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旅行記 32 インド－９ アランプール・ハンピ・バーダーミ 

 

2013 年 12 月 28 日 

 ５時起床、コーヒーと牛乳を飲んで 7時 10 分タクシーで渋谷へ。マクドナル

ドでフィレオフィシュのセット、妻はソーセージエッグマフィンのセット。成

田エクスプレスで第二ターミナルへ行く。機体は古い型でオババがっかり。機

内食は三日前にチケットを買った会社から電話があり日本食のうなぎにした。

スピルバーグの上海アメリカ大使の子供の映画とバットマンを見て少し寝たが

まだ着かない。日本時間の４時半頃デリーに着く。機内から入国審査までがと

ても遠く、動く舗道を 10本近く歩くが、なかなか着かない。外にでたらとても

寒い（冬に来たことがない）。ガイドのサティジャは来ておらず、旅行会社の人

と運転手でホテルへ行く。この二人はホテルが解らず３０分以上も道に迷う。

デリーの会社の人間で、まして携帯も使ってである。しかもこのホテルは私が

決めたホテルではなくデリーの会社が決めたホテルである。飛行機で疲れてい

るので早く部屋に入りたい。やっとホテルに着く。ホテルはまあまあでサティ

ジャが９時頃来た。下のレストランへ行くと中国の団体が夕食バイキングを食

べていた。原因はわからなかったがものすごく怒っていて従業員を怒鳴りつけ

ていた。我々はトマトとバジルのスープを飲む。サティジャとお話をして明日

の打ち合わせをする。部屋へ戻り寝る。 

12 月 29 日 

 3 時に鳴る予定の目覚ましが 2時頃鳴る。時計が壊れた。3時に起きて荷物を

整理し、ロビーへ降りるとサティジャが来ていた。空港でスーツケースをおろ

すとなんと今回初めて使ったロンカートのキャスターの一つがとれて三本足に

なってしまった。イタリア製は良くない。ガッカリ。とても寒い。チェックイ

ンしてホテルでもらった朝食を食べる。野菜サンドとクロワッサン、ゆで卵な

どで結構美味しい。５時 45分のスパイスジェットでハイダラバードへ。乗客は

半分位でサービスは全くない。すべて有料である。2時間でハイダラバードに着
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く。新しく綺麗な空港である。ドライバーと合流してクヌールを目指す。片側

二車線のとても奇麗な有料道路でインドにきて初めての良い道である。途中チ

ャイを飲み、水を買って 3 時間半でクヌールに着いた。５時間は覚悟していた

が早かった。先ずホテル MAURYA HOTEL にチェックインしてレストランへ行く。

町の中心にあり古いが広く私達好みの三ツ星ホテルである。ベジタリアンのミ

ールスを食べる。お米がおいしい。なんとテーブルの上のランチョンマットは

スドク（数独）になっていて皆違う。サティジャはスドクが大好きで妻も前回

のインド旅行でサティジャに教えてもらい今では週刊誌に載っているスドクが

大好きである。いよいよ今回の目的の一つアランプールへ向かう。ここから１

時間弱で着くが、最初に訪問する PAPANASI GROUP の場所が分からず聞きながら

さがす。一つだけはなれた寺院から見学する。内部は蝙蝠だらけで糞の臭いが

すごい。自転車で通りかかったおじさんが色々説明してくれた。メインの寺院

群は 500m ほど離れていておなじような小さな建物が 10 以上建っている。ほと

んど終わっているが修復中である。この PAPANASI GROUP と次に訪れる

SANGAMESHWARA 寺院はトゥンガバドラ川の上流にダムを造るので対岸から現在

の場所に移築された。そもそもアランプールの地が聖地なのはこのトゥンガバ

ドラ川とクリシュナ川の合流地点だからである。PAPANASI GROUP の中ではパパ

ナシェーシュヴァラが一番大きく立派である。天井のナタラージャを囲む方位

神の彫刻が素晴らしい。その他柱やドアーフレイムなどを写す。ブラフマーが

いろいろ説明してくれた。日本の硬貨が欲しいというのでお礼にあげる。次の

サンガメーシュヴァラ寺院は初期チャールキア寺院の中でも最高傑作だと思う。

特に壁龕や窓が素晴らしくその上の彫刻がすごい。この寺院が 6 世紀中頃に建

立されたことが信じられない。ここでもブラフマーが説明してくれた。いよい

よナヴァブラフマー寺院である。小さな村の突き当たりにトゥンガバドラ川が

あり、川のすぐ脇に９つの寺院が並んで建っている。すべてシヴァに捧げられ

た寺院であるが誤ってブラフマーの名前がついた。参拝者が沢山来るが、すべ

て生きている寺院 BALA BRAHMA にお参りするためで、その他の８つの寺院には

ほとんど来ない。一番奥の VISHVA BRAHMA 寺院から見学する。写真を撮ってい

たら高校生のおかまの様な子から一緒に写真を撮ってくれと頼まれ写してあげ

ていると次々に高校生の友達がやって来て一緒に撮ろうとうるさい。またおば

あさん連中が地面に座り物乞いをするので困った。とても良い寺院群でとくに

SVARGA BRAHMA と VISHVA BRAHMA がよい。この寺院群は水量豊富なトゥンガバド
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ラ川に接して建っており、さらにここで川が湾曲している。当然考えられるの

は洪水である。案の定 2009 年の大洪水のときには水位が２m 以上あがり、１週

間以上水が引かず死者も多数でたそうだ。すべての寺院を見学してもほとんど

汗をかかない。気温は 32度でさわやかである。今までの４月、５月のインドは

一体なんだったのか。ホテルも冷房なしで快適である。朝晩は20度位であろう。

冬の南インドは快適である。４時にホテルに戻り 7 時に外のレストランへ夕食

に行く。すぐ前の建築途中（あるいは中止）の建物の中にありまだテーブルセ

ッティングをしている所だった。インドの夕食は遅い。エッグビリヤーニ、ほ

うれん草とチーズのカレー、そして絶品の鳥のレバー炒めを食べた。デザート

に瓜のジュースがかかっているアイスクリームを食べ、ホテルに戻り９時に寝

る。 

12 月 30 日 

 ４時に起床し日記やデーター整理をする。ホテルの周りを散歩し 7 時にレス

トランへ行く。トースト（絶品）とベジドーサ（生のキュウリとニンジンが入

っている）、サティジャはドーナッツの様なものとプーリーを食べる。料理がく

るまで妻とサティジャでスドクの競争をした。もちろん同じ問題を探してテー

ブルを廻る。結果は妻の方が５秒ほど早かった。ここのインテリアが良い。８

時出発、ハンピへ向かう。道は 2 車線の有料道路で車がほとんどいないので快

適であるが途中の COOTY で降りるといつものインドの道である。一車線で村に

入るたびに凸凹があり落ち着いて乗っていられない。悪路なのでスピードもだ

せない。５時間で BELLARY の町に着いた。大きな町で抜けるのに時間がかかる。

チャイを飲んだ店の前に巨大なハヌマン像（20m 近く）が立っていた。2時前に

HOSPET に着く。ここのホテルのレストラン「テンプテーション（とても高級で

モダン）」でスパゲティボロネーゼ(350 ルピー)とサカナのカレー（250 ルピー

絶品）、野菜カレーを食べる。とても本格的で美味しい。食後のコーヒーも美味

しい。ほとんどの客がネクタイをした高級ビジネスマンであった。ハンピまで

１時間かからないが、サトウキビ畑やバナナ畑を抜けると風景は一変して巨岩

がそびえ、今にも落ちそうな岩塊が無数に集まった異様な光景になる。そして

ランドマークの VIRUPAKSHA 寺院の楼門が見える。とても広い駐車場に車を止め

VIRUPAKSHA から見学する。観光客が沢山いる。特に小学生や中学生、高校生の

団体が多い。やはりインドでは冬が観光シーズンなのだ。たいした寺院ではな

いので天井画を写し、巨大なガネーシャ像を見て、一人で HEMAKUTA HILL へ行
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き寺院の写真を撮る。４時になるので運転手が RAMACHANDRA 寺院へ行こうとい

う。誰も人がいない。一番見たかった寺院なのでラーマ－ヤナの浮彫りをじっ

くり写す。その後王の基壇、クリシュナ寺院へいく。今日の見学はここまでに

して、楽しみにしていた HOTEL HANPI BOULDERS に行く。ここで問題が起きた。

ホテルは川の対岸にあり渡し舟で川を渡る。そこからホテルの車で２０分位ら

しいが、何と渡しは 4時 30 分で終了である。今は５時を少し過ぎたところなの

で渡し舟に乗れない。仕方がないので陸路で行くことにする。どのくらいで着

くのか聞くとなんと 2 時間かかるとのこと。つまり橋がないのでホスペットま

で戻り大きく迂回して行くしかない。舗装された国道から田舎の道に入る。信

じられない様な細い凸凹道をドライバーは運転して行く。辺りはまっ暗になり、

こんな所にホテルがあるのかと思う様な所で不安になったその時、ホテルのゲ

ートが見えて来た。とても広い敷地を通ってレセプションに着く。とてもセン

スの良い小屋でフレッシュレモンジュースが出た。サティジャはホテルを探し

に町の戻るのが嫌になって、従業員の部屋に泊めてもらうことになった。部屋

に案内されホテルの敷地を歩いて行く。ほとんど証明がなく足下を照らす弱い

フットライトが所々あるだけである。空を見上げると満天の星である。星の美

しさはラダッックの次である。これを見るだけでもここへ来て良かった。とて

もウマく自然を利用したセンスの良いコテッジで小川のすぐ横にたっているの

でせせらぎが気持ちよい。もちろんテレビなどもない。レストランへ行く小道

がまた良い。レストランは円形の平屋で中心にビュッフェが並び外周にテーブ

ルが並ぶ。完全オープンエアーで気持ちがよい。今日はインディアンビュッフ

ェで、町の料理を食べなれている我々にはあまり美味しくない。ほとんどがヨ

ーロッパからのツアー客で、美味しそうに食べている。カボチャのカレーと茄

子のカレーはまあまあで、チーズは絶品である。星を見ながら部屋に戻り、ポ

ーチから小川を眺め、10時に寝る。 

12 月 31 日 

 ４時半起床、日記を書く。朝食の 7時まで時間があるので敷地内を散策する。

フランス人のおじいさんが案内してくれた。昨日は暗くてわからなかったがと

ても素晴らしいロケーションに作られている。朝の風が気持ちいい。レストラ

ンでサティジャと朝食を食べる。今日はホテルのレンジローバーで渡しまで送

ってもらう。途中珍しい鳥の巣を教えてもらった。対岸に着くとガイドが待っ

ていた。まずはヴィルパークシャ大通りを突き当たりまで歩き山道を少し登る。
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途中からとても可愛い子犬のピンハがついて来てガイドしてくれる。眼下にア

チュタラヤ寺院が見えて来る。ここからの眺めは最高である。降りて寺院を見

学してそのまま進むとトゥンガバドラ川にぶつかる。ここにKODANDARAMA TEMPLE

がありラーマーヤナの主人公の彫刻が見物である。すぐ隣が YANTRODDHARAKA 

ANJANEYA TEMPLE で珍しいハヌマンのヤントラがあるが秘仏で写真は撮れない。

ここから竹で編んだ小さなお椀の舟に乗って KOTI TIRTHA など途中見学しなが

らヴィッタラ寺院までとても気持ちのよい船旅である。舟を降りて王のバラン

スを通り楼門まで行くがものすごい人である。寺院とその周りにある塔頭の様

な寺院（ラーマーヤナの彫刻がある）へ行くがこの廃墟には誰もいない。何と

運転手さんの家で不幸があったのですぐにハイダラバードに引き返すため、新

しい運転手さんと交代する。寺院から電気自動車で駐車場まで行き、車で昼食

を食べに行く。運転手さんはハンピの人であった。あまり目立たない畑の中の

レストランだが、次から次に地元の人がやって来る。私達はターリー、妻はチ

ャイニーズヌードル（絶品）とエッグ春巻きを食べる。コーヒーを飲んで博物

館を見学する 。QUEENS BATH へ行くとなんと小、中学生の団体が沢山来ていて

写真どころではない。みんな寺院の周りの芝生の上で昼食を食べている。円形

に座りちゃんと女子学生がチャパティとカレーを配る。残りの寺院を見学して、

昨日クリシュナ寺院で見つけられなかった彫刻の写真をガイドに見せたらすぐ

にわかった。さすがである。今日は早く船着き場に戻り、渡しに乗る。対岸で

ホテルのランドクルーザーが待っておりホテルへ戻る。今日は 7 時から庭でバ

ーベキューがあり、８時から食事である。たき火をしてチキンと芋を焼く。空

は満天の星でずうっと見ていたらとても大きな流れ星が見えた。感激。レスト

ランでビュッフェを食べるがすべてあまり美味しくない。その後オーナーの自

宅で民族音楽を聴くパーティーがあるのでぜひ来てくれというのでサティジャ

と二人で行く。大きな家でプールがあり、フルート(パンソリ)とタブラーで演

奏していた。夜はかなり涼しくなるが、わたしは T シャツだけでとても寒く３

０分ほどで帰り、すぐに寝る。 

１月１日 

 ５時起床、日記を書く。妻の調子が良くない。朝食はパスするとのことでサ

ティジャとマサラオムレツ、トースト、コーヒーの朝食を食べる。８時 30分出

発。アイホーレまでは 3 時間位であるが道がとても悪い。お昼前にドゥルガー

寺院に着いた。以前より綺麗に整備されインド人観光客がとても多い。妻に調
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子はどうかと聞いたら、朝食を食べていないのでお腹がすいたという。もうお

昼なので村に新しく出来たばかりのレストラン（小屋？）へ行き、一種類しか

ないエッグカレーをみんなで食べる。サティジャがドゥルガー寺院で頼んだガ

イドも一緒に食べる。とても美味しいが稗のチャパティは堅くて食べられない。

その後ガイドはオートバイを持っているので先導してもらいアイホーレの寺院

を見学した。最後の SIDDHANAKOLLA は見つけるのが大変だと思っていたが何と

ガイドが知っていたのでスムーズに行けた。ガイドがいなければとても行けな

かったと思う。とても不思議な村で、村に入るとすぐに小川が流れており、そ

の前にラクリシャ寺院がある。入口の左右にダクシャの像が彫られているだけ

で、寺院という感じはしない。内部にはサプタマートリカーが安置されている

だけである。目的の LAJJA GAURI はすぐ前の洞窟に彫られている。地面の岩に

直接彫られている。素晴らしい。ここでガイドと別れ 500 ルピー渡したらとて

も喜んでいた。バーダーミの町へ行きバーダーミコートにチェックインする。

17 年ぶりであるが周りはさほど変わっていない。レストランのお客は日本人中

年女性の 2 人組だけである。茄子のカレーとダルが美味しい。チキンティッカ

は絶品であった。デザートに甘く熱いソーメンの様な物を食べたが残して部屋

に戻り、すぐに寝る。 

１月 2日 

 ５時起床、日記を書く。７時朝食、すぐに出発。４０分位でパッタダカルに

到着。まだ観光客はいない。手前の寺院から見学する。１時間ほどすると小学

生の団体が入って来る。PAPANATHA 寺院は離れたところにあるので川沿いに歩く。

周囲は工事をしていた。一通り見学したのでお茶屋で休む。チャイと唐辛子の

天ぷらを食べる。とても美味しい。このころからドライバーが打ち解けて来て、

ムスリムなのに一緒にヒンドゥー寺院を見学するようになる。ジャイナ教の寺

院へ行き、次の目的地 MAHAKUTA へ行く。MAHAKUTA のすぐ手前の森の中に寺院が

見えたので寄ってもらう。あまり古くはないようでおそらく 11~12 世紀頃であ

ろう。内部にサプタマートリカーが安置されていた。MAHAKUTA はだいぶ変わっ

てしまった。とても大きな駐車場があり、沢山のバスが停まっていた。シンボ

ルツリーのガジュマルはそのままであった。タンクでは大人から子供まで楽し

そうに潜っていた。ここでは裸足になるため工事の小石がとても痛い。タンク

の周りに彫像が立てかけてあるが、ここで LAJJA GAURI の像（破折している）

を見つけたのは大きな収穫である。サティジャがガイドブックを買ったので、
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私も買う。車に戻りサトウキビジュースを飲む。サトウキビの他にライムとジ

ンジャーをしぼる。絶品であった。次の CHIKKA MAHAKUTA もとても綺麗に修復

されていた。しかし大きなガジュマルの下の木陰におじさん達が集まって世間

話をしている光景は変わっていない。サンダルを履くときバランスを崩し転が

ってしまったところをおじさん達に見られ大笑いされた。最後の NAGRAL 寺院は

あまり変わってはいなかった。ここは建築的にとても重要な寺院で、天上の彫

刻と入口ポーチの柱の彫刻が面白い。お昼になったが食堂がないので昼食抜き。

バーダーミに戻り博物館と BHUTANATHA 寺院を見学する。博物館へ来た目的は

RAJJA GAURI である。野外に面白いミトゥナの彫刻があった。ここからタンクの

周りを回ってBHUTANATHA寺院へ行くが、タンク越しに見る寺院がとても美しい。

しかし何か違和感がある。いぜんとは違う。それはアクセントになっていた境

内にあった立派な木を切ってしまったからだと解った。境内にはサルが沢山い

て妻がバックを取られそうになりサルと大げんかをしていた。以前は行けなか

った彫刻された奥の岩へ行く。最初の岩にはヴァラーハ、マヒシャスラマルデ

ィニー、ナラシンハなどが小さくフレーミングされて彫刻されている。その奥

の窟にアナンタ龍の上に横たわるヴィシュヌ像が彫刻されている。さらにその

奥に施無畏与願印を結んでいる坐像が彫られている。ホテルへ戻り、夜は運転

手のアリさんも一緒に少し離れたベジタリアンのお店にいき、みんなでターリ

ーを食べた。とても美味しくサンバルを３回もおかわりしてしまった。ホテル

に戻るとヨーロッパ人の団体がチェックインしていた。８時 30分に寝る。 

１月３日 

 ５時起床、６時 30分朝食、７時出発。BADAMI CAVE へ行く。まだ誰もいない。

やはりすごい。４窟まで見学して MELEGITTI SHIVALAYA 寺院へ行くがドライバ

ーが間違えて UPPER SHIVALAYA 寺院へ連れて行かれた。もどって MELEGITTI 

SHIVALAYA 寺院へ行く。前回見逃したケーシャヴァとしてのヴィシュヌかケーシ

ンを退治しているヴィシュヌ？と言われた不思議な彫刻を見つける。町中にあ

る YELLAMMA 寺院へ行くが彫刻は何もない。JAMBULINGA 寺院は以前も行ったが外

からは寺院に見えない。民家の間にあり近くの子供達を集めて学校にしている

ようだ。白く塗られていて内部には何もないが、天井の彫刻が素晴らしい。こ

こですべての見学を修了して 11 時 30 分ゴアに向かう。前日に出発した日本人

の中年女性 2 人組はゴアまで８時間かかったそうである。前回私達も８時間近

くかかった。道が凸凹でひどい。昼食は途中の DHARWAD の町の食堂でアジの様
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な魚のフライが真ん中でサンバルとダルがついている定食を食べる。絶品出あ

る。その他チリチキンも食べる。サティジャはフライドライスを食べる。この

町の名物である MISHRA PIDHA という甘いお菓子を食べた。とても美味しい。５

時 30分にオールドゴアに着き教会を見学する。私のリクエストでホテルマンド

ゥビの写真を撮りたかったので行ってもらう（映画「インド夜想曲に出てくる」。

サティジャがホテルの人に聞いたら映画の撮影は７km 先のレストランで撮影し

たそうだ。私は今日泊まるホテルへ行きたかったがサティジャが気を利かせて

レストランを探すが見つからないのであきらめる。１時間無駄にして、さらに

ホテルを探すのに１時間かかってしまった。８時にチェックインして、町のレ

ストランへ行く。しゃれたオープンエアーの店で、エビのカクテル、チキンス

トロガノフ、イカフライ、ペンネアラビアータ、チーズのフライを食べる。サ

ティジャはホウレン草のカレーを食べた。10 時になったのでホテルに戻り荷物

の整理をしていたら 12時になってしまい、すぐに寝る。 

１月４日 

 昨日は 12 時過ぎに寝たので６時起床、日記を書く。７時 30 分朝食に行って

驚いた。何とこのホテルは女学生（高校？）の団体で（修学旅行？）で一杯で

あった。100 人近い女学生が朝食を食べていた。私達も混ざってトーストとヨー

グルト、コーヒーを飲む。９時飛行場に出発。11時 30 分の便でデリーへ。妻と

サティジャは機内の雑誌に載っているスドクでどっちが早く解けるか競争する。

私の合図でスタート、18分で妻終了、その 30秒後サティジャ終了。妻の勝利で

ある。チャイを飲み 2時 30 分デリー着。すぐにデリーにある DASTKARI HAAT へ

行く。入場料 20ルピーを払い入場する。インド人の家族やカップルでとてもに

ぎわっている。ここでは色々な洲のお土産物、日常品、レストランがある。ま

ずプリミティブな絵画を４枚 1300 ルピーで買う。みんなのお土産ガラムマサラ

を買う。ここへ来た目的はここのカシミール州のマトンカレーが絶品であると

本に書かれていたからである。さっそくレストランへ行くと結構混んでいる。

マトンカレーはトロトロでシチューの様で絶品である。サティジャは菜の花の

カレーを食べる。ラジャスタン州のお店でヴィシュヌの化身やクリシュナの物

語が描かれている木製のからくり箱を 1500 ルピーで買う。次にインドのアイス

クリーム、スティフのピスタチオを食べる。とても美味しい。何とエジプトの

店もあり木製の蓮の飾り物を３個 800 ルピーで買う。出口でチャイを飲み５時

45分空港へ。サティジャさんご苦労様でした。 


