イ

ド

方て

そテ

言己

〈
前編 )

手塚

紀恵子

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。
つて
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
「
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
い バナナ を売る人、
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 。
ン ドの赤帽 さん。 イ
い
いの
きは、イ
赤 腰巻
チャイを売 る人、その他 あれ これ売る人。お揃
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
ん
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
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
ーシ ヨン
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
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
る部分も
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
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。
へ
い ことで、
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 ん と う
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
つち
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
い
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 。今 回
が左
に登る階段
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
い
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
つの
つひと
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
つたが
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
いつて
だ
訳 。
、絶対断れな
「私 の 女性"と 友達 と替わつて ,Lい
」 と頼
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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
ぶない位
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′
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
ピ
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
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

一 ‑5‑―

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
̀ざ 牛の足先 をひ いた り、 自転車 を引 つ掛 けて横転 させた り
で、措腱 の真 ん 中に陣取 つている
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
し
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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
この
いい
つ
こ
ンつて
のね
と
リキシャマ
かり
れ以
人な
す
たたえて大喜び。
本当
、
来、
笑みを
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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