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巡礼その二十五 インド 7 ヴィシュヌプル・ブバネーシュヴァル 

 

2005 年４月 28日 

 ６時起床、７時 30分タクシーで渋谷新南口へ行く。ベッカーズでコーヒーを

飲んで成田へ。インドのイミグレーションはとても混雑しており、外でバイシ

ャリーのシンさんが待っていてセントゥールホテルにチェックインする。ここ

が空港に一番近いホテルである。工事をしており半分新しく半分古い変なホテ

ルである。宿泊客はほとんどいなくとても暗い。両替して誰もいないコーヒー

ハウスでオニオンスープとチキンステーキ、妻はマッシュルームのクリームス

ープとナポリタンを食べる。ナポリタンは喫茶店の味でとても美味しい。ボー

イのおじさんが妙に明るく、鼻歌を歌っているのでチップをあげる。 

４月 29 日 

 ４時起床、コーヒーハウスで目玉焼きとトーストを食べる。シンさんが迎え

にきて６時 20分のエアーサハラでカルカッタへ行く。一番前の席で足元は広い

がシートが壊れていつも少しリクライニングした状態なので、乗務員に注意さ

れてうっとうしい。２時間でカルカッタに着きガイドのスールさんと会う。痩

せて背が低く近遠視眼鏡をかけて声が甲高い。私より年上かと思ったらまだ 45

歳で、初めは変な人だと思ったがとても面白い人であった。まず ATPUR へ出発。

途中道がひどい所があるがカンボジアよりましで３時間で着く。とても小さな

町であるが、ラーマクリシュナとビビエカーナンダが過ごした場所で聖地であ

る。RADH GOVINDA 寺院が目的であるが地元のガイドがラーマクリシュナに関す

る建物の説明ばかりしているので時間が無くなる。私がインドで一番敬愛する

人物と言ったのが間違えだった。ここから VISHUNUPUR までは３時間である。1

時になったのでトラックが沢山止まっている食堂に入り、魚のカレー、ダル、

芋とタマネギ炒め、カボチャの甘いカレー、ライスとチャパティを手で食べた

らどこでも大丈夫だと安心していた。VISHUNUPUR の町に入りツーリストバンガ

ローにチェックインする前に RASA MANCHA を見学。とても変わったドーム型の
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建築である。バンガローからサイクルリキシャで見学する。KESHTA RAYA はバー

ングラが２つ合わさったような形で彫刻も素晴らしい寺院である。ここにいた

現地ガイドのおじさんを雇い、他の遺跡も案内してもらう。SHYAMA RAYA はとて

もユニークな形をしておりディズニーランドにあってもおかしくない。彫刻も

素晴らしく特にラーサ・マンダラと言われる円形の中に彫ってあるクリシュナ

の彫刻が素晴らしい。村の中の小さな路地をリキシャで通るのは楽しい。子供

が遊んでいたり、井戸端会議をしていたりと、日常生活が垣間見られる。MADANA 

MOHANA は大きい寺院で境内ではステージを作り音楽コンクールをやっていた。

暗くなってきたので一旦、ホテルに戻る。ガンジーファと言われるトランプの

原型になったカードを買いに町へ行く。スールが途中で車を止めて買い物をし

てきた。なんとウォッカであった。酒が好きで、煙草を吸い、何でも食べる。

日本の天理大学に３年間留学していたそうだ。そこで覚えた。奥さんはひとま

わり以上若く、13 歳の子供がいて、日本からの旅行者を泊めてインド体験をさ

せているらしい。ガンジーファは完全版だと 120 枚セットで木の箱に入ってい

る。今回は作家の家に直接買いに行く。三代続いているそうで、賞も取ってい

る。4500 ルピーを 3000 ルピーにしてもらい買う。作るのに２ヶ月かかる。皆で

リムカを飲むが、スールと妻はウォッカ入りである。スールの半分はウォッカ

だった。ホテルに戻り８時 30 分に薄暗いホテルの食堂で夕食。チキン、ダル、

魚、ナスのカレーで魚のカレーが美味しかった。コーヒーを飲み寝る。冷房を

切って寝たら暑くて起きてしまった。扇風機をつけたら風が強く良く眠れなか

った。 

４月 30日 

 5 時起床、シャワーを浴び６時４５分朝食、トースト、オムレツ、コーヒーを

飲む。ガイドが来て昨日見られなかった寺院を車で見学。MURALI MOHANA は村の

奥にひっそりたたずみ、JORA MANDIR はホテルのそばにあり、綺麗に整備された

広い土地に七つの寺院が点在する。９時に見学を終了してコルカタに戻る。来

た道とは違う道路で、道は良いが遠回りであるが４時間で着く。GREAT EASTERN 

HOTEL にチェックインして前の中華料理屋に行く。GREAT EASTERN HOTEL はとて

も古いコロニアルホテルでとても大きく部屋に行くのが大変である。おそらく

宿泊客は数組であろう。カルカッタへ行ったらぜひ泊まりたいホテルで古き良

きグランドホテルでおそらく数年のうちに解体かリニューアルされそうだ。ト

リのヌードルスープ、焼きそば、チャーハン、野菜炒めを食べる。本格的な味
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で美味しい。午後はコルカタ観光でまず国立博物館へ行く。目的はバールフッ

トの彫刻であったが、とても暗い上に石が黒っぽいので写真が撮れない。他の

彫刻を見る。インドの博物館はお金を払えば三脚とフラッシュを使わなければ

自由に写真が撮れる。次にカーリー寺院へ行く。中には入れないのでまわりか

ら見学。物乞いが沢山いるがしつこくない。ヴィクトリアメモリアルを外から

見学してお土産物屋を廻るが面白くない。ホテルへ戻りシャワーを浴びる。夕

食はホテルの中で食べようと思い、うろうろしてバーに入ってしまったがなん

と生演奏していたが客は誰もいなかった。フロントでどこで食べるのか聞いた

ら前にレストランがあった。薄暗くテーブルに着いても誰も来ない。ライムソ

ーダとミネラルウォーターを注文する。食事は中華かインドのフィックスメニ

ューでインドを頼んだ。バターチキン、魚とトマトのカレー、ホウレン草のグ

リーンカレー、ダル、サラダ、ライス、バターナンでコーヒーを飲んで 120 ル

ピーであった。このホテルのうらぶれたムードが何とも言えなく良い。オベロ

イにしなくて良かった。 

5月 1日 

 ４時起床、5時ハウラー駅へ行く直前、妻が上着を部屋に忘れる。駅に着くと

赤帽が集まってくる。トランクを頼むと 1 個 100 ルピーと言われスールがきれ

手自分で運ぶ。すると赤帽がおれて２個頼む。ホームにはまだ列車は来ておら

ず、ここでドライバーと別れる。６時出発のダウリエクスプレスでエアコン付

きチェアカーつまりリクライニングシートで３列、２列になっている。やはり

とても寒い。今回はフリースと厚い靴下を持ってきた。7時にホテルで作った朝

食のチキンサンドとオムレツを食べる。チャイを売りにきたので飲む。うれし

いことに素焼きのカップで３ルピーである。最近はプラスチックのカップにテ

ィーバックが多い。隣のおじさんと話をする。おじさんの隣にはとても太った

人が座っており乗り込むとすぐに大いびきをかいて寝てしまった。トイレに行

ったきり寝っぱなしで、いびきが半端ではない。最初のうち皆でおもしろがっ

ていたが、次第にあきれてうんざりしている。隣のおじさんがラーマーヤナを

知っているかと聞くので、ピンと来て隣の人はクンバカルナじゃないですかと

言ったら、とても喜んでその通り貴方なら知っていると思ったと言った。そし

てまわりの人達も喜んでクンバカルナ、クンバカルナの大合唱になった。列車

の中はいろいろなものを売りにくるが、お米を膨らませたものにタマネギ、キ

ュウリ、唐辛子、ナッツを入れ、スパイスで味付けしてライムをしぼったもの
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が最高である。5ルピー。定刻にブヴァネーシュヴァルに着く。現地ガイドとド

ライバーに会い、市内で昼食にする。綺麗な中華料理屋でビールを頼むと奥の

個室に連れて行かれる。トリのスープと焼きそば、鶏肉の炒めもの、チャーハ

ンを食べる。すべてニンニクが効いていて美味い。265 ルピー。まずは HIRAPUR

の CHAUNSATH YOGINI へ行く。前回行けなかった寺院でとても興味がある。郊外

の川に沿って小さな村に入って行くと、タンクがあり、タンクの横に円形の石

で囲まれた寺院がある。思ったよりも小さく円形で内部に 64体のシヴァの妃が

祀られている。とても貴重でカジュラホの CHAUNSATH YOGINI には１体も残って

いない。中にいた子供が私たちに１体１体説明し始めた。すると少し大きな小

が説明を始める。今度はウォッチマンが説明してくれた。とても不思議な雰囲

気を持った寺院でオープンエアーなので今度は満月の夜に訪れてみたい。もし

かすると YOGINI に会えるかもしれない。旧市街の寺院を見学する。今回は靴下

を持ってきたので足の裏をやけどしない。やはり古い寺院が良い。RAMESHWAR の

前に並んでいるとても古い SATRGHNESHWAR、BHARATESHWAR、LAKSHMANESHWAR の

三つの寺院は崩壊が著しいが、残っている彫刻が素晴らしい。PARASURAMESHWAR

はほぼ完全に残っており感動的である。SVARNAJALESHWAR も良い。これらの７世

紀の寺院はとてもおおらかで力強さを感じる。5 時 30 分にマンゴー5 個買って

TRIDENTHOTEL にチェックイン。昔のオベロイで今はヒルトンになりトライデン

トと言う。５つ星で安っぽい所が無い。汚れ物をクリーニングに出し、7 時 30

分にレストランへ行く。夕食はブッフェでサラダ、クリームスープ、ポテトと

人参のバターソテー、新ジャガのカレー、魚のカレー、チキンカレー、チーズ

カレーを食べる。みんな美味しい。妻は 250 ルピーもするワインを飲んだ。私

はテーブルの上に載っていた夏限定のマンゴーとペパーミントのよくわからな

いジュースを頼んだがとてもまずくて飲めない。ウェイターに文句を言ったら

お金は取らなかった。フルーツとプリンを食べコーヒーを飲んで寝る。 

5月２日 

 5 時起床、６時 30 分朝食、トースト、ベーコン、スクランブル、を食べ、7

時出発。まず市内の VAITAL DEUL と並んである SISIRESHWAR へ行く。いつもの

ように勝手にガイドを始めたので無視していたらとてもしつこい。うるさいの

で 10ルピー渡したら投げ返してきた。ものすごく怒鳴っている。ガイドもあき

れていた。無視して次のJANBESHWARへ行くとなんとオヤジが付いてきてわめく。

つぎの MAKARESHWAR まではついてこなかった。その他の寺院を見学し９時に
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RATNAGILI に出発。オリッサの道はとても良く、有料道路もある。カッタクを過

ぎた辺りでプーリーとダルのセットとチャイを飲む。RATNAGILI は結構遠い。11

時 45 に到着。とても暑く急な坂を上りビハーラへ行く。以前とさほど変わって

いないが周囲はよく整備されている。風がなく汗だくになる。新しく出来た博

物館を見学しビシュヌプルのガイドブックがあったので購入。UDAYAGILI も小高

い丘で車を降りて登って行く。ストゥーパ跡は三方に壁龕があり素晴らしい仏

像が安置されているが鉄格子がはまっている。さらに歩くとビハーラ跡があり、

正面奥に仏像が安置されている。仏像も良いが、ドアーフレイムが素晴らしい。

RATNAGIRI やこの時代のブヴァネーシュヴァルの彫刻に共通するおおらかさや

土着性が何とも言えない。車に戻り井戸を見た。階段になっておりパーリ語の

碑文があった。昼食は近くの食堂に行く。大きな食堂でカーテンで仕切られた

個室もある。トリのタマネギ炒め、魚のフライ、ダル、サブジー、珍しくドレ

ッシングがかけてある野菜サラダを食べた。最後の LALITAGIRI は料金所で車を

降りてだいぶ登る。坂道を上って行くと第１ビハーラがあり、その前に第２ビ

ハーラがあり、上部のかけた仏像が彫刻された基壇の上に安置されている。さ

らに第三ビハーラとストゥーパ跡がある。その上に博物館があり、頂上には大

ストゥーパがある。基壇に登ると 360 度遮るものは無く絶景である。もう汗が

滝のように流れる。博物館を見学し、今日の予定は終了でホテルに戻る。途中

チャイを飲み６時にホテルにつく。すぐにプールへ行き泳ぐ。８時にレストラ

ンへ行くと昨日とうってかわってテーブルはほとんど一杯である。トリのカレ

ー、野菜ボール、サラダ、ケーキ、ブドウを食べる。隣の中国人はなんと皿に

大盛りライス、その上におかず、スープ、サラダ、ケーキを一度に持ってきて、

さらにお代わりを取りに行く。帰りにホテル内のショップで 375 ルピーのヤシ

の葉に描いた絵が 50％ディスカウントになっていたので買う。 

5月３日 

 今日はゆっくり出来る。６時に起床、7時にプールへ行き、８時朝食、シリア

ル、トースト、スクランブル、ベーコン、ヨーグルト、を食べ９時に出発。市

内の寺院を見る。PARASURAMESHWAR でスールの会社の社長が日本人をガイドして

いた。MUKTESHWAR でも会った。社長と寺男が真剣に話をしている。そこへスー

ルも入って３人で話していた。スールが戻ってきて御布施の話をしてきたとお

こっていた。寺男がふっかけたらしい。スールが 10ルピー以上渡すなと言って

いた。見学を終了してお土産物屋へ行く。シュロの葉に彫ったヴィシュヌの化
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身が 7500 ルピーで、6500 ルピーにしてもらって買う。お昼は前回食べた中華料

理屋へ行くが時間がかかるとのことで、町のホテルの食堂で焼きそばとチャー

ハンを食べる。空港へ行きスールにポットをあげてお別れ。チェックインして

手荷物検査を受けるがとても厳しい。外はいつの間にか暴風雨になって出発が

２時間遅れる。妻がボーディングパスを無くし大慌て。カウンターの人が預か

ってくれていた。デリー空港にはジャスプリットさんが迎えにきてくれトヨタ

の古いランクルで SIDHARTHA HOTEL にチェックイン。部屋に入るとベットライ

トが２つともつかない。すぐにハウスキーパーを呼ぶ。日本では電気がつかな

かったらまず電球が切れていると考えるが、インドではコンセントの接触不良

と考える。コンセントのまわりをぐりぐり回していたら直った。夕食はホテル

のレストランでコースのセットメニューであったが、トリのスープにペンネア

ラビアータ、妻はスパゲッティアラビアータ、暖かいパン、コーヒーに変えて

もらう。アラビアータは絶品である。 

5月４日 

 ６時起床、７時 30分朝食、カレー、イドゥリ、ハム、ベーコン、マサラオム

レツを食べる。今日はアーユルベーダと買い物の日である。10時 30 分 KAIRALI 

AYURVEDIC CENTER へ行く。クトゥンブミナルの近くにあり、本店は南インドで

ある。敷地内は南インド風で雰囲気が良い。まずロッカーへ行きルンギーを着

ける。マッサージルームは個室で木製のベッドがある。フンドシ（T字帯）にな

りベッドに腰掛けて頭にオイルを塗りマッサージする。もう一人は背中にオイ

ルを塗りマッサージする。今度はベッドに横になり二人で左右から全身をマッ

サージする。そしていよいよシロダーラである。目にガーゼをかけるので見え

ないがあったかいオイルの入った壷を額の上にセットし額に流れるようにする。

何とも言えない気持ちで時々二人の会話とトリのさえずりが聞こえる。20 分ほ

ど続け、顔をマッサージする。今度は腹這いになって背中をマッサージする。

タオルで拭いてシャワーを浴びる。シャンプーと泥を溶かしたような石けんで

洗う。以上で終了、二人に 20 ルピーずつ渡す。妻は 30 ルピー渡したそうだ。

その後紅茶とスパイスの店に行きビッグカルダモン、フェヌグリーヌ、ガラム

マサラ、チリを買うが 16ドルもした。市場に行けば良かった。以前ガイドして

くれたハルビンダーに会う。とても懐かしく、結婚して子供が二人いるそうだ。

妻が結構太ったと言われていた。お昼はバイシャリーのサニさんが御馳走して

くれるそうで、藤屋レストランへ行く。ワンタン、餃子、トリのガーリッック
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炒め、焼きそば、チャーハンを食べる。とても混んでいて、次から次にスーツ

姿のビジネスマンが入ってくる。その後サガデパートに行き 6000 ルピーでナラ

シンハを買う。ジャスプリットさんが絨毯屋に行こうと言うので一応行くが買

わないでカシミールティーだけ飲む。 

以前行ったお土産物屋にも何も無く、時間があるのでタージパレスの地下に行

く。クッションカバーを２つと妻がエメラルドのペンダントトップを 3800 ルピ

ーで買う。空港へ行きガイドが集まるチャイ屋で最後のチャイを飲む。機内は

息が白くなる位寒く、サニさんがくれたショールを首に巻き付け、ブランケッ

トを掛ける。まだ寒い。 

 


