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巡礼その九   インド１   ラダック 
 

1991 年８月４日 
   チベットのラサに行ったが、文化大革命の影響が残っていたので、影響の少

なかった西チベットに行ってみることにした。そこで「小チベット・ラダック

紀行 11 日間」と言うツアーに参加した。 
10 時 20 分成田北ウイング集合。ツアーは 20 名ほどであった。エアーインディ

ア AI-301 便で 12 時 20 分発、19 時 50 分デリー着、すぐにインペリアルホテ

ルにチェックイン。18 歳からインドに憧れネパールやスリランカなど近隣の国

へは行けたがなかなかインドには行けなかった。今回このような形でインドに

入国出来たことは不思議な力が働いていたように思える。インペリアルホテル

はコロニアル調の歴史のある素敵なグランドホテルである。部屋は古いがそれ

も良い。インド初日の夜はとても興奮していた。 
８月５日 

         翌日まだ暗いうちに空港へ行き６時 30 分のインディアンエアーでレーへ行

く予定であったがフライトキャンセルになり今日は飛ばないと言うことに決ま

ったそうだ。レーに行く飛行機は有視界飛行で天候がわるくなるとすぐに飛ば

なくなる。レーまではたった１時間 15 分である。情報ではデリーの北西 260km
にあるチャンディガールからは飛ぶそうだ。予定を変更して午前中に市内観光

をしてチャンディガールに一泊して朝レーに飛ぶ予定である。まずラクシュミ

ーナラヤン寺院、クトゥブ・ミナール、ラージガート、レッドフォートを見学

して、チャンディガールへ向かう。プレジデントホテルにチェックインする。

夕食を食べながら自己紹介する。今回のツアーメンバーの人達はほどんど旅行

会社のリピーターの人たちでいわゆる秘境が好きな人たちであった。チベット

仏教に興味があるのは郡山からやって来た画家で美術教師の佐藤先生夫婦だけ

である。佐藤先生とはよく仏教やヒンドゥー教の話をした。 
      ８月６日 
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   チャンディガールの飛行場へ行くがディレイトでキャンセルにはなっていな

い。数時間待ったがまだわからないのでホテルに戻る。やがてフライトキャン

セルの知らせが届く。皆で食堂に集まりこれからの予定を話し合う。明日も明

後日もキャンセルになる可能性がある。そこでツアーコンダクターからの提案

で陸路でレーへ向かうことにする。ただしとてもキツい旅行になるが皆さんの

意見はどうかと言う話だ。もちろん全員レーに行くために来ているのでどうし

てもレーへ行くことになった。ルートはまず有名な避暑地のマナリーへ行きそ

こから軍用道路でレーへ向かう。おそらく一泊はテントになり、5000m 以上の

峠を越えると言う。すぐに軍の許可書を取りにいき夕方マナリーへ行く。マナ

リーまでの道はとても景色がよく渓谷やダムを抜け 2000m まで登る。途中がけ

崩れで大きな石が道を塞いでいたがなんとか迂回し夜遅くハイランドホテルに

つく。夜食のような夕食のミルク粥を食べすぐに寝る。 
８月７日 
   翌日は朝食の後ランチボックスを持ってすぐに出発する。外は小雨が煙って

いる。ついたときは真っ暗で町の様子はわからなかったが、町の中をインダス

川が流れ、四方を山に囲まれたとても美しい所でチベット人もチラホラ見かけ

る。道はヒマラヤ杉の間をどんどん登って行く。途中高原の中に食堂兼宿屋が

一軒だけあり、ここでチャイを飲み休憩する。ガイドやドライバーがカレーを

美味しそうに食べていたので、頼んでもらう。さらに登ると高い樹木は無くな

り、岩と高山植物になる。なんとここで数人の日本人が昆虫採集をしており驚

いた。小さな村をいくつか通りマイスと言う村の見晴らしのいい畑でランチボ

ックスを食べていたら、隣にチベット人が来たのでラダックのチベット語でジ

ュレイと挨拶をしたらジュレイとかえってきた。さらにラサのチベット語でタ

シデレと挨拶したら笑ってタシデレとかえって来たのでとてもうれしかった。 
バスに戻り最初の ROTHANG 峠を越えると周囲には雪渓が残り何と雷鳥がい

た。そして次の BARALACHA 峠（4650m）をこえると今夜の宿泊地サルチュ

ー（4200m）だ。前回のチベット旅行では 3200m あたりから高山病になったが

やはり今回も 3500m あたりから高山病が始まり、サルチューに着いたときには

とてもひどくなっていた。ここは村ではなく山に囲まれた平らな野原に大小の

テントが張ってあるだけの宿泊所である。小さいテントの中にはベッドと布団

があり、大きなテントは食堂などに使っている。空は１８０度満天の星で流れ

星が幾つも流れていく。あまりにも星が近く手でつかめそうである。人工衛星
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も見えるそうであるが、高山病がひどく空を見上げていられない。これだけ美

しいものは肉体を犠牲にしなければ見られない自然の厳しさを知った。その夜

はまさに地獄で寒くて持っているものを全て着てもまだぞくぞくする。頭は割

れるように痛く、呼吸は苦しく、おまけに風がテントに吹き付けビュービュー

うるさく、ほとんど眠れない。妻も３８００ｍあたりから高山病になってしま

った。 
８月８日 
   朝起きるのがとてもつらく、朝食も食べられない。ここでインド人のガイド

が高山病がひどくなりデリーに戻ってしまった。ここからあと３つ５０００m
の峠を越えなければならない。なんと最後の TOGLUNG 峠が５３１７ｍである。

従って周囲の小高い山はみんな６０００ｍ以上でちなみにラダックとは峠（ラ）

を越えて（ダック）という意味である。景色は茶色と雪と雲の白、空の青の三

色しかなく、ときどき岩山の上にはためくタルチョ（観音菩薩の経文が書いて

ある布）が色を添える。もちろん樹木は一本もなく月面みたいなところである。

この辺は完全に軍用道路で軍が管轄しており軍用車が最優先で我々の観光用の

車は軍用車の後続となり、対向車線から軍用車が来たときはその通過まで見送

ることが義務付けされている。日に 200〜～400 台の軍用車が編隊をなして往復す

る。それはこの地区がパキスタン、アフガニスタン、中国と国境を接している

からであり最重要地域である。この峠でドライバーがついにダウンしてしまっ

た。もちろんツアー客全員ダウンである。しかしなんと一時間休んで気力で峠

を越えてしまった。大変なのはその後で佐藤さんの奥さんがドサッとシートか

ら落ちた。高山病がひどく意識がなくなりそうである。私もひどい状態であっ

たがなんとかしないと行けないので通路に衣服などを敷き詰め横にさせ身体を

締め付けているものを取って脈を診る。幸い脈に異常はなかったがどうなるか

わからないのでまず軍の基地に行ってもらい、酸素をすわせるように頼む。軍

の基地は近くにあったのですぐに酸素ボンベを出してもらったらなんと残量ゼ

ロである。インドである。もうどうしようもないので早くレーの町へ行って病

院に行くことにする。レーの町は 3200m なのですこし落ち着くと思う。レーの

郊外に来ると麦畑やリンゴ、アンズの緑がとても新鮮に映る。町へ着きホテル

ラフィカ HOTEL RAFIQA へチェックインする。佐藤さんはレーへついたら少

し元気になり病院へ行って心配無いとのことであった。ひどいのは私で夕食を

パスした。 
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８月９日 
   レーの近隣の寺院見学である。レーの町は小さいがとても活気があり、メイ

ンストリートでは露店で新鮮な野菜を沢山売っていた。ラサと同じように岩山

の上にあるレー王宮を中心に町が広がり、寺院は郊外を流れるインダス川沿い

に点在している。レーで一日寝たらだいぶ楽になる。まずはへミス寺へ行く。

ヘミス寺はラダック最大にして最も有名な寺で、１７世紀に建てられ、ここの

ツェチュ祭りはラダック最大の祭りで僧侶が仮面を付けて踊る。今は時期がず

れて祭りの会場の広場は寂しげである。造りはラサの寺院と同じ様であるが、

一歩境内にはいるとすぐに生活の臭いがして寺として機能していることがわか

る。僧侶はいきいきとしており、また参拝者も多く、人々の生活に密着してい

る。内部は「守護尊」の交合像や交合画が多く特に壁画には迫力があり繊細で

ある。 
   丘の上にそびえるティクセ寺はラダックで最も美しい寺で、青い空をバック

に白とレンガ色のコントラストが目を見張る。何かの儀式なのか１０数名の僧

侶がチベット独特の笛やシンバルのような楽器を鳴らしながら帰ってくる様は

まさにチベットである。ここには１００人近い僧侶が修行しており、読経が行

われる。２階建ての堂の中には巨大な弥勒菩薩像があり、２階の部分が丁度顔

になっていて２階から見るととても迫力がある。内部は複雑で間違えて厨房に

入ってしまい、慌てて出ようとすると僧侶（厨房係）がバター茶をご馳走して

くれる。これが高山病には良いみたいで、３杯も飲んでしまった。 
   次にシェー寺に行く。ここはかつての王家の離宮であった寺で、現在はほと

んど使用されていない。内部には１２ｍもある巨大な仏像があり壁画も美しい。 
   シャンカル寺は町のはずれにあり、ホテルから歩いて行く。小さな寺だが活

気があり、ちょうど読経が行われていた。内部には素晴らしい千手観音があり

壁画も綺麗である。バザールでお面や銀と漆で出来ている茶碗を買う。 
８月 10 日 
   日程の関係で一番行きたかったアルチ寺を始めスピトゥク寺フィヤン寺など

カットされる。一番心配なのがレーからデリーまで飛行機が飛ぶかであるが案

の定フライトキャンセルが続いている。ガイドの説明でシュリーナガルからの

チケットはとれたと言うことで陸路で紛争まっただ中のシュリーナガルへ行く。

インダス川沿いに比較的良い道を走るがいぜん緑は全くない。絶壁に建つラマ

ユル寺を遠くから眺め，FUTU 峠（4091m）を越えて，カルギルを目指す。小
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さなチベット村で休憩したときにニンジンとアンズを買う。ミネラルウォータ

ーでよく洗いニンジンを丸かじりすると甘く野生の味がする。アンズは甘酸っ

ぱく共に今回の旅で一番美味しく感じる。カルギルは標高 2700m でパキスタン

の国境まで４km である。イスラムの町でレー〜～シュリーナガルの宿場町として

栄えており、HOTEL ZOJI-LA にチェックインする。 
８月 11 日 
   朝食後ドラスと言う世界で二番目に寒い気温（マイナス 50 度以下）を記録し

た村を通り、それほど高くはないが積雪量が多く雪崩れ、土砂崩れなどが多発

するゾジ峠（3529m）を超えるとそこは一面の緑が広がるソーナーマルグの村

である。此処は高山植物が咲き乱れるトレッキングの基地で，素晴らしい渓谷

もありフィッシングもできるとても美しい所でシュリーナガルはもうすぐだ。

此処までに大きな軍の基地が幾つもあり，何回もチェックをうける。親切なチ

ェックポイントもあり，トイレを借りてチャイまでご馳走になる。また今まで

に何回軍用車の編隊（ミニタリーコンボイ）を見送っただろうか。いよいよシ

ュリーナガルの町に入る。以前はインド国内でも最も人気のある観光地で，ハ

ネムーンの一番人気であった。インド人旅行客や外国人旅行客が町にあふれ，

さぞにぎやかな観光地であったであろうが今はどうだ，商店やホテルはシャッ

ターが降りて観光客はもとより地元の人々もほとんど外出せず閑散としている。

そしてよく観察すると町のいたるところに塹壕が掘られ機関銃が備えられ、い

やが上にも緊張感が高まる。シュリーナガルを有名にしていたのは美しいダル

湖とナギーン湖に浮かぶ船上ホテルのボートハウスでダル湖だけで 600 以上の

ボートハウスがある。観光客がまったくいないダル湖は静まり返っていた。し

かし我々が湖畔から送迎のボート（シカラと言う手漕ぎボート）で MEENA 
MAHAL BOATHOUSE に向かうと何処からともなく沢山のお土産物を売るボ

ートがウンカのごとく現れる。おそらく今日ボートハウスに宿泊する観光客は

我々以外にほとんどいないと思われる。おそらく MEENA MAHAL 
BOATHOUSE は高級な部類のボートハウスで船の中は個室になったツィンベ

ット（トイレ、バス付き）が数室、食堂、居間、ロビーがありデッキがベラン

ダになっている。ドアー、壁、天井そして家具は全て白檀でこまかく彫刻され，

部屋に入ると白檀の臭いでむせかえる。 
８月 12 日 
   シュリーナガル観光であるがシカラに乗ろうとするとあっという間にお土産
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物屋のボートに囲まれる。対岸に着くまでお土産物攻撃が続く。町は人気がな

く と て も 淋 し い 。 比 較 的 安 全 な ム ガ ル 庭 園 を 見 る 。 CHESHMA 
SHAHI,NISHAT BAGH,SHALIMAR BAGH はとても美しい庭園であるがイ

ンド人が数名いるが外国人観光客はどこへ行っても我々だけであった。丘の上

にあるヒンドゥー寺院へ行きたかったが，数日前にそこでヒンドゥー教の女性

がムスリムに強姦されたのでとても緊張感が高まっているから行けないとのこ

とである。皆で絨毯屋に連れて行かれる。此処で飲んだカシミールティーがと

ても美味しい。絨毯を買わせられる。帰りのシカラもまた取り囲まれる。誰か

一人が買うともう大変な騒ぎである。佐藤先生がタンカを買ったらもうタンカ

攻撃である。やっとボートハウスに戻ったら，今度はオーナーが奥から色々な

ものを次から次に出して来る。 
８月 13 日 
   おみやげ攻撃から抜け出し、シュリーナガル空港で航空券をもらってほっと

していたら今度は地獄の荷物検査が始まる。スーツケースを開け全ての持ち物

を徹底的に調べ、食べ物を持っていたらそれが安全かどうかその場で食べて見

せなければならない。スプレーなどがあれば全てどんな物か確かめ、香水やオ

ードトアレは没収され検査員のものになりそうだ。その他化粧品関係も没収だ。

電池が入っているものは全て別に出さなければならない。今度は飛行機に乗る

前に航空会社による、全く同じ検査をまた行う。此処まで一体どれ時間がかか

ったことか。一番心配したのは帰りの国際線に間に合うかである。やっと飛行

機に乗れたときには安堵感でいっぱいになるが、もう今日の飛行機には間に合

いそうもなくあきらめて放心状態になる。案の定間に合わずデリーにもう一泊

することになり MERIDIEN HOTEL にチェックイン。 
８月 14 日 
夜成田に帰る。 
 
 
 
 
 


