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この夏は、友人と2人でインドに旅をした。

山以外の目的で外国に行くのは、20年以上ぶり、 2回 目の珍事だ。インドは3回 目だ

が、もちろん都市部の観光だけというのは初めてで、しかも灼熱の季節に歩き回るという

のもけつこう不安で、ホテルと寝台車は絶対エアコン付き、とまず決めてから出発した。

デリーについてまず驚いた。市街地に向かうリムジンバスはどこ?、 と探すと、真つ暗

闇の真つ暗いバスの中からおいでおいでをする真つ黒い人、「まさか ?」 のそれが「リム

ジンバス」だつた。国際空港のリムジンバスというからには、日本並みとはもちろん思い

vは しないが、まともな想像力ではもうちょつとましな姿しか思い浮かばない。日本でいえ

ばいわゆるボンコツで、手すりもシートもベターッとして、「まさしくインドの普通のパ

スだ」と、遠い記憶が蘇つてきた。ことばやイメージに惑わされてはいけないと、教ヨ1に

満ちたインドヘの第一歩であつた。

ホテルの近くでバスから降りてまたびつくり。ニューデリーの駅にも近い繁華街のホテ

ルのはずなのに、付近に街灯がない。暗闇の中を歩いていると、突然目の前に馬が立つて

いてぶつかりそうになったり、次々とリキシヤがやつてきて「乗れ、乗れ」としつこい。

あんな暗闇の中でどうやつてツーリストを見分けるんだろう。暗闇の中からわいてくるみ

たいに寄つてくる。しかも、こちらからは、彼らの姿は間に紛れる保護色をしていてあん

まり見えず、絶対不利だ。

ようやくホテルに辿りついてまたまたびつくり。少々けちつたとはいえ…、その日から

そのホテルは「デリーのお化け屋敷」と呼ばれることになつた。昔は立派な建物だつたの

だろうが、老朽化していて、ベランダに立つのも、重みで崩壊しそうでためらわれる。し

かし、とにかくエアコン付きという条件はきちんとクリアーしており、ベランダにさえ出

なければ、デリーで唯―の、猛暑を避け得るオアシスになることに変わりはない。このホ

テルの売店 (英語ではショツピングアーケー ドと書いてある)の本屋さんが、会う度にニ

vコ ニコして「入れ」というが、すべての品物が一体何十年前から置いてあるんだろうつて

感じで、絵はがきなどは角が全部まんまるくなつて、縁はすべて白くけば立つている。会

う度にニコニコされると切なくなるが、あれを買う人がいれば不思議なことだ。それでも

買う人が全然いなければ本屋さんをやつていられる訳はないし…。不思議な事だが、とに

かくホテル全体の「お化け屋敷」的雰囲気にはぴつたリマツチする木屋さんではあつた。

デリーでは、日本でいうところの「はとバス」に乗つて、市内観光をした。乗つてみた

ら、外国人は私達だけ、あとは全員インド人で、文字通りのおのばりさん専用のはとバス

だつたようだ。確かに、半日50ルピー (150円 )ただしエアコンなしは、外国人でな

くても払える金額なのだろう。「地球の歩き方」に載つているからといつて、外国人専用

つて事もない訳だ、と納得。家族揃つてデリー観光といつた感じの人達が多く、老若男女

乗り合わせ、けっこうほのぼのといい感じだつた。ところがこのパス、半 日コースで 2時

半に終了のはずなのに、4時過ぎてもガンジーのお基にいたりする。あんまりじゃないか

と、「ここで降りる」と言うと、「どこに行きたいのか」と尋ねるので、「コンノートプ
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レースに戻りたい」と言うと、すぐにバスを出してコンノートプレースに送つてくれた。

ガンジーのお基の次は博物館のはずだつたのに…。外国人だということで結構気を使つて

くれたのだろうが、ずいぶんアバウトな「はとバス」だつた。このようにインドでは、「

2時半にバスを降りてから昼食にしよう」等という見通しはあてにはならない訳で、空腹

に耐えて灼熱の観光にいそしまなければならないことだつてあるのだ。

デリーからは夜行の寝台車でベナレスに向かつた。カルカッタの駅は思つた通りやたら

活気があつて、プラットホームできょろきょろしているだけで楽しい。バナナを売る人、

チャイを売る人、その他あれこれ売る人。お揃いの赤い腰巻きは、インドの赤帽さん。イ

ンドではどこにでもいる牛は、当然プラットフォームも散策している。ジヤラジヤラと鎖

をたくさん担いでいる鍵屋さんがあちこちにいて壮観。あれで荷物を座席に縛り付けるん

だなと感心。写真を撮りたかつたが、あの鎖で叩かれたら痛そう、とやめる。ミネラルウ

ォーターを売つている所では、「本物かな」と目を懲らす。以前、ニユースステーシヨン

で、インドの駅でミネラルウオーターの空きビンにただの水道水を入れて売る路上生活者

の子供達を報道していた。きれいに並んでいるしきちんと冷やしているし、ここで売つて

いるのは違うだろうと見ていたが、よ―く見ると水の高さが少しずつ違う。思わず顔を近

付けてまじまじと見てしまう。キヤツプの、ひねるとプチプチッと切れてはずれる部分も

ぴつたりくつつきすぎている、等ど疑いだすときりがない。

インドの列車はすごく長くて、自分の乗る車両を見つけるのもたいへんということで、

入線時刻が近付くと、目を懲らし身構えて列車を待つた。そのためにこそ、今回は、荷物

は担いでも走れる位に軽量化してきた。「エアコン車はガラス窓」と言われ、何のことか

と思つたが、見ればすぐ分かつた。エアコンのない車両は、窓枠と鉄格子のような横棒し

かないのだ。そして、エアコン車は全体のごく一部なので、ガラス窓を見つけたらそつち

に向かつて走つていつて、車両番号なんてないので、後は車掌さんに聞くしかない。今回

は2等寝台だつたが、日本の2等車よりは広くて快適だつた。ただ、2階に登る階段が左

右の寝台共有になつていて、足を大きく開いて踏張らないと向かいの寝台に乗り移れない

仕組みになつている。サリーの女性なんかだつたら困るだろう。それと、ひとつひとつの

寝台を仕切るカーテンはない。そんな訳で、私の向かいの席は怖そうなおじさんだつたが

「私の “女性"と 友達と替わつて ,Lい =専」と頼
Fば

、絶対断れないつて訳だ。
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そして、この夜行列車は、朝 7時にベナレスの入口にあたるムガルサライ駅に着く予定

が、何と昼の1時過ぎに着いたのだ。 1時間遅れで出発し、 6時間遅れて到着したという

訳だ。「朝食はベナレスで」等という見通しはまたまた裏切られ、昼食だつてあ′ぶない位

だ。インドの列車は大体時間通りとガイドブックにあるが、本当なのだろうか。インドで

人々の言動に触れていると、時間通りに物事が進むというのも大変なんだろうなつて気が

してきて、時間通りだつたりすると「すごい !」 と感激したりと、人間に寛容な部分もで

てきて、確かに来るだけの価値はあるようだ。

ムガルサライ駅からバスでベナレスに向かおうとすると、「一人 5ルピーでいい」とい

うオートリキシヤ (ス クーターを巨大にしたような乗物)があるので、 (バス代が4ルピ

ーなのに)「 まさか」と疑うが、あんまりきちんとはつきり言うので、「じやあ」と乗り

込むと、すぐ傍らにある料金表みたいな看板を指して、「5ルピーというのはこのリキシ

ヤに満員にお客が乗つた場合の事である」等という。やつばり !私はこの手のいんちきは

絶対許せない質なので、「降りる」と言うと、「まあまあ」等とあれこれやり取りがあり

リキシャマンが友人の開いている「地球の歩き方」を指して、「そのガイドブツクにだつ

てそう書いてあるだろう」とびつたりその値段 (ムガルサライからベナレスまでオー トリ

キシャで60ルピー位)の書いてある所を指すので、まさか日本語が読めるのでは、と一

瞬ひるむ。それでもめげずに「 5ルピーと言つたのはそつちでしよ。うそつきね。」と応

対すると、この「うそつき」が効いたのか、リキシャマンの表情がサツと変わり、「オー

ケー、あんた達は 5ルピーでいい」と言つて、相乗りする客を探し始めた。インドでは、

何を言つても応えない人達ばかりみたいで、言葉一つで態度を変えた人は初めてで、「何

かまずい事言つたかな」と気が咎める。ここでは相乗りは普通らしく、結局 1台のリキシ

ャにお客が 5人 (計 6人 )も 乗れてしまい、それでもちやんと動くのにはびつくり。ベナ

レスヘの道は、すごい。凸凹の山あり谷ありの上に、どろんこ水のぐつちやぐつちや、道

の両側は、ぬかるみの中に古び汚れ小さく粗末な家並みが断続的に続き、馬から牛から豚

から食物屋から雑貨屋から、何から何まで揃つていて、人もいつぱい居て、それなりに活

気を呈しているのは、こんな貧相な街並でも一緒なんだなあ、と果気にとられる。途中で

降りるお客がいると、リキシヤマンが「今の客だつて10ルピー払つた」等と嫌味を言つ

たり、途中でぞつとするような超満員のバスに会うと、「あんた達が乗ろうとしたバスだ

よ。とても乗れたもんじゃないだろう。J等とまたまた言う。ちつともめげてないみたい
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で安心した。確かに、ベナレスまでは3～ 40分かかり、 5ルピーじゃあ割りがあわない

のは分かつている。だけど、私達はもともと4ルピーのパスに乗ろうとしたのだし、やつ

ばり嘘をついてまでお客を乗せてはいけないていうルールは、外国人ツーリス トを相手に

する国際都市ベナレスのリキシヤマンだつたら守つてほしい。日本ではだまされるなんて

ことはめつたにないだけに、外国に出るとだまされることに過剰に敏感になつてしまうの

は情けないことだと思いながらも、やつばり個々の事例ではいつも意地を張り通してしま

う。いずれにしても、こんな具合で、リキシャマンがお金の事を言い出す時には知らん顔

をしているという、惨懺たる聖地入りとなつてしまつた。
ベナレスに関しては、長い階段をヒタヒタと降りていくと、巨大なガンジス川が広がつ

ている、といつた程度のイメージしかなかった。ところが、実際は結構大きな街で、あら

ゆる種類の建物がひしめき、あらゆる乗り物、あらゆる動物、何もかもがいつしょくたに

なって、ダダーッの街中に温れ出している。「夕方だし務め帰りのラッシュアワーかしら

」なんて日本的発想もしていたが、とんでもない、一日中ずつと同じ調子なのだ。しかも

雨期ということで、道路のあちこちが肛ぐらいまで水ilnし になつていて、靴と服を汚さず
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訳だから、きれいなみなりをした私達のような観光客は、歩き回れる訳もなく、オートリ

キシャをチヤーターした。ところがこのリキシャ、友人に言わせれば運転技術が今一とか

で、措腱の真ん中に陣取つている牛の足先をひいたり、自転車を引つ掛けて横転させたり

して、怖い。この人、日の中がいつも真つ赤で、 (キーマとかいう刺激物を口に入れて噛

むと赤くなる)へ らへらと笑つていて、何か頼りないかな。でも、事故を起こさずに走れ

る事が不思議な位の大混乱の道路ではあるけれど。
ベナレスでは、まずは当然の事ながら、ガンガーを見にいつた。ところが、上記のよう

な道路事情なので、 5分と言つていたのに、40分もかかり、ガンガーに着いた時は宵闇

の追る時刻になつていた。それでもせっかく来たのだからと、ボートに乗る。喧騒と混沌

の岸辺を一歩離れると、誰もがガンガーが聖である理由を悟ると思う。流れる水以外は何

もないというそれだけで、総てを浄化して聖なのだ。現世を一歩離れて見る感じで、気分
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がセイセイとして、このコントラス トは実に小気味良い。そして、川べりでは赤々と人が

燃えている。ボー ト付きのガイドが「カソーバ」とここだけ日本語なのも、日本人がカソ

ーバに特に関心を示すからなのだろうか。暗闇迫る中に、ちょうど人が横たわる大きさ分

だけの幅で、火柱が輝いている。そして、ポートのすぐ傍らでは、布に包まれた遺体が最

後の沐浴をさせられている。何もかもが見慣れた風景のようなのは、結構 日本で報道され

ているからなのだろう。それでも、夜のカソーバは静かでさりげなく死というものはとて

も自然で、あるべきものなのだと納得させられる。

翌朝も、暗いうちからガンガーに出かけた。それでも、にぎにぎしくヒンドウ寺院で集

会 (礼拝かな)を していたり、外国人ツーリス トが一様にガンガー目指して歩いていたり

と、インドはどこでも朝が早いが、ここでは一際早いようだ。川べりの階段に腰掛けて、

沐浴する人を眺め、沐浴する人を眺める人を眺め、飽きる事無く時間を過ごす。沐浴を終

えた女性が、容器にガンガーの水を汲み、階段の上にあるヒンドウ寺院の数多の像の一つ

一つにそれをかけ、日付けして祈る様はとても美しく、心打たれた。寺院の中には、そこ

かしこに座して静かに祈る人の姿があり、ヒンドウの中にも静寂はあるらしい。同様に、

仏教にだつてキリス ト教の中にだつて熱狂はある。そして、祈る人の姿が美しいのもまた

宗教の種類を問わない。
ベナレスからオートリキシヤでサルナートを往復できる。ここは、悟りを得たブッダが

初めて説法をした所で、仏塔や寺院の廃墟が残されている。何よりも嬉しかつたのは、ベ

ナレスの喧騒を離れ、人のいない (イ ンドではこれが極めて得難く貴重なこと)緑の中で

しばし憩えた事だつた。廃彗の中を孔雀が歩いていたり、植えられている樹木には色とり

どりの花が開き、美しく手入れされた散策コースには動物園まで造られている。鹿がたく

さん飼われているのは、ブツダが鹿に説法したという故事にちなんでのことらしい。ブッ

ダは、何となく生活環境の厳しい所で苦行していたような感じがしていたが、結構緑が豊

かで、肥沃で作物も豊富にとれそうな感じの一帯だ。この穏やかさがすつかり気に入つて

しまつた友人は、「やつばり仏教は落ち着くわ。」を繰り返す。ヒンドウのけばけばしさ

そうぞうしさに馴染む日本人はそういないはず、仏教的でなくてもいいから、とにかくヒ

ンドウ的なものから開放されると落ち着くのだ。

ところが、ここはヒンドウの大聖地ベナレスであるから、当然観光といえばヒンドウ寺

院を巡る事になる。大理石等をふんだんに使い、結構重厚そうなすばらしい寺院もあるの

に、一様にギンギラギンの神様の像を飾りたて、外壁には必ずクリスマスのようなイルミ

ネーションをくつつけ、夜になればチカチカと歓楽街のようなけばけばしさを呈する。い

くつ見ても感じるところは同じなので、「 (お寺は)も ういい」と言うと、リキシャマン

が「ここは一番いい。美術館もある。」とかなり強引に勧める。そんなに言うんじゃとつ

いていくと、大理石の壁一面にヒンドウの言葉で、神話がびつしり象眼細工で書き込めら

れているのが印象に残る、豪壮なお寺だつた。美術館は見なくていいと言うのに、「ここ

がベナレスで一番いい。絶対見るべきだ。」と言つて、何とリキシヤマンがお金を払つて

くれた。たいした額でもないだろうが、ただのお客である私達にお寺を見せる理由も、ま

してお金を払つてまで見せる理由も全然ないのに…。何処に言つてもつまらなそうにただ

一回りして写真を撮るだけで、お祈りもしないしお奏銭もあげない私達に、インド人とし

てがつかりしており、インド文化の神髄を見せて何とか感嘆させてやりたいと思つたのか

な。ところが、このミュージアムというのが、いくつかの小部屋に、けばけばしく着飾つ

たたくさんの人形が並べられ、それらが進んだり、回転したりしながら、いろいろな神話
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の場面を再現している、「からくり人形館」だつたのである。「これがベナレスーのミュ

ージーアムって訳 ?でも、日本だつて娯楽のない時代ならこんな見せ物も結構おもしろか

つたのかもね。」等と面白がる私達に、リキシャマンも「Good?Good?」 と満面

笑みをたたえて大喜び。これ以来、このリキシャマンつて本当いい人なのね、とすつかり

その人柄が気に入り、お別れにはめずらしくチップまではずんでしまつた。
ベナレスを後にブツダガヤに向かう。事前に日本の旅行社に聞いたところによれば、プ

ッダガヤは治安が悪く、道路事情も悪く、夜に着くなんてとんでもないと反対されたが、

ブッダガヤはベナレスからカルカッタに行く途中だし、ついでに行ける所なら行かなけれ

ば損、としか考えられない世代の私達では、行かないほうが不思議なくらいだつた。それ

でも、ベナレスの道路の状態にひるんでしまつた私達、「道路事情が悪い」とは、どんな

状態をいうのだろう、 (旅行社の人はベナレスのことは何も行つてなかつた)あれよりひ

どい状態つてあるんだろうか、と心配になる。後は、電車が遅れないことを祈るばかりだ

つたが、当然のようにこの祈りはかなえられず、夜 9時過ぎに着くはずの列車は、深夜 1

2時近く、ようやくブッダガヤの入り口にあたるガヤー駅に着いたのだつた。 (続く)
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