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巡礼その十五 インド３ 南インド 

 

1995 年４月 27日 

 今回の目的は東南アジアに影響を及ぼしたと言われるパッラヴァ朝の寺院を

見学することとその港町に立ってみること、カルナータカ州にあるホイサラ朝

の寺院を見学することである。エアーインディアに乗ってボンベイへいくので

あるがやはり遠い。夜遅く着いて朝早い便でバンガロールへ行くので国内線に

近いセントゥールエアーポートホテルに泊まるが値段の割に良くない。今回の

ガイドはシーク教徒のハルビンダーで旅行会社社長のサニさんの甥である。今

回は最も暑い時期の南インドでしかも寺院を時には裸足で飛び回らなければな

らないので体力が心配である。 

４月 28日 

 ５時にホテルを出て、６時 40 分発のインディアンエアーで８時 10 分にバン

ガロールに着いた。バンガロールはカルナータカ州の州都でエレクトロニクス

関係の工場や会社がインド全土からここに集まっている。現地ガイドがいる事

務所へ向かう途中、街路樹の火焔樹が真っ赤な並木を作りとても美しい。事務

所へ入ると日本から私が送った訪れる寺院の一覧表のファックスを見ながら何

か話し合っている。私が不安そうに何か問題がありますかと訪ねるとどうやっ

てこれだけの寺院を調べたのか、あんたは何者だという。これだけの寺院を案

内出来るのは一人しかいない、チャンドラだ。チャンドラは頭のはげた小太り

のおじさんで英語にすごい訛があり聞き取りにくい。チャンドラは郷土史家と

して色々な出版物に寄稿したりしており、すごい勉強家であった。彼も私のこ

とを気に入ってくれて私のことをバスコダ・ガマとよぶようになった、すなわ

ち DISCOVER INDIA の男。私達はまずマイソールへ向かった。途中 14 世紀に建

立された BALARRINSH 寺院を見学し MANDAYA の町の北 25km にある最初の

MALLIKARJUNA 寺院へいく。周囲は外壁で囲まれ、ウオッチマンがおり写真を撮



 2 

ってはだめだと言っている。チップも受け取らない。始めはチャンドラが彫刻

の説明をしてくれ、やがてウオッチマンと話し始めその間に写真を撮れという。

その間に素早く写真を撮った。入口壁面にサンスクリット語の碑文がありチャ

ンドラが読んでくれた。私も知っているサンスクリット語（神の名前やヒンド

ゥー教に関することを２、３思いつくままに並べただけ）を口走ったら非常に

驚き、なんで日本人がサンスクリット語を知っているのか不思議がっていた。

次に KESHAVA 寺院へ行く。ここはホイサラ様式の最高傑作と言われ、保存状態

もきわめて良い。トイレに入ったらチップを取られた。ここも見学は靴を脱が

なければならないのでつらく、我慢出来なくなって靴下をはいた。寺院の周囲

には64の小祠堂がつながり廻廊のようになっているので屋根に登って観察した。

ここの特徴である星形基壇の上に三つの祠堂が並んでいる様子がよくわかる。 

昼食は国道沿いの食堂でカレーである。ここで初めてコーヒーを飲む。インド

と言えばチャイであるがそれは北の話で南はコーヒーもよく飲む。とくにカル

ナータカ州はコーヒーの名産地でまったくのブラックか砂糖とミルクをたっぷ

り入れたものが良い。また主食もチャパティやナンは北で南は米である。景色

も水田が続く。今夜の宿はマイソールの宮殿ホテル LALITHA MAHAL HOTEL であ

る。マイソールのマハラジャは最後まで残ったマハラジャで彼の別荘をホテル

にしてある。マイソールは標高 770m 気候も良くカシミールとともにハネムーン

のメッカで町は良く整備され全体が公園のようである。部屋は安っぽさがなく

豪華である。古いものをうまく使っており、猫足のバスタブが 10畳ほどのバス

ルームにぽつんと置かれている。ボーイがいろんな部屋を案内してくれる。夕

食はホテルのレストランで食べる。天井がとても高くインテリアも素敵で小さ

なステージでは二人の老人がシタールとタブラを演奏しているが悲しいことに

客は我々を含めて２組しかいない。ほうれん草のカレーが特に美味しかったが

今日は朝の４時半から一日中行動していたので身体がぐたぐたですぐにぼおっ

として眠りそうになる。部屋に帰ってすぐに寝ようと思ったがマイソールの町

でマンゴーを買ったのを思い出し、食べたがこれが最高に美味しくマンゴーも

マイソールのものがとても有名だそうである。この時期に来て良かったと思い

つつ眠る。 

４月 29日 

 朝もマンゴーを食べ、チャームンダーの丘に行き巨大なナンディを見る。マ

イソールから１時間半の所に LAKSHIMINARAYANA 寺院がある。典型的なホイサラ
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様式でこじんまりして MALLILARJUNA 寺院に良く似ている。さらに 30 分山に進

むと MELKOTE という村があり CHELUVARAYA SWAMI 寺院がある。とても大きな寺

院で祭りのときは沢山のひとが集まる。12 世紀のチョーラ様式であるが祠堂周

囲の柱以外はその後に増拡された。この柱の彫刻はとても魅力的である。裏に

はとても大きな階段状の沐浴場が二つもあり、山の中だがかなり重要な場所の

ようである。ドライバーの奥さんがこの村の出身でここの名物は炒めご飯のプ

ラウなので、町の食堂で食べる。アルマイトのさらにナッツの入ったドライカ

レーのようなものでとても美味しい。コーヒーも美味しかったが中にキャベツ

の切れ端が入っていた。 

南インドの人はよく食べる。70 歳近い痩せたおじいさんがターリーの大盛りご

飯をおかわりする。もちろんおかずも。見ていて気持ちがいい。NAGAMANGALA は

小さな町でおおきなひろばの前にガルーダを彫刻した塔が立っており

SAUMYAKESHAVA 寺院がある。後世に作られた立派なマンダパがホイサラ朝の祠堂

に連結されており彫刻はほとんどない。ここから SHRAVANABELGOLA へ向かうと

周囲の緑がだんだんなくなり、変わって岩が多くなり土が赤茶けて乾燥した土

地が続く。途中細い道に入り丘に向かって 15 分ぐらい行くと何もない所にいき

なり村が現れる。ここが KAMBADAHALLI という村でジャイナ教の PANCHAKUTA 寺

院がある。とても興味深い形式で左右に分かれた２寺院が連結され隣に一つの

マンダパを共有する三つの祠堂が連結されている。従って５つの寺院でパンチ

ャクータという。 

ホイサラ朝の建築ではなく 10世紀のチョーラ朝の建築で、ドゥパラパーラと天

井の彫刻が素晴らしい。とても小さな村で共同の井戸で女性達が洗濯している。

赤土しかないこのような場所に寺院を作った理由はなんであろう。さらに不毛

の大地を進むと二つの小高い丘が見えてくる。そこがジャイナ教の聖地

SHRAVANABELGOLA である。二つの丘のうちヴィンデヤギリに登る。階段の下で靴

を預け急な階段を巡礼者とともに登るがとても急で巡礼者のおばさんもおじさ

んもハァハァ言っている。おばさん達の足の裏を見るとひび割れて象のかかと

のようになっている。これでは何処でも歩ける。回りには何もないので水平線

が見える。昼間であったら日射病と足の裏のやけどで大変なことになっていた

であろう。やっと頂上に着くと巨大なゴマテーシュワラ像がそびえている。今

年は 12年に一度の大祭があり、人々が像の上からミルクをかけるため巨大な櫓

が建っていた。これからホテルのあるハッサンに向かうが時間がかかるためこ
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こでターリーを食べる。真っ暗な道を飛ばして８時頃ハッサンアショクに着く。

ホテルのレストランへ行くが３時頃ターリーを食べたためあまりお腹がすかな

い。スープとハッサンアショク特製のスペシャルアイスクリームサンディーを

食べる。死ぬほど甘い。 

４月 30日 

 翌日 HALEBID に行く途中 DODDA GADDAVALLI にある LAKSHMIDEVI 寺院に寄る。

四隅に小祠堂を持つ典型的なホイサラ様式の寺院で、ぜひ見たかったのが祠堂

内部に安置されているグロテスクな像である。次にジャイナ教の CHANNIGARA 寺

院へ行く。ホイサラ様式で立派なジーナ像があるが彫刻はほとんどない。

KEDARESHVARA 寺院は小型のホイサラ様式の寺院で屋根はないが保存状態は良く、

彫刻が素晴らしい。HOYSALESHWARA 寺院はとても大きく観光客も沢山来ている。

大勢のインド人がガイドの説明を聞いている。インドはとても広くとても多く

の言葉がある。一応公用語はヒンドゥー語と英語であるが南の人たちは自分達

の言葉を使うので公用語はあまり通用しない。従って北の旅行者は我々と同じ

外国人になってしまい、買い物するときもぼられてしまう。ガイドの説明はヒ

ンドゥー語、ベンガル語、英語など多彩である。不思議なことに外国人はあま

り見かけない。HOYSALESHWARA 寺院は同一基壇に二つの祠堂が建っており彫刻が

素晴らしい。ホイサラ様式の特徴の一つは内部の柱で、ろくろを使って彫刻さ

れとても美しい。天井は正方形に区切られて中心にバナナの花のような蓮の花

が彫刻されている。昼食は寺院の近くの食堂へいくが、インド人団体が沢山い

て、次から次にバスで来る。団体客は何処の国でも騒がしい。次は BELUR の

CHENNAKESHAVA寺院へ行く。HOYSALESHWARA寺院同様大きな寺院で観光客も多い。

特色は屋根を支える添え木に彫刻されている天女スラスンダリー（ナーイカー、

ヤクシニー）で、カジュラホやブヴァネーシュヴァルのように色々なポーズを

とった魅力的な像である。境内の地図に聖なるトゥルスィーの木というのがあ

るが何処にあるのかわからなかった。ヴィシュヌ寺院にはトゥルスィーが必ず

植えてある。境内のラクシュミー寺院では人々がブラフマンの説教を聞いてい

た。KORAVANGALAM にある BHUTESHWARA 寺院へ行くには田んぼのあぜ道のような

所を通り、小さな小川を数本渡る。とても小さな村で子供達が境内で遊んでい

る。その中の一番年長の女の子に寺院の鍵を持ってきてもらう。こじんまりし

たホイサラ様式の寺院で内部は特に変わったところはないが外部の彫刻は素晴

らしい。特に目を引くのが壁龕と壁龕の間の装飾帯で、水中で結跏趺坐する神
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の上にマカラ（全身）がおり、そのマカラの口から象が吐き出され、象の上に

ガルーダに乗るヴィシュヌが彫刻されている。反対側には上から鳥がシンハを

咬み、シンハが象を咬み象がヘビを咬み、ヘビがヤギを飲み込んでいる。その

下に女性と従者がいる。カンボジアのバンティアイ・スレイ寺院でマカラの口

からいろいろな動物か次々に吐き出されるのはみたことがあるが、この彫刻は

とても面白い。チャンドラは子供達に彫刻パネルの説明をしている。全く課外

授業をしている先生である。おそらく子供達は外国人特に日本人を見るのは初

めてではないかと思われる。口を開いて我々の一挙一動を見つめている。そう

こうしているうちに村の村長がぜひ見せたいお宝があるというので村長の家に

行った。木の実に彫った神像であった。よくわからないが素晴らしいものであ

ると言っておいた。遺跡に戻り子供達にミルキーをあげようとしたら年長の女

の子が年少の子供から一列に並ばせた。素晴らしい！なんと大人まで並び始め

た。周囲にほとんど崩壊状態で修復をされていない寺院があった。 

５月 1日 

 今日は SHRAVANABELGOLA のもう一つの丘チャンドラギリに登る。朝なのでま

だ気温が上がらず気持ちがよい。頂上にはジャイナ教寺院や窟がある。チョー

ラ朝様式の寺院が 10立ち並んでいるが彫刻はほとんどない。ここからヴィンデ

ィヤギリの GOMATESHWARA 像がよく見える。眼下にホイサラ様式の寺院が見えた

ので行ってみた。壁面には沢山の彫刻があるが各面の中央の壁龕にはジーナ像

が彫られているのでジャイナ教の寺院であることはわかるが、ラーマーヤナや

ミトゥナもあるのであとからジャイナ教寺院になった可能性もある。 

HARNAHALLI の町にある LAKSHIMINARASIMHA 寺院へ行く。ここの彫刻は素晴らし

くチャンドラが彫刻した人は BELUR の CHENNAKESHAVA 寺院を彫った人と同じだ

と行った。なぜわかるのか聞いたら彫刻の下に名前が彫ってあり BELUR と同じ

名前だったそうだ。内部にはお祭り用の人形があった。 

バンガロールへ戻る途中チャンドラの氏寺SIDDALINGESHWARA寺院のお祭りがあ

るとのことで寄ってみるがこれがすごい人で、入り口で供物を買ったがとても

本殿まで行けない。あきらめて山車があったので見てみたらミトゥナだらけで

すごいエロティクな山車であった。昼食はバンガロールのレストランでターリ

ーを食べる。さすがにバンガロールは一番近代化された都市なのでレストラン

もモダンな作りで冷房付きである。客もビジネスマンや OLでジーンズにブラウ

ス姿の人も多い。やはりターリーで 60ルピーもした。 
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 バンガロール空港からマドラスに向かう。まず今夜宿泊するホテルコネマラ

へ行きガイドのおばちゃんと打ち合わせする。おばちゃんの階級はブラフマー

だそうでガチガチのベジタリアンである。夕食はホテルの中庭にあるレストラ

ンで食べた。外でとても気持ちがよい。さすがに一流のホテルでテーブルセッ

ッティングからボーイの態度まで一流である。この時期はマンゴーがおいしい

のでマンゴージュースを飲んだら絶品であった。ビールもグラスがキンキンに

冷えている。ラッサム、エビのカレー、イドゥリー、魚のカレーなどを食べた。

全体にとても辛いが洗練された美味しさである。それでも飲み物も入れて一人

350 ルピーである。 

５月 2日 

 翌日はカンチープラムへ行く前に TAKKOLAM にある９世紀の寺院へ行く。14世

紀に修復され白く塗られている。靴下を忘れたために熱くて歩けなかった。カ

ンチープラムへ向かう道は水田と低い藁葺き屋根の家が続いてとても心が和む。

昼食はホテルのランチボックスでガイドのおばちゃんの知り合いの冷房の効い

たサリー屋で食べた。カンチープラムの名産はサリーでインドでも最高品質で

有名である。店の中を観察していたらちょうど地方から両親と娘、その婚約者

が娘に持たせるサリーを選ぶ現場を見た。まず店員が山のようにサリーを出し

てくる。母と娘はどんどん選んで積んでいく。それは三種類に分けて選んでい

るようだ。一つは冠婚葬祭用、一つは外出用、一つは普段着である。積んだ中

からさらに気に入ったものを選ぶのであるが、婚約者が時々口を出す。そして

またさらにその中から選び最後に値段の交渉をしながら 40~50 枚にしぼる。値

段が決まるといよいよ父親の登場である。やおらアタッシュケースを開ける。

そこには輪ゴムで止めたルピー紙幣がぎっしり詰まっている。インドでは娘を

持っていると嫁がせるときにとてもお金がかかる。南インドの寺院は午後は３

時か４時にならないと寺院が開かない。そろそろ時間なのでカイラーサナータ

寺院へ行く。パッラヴァ朝の典型的な石積寺院で彫刻も素晴らしい。本殿は小

さな祠堂で囲まれここにもヤーリの柱と彫刻があり色彩が残っているところも

ある。ゴープラの中にもリンガと彫刻がある。全体的に剥落が心配である。次

にパシュパティナート寺院へ行く。ヴィジャヤナガラ様式で見るものがない。

ヴァラダラージャ VARADARAJA 寺院も創建は 12 世紀のチョーラ朝であるが大部

分は後のヴィジャヤナガラ朝に建てられた。百畳マンダパを見る。途中で屋台

の果物屋でバナナを買う。インドのバナナは種類が豊富で赤いバナナや、モン
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キーバナナなど大きさも色々であり、どれを食べてもとても美味しい。ヴァイ

クンタ・ペルマル VAIKUNTHA PERUMAL 寺院はカイラーサナータ寺院と同じ８世

紀の建立でカイラーサがシヴァの住まいで、ヴァイクンタはヴィシュヌの住ま

いであるのでここはヴィシュヌに捧げられた寺院である。本殿を囲む回廊には

代々の王などの歴史が彫刻されており、解読により王の年代史が明らかになっ

たと言われている。祠堂の内部には階段があり上に登ることが出来る。壁面に

はヴィシュヌの化身などの素晴らしい彫刻があるがここも剥落が激しい。暗く

なってきたので明朝もう一度見学する。ホテルは新しく出来た BABU SURYA HOTEL

出入り口の中央にガラス張りのエレヴェーターがある。夕方ホテルの屋上に行

く。このホテルはカンチープラムで一番高い建物なので見晴らしがよく、360 度

至る所にライトアップしたゴープラムがあり奇麗である。夕食はホテルのレス

トランで食べる。 

５月３日 

 翌日は早起きして町に入るときに見たタンクの周囲に小さな寺院が建ってい

る場所へ、オートリキシャを捕まえて行こうと思ったがリキシャマンがわから

ない。地図を見せてもわからず色々な人に尋ねてやっとたどり着く。タンクの

周りには民家があり、そこに６つ小さな寺院が建っている。朝なのでタンクで

沐浴したり洗濯したりしている。寺院へ行くには民家の中を通らなければなら

ない。家の前ではお米の粉で吉祥の文様を描いていおり家の中ではサリーを織

っている。寺院を見学してると子供達が集まってきて僕らの寺院も写真に撮っ

てと案内する。見ると土で作った祠の中にガネーシャが祀られている。お祈り

をして写真を撮ったらみんな満足げであった。次にもう一度ヴァイクンタ・ペ

ルマル寺院へ行き写真を撮る。今度はすぐわかった。ホテルで朝食を食べ 12世

紀建立のKAVSIKESHWARA寺院へ行く。小さい寺院であるがリンガを崇拝する人々

や動物が彫刻されている 

チャイティヤ窓というかメダリオンがとても面白い。若いブラフマーが熱心に

説明してくれるのでお布施をわたすがこれが私の仕事だと行って受け取らない。 

KAMAKSHI 寺院は大きなヴィジャヤナガラ様式の寺院でパールヴァティーに捧げ

られた寺院である。立派なタンクの中央にはパビリオンがある。奇麗にお化粧

された象にバナナをあげて頭を鼻でなでてもらう。マンダパの柱や基壇の写真

を撮る。EKAMBARESHWARA 寺院は一番大きい寺院でヴィジャヤナガラ様式である。

ゴープラムは巨大で境内には大きなマンゴーの木がある。ここでインド人の旅
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行者から一緒に写真を撮らせてくれと頼まれる。その後 MUDDISHWARA 寺院、

NAGARESHWARA 寺院を見学するが見所はない。MATANGESHWARA 寺院は民家の間を

入っていくので表からはわからない。８世紀の小さな寺院で、VAIKUNTHA PERUMAL

寺院と同時代で彫刻が素晴らしい。祠堂内部にも彫刻パネルがある。

MUKTESHWARA 寺院は MATANGESHWARA 寺院とそっくりで彫刻も同じである。ウォッ

チマンがいないので壁を乗り越えて入った。壁は２m以上あり民家の人にいすを

借りて民家の庭から入った。子供達も沢山ついてきた。DURARGESHWARA 寺院も同

じ時代でここも子供達と壁を乗り越えて見学した。 

午後はマハバリープラムへ行く。海岸寺院から見学開始するが日陰が全くない。

一人で汗だくになりながら写真を撮る。海岸にあり障害物がないので風化がひ

どい。一人で物売りに囲まれたがメキシコ人の団体がきたので助かった。すぐ

近くの TEMPLE BAY ASHOK HOTEL にチェックインして今日はゆっくりする。部屋

は一階の角でドアーを開けるとすぐ芝生の庭でプールとハンモックがあり、す

ぐ前は海岸である。波は高いが海で泳ぎ砂浜で休んでいるといつものように５

~６人の物売りに囲まれる。写真を撮ったりしているときに物売りに囲まれる

とうるさくてどうしようもなく怒鳴ってしまうが、時間に余裕のあるときは良

い話し相手になる。日常的なことを話すと売り物のことも忘れて話に乗ってく

る。３０分ぐらい話してハンモックで午睡する。とても気持ちがよい。 

夕食はホテルで久しぶりに西洋料理をたのんだ。美味しかったが小エビのカク

テルとシーフードサラダが同じ味なのでがっくりくる。 

５月４日 

 翌日はクリシュナのバターボールから見学する。写真通りで岩の下でヤギが

寝ていた。いくつかのマンダパを見てアディヴァラーハマンダパ ADIVARAHA 

MANDAPA へ行くがここはマンダパの前に寺院をつけたもので僧がいる。なんと写

真を撮ると 200 ルピーという。まず中を見せろと行って中に入ったがヴァラー

ハも良いが壁面の彫刻パネルが素晴らしい。神だけではなく王の彫刻もある。

悔しいが 200 ルピー払う。そこの前のお土産物屋というか石彫りの工場でヴィ

シュヌとラクシュミーが半分ずつ合体したアルダナリーシュヴァラのようなも

のを買う。そこで昨日子供の物売りが 100 ルピーで売っていた貝の彫り物を 10

ルピーで買ってお土産物にした。旧灯台に登ると見晴らしがよく風が気持ちい

い。またマンダパの見学をしてガンガーの下降の彫刻へ行く。想像していた場

所と違って村の真ん中にある。とても素晴らしく見ていても飽きない。のどが



 9 

からからだったのでヤシの実のジュースを飲む。いよいよ五つのラタに行く。

ここも全く写真で見たとおりで、岩があったところをそのまま彫って造ったた

め大地とそのまま続いている。未完の部分にあるノミの痕など大変な苦労がよ

くわかる。なんで色々な寺院形式のものを造ったのだろう？どうしても寺院工

房の展示場のような気がしてならない。木陰で休んでいたらインドの観光客か

らドライフルーツをもらう。もどってガネーシャラタを見て村の外れにある

PIDARI RATHA と VALIANKUTAI RATHA を見に行く。両方とも未完成で形はアルジ

ュナラタに似ている。池がありとてものどかで良いところであったが、水牛と

目が合いにらまれたのでホテルへ戻る。 

今日はボンベイに戻る日なので YALI MANDAPA によってマドラスへ向かう。とて

も奇妙な石窟でヤーリの彫刻で囲まれている。入り口が彫刻で飾られている石

窟はバリ島のゴア・ガジャが有名であるが雰囲気がだいぶ違う。残念なことに

マドラスでは反タミルの政治家が来ており、タミル勢力が大規模なデモを行う

ために学校も商店ももちろん博物館も休館になっているとのことで、なるほど

町は人がほとんど出ておらず店も閉まっている。心配なのは空港閉鎖であった

が無事ボンベイに戻れた。ボンベイではあこがれのタージマハルホテルの旧館

に泊まる。さすがに人々はスーツにドレス、暑いのにネクタイをしている。イ

ンドでは珍しい携帯電話を持っている人もいる。マドラスから戻った自分の姿

が恥ずかしい。予約したインド門のある海側がとれなかったので、スィートに

してくれたのは良かったが二部屋をぶち抜いたためすべてが二つある。とても

疲れていたのですぐに寝てしまった。翌日ボンベイ空港で前回のガイドのセチ

にあったら結婚して太っていた。 


