしていることを意味するのではないかと考えた。宗教という固い言葉にあてはめず、

昔から存在する祭りといったイメージであり続けるべきだと私は思う。そのような堅苦しくないヒ

ンドゥー教だからこそ、興味を持つ人々がいて、インド国内に広まったのだと改めて感じた。 

 最後に、今回はアジャンター、エローラ、

サーンチーの三つの遺跡を訪れ、石から掘り

出した像の大きさに圧倒された。そして、最

終日には石窟寺院とは違う、デリー市内にあ

る図 3の新しいラクシュミーナーラーヤナ寺

院にも訪れた。寺院内は撮影禁止だったが、

色彩がとても豊かで整備されており参拝者も

多く、寺院の周りで花や、観光客向けにポス

トカードなどが売られていた。今回見学した

遺跡に色は残っていなかったが、図像や神話

はそのまま受け継がれ、長くその意味を保っ

ていることがわかった。また、完全な状態で残っていない像を、持ち物や周りの動物などでその像

がなにか判断する楽しさを学ぶことができた。そのような少しずつ修復されている像や石窟を、ま

た修復後に見学し、今回見たものと比べてみたい。 

 

参考文献 

斎藤忠著『石窟寺院の研究―インド・中国・韓国・日本の系譜を求めて―』第一書房 1999年 

宮治昭著『インド美術史』吉川弘文館 1981年 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 
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サーンチー仏教遺跡 

――仏像不表現から密教仏まで、相反する両者の共存―― 

 

 

 

０．はじめに 

 この度、私がインド文化研修参加した主なる目的は、仏教経典に描かれているインドの世界（気

候・環境等）を自分の五感を通して感じることで、よりその理解を深めるためであった。 

なぜならば経典内において、「世尊ある時父白浄王の家に在し、昼田作を監し、閻浮樹の下に坐し、

…（中略）…その時中後に一切の余の樹影皆転移するも、唯閻浮樹のみ、その影移らず世尊の身を

蔭ひぬ。3」、「私は、釈迦族の父が儀式を行っているとき、涼しいジャンブ樹の木陰に坐り…。4」、

「比丘たちよ、寒さや暑さや塵や草や露が触れることがないようにと、私のために夜も昼も白い天

蓋が持ち運ばれた。5」などのように、インドならではの表現が多く用いられており、湿度の高い日

本の気候では山中や森林ならまだしも、木陰や天蓋で日差しを遮る程度では涼しいとはあまり感じ

難く、理解し難い描写である。実際、インドに足を運んでみると経典に描かれた通り、日陰（木陰）

は涼しく、時折木々の間を通り抜ける風は何とも心地よく、石窟内は日差しや風が入り込む余地は

ないため木陰と異なり、少し肌寒さを感じるほど、インドでは日向と日陰との差は明確であった。    

このように、自身で体感しなければ理解できないことを直接インドに行くことでその理解を深め

ようと試みた。 

 そして、この度のインド文化研修で訪れた遺跡（アジャンター石窟寺院、エローラ石窟寺院、サ

ーンチー仏教遺跡）の中で最も私が感銘を受けたのはサーンチー仏塔であった。故に、今回のレポ

ートはサーンチー仏塔について記したいと思う。 

 

１．サーンチー仏教遺跡の歴史と概要 6 

サーンチー（Sānchī）の仏教遺跡はマールワー地方にあり、19 世

紀に発見された以来多くの注目を集めた遺跡で、古代商業都市とし

て栄えたヴィディシャーからほど遠くない小高い丘の上に仏塔（スト

ゥーパ stūpa）図１・祠堂 図 2・僧院 図３などが散在しており、ムスリ

ムの破壊を免れアショーカ王時代以降シュンガ朝からグプタ時代降中

世（AD.11 世紀頃）までの多くの遺構や彫刻が残存し、仏教美術の持 

続性を如実に物語っている点で貴重な仏教遺跡である。 

                                              
3 岩野眞雄、1929、「未曾有法経」『国訳一切経 阿含部四』、大東出版、p.153  
4 片山良一、1998、「大サッチャカ経」『中部経典（マッジマニカーヤ）根本五十経篇Ⅱ』大蔵出版、p.215 
5 関稔、1985、「青春の回想（増支部経典三―三八）」『原始仏典 第一巻 ブッダの生涯』、講談社、p.3 
6 宮治昭、1981、『インド美術史』、吉川弘文館、pp.39-42参照 

図 1 ストゥーパ（第１塔） 

図 3 祠堂 
図 2 僧院 
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サーンチー仏教遺跡で主要となるのが 3 つのストゥーパであり、第 1 塔 

図１・第 2 塔・第 3 塔 図４と名付けられている。このうち最も大きい第 1

塔の原塔は煉瓦積みで現在の仏塔の半分ほどの直径であったと推定されて

おり、この南門の近くにアショーカ王柱 図５が建てられてい

たことからも原塔はアショーカ王時代にまで遡るとされ、シ

ュンガ朝の時代にこの原塔を石で覆い拡大して現在復元されている形になったとい

う。そして、この覆鉢の頂に平頭と傘蓋がつけられ、地上面には欄楯をめぐらし

東西南北に鉤状に入り口を開き、そこには古代初期美術の頂点に値するとも言わ

れる彫刻が装飾された塔門（トーラナ toraṇa）が建てられている。 

第 2 塔は、第 1 塔の西方のある小規模な仏塔で、その内部からアショーカ王時代の高僧の名が刻

まれた凍石製小舎利容器の入った舎利箱が発見されたが、仏塔自体はシュンガ朝の時代に建てられ

たものと考えられている。 

第 3 塔は、第 1 塔の近くにある小規模の仏塔で、この仏塔の内部中央にあった安置室からはそれ

ぞれに舎利弗（シャーリプトラ śāriputra）と目連（マウドガリヤーヤナmaudgalyāyana）の名が刻ま

れていた 2 つの舎利容器が発見された。 

 

２．サーンチーの仏教美術 

(1)サーンチー美術の特徴 

サーンチー美術の中で最も注目すべきは第 1 塔のトーラナである。前述し

たように、このトーラナは古代初期美術の頂点に値し、そのバリエーション

も豊富で、「動植物の装飾文様」図 7、「守護神（民間信仰の神々）」図 8、「象

徴的図像」、「仏伝図」図 9の 4 つに分類することができるのである7。中でも

特徴的なのが「仏伝図」である。それは仏像不表現の時代のブッダなき仏

伝図であり、仏教美術の始まりを告げる貴重な作例であるからである。 

 (2)姿なきブッダ 

 古代初期の美術遺品の大部分は仏教美術であり、当時の仏教徒の間における礼拝の対象又は仏教

的シンボル（仏塔や聖樹など）を表した図と仏伝図（ブッダの生涯やジャータカなど）の 2 種に大

別できる。仏伝図は言うまでもなくブッダの伝記であり釈尊の生涯を意味するものであるが、サー

ンチー仏塔のトーラナの彫刻のように古代初期のものは、何れの仏伝図を見ても守護神（民間信仰

の神々）は図像化されるのに対して、その主役であるべきブッダ（釈尊）の姿を見出すことができ

ず、ブッダは全て菩提樹や聖壇（金剛宝座）図 10、法輪 図 11、仏塔などの象徴表現で描かれている

のである8。 

                                              
7 宮治昭、1981、『インド美術史』、吉川弘文館、pp.42-43参照 
8 高田修、1967、『佛像の起源』、岩波書店、pp.38-39 参照 

図 ４ 第 3塔 

図 ５ アショーカ王柱跡 

図 7動植物の文様 

図 ８ 守護神（ヤクシー） 

図 ９ 仏伝図（従三十三天降下） 
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これに関して高田修氏は、時代が下るにつれてブッダの超人・神性化が進み、

それを表現することが不可能視された事、一部学者の永遠に滅尽したブッダの

形体を人天ともに見ることができないと説いている経（『長部経典』「梵網経」）

説及びブッダの最後生の強調などに注目し9、「古代初期美術の仏伝図に、仏陀

並びに仏弟子の姿を有意的に表現しなかった理由としては、一方において、仏

陀観の発達による仏身形象化の不可能視と、他方、仏陀を含めて阿羅漢の不可見

とする考え方とに、これを求めるのが最も妥当であると信じる。10」と述べてい

る。仏像不表現の理由は諸説あり、一概に断定することはできないが、いずれに

しても当時の人々が決して仏像を造ることは無く、それを守っていたことは事実

であろう。 

 そして、時代が下ると遂にその伝統は破られ、ガンダーラやマトゥラーで仏像が出現し、それを

皮切りに実に様々な仏像が造られるようになる。それは仏教美術に限らず、インドの美術または思

想や文化にまで大きな影響を与えるに至った11。 

 

３．考察 

このように資料等でも歴史や美術などサーンチー仏教遺跡について様々なこ

とを知ることができるが残念ながら、その大半は当然だがサーンチーの仏塔に

ついてのみしか知ることはできず全体を知るには限度がある。 

実際に足を運んでみると、仏像不表現のトーラナをくぐってすぐ（基壇の前）

には 5 世紀頃のマトゥラー仏（仏三尊像）12図 12 が安置されている。それどころ

か、ストゥーパ（第一塔）に向かうまでの道にはすでに密教仏（四仏）図 13 が彫

られている小さな仏塔が並んでいるのである。これは、資料や写真を見るだけで

は知り難いことである。そしてこれが今回のレポートの題材にした理由であり、私にとってそれは

大きな衝撃であった。 

サーンチー仏教遺跡は、（諸説あるが）仏像不表現の伝統を守りそれを貫いてきた人々の（後に古

代初期美術の頂点に値するとまでいわれる）傑作と図像をもってしなければ理解し難いとする密教

仏の彫刻という、相反する両者が共存しているのである。しかし逆に言えば、仏教美術のはじまり

から密教美術の時代まで、はたまた現代まで人々の信仰を集め守られてきた何よりの証拠であり、

そのおかげで現在私たちは、何か違和感を覚えるような不思議な光景を見ることができたのである

と思う。この度のインド文化研修で、私は実に様々な体験・発見をすることができた。今後は、こ

の貴重な経験を活かして勉学に励みたいと思う。 

 

                                              
9 高田修、1967、『佛像の起源』、岩波書店、pp.56-63 参照 
10 同上、p.62 
11 田中公明、2015、『仏教図像学 インドに仏教美術の起源を探る』、春秋社、pp.12-25 参照 
12 宮治昭、1981、『インド美術史』、吉川弘文館、pp.122-123 参照 

図 10 菩提樹及び聖壇 

図 11 法輪 

図 12 仏三尊像 

図 13 密教仏の仏塔 
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異文化に触れること 

 

 

 

 私はこの大学に入るまでインドにそれほど興味はなかった。高校の時までは日本国内の寺巡り仏

像が好きで、大学では日本の仏像を研究するつもりであった。それまでインドはとても汚い国で、

バックパッカーが行くようないわゆる“自分探しの旅”で行く場所であると思い込んでいた。した

がって、個人的に旅行感覚で行くという考えがなかった。世にいうバリ島やタイはリゾートもある

ため大学生のアルバイトで稼いだお金で友達と旅行として行く場所の代表例であろう。しかし、２

年生の時、学部開催のインド文化研修の知らせを見て、逆に自分一人では行くような場所ではない

から、行っておいた方がいいのではないかと思い、参加を決意した。 

  

2014年の研修は私にとっての初めてのインドであり、色々な意味でカルチャーショックを受けた。

行った場所としては、バナーラス、アグラ、デリーで特にバナーラスは聖なる町として栄えている

が、道には牛、野良犬、牛糞、匂い、下水、火葬場、鳴りやまないクラクション。環境的に比べも

のにならないほど日本が恵まれていて綺麗な国なのかが良く分かった。それでもまたインドに行き

たいとい思ったのはインドの美術の美しさ、日本の仏像にはない美術の繊細さ、遺跡の規模の大き

さ、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教の入り混じっている混沌とした環境に惹かれたのであろう。  

今回はオーランガバード、ボパール、ムンバイ、デリーを回った。今回顕著に感じたことはイン

ドはただ汚いうるさい、という国ではないこと。きちんと文化も発展している、ということだ。 

                                              

  

 

 

ムンバイの空港（著者撮影） 

 

 

 

 

ムンバイの空港（著者撮影） 
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前回はただただインドの過酷な環境に驚きを感じた。場所も場所であったが、まず日本ではあり

えないことに道に牛がいる。道路はあるが車線など関係なしにクラクションを鳴らしながら走る車。

道の臭い。時間通りに来ない電車。三段ベッドが向かい合う席では正面に三段ともインド人がじっ

と見つめながらこちらを見ている。観光地に行くと貧しい子供たちが必死に物乞いや今にも壊れそ

うなお土産を片言の日本語で売りに来る。日本では絶対にありえない環境である。そのような環境

が私の中でインドの印象になっていたのだが、今回の研修ではＩＴ都市であるムンバイ、大都市ニ

ューデリーなど比較的開発が進んでいる都市に行き、メトロや交通網の整備がきちんとされている

ことや建物など近代的な高層ビルが立ち並んでいるのを目の当たりにした。これは私が持っていた

インドのイメージを大きく覆した。 

 

一方で今回特に感じたのは、発展とは逆に未だに貧

しい子供たちが物乞いをしてくること、日本人学生は

簡単に海外旅行に行ける経済状況だが、海外文化に興

味を持っても実際に海外に足を運べない学生がいる、

ということだ。 

 

物乞いについては前回のバナーラスの方が正直印象

が強いが、今回も観光地に行くと、ぼろぼろの服を着

た小さな子供が赤ちゃんを抱いて私たちの背中をつつ

き手を差し出してくる。 

なんとも痛ましい状況だ。本当は少しでも渡してあ

げたいが、１人にあげてしまうと噂が広まり、収拾が

つかなくなるため何もしてあげられない。 

ムンバイの街並み（著者撮影） 

 

エローラ石窟で物売りする男性 

（著者撮影） 
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今回の研修旅行のメインイベントの一つであったデリー大学の学生との交流会では、日本語がと

ても上手い日本語を勉強されている学生の方々と英語を交えながらほぼ日本語で交流した。彼らが

日本に興味を持ったきっかけや日本語を学んでいる理由を尋ねるとやはり日本のアニメに興味を持

って学びたいと思っている学生が多かった。私が交流した学生の一人は、「日本に行ったら秋葉原に

行きたい」と熱望していた。 

正直彼らの日本語のレベルはとても高く、日本に一度も行ったことのないようには思えなかった。

「日本にはいかないのか」と尋ねると「いけない」といわれた。「いかない」のではなく「いけない」。

いくらインドも発展が進んでいるとしても日本と経済状況が違い、 

私たちのように簡単に海外に旅行できるような生活は 

一般人は送っていない、ということだ。 

それはとてももったいない。 

 

  

また、これは自分自身の問題だが、

「日本的な趣味はありますか」と聞か

れ、答えることが出来なかった。「なん

で？」とも言われてしまい、彼らは自

分の特技や趣味を堂々と話せるのに、

私は何も誇って言えることがなかった。

そして私も彼ら同様、インドに興味を

持っているにも関わらず、ヒンディー

語をネイティブと普通に会話することが出来ない。とても恥ずかしかった。日本人は控えめで、自

国の誇れるものをあまり主張しないと世界的にいわれている。もちろん日本人の中にははっきり日

本的な趣味などを答えられる人は沢山いるであろう。日本は他国とは違い、宗教などがはっきりし

ていないのもこのような文化の主張が出来ない原因の一つではないかと私は思った。 

 

 ４月から私はインドに約１年間語学留学に行く。冒頭でも述べたように、私の中でのインドのイ

メージが今回の二回目のインド研修でいい意味で大きく変わった。日本という守られた世界からで

て、全く文化の違う国に行く不安はあるが、実際に現地に行って学べる喜びを感じながら、精一杯

異国の文化を吸収したい。 

 

 

 

 

 

 

デリー大学の学生との交流会の様子 

（著者友人撮影） 
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インド文化研修に参加して 

――マハトマ・ガンディーについて―― 

 

 

 

 当初の予定では、私はガンディーについてではなくインドの食文化について行う予定だった。が

しかし、携帯などに入っている写真データや友人や知人たち

へのプレゼントを見ていると、ガンディーがモチーフになっ

ているものが多いことに気づいた。なぜガンディーはあそこ

まで愛され、国家のアイコンともなるようになったか。この

ことについて私は考えていきたい。 

 ムンバイにあるマニ・バワンはガンディーが訪れ、そして

滞在した場所として現在はガンディー博物館となっている。

このようなガンディーゆかりの地に建てられているガンディ

ー博物館はインド各地にある。そしてこのような場所は現在

も観光地として有名である。 

 ムンバイは現在、世界有数のフィルムシティとして有名であり、また海岸線沿いには新しい建物

が立ち並び、街中にはイギリス統治時代の建物も残る歴史を感じることのできる商業都市であるが、

かつてはインド独立運動が盛んに行われた場所である。 

 

ルピーと土産品の T-シャツ 

 

 

ムンバイ市内 経済の発展の一方古い町並みが残る。経済の格差も大きくスラム街も世界第

二位の規模である 
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マニ・バワンの内部と観光客向けの案内 

 

マニ・バワンの内部と観光客向けの案内 

そんな歴史を感じることのできる街の住宅街の一角にひっそりとマニ・バワン・ガンディー博物館

がある。 

マニ・バワン・ガンディー博物館の 1階は図書館になっており、2階と 3階に模型などが置いて

ある博物館になっている。その博物館ではガンディーの生い立ちが分かるようになっている。ガン

ディーの生家や彼の行ったインド独立への足跡がミニチュアとして展示しているほか、彼が滞在し

た部屋が再現されている。インドの民族運動は 19世紀にはじまり、そして、第二次世界大戦中には
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イギリスはインドへの自治権を認めていた。にもかかわらず、イギリスによる総督支配は実質的に

変わらなかったことくらいの。高校世界史の知識すらおぼろげであった私にとっては、その当時の

インドの様子を知る貴重な体験であった。 

 マニ・バワンをめぐってみて気づいたことが一つだけある。マニ・バワンを見学しているのが観

光客しかいないということである。個人的なイメージとして、貨幣にもガンディーが描かれ、土産

品にもたびたび印刷されているガンディーはもっとインドの人々に人気なのかと思っていた。がし

かし、マニ・バワンやデリーにあるスムリティ博物館で出会った現地の人の数は他の観光地より少

ないように感じた。帰国してからマニ・バワンの観光口コミのサイトを見たが、「現地のタクシー運

転手でも知らない」などの投稿があり、何とも言えない感情になった。 

 現在、人口全世界第 2位、経済成長率も中国を抜いて第 1位となったインドには近代文明を批判

したガンディーの思想はもはや古い、そして時代錯誤なものとなってしまったのだろうか。ガンデ

ィーはもはや対外的なアイコンにしかすぎず、観光客たちのお土産品にしかならないのだろうか。

たしかに、ガンディーの説いた非暴力や禁欲的な生活は時代にそぐわないものになってしまったの

かもしれない。だがしかしガンディー自身が常に現実を見据え、どのようにすれば祖国を救えるの

かを考えて行動したことは称賛に値するのではないだろうかと私は考える。 

 今後より一層経済発展が見込まれるインドにおいて「独立の父」の思想が単なる理想主義だと思

われることがないよう、そして彼の存在が国家の単なるアイコンで終わらないようどのようにして

いけばよいのか、今後より深く考えてみたい。 
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ラクシュミー・ナーラーヤン寺院について 

 

 

  

インドでの最終日、デリー観光の際ラクシュミー・ナーラーヤン寺院へと行った。このラクシュ

ミー・ナーラーヤン寺院は主に美と豊穣の女神であるラクシュミー女神（日本における吉祥天）と、

その夫であるヴィシュヌ神を祀っているヒンズー教系の寺院である。外観はブラッドオレンジと薄

い黄色のどこか真新しい雰囲気で内部に入っていくと入口が白い建物でできているのがわかる。こ

こで、インド人が古くから独特の色使いが好きであること、鮮やかな色彩が多いことなどを感じた。 

ここの他にもインドでは街のいたるところで独特の色彩の建物、看板などを見ることができる。

例えば、デリーの市街などでは赤と白を基調とした標識などが印象的であった。この独特の建築方

法はオリッサ建築様式といわれ、シンプルでかつ鮮やかな色使いをすることに特徴的であるという。

また、この寺院の庭には象を中心とした様々な動物、神の彫刻のようなものが建てられており、そ

れらも大変派手なものが好きな多神教のインド人の国民性のようなものが垣間見られた。しかし、

ラクシュミー・ナーラーヤン寺院の庭地から内部は写真撮影が許可されていなかったので写真は外

観だけとする。 

まず、この寺院の歴史としては有名な資産家であり、マハトマ・ガンディーを支持したことでも

知られているビルラ一家によって建てられたので別にビルラ・マンディーと呼ばれている。1938年

に建設されて以降、現地の人々の礼拝における重要な場所となっている。入口から入ると厳重な荷

物検査、脱靴、携帯類の預かりなどがありここが改めてヒンズー教における神聖な場であり 80年近

く守られてきた伝統なのだな、と感じた。 

入口には多くの参拝者からの門の前にはラクシュミー女神、ヴィシュヌ神の寺院であるがガネー

シャ神などの他のヒンズー教の神々が祀られているのにも驚いた。これは、ヒンズー教において美

と豊穣の女神であるラクシュミー女神と富、現世利益の神として知られるガネーシャ神は殊に相性

が良いとされているからであり、多神教であるヒンズー教においては一つの寺院の中でもその神に

関連づけられた様々な神々が同時に祀られていることがある、ということが改めて感じられた。他

に、門外にはリグ・ヴェーダの聖典なども祀られていた。 

リグ・ヴェーダも現在におけるヒンズー教の神々が成立する以前に著されたものであるが、リグ・

ヴェーダ成立時における当時の神々への篤い信仰心、多神教による様々な神々への信仰などの精神

性が、このようにヒンズー教という形で受け継がれていく、重要な参考であるように思う。ちなみ

にラクシュミーはリグ・ヴェーダ成立時にはいなかったがヴィシュヌは当時から存在しており、天・

空・地の三界を三歩で踏み越える姿、インドラ神の助人としての姿が活写されている。また、建物

の外部のラクシュミーの聖堂にはヒンズー教の伝統的な既婚女性が額に付けることで有名な「ビン

ディ」と呼ばれる赤粉が置かれていて、多くの参拝客が付けていた。これをつける意味の一つに第

六チャクラの重要な部分であることなど宗教的な理由が挙げられるが、最近は主にシールとしてな
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どファッションとして用いられることが多いようだ。若い人たちは粉末状のビンディを旧いものと

して敬遠する傾向にあるらしいが、意外なことに僕が見たこのラクシュミー・ナーラーヤン寺院で

は多くの現地の若い女性たちも赤粉を額に付けていた。やはり、美と豊穣の女神であるラクシュミ

ーに自身の美や健康に対する祈願をするような若い女性ならではの思いもあるのだろう。 

先にも述べたように写真撮影はできなかったものの、中に入ると聖堂の奥のほうからよく響く声

でラクシュミー女神に捧げるマントラ（経）が聞こえてきた。このマントラは、日本の経と比べて

詠み方に激しい抑揚があり聴いているうちに別の空間にいるような錯覚に陥る。それに、とても高

音のコーランにも似た声質で発声により健康効果を促進する動きなどもいわれている。この寺院の

内部では、ラクシュミーの他にもヴィシュヌ神の化身として知られるクリシュナ神の聖堂や敷地に

あったようなガネーシャ、仏陀の絵画、シヴァ神なども祀られていた。中でも、クリシュナ神の聖

堂の前には多くの花などが置かれ、熱心に祈る人々の姿が見られた。この祈る人々の中には仏教の

五体投地式の礼拝をする者などもいた。五体投地は仏教のみに留まらず、古代インドから現在まで

に続く宗教を超えた風習なのだ。 

他にはヒンズー教を象徴するかのような六派哲学の仕組みの書かれた図のようなものがみられた。

この図は自我の精神原理であるプルシャと根本原質であるプラクリティを置き、その中で純質、激

質、暗質といったトリ・グナに区別されていくといった仕組みなのであるが、ここで興味深く感じ

たことはこのプルシャとプラクリティのさらに上に聖音オウムが描かれていたことにある。この聖

音オウムは総てを司る言葉とされ、マントラや神々の身体などにも描かれたりすることも多い。こ

れは、つまり自我などの生まれる前に聖音としてのオウムが人々の中に存在しそこから自分自身の

思考などが生じる、といったことのように解釈した。 

いずれも、宇宙の創造、維持、破壊の三つの概念を司り、シヴァ、ブラフマー、ヴィシュヌの三

位一体の姿としても現される聖音が哲学の上においても最上の意味を持つものであることを改めて

理解した。このラクシュミー・ナーラーヤン寺院の見学において改めてインド人の信仰心の強さが

感じられた。 
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写真はすべて 2016年 2月 19日

に筆者が撮影したものである。 
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アジャンター石窟寺院群について 

 

 

 

 

【はじめに】 

私は今回の海外文化研修で初めてインドを訪れた。東洋思想文化学科に所属し、インドに関する

宗教、思想、文化などの勉強をするために様々な講義を受け、受講すればするほどインドに興味が

わいたので、研修の参加を即決したのであった。 

なかでも、インドに実際に訪れ私が魅力を感じたのはアジャンター石窟寺院群である。これまで

ずっと、写真の中でしか見ることのできなかったアジャンター石窟寺院群は想像以上に壮大であっ

たため、感激して心がワクワクしたことを帰国してしばらく経った今でも鮮明に思い出すことが出

来る。思い出す度に飛行機に 10時間以上乗った甲斐があったと思えるほどだ。そんなアジャンター

石窟寺院群の概要や、私がインドを訪れ実際に目にして思ったことなどを織り交ぜながら、このレ

ポートに記していきたいと思う。 

 

【Ⅰ】 

アジャンター石窟寺院群はマハラーシュートラ州、デカン高原北西部に位置する大小 31の石窟寺

院である。そこにはまるで、ワゴーラ川周辺にある断崖をくり抜いたところに、石窟寺院が連なっ

ているかのような光景が広がっており、壮大である。 

 

時代的なことをいうと、インドの石窟は古代初期、第 2期（グプタ期）、第 3期（その後のもの）

と 3期に分類されるが、アジャンター石窟寺院群はこのうちの第 2期に属する。 

 

アジャンター、バーグ、エローラー、ガトートカチュ、アウランガーバード、ダムナール、

カーンヘーリ等にある窟院群で、後期のものでは大乗佛教徒の明らかに参加した證跡のあるも

のもあり、最後期に至れば密教關係の圖像も登場して來る。かくてこれ等の窟院の重要性は、

ひとり建築史上のみにとゞまらず、主としてグプタ期に属する多くの彫刻と、一部にではある

が貴重な繪畫とを保存している點にもあるわけである。（高田修『印度仏教美術研究の成果』仏

教芸術学会、1948） 

 

またアジャンター石窟寺院群は 1819年に虎狩をしていたイギリス人将校ジョン・スミスによって

発見された。彼はこの偶然の記念に、とてもありふれた彼自身の名を第 10窟のなかにある柱に刻み

付けた。それは今もなお残っており、私自身も見ることができた。 
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【Ⅱ】 

アジャンター寺院石窟は、ヴィハラ（Vihara）窟という僧侶たちが居住し礼拝する僧房窟と、チ

ャイティヤ（Caitya）窟という塔を安置する祠堂の二つの形式に分けることができる。 

 

チャイティヤ窟は後に、中国の石窟寺院にも影響を与えており、支提窟の名で表記され、ほかに

は制定窟・塔廟窟・舎利窟ともいわれている。石窟寺院の中枢的な存在であった。 

 

 僧房窟すなわちヴィハラ窟は、精舎でもあり、比較的小型であるが、方形あるいは長方形に近い

床面をなし、天井も平頂である。入り口の上には、明窓のあるものがある。仏堂・仏堂前室・奥廊・

左右廊・中央広間・前廊・正面廊などからなり、左右廊の壁には房窟がある。 

 

 仏堂・奥廊をはじめ各廊や列柱にも仏・菩薩等の壁画が描かれているが、柱と天井の装飾文様は

美しい。第 17石窟の壁画は、僧院窟の一例である。柱や各壁面には豊富な題材からなる壁画が描か

れているが、側廊から天井にのびる壁面には格子状に区切った各面の人物図や唐草文、または天井

の天井の装飾図文など豊かでまことに美しくある。 

 

【Ⅲ】 

 アジャンター石窟寺院はなぜ世界的に有名になっているのか。それは寺院の内部に施された彫刻

や絵画の多彩かつ豊富な内容に富んで技術的にも優れていることにあるのだろう。それはまるで、

大博物館のようなのだ。 

 

 先ほど紹介した第 17窟に焦点を当てると、この石窟は豊潤な内容に満ちている。この石窟の前室

後壁に見られる絵は母子像と言われているが、この奥に鉢を持った仏があり、この仏に対し食物の

布施をしている図といわれているが、女性の像は長身であるが美しい。 

 

【まとめ・インドに行ってみて感じたこと】 

 私はインドに行くことを非常に楽しみにしていたが、それ以上に緊張していた。一時的に若白髪

が数本生えてくる程まで緊張していた。とはいえ、そこまで自分に負荷がかかっていたと知ったの

は、インドに到着して最初のホテルで洗面台の鏡に映る自分の姿を見たときである。なぜそんなに

も緊張していたのか、と問われると明確な原因はわからない。ただ、インドに行くと周りの人たち

に言うと、皆必ずと言っていいほど「大丈夫か」と問うてくるのだ。多くの人の中に、ただ漠然と

「インドは（主に治安や衛生面で日本より）危ないところだ」という認識があるらしい。 

 

皆の心配をよそに、インドでそんなことを気にしていられるほど暇ではなかった。確かにトイレ

は日本のようにどこでも綺麗なわけではなく、女性陣は苦労していたものの、ハードスケジュール
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であったためとても忙しく、今回はそれが有難かった。 

しかし、時間が足りないと強く思った。インドの魅力を知るためには一週間ではとてもではない

が足りないのである。まだまだ知らないことがある。機会があればもう一度行ってみたいと思う。 

 

 

参考文献 

 斎藤忠『石窟寺院の研究―インド・中国・韓国・日本の系譜を求めて』第一書房、1999 

 辛島昇・坂田貞二『世界歴史の旅―北インド』山川出版、1999 
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アジャンターの塔院窟 

 

 

 

 

 デカン高原の北西、ワゴーラ川沿いの断崖にあるアジャンターの石窟寺院は、1819年、イギリス

軍士官ジョン・スミスによって発見された。全長約 600ｍの間に大小 30もの石窟が造られ、膨大な

仏教壁画や彫刻で飾られている。造営時期は、二つの時期にわたって石窟が開鑿され、前期は大体

前２世紀～後２世紀、後期は後５世紀～７世紀に分かれる。二つの時期の間に 300年ほどの間隔が

あるが、その理由は不明である。 

 

ワゴーラ川沿い並ぶ３０の石窟寺院

郡。 

そのうち５つはストゥーパ（仏塔）

を祀る塔院窟で、それ以外は僧が起

居した僧院窟となっている。 

今回はストゥーパ（仏塔）に焦点を

当て、前期と後期に分けてまとめた。 

 

 

 

 

 

【前期】 

 前期に属するものは６窟で、塔院窟が２つ（第九窟・

第十窟）、僧院窟が４つである。第十窟の方が第九窟より

もやや古く、最大の規模を誇る。幅１２．５、奥行２９．

１、高さ１７・１ｍの前方後円型で、木造建築をモデル

にしていることが分かる。 

奥に仏塔が鎮座し、それを高さ３ｍの３９本の八角柱

が囲んでいる。これは古代ギリシア・ローマのバジリカ

建築の構造に酷似している。 
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仏塔の大きさはおよそ直径５ｍ、高さ

６ｍである。半円球の部分は覆鉢（アン

ダ）と呼ばれ、その下に基壇（メーディ

ー）が置かれる。また、基壇は二層から

成り、二層目には切り込みがあることが

分かる。覆鉢の上には平頭（ハルミカー）

と呼ばれる四方形の箱状のものが載り、

その周囲には欄楯（ヴェーディカー）と

いう玉垣が囲んでいる。窓をもつ建物を

中間にし、逆ピラミッド型に三石板が重

ねられており、これは古型を示している。 

 

 

第九窟は長方形の形をしており、幅６．９、奥行１３．

７、高さ７．０ｍの空間に、紀元前後に造られた簡素なス

トゥーパが祀られている。仏塔は一層の基壇、平頭は欄楯、

八枚の石板による須弥山型の積み重ねからなる。 

 この石窟は紀元前１世紀（上座部仏教期）に造られた

もので、アジャンター石窟の中でもかなり初期のものであ

る。柱に描かれた壁画は後期になってから描き加えられた。

（十窟も同様。） 

第九窟と第十窟は並存しており、第九窟の左側に一つ、

第十窟の右側に三つの僧院窟がある。５０人ほどの僧が住

み宿泊できたそうだ。仏塔は在家信者のみならず、僧たち

も崇拝していたのであろう。 

 

【後期】 

 後期になると、石窟の開鑿は大々的となる。塔院窟が３つ（第一九窟・第二十六窟・第二十九

窟）、僧院窟が２１つである。塔院窟の二十九窟は未完成なので、前期と同様二窟となる。ところが

前期のものがなんの飾りもなくシンプルだったのに比べ、おびただしい装飾や荘厳が施され、格段

の違いが見られるようになる。 

  

第十九窟は幅７．２、奥行１４．１、高さ７．４ｍの大きさで、アジャンター石窟のなかで最も

装飾の豊かである。前庭（ベランダ）を有し、また、十九窟の入口には多くの美しいレリーフが彫

られている。仏塔は重厚な柱列によって囲まれ、列柱の上部には多くの美しい仏像や、草花の文様
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などで飾られている。仏塔の形は前期に造られたものとはかなり異なり、基壇プランは変形の十二

角形である。正面に踊る異型のヤクシャ、その上に基壇と覆鉢部がつながっている。両脇には柱を

もつ龕が設けられ、施無畏印のグプタ様式の仏立像（高さ１．５８ｍ）の浮き彫りが施されている。 

 

また、平頭は説法印の仏座像を納めた祠堂の形をし、その上に三

重の傘蓋、小塔、さらに蓮華の連なりが天井に届くように彫り込ま

れている。 

 

 第二十六窟は第十九窟よりも大型で、幅１１・０、奥行２０．６、高

さ９．５ｍ、現在崩壊している正面廊を除いて構造はほぼ同じであるが、

装飾や彫刻類の数ははるかに豊かになっており、他のどの石窟よりも迫

力がある。仏塔も大きく異なり、基壇のプランは前方後円型で非常に高

い。正面に立派な祠堂がつくられ、そこに獅子座に坐り、蓮華台に足を

載せ、説法印の仏倚座像（高さ１．７６ｍ）が祀られている。その周り

や上部には無数の仏や菩薩像が彫刻され、華厳世界の極致が表現されて

いる。そのうえの覆鉢部ではペアの飛天が飛び交い、平頭にも多くの仏

像が彫刻されている。平頭の上に残る傘蓋は破損し、その形は定かでは

ない。 

また、左の柱の奥にはインド最大の涅槃仏が存在する。涅槃像とは釈

迦が入滅する様子を表現したもので、頭は北向き、顔が南向きとされる。釈迦涅槃像の周りには嘆

き悲しむ弟子や供養者の姿が浮き彫りになっている。 

おわりに 

この研修に参加し、実際に現地に行かなければわからないたくさんのことを学ぶことができ、

私にとって大変貴重な経験となった。そして今回学び得たことを今後に生かしたい。 

参考図書 

 『アジャンターとエローラの石窟寺院郡』講談社、2012 

杉本卓洲『ブッダと仏塔の物語』大法輪閣、2007 
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インド研修旅行での体験から 

 

 

 

 海外の文化、習慣を知るためには現地に足を運ぶことが一番の近道だと思い、今回のインド研修

旅行への参加を決めた。そしてその期待を裏切ることなく、インドでの一週間は写真でしか見るこ

とのできなかった遺跡に間近で触れ、現地の人との異文化交流の連続であり、これからの大学生活

の中での勉強を視覚と経験を加え、より濃密なものにしていくための貴重な経験になった。その中

で今回はデリー大学の学生、道端の露天商人、その他研修旅行で訪れた先々で交流した人々から感

じ取った価値観の違いを題材にレポート作成を行っていく。 

  デリー大学生との交流会では東日本大震災の被災地である福島県へ訪れた学生、日本の大学に留

学していたという学生と会話をし、日本での思い出や興味のある日本文化について語ってくれた。

日本に留学したことのある学生は日本人の特徴や経済状況まで非常に明確に理解してくれていると

いう印象を受けた。だが日本に来たことはないという学生と会話をしたときに、日本のヤクザ文化

について勉強をしたいと熱く語っていた。偏った文献や情報からなのか日本の文化を少々勘違いし

ている節があり、いくつかの誤解を解くことに苦労をした。反対に知らず知らずのうちに私たちも

他国の文化を誤認してしまっているのかもしれないと考えさせられた。ましてや他国について勉強

をしているのだからこの認識のずれは大きな障害になるであろう。やはり一度でも実際に現地を訪

れたという経験がどんな文献にも勝るものであると感じ、今後自分が興味を持った地域には積極的

に足を運び、自分の目や体で真実を確かめたいと感じた。 

 また今回の研修旅行で主にデリー、ムンバイのインフラの整備が研修旅行前の想像よりも行き届

いており、経済発展の経緯を垣間見たが、また一方で感じた貧困の差に呆然とし、顕著に富裕層と

スラムが混在しているように見えたムンバイの街は日本人からすると異様な光景に感じた。海外で

物乞いは珍しくないと話には聞いていたが、これも実際に目の当たりにすると心苦しいものがある。

１インドの巨大な中流階級層が今日の経済発展を支えている一方で人口の三分の一にものぼる人が

一日１，25ドル以下で生活をしている貧困層にあたり発展途上国が直面する貧困問題はインドの大

きな問題だと感じた。 

日本のように中流階級が多数を占めている社会は世界でも少数にあたる、比較的格差のない社会

で暮らしているからこその感情であり、貧富の差を憂うのは貧困になかなか縁のない暮らしをして

いる人間の偽善であり、貧困問題に一石を投じたいと思っても実際に行動に移すことはできず、歯

がゆい現状からは目を背け、変えられない無駄なことは考えず、その事実だけ心に留めておいてい

ればそれだけで研修旅行の意義はあると考えていたが、今現在インドのＮＧＯ団体で立場の弱い人

のために活動をする卒業生の方のお話を実際に聞き、12億人を超えるインドの多くを占める貧困や

性差別に苦しむ人の全ては到底救えなくても、自分の手の届く範囲で苦しんでいる人を救いたいと

思い続けることは大切なことだと思った。そして調べてみるとインドまたはその他の発展途上国へ
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の支援を行う、日本にいながらも他国との繋がりを持ち続けられる NGO団体の活動を広める運動は

日本でも頻繁に行われているということがわかり、支援の第一歩に参加することはさほど難しくな

いことだと感じた。しかし、ある種ボランティアのような活動であり、実際に見えない世界での貧

困や性差別に意識を向けることは非常に難しく、これらの問題に向き合っている日本人はいったい

どれほどいるのだろうかと思った。かく言う私もたった一度の研修旅行でその問題の現状を正しく

見抜くことはできないとも感じた。 

その一つがカースト制だ。研修旅行中にもインド人からカーストについて話を聞いたが、やはり

インド人の根底にある覆すことのできない絶対真理のようなものだと感じ、他国の人間が介入する

ことのできないものだと改めて感じた。だからこそ再びインドに足を運び、さらなる見識を深め、

日本人でもできる支援、日本人だからこそできる支援を行い、発展途上国の抱える問題解決の手助

けをしたいと考えさせられた。 

 アジャンター、エローラを初めとする歴史的な遺跡に心打たれ、これからの学習の方針も大方固

まり、更なる学問の探究への意欲を得られた。また思いがけず現代インドが抱える問題や同世代の

インド人の感性が興味深く、今までほとんど勉強をする機会のなかった現代のインドという分野で

自分の新しい興味が見つかった。今後はインドの現状を正しく把握し、正しい方法でインドが抱え

る問題を考え続けることを継続し、この研修旅行が私にとって最良の勉強道具だったと思えるよう

な勉強をし続けたい。 

 

１外務省 （http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/） 平成 27年 3月 9日更新 

 

スラムマンション  （撮影場所：ムンバイ） 

 

 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/
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インドれぽ 

                       

 

1、ニューデリーの国立博物館に行きました！ 

いくつか展示品を紹介します。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「踊る少女」 

ハラッパ―文明の青銅器。 

少女の体の曲線が美しく表現さ

れている。 

表情は薄く、体を覆うものは無

く、アクセサリーのみを身にまと

っている。 

 

「女性の骨」 

これもハラッパ―文明のもの。ラ―

キガリーで発見された。 

石の竪穴に北まくらで埋葬されて

いる。左手には貝のバングルをつけ

ている。 

「ナタラージャの姿のシヴァ神」 

１２世紀頃のもの。シヴァを囲っている円

は宇宙のアーチを表している。 

「外国人のポートレート像」 

紀元前３２３年マウリア朝時代のも

の。髭が特徴的 
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２、ムンバイ観光！ 

ムンバイは高級住宅地とガイドブックなどに載っていますが、バラック地帯とマンション、豪邸

が入り混じっていてここはインドの経済格差をあらわす街だと思いました。路上で生活する子供連

れの家族、道で寝ている女性、裸足でバラを売っている少女、がいると思ったら高級そうなレスト

ランにきれいなサリーを来た女性が入って行く姿があったり、豪華な結婚式が行われていたりと

色々な暮らし方をしている人がいました。 

インド門、マニ・ババン・ガンディ記念館などを見学しました。インド門はデリーにもあります

が、ムンバイのインド門は英国統治時代の 1911年に英国王ジョージ 5世とメアリー王妃のインド訪

問を記念して建てられました。高さは 26メートルあるそうですが、近くで見ると実際の高さより大

きく見え、迫力がありました。マニ・ババン・ガンディ記念館は住宅街にあります。ここは 1917

年から 1934年まで、ボンベイにおける運動の本部として使われていた建物です。一階にはガンディ

に関する書籍などが数多く収集してあります。ガンディが初めて糸ここはガンディ紡ぎを覚えた部

「ミニアチュール」 

17000以上の彩画が展示されている。

1000年～1900年」頃のもの。 

 

 

「ジュエリー」 

２５０以上のジュエリーが展示

されている。 
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屋がそのまま保存されており、ジオラマでガンディの生涯を説明しているコーナーもあります。  

大学や裁判所など英国統治時代のコロニアル調の建築物が多く残っています。外国人も多く、様々

な国の文化や人が集まり、街のエネルギーを感じました。 

 

３、寝台列車に乗りました! 

駅には改札などはなく自由にホームに出入り出来ます。ホームには小さなレストランのような店、

休憩室、売店、地面に布を広げて野菜などを売っている人、電車を待っている人、たくさんの人が

いました。待合室は女性用と男性用があります。椅子が３０脚くらい並んでいて、トイレも付いて

います。自動販売機はありませんが頻繁におじさんがチャイやラッシ―を売りに来ます。寝台列車

は車両ごとにいくつかの等級に分かれています。わたしたちが乗った車両は冷房も効いていて、コ

ンセントもあり快適で、一人ひとり椅子とベットの場所の決められているので落ち着いて乗ってい

ることができました。ここでも頻繁におじさんがチャイやラッシーを売りに来ます。他にも軽食や

ペットボトルの飲み物も売りに来ます。列車のドアは開け閉めが自由に出来るようになっており、

次の駅にあとどれくらいで着くのかの確認をドアを開けて、景色で確認していて驚きました。 

 

３．インドの大学生と交流しました！ 

 デリー大学の学生と交流しました。みなさん日本語が上手で主に日本語で時々英語を交えながら

話しました。インドの学生からは「日本の高齢化社会について」、「日本の欧米化について」、「日本

人はなぜ時間を大切にするのか」それぞれについてどう思っているのかを聞かれ、それぞれについ

て深く考えたことがなかったのでうまく答えられませんでした。日本人の私よりも日本について深

く考えていて、自分が日本の問題について考えていなく、無関心であることに気付き、恥ずかしく

なりました。外国の文化や問題について勉強したり、関心を持ってしまいがちだったのですが、日

本人として自分の国の問題にも目を向けるべきだと思いました。私からはインドの学生にインドの

経済格差についてどう思っているのか、立派な家に住んでいる人がいる一方でバラックに暮らして

いる人がいることについてどう思っているのかについて聞きました。お金持ちと貧乏人がいる事は

しょうがないことだとほとんどの人は考えている、という答えが返ってきました。国が違うと普通

や当たり前の基準が違うことを知りました。インドの学生と話し、彼らは自分の力で将来、豊かな

生活するための手段のひとつとして日本語をはじめ色々な勉強をしているように感じました。また

将来は世界を舞台に働きたいと思っている学生がインドは多いそうです。日本ではあまり感じるこ

とのできない自分の未来は自分でつくっていくんだという強い気持ちを感じ、同じ世代として刺激

を受けました。 
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アジャンター石窟寺院群の魅力 

 

 

 

 

 1819年、虎狩りをしていたイギリス人騎兵隊士官のジョン・スミスによって、ワゴーラー川沿い

の断崖に切り開かれた大小合わせて 30ほどの石窟が偶然発見された。これがアジャンター石窟寺院

群であり、現在では世界遺産にも登録されている。 

これらの石窟は 2つの異なる目的に応じて、仏陀を祀り礼拝を行うために使用されたチャイティ

ヤ窟と、僧侶たちの住居として使用されたヴィハーラ窟とに分類される。この近くを流れていたワ

ゴーラー川の水は石窟を掘り進めるためだけでなく、ヴィハーラ窟で寝泊まりする僧侶たちの生活

用水としても利用されていたと考えられる。また、開窟年代も 2期に分かれており、紀元前 2世紀

頃からの上座部仏教の時代に開かれた前期窟と、紀元 5世紀頃からの大乗仏教の時代に開かれた後

期窟とがある。 

 

私は、今回のインド研修旅行において最も印象的であったアジャンター石窟寺院群について、事

前学習および実地見学から学んだことをもとに、その魅力について考察し、以下に述べる。 

 

まず、第 1窟の本尊左壁に描かれた蓮華手菩薩（写真①）は、アジャンター壁画の最高傑作とも

いわれ、これをもとに日本の法隆寺金堂壁画の菩薩像が描かれたとされている。この菩薩は半眼で

うつむき、右手には黄色い蓮華の花を持っており、インド美術特有のトリバンガ（三曲法）を用い

て表現された、体つきのしなやかさが魅力である。 

次に、第 2窟において絵画として描かれた千体仏（写真②）と、第 7窟において彫刻として彫ら

れた千体仏（写真③）からは、ぎっしりとした迫力と、一体一体の緻密さから、作者の執念が感じ

られる。2・7窟はどちらも 5世紀頃のヴィハーラ窟とされている。 

①  ②  ③  

 

第 10窟は、アジャンター石窟最古とされる紀元前 2世紀のチャイティヤ窟である。仏像崇拝とい

う考え方がまだ生まれていない上座部仏教の時代に開かれた前期窟では、ストゥーパ（写真④）が
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本尊として設置されている。 

固い石の地面に開けられた 3つの穴（写真⑤）はパレットであり、ここで絵の具を混ぜて使って

いたという。また、この窟には、パーリ語で刻まれた王の名前や碑文とともに、発見者であるジョ

ン・スミスのサイン（写真⑥）も残されている。石柱に刻まれた“John Smith, 28th Cavalry, 28th 

April 1819”という文字が、実際の人間の身長よりも高い位置にあるのは、発見当時この石窟内部

には泥などの堆積物が高く積もっており、地面が今よりも高かったためである。このような詳しい

知識を、実際に見学しながら現地ガイドから得られることも、魅力の 1つであると感じた。 

④  ⑤  ⑥  

 

第 17窟前の左壁には、インドでは珍しいとされる六道輪廻図（写真⑦）が描かれている。 

石窟内部の壁画としては、有名なシンハラ物語のジャータカ（写真⑧）を見ることができる。主

人公は、裕福な商人の息子・シンハラである。ある日、父親の忠告を無視して海に出たシンハラの

船が難破し、遭難してしまう。流れ着いた浜辺で鬼女たちに襲われるが、空飛ぶ白馬に助けられ、

なんとか帰国することができた。そして、帰国後は心を入れ替え、悪魔たちを退治するようになっ

たというお話である。このように物語の内容を絵にして描くことで、字の読めない民衆もこれを見

て理解できるようにとの思いが読み取れる。 

また、天井の装飾（写真⑨）をよく見ると、波打つように描かれており、テントの中にいるかの

ような不思議な印象を与えている。 

⑦  ⑧  ⑨  

 

 第 17窟の入り口付近に描かれた白い象（写真⑩）や、第 16窟の入り口に彫られた象（写真⑪）

からは、インドにおいて、象という動物が秘めている宗教性の高さが感じられた。 
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⑩  ⑪  ⑫  

 

第 19窟は大乗仏教の時代に開かれた後期窟であり、仏像と一体化したストゥーパ（写真⑫）を見

ることができる。また、まるで人間のあばら骨のような天井からは、石材に彫られた模様でありな

がら、木造建築が再現されているかのような独特の雰囲気が感じ取れる。 

 

未完成の第 24窟では、ノミの跡（写真⑬）などから石窟の掘り進め方を知ることができる。ゴツ

ゴツとした岩盤の表面に、泥や土、牛糞や動物の毛などを混ぜて作った漆喰を塗り、石灰で塗り固

めて滑らかにすることで、壁画の下地としていたようである。 

そして、アジャンター石窟において 5世紀末に開かれた最新かつ最大のチャイティヤ窟である第

26窟には、インド国内最大級とされる涅槃像（写真⑭）が左壁一面に彫られている。枕を北に向け

て横たわる仏陀の入滅の様子と、下にはその死を嘆き悲しむ僧侶や信者と沙羅双樹が、上にはその

魂が上がってきて喜ぶ神々や飛天の様子が表されている。7 メートルにも及ぶ巨大な涅槃像であり

ながら、美しく、物静かで神秘的な印象を受ける。 

⑬  ⑭  ⑮  

 

 最後に、色鮮やかなサリーを身にまとった現地の女性（写真⑮）を最もよく見かけたのが、この

アジャンター石窟寺院群であった。初めて実際にサリーを見て、華やかで綺麗だという印象を持っ

た。インドの人が日常的に民族衣装を着ているのを目にして、対する自分は数カ月前に迎えた成人

式の場で、一生に一度という気持ちで振り袖を着たのを思い出し、民族衣装が普段着として浸透し

ている様子が非常に新鮮で魅力的だと感じた。 
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  インドの世界遺産と生活にふれて 

 

 

 

 

 今回の 8日間に及ぶインド文化研修において、いくつもの世界遺産を直に見ることができた。写

真や本で見たものに比べ、実際の壁画や彫刻、石窟そのものは大きく、そのすべてが迫力ある存在

であった。アジャンター石窟寺院群、エローラ石窟寺院群、サーンチー仏塔と見学していったが、

その中でも仏教とヒンドゥー教、ジャイナ教の 3つの洞窟があるエローラ石窟寺院群をより詳しく

知りたいと思ったため、学習することにした。 

 

 

 

 

 

 

・エローラ石窟寺院群 

 エローラ石窟寺院群はアウランガ―バードより 28㎞遠く、中世にできあがった有名なインド芸術

で、文化遺産として指定されている。 

エローラ石窟寺院群とは、大地にせり出した岩山を掘って作られたものである。インドのグプタ

時代(6~8世紀)に構築された巨大な寺院はひとつの岩から掘られており、岩を上から掘り進めて、

寺院本体を残す形となっている。 

第 1から第 34もの洞窟があり、第 1から第 12までは仏教の活動に使われていた洞窟で、第 13

から第 29まではヒンドゥー教の洞窟、第 30から第 34はジャイナ教の洞窟である。これらはおおよ

そ一直線上に存在しているが、地図で見るよりもそれぞれの洞窟は離れて作られているように感じ

られた。 

仏教関連の洞窟はアジャンターにある洞窟とだいたい同じである。5~7世紀に作られた。洞窟は

11の僧院と 1つの礼拝堂が含まれている。ヒンドゥー教の洞窟は石窟郡の中央にありもっとも数が

多い。7~9世紀に作られたものである。ここにある全てのヒンドゥー教の洞窟はシヴァ神に捧げら

れている。ジャイナ教の洞窟は装飾が非常に複雑である。 

左の図は第 16窟のカイラーサナータ寺院で、エローラで

最も有名な石窟寺院である。神聖なナンディー（シヴァの

乗り物である牝牛）の像が中央寺院のリンガに面するよう

になっている。 

右の図は第 10窟のヴィシュヴァカルマ窟といい、一般的
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には大工の石窟と言われ仏教石窟の中でもっとも有名な石窟である。チャイティヤ窟で、仏教石窟

の中では最後期のものである。この窟の天井の高いホールに入ると、奥にあるストゥーパが目に入

る。ストゥーパを背にして、高さ 15フィートの説法をする仏陀の像が鎮座している。 

 

左の図は第 32窟である。天井には大きな蓮が彫られており、

ジャイナ教石窟のなかで最もすばらしいとされ、マハヴィー

ラに捧げられたものである。壁には象、ライオンなどの彫刻

が施されている。 

 

 石窟寺院群などの見学のほか、インドに滞在して日本との違いをいたる所で感じた。食事や交通

からは日本人の想像する、思ったとおりのインド観を見ることができた。機内食からカレー、三食(バ

イキングの一部も含め)カレー、パクチー、バナナなどの果物、ラッシー、とっても甘いグラブジャ

ム。期待を裏切らないインドらしい食事だった。バスで移動しながら外を見ている

と、交通量がとても多く、バイクも多数見られた。驚いたのがクラクションの鳴ら

し方で、日本では危険を伝えるときに使用しているが、インドでは道を空けるため

や車線変更などとにかく鳴らしており、歩道を歩いているときでもどこから車が来

るかわからず、常に注意が必要だった。横断するときはとくに恐い思いをした。 

 現地の学生との交流では少人数のグループに分かれてさまざまな話をした。学ん

でいること、興味がある日本のことインドのこと、行ってみたいところやスポーツ、

伝統衣装など気になったことをお互い教えあったりした。そのなかでクリケットをやっている男子

学生から話を聞いているうちに興味がわき、やってみたいと思ったため調べることにした。ちなみ

に男女共にスポーツはやっているが、男女混合でやることはほとんどなく、男女混合でやるスポー

ツはあるがとてもマイナーで人口が少ないらしい。 

・クリケット 

クリケットとは野球の原型と言われる。主に英国文化圏(英国・豪州・インド)で盛んな球技であ

り、何よりもフェアプレイと社交を重んじる紳士淑女のスポーツ。競技人口はサッカーに次いで、

球技として世界第 2位である。日本では明治維新後、英国海軍や英国商人たちが横浜に初めてクリ

ケットクラブをつくり、現在の横浜スタジアムはもともとクリケット場とされているほど、西洋か

らいち早く導入されたスポーツである。 

クリケットのグラウンドは楕円形で、国際試合では直径が約 120メートル。ジュニアの試合では

直径が約 60メートルになるなど、大会のレベルや状況によって変わる。 

 

ウィケット：3本の棒(スタンプ)を立て、その上にベイルをおいた物。 

ピッチ：投球や打撃が行われる場所。グラウンドの中央に位置し、ピ

ッチの両側にウィケットを立てる。 
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バウンダリー：ここを打球がゴロで越えると 4点、ノーバンドで越えると 6点獲得できる。 

 

チーム人数： 11 人。守備は投手(ボーラー)と捕手(ウィケット・キーパー)以外のポジションは自

由。攻撃側は 2人の打者(バッツマン)がグラウンドに入る。 

攻守交代： 10 アウトまたは規程投球数で交代。規程投球数は大会によって異なる。各チーム 120

球づつの形式(T20)と、300球づつの形式(1day)が主流となっている。 

勝敗：イニングが終了した時点で得点が多いチームが勝利。 

得点(ラン)方法：打撃後やウィケット・キーパーがボールをそらした時などに 2人のバッツマンが

バット持って走る(ラン)。守備側の返球でウィケットを倒されるよりも早く、2 人ともバットか体

のどこかがクリースを越えるごとに 1点。(往復で 2点) 

 クリケットを調べてみると、たしかに野球と似ている部分もあるがまったくべつのスポーツなの

だと思った。守備位置が決まっていないことや球数の多さ、プレイ時間などを見ると、自由度の高

いスポーツだと感じた。途中にティータイムをはさむというのも独特で、紳士淑女のスポーツらし

い。私も一日かけてクリケットを優雅に楽しくプレイしたいと思った。 

 最後に、今回のインド文化研修では、以前から学んでいたインドの石窟、仏塔に立入り、触れ、

壁画の実際の色を見ることができて、とても良い経験になった。資料だけでは、実際に参拝する現

地の人の仕草や、壁の手触り、下から見上げた風景などわからず、行って初めて感じ取れたことが

本当にたくさんあった。移動も長く大変な研修だったが、今回得られた経験から、来年度さらに学

習を進めていきたいと思う。 

 

参考文献 

『色とりどりの世界 アジャンタとエローラ』 著者ラジャラマパンダ  

日本クリケット教会(http://www.cricket.or.jp/) 2016/3/9 閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cricket.or.jp/
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世界最古の仏教遺跡 サーンチーを見て 

 

 

 

私がインドに訪れたのは、この今回の研修旅行が初めてであった。インドのことはまだあまり勉

強をしていなく不安なところもあったが、一週間という短い期間にも関わらず、アジャンタ石窟、

エローラ、サーンチーなど私でさえも知っているインドを代表するような場所に、北インドから南

インドまでに渡って、実際に足を運ぶことができ、とても充実とした研修旅行となった。インドと

いう国にはなかなかこのような機会がないと行くことができない。今回このような機会を設けて貰

ったことにとても感謝している。 

これから私が述べていきたいのはサーンチーについてだ。サーンチーはインドに訪れる前に、日

本で事前学習をする際に私たちの班が調べたテーマであった。そのおかげもあってか、サーンチー

に実際に訪れてみて、それはほかの遺跡や石窟と比べても特に興味深いものであった。 

サーンチーは小高い丘の上にあった。建造物の主は３つのストゥーパであり、これはインド最古の

仏塔である。ストゥーパは球を帯びたドーム状のようなものであり、修復されているため当たり前

ではあるが、とても綺麗なものであった。このような形のものが設計され、また作り出されたと考

えると驚くものである。また仏像がない時代にストゥーパがその役割を果たしていたと考えると感

慨深いものでもあると感じた。 

１番大きな第１塔のストゥーパには釈迦の遺骨が埋められていると言われている。またその周り

には４つの塔門いわゆるトラナがあり、それは東西南北でそれぞれが違う門であった。日本でいう

神社の鳥居みたいなものであり建物の規模にも関わらず、４つ門が存在していることも不思議に思

った。また事前学習で、日本の鳥居はこのトラナを原型としたものと言われていることを知ってい

たため、実際に見て小さなことだがインドと日本の繋がりを見ることができた気がした。第１塔の

塔門には様々なものが彫刻されていて、１つ１つの彫刻を見てもそれぞれが違うものであり、目が
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離せないほど多くの素晴らしい彫刻が彫られて

いた。全ての彫刻を見るように努めたが、どこ

か見落としている箇所もあるかもしれない。そ

れほど丁寧に彫られていて、そこには緻密な彫

刻がたくさん広がっていた。 

北のトラナの彫刻にはブッダの誕生や初説法、

涅槃、また天人たちの日常生活などの様子が彫

られていた。４つのトラナを見たが、北のトラ

ナが１番保存状態の良いように思えた。またそ

こには女性の形をした彫刻があり、その女性は

誰なのだろうかと気になったため調べてみると、

それはインドで民族神とされているものである

ことが分かった。これはヤクシーというもので

ある。そのほかにも獅子や象、また猿などが彫

られていた。また柱の最下段に大きな足の形が

彫られていて、後からそれはブッダのシンボル

とされていることが分かった。東のトラナの彫刻も北のトラナと同様に丁寧に細かく彫られていた。

ここには出家踰城が彫られていたのが特徴的であった。そこにも馬や人々が細かく彫られていて、

ここまでもがこんなに緻密に彫られているとは驚きであった。 

西のトラナでは中央付近、右と左それぞれにいる守護神がとても印象的であった。ここも他と同

様にそれぞれが丁寧に細かく彫られていた。ブッダを礼拝する天人たちやまた天人たちの生活など

が彫られており、ひとつひとつにストーリーがあり面白かった。 

南のトラナは東西南北の塔門のなかで 1番最初に作られた塔門であると聞いた。そのすぐ近くに

はアショーカ王石柱のものが残

っていた。ここも同様に緻密な

彫刻がされていた。南のトラナ

の彫刻のなかで印象的なのは神

のヤクシャが口から細長い何か

を出しているものである。これ

は蓮華であるということも知る

ことができた。またここには右

と左それぞれに獅子のかたちを

しているものが彫られていた。 

第１塔の周囲に施された玉垣

も、とても印象的であった。サ
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ーンチーに訪れる前から、調べの段階で彫刻だ

けでなく、大きなつくりのものにも注目しよう

と考えていたため、丁寧に設計されている玉垣

の完成度の高さにも驚かされた。 

ストゥーパだけでなく、サーンチーは寺院の

ような小さい建物もあった。この建物は第１塔

とは少し離れた場所にあり、見た目はまるで西

洋の影響を受けたとも考えられるような石造で

つくられた寺院であった。現地の人で、管理者

であろう人に鍵を開けてもらい、中もよく見る

ことができた。外から見て分かるように中も狭

く、室内に足を踏み入れると、真正面に背丈と

同じくらいの仏像があった。また入口の右側の

辺りに足だけの置物のようなものが存在した。

先ほどのトラナの彫刻にもブッダのシンボルと

して、足は多く描かれていたため、これはブッダと関係しているのだろうかという疑問もわいた。

足首から上が存在しないのもそうだが、この足首だけのものがこの場所にあるのかも、とても不思

議に思った。 

サーンチーはこのように立派な世界遺産であった。ここでは初期の仏教芸術がどのようなもので

あるか、どれほど素晴らしいものであるかを身に持って体験することができた。細かくて丁寧な彫

刻がそれもたくさん、このようなものを見るの

は人生で初めての体験であった。今回の研修旅

行でインドについての考え方、また学んでいき

たい分野などが増えた。得ることができたこの

貴重な経験を生かして、今後の学習に繋げてい

きたい。 
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インドにおけるイスラム建築について 

 

 

 

 私はこのインド海外研修で「ビービー・カー・マクバラー」を見学したことから、インドのイス

ラム建築に興味を持った。以前、日本の代々木上原にある東京ジャーミイを見学したときとはかな

り異なる印象を受けたからである。また、さまざまな宗教が共生するインドではイスラム建築が他

の宗教にどのような影響を与えたのか、あるいは与えられたかという点にも興味を持った。 

そこで、インドにおけるイスラム建築の発展、またインドのイスラム建築の特徴をまとめ、考察

する。 

 

 

 

 

 

 

インドにおけるイスラム建築の発展 

インドにイスラム勢力が入ってきたのは 8世紀にウマイヤ朝の軍隊が侵入してきたのが初めであ

るが、当時は仏教に代わってヒンドゥー教が主流であった。12世紀末にイスラム勢力がデリーのヒ

ンドゥー王朝を征服、それに伴って 13世紀からイスラム文化が発展する。それまでは、木造建築の

技法を石造建築に用いた石造梁柱構法が主流だったが、デリーからイスラム勢力が拡大していくの

と共に西アジアから伝わった組積造アーチ技法が広まっていった。 

14世紀以降はイスラム地方王朝が成立しはじめた為に、インドの伝統様式に近いジャウンプルや

グジャラート、外来技法の色濃いデリー、デカン、マルワー、その二つが入り混じった中間的なベ

ンガル、シンド、ムルタンと、地域によって特徴の異なるモスクが建てられた。 

16世紀に入りムガル王朝がインドを統一すると、インドの伝統様式とイスラムの様式が結びつい

たムガル様式が誕生する。17世紀にはデリーのフマユーン廟やタージマハルなど、華やかな建築物

が建てられたがその後は衰退していった。 

 

インドでのイスラム建築の特徴 

 インドにイスラムが入ってきた 8世紀当時のイスラム建築は仏教のストゥーパやヒンドゥー教の

シカラを取り入れることはしなかったが、モスクの建築には寺院の転用材やヒンドゥーの様式や技

法を用いた。しかし、偶像的なものが彫刻されている際にはそれを削り落とした。 

 14世紀につくられた西インドのグジャラート地方にあるアフマダーバードの大モスクは、インド

の伝統様式に近いスタイルである。モスクの建築にはジャイナ寺院やヒンドゥー寺院の技法が用い
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られ、モスク内部にはアーチがなく、細かい彫刻がなされている。 

 ムガル朝を大帝国に発展させたアクバル帝は、イスラムを絶対視せず、宮廷に様々な宗教、宗派

の人々を集めて神学の議論を行わせた。この考えは「アクバル式」と呼ばれる建築様式に表れてい

る。これはインドの伝統的な、石造で木造の梁柱構造を用いる彫刻的な建築と、イスラムのアーチ

やドームによる空間重視の建築を融合させたものである。 

 アーチ技法はイスラム建築の多い西アジアの技法であるが、イスラム勢力の支配と共に、インド

亜大陸のヒンドゥー教やジャイナ寺院にもアーチやドームの技法が用いられた。南アジアのイスラ

ム建築には、高い位置にある回廊、三つ巴の形におかれたドームなどインドの建築の影響が見られ、

これらは南アジア以外の地域では見られない。 

 インドのイスラム建築の代表であるタージマハルや、今回の海外研修で訪れたビービー・カー・

マクバラーは廟建築である。イスラムでは本来死者の墓をたてることは禁止されていたが、聖者崇

拝やイスラム以前から存在した墓参りの習慣により墓を作るようになり、特に聖者や王族の場合は

墓石だけではなく、ドームを持つ廟が建てられた。インドでは輪廻思想が信じられていたので墓を

建てる習慣がなかったが、イスラム教となった人々が墓をつくり、ヒンドゥー建築などの影響で彫

刻の多いインドでは中庭を囲んでつくられる内向きのモスクよりも彫刻的建築としての廟がよくつ

くられた。特にムガル朝第五代皇帝であるシャー・ジャハーンは、高価な白い大理石を使い多くの

モスクや宮殿、廟をたてた。その中でもタージマハルはシャー・ジャハーンが妃のムムターズ・マ

ハルのために建てた廟であるが、王の廟は国家の威信や権力の誇示にもなった。 

 

考察 

 インドでのイスラム建築は、インドの土着的な建築の影響が強まったり、反対にイスラム建築の

技法に忠実であったりと建築された当時の王朝や宗教、地方の状況などによって異なるスタイルで

あることが分かった。ヒンドゥー教やジャイナ教も他宗教であるイスラム建築の影響を受けている

点は様々な宗教が存在し共存するインドらしいと思う。 

インドのタージマハルのような形のイスラム建築が他の国にないのは、あのような様式が聖者や

王族の権威を示すためのものであり、インド特有のものであることも分かった。ビービー・カー・

マクバラーを見学したこと、今回イスラム建築について調べたことで再びインドに行ってイスラム

建築、特にタージマハルを実際に見たいという気持ちが強まった。 

 

参考資料 

 著・写真 神谷武夫 『インド古寺案内』 小学館 2005年 

 編 深見奈緒子 著 新井勇治・川本智史・宍戸克実・西村弘代・深見奈緒子 『イスラム建築が

おもしろい！』 彰国社 2010年 
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インド研修旅行を終えて 

 

 

 

 

 今回のインド研修旅行では初めてのインドということもあり、とても充実した８日間を過ごすこ

とができた。そしてこの研修中に行われたデリー大学の学生との交流の中で出てきた話題でとても

印象に残っていることがある。それはスワスティカ（卍）についてである。その学生によれば、日

本で長年寺院を表すために使用されてきた地図記号の卍のマークが変更されるとのことであった。

また彼女の話によれば卍のマークはヒンドゥー教ではとても重要なシンボルであるそうである。私

は彼女にこの話を聞くまで、今日本でこのような変更が行われようとしていることを知らなかった。

また、これまでスワスティカの意味についても考えてみたことがなかったので、スワスティカがな

ぜヒンドゥー教では重要であるのかも知らなかった。その為、彼女が質問してきたこのことについ

てどう思うかという問いに対してうまく答えることができなかった。そこでスワスティカについて

理解したいと思い、

今回スワスティカ

について調べてみ

ようと思った。 

 まず、日本で地

図記号が変更され

ようとしているニ

ュースを知らなか

ったので、なぜ日

本の地図記号が変

更されるのか記載がある新聞記事

を探すことにした。２０１６年１

月１２日の朝日新聞の夕刊による

とこの地図記号の変更２０２０年

の東京五輪・パラリンピック開催

にあたり外国人旅行客増加への対

応の為の変更だということがわか

った。現在使用されている地図記号は日本人向けの地図記号であり、外国人でもわかりやすいよう

に外国人向けの地図記号を新たに作成するというものであった。またなぜ外国人の為に卍の記号を

変更するのかという点では、新聞記事には記載がなかったが欧米ではスワスティカ（卍）＝ナチス

のシンボルマークとしての印象が強いからではないかということも考えられる。この卍のマークの

 

朝日新聞 ２０１６年１月１２日 夕刊 
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欧米への配慮の例として海外での日本のアニメブームがあげられる。日本のアニメの中では時々卍

のマークが使用されているが、海外で放送、出版されるとき卍は他のマークに置き換えられたりす

るそうだ。 

 ではスワスティカの本来の意味と起源はどうなのだろうか。卍の語源はサンスクリット語の

svastikaとされていて、サンスクリット語では「su」は「良い、健全」を意味し、「asti」は存在

している状態を表す言葉が合わさったものであるそうだ。またヴェーダ法典には頻繁にスワスティ

カの語源となったスヴァスティという言葉が記載されていて、幸福の意味の名詞、幸せを意味する

副詞として使われていたそうだ。このことから、スワスティカの意味は「良い、吉祥」などの良い

イメージで使われていたことがわかる。スワス

ティカの起源については諸説あるらしいが、一

般的にはスワスティカの起源は太陽を表すシン

ボルであったとされている。古代の神話では太

陽は循環として表されていたそうだ。よってス

ワスティカはその循環を表していたそうだ。 

 そしてなぜヒンドゥー教ではスワスティカは

重要な意味を持っているのか。それはスワステ

ィカがヒンドゥー教において三大神のうちの一

神であるヴィシュヌ神のシンボルとされている

からである。またヴィシュヌ神は太陽の神格化

とされていることから、太陽を表すシンボルで  

あったスワスティカがヴィシュヌ神のシンボル

となったことが考えられる。ヒンドゥー教では「オーム」、「スワスティカ（卍）」、「ヤントラ（シュ

リ・チャクラ）」と呼ばれる三つが最も神聖なシンボルとなっているそうだ。そしてスワスティカは

礼拝作法、礼拝道具としても使用されるそうだ。実際にデリーで訪れたヒンドゥー教の寺院では建

物の正面にオームとスワスティカが描かれていた。内部は撮影禁止であったため撮影することがで

きなかったが、内部にもたくさんのスワスティカのマークが見ることができた。このことからヒン

ドゥー教ではスワスティカがとても重要なものであるということが理解できた。 

 またスワスティカについて調べていくうちに、仏教とスワスティカの関係についても知ることが

できた。仏教経典における「卍」の意味は７つに分けることができるそうだ。しかし私自身まだ日

本仏教には詳しくないので、ここではヒンドゥー教と関連付けながら理解することのできた、「卍」

は光の源を表すということについて触れていきたい。先ほども述べたように、スワスティカの起源

は太陽であるとされている。そして仏教において光は知恵、慈悲であるとされそれらは卍から放た

れていると言われているそうだ。そしてこの光とは仏教では具体的に仏の言葉や仏の教えが光で表

現されたものであるとされているそうだ。またヒンドゥー教では、ブッタはヴィシュヌ神の十化身

の９番目に数えられていて、ブッタの胸にはスワスティカを持つと考えられているそうだ。デリー

 

デリーのヒンドゥー教の寺院 
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で訪れた国立博物館のブッタのコーナーでは、

胸に卍のマークを持っている仏像を見つけるこ

とは私にはできなかった。しかし仏足石にスワ

スティカのマークだと思われるものが実際に彫

られているものが展示されているものを見るこ

とができた。現在日本などで使われる卍のマー

クとは逆であるが、昔は左まんじも右まんじも

両方同じ意味で使われていることがわかる。 

 今回スワスティカを調べてみて、スワスティ

カの起源が太陽を表していたということがわか

り、同じインドで発展していった仏教やヒンド

ゥー教の接点を見つけることができた。また調

べていると卍のマークが東洋だけでなく西洋で

もネイティブアメリカンの時代から存在してい

たということがわかった。そしてそのマークは

ナチスのような悪いイメージではなく、どの地

域でも良いイメージとして使用されていたということがとても驚きであった。一方、個人的に残念

だったのは、国立博物館で撮影した仏足石のことを帰国してからスワスティカについて調べるまで

特に意識せず、私自身も知識が少なかったのでその場で気づくことができなかったことである。し

かし、デリー大学の学生との交流で普段はあまり気にもしないことについて調べられてことは自分

にとってとてもいい機会であった。また機会があれば色々な国の人と交流を持つことで宗教につい

て考えていきたい。 

 

参考文献 

・中垣顕實『卍とハーケンクロイツ』現代書館 2013年 p24-p84 

・聞蔵Ⅱビジュアル http://database.asahi.com/library2/main/start.php  

 最終閲覧日 2016年 3月 8日 
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インドで生きる人々の現状とこれから 

                            

                             

                                                                      

 

 私は幼少の頃より、国際交流を図る機会や海外へ行く機会が多くあり、訪れた国の状況やその国

で暮らす人々の生活様式をホームステイなどを通じて体験し、学んできました。 

しかし、それらの国はアメリカ(ハワイ、グアム)やオーストラリア、カナダなどといった西洋の国

であり、今回の研修でインドを訪れたのが、初めてのアジア諸国ということになりました。 

インドといえば急激な人口増加によって、行政でも管理ができないほどになってしまい、貧富の差

が拡大していっています。 

また、インドという国の中には様々な国籍や宗教観を持つ人々が混在しており、日本人よりもそ

れぞれ個人が信仰する宗教への関心や信仰心が強いといった国です。 

インドがそういった状況下にあるのは今回の研修を通して、実際に体感することができました。 

インド研修中の移動には主にバスを使用しており、バスの窓から外を眺めていた時には建造物やイ

ンドの壮大な土地、景色だけではなく、インドに暮らす人々の生活様式や様子を知ることができま

した。 

デリー市内や大きな都市、適切な言い方ではないかもしれませんが、発展して近代化が進んでい

る場所では、そこまで日本や私が今まで訪れた諸外国と大差ないものの、少しそういった市外から

離れ、旧市街やダウンタウンと呼ばれる場所に移るとその光景はガラッと変わります。 

住居の雰囲気や立ち並ぶ露店、窓から見える道の雰囲気もまったくもって変わってしまいます。 

人々の恰好や食事風景でさえ変わってしまい、市街地などではしっかりとした恰好や靴を履いてい

るのに対して、こちらの人々の中には靴を履いていない人もいました。都市部には立派なビルやホ

テル、日本製の車や有名な外車、整った道路設備があるのに対して、都市部から離れるとそういっ

たものはなく、舗装されていない道路があったり、ビル等の建物がなかったりと生活水準の差が大

きく開いていました。 

以前から、インドの貧富の差ということに対して話を聞いたことはあるし、中学、高校の社会の

授業では実際に参考資料として写真は見たことはありましたが、やはり目の前にその光景がしっか

りと現れるとその大きな差に驚きを隠せませんでした。大きな差はそういった目に見える設備だけ

ではなく、子供への教育にも差が表れているのが現状です。 

ガイドさん曰く、近年インドでは子どもの就学率が上がっています。しかしすべての子どもが学校

に行けるわけではなく、学校に行かせてもらえず家の手伝いや労働を強いられている子どももいる

のが現状です。また教育を受ける権利があったとしても、私立に行くか、公立に行くかで学習環境

や内容が大きく変わってしまいます。 

前者では公用語であるヒンディー語に加え、英語での教育もなされており、将来エンジニアや女
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性ならばＣＡなど様々な仕事に就けるようにと学び、質の高い教育を受けることができます。 

しかし後者になると学ぶ際にはヒンディー語のみで英語の教育、また英語での教育を行わないとこ

ろがほとんどです。またお金がない等の理由で私立に行ってない子どもが多いため、学校でたくさ

ん勉強しても、いまやインドでの公用語になりつつある英語を使っての職種に就くことは大変難し

くなってしまいます。 

こうなってしまうと生まれが貧しいために公立に行かざる得なかった子どもが将来、家族を養お

うとして一流企業に入社して、お金を稼ぐということが難しくなり、いつまでたっても貧しいとい

う負のサイクルから抜け出せなくなってしまうのです。 

実際に私が今回の研修で各地を訪れた際、私立等で高度な教育を受けているであろう子どもや、

都市部などにいる子どもは英語を話すことができ、コミュニケーションを図ることができました。 

しかし、都市部から離れた場所にいる子どもに話しかけられた際に何と言っているのかがわからず、

とりあえず英語で返答したのですが、理解していない様子でした。 

しかし、これはこれからの国際的なインドの発展に十分な教育の有無ではなく、英語が話せるか否

かはそれぞれの地域にもよるのだとデリー大学の学生が話してくれました。 

一見貧しそうな地域でも近くに外資系の工場などがあると自然と英語が身につくようになり、その

外資系の企業の人とコミュニケーションをとらざる得ない状況になるため、話せる人が多いのだと

教えてくれました。 

しかし、それは話せるだけであって教育の意味での英語ではありません。インドではまだまだ教

育を本当に受けたい人が正しい教育を金銭面や生まれのために受けることができないという学びに

対する不平等が存在していることがわかりました。 

では今度はインドにおける教育面ではなく、就学率についてどうなのかを見てみます。日本では、

女性の社会進出が 1920年ごろから世界経済の流れが良くなり始めたころから始まり、そこからどん

どん女性の働く姿が目立つようになり、家族構成内においても女性の立場が強くなっていることが

わかります。昭和の家族は父親が絶対的な権力を持っていて、女性はそれに従うという主従関係が

成り立っていました。 

分かり易く説明するのであれば、日本の漫画家であるさくらももこによる『ちびまる子ちゃん』の

中の世界である。 

しかし一方で今の日本を見てみると家族内においては女性が強く、貯金の管理からなにまで女性

が担当しており、鬼嫁と呼ばれる言葉があるくらい女性が強くなっている。 

これも分かり易く説明するのであれば、漫画家である臼井儀人による『クレヨンしんちゃん』のみ

さえのような女性像があげられます。 

この様にして日本は社会的な面での女性のチカラの向上が見受けられます。 

しかしインドでは、まだ女性の立場が社会的に低く、女性は働かないで、結婚をし、旦那である

主人に尽くすものという、昔の日本のような考えがまだ残っています。都市部とそうでないところ

では大きな差があるように思えました。 
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今回宿泊をしたホテルのスタッフには男性の中に混じって働く女性を多く見受けました。 

街を歩いていても働く女性が多く、空港のスタッフや様々な場面で働く女性の姿を見つけることが

できました。男性と同じように女性が活躍する機会が多くなってきています。 

しかしこれも教育などと同じように発展した都市部だけのことであり、都市部から離れると未だに

昔の風習が寝ずよく残るせいで女性への差別や家庭に残ることの強要など社会へ進出したいという

本人の意思に反するほかない現状にあります。 

しかし、現地で JAICA職員として活動している上野さんがお話していたように、そういった女性

の保護や周囲の環境を変える運動を行っているため、少しずつではあるものの、改善されています。 

インド国内にはまだまだ貧富の差が大きく、悲しいことに格差社会的構造から抜け出せない状況に

なっています。 

文頭のほうでも述べた通り、人口が多いため、行政はすべてのインド国民に平等なサービスを受

けさせることができないことはおろか、目が届かない地域も存在し、本当の意味での発展はまだま

だできていません。 

しかし、いろいろな国からの支援を受けたり、今回交流をしたデリー大学の学生のように若い世

代や、貧しくても瞳を輝かせている若者たちがいつの日かインドにどんな生まれでも階級でも、女

性でも子どもでも平等で平和で快適に暮らすことのできる未来を実現させてくれると信じています。 

今回のインド研修では様々な遺跡や建造物を見学しましたが、日本や日本の社会体制とは大差ない

国にいてはなかなか理解できないし、体感することのできないインド社会のありかたを学ぶことが

できました。 
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多様な世界「インドの現在」を見る 

 

 

 

 

インド研修旅行に参加して 

 日本仏教の源流を遡求する学びの中で、中国の敦煌・雲崗石窟からインドのアジャンタ・エロー

ラ石窟寺院群やサーンチー仏塔の存在を知り、思わぬ契機から今回のインド研修旅行に参加するこ

とができた。約20年ぶりのインド訪問であったが、時の流れと大学で得られた知識がなす故か、前

回とは異質な感動が得られた。遺跡の繊細緻密な彫刻と壁画に直面すると一挙に2000前の時空間に

引き込まれた。正に百聞は一見に如かず。これらを構想設計し、長く弛まず岩山から彫り出し、そ

の前で日々修行した人々は何を考え、どんな生活をしていたのか、俄然興味が湧いてきた。また、

移動中の車窓から見たデカン高原の農村風景や、都市部の喧噪と人々の多様な姿、どんな状況でも

「生きる逞しさ」に感動した。しかし、ヒンドゥーとムスリムがお互い宗教慣行を認め合い平和共

生しているように見えたインド社会にあって、「カースト差別」による社会問題の根深さを考えさ

せられる騒動が旅行中に起こっていた。 

  今回の研修旅行で現実のインド社会に身を置いたことで、改めて興味が湧いてきた歴史文化的な

事項は多かったが、ここでは、現在のインド社会に隠された問題の一端と思えるジャワハルラル・

ネール大学の学生による抗議運動とハリヤナ州での抗議行動について述べる。 

 

ジャワハルラル・ネール大学(ＪＮＵ)の学生による抗議運動とヒンドゥー至上主義 

  2月19日ＡＦＰ報道記事１)などを要約すれば、今回の旅行中に次の様な事態が進行していた。 

  2月9日、ニューデリーのＪＮＵ学生集会で、学生自治会委員長カンハイヤ・クマルさんらが反国

家的なスローガンを叫んだとして、12日に警察が令状もなく彼らを逮捕。通報したのはヒンドゥー

至上主義の「民族義勇団」(ＲＳＳ)傘下の「全インド学生評議会」(ＡＢＶＰ)で、1月にも南部ハイ

デラバード大学で、ダリット(被差別カースト)の研究者を通報し自殺に至らしめていた。ＪＮＵは

政府に批判的で進歩的な伝統をもつ名門大学であり、与党インド人民党(ＢＪＰ)から敵視されてい

たことから、クマルさんら逮捕は政権批判を抑え込むた

めのモディ政権による大学自治への一連の介入ではない

かとみた学生達による抗議デモが起こった。15日には全

国18大学に拡大し、数年来では最大規模の学生抗議運動

となった(写真右)。これを受け、政府は18日、全国20大

学に対し国家の団結を促すために国旗掲揚を義務付けた。

逮捕されたクマルさんが地方裁判所に出頭する際には、
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傍聴しようとした学生達に対し弁護士やメディアが暴力を振るったため、左翼連合が23日、ＢＪＰ

とＲＳＳがＪＮＵ学生自治会活動に関して偽の申し立てをしたとして、ムカルジー大統領に直訴。 

  これら騒動は、昭和40年代の日本を席巻した激動の学生運動を思い起こさせてくれる。インドで

は学生達が国のあり方を真剣に憂い、政党と直結した学生団体が活発に政治運動を展開していた。 

 

ハリヤナ州でのジャートによる抗議行動とカースト制 

  ニューデリーの隣ハリヤナ州では、州人口の1/4を占め比較的裕福な農耕民カーストの集団である

「ジャート」が、公務員採用や高等教育機関などでの低位カーストへの優遇措置を要求する抗議行

動が続き、19日から一部が暴徒化し、道路・鉄道の封鎖、バス・駅・商業施設への放火や略奪、死

亡者が発生。給水所も破壊されニューデリーの水道水に影響。政府は軍隊を動員し外出を禁止。こ

の影響を受けスズキ自動車の現地子会社が操業を停止。22日に州政府がジャートの採用枠枠割当法

案を提出することで合意し鎮静化。ジャートは2008年から要求デモを繰り返し州政府から優遇枠

10％を獲得してきているが、更なる拡大を要求したのが今回の抗議行動２)。 

  この背景にはインドに今も根強く現存しているカースト制度がある。ヒンドゥー教における宗教

的・儀礼的な浄不浄を基準とする四ヴァルナを枠組みとする伝統的身分秩序である。さらに出自や

世襲的職業、内婚や共食の制限で細分化された数千のジャーティが存在する社会的分業システムと

もいえる。ヴァルナとジャーティは規範と慣行に基づく流動的な枠組みであったが、イギリス植民

地支配の中で制度的に実体化された。国勢調査や地誌作成の過程で進んだカーストの序列化がイン

ド社会の枠組みの中に取り込まれていった。インドの人々も自己認識の核として積極的に関与した

ことで、社会的政治的な意味合いを持つようになった。独立後も植民地期の枠組みが事実上継承さ

れたことで、カースト制度は社会的差別と排除の要因にもなったが、1950年制定のインド共和国憲

法第17条では、不可触民を意味する差別用語とカーストによる差別の禁止を明記された。一方で、

アウトカーストとして存在を是認した不可触民の社会的地位の向上のために、憲法第341条で「指定

カースト」と「指定部族」に対する留保制度を設定し、公的雇用や大学入学への優先枠を設定し、

議会の議席数の一定枠を配分した。これら留保制度は別のカーストからは逆差別と大きく反発され、

政治的不安定の要因にもなった。1993年からは「その他の後進諸階級(ＯＢＣ)」にカースト単位で

認定し、公務員の採用枠と公企業での雇用枠の留保政策を実施したため、新たにＯＢＣ認定を巡る

カースト集団による政治的な圧力が起こり、それにより適用範囲が拡大される傾向が強くなった。

今回のジャートによる優遇枠割当による利益供与拡大を求める抗議運動もその一環であると考えら

れる。 

  これらの騒動から、カーストのインド社会における公平・平等を政治的に確立していくことの困

難さを痛感するが、改めて多民族・多宗教・多元的集団からなる13億人の国民が、社会的政治的な

矛盾を孕みながらも、自らの手で民主的に政権交代を実現しているインドには驚嘆するしかない。 
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おわりに  

  今回の研修旅行参加にあたり、年齢差 40才以上の学生達のお荷物にならないか懸念したが、念願

の石窟寺院群とサーンチー仏塔を視察でき、おまけにインドの寝台列車やデリー大学の学生交流も

あったタイトな日程を無事こなして元気に帰国できたことに感謝したい。 

  大学 3年間でインドの歴史・文化・社会を学んでからの訪問になったことで、前回とは違った観

点からインド亜大陸世界の一端を体験することができた。中国とも欧米とも異質な独自の価値観で

展開され、強烈な貧富の格差を見せる多様・複雑・混沌とした世界であったが、それ故に生み出さ

れる人間の活力が、都市にも農村にも充満していた気がした。農村と都市のギャップからは古代か

ら現代までの歴史の流れが同居するインドを見た。オールドデリー街角では(写真下)、手押し荷車・

馬車・自転車の形態からバイク、トゥクトゥク、自動車、バス、トラックまで多様な移動手段が、

何も現役で活躍していたり、近代建築が隣接するスラム街の屋根の上にもテレビのパラボラアンテ

ナが林立していたりと、ローテクとハイテクが同居する不思議で逞しい世界を見た気がする。 

  しかし、インドを「インド」たらしめているカースト制を前提とした現

実の姿からは、改めて「平等とは、幸せとは何か」を自問せざるえない。

サーンチーの第 1仏塔の西塔門で重い梁を支える豊穣神ヤクシャ像の笑顔

を見ると、仏教発祥の時代に生きた人が、色々矛盾があって苦しい人生で

も楽しく生き抜く知恵は何かを示唆してくれている気がしてくる。仏教発

祥の時空間に若干でも触れたことの成果の一つであった。 
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インド 遺跡と異文化の風に吹かれて 

 

 

 

 

1．はじめに 

 本レポートはインド研修旅行に参加して、その中で体験したことや経験したことについて記すも

のである。 

インド研修旅行は一週間の日程でインドへ渡航し、アジャンター石窟寺院やエローラ石窟寺院、サ

ーンチーの仏塔などの遺跡を見学した。貴重な遺跡の数々は日本では見ることができないものであ

り、現地で直接見学するということは、インド思想・インド哲学及びインドの歴史について理解す

る上で、大きな助けとなった。 

 また、遺跡だけではなく歩いた場所や滞在した街は当然ながら日本とは異なる「異文化」の世界

であり、インドの文化を体験することがインド思想や哲学に対するさらなる理解を推し進めたこと

は間違いない。 

 その中で見聞きしたことや感じたことについて考察を深めることを目的として、いくつかの場所

やエピソードに焦点を絞り、本レポートを執筆するものである。 

 

2．成田より 

 旅行は成田空港を出発してまずはデリーへと向かう。 

デリーへ向かう航空機の中は、成田空港からの搭乗にもかかわらず海外の人の姿が多く見受けられ、

既にどこか日本ではないような雰囲気を感じさせていた。 

 離陸して初めての機内食は、蓋を開けるとタイ米に二色のカレーがかかっている。まだインドに

到着していないうちから、食事という形でインドの洗礼を受けることとなった。空の上で日本のカ

レーとは明らかに違うそれを食べながら、これからの旅への憧れと楽しみがふくらむのを感じてい

た。 

 飛行機が成田からデリーに到着するまでおよそ十時間という。広いとはいえない三人掛けの席に

は、乗り合わせただけの人々であっても不思議と打ち解けてしまうような空気がある。筆者は三人

掛けの真ん中の席で、研修旅行の一団ではない人が両隣に座っていたが、デリーに着くまでの間に

旅の目的や旅程などのたわいない世間話をできる程度に打ち解け、飛行機が着陸すると互いの旅の

無事を祈って別れることとなった。 

インドに到着しないうちから、今までにないことをいくつも経験することとなり、海外渡航の経験

がない筆者は既に視野が広がっていくような感覚を覚えていた。 

 筆者が研修旅行に参加した目的は、アジャンター石窟寺院をはじめとする貴重な遺跡の見学のた
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アジャンター石窟寺院 全体 

蓮華手菩薩(第一窟) 

めであった。しかし、研修旅行というのは遺跡だけを見学するのではなく、異文化を体験すること

でもあり、あらゆる経験が貴重なものなのであるということに機内で気づかされた。 

 

3．遺跡 

 インドに到着して三日目にアジャンター石窟寺院を見学

した。広大な自然の中に突然開けたように現れるアジャン

ター石窟寺院は断崖を彫って作られたとは信じられないほ

どの規模と精緻な彫刻が施されていた。古代、人の手によ

ってこの広さの断崖を拓いていったと考えると、どれほど

の期間や人手が必要だったのだろうか。 

 アジャンター石窟寺院において筆者が注目していたのは第 1

窟の「蓮華手菩薩」である。実物はもっと明るい環境で見るこ

とができるが、壁画の保護のためかフラッシュ撮影は禁止され

ている。そのため見たままの状態を写真におさめることは難し

かった。 

 仏教の衰退により、途中で放棄されてしまった窟も見学した。

彫りかけの窟を見て、数々の精緻な彫刻もこのような岩から彫

られていったのだとすると、やはり膨大な時間と労力が必要で

あったことを感じさせた。それを可能としたのは、やはり仏陀に

対する信仰心であったのだろうか。 

 翌日はエローラ石窟寺院を見学した。仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の三つの宗教の石窟群が

同じような場所にあるということは実に興味深い。仏教は衰退してしまったとはいえ、三つの宗教

が共存していたことを示す証拠となるのではないだろうか。 

 エローラ石窟寺院の中で最も印象に残ったのは第 16 窟の

カイラーサナータ寺院であった。カイラーサナータ寺院がも

っとも彫刻が細かいように感じられたからである。 

左の写真は叙事詩をレリーフにしたものであるが、あまりの

細やかさ、そして迫力に言葉を失うほどであった。 

カイラーサナータ寺院はヒンドゥー教の寺院である。 

シヴァ神をはじめとするヒンドゥー教の神々が壁面に彫られ、像とし

ても祀られている。その中でも特に目を引いたのがシヴァ神の男根、

リンガである。見学している間にも、ヒンドゥー教徒、とりわけシヴ

ァ神の信仰者とおぼしき人々が花を供え、祈りを捧げていった。 

千年以上前の寺院にも人々が訪れ、今も信仰が息づいていることを感
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エローラで出会った校外学習で来ていたという一団。

カメラに笑顔を向けてくれた 

じた。 

上記の二つの石窟寺院は仏教遺跡も含むものであるが、サーンチーの仏塔をはじめとする仏教遺

跡群はアジャンター、エローラとは全く異なるものであった。 

仏教の遺跡であることは同じであるが、場所や時代によっ

てここまで形態や題材、様式が異なるということを目の当

たりにした。仏陀への信仰という同じ意図を持ちながら、

表現する方法によってまったく違う形となって現れる。 

このことは実に興味深く、同時にインドという国の広さを

感じさせる。しかしその中において仏教という宗教は各地

へ伝播し、仏陀への信仰というひとつの目的に向かってい

るのである。このことは仏教に限ったことではなく、ヒン

ドゥー教やジャイナ教といったインドを台頭した宗教に共通していえることである。 

そしてこれらの遺跡には、今でも信仰を持つ人々が訪れ、供物や祈りを捧げているのである。 

何世紀も前に成立した宗教がインドでは今も連綿と受け継がれている。 

 

4．おわりに 

ここまで、インド研修旅行に参加しての感想や考察について簡単にではあるが記してきた。 

筆者は当初、遺跡の見学を目的に参加したことを前述した。しかし、それだけが見る者、学ぶもの

ではないということに気づき、インドに到着してからは「学び」の連続となった。 

 たとえばインドでは歩行者よりも車が優先される。日本で生活しているとそれは「危険」である

ように感じられた。しかし数日間そうした環境の中にいると、「なぜこのような文化が生まれたのだ

ろう」と考えられるようになり、そこからインドという国を理解しようと試みるようになっていっ

た。 

このように、ただ「危険」であるとか「日本とは違う」と

いう感想に留まらず、「なぜだろう」と考え、自ら近づいて

考えることができる観点を得られたことは、これからもイ

ンドについて学んでいく上で大きな収穫となった。 

研修旅行に参加した一週間、ここには書き切れないほどの

貴重な経験をしたが、文字数の都合上全てを記すことがで

きないのは残念である。 

この旅行で得たものを糧に、インド哲学やインド思想の研

究、インドへの理解をさらに深め、勉学により一層励みたいという気持ちを強めた。 
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アジャンター第１７石窟生死輪図 

 

 

 

 

 

アジャンター石窟寺院群とは 

 インドのマハーラーシュトラ州、中部の町・オーランガバードにある断崖を約５５０m にわたっ

てくりぬいて築かれた大小３０の石窟で構成される古代の仏教石窟寺院群である。今回取り上げる

生死輪図の描かれている第１７窟は大規模なヴィハーラ窟（僧侶たちが暮らしていた僧院）である。 

  

 

生死輪図とは 

 生死輪図は時に「五道輪」、「生死輪」、「十二縁起図」と呼称されることもある。 

 生死輪図はインド、仏教思想の中心観念として発展し、輪廻転生説を表している。この図は広く

アジア諸国に伝承伝播されている仏教美術の一つである。 

 仏教ではすべての生命のあるものの輪廻界を５ないし、６種に分け、五（六）道あるいは五（六）

趣と説く。一般に地獄、餓鬼、畜生、人、天を挙げる五趣の方が古い成立とされている。日本では

五趣に阿修羅を加えた六道とされることが多い。 

 五趣は衆生が自ら行った業（行為）に応じて、次の世に輪廻転生する五種類の世界がある。 

 釈尊が竹林精舎に在す時、目連尊者は屢五趣を往来し、その苦楽のもようを実見し、仏弟子たち

に生死を厭い涅槃をねがうべき旨を解いた際に釈尊が彼らに寺門の屋下に生死輪を書くことを勧め

た、という話に基づいた説話絵である。その図様は主に大小の輪形の組み合わせからなり、まず縠

に仏像と鳩、蛇、猪（貪瞋痴）を、縠から外周に向かって五（六）輻（五線）を引き、その出来た

空間にそれぞれ五（六）趣を、されにそれらの外周に十二縁起を描いたものである。 

 

 

アジャンターの生死輪図 

 生死輪図の起源を持つインドでは風土的に極めて絵画資料が残りにくい。アジャンターの断片的

な絵画は今では唯一の作例である。またこれは 5世紀末から 6世紀末にかけての石窟造営当初の作

品であり、現存する作中最古のものとしても位置付けられている。 
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 アジャンター生死輪図はというと、チベット仏教学者のウァッデルが大変希少な「五趣生死輪図」

の古例として発表したが、近年のシュリングロフの研究では六趣の生死輪であることなどが指摘さ

れている。 

 インドでは多くの場合、修羅を除く五趣説を採っているためウァッデルはそう唱えたのであろう

とおもわれる。 

 先ほども書いた通り他にインドには作例がなく孤立的作品であり、経典に比較的忠実であるチベ

ットの生死輪図にみる表現形式と図相が異なる。 

 その生死輪図も現在では車輪上部の４分の 1ほどしか確認することができないが、無常大鬼の抱

く輪内が八輻に描き分けられていることは確認ができる。 

 チベットの生死輪図との比較としては、アジャンターの生死輪と、車輪の轂、放射状に輻の通っ

た内輪、および外輪を象った三重の同心円かはなる、ヤズダニの報告では中心から外輪内縁までが

３フィート、５インチ、外輪との幅が４インチとあり、本来は前者輪の直径が２、３メートル近く

ら第１７窟正面廊左壁の房室弁入口上橋から天井まで壁面を覆う大円輪をなしていたことになる。 

 まず図の中央の轂の部分はほとんどが剥落しているが、中心から少し右上に第二輪を区切る白と

水色の二重の帯がごくわずかに看取され、明らかにこの内部にとうひとつの円形区画があったこと

が推測できる。これは三毒輪に当てられたものだろう。 

 本体に当たる第二輪は毅より放射線状にのびる白線の服で区画される。輻は断片も含め４本分確

認でき、少なくとも上半部で５区画の存在が明らかであるをここまでは便宜上殻の左真横の区画よ

り第 1区画とし、右横の頭上に服の断片が見える男性座像を残す部分を第五区画と呼ぶ。 

 第１、第五区画は欠損が多いが少なくとも上部の第２、３、４、区画を見る限りでは、いずれも

面積が等分されており、輻のなす角度がほぼ４５度、すなわち円を 8等分する比率である。 

 ほぼ一定の間隔で仕切られた外輪部も、やはりチベット例の縁起輪の構成に等しい。輪郭は白線

で縁取られ、内部の地を朱に近い茶色に塗り、さらに青色の仕切り線で細かく区画を設けている。

この外輪は上半分ほど残っているが、すでにこの部分だけで１１個の小区画を数えることができ、

全体の１２以上の区画が在していたことが考えられる。各区画内は本体と異なり地を多く残し、背

景のない単独の形象が描かれら絵解きとして抽象的な意味合いの強いことが示される。 

 また本体を区画する輻と外輪の仕切りとは位置が微妙にずれており、チベットの 6趣輪のように

一趣の区画に縁起支をニ支ずつ整然と割り当てたものに比べ、アンバランスな構成が暗示される。

生死輪を抱える無常大鬼については、円周の左右上縁に沿って黒釜がかかった暗緑色の日本の腕が

アジャンターでも確認できるり爪は鉤爪というほど長く湾曲はしておらず、白色の腕釧と連珠の賢

釧が両腕に見える。 

 煙輪最上部の顔の部分は残念ながら欠損しているため表情は確認ができないがら外向きにそった

牙が確認できることから鬼形であったのであろう。 
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まとめ 

 今回は第１７窟の生死輪図についてまとめた。剥落した部分にある無に想像を広げることは、清

岡卓行の手の変幻かのような魅力が秘められている。  

 アジャンタというインドでも数少ない美しい壁画が残る遺跡に行くことができ、実際に見ること

ができ貴重な経験ができた。また実際に見るとますます研究に対する好奇心や向上心が湧くように

思う。素晴らしい旅行だった。 

 

 

参考文献 

林 雅彦「『生死輪』の流伝と絵解き-インドからチベット・ネパール・中国・日本、そして韓国-」

『仏教民俗学大系５ 仏教と美術』（鈴木昭英編）名著出版、1993年 

平岡美保子「インドの生死輪図-アシャンター壁画の作例について-」『曼荼羅と輪廻 その思想と

美術』（立川武蔵編）校正出版社、1993年 
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異文化を見るという経験について 

 

 

 

 

 インドは壮絶だった。しかし、そこでは本当に様々な経験をすることができた。写真でしか知ら

ない仏跡を実際に見たこと、列車に揺られて九時間の旅をしたこと、ホテルの部屋で風呂の排水溝

が壊れ部屋の中で洪水を起こしたことなど、どれも一生物の思い出になった。しかし、筆者がイン

ドでもっとも印象に残ったのはそのどれでもなく、人とのコミュニケーションであった。本レポー

トはインドで出会った人々とのコミュニケーションにおける経験をもとに異文化を知るということ

がどういうことであるのか、また、その経験の意義について考えてみたい。 

 人とのコミュニケーションが印象的であった理由は、筆者に対する現地の人の様子が極端なふた

つの態度に分かれていたからだ。ひとつは冷たい態度、もうひとつは温かい態度である。 

 この極端な態度はインドに着いた瞬間から始まっていた。飛行機の乗務員、入国審査の職員、ホ

テルの従業員など、筆者がヒンディー語が分からずまごついていると、ある時は舌打ちをされ、鼻

で笑われ、呆れたような顔で冷たくあしらわれた。インドの歓迎はなかなか手厳しいものだった。  

 研修の初日、成田を午前 11時半に出発し、デリーを経由してムンバイのホテルに着いたときは夜

の 12時を回っていた。初日の経験が以上のようなものであったため、これが後一週間も続くのかと、

とても暗い気持ちになったことをよく覚えている。 

 しかし、翌日以降これらとはまったく別の経験をすることになる。 

 研修 2日目以降から観光、仏跡の見学などが行われた。そしてそこで出会った人たちの多くが初

日とはまったく異なる反応をしていたのである。ホテルからの移動は主に観光バスであったが、移

動中通りすがりの人たちが笑顔でこちらに向かって手を振ってくるのが印象的だった。バスを降り

て仏跡を見学している時もどこから来たのかを聞かれたり、一緒に写真を撮ってほしいとお願いさ

れたり、これらの出来事は昨日までの怖くて冷たいというインドのイメージを一瞬で払拭した。 

 このように、冷たくあしらわれることと、暖かく迎え入れられることを一度に経験した時、筆者

は自らが外国人であるということを理解した。ルールの分からないよそ者であるがゆえに、時に冷

遇され、生まれも人種も異なるがゆえに、時に好奇の目で見られる。 

 日本で生まれ日本で育ち、海外に行ったことのない筆者は、今回の研修ではじめて自分が外国人

であることを知った。 

 外国人であるためにできた経験はいくらでも例をあげることができる。観光地での物売りも、土

産物屋で高い値段をふっかけられることも、ホテルのボーイが執拗にチップをねだることも、すべ
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て自分が外国人であること、さらにいえば、小脇に観光ガイドブックをかかえ、パスポートを後生

大事に首からぶら下げた日本人旅行者であるから経験できたのだと考えられる。 

 上の例から想像できるように、外国人としてみるインドの光景は決していいものばかりではなか

った。しかし、楽しい思い出をたくさん作ればよいというものでもない（もちろんそれもけっこう

なことだが）。外国人という立場であるからできた経験があり、また、その自覚を持ったことはこの

研修を通して得られた最大の収穫であった。その意味でこれは単に個々の経験の善し悪しをこえて

筆者にとっては非常に重要な経験であった。 

 以上のような異文化体験をもとに、そもそも異文化を知るとはどのようなことかを考えてみたい。

異文化理解には様々な意義があるだろう。外の文化を知るということは、それ自体好奇心を満たす

ものであるだろうし、また、そうして得た知識は現地の人とのコミュニケーションを円滑にするの

に有益でもあるだろう。 

 しかし、そのような異文化理解とは別にここでは実際に筆者が感じたところに焦点をあてて論じ

てみたい。それはインドでの体験が、普段生活している文化とあまりにかけ離れていたために、そ

れが理解の対象としてではなく、むしろ、まったく理解できないものとして眼前に立ちはだかって

いたからである。 

 そしてこの理解の困難さを知ることは外国人としての自覚とつながっている。所詮自分たちは分

かり合えないということ、外国人旅行者として見ることしかできないのだという諦めにも似た感情

から出発したい。 

 理解することができない文化や常識を見ることは言い換えれば、自らの属する文化や常識の外側

と遭遇するということだ。では、その意義とはなにか。自分が今まで意識することなく従っていた

常識や慣習に、縛られることなく生活している人々を見ることは少なからず衝撃的であった。ひと

つひとつの行動はとても些細なものかもしれない。列をつくらず割り込もうとすることや、つり銭

をごまかそうとすることなどである。 

 しかし、自分が今まで生活していた「常識的な世界」の外側にもうひとつ別の「世界」があり、

そこでまったく異なるルールによって生活している人たちの暮らしを見、それらの行動を背後から

支えている文化が想像された時、本当の意味で「外国」に来たということを思い知らされた。 

 インドの文化を理解することはできないし、また、その常識に適うよう振舞うことも難しい。イ

ンドの空港で列をつくらず入国審査をすませる人たちを、筆者を含む日本人は列をつくりながら呆

然と見ていることしかできなかった。 

 理解することも慣習にならうことも難しいなら、なにも変わっていないかというとそれも違う。

少なくとも、インドでみた数々の光景はカレーの香りとともにいまも粘っこく意識に纏わりつき、

筆者の思考に影響を与え続けている。 

 この影響について説明する前に、もうひとつ外国人がもつ特性について述べておきたい。それは

外からの視点を持つことができるということである。先に示したこととも通じることだが、外国人

は、現地で生活する人とは異なった目でものを見ることができる、というよりそのようにしかでき
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ない。このことについて論じてみたいのだが、残念ながら筆者はインドの内側の視点を持ち合わせ

ていないため、外と内とのふたつの目について比較することができない。よってここでは反対にデ

リー大学の交流会で感じた、外からの目に日本がどう映っているのかを紹介するにとどめる。 

  デリー大学での交流会である学生に「koteto」について意見を聞かせてほしいといわれた。は

じめはなんのことか分からなかったがよくよく聞いてみるとそれが公明党のことだと分かった。公

明党と創価学会の関係について意見を聞かせてほしいというのである。 

 日本ではこの手の話題はタブーというほどのものでもないが、あまり好んで話されることでもな

い。もちろん、考え方は人それぞれであるだろう、両者の関係は公然の事実であるためにわざわざ

話題にしないという人もいれば、たんに面倒そうだから触れないでおくという人もいるだろう。理

由はどうあれ、日本ではなんとなく避けておいたほうが無難であるという意識が共有されているで

あろうこの問題を、その学生はこの質問をなんのためらいもなく筆者に投げかけてきた。その学生

の外国人として日本を見る目線、つまり共有された文化の外側からの視線は、多くの日本人とは異

なる形でこの問題を捉えていたのである。このことは外国人であることのまた別の特性をあらわし

ているのではないだろうか。つまり、外国人であるということは、ある文化の中では当然と考えら

れていることに別の意味を見出すことを可能にする。 

 ここまで、筆者のインドでの体験をもとに、これまで当然と考えていた、というより考えること

すらしていなかった、文化の違いや自らの文化を意識させられたこと、文化の外側からの視点を持

つことについて述べてきた。そして最後にその意義について考えてみたいが、その意義がなんであ

るのかは、まだ分からないというのが実際のところである。 

 というのも、インドに行ったくらいで人はそうそう変わることはできない。インドでの経験は筆

者の考え方に大きな影響を与えはしたが、このことになんの意味があるのか、それはまったく不明

である。 

 しかし、最大限その経験を活かすよう務めることはできる。つまりは、この経験のを活かすも殺

すも自分次第ということだ。思想や哲学というものは自らの立場を補強するためにあるのではない。

むしろ、自らが無意識の内に立脚する立場を崩すためにこそ存在する。その意味で今回の研修はき

わめて思想的な経験であり、これを活かすよう邁進することがインド哲学科の学生として最後に与

えられた課題と考えている。 

 紙幅の関係上だいぶ駆け足で論を進め、説明が足りないところも多くあったと思うが筆者がこの

レポートで言いたかったことは何かといえば、インド最高、この一言に尽きる。 

デリーの日本料理店に飾られていた

絵。インドから見た日本の一例。 
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インド研修旅行記 

 

 

始めに 

 今回のレポートを書くにあたり、私はインドで実際に食べた食事について論じようと考えていた。

しかし、我々の取った食事はその多くが高級料理然としたものであり、そこから文化的側面を以っ

て地域ごとの内容の違いなどを論述するには、些か特異な視点が必要であろう。つまり、観光客の

傾向や担当する料理人の出身等に左右されるのであり、そういった情報は今手元に無いし、社会学、

文化人類学的な手法が必要であろう。であるから、レポートとしての体裁を保ちつつ、旅行記のよ

うに自由に論ずるのが、それを論ずるというのかは別として、書くにも筆が進み、また読むにも面

白いであろうと判断した。 

 以上のような理由で、研修中の料理について、旅行記のような体裁を取り、自由に論じようと思

う。 

 

本文１ 

 インド研修を終えて二週間と少し経った。旅の常で、まだ二週間しか経っていないのかと感じる。 

私はそれなりの期間、インドに関わる学科に、名目上は籍を置いてきたが、古い哲学学派にばか

り興味を持ってインドの実質的な部分を知らず、いや、興味を持たずに学生生活を過ごしてきた。

そんな人間が研修に行こうと思い立ったのは、手慰みにインド料理を作りはじめ、文献等で調べる

うちに、「本場でインド料理」を食べたいと思ったからであった。 

 三島由紀夫は「インドには誘われなければ行くことが出来ない」と言ったらしい。調べてみると、

何処からの出典か怪しいのであるが、なるほど、誘われるという表現はもっともらしい。というの

も、インドに行く必要を感じた時、運命的な必然を以って私は誘われたのである。必然というのは

私の数年間の“名目”のことである。運命というのは、私がインドに興味を持つその過程とでも言

えばよいだろうか。 

 さて、肝心の料理についてである。時系列ごとに説明していくつもりであるが、残念ながらすべ

ての食事風景を概観することはできない。記憶に残ったものだけをピックアップしていくことにし

よう。 

 

本文 2 

はじめに三日目の昼食を紹介したいと思う。時系列順と前述したが、突然三日目からの紹介とな
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るのは、一日目二日目が移動の影響で非常に疲労しており、こういった体裁で論ずるには、些か 記

憶が曖昧だからである、丁度アジャンターの石窟寺院での昼食であるから、研修旅行のレポートに

載せる食事としては適切であるとは思う。 

 

  

これが研修三日目アジャンター石窟寺院の傍らにあるレストランで取った食事である。中央下が

ご飯とチャパティ(薄焼きパン)、下段左がインド風のヌードル、左上が恐らくゴビサブジ(キャベツ

のスパイス炒め)、中央上がダール(豆のスープ、或いはカレー)、右上がチキンカレー、私の手で見

づらいが右下はアールサブジ(ジャガイモのスパイス炒め)であったか。右上の椀は中華風のスープ

である。メニュー等がないため正確な名前は定かでない。 

 私が敢えてこういったインド風のターリー(定食)を挙げたのは前述の理由ばかりでなく、単純に

インドで一番おいしかったからである。ガイドに聞いてみると、「この店は新鮮な野菜を毎日仕入れ

ている」と言っていた。とは言うものの、この料理を甚く気に入ったのは、私自身知らないうちに

ホテルの豪華な料理に辟易として、こういったサッパリとした料理に救われたというのが真実かも

しれない。加えて、中央のチャパティ、実質は全挽粉(アタ粉)をこねて焼いただけであるが、これ

が中々おいしい。日本ではなかなかちゃんとしたチャパティに出会えないのである。メニューにあ

ったとしても妙に高いのだ。                                                   

ちなみに事前情報として知ってはいたが、観光客向けのレストランでは中華風の料理が多く出さ

れた。インド風の中華料理として随分浸透しているらしい。また、海外からきた旅行者にはスパイ

ス料理ばかりのインド滞在に於いて幾分か食べやすいものであるのだろうか。  

次に四日目の列車内での夕食を紹介したい。この列車はアウランガバードからボーパールへの移

動だったと記憶しているが、正直なところ相当応えた。列車移動の後到着したホテルでの記憶はか

なり曖昧である。 
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 これがインドの列車内で食べたエッグビリヤーニーである。日本でもビリヤーニーは良く見かけ

るが、本格的な調理法のビリヤーニーは日本のレストランでいつでも提供できるものではない。私

も以前レシピを見たことがあるが、相当な手順を踏まなければならず自分で作るのは諦めた。たま

たま夕食時にとなりに居たガイドに「プラオ(つまりピラフ)のようなものでは無くビリヤーニーか」

と聞いてみると、「そうだ」と答えたのでビリヤーニーで良いのだろう。文量がかさむので詳しくは

書けないが、プラオ自体にも調理法のバリエーションがあり厳密な区分は難しいとのことで、改め

て写真を見るとこの料理がどちらなのか悩む。しかし、明らかに日本では食べられないそれらしい

味のする料理であった。ちなみに、前述の 3日目の食事もそうであったが、相当に辛かったらしく

女性陣は多くが食べきれなかったようだ。 

 

 終わりに 

 二つの食事を紹介したところで、文量が限界を迎えてしまった。最後にパーンについて簡単に記

しておこう。インド研修に行く動機の一つにパーンという嗜好品を試してみたいというものがあっ

た。研修中に二回ほど試すことが出来た。たばこの屋台でパーンを頼んだ時の店員の驚きに、少し

私は自慢気に、しかしバスの運転手に教えてもらいながら私はパーンを口に含んだ。同様の嗜好品

は東南アジア各地に存在しているが、私が試したものは特別甘い部類の物であったらしい。同行し

た教授に「それは”ホンモノ”ではないね」と言われてしまった。 

 駆け足となったが、私のインド研修は以上のようなものであった。ビリヤーニーの調理過程等書

きたいことは多くあるのだが、それは文量の制約で叶わない。しかし、異文化体験として、ホテル

滞在を中心とした割には、有意義なものであったのは自負するところである。 

 

参考文献;小磯千尋 小磯学,(2006),インド 世界の食文化 8,農山漁村文化協会 

 

 


