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巡礼その十六   インド４   バーダーミ 
 
1996 年４月 27 日 
    エアーインディアでムンバイ（ボンベイ）へ向かう。やはりムンバイは遠い

し時間がかかる。バンコクで１時間、デリーで１時間半も止まっている。イン

ドはデリー直行便でいくに限る。体が楽だ。いつものように空港を出たらチャ

ンチャルという若いガイドが待っていた。ムンバイには夜遅く着くので、前回

と同じ空港に一番近い CENTAUL HOTEL へチェックイン。後で知ったがチャ

ンチャルはデリー大学の歴史科を首席で卒業したそうだ。日本には行ったこと

がないがなかなか日本語が上手である。驚いたことに簡単な漢字が読め、日本

語検定２級を持っているそうだ。翌日は飛行機の時間が変わってお昼になった

のでゆっくり出来る。 
４月 28 日ムンバイ 
   ８時に起きてプールで泳いでいるとなんと掃除が始まり追出された。出発ま

でプールサイドでゆっくりしていた。CENTAUL HOTEL はサービスや設備の

割に空港に近いため料金がとても高い。プールサイドでマンゴージュースを飲

んだら 130 ルピーも取られた（タージマハルでも 95 ルピー）。ゴアの空港はポ

ルトガルの雰囲気があり、土は赤土で鉄分を多く含んだラテライトである。１

時半に着き DHARWAD という町に向かい出発。途中 MOLEN という町で休憩

していたらバスが止まり続々と人がおりてきて食堂でカレーの炊き込みご飯プ

ラウをたべている。美味しそうなので我々も食べる。バーダーミのあるカルナ

ータカ州は選挙がおこなわれるため禁酒になるのでビールを買って出発。ゴア

から４時間で DHARWAD という大きな町に着き、この町を抜けるのに渋滞で

30 分もかかってしまった。さらに悪いことに牛車に車を傷つけられたしまった。

２時間ほど走ったところでチャイをのむ。道が悪くもう車に乗り疲れていたの

でおじいさんが作ってくれたチャイを２杯飲んだ。１時間半でやっとバーダー

ミに着く。もう 10 時に近い。ホテルは最近出来たバーダーミコート HOTEL 
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BADAMI COURTで中庭を囲んで建つ小さなホテルの中庭にテーブルを出して

もらって遅い夕食を食べる。チャンチャルは話し好きで酒好きなので１時頃ま

で話していた。 
４月 29 日バーダーミ 
 アイホーレを観光する。デカン高原の赤土でおおわれ山も木もほとんどない不

毛の地に 100 以上の寺院が点在する。特にラドカーン寺院とドゥルガー寺院が

よい。食堂があまりないのでツーリストバンガローの一室を開けてもらってと

てもシンプルなエッグカレーと生タマネギのシンプルな昼食を食べた。とにか

く暑い。寺院形態は南方と北方が混在しており、南方はカンチープラムのもの

と、北方はブバネーシュヴァルの初期のものによく似ている。沢山の小さな寺

院は村の中にあり、寺院の中に村があるという感じで、中には寺院の一部を家

として使用している所もある。タラパグッディ寺院 TARAPPA GUDI で面白い

ものを見た。タラパグッディ寺院はシヴァに捧げられた寺院なので、前にナン

ディが安置されている。そこへ牛飼いが牛を連れてやってきて灰を頭から尾ま

でぬり、３回ナンディの周りを回る。牛はとてもおとなしく牛もナンディの前

では神聖な気持ちになるらしい。 
バーダーミへ帰る途中マハークータ MAHAKUTA に寄る。街道から細い道に入

り 10km ほど行くと、周囲には何もない細い道の突き当たりに巨大なバニヤン

の樹があり大きな山車がある。この何もない森に寺院がある。周壁に囲まれた

境内は広くマハークテーシュヴァラ寺院 MAHAKUTESHVARA と大きなタン

クを囲んで小さな寺院があり反対側にはマリカルジュナ寺院 MALIKARJUNA
がある。生きている寺院で沢山の参拝客が訪れている。マハークテーシュヴァ

ラ寺院は白くぬられているが彫刻はよくわかる。タンクでは参拝客が沐浴して

おり、楽しそうなので私も沐浴する。タンクには４面のムカリンガが安置され

ている。マリカルジュナ寺院は大事にされていないようで周囲にはゴミが散乱

している。彫刻はなかなかいいものもあるが参拝客もいなく可哀想である。タ

ンクの周りにある寺院の中に素晴らしい彫刻を持ったものがある。アルダナリ

ーシュヴァラ、ヴァラーハやナラシンハなど良い出来であるが特に壁龕の上部

に彫刻された綱を引くガナの意匠がとても良い。オリッサのドアーフレイムに

彫刻されている木に登るガナと共通するものがある。入り口で売られているパ

ンフレット（ヒンドゥー語）を買う。チッカマハクータ寺院 CHIKKA 
MAHAKUTA も同じように街道から獣道のような細い道をどんどん進むとやが
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て道はなくなり、小さな牧草地にぶつかる。ここにもとても立派なバニヤン樹

があり周囲には沢山の牛と水牛がいる。その奥に二つの建物があり、正面のチ

ッカマハクータ寺院はドゥルガー寺院と同じ前方後円型の建物で非常に珍しい。

とても小さい寺院で保存状態は良くない。彫刻はほとんどなく白くぬられてい

るのでこれでも生きている寺院である。繞道を廻ろうとしたが蜂がいたのでや

めた。もう一つの寺院はもう少しあとの時代で崩壊がひどく見るべきものがな

い。本日最後のナグラル寺院 NAGRAL へ行く。同じような細い道を森の中に

どんどん入っていくと突然フェンスで囲われたナグラル寺院が現れる。ジャン

グルの中なのに保存状態は非常に良い。特徴は入り口の柱のミトゥナ像、身舍

の窓、内部天井の彫刻である。身舍の壁龕がある所には彫刻がなくすべて窓に

なっており、窓のデザインがみんな違う。窓の周囲はガナや素晴らしいチャイ

ティやの彫刻で飾られており従って壁龕の神像彫刻はない。そのかわり内部の

天井に神像彫刻が沢山ある。もう辺りが暗くなってきたのでホテルに戻る。バ

ーダーミでは２泊の予定であったがとても見られないので HAVERI,KELADI
をキャンセルしてバーダーミに３泊する。中庭にテーブルを出してもらい夕食

を食べる。 
４月 30 日 
   午前中はパッタダカルへいく。とても良く整備され、公園のような敷地に８

つの建物が保存されている。不思議なことに北型と南型の寺院が隣り合わせに

建っており、南型寺院の方が大きい。ヴィルパークシャ寺院 VIRUPAKSHA は

最も大きく川に面してゴープラムがありナンディ堂、本殿と一直線上にある。

カイラーサナータ寺院にとても良く似ている。内部の柱の彫刻が良い。隣のマ

リカルジュナ寺院 MALLIKARJUNA も南型でヴィルパークシャ寺院に似てい

るが小さい。現地の人がサルに何か取られたと大騒ぎをしている。奥の川のそ

ばに北型のパーパナータ寺院 PAPANATHA がある。身舍のラーマーヤナの彫

刻パネルが素晴らしい。ここでのどの渇きが最高潮に達し脱水症状が出始めた

ため、車においてある冷たい水が入っているポットを持ってきてもらう。ポッ

トの冷たい水を一気に全部飲んだら元気が出てきた。さらに村でミネラルウォ

ーターを買う。ここでリムカを飲んだらほとんど凍っていて飲むのにとても時

間がかかった。帰りにジャイナ教寺院を見る。マンダパにある等身大のゾウの

彫刻が素晴らしい。 
ホテルに戻りシャワーを浴びて、食堂でスパゲティーナポリタンを食べる。こ
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れが日本の喫茶店風で、とても美味しい。午後はバーダーミ見学である。まず

丘の上にある上下のシヴァラーヤ寺院から見学する。入り口が博物館になって

おり岩山に登るゲートがある。細い道の左右には巨岩がオーバーハングしてお

り気分はインディージョーンズなどと思っていると、大間違いで木立の全くな

い照り返しの坂道を上らなくてはならない。気温は既に 40 度を超えている。し

かし日陰は涼しく、オーバーハングしている岩の下では学生が岩を机に勉強し

ている。自然の図書館である。少し登ると下のシヴァラーヤ寺院が見えてくる。

とても見晴らしの良い場所に祠堂だけ残っている。この祠堂の中でも学生が勉

強している。喉が渇くが水の入ったポットを置いてきてしまった。さらに登る

と砲弾型をしたレンガ造りの建造物がある。用途はよくわからないが食物の貯

蔵庫かもしれない。そして頂上には上のシヴァラーヤ寺院がある。保存状態は

あまり良くないが景色が素晴らしい。彫刻も少し残っている。付属の建物や井

戸がある。もう喉がカラカラである。下の博物館に戻るがミネラルウォーター

は売っていない。チャンチャルやガイドは陶器の瓶に入った冷たい水をとても

美味しそうに飲んでいる。喉から手が出るほど飲みたいががまんする。これか

らタンクにそってブッタナータ寺院 BHUTANATHA へ向かう。水面に建つ、

とても美しい寺院で絵になる。タンクの周囲はもちろんお店はないので水は飲

めない。ミネラルウォーターが手に入る場所はタンクの反対側にある石窟の入

り口である。もうろうとした状態で大きいタンクの周囲をひたすら歩く。気温

も 44 度になっている。熱射病になってきた。なんとか石窟にたどり着きミネラ

ルウォーターとリムカを一気のみする。のどの渇きは収まったが体のだるさと

頭痛は残る。今回のハイライトの一つなので気力で第１窟へ向かう。入り口の

ナタラージャには驚かされる。インド人の観光客も多く、とても美しい女性が

家族と一緒に写真に入れという。頭痛がひどいがなんとか笑顔を作る。第２窟

も彫刻が良い。もうろうとしてとりあえず写真を撮っている状態である。第３

窟ではおばあさんがならシンハの彫刻の前でハヌマン、ハヌマンと言っていた

のでナラシンハですと教えたら家族にナラシンハ、ナラシンハと言っていた。 
第４窟はジャイナ窟で写真だけ取った。本日最後のマーレギッティシヴァラー

ヤ寺院 MELEGITTI SHIVALAYA はガイドが夕日のビューポイントなので最

後にしましょうと言った。上のシヴァラーや寺院と同じように小高い丘の上に

建っていて、もう既に地元の人たちが夕涼みがてら集まっている。素晴らしい

寺院で彫刻も力強く技量の高さを感じる。建物自体保存状態がよく石積み寺院
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初期の形態を保っている。周囲がオレンジ色来輝きだしいよいよ太陽がデカン

高原に沈んでゆく。バーダーミで最後の夜なのでお土産物を買いに行くがこれ

というお店はなく、真鍮の鍋や釜を売る店が多い。宗教用品も売っているので

リンガーヤタというシヴァ派の銀製のネックレスを買う。 
５月１日 
   バーダーミを後にしてクッカヌール KUKKANUR へ向かう。カレーシュヴァ

ラ寺院 KALLESHVARA は何もない所にぽつんと建っている。白くぬられ生き

ている寺院でブラフマーと数人の信者がいた。ナヴァリンガ寺院 NAVALINGA
は町の中にあり境内がとても広く生きている寺院である。境内に入ると

MAHAMAI 寺院がありその裏にある。とても複雑な平面をしており聖室が４つ

ありそこに側室が付属しているために全体で９のリンガが祀られているので

NAVALINGA という。内部にはナンディも３体ある。保存状態はきわめて悪い。

イッタギ ITTAGIのマハーデーヴァ寺院MAHADEVAは町のはずれの川のそば

に建っていて保存状態はとても良い。田舎なのにとても着飾った人が沢山いる

ので不思議に思ったら結婚式だった。本殿の前にあるオープンマンダパで長老

の人たちが車座に座ってなにか行っていた。この寺院は立派なタンクを持って

いる。ここからラックンディ LAKKUNDI へいく。カーシーヴィシュワナータ

寺院 KASHIVISHWANATHA とナンネーシュワラ寺院 NANNESHWARA は

道路を隔てて建っており似ているがカーシーヴィシュワナータ寺院の方が大き

く良く出来ている。保存状態もよくリンガを祀る本殿とスーリヤを祀る寺院と

がポーチを挟んで向かい合っている。ここから数百メートルの所にジャイナ教

寺院がある。大きく立派であるが彫刻はあまりない。見学していたら軍のお偉

方が参拝に来た。本殿の中に入って行ったが我々は入れてもらえなかった。ガ

ダック GADDAG の町の中にあるサラスヴァティ寺院 SARASVATI の彫刻はな

かなかおもしろい。寺院見学は終了しこれからゴアまでもどるのであるが、と

ても遠い。途中疲れたのでドライブインに寄って軽食を食べる。黄昏時で、あ

たりのものが一番奇麗に見えるマジックアワーという時間帯が、私は一番好き

で感傷的になる。特にインドの何の変哲もない田舎でこの時間帯になると生死

のこと、人生の目的などについて考えてしまい自然に涙が出てきてしまう。完

全に夜の帳につつまれたころゴアの町に着いた。今回の目的の一つである映画

「インド夜想曲」の主人公と同じホテルに泊まり同じ料理を食べるためフォー

トアグアダホテルを予約した。この映画の原作は私の大好きな小説で、映画も
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原作に勝るとも劣らずとてもすてきである。その本の帯に「インドの深層にふ

れるミステリアスな内面の旅行記-失踪した友人を捜してインド各地を旅する主

人公、彼の前に現れる幻想と瞑想の世界」と書かれており、あらすじは主人公

がボンベイ（ムンバイ）、マドラス（チェンナイ）、ゴアと友人を捜して旅をす

るのであるが著者がこの本のはじめに「これは不眠の本であるだけでなく、旅

の本である。不眠はこの本を書いた人間に属し、旅行は旅をした人間に属して

いる。しかし、この本の主人公が旅したいくつかの場所へは私自身も行ったこ

とがあるので、簡単な道案内をつけるのが適切と思われた。・・・・・それとも、

こんなつじつまの合わない行程を愛してしまっただれかが、いつか、これをガ

イドブックとして活用するかもしれないという、ばかげた希望がさせたこと

か。」と書いてありこの本に出てくる場所やホテルの住所が載っている。クライ

マックスはゴアのホテルで食事をするシーン、小説ではオベロイホテルになっ

ているが、映画と同じフォートアグアダホテルに泊まり、主人公と同じプール

サイドの同じ席で同じロブスターを食べることにした。泊まった部屋は映画で

は出てこないので私たちはコテッジに泊まった。とても広く奇麗でバスルーム

とシャワーブースが別にある。広い敷地にゆったりとコテッジがあるので迷子

になりそうである。伊勢エビは明日の夜にして、まずはレストランへ行きがて

ら探索をするが映画と同じで感激する。レストランでウェルカムドリンクとク

ラブハウスサンドイッチを食べる。困ったことに DJ が入っておりレゲエががん

がんかかっている。これはゴアの土地がらか、いまは聞きたくない。ウェート

レスがとても可愛いから許す。夜からお腹が痛くなる。 
５月 2 日 
   今日は完全休養日なのでルームサービスでマンゴーとパンケーキを庭で食べ

る。水着に着替えてプールで泳ぐが、せっかくだからアラビア海で泳ぐことに

する。ビーチは奇麗な砂浜であるが風が強く波が高い。泳いでいたら外人に今

日は遊泳禁止だと注意された。仕方がないので妻と二人で砂浜でリンガを作る。

昼食はプールサイドでサンドウィッチを食べた。この日はアルコール禁止のド

ライディでホテルの部屋でしか飲めない。プールサイドでゆっくりして夕日を

見るために海に突き出ているポルトガル時代の要塞に行く。アラビア海に沈む

夕日はとても奇麗であった。夕食は映画と同じテーブルでロブスターを食べる。

会話は映画の様にはいかなく、チャンチャルと父系社会と母系社会の話をけん

けんがくがくとした。インド人はなかなか他人の意見を認めない。浜辺がとて
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も騒がしいので見に行くとインドの金持ちがパーティーを開いている。砂浜に

ホテルのイス、テーブル、コック、バーテン、調理道具一式を用意させバンド

を入れて大騒ぎしている。インドの金持ちはスケールが大きい。 
５月３日 
   ボンベイへ向かう。町を散策してティカラを露店で買うがボラれた。博物館

を見たり市内観光を楽しむ。。ホテルはやはり映画と同じタージマハルのオール

ドウィングのインド門の見える部屋で、前回は泊まれなかったが今回は予約が

取れた。チャンチャルと最後の夜なのでホテルの中華を予約した。これが美味

しく３人で７〜～８品とビールで 4000 円ぐらいでびっくりした。チャンチャルが

私に小さなナタラージャの置物と妻にはスカーフをプレゼントしてくれた。私

はホテルのアーケードでハヌマンを買いチャンチャルにはクリシュナを買って

お返しした。 
５月４日 
   朝８時にインド門出発の船に乗りエレファンタに向かう。とても気持ちよく

船上で日光浴する。私たちの船が一番早い船なので参道のお土産物屋はまだほ

とんど店を開けていない。ケーブに一番乗りして映画のようにゆっくり３面の

シヴァに近づく。写真や映画で見ていたが本物は素晴らしい。船が着く度に少

しずつ人が増えてくる。まだお土産物を買っていないので参道にある店で菩提

樹の葉にペイントしたものを買う（１枚 30 円）。帰りの船まで時間があるので

食堂でチャイとリムカを飲む。帰りの船の中でカルナータカ州から来た４人家

族のインド人観光客とカルナータカに行った話をしたらとても喜んで、食べて

いるお米を揚げたお菓子を沢山くれた。ホテルに戻りコーヒーショップでハン

バーガーを食べた。ここはまるで別世界でビジネスマンがスーツにネクタイで

携帯電話をかけ、女性はジーンズにブラウスでやはり携帯電話をもっている。

そしてすべて英語である。女優と思われるとても奇麗な人がスパゲッティを食

べていた。さよならボンベイ。 
 


