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要旨：要旨：要旨：要旨：北部インドの仏教遺跡を観光し、そのついでに、神出先生が主張しているインドでの牛との共存

文化の現状を観察してきた。今回の還流文明研究会の発表では、その牛との共存文化の現状、原始仏教

の主張から何か還流文明に役立つようなものがないかを探るという意味で、原始仏教の主張や考え方を

紹介し、最後に仏教遺跡やその場所での様子を、以下の順序で紹介する。 

 

・インドと牛との共存文化 

・原始仏教 

・北部インドの仏教遺跡 

 

1. インドと牛との共存文化インドと牛との共存文化インドと牛との共存文化インドと牛との共存文化 

 神出先生が、還流文明での未来の文明形態として、インドで見られる牛との共存文化を取り上げてい

る。この牛との共存文化は、古代に形成され、現在も続いているものであるが、インド政府が力を入れ

ている農業近代化政策に伴い、変化も見られる。 

 

牛との共存文化は今でも見られるもので、今回訪問してきたインドの村や町では、牛を庭先で飼育す

るさま、牛が荷物を運ぶ様子などを観察することができた。ただ、農業近代化に伴い、トラックターの

導入が進み、牛の農作業への使役（耕作、モノの運搬）が減っている。また、牛の糞を乾燥させたもの

が燃料として使われていて、今でも農村部ではこれが主要な燃料になっているが、少しずつプロパンガ

スに移行している。 

 

(1) 牛との共存文化発生の理由牛との共存文化発生の理由牛との共存文化発生の理由牛との共存文化発生の理由 

 今回の旅行での観察で、牛との共存文化は、実は森の消滅に関係するのではないだろうかというよう

に感じた。北インドは雨期と乾季という 2 つのシーズンを持つ気候地帯で、乾季にはほとんど雨が降ら

なく、乾燥する。中近東のように極端に、乾燥する時期が一年中続くというわけではないが、一年の半

分以上が乾燥時期という気候では、森林を伐採するとなかなか森林が自動的には再生しない。そのよう

な中で、人間の生活のために、燃料や建築物、家具などのために木が伐採され、山や丘は木がない禿山

か灌木しか生えていない岩だらけになっている。もちろん、木が全くないというのは誇張した言い方で、

灌木があり、灌木が燃料に使われる。畑を風から守るためなどで畑の周囲に植林されることもあり、果

物を収獲するために果樹も植えられている。ヒンドゥ寺院には、信仰の対象として、菩提樹などの寺院

に生えている木が大切にされ、伐採されることはない。そんなわけで木が全くないわけではないが、日

常生活に必要となる燃料にする木が無い。数千年に渡って過剰な人間が生活してきて、その中でゆっく

りとであろうが、完全に森林が消滅してしまっている。森林が消滅してしまった環境の中で、人々が生

きるためには燃料が必要であり、その燃料供給を牛が行っている。つまり、牛に燃料を生産させる以外

には人間は北インドでは生存できなく、そのために、牛との共存文化が生まれたのではないだろうかと

いう仮説を持った。 

 

 さらには、降雨量が限られる中、水消費や穀物消費が大きい肉を消費する（肉食）と、水が不足し、

穀物が不足するので、不足が起きないように、与えられた環境で持続的に人口を維持できるようにする

ために、菜食主義にし、牛乳を動物蛋白質とする食生活が宗教的に強要されるようになったのではない

かと考える。 

ただし、農業近代化の導入で、これが徐々に崩れつつあり、トラックターの普及、化学肥料や多量生

産種の導入、灌漑（緑の革命）が行われ、燃料に関してもプロパンガスの利用が進んでいる。 
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図 1-1：北部インド地域に広がる禿山（右上の写真のようにエロージョンも見られる） 

 

(2) 牛との共存文化 

 インド北部地域に見られる牛との共存文化では、牛を麦わらなどで農家の庭先で育て、絞った牛乳を

売り、排出された糞を藁と混ぜ合わせ、捏ね、建物の壁などに貼り付け乾燥させ、燃料にする。 

 牛乳は紅茶に入れられ、ちょっとした休憩に飲まれる。これで動物蛋白質を摂取している。さらには、

ヨーグルトにされ、食事の一品として供される。菜食主義者でも、動物性蛋白質であるミルクティに入

れられるミルクや、ヨーグルトを摂取している。インド人の全てが菜食主義ではないので、動物蛋白質

としては、鶏肉、鶏卵と山羊、地域によって川魚を揚げたものが食される。 

一般的な植物蛋白質は豆で、大豆に似たレンズ豆であるダールが主な植物性蛋白質になっている。イ

ンドでタリーという定食を頼むと、必ずこのダール・スープが付いてくる。日本食の味噌のような感じ

の、蛋白質摂取のための基本食材になっている。 

 

 神出先生は、ヒンドゥ教徒は、牛を聖なるものとしてあがめ、殺さないし、牛肉を食べないが、死亡

する牛が出現するので、その処理を代わりにムスリムが引き受け、皮をはぎ、靴やベルトに加工し、牛

の死体を処理し、ヒンドゥ教徒とムスリムがインドでは共存していることを主張されていた。ただ、私

の観察では、インドではカースト制度があり、もともと牛の死体も含め、死体処理を行っていた下層民

（アンタッチャブル）がイスラムに改宗したのであり、もともとの死体処理の仕事を続けているだけと

いうように思う。 

 

 インドでは牛がシバ神の使いとして尊ばれているが、牛との共存によって、蛋白質である牛の牛乳及

び燃料である牛の糞を利用しなければ、他に持続的なやり方がないので、それを確定し、維持するため

に、宗教的に牛を神聖化したのではないかと思われる。逆に、牛を神聖化することで、牛との共存生活

という持続可能な生活システムを維持させているわけである。ヒンドゥ寺院によっては牛を寺院で飼育

していて、このような寺院をバラナシで見学したが、寺院の境内に牛の糞が散乱し、参拝者は裸足で境

内に入ることを強要されるので、素足で牛の糞を踏まざるを得なかった。牛の糞や尿の悪臭の中、宗教

的な清潔感と衛生的な清潔感の観念のギャップはカルチャー・ショックであった。（牛の糞や尿は宗教的

に清潔であるとされている。また、バラナシを流れるガンジス河の水も、大腸菌などうようよいるのだ
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が、宗教的に聖なるものであり宗教的に清潔であるとされている。） 

 牛を殺せないので、年老い、ミルクも出なく、使い物にならない牛は、そのまま放逐される。放逐さ

れた牛は、野良牛となり、街中などを勝手に歩きまわって、ゴミをあさっている。そして、最後は密か

に、ムスリムによって死体が処理される。 

 

 

 
図 1-2：農家の庭先で普通に変われている牛（上）、バラナシのヒンドゥ寺院で飼育されている牛（左下、ガートにやって

きて休んでいる）、牛の使役（右下） 

 

1) 牛と使役 

 かっては、牛を農作業に使役するのが普通であった。耕作や収穫物の運搬などの農作業の中心は牛で

あった。今でも収穫物の運搬、煉瓦の運搬などに牛が使われている。ただ、農業近代化に伴い、トラッ

クターの導入が進められ、インド政府も農村へのトラックター普及を農業稀代化政策の一環として推し

進めている。そのこともあり、耕作や収穫物の運搬は今ではもっぱらトラックターが担うようになって

いる。確かに物の運搬での効率性が大きく異なること、トラックターの方が、操作が簡単なことから、

農民はトラックターを使う方がいいということは見ていてよく分かる。 

 

2) 牛糞と燃料 

 牛との共存で、今でもまだ大きな役割を占めているものに、牛糞を利用した燃料がある。牛糞を利用

した燃料には、円形のものや木材のような四角の棒状のものなどがあり、製造方法も、牛糞と藁を混ぜ

たものを壁に貼り付け乾燥させるやり方や、地面に並べ乾かすやり方などいくつかの乾燥方法がある。 

 製造された燃料は主に家庭や地域で炊事用に使われるが、一部、都市部にも輸出され、チャイハネな

どでお茶を沸かす燃料に使われている。ただ、これも近代化に伴い、都市部ではプロパンガスが使われ

ることが多くなり、農村でも豊かな家庭ではプロパンガスが使われるようになってきている。 
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図 1-3：牛の糞を使った燃料（左：壁に貼り付けて生産するもの、右：棒状のもの） 

 

(3) 地球環境へのやさしさ地球環境へのやさしさ地球環境へのやさしさ地球環境へのやさしさ 

 インドは、もともとは環境に優しい生活スタイルであった。インドでは、不特定の人へ食料を提供す

る際に、同じ皿や容器を用いることを嫌うという習慣もあり、店からの客に対する一度きりのミルクテ

ィの提供、屋台でのテイクアウトの食品提供などに、素焼きのコップや木の葉を爪楊枝で編んだ皿が使

われている。何度でも洗えば使える厚手のグラスも使われるが、チャイなどの飲み物は、インド北部で

は、素焼きの小さなコップが使われている。ぐい飲み程度の大きさで、飲み終わると地面に捨てられ、

壊され、土に戻る。 

 皿も、木の葉を楊枝で編んだ皿だけではなく、木の葉をプレスした皿が、テイクアウト用容器として

用いられている。ただ、だんだん、テイクアウト用容器はプラスティック・バックになり、チャイの容

器もプラスティックになっている。これらのプラスティック容器がゴミになり道路脇に散乱している。

ゴミ箱に捨てるという習慣があまり見られなく、列車やバスの窓から平気でポイ捨てを行う。そのため、

インドの道路や鉄道の脇にプラスチック・ゴミが散乱することになる。 

 

2. 原始仏教原始仏教原始仏教原始仏教 

 信者の数の多い順で、仏教は世界 4 大宗教のうちの 4 番目の宗教となっている。第一位はムスリムで、

この宗教は、神（アラー）、天使、啓示された聖典、預言者を敬い、アラーの定めた規律（5 つの義務行

為、信仰告白、礼拝、喜捨、断食、メッカ巡礼）を守って生きることで平安に生きられるというのが、

少しいいかげんだが、大意である。 

第二位はヒンドゥ教で、この宗教では、神を敬い、神の定めた規律や習慣を守って生きることで平安

を得られるとしている。第三位はキリスト教で、愛をもって人々を慈しむことを主張している。 

第四位の仏教であるが、この宗教だけ、全ては空しい（虚無である）と説いている。全ては虚無であ

るのだが、何か存在があるように錯覚し、その錯覚からこだわりが生まれ、苦しみが生まれると、極論

ではあるが、主張していることは、こんなことである。これは、死者に対して唱えられることが多い、

般若心経（般若波羅蜜多心経）の述べていることである。死者に対し、先のどの宗教でも、何か祈りの

ようなものが唱えられ、その際にその宗教がお経としているものが唱えられることが多い。キリスト教

徒であれば、聖書の一節が唱えられる。しかし、先の 3 つのどの宗教でも、全ては空であるといった内

容を死者に対しても、まだ生きている信者に対しても唱えていない。そういった意味で、仏教は宗教の

中で少し変わった種類のものである。 

 

もちろん、仏教も現代では宗教になっていて、先のどの宗教にも見られるような、神あるいは仏にす

がり、祈れば、苦しみから逃れられる、あるいは願っていることがかなえられるといったように信者は

考えているし、僧侶や牧師などはそのような趣旨のことを強調する。ただ、そんなことは、この宗教の

創始者である釈迦は言っていないし、原始仏教でも言われていない。このような、何か崇高なものにす

がるという、宗教になったのは、部教ではシャータカ（仏教説話）が登場し、大乗仏教が成立してから

後のことであるようである。 

 

 さらに、原始仏教の清貧に対する考え方を基に、この宗教が他と少し変わっている点を述べる。もち

ろん、どの宗教でも、清貧に生きること、欲望を抑えて生きることを薦めている。その点では、仏教の
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主張は特に変わっているわけではない。ただ、仏教成立とほぼ同時だが、部教成立より少し先んじて北

インドで成立したジャイナ教では、不殺生、禁欲と厳しい戒律を特徴としていて、仏教と比べかなり極

端である。ジャイナ教では、5 大禁戒（マハーブラタ）が重要視される。それは、(1)生き物を傷つけな

い（アサンヒー）、(2)嘘をつかないこと、(3)盗まない、(4)禁欲、(5)無所有で、例えば、アサンヒーでは、

日常生活で不用意に空中の虫を吸い込んだりして殺さないようにマスクをして暮らすとか、無所有では、

裸で暮らすといったことを行う。断食などの苦行も薦められている。仏教はそこまでの苦行や極端さを

否定し、中道を説いている。不殺生、瞑想による精神の安定などを強調し、自己を見つめることを重要

視していて、苦行を行うことは薦めてはいない。清貧を薦めているが、清貧に関する哲学的な展開を行

ったのは仏教だけであるように思われる。 

 

(1) 原始仏原始仏原始仏原始仏教の主張教の主張教の主張教の主張 

今回の旅行で、釈迦が悟りを開いた場所であるボドガヤで、インド人現地観光ガイドと知り合った。

この人は、さんざん日本人の観光客を含む観光客をガイドしていると称していて、彼の案内でボドガヤ

周辺の、釈迦が修行を行ったと言われる洞窟などを訪問したのだが、彼と話していて、釈迦がボドガヤ

で何を覚ったかを全く知らないことにあぜんとさせられた。さらには、ボドガヤに参拝に来る、日本人

を含む観光客の大部分は、釈迦がこの地で何を覚ったかを理解していないようであることを知った。仏

教は今や宗教になってしまっているので、何だかよくは知らないがえらい人である仏陀が、この地で何

かはよく知らないが何かすごいことを実現した記念すべき土地であり、ここに来れば何か御利益が得ら

れるという理解で来ているようで、庶民の宗教（仏教）に関する理解はそんなものではあろうが、かな

りショックであった。 

 

 釈迦はボドガヤで四諦を覚ったわけで、このことはどの仏教の本にも記載されている事項である、四

諦とは： 

－人生は苦である 

－苦には原因がある（煩悩や渇愛が原因） 

－苦の原因を除去できる（苦を滅し涅槃になる解脱で実現できる） 

－正しいやり方（八正道）によって除去できる 

 

というもので、我があると思う人間には所有欲が起き、そこに拘り、その拘りが苦悩の原因であり、我

を瞑想によって見つめ、我を捨てることで、苦の原因である拘りによる束縛を逃れ得るということを悟

ったわけである。ただ、宗教であれば、このような見方には関係なく、救いを求めるために祈るという

ことだけでいいのかもしれない。 

 

 ちなみに、星野先生のコメントで、先の原始仏教の主張に関し、「色」を「文明」に置き換えると、文

明についてもそのまま当てはまるという。文明は空であり、滅するものという。これは、環境歴史学の

安田先生なども同じ考えで、現代文明やさらには人類まで、いずれは滅びるものであり、滅亡の方向を

今まさに進みつつあると主張しているという。また、内燃機関など工学の最先端の研究を行っていた研

究者や学者の中にも、内燃機関に未来はなく、石油が枯渇した後には現代文明の崩壊しかないと考えて

いるという。 

 

1) 苦の原因苦の原因苦の原因苦の原因 

 少し詳しく、なぜ原始仏教が、「人生は苦である」と見ているか、その見方（理論的な説明）を見てみ

る。苦がなぜ生じ、どのように認知されているかの説明である。極限すれば（サマリーとして述べれば）、

人間の感覚による認知は確実なものではなく、不確実なものを基に確実だとか、永遠だとか、持続可能

だといったことは言えないということである。しかし、錯覚で、確実だとか、永遠だとか、持続可能だ

といったように思い込んでいるだけというように言えるであろう。 

 

仏教で言う「苦」とはそれが思いのままにならないことを言う。これには 4 苦、さらに 4 つの 8 苦が

あり、ここから「四苦八苦」という言葉が生まれた。最初の四苦は、生まれ、老い、病み、死の 4 つ（無

常）で、これは不可避でどうにもならないことである。八苦になる次の 4 つは、嫌いなものとの出会い、

愛するものとの別れ、望むものが得られないで、総じて人間の存在が苦である。 
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人間の存在（我）は肉体（色、肉体を構成する物質）と、感覚（受）、想像（想）、意思（行）、認識（識）

といった心理作用が一時的に和合しているだけで、それらのどれもが無常で絶えず変化しているのだと

される。従って、人間の存在（我）は永遠不滅ではないが、永遠不滅と錯覚していることになる。人間

の存在はこの 5 つ（五蘊）の要素の一時的な集まりであり、従って、我はない（一時的）のだが、実在

しない（恒久的ではない）ものを、我がある、恒久的だと錯覚し、実存しない我、わがものの概念に捉

われるために苦悩が生じる。 

 

2) 知覚の仕方とそれによる無実体知覚の仕方とそれによる無実体知覚の仕方とそれによる無実体知覚の仕方とそれによる無実体 

 人間は、五蘊（5 つの構成要素）によって自己存在を意識していて、自己を取り巻く外界にも同じよう

に所有欲を持つ。この際の知覚は、外界を 6 種の感覚を通して知覚している。これが、12 処、18 界と呼

ばれている、知覚方法と認識である。 

 

12 処（12 入）は人間の認識方法を示すもので、眼、耳、鼻、舌、身、意（心）の感覚器官で、視覚、

聴覚、嗅覚、味覚、触覚と意識として、かたち（色）、音声（声）、香り（香）、あじ（味）、可触部物（触）、

その他の概念されるもの（法と呼ぶが推理・判断の領域）をとらえている。 

 

18 界は、先の 6 つの感覚で 6 つの領域での 6 つの認識として捉えているという認識分野の分類である。

6 種の認識として捉えられ、捉えられた認識は、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識及び意識というように区

分できる。ここで、意識は推理・判断の領域での認識として捉えている。この 6 種の感覚域、それを通

して知覚された知覚域、認識域のうち、意識を除く 11 種、あるいは 17 種以外のものは抽象的な概念に

なる。ただし、抽象的な概念であれ意識の対象になるので、一定の特質を保持するものであるので仏教

では「法」と呼んでいる。 

 この「法（5 感で確かめられたものではなく、想像であれ推論であれ、意識されたもの）」も一般的な

「もの」の意味で捉えている。すると、五蘊はすべて苦であるが、法は全てが苦とは言えなく、涅槃な

どの苦の無い状態も法になる。そこで、苦、及び苦をもたらすものを有漏と言い、苦の無い状態や苦を

取り去るものは無漏と言って区別している。これらは、諸縁によって作り、作られる関係になる。涅槃

は不動で、常にあり続けるものだが、それ以外の作り、作られる関係になるものは全て無常であり（諸

行無常）、これが執着の対象となって捉われたとき（5 取蘊）、それが苦をもたらすと考えられている。ま

た、「我」は意識の対象になるので「法」に属しそうだが、五蘊のどれにも属さないもの、単に虚妄な想

定、仮説的存在（仮有）として取り扱われている。 

 

3) 苦の滅し方苦の滅し方苦の滅し方苦の滅し方 

 仏教では、われわれの人生は老死などさまざまな苦悩に満ちていて、それは、この世への誕生に由来

するものであり、誕生は生死輪廻（有）のひとこまであり、従って、輪廻生存が生老死の苦をもたらす

因であると考えている。 

 このような好ましくない生存は、われわれの執着心（取）にあるのであり、執着は欲望（愛、渇愛）

に基づいているので、欲望を抑え、執着を無くせば生死輪廻から解脱できると仏教は説く。 

 要は、欲望はわれわれの感受の仕方（受）に基づき、感受は対象との接触（触）によって成立するこ

と。われわれの感官（六入）と対象（名色、精神的存在と物質＝五蘊）、認識機能（識）があって欲望が

生まれること。対象認識の仕組みが欲望を産み執着を引き起こすこと。われわれの認識が過去世の長い

経験、身、口、意による業（行）に支配されていて、しかもその経験はすべて真実についての無知（無

明）の産物なので、無知こそが苦悩を産む究極の原因として、無知を克服し、叡智を得れば、無知に基

づく行為も起こらず、人生の苦を克服できると仏教では主張している。 

 

先の記述は解説的で、少し極端にしすぎた部分もあるので、参考までに、少し仏典に添って、仏教用

語でこれを述べると、逆観、還滅の次第と言って、 

(1)無明に縁って 

(2)行あり、 

(3)識によって行あり、 

(4)名色によって行あり、 
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(5)六入によって行あり、 

(6)触によって行あり、 

(7)受によって行あり、 

(8)愛のよって行あり、 

(9)取によって行あり、 

(10)有によって行あり、 

(11)生によって行あり、 

生によって、 

(12)老死、愁、悲、憂、苦、悩あり、とし、 

無明なければ行なし、 

生なければ老死なし、 

と言うようにお経では言っている。そして、この 12 項の因果関係は輪廻の全過程を示す（12 有支、12

の有、すなわち輪廻の支分）とされている。 

 

4) 苦は連続する（苦は連続する（苦は連続する（苦は連続する（煩悩と煩悩と煩悩と煩悩と 6 道道道道）））） 

 苦は死亡しても繰り返される。仏教では輪廻というように言い、煩悩と業と苦（あるいは生すなわち

個体としての誕生）の 3 段階の繰り返しに陥ると説明している。煩悩は心の穢れ、欲望や執着で、先に

述べたようなしくみ（認知と認知されたもので形成される錯覚、その錯覚に対する執着）で発生する。

業は、けがれた心に基づいて起きる行為で、特にそれが後に影響を残すものを言う。執着によって起こ

される行為である。苦は、この身口意の 3 業が引き起こす結果で、善因楽果、悪因苦果というようによ

く言われる。 

まとめとして、煩悩は、A)対象にひきつけられてわがものにしようとする方向の欲望、執着（貪欲、

愛着）、B)対象を嫌って遠ざけようとする方向の欲望、C)執着（嫌悪、憎悪、怒り）、貪、ジン、痴の 3

種類に分けられる。（以上は具舎論からの解説）。 

 

ここからは原始仏教の主張ではなく、宗教的な世界感であるが、この煩悩が引き起こす行動の結果（果）、

生物は 6 道と呼ばれる世界を輪廻することになる。第 3 部で 6 道を描いた壁画の写真を紹介するが、こ

の 6 道とは、天上界、人間界、修羅界、畜生界、餓鬼界、地獄の 6 つの世界である。 

 

(2) 西洋哲学での西洋哲学での西洋哲学での西洋哲学での「色即是空」的「色即是空」的「色即是空」的「色即是空」的見方見方見方見方 

 このような、感覚で捉えたものに対する懐疑的な態度は、西洋哲学の歴史では、英国の経験論の流れ

で、バークリーなどによって提示されていく。（逆に、それまでは、西洋哲学でもこのような色即是空的

な見方はされていなかった。）彼は、ロックの言う物体の第一性質（大きさ、位置、形状など）は視覚と

触覚の複合にしかすぎないとし、第一性質を持つ物体という実体の想定を否定した。人間ができること

は、外界に関するすべての主観的な感覚、知覚を捉えることだけであり、精神によってたんに想像され

るだけの概念は任意に作り出されるものと主張した。 

 とはいえ、まだバークリー自身は知覚する実体としての精神の存在は疑ってはいない。精神によって

知覚される山や川などの概念は、人間が勝手に作り出せるものではなく、それは神の所産としている。 

 

しかし、次のヒュームになると、人間の心の動きは全て、感覚及び反省によって心に獲られるその都

度の新鮮な印象と、それが消え去った後に心中に残る記憶や想像による概念に還元される。従って、も

のごとはこの概念の複合にしかすぎず、類似と時間空間における接近、原因と結果という 3 つの連想の

法則によって複合されたものでしかない。彼は、最初の 2 つは確実であるが、最後の原因と結果は 2 つ

の事項の必然的結合が成立する必要があるとし、しかし、いくら接近し、いくら継起したとしても、2 つ

の事象に因果関係が含まれているとは言えないとした。人間はこれまでの経験に基づき、 2 つの事項の

間に恒常的な接続が認められ、その 2 つの間に因果関係があると人が信じているからだけとし、習慣的

概蓋然性にしか過ぎなく、絶対にそうだとは言えないものであり、精神は知覚の束にしかすぎないと主

張した。 

 

西洋哲学ではさらにこの、人間の感覚による認知を疑い、従って認知されたとする対象の実在を疑う

という立場がカントのドイツ観念論でもたらされ、それがさらに、近代哲学での実在主義や現象学など
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に発展していく。実存主義の哲学者、ヤスパースは、「世界の中の諸対象」は人間に認識可能であるが、

「世界の全体は認識不可能」であり、「世界全体」を科学によって認識しえたと考える虚妄は「偽」であ

ると強く批判している。（例えば、渡邊二郎、「歴史の哲学」講談社学術文庫、1999, p391-392）。 

 

(3) 空の考え方はどこまで通用できるのか？空の考え方はどこまで通用できるのか？空の考え方はどこまで通用できるのか？空の考え方はどこまで通用できるのか？ 

 もちろん、現代において、先に、原始仏教の主張として述べたように、全ては空であり、全ては空で

あることを理解し、執着を棄てろと言うような説得がどこまで有効なのかは分からない。原始仏教はそ

のようなことを主張する集団であったのだが、途中で宗教団体になっていき、大衆や信者には、そのよ

うな主張ではなく、仏にすがり、祈れば願いがかなうといったように主張を大きく変えている。オリジ

ナルの主張に基づけば、願いやその願いが生まれる苦しみの根源を見つめ、理解し、そんなものに拘る

心を捨て去れと言うべきところが、全く逆の説明をするということを、仏教自身が行ってきたわけであ

る。（宗教にはそんな側面がある。） 

 

 とは言え、執着心を捨て去るという生き方が、一時的であれ、古代インドの原始仏教集団で成功して

いる。また、その痕跡にしかすぎないのかも知れないが、小乗仏教系であるテラワーダ派では、信者が

ある時期、出家し、瞑想と托鉢の寺院生活を行うことで自分の人生を見つめるという習慣として引き継

がれている（タイなど）。また、大乗仏教での禅派の座禅による悟りなどにも残っていて、この考え方や

生き方が全く死滅したわけではない。先に見たように、西洋近代哲学でも、これに似た考え方が生まれ

ている。だからと言って、現代に生きる人類にこのような考え方や生き方が浸透し、変化させるとまで

は考えてないが、現代文明が崩壊する混乱期において、このような考え方を理解することは有効ではな

いかという希望を持っている。（ローマ帝国崩壊時において、これに少し似た考え方や生活態度で修道院

が作られていき、それが文明を保存し、後世に伝えた。） 

 

 神出先生から、宗教には、しかし、平和や秩序を維持したという面、持続可能な生活様式を普及させ

たといった面があることがコメントされた。例えば、イスラム教は、ムスリムがコミュニティやシンジ

ケートを生成していく際によりどころになった面が強く、ヒンドゥ教は、インドで持続可能な生活を保

障するような、先に述べた牛との共存文化を強制する牛の神聖化などを行っている。キリスト教なども、

迫害される側に立ち団結を持続させた、あるいは逆に、権力者側に立ち、民衆の反抗を抑えたという歴

史がある。宗教には、宗教的主張とは別に、こういった宗教の存在意義のようなものがある。 

 

 星野先生から、宗教の中で、イスラム教と神道だけが、自爆行為（神風攻撃、自爆テロ）を産んだが、

何か宗教によってはそのようなことを是認するものがあるのかという疑問が提示された。私自身は、現

在のムスリムが置かれている閉塞感や、戦時中の日本軍が置かれていた、他に全く対抗手段が無くなっ

たという環境が自爆攻撃を容認せざるを得なかったと思っていて、宗教のせいではなく、宗教はそのよ

うな行為を容認する（イスラム教での聖戦や死んだら天国に行けるといった教え。神道でも、恨みや強

い願いが実現しないまま死んだ人は、死後、「荒ぶる神」、「強い力を持つ神」となるという考え方がある。）

ために勝手に使われているだけと思っている。ただ、これらの宗教にそのようなことを容認させる欠陥

のようなもの、あるいは特殊性があるということを主張する研究者もいる。 

 

 星野先生からはまた、原始仏教が主張した空という見方は、中国の道教の見方に類似しているという

指摘があった。確かに道教での「無為自然」という考え方や世界観は、仏教での空的な見方に少し似て

いる。（無為自然は、例えば、列子、「黄帝篇－華胥の夢」が代表的であろうが、人為的に社会システム

の制御を行わず、自然に任せるのが一番という考え方。） 

 

3. 北部インドの仏教遺跡北部インドの仏教遺跡北部インドの仏教遺跡北部インドの仏教遺跡 

 仏教の創設者である釈迦の生誕年には諸説あるが、紀元前 563 年、現在はネパールに属するルンビニ

で生まれた。そして、シャカ王国の首都が置かれていたカピラバストゥに 29 歳まで過ごし、その後出家

し、ラジギール周辺で苦行を行った。その後、ボドガヤで悟りを開き、仲間をサルナートまで追いかけ、

最初の説法を行った。その後、ラジギール、バイシャリ、スタバスティなどの北インドを中心に布教を

行い、80 歳になった時に、故郷を訪れようと最後の旅に出る。しかし、途中のクシナガルで死亡する。 

 北インド仏教 8 大遺跡というのがあり、生誕の地ルンビニ、悟りを開いた土地ボドガヤ、最初に説法
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を行ったサルナート、死亡した地であるクシナガルの 4 ケ所に加え、祇園精舎のある地スラバスティ、

竹林精舎がある土地ラジギール、バイシャリ、そして、天国の母に合うために出発した地というサンカ

シャを加えた 8 つの場所が 8 大聖地とされている。 

 今回の旅行は、この 8 つの仏教遺跡と、仏教大学があったナーランダ、仏教がインドで最後に滅びた

地ビクラマシラを訪ね、ネパールのカトマンドゥ経由で帰国した。その遺跡観光と、現在の土地の様子

などを報告する。 

 

(1) ルンビニルンビニルンビニルンビニ 

ルンビニは、インドとネパールの国境のネパール側にある。父の家があったカピラバストゥと母方の

故郷の Devadaha の中間地点で、カピラバストゥに居た母親が、釈迦を妊娠し、故郷で出産するために故

郷に向かう途中、このルンビニで産気付き、釈迦を出産した。母親（マヤ・デヴィ）も、継母である叔

母も、釈迦の妻であるヤショダラも、全て母方の王家出身で、釈迦を中心に、父方のシャカ王国と母方

の部族が協力しながら、厳しい状況に立ち向かおうとする様子がよく分かる。また、インド勢力（コー

サラ国、マガダ国）にいかに対応し、自国を維持しようとしていたのか、そのような状況の中で釈迦が

一人息子として大きな期待が寄せられていたかがよく分かる。 

 釈迦が出家し、シャカ王国を捨て去った後のことであるが、釈迦族は、コーサラ国に滅ぼされ、シャ

カ王国はコーサラ国に併合されている。アショカ王が後年、釈迦が誕生した場所に記念碑と、誕生した

場所を示す石を含む寺院を建立し、その寺院はその後廃墟になるが、1899 年、それを覆うようにマヤ・

デヴィ寺院が建立される。 

 

 マヤ・デヴィ寺院はチベットからの巡礼者が飾った五色の旗で覆われ、巡礼者が絶えない。中には、

釈迦がこの場所で生まれたことを証明する誕生石（マーク・ストーン）と、誕生の様子を表わした像が

あるが、誕生の様子を表わした像は半分に削られている。あるいはすり減ったのかも知れない。 

 

 
図 3-1：ルンビニ公園南端のマヤ・デヴィ寺院（左）と北端の平和塔（右） 

 

 
図 3-2：ルンビニ公園のドイツが建てた Great Drigung Kagyad Lorus Stupa、及び寺院の 6 道図の壁画（右）。 
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図 3-2：Drigung Kagyad Lorus Stupa の 6 道図の壁画。左上：天上界、右上：修羅界、左中：餓鬼界、右中：地獄、左下：畜

生界、右下：人間界 

 

 日本の丹下健三によるグランド・デザインで、ルンビニ公園整備計画が進められ、マヤ・デヴィ寺院

を南端とし、北端に日本山妙法寺が建立した平和塔を北端とし、その間に、大乗、小乗を含め、各仏教

宗派の寺院が建立され、仏教の万国博覧会のような様子になっている。ルンビニ公園内にはホテルもあ

るが高い。また、開発途上国から来た巡礼者は、概ね、公園内のそれぞれの国の僧院に宿泊する。そこ

では、喜捨としていくばくかのお金を払うことを期待されるが、宿泊と食事を提供される。そのため、

公園周辺のホテルは意外に混んでいない。 

 

(2) カピラバストゥ 

釈迦が生まれてから出家するまでの 29 年間を過ごした場所で、約 1.5m の厚さの煉瓦作りの壁に囲ま

れた都である。東西南北約 800m 四方の広さの遺跡で、うまく写真に撮影できなかったが、黄色い野草の

花が一面に咲いていて、とても美しかった。想像でしかないが、城壁に囲まれ、池があり、花が咲き乱

れて美しい場所であったことが伺われる。ネパールでもこの辺りはタライと呼ばれる森が多く暖かい場
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所である。インドと風俗や習慣がほぼ同じだが、インド側と比べ土地が豊かなような印象を受けた。遺

跡の中に像を祭った祠があったことが印象的だった。 

 

 
図 3-3：カピラバストゥの東門後（左）と遺跡内になった、象を祭った祠（右） 

 

(3) ボドガヤ 

釈迦が悟りを得た地で、この地を中心に活動していたカッサバ 3 兄弟の率いる 1,000 人が仏教集団に加

わり、バラナシでの 50 人、ラジギールでのサリプッタたちが率いる 250 人と共に、約 2,000 人の集団を

形成する。 

 アショカ王が石碑と寺院を建立し、その初代建造の寺院の建材が、門、欄巡、大塔に使われている。

現在のものは現代に修復されたものである。 

 マハボディ寺院とその周辺に各国の寺院（僧坊）が建造されていて、巡礼者は概ね、これらの僧坊に

宿泊するので、ボドガヤ周辺のホテルはそれほど混雑していない。マハボディ寺院内にテントを持ち込

み宿泊する巡礼僧もいる。寺院内でフィルター濾過した水が供給されるので、水の心配はなく、参拝は

無料で、乾季であれば、あまりお金がない巡礼者でも十分暮らしていけるようになっている。 

 

 
図 3-4：ボドガヤのマハボディ寺院（左）、釈迦が悟りをその下で開いたと言う菩提樹（中央）、本尊（左） 

 

(4) サルナート 

釈迦が最初に説法を行った場所で、ボドガヤで悟りを開いた釈迦は、ここまでやってきて説法を行っ

た。サルナートは基本的にはバラナシ（バラナシ郊外）で、バラナシは昔から聖地であり、宗教や哲学

に興味を持つ者、新しい教説を唱える者たちが集まる場所だった。釈迦はかっての修行仲間たちを説得

（五比丘）し、さらに、このバラナシでそこの長者ヤサの息子たち 50 人を出家させる。こうして、ここ

で、最初の仏教集団ができる。 

 アショカ王が石碑と大塔を建造する。大塔は 2 つあり、そのうちの一つ（ダメク・ストゥパ）はあま

り破壊されないで残っている。この地で発掘されたアショカ王石碑の頭部がインドの国旗紋章（エンブ

レム）になっている。また、アショカ王後援の元、第 3 回結集が行われている。この大塔と破壊された
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別の大塔の間に仏教寺院跡が残っている。さらに、まだ修復されず、そのまま残された石材が印象的で

あった。ジャイナ教寺院が隣接しているので覗いてみた。本尊のマハビーラは仏像と似たような姿で、

外見では仏教とジャイナ教を区別しにくい。さらにややっこしいことには、このジャイナ教寺院の境内

に土産物屋があり、売られているものは、外にある露店の土産物屋で売られている宗教グッズと全く同

じだった。 

 

 
図 3-5：サルナートのダメク・ストゥパ（左）、釈迦が好んで説法を行った場所（左） 

 

(5) ラジギール（王舎城） 

 釈迦が修行を行った場所であり、釈迦は周辺の山々や洞窟で苦行を行っている。後年、釈迦及びその

仏教集団が主に活動した場所である。ラジギールはマガダ王国の首都だった場所で、マガダ王国国王ビ

ンビサーラ王が帰依する。教団設立後、竹林精舎の喜捨を受け、この地で説法を行う。 

 しかし、ビンビサーラ王は、息子に王権を奪われ、牢獄に幽閉される。この時、釈迦に頼んで西方浄

土を見られるようにしたのが観無量寿経（浄土 3 部経の一つ）である。これは、最初は西方浄土の門を

思い浮かべ、門にある塔を思い浮かべ、そこに観音がいるというように、順次想像を膨らませて理想郷

の姿を完成させていくという手法を述べている。（当麻寺の当麻曼荼羅が先のお経に従って描いている。） 

釈迦が死亡した後、釈迦の語った言葉を整理するという集会（第一回結集）が前 400 年頃、この地で

開かれている。 

 雨期は別だが、乾季であれば、それほど寒いわけではないので、ラジギールに多く見られるような釈

迦が修行したと言われる洞窟でも十分過ごせるような気がする。この地域では、いくつか、初期の石窟

寺院のようなものが作られている。 

 
図 3-6：ラジギールの釈迦が好んで瞑想したという Vulture Peak（左）、竹林精舎（左） 

 

(6) バラバル・ケーブ 

 ラジギールとボドガヤの中間地位帯にバラバラ・ケーブがある。映画、「インドへの道」のロケにも使

われた石窟で、原始仏教の時代に作られたものである。ここでの石窟様式、入口の文様などが、後年、

アジャンタやエローラに発展していく。釈迦の時代、さまざまな宗派の修行者が修行を行うのだが、そ

の中で作られたものである。 
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図 3-7：バラバル・ケーブ、入口に彫られた飾り（右） 

 

(7) スラバスティ（舎衛城） 

 釈迦の時代にあった 16 の王国の一つ、コーサラ王国の首都で、平家物語に出てくる祇園精舎で有名で

ある。釈迦がこの地を訪れた時に、この地の豪商であるアナタピンディカは、釈迦に、雨期を過ごすた

めの精舎（アシュラム）を寄進しようと考えた。その適切な場所として、王国の王子が有していた庭園

に目をつけ、王子に譲渡を交渉する。本心では譲渡したくなかった王子は、金を敷き詰めたならば譲渡

すると無理難題をふっかける。それを聞いたアナタピンディカは、さっそく黄金を敷き詰め、庭園を買

い取り、釈迦に精舎と建物を寄進する。こうして、この祇園精舎（アシュラム、雨期を過ごす建物群が

ある原始仏教集団の宿泊地）が作られた。この土地は、概ね、釈迦の時代の不況の西端である。 

このスラバスティの西の先に、釈迦が天国の母のもとに行ったというサンカシャがあるが、その地上

から天国に出発した場所まで、このスラバスティから飛行したそうで、その飛行の出発点というものま

であった。いやはや宗教が作り出すこういった奇跡の迷信はすざましいと感心させられた。さらに、仏

典には、祇園精舎に鐘があったというようなことは記載されていないのだが、平家物語の影響を受け、

諸行無常の音をどうしても響かせたがった日本人が、お節介にも、この土地に鐘と鐘楼を寄進している。 

 

 
図 3-8：スラバスティの祇園精舎（上）、釈迦がここからサンカシャまで飛行したという遺跡（左下）、祇園精舎の鐘（右下 
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(8) バイシャリ 

 インド古代 16 王国の一つで、この国は珍しく共和制だった。釈迦は仏教集団を編成するに際し、この

バイシャリの政治制度を大いに参考にしたと言われる。また、釈迦が最後の旅に出る出発地でもある。

釈迦最後の旅の様子を記した涅槃経には、釈迦がこの地の美しさをたたえたことが記載されている。多

分、釈迦が一番気に入っていた場所ではないかと思う。雨期には旅などしなく、おとなしく精舎で過ご

すのだが、ラジギールの竹林精舎への滞在に次いで、2 番目に釈迦の滞在回数が多いのがこのバイシャリ

の精舎である。この地の精舎には、後にアショカ王が石碑を建てている。この仏教のアシュラムは、都

の中心から約 4km 離れた場所にあった。精舎がある場所は概ねどこも同じだが、都から歩いて 1 時間程

度の少し離れた場所（遠くなく、近くない場所）である。この地で、釈迦の死後 70 年目の紀元前 334 年

に第 2 回結集が行われている。近年、壊れたストゥパの跡から、舎利容器が発掘され、釈迦の遺灰を収

めたものではないかと注目された。 

 

 

 
図 3-9：バイシャリの精舎（左上）、王宮跡（右上）、釈迦の遺灰を収めた舎利容器が発見されたストゥパ跡（左下）、パト

ナ博物館に所蔵されているその発見された舎利容器（右下） 

 

(9) クシナガル 

 釈迦が死亡した地で、釈迦が最後の説法を行った寺院と釈迦の死体を荼毘に付した場所の跡に建立さ

れたストゥパが残る。ネパールとの国境にすごく近く、釈迦の故郷、カピラバストゥまで歩いて 2～3 週

間程度の距離である。釈迦はかなり故郷の近くまで来て死んだことが分かる。（ただ、この時はすでにシ

ャカ王国は滅びている。）このクシナガルの近くにインドには珍しいジャングルが少し残っているのが印

象的だった。 

 釈迦が最後の説法を行った場所とされる Matha Kuar Shrine 内に安置されている仏像は、グプタ様式で、

インド美術史の本で必ず紹介されているものである。 

 クシナガルは村で、ゴラクプールという町から高速道路を通るバスで 1～2 時間の距離にある。ビルマ

の建立した Mahasukhamdata Chin Thargyi Pagoda、Matha Kuar Shrine、釈迦の死体を荼毘に付した場所の跡

に建立された Ramabhara Stupa を結ぶ範囲内に、ビルマ寺院、日本寺院、韓国寺院などが建立されている。

また日本の援助で建てられた博物館もある。しかし、村というせいか、あるいは、私が訪問した時が、

あまり巡礼者が少なかったせいなのか、何か物寂しい感じを受けた。他の仏教遺跡では溢れるばかりに
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土産物を並べている土産物屋もここでは閑散としていた。 

 

 

 
図 3-10：クシナガルの Mahasukhamdata Chin Thargyi Pagoda 内の涅槃物（左上）、とパゴダ（右上）、釈迦が最後の説法を行

ったとされる Matha Kuar Shrine 内に安置されている仏像（左下）、釈迦の死体を荼毘に付した場所の跡に建立された

Ramabhara Stupa（右下） 

 

(10) サンカシャ 

 仏典や記録からは、釈迦がこの地を訪れたという情報はない。従って、伝説に基づき仏教聖地になっ

た場所である。 

釈迦の母親は、釈迦を産むとすぐに亡くなっている。その天国の母に会うために、この地から天国に

行ってきたという伝説が生まれた。アショカ王の時にはその伝説がすでに成立していたようで、アショ

カ王は、石碑をこの地に建てている。 

 

 
図 3-11：サンカシャの遺跡、祠（左）、ストゥパ跡(?)（右） 

 

(11) ナーランダ 

 ナーランダはラジギールから車で 1 時間の距離になる村で、有名なナーランダ大学があった場所であ
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る。サルナートで 50 人の集団として成立した仏教集団は、ボドガヤで約 2,000 人が加わり、さらに、ラ

ジギールで、サリプトラ（舎利弗）及びモッガラーナ（目建連）の率いる集団 250 人が加わり、2,000 人

を超える集団になる。サリプトラは教団運営の中核を担うのだが、その彼の出身地である。釈迦の時代

に簡単なアシュラムがあり、釈迦が何度か滞在したという記録があるが、ただ、5 世紀にグプタ王朝から

の支援を受けるまではそれほど有名ではなかった。ナガルジュナ（竜樹）が滞在し、研鑽し、バスバン

ドゥ（世親）も滞在したが、それでも、アシュラムがある程度だった。5 世紀になり、グプタ王朝の支援

を受け、西のタキシラ、東のビクラマシラと並び、3 大仏教大学になった。玄奘三蔵が滞在し、ここで教

べんをとったと言われている。この大学では、大乗だけではなく、小乗や密教も教えられ研究された。

教えられていた課目の中には、サンスクリット文法、医学といったものまであって、体系は別だが、今

日の大学のような、知を体系化し、研究していた。ただ、13 世紀にムスリム軍の襲撃を受け滅ぼされた。 

 このナーランダ大学で集積され体系化された仏教の知識の一部が、玄奘三蔵などにより中国にもたら

され、そのまた一部が日本にもたらされた。医学などはアユルベーダなどの形でインドに残ったが、多

くは散逸し、失われた。 

 

 
図 3-12：ナーランダ大学跡と無造作に放置された石材（右） 

 

 
図 3-13：近くのシャリプトラ村にある、シャリプトラの誕生地とその建物の内部（右） 

 

 ナーランダ大学遺跡後から 1km 離れた場所に、シャリプトラが生まれた場所と言われているものがあ

り、今は村の中に祠があり、中に周辺から発掘された陶器の破片が飾られていた。 

 

(12) ビクラマシラ 

 ビハール州の州都、パトナから東に、列車で 6 時間の距離にある村で、パーラ王朝の支援を受け、西

のタキシラ、東のビクラマシラと並び、3 大仏教大学に数え上げられるビクラマシラ大学があった。ここ

では主に密教を重要視したカリキュラムの教育や研究が行われていた。遺跡の敷地内に小さな博物館が

あり、展示品の中にここで出土したという、タラ菩薩の石像など、密教系の仏像が多く展示されていて、

この大学で密教が体系化され、進歩していたことがうなずける。ここでの密教がチベットに伝わりチベ

ット密教のもとになった。しかし、ナーランダがムスリムの軍隊により滅ぼされた 10 年後に、ここにも
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ムスリムの軍隊が押し寄せ、13 世紀に滅ぼされる。このビクラマシラの崩壊により、インドでは仏教が

消滅する。まだ発掘中で全容が明らかになったわけではないが、中央に大塔を置き、周辺を四角に僧院

が囲む形態で、オックスフォード大学の雰囲気を思わせる。 

戦乱により焼けた跡が残るテラコッタの壁が生々しい。ナーランダ大学や、アレキサンドリアにあっ

たプラトン派のアカデミアなどもそうだが、知の集大成が行われていて、それが暴力で破壊されるとい

うことに歴史的遺跡などを通じて触れると、非常に残念に感じてしまう。（アレキサンドリアの場合は、

狂信的なキリスト教徒により、若く美貌な数学者が嗜虐された。文献には具体的な記録がないが、ナー

ランダでもここビクラマシマでも同じようなことがあったであろう。）この大学で構築されていった後期

密教は、残念ながら中国にも、そして日本にも伝わっていない。日本に伝えられた密教は、ナーランダ

大学で構築された初期のものに限られている。 

 

 星野先生から、現代文明崩壊の時には、同じように、例えば大学などに集約された知が暴力で破壊さ

れ、散逸や消滅が起きないだろうかという疑問が呈された。よくは分からないが、現代では知やその体

系化され集約されたものは、紙による印刷物では収まらず、デジタル化された電子情報になっているの

で、暴力による破壊に対して極めて脆弱ではないかと思っている。 

 星野先生からはまた、現代文明崩壊後は、現代に体系化され集積化された知よりも、産業革命前の技

術や生活知識の方が有効ではないかというコメントが述べられた。 

 

 
図 3-14：ビクラマシラ大学のキャンパス中央にあった大塔（左）と戦火の跡が生々しく残る土台のレリーフ（右） 

 

(13) ネパールの大地震の影響 

 今回の旅の最後に、2015 年に大地震に見舞われ、歴史的な寺院が崩壊したネパールのカトマンドゥの

様子を見てきた。王宮広場にあった寺院など有名なものの復興が進んではいるが、あまり有名ではない

寺院は復旧が行われていなく、地震で被害を受けたまま放置されている。これらの被害を受け、放置さ

れている寺院は、カトマンドゥ中心を流れるバグマティ川の河岸に建立されたものが多い。そして、そ

れらの寺院を中心としたコミュニティが地震を契機として変わらざるを得なくなっているように思えた。

それは、昔のよきコミュニティ生活からの別れや崩壊であり、それらの人々には、神を中心に生きてき

た生活がもう十分持続できなく、厳しい生活に直面している。 

 有名な寺であれば、寄付金を集められ、また政府からの援助も受けられ、修復を行うことができるの

であろうが、このようなあまり有名でもない寺院は、周囲に住む人々によって維持されているだけで、

裕福でもない彼らに自己修復を行う力はない。ネパールの寺院は、本殿を中心に四方の壁に住居が建て

られ、そこに、その寺院を維持する人々が住んでいる。地震前は、境内を利用して洗濯物を干す、ある

いは子供が宿題を教え合うといった共同生活が見られた。そのような寺院に付属する住居が失われ、そ

こに住み続けられなくなった人々は、他に移って行かざるを得ない。前回、子供の声が響いていた境内

に子供の姿が見えなく、残った数家族がひっそりと、しかし、前と同じような生活を営んでいる様子を

観察した。 

 この写真の寺の近くのバグマティ川河岸は、昔は女性たちがおしゃべりをしながら洗濯を行い、洗濯

し終えたものを干していた。また、地方から都会に就業チャンスを求めてやってきた貧民が、バラック

を建て、住んでいた。しかし、そのような光景は消え、バラックのあった場所はゴミが散乱する場所に

なってしまっている。 
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 今回の旅の最後は、まさしく、「色即是空」や、平家物語の出だしの、「祇園精舎の鐘の音、諸行無常

の響きあり」を実感させるものであった。 

 

 
図 3-15：倒壊前の寺院と寺院にあった共同生活的なコミュニティ 

 

 
図 3-16：被害を受けたままになっている寺院 

 
注：ここに掲載した写真は全て筆者撮影のものである。 

 

（以上） 

 

 


