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巡礼その十七   インド５   カジュラホ 
 

1997 年４月 27 日 
   初めて関空より JAL でデリーへ行く。とても奇麗な空港で羽田でデリーのチ

ェックインが出来る。ただ乗り換えの時間がきわめて短かった。気になったの

が好きな座席が選べないことである。映画はバーバラストラザントのセックス

をしない夫婦の物語であった。空港で今回のガイドでシーク教徒のハルジット

とあう。デリーは予想外に涼しくホテルはシッダルタで初日はディナー付きで

ある。エビのカクテル、オニオンスープ、ナポリタンを食べる。二言三言しゃ

べっただけでウエィターがどういう訳かボールペンをくれる。 
４月 28 日 
   ６時に起きてプールへ行く。10 時に出発して日本からファックスしておいた

本を探す。普通の本屋にはないので考古学局に行くが倉庫のような所で、係員

は全く働く様子はなくチャイを飲んでいる。注文した本の三分の一しかなく、

しかもその中の 2、３冊は奥に入っており、取り出すのに一日かかるそうだ。イ

ンドである。ハルジットがデリーで一番美味しいラッシー屋に連れて行ってく

れるがラッシーを頼まずザクロジュースを頼む。アラスマライというチーズの

お菓子が絶品である。この店はディワリーの時には一日で 800 万円の売り上げ

があるそうだ。その後オールドデリーのチャンドラニーチョークへ行く。ここ

は最もデリーらしい所で、特に結婚式のための道具が集まった横町が面白い。

ランチは藤屋へ行く。あまり日本食は行きたくなかったがここはどちらかとい

うと中華でワンタンはいままでで一番美味しい。場所も大使館などがある地区

で、来ている人もとてもハイクラスである。ここは日本人のツアーがよく使う

らしい。４時の飛行機でグワリオール経由でサンチー（ボーパル）へ行く。2
時間ぐらいでサンチーに着くが予約したトラベラーズロッジは停電で真っ暗で

何も見えない。トーチを出して部屋へ入って荷物を置き、庭のテーブルにロー

ソクを立てて夕食を食べる。町全体が真っ暗で料理もなんだか良くわからない
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が、エッグカレー、ほうれん草とチーズのカレー、ライタ、チャパティだそう

だ。部屋に戻り真っ暗な中でシャワーを浴びるのは嫌だなと思ったら電気がつ

いた。あしたはスケージュールを変更してまずウダヤプルに行く。 
４月 29 日 
朝５時出発、８時にウダヤプル UDAYAPUR のウダイェーシュワラ寺院

UDAYEAHWARA に着く。赤色砂岩のとても美しい寺院でカジュラホの寺院に

とても良く似ている。マンダパの三方向にポーチが突き出ていてベンチがしつ

らえてある。この町はこの寺院が中心の町のようである。ウダヤギリ

UDAYAGIRI は初期のグプタ朝のダイナミックな彫刻が見られ、第３窟のヴァ

ラーハは素晴らしい。４窟のムカリンガも良い。特にドアーフレイムなど見所

もあるが保存状態が悪いのが惜しまれる。シヴァファミリーが集まったメダリ

オンが面白い。ウダヤプルの町に入る途中の丘の上に古い形の祠堂が見えたの

で寄ってもらうと、行こうと思っていたマハーデーヴァ寺院 MAHADEVA であ

った。私の嗅覚もだんだん本物になってきた。１時半頃ホテルに戻り、明るい

中で町の様子を見るとこのホテルがサンチーに一番近くまた隣が博物館である

ことがわかった。車で丘の上まで上がる。入り口から第３塔と第１塔が見える。

そのまま進むと第１塔の北門にでる。ヤクシーを始め彫刻は素晴らしいの一言

につきる。塔の周りを右繞しながら写真を撮る。階段を登り内側から写す。僧

坊へ行く。僧坊跡が沢山ありこの地がとても重要であったことがわかる。17 堂

はシンプルで柱の彫刻以外ほとんど彫刻もなく、朝見たマハーデーヴァとよく

似ている。これがヒンドゥー教祠堂の原型で、その後アイホーレのラドカーン

寺院になりさらに北型や南型に進化して行ったのであろう。とても見晴らしが

よくデカン高原が眼下に広がる。45 堂は７〜～８世紀の密教寺院で彫刻がタント

リックな感じがする。丘の上を一通り見てから南側の斜面を下った第 2 塔へ行

く。門はないが欄楯の内外に彫刻されたメダリオンがある。モチーフは多様で

植物、動物が多いいが、よくわからない怪獣もいる。すぐそばで 10 人ほどの人

夫がタンクを作っていた。日よけが全くなく照りつける太陽の下、上り坂がき

つい。ガイドのような人が入り口からハルジットに付いてきて第１塔を見なが

ら説明している。私が隣でヴェッサンタラジャータカとか聞くとイエス、イエ

スと驚いていた。ホテルに戻り中庭で夕食をとる。この日はバターチキン、と

野菜のピラフ（プラオ）、ライタ、イモとキャベツを炒めたものとチャパティを

４枚食べた。前日も今日もお昼を抜いているのでおそらくハルジットはお昼を
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食べないと思っているのとちゃんとしたレストランがないために自分も食べる

のが嫌なようだ（ダイエットしている）。これ以降最後まで昼食はなかったがな

んとか我慢できる。朝食をたっぷり食べて夕食までチャイ１~２杯で過ごす。な

れると体の調子も良い。 
４月 30 日 
   朝６時に起きて一人でサンチーへ行く。料金所はまだ開いていないので５ル

ピー儲けた。この道は旧道で昔の人もこの道を登ったと思うと感慨深い。朝は

涼しく気持ちがよい。１時間ほど見学してホテルへ戻り朝食を食べる。８時に

出発してギャラスプール GYARASPUR へ向かう。町に入ると右手の山の陰に

へばりつくようにしてマーラデヴィー寺院 MALADEVI が見える。不思議なの

は祠堂の一部は岩山を彫ってあるが理由はわからない。内部の天井には沢山の

コウモリがぶら下がっており、写真を撮っている間にもぽたぽた糞が落ちてく

る。繞道には巨大な蜂の巣があり回ることが出来ない。上部にはジナ像があり、

一時ジャイナ教寺院になっていたのかもしれない。彫刻はなかなか良い出来で

ある。寺院外側の祠堂と岩とくっ付いている所にも巨大な蜂の巣があり怖かっ

た。この山の中腹にチャウカンバCHAUKHAMBHAと呼ばれる寺院跡があり、

ポーチの入り口と思われる２つの柱とマンダパと思われる４つの柱が残ってい

る。彫刻にヴィシュヌに関するものが多いのでヴィシュヌ寺院であろう。緑色

砂岩で美しい。町の中には同じような寺院跡アタカンバ ATHKHAMBHA があ

り、祠堂のドアーフレイムとマンダパの柱が残っている。彫刻はとても緻密で

奇麗な赤色砂岩に彫られている。バジュラマス寺院 BAJRA MATH は一堂で３

つの祠堂があり、スーリヤ、ヴィシュヌ、シヴァに捧げられていたが、現在は

ジナ像が祀られている。10 時半にエランに向けて出発するが、チャイ屋や食堂

で聞いても誰も道がわからず三回目にちょっと大きな村で写真も見せたら見た

ことがあるという医者がいた。その人から聞いた凸凹道を 2 時間ばかり走る。

周りには何もなくとても不安である。小さな村に入りそこでも２回聞いてさら

に 2 時間走ると鉄道の踏切に出た。この旅の間に 7、8 回踏切を渡ったが素直に

渡れたことは 2 回しかない。列車の本数が多いとは思えず、運が悪いのとおそ

らくとても長い間遮断機をおろしているからであろう。踏切を開ける方法は二

通りあり、手前に遮断機を引くのと、建物の中からロープをぐるぐる巻き上げ

る方法があるようである。ここで停車している間にドライバーが村人に道を聞

いてきた。私はたいてい踏切の横に出ている露天でピーナッツを買う。踏切を
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渡り右に曲がりとても細いがたがた道を進むがとても不安である。車の底を何

回もこすり、車を降りて押したりしているといよいよ道がなくなった。エラン

は今回の旅行のメインの一つであったがこんな所にある訳もなくもう時間もな

いのであきらめて帰ろうとハルジットに言ったが彼もむきになっていてもうす

ぐですと言う。道がなくなって５分ほど走ったら荒野の中に大きなマンゴーの

木が見えた。妻が突然あれじゃないと行った方向を見ると木の奥に小さくあの

写真で見たイノシシの像がシルエットで見える。全員大喜び。近くまで行って

車を降りて歩く。近づくに従い遺跡の全貌が見えてきた。周囲にはなにもない

荒野ではあるが、考古学局がフェンスを作っていた。境内に入るといつものよ

うに村人が二人木陰で寝ている。境内にはナラシンハの像などが散らばってい

る。奥に二つの建物があったようである。左側には光背をつけたヴィシュヌ像

があり、グプタ朝のダイナミックな像である。そして一番左には基壇に乗った

あのヴァラーハ像がある。５時間かけてきたかいがあった。このヴァラーハ像

とサガール大学にあるヴァラーハ像が私をインド美術に誘ったと行っても過言

ではない。その他境内には修復されていない部分が山積みになっており、柱な

どが残っている。名残惜しいが時間がないので出発する。ここからエランの町

を抜けクライ KHURAI の町へ出ようとしたが道がひどい。ビナ川 BINA を渡

ろうとするが橋がない。水量はたいしたことがないので車から降り軽くして渡

る。一時間位走っただろうかやっとクライの町に出る。エランはこのビナ川が

湾曲した所に作った要塞都市で三方向をビナ川に囲まれている。現在からは全

く想像できないが昔はとても大きく立派な町であったことであろう。クライの

町からは州道となるので道路は少し良くなる。さらに一時間ほどで今夜宿泊す

るサガールの町に着く。大きな町で町の中心部に町一番の高級ホテル、ホテル

バンダナ VANDANA（祈り）がある。なんと通路は鏡ばりで遊園地に来たみた

いである。スイートルームを取ってくれたがなんと 20 畳ほどの広さの所に、３

人掛けのぼろぼろのソファー、外で使うプラスティクの一人用のイスが８脚、

その他にイスが３脚並べてある。シャワーは出が良くないので、座って蛇口か

ら直接頭を洗う。もちろん水である。夕食はレストランでシークカバブー、ほ

うれん草のカレー、マッシュルームのカレー、ライタ、絶品の野菜スープを食

べた。 
5 月 1 日 
   サガール大学の博物館は 10 時に開くのでゆっくり出発。大学は丘の上にあり
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町が見渡せる。学生に場所を聞き着いた時にはちょうど門を開ける所であった。

なんと入り口にあのヴァラーハ像が展示してある。とても奇麗なサーモンピン

クで写真では色がわからないことと、写真では野外にあったのでてっきりレプ

リカだと思ったら本物であった。感激である。その他のコレクションもなかな

か良い。門番のおじさんが酒臭くてかなわない。次は今回の目玉ディオガル

DEOGARH のダシャヴァタラ寺院 DASHAVARARA へ行く。比較的道が良い

国道を通りラリタプルに向かう。三叉路の所でパコラを食べてチャイを飲みこ

こで道を確認すると、ここを曲がった方が近いということで近道をしてディオ

ガルに行く。ディオガルの村に入ると道がなくなってしまったので村人に聞く

と寺院はもう通り越してしまった。注意しながら戻ると果たして寺院はあった。

とても広い敷地にぽつんとあり、付属する博物館は現在警察の宿舎になってい

るため入り口を入ったらライフルを持った警察官が出てきて驚いた。ダシャヴ

ァタラ寺院の彫刻はインドでも最高の寺院彫刻であろう。ドアーフレイムの緻

密な彫刻、後にはドアーフレイムの下部に彫刻されるガンガーとヤムナーはま

だ上部に彫刻されておりとても素晴らしいし、一番内側の木に登るガナの意匠

が良い。圧巻は壁龕３面に彫刻された「象を救助するヴィシュヌ」「ナラ・ラー

ナーヤナ」「アナンタ龍の上に横たわるヴィシュヌ」で後期グプタ朝の傑作であ

る。次に丘の上にあるジャイナ教寺院へ行くが写真を撮ろうとするとだめだと

断られた。ここから６時間ほどで本日宿泊するカジュラホである。カジュラホ

まであと 40km の所で事件は起きた。もう７時を過ぎてあたりは真っ暗で、休

憩のため少し大きい村でチャイとサモサを食べて小用をするために少し外れた

暗闇に向かった。すると突然右足が何かにはまり込んでサンダルが脱げた。そ

こは田舎の村にはよくある水たまりであらゆる汚いものが溜まっている。意を

決して手を突っ込んでみるがサンダルは見つからない。さらに深い所に手を入

れて、中をさらってみても出てこない。結構深く底なし沼のようである。もう

意地になって 20〜～30 回も手を突っ込んで泣きそうになっている所にハルジッ

トが来てびっくりした顔をしている。当然だろう日本人が真っ暗な中でインド

人も近づかないごみための泥の中に手を突っ込んでいるのだから。臭くて蚊は

ぶんぶん飛んでくる。どんなものを掴んでも暗くて見えないのでかえってよか

ったのかもしれない。。ハルジットはすぐに懐中電灯を取りに行った。その直後

肘まで突っ込んでいた手の先にあのサンダルが引っかかった。サンダルを持っ

て裸足で車に戻るとみんな驚いて怪我をしたと思ったらしい。すぐにとめてあ
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る車の前の店で水をもらい手と足を洗った。カジュラホのホテルはオベロイで

すぐにトイレに駆け込み石けんで手と足を何回も洗った。オベロイは最高級ホ

テルなのですべて安心である。レストランでインドでは食べられない野菜サラ

ダとマッシュルームのクリーム煮がトーストの上に乗っているマッシュルーム

トースト（絶品）、茄子のチーズ焼き、ナポリタンを食べた。隣の白人が食べて

いたチキンソテーが鉄板の上でジュージューいってとてもおいしそうであった。 
5 月 2 日 
   ８時に出発してまず西群から見学する。シーズンオフなので観光客がほとん

どいない。フェンスで覆われ物売りも中に入れないのでゆっくり観察できるが

残念なことに、カンダリヤマハーデーヴァは修復中で足場が建っておりよく観

察できなかった。カジュラホのガイドに神々の試験をさせられた（持物や乗り

物、方位で神の名前を当てる）。カジュラホのミトゥナは彫刻自体もとても洗練

されいやらしさがない。アクロバティクな格好をしてもスポーツをしているよ

うだ。そんな中で、ラクシュマナ寺院の彫刻は素晴らしい。西群を観察したあ

と徒歩でチャウサットヨギニー寺院 CHAUNSATH YOGINI へ行く。湖の近く

にありそこから西群がよく見える。この寺院は特異でヨギニーを祀るタントリ

ックな寺院である。ヨギニーはシヴァ神の妃ドゥルガーの従者、あるいはドゥ

ルガーの化身と言われその数は一般的に 64（CHAUNSATH）あると言われて

いる。とても興味のある寺院である。東郡へ行きジャイナ教寺院を３つ見学し

てガーンタイ寺院 GHANTAI へ行くが鍵がかかっているので柵を乗り越えた。

ジャイナ教寺院の彫刻はヒンドゥー教寺院より良いように思われた。ヴァーマ

ナ寺院 VAMANA 寺院では本尊ヴァーマナの彫像を初めて見る。ただの太った

子供であった。ブラフマー寺院 BRAHMA はタンクの横にありフェンスもなく

保存状態が良くないが古い形式を残しておりシンプルである。内部は鍵がかか

っており四面のムカリンガが安置されている。ドアーフレイムにはヤムナー、

ガンガー上部にはとリムルティで中央にはガルーダに乗るヴィシュヌであるが

リンガが安置されている。南群に行きデュラデオ寺院 DULADEO とシャトルブ

ジャ寺院 CHATURBHUJA を見学する。カジュラホの彫刻はコナラクに比べて

上品でエレガントであり静である。コナラクはより官能的でダイナミックで動

である。言い換えればアーリア的対ドラヴィタ的とも言える。３時頃ホテルに

戻りプールへ行く。人が誰もいない貸し切り状態である。このプールの上を飛

行機が飛ぶ。夕食は人が少ないのでレストランではなくバーで食べる。昨日と
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なりの人が食べていたチキングリルとサラダ、ホーレン草を揚げたものが入っ

ているカレーを食べた。 
５月 3 日 
   ６時30分に約束していたサイクルリキシャに乗ってまだ行っていないマタン

ゲーシュワラとラルガンマハーデーヴァへ行く。昨日知り合ったリキシャマン

と子供と一緒に歌を歌いながらチャウサットヨーギニー寺院を通り過ぎ、さら

に竹やぶの中を 10 分位歩く。とても小さな寺院で崩壊がひどくドアーフレイム

にわずかに彫刻があるだけである。おそらくブラフマー寺院と同じ頃だと思わ

れる。前にあるナンディは頭部が崩壊しているが良い出来でウダヤギリで見た

ものとよく似ており側面に小さな神が彫刻されている。町に戻ってお土産物屋

に連れて行かれる。そこでとても小さな真鍮の像を二つ買う。ホテルに戻り出

発までプールでゆっくりする。飛行機でデリーに戻りホテルにチェックインす

るが行きはシッダルタホテルであったが今回はインペリアルである。以前何度

か泊まったが今回リニューアルされており古い建物を丁寧に直してある。部屋

は壁も床も大理石で冷房を止めても温度が下がらない。星一つは上がっただろ

う。夜はタクシーで藤屋に行き、ワンタンと酢豚とチャーハンを食べる。 
５月 4 日 
   朝食（かなり美味しくなっていた）のあとプールへ行きサガ SAGA デパート

に行く。ここはインドの金持ちと金持ちの旅行者をターゲットにしており、高

級品ばかりで店員の態度も良い。ここの民芸品のコーナーが良く、安物は置い

ていない。素晴らしいできのナタラージャがあったが 40 万円ということであき

らめアルダナリーシュヴァラを買う。マネージャーが出てきてナタラージャを

買えと大変であった。帰りはサガデパートの車でホテルに戻る。空港で寡黙な

ハルジットがエランの写真をぜひ送ってほしいと行った。よほど印象に残った

のだろう。空港の中にはサニさんの親戚のシンさんがいて手続きをしてくれた。

飛行機の中で帰りの関空羽田のチケットがなくなり大変な騒ぎになりよく眠れ

なかったが関空に着く直前バックの中から出てきた。てっきりシンさんが持っ

て行ってしまったと思った。シンさんごめんなさい。 


