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A Study of Daily Life and Traditional Health Care Method in India
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ダシュ・ショバ・ラニ
DASH Shobha Rani

　　　　

　インドのベナレスで 30 歳代から 70 歳代の男女 8名にインタビュー調査を行っ

た．8名ともアロパシー（Allopaty; 西洋医学）の治療を受けた後，何らの身体症

状を抱え，アーユルヴェーダの治療を受けている，またはこれから受けるところ

であった．また，なんらかの健康管理行動をとっていた．さらにインタビューか

ら，アーユルヴェーダ文献に説かれる日課としてのディナチャルヤー（dinacaryā）

の実際を明らかにした．それは食事や運動，睡眠などとともに，起床後に整容・

排泄・沐浴を済ませ，神々に祈りを捧げて 1日がスタートし，夕方には祈りで終

わるという信仰生活も含まれるものであり，インド人の身体的・精神的・社会

的・スピリチュアル的な健康を含むあらゆる側面からの総合的な生き方を含めた

概念であることがわかった．またこのような異文化の概念を知ることで，改めて

我々の援助対象である患者の生活をより深く見つめていくことができる．

キーワード■  アーユルヴェーダ，Ayurveda，補完代替療法，ディナチャルヤー，

dinacarya

はじめに

インド医学であるアーユルヴェーダ（Āyurveda）は，中国医学，ユナニ医学と並んで世界

の三大伝統医学として知られている．始まりは紀元前 8世紀～紀元前 7世紀頃と言われ，現在

抄　録
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のような体系化した形として完成したのは，紀元 5世紀頃に内科の医学書である『チャラカサ

ンヒター』1）2）（以下，CSと略記）が完成したと言われており，紀元 3～ 4世紀頃には外科系

の医学書である『スシュルタサンヒター』3）-5）（以下，SSと略記）が成立し，その両方の特徴

を備えた『アシュターンガフリダヤサンヒター』6）（以下，AHと略記）は 7世紀頃に成立し

たと言われており 7），外科系の医学書が先に成立していたことは興味深い．

近年，西洋医学の限界を感じ始めた人々は，アーユルヴェーダなどの伝統医療を含む補完代

替医療／療法（Complementary Alternative Medicine / Therapy: CAM/CAT）に注目するよ

うになってきた．膨大な医療費に悩むアメリカではこれらの療法を取り入れるべく，1991 年

に代替医療局（Office of Alternative Medicine：OAM）が開設され，1998 年に国立補完代替

医療センター（National Center for Complementary/Alternative Medicine：NCCAM）に改

称し，2014 年には，国立補完統合医療センター（National Center for Complementary and 

Integrative Health：NCCIH）となり，現在に至っている．

日本においてアーユルヴェーダは，1960 年代から幡井勉氏や丸山博氏らによって導入さ

れ 8），最近では上馬場和夫氏らにより，富山県国際伝統医学センターを始めとして，数カ所の

施設で診療が行われている．また，看護の中でも上馬場氏らを中心に現代医療の中にヘッド

マッサージを取り入れる動きもあり，2014 年の第 13 回日本看護技術学会において，キーセッ

ションが開催された 9）．

医療者以外では，山下勤氏によるケーララ州のアーユルヴェーダの診療に関する調査記録が

あり，伝統医の基軸となる思想やその診断についての詳細な観察記録が報告されている

が 10）-16），治療を受ける側の人々が，日常生活の中で健康管理行動をどのように考え，行って

いるかを明らかにした研究は見あたらない．

また田中かの子氏は，インドでのボランティア活動を通して入院治療中の人々を観察し，イ

ンドの精神文化に基づく他者理解の柔軟性，病室での祈りの時間や，家族を含む周囲の人間関

係の営みを詳細に報告し，それらが治癒に深く関係していることを示唆している 17）．

ところで，インドには国家資格を有するアーユルヴェーダ医師と，国家資格を持たないヴァ

イディヤ（vaidya）と呼ばれる伝統治療師がいる．ヴァイディヤ（vaidya）の多くは，治療

師の家系に生まれ，伝統的にその知識と技術を受け継ぎ，地域住民の健康を守ってきた．彼ら

に口伝や貝葉写本の形で伝わる薬草の知識や診断基準は，国家資格こそないが，立派な医学で

ある．現地のアーユルヴェーダ医も，国家資格を有しているかいないかだけの違いで，ヴァイ

ディヤを医者だと捉えていた．我々は，こういったものが集められてアーユルヴェーダとして

まとめられ，3大医学書と言われる CS，SS，AHとなっていったのではないかと考えている．

ヴァイディヤ（vaidya）を抜きにしてインドの伝統医学を語ることはできない．このヴァイ

ディヤ（vaidya）については，古賀万由里氏によりケーララ州の治療の様子が紹介されてい

る 18）．しかしこれはヴァイディヤの治療の様子を報告したもので，治療を受ける人々がどの時
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点で家庭でのケアからヴァイディヤの治療を受ける判断をしたのかなど，治療を受ける側の詳

細に着目した研究ではない．

筆者らは，インドやチベットの文献研究を通して仏教学研究に携わってきた．古い文献の研

究のみならず，実際の儀礼の様子を調査し，その中で宗教文化を始め伝統医学が現代のイン

ド・チベットの人々の生活に根ざしている様子を見てきた．共同研究者のダシュ氏はインドの

方であるし，筆者もインドで見聞してきた有り様が，現在，日本で紹介されているアーユル

ヴェーダ観とはずいぶん異なっていると感じている．近年のインドはグロルーバル化の波に飲

み込まれ，首都デリーではサリーを纏う姿さえ少なくなってきており，伝統的な生活スタイル

や，健康観もどんどん変わっていくであろう．しかし，その中でも変化しない生活スタイルが

あるのも事実であり，それがインドの活力になっていると感じている．インドの伝統的な生活

スタイルは，日本のアーユルヴェーダの和訳本や，紹介本には「日課」として翻訳されてい

る 19）20）．しかし「日課」として捉えられているディナチャルヤー（dinacaryā）は，ダシュ氏

によると毎日の単なるルティーンとしての日課ではなく，インドの精神文化に基づいた生き方

そのものであると言う．今回の調査でも現地の人々の言葉から生活に根ざした営みと，それが

どのように健康管理に繋がっているのか，丁寧に読み取っていく必要性を実感した．このよう

な人々の生活行動そのものであるディナチャルヤー（dinacaryā）から健康管理行動に着目し

た研究はほとんど見られない．

今回われわれは，インドの中でもガンジス川で馴染み深いベナレス（ヴァーラーナシー）を

訪れ，アーユルヴェーダの治療を受けている，またはこれから受けようとしている方々が，日

常的にどのように健康管理を行っているかについて明らかにするために，ディナチャルヤー

（dinacaryā）と呼ばれる生活行動に着目し，インタビューを行った．インタビュー結果から生

活に根ざした営みと，それがどのように健康管理に繋がっているのかを明らかにし，さらに

アーユルヴェーダの原典テキストからインドの人々の健康観・生活観を考察してみたい．

1.　研究方法

1）　対象と期間

インドのウッタラプラデ州ヴァーラーナシー県（ベナレス）に居住し， Dr. Krishna Nanda 

Pandeyのアーユルヴェーダ治療院を利用したことのある，またはこれから利用しようとして

いる方 8名．調査期間は，2014 年 12 月 22 日～ 12 月 30 日である．

2）　方法

今回のインタビュー調査は，Dr. Krishna Nanda Pandeyに研究の主旨を説明し，ご協力を

頂いた．彼は長年インドの国立病院で国家資格を持つアーユルヴェーダ医として勤務し，定年
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退職後に地域の人々の健康増進のために自宅で開業された．我々が伺った際もまだ工事中で

あったが，この医師の噂を聞きつけて近所の人々が集まり始め診療することになったと話して

下さった．ベナレスの旧市街で住宅が密集したこの地域では庭を持つことが難しいため，屋上

にハーブガーデンを作り貴重な薬草を育てておられた．アーユルヴェーダ薬も大手企業が手が

けるようになり，きれいにパッケージされてデリー空港にも並ぶようになってきた中で，昔な

がらに薬草を育て，一人ひとりの話をじっくり聞き，患者ごとに薬を調合して診療にあたって

おられた．

今回の調査では，この医師から対象者に研究の趣旨を伝え，協力いただける方に集まってい

ただいた．対象者にはヒンディー語の同意書を使って説明し，ICレコーダーに録音への録音

も含めてインタビューの同意をいただいた．インタビューはインタビューガイドに沿い，①

アーユルヴェーダ治療院を受診した動機，②日常的に行っている健康管理行動，③日常生活の

日課と信仰の関係について半構成的面接で共同研究者のダシュ氏がヒンディー語で行った．イ

ンタビュー後に少しずつ日本語に起こし，不確かな内容については，何度も録音を確認し，現

地の医師にも確認してまとめ，テキストデータに起こし，質的記述的方法で分析し，特徴を抽

出した．分析には客観性に留意して何度も研究者間で検討した．

またこれらをアーユルヴェーダ原典に説かれるディナチャルヤーからも考察した．

2.　倫理的配慮

対象者には，研究の趣旨を説明し，プライバシーが守られること，自由参加，研究結果の発

表などを説明し同意を得た．また治療院で面接を行ったが，治療に直接関係するものではなく

対象者の不利益となることはない．なお，調査の前に筆者の所属機関の倫理委員会の審査を受

け承認された（承認番号 H26-40）．

3.　結果

（1）インタビュー結果

インドの日常の文化的な特徴と伝統医療の活用状況を明らかにするために，①アーユル

ヴェーダ治療院を受診した動機，②日常的に行っている健康管理行動，③日常生活の日課と信

仰の関係に沿ってまとめた．また文化上の特徴を把握しやすいように内容を要約の形で示し，

特徴的な部分を下線で示した．

1）　対象者の症状と受診動機

対象者とその症状及び，受診状況をまとめると以下の表のようになる．
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表 1． 対象者の症状と受診動機
年齢，性別，職業 症状 受診動機と家庭での療養
A　男性　60 歳代
定年退職後

6 ヶ月前から尿出
にくい．残尿感が
ある．

3年間は様子みていたが，症状が改善されないことから，4年前にア
ロパシー（Allopathy；対症療法・逆症療法などと訳され，西洋医学
を意味する）の手術を受けた．他の健康問題は何もなく，尿がでな
い事のみが問題．家庭治療は何もしていない．手術後 4年間は症状
がなくなったが，最近また症状が出てきたため，これからアーユル
ヴェーダの治療を始めるところ．病気を根絶することができるのは，
アーユルヴェーダのみだと考えたから．

B　女性　70 歳代
主婦

右側腹部に焼け付
くような感じがあ
る．
目眩．

12 ～ 15 年前から右側腹部に焼け付くような感じがある．当初は軽
かったが徐々に悪化している．岩塩とアジュワイン（腹部のあらゆ
る病気に効くと言われているスパイス）を水と一緒に服用していた．
1～ 2 年家庭治療した後，10 年ほど前にアロパシー医に見せたら石
があるからだと言われ，手術を受けたけが，良くならなかったので，
アーユルヴェーダの治療に切り替えて，症状は軽減している．一度
アロパシー医の所で手術して，結果がよくなかったのに 2度目に受
診するはずがない．ビハール州出身だが，今，治療のためにベナレ
スに来て 4ヶ月．当初からこの医師に診てもらっている．

C　男性　70 歳代
タバコ売り

膝関節痛（屈曲時
に痛みがある）．
睾丸肥大？

2～ 3年前自転車で転び，膝を怪我してから膝に痛みがあり，アロパ
シーのところにいった．レントゲン撮影し，異常ないと言われ，2週
間分薬をもらったが，良くならなかったので，ここに来たところ，
ずいぶん症状が軽減した．それからずっと通院している．今は西洋
医学のものは一切使っていない．歩く事には問題はないが，曲げる
時に痛みがある．睾丸が大きくなる病気もあり，手術を進められて
いる．おなかにガスが溜まると，痛みが増えるので，手術も検討し
ないといけない．

D　女性　70 歳代
主婦

お腹にガスが溜ま
りやすい．
関節痛．

2～ 3年前からガスが溜まりやすく，苦痛になってきた．寒い季節に
入り，関節痛が出てきた．
お腹のガスのためには，長男が教えてくれた市販薬（商品名：
Diegene）を飲んでいた．関節痛のためにこのアーユルヴェーダの治
療をしている．アロパシーの薬を飲むと，お腹にガスが溜まるから
（副作用があるから）．

E　男性　30 歳代
職業不明

男性脱毛症（Indra 
lupta　*lupta 失
われるの意味）

2年前から脱毛で悩んでいる．
徐々に薄くなってきた．治療は，アロパシーの薬で，頭に塗るもの
を使っていた．一度は髪が生えてきたような気がしたが，また抜け
てしまった．別の医者に行き，薬をもらったが，顔に湿疹ができて
しまったので止めた．次にホメオパシーを行ったが期待する効果が
得られなかった．これをやっているうちに頭頂部の髪が全部抜けて
しまった．周りの人から生姜汁を使うといいと言われ，医者にその
話をすると，バカバカしいと笑った．薬のリストをもらって薬局で
薬を買って飲んだが，後で生姜を試したらよかったと後悔した．医
者は薬屋と結託して儲けられるように薬を勧めたのだろうから．薬
を服用することで副作用が出て，またそこで悩みが出て，髪の毛が
抜けた．悪循環だった．こんなにお金かけたのに，生姜汁のように
お金かからないもので治るのかと思った．今は落ちる髪もないので，
試しようがないね（笑）．副作用の症状が楽になったことが嬉しい．

F　男性　年齢不
明　60 歳代？

息苦しい
歩くのもしんどい
ぐらい

10 年～ 12 年ぐらいこの問題を抱えている．
始めはアロパシーの医者のところにいった．薬を飲んだら，効いて
いる間は症状がよくなったが，すぐ戻ってしまった．症状を抑える
だけだった．まだアーユルヴェーダの治療は始めていないけど，そ
ろそろ相談したりしながら治療を始めようと思っている．この症状
では，家庭で療法はしていない．

G　男性　年齢不
明　60歳代？もと
公務員で現在は
ハードウエアの店
を経営

腰痛 1，2 ヶ月前から指導を受けて，アーユルヴェーダのエクササイズを
している．
ヨーガの幾つかのポーズは，学校で少し教えてくれたし，自分で知
る範囲内で行っている．今までアロパシーの薬は飲んだことがない．
絶対いや．トラブルがある．孫たちは親が我慢できなくて西洋医の
診察を受けさせる．アーユルヴェーダは時間がかかる．親は子供を
早く元気にしたいという意識が働くから西洋医学の病院に連れて行
く．
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H男性　年齢不明　
60 ～ 70 歳代？
左官職人

頭部手術後イライ
ラ感が強くなった

仕事中に転落し，頭部の手術を受けた．その後，音に敏感になりイ
ライラし興奮してしまうようになった．道端で関係ない人が喧嘩を
していても気に障り，家では妻と口論になりそうになると，それが
不快で家から出てしまう．生活にとても支障をきたしている．6年ほ
どアロパシーの薬を飲んでいる．飲んだその時はいいけれど，薬が
切れると頭に電気が走ったような衝撃を感じて気持ちが悪い．外に
出るのも怖いけど，薬を飲んで症状が治まっている時は仕事を少し
している．6年間もこのような状態なので，アーユルヴェーダの治療
を始めようかと思い，この医者と相談している．

上記の表から下線部の特徴をまとめると，対象者は皆，一旦は西洋医学であるアロパシーの

治療は受けているものの，［症状の再燃］，［副作用の出現］，［薬の効果が切れると症状が出る］，

［根治には至らない］などの理由からアーユルヴェーダを選択している．

2）　健康管理として行っていること

8 名が健康を守るために行っていることをまとめると以下のようになる．

表 2． 健康管理として行っていること
対象者 内　容

A氏
ミルクを毎食飲む．心臓病があるので，油っぽいもの（バター，揚げ物など）を控えている．
近所の人と楽しく笑って会話して過ごすことが一番の健康法だと思っている．一日のうちにそ
ういった時間を必ず作る．

B氏
特にない．健康のために食を決めない．その時に頂けるもものをありがたく頂く．お腹が張る
ので，ミルクは飲まないようにしている．孫達がいるので，孫と楽しく一日過ごすことで，気
持が楽になり，それが健康の源になっている．

C氏 特になし．運動は特にしないが，毎日，自転車で走り回って仕事をしているので，それが運動
になっている．

D氏

お米を少なくして，チャパティを多く食べるようにしている＊．タマネギ，ニンニクもガスを
作るから食べないようにしている．運動は特にしていない．
　＊  普通のインド人も，消化しやすいことから，病気になると主食をチャパティと呼ばれる全
粒粉で作った薄いパンケーキのようなものにする．夜は消化を考えてチャパティを食べる
習慣がある．

E氏

暑い時は油を使わないが，冬は週 3回必ず油を使ってマッサージする．エクササイズは loma 
viloma（片方の鼻から息をする）と，パタンジャリのヨーガ＊1 を行っている．ハーブは，チャ
ワナプラッシュ（Chawanaprash）＊2 を使っている．これで随分楽になり，小さな髪が生え
ているようだ．副作用がまったくなく，体が楽になったので，これで頑張ろうという気持ちに
なっている．悩んでいると別の病気の元になってしまうので，悩まないことにした．
　＊   1 Baba Ramdevが始めたヨーガで，ヨーガと自然療法で治療するというコンセプトで，

現在インドで大人気．
　＊ 2 多くのハーブが練りこまれ，ねっとりとした黒色のジャムのような家庭の常備薬．

F氏 散歩することが多い．自分のスタイルで運動する．少し動くことは健康にいいことだし，続け
ている．

G氏 油（季節や体調によって変える）で体のマッサージをしてからシャワーをする．
H氏 回答されなかった

表中の下線部から健康管理として心がけていることをまとめると，［毎日家族と楽しく笑っ

て暮らす］，［食事に気をつける］，［よく動く］，［オイルマッサージをする］，［ハーブを使う］，

［ヨーガを行う］などであった．
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3）　日常生活の過ごし方と信仰

今回の対象者は，全員ヒンドゥー教徒であった．

ディナチャルヤー（dinacaryā）としての日課と，信仰と生活との関係は以下のようになる．

表 3． 日常生活の過ごし方と信仰
対象者 一日の流れ 信仰と生活
A氏 1日 2食しか摂らない．規則正しい生活をする．

5：00 頃に起床．
6：00 までに歯磨き，トイレ（排便）を済ませた
あとにシャワー（沐浴）をする．沐浴後，太陽神
とシバ神に水を捧げ，お経を読む．
朝食はチャイ程度．
10：30 ～ 11:00 頃に昼食．
間食として，ビスケットやインドの手作りのス
ナックを軽くつまむ．
21：00 ～ 21:30 頃に夕食．
メインの食事を 2回までにして，それ以上は摂ら
ない．夕方，太陽が沈む頃に灯明を捧げ，お祈り
を捧げる．夕食後，キンマの葉を噛みながら，村
人と会話を楽しむ．
22:00 頃に就寝．

毎日お祈りを欠かさない．巡礼に出かける．
ディナチャルヤーと信仰は別々ではない．カルマ
（karma行い）であり，人間のダルマ（dharma
義務性）だ．食べる，寝ると同じように，神を礼
拝するのは同じこと．
神に何も願う事（現世利益）はない．神は吾々に
必要なものは分かっておられる．

B氏 3：00 に起きて，歯磨き，排泄，沐浴を済ませ，
神々に灯明を捧げる．
朝食を食べる．
ディナチャルヤーとして特別な意識はなく，日課
として行っているだけ．これが健康法だとは意識
していない．昔からの生活スタイルだし，だれで
もこうしているもの．
特別なことをやっているという意識はない．
夕方，太陽が沈む頃に灯明を捧げ，お祈りを捧げ
る．
1日 3食摂る．
trisaṃdhyā（日出・正午・日没）に必ず祈りを捧
げる．

毎朝，太陽神とシバ神にお祈りを捧げる．
自分の信仰しているグル（師）がそう言っている
ので，実行している．グルに，神に現世利益を願
うのではなく，精神的に豊かになるためにお経を
唱え，灯明を捧げるよう教えられたので，そのよ
うにしているだけ．

C氏 3：00 頃に目が覚めるが家族の迷惑になるので，
6：30 ～ 7:00 時まで待って起きる．勤めに出る人
の支度が終わってから起きだす．歯磨き，トイレ
を終えて，沐浴してお祈りする．
関節を痛めているので，冷やさないようにお湯で
沐浴する．
朝食を摂り，仕事に出かける．
14：00 頃にランチに戻る．
夕方戻り，スナックを軽くつまむ．
21:00 頃に夕食を摂る．
夕食後，小さい孫がいるので，いっしょに散歩を
してから寝る．

ディナチャルヤーは誰に強制されたものでもな
く，これが自然なことだと思って行っている．働
けることで，幸せだと思っている．朝の習慣は，
健康によいから行っているわけではない．こうい
う習慣だから自然に行っている．
1日に 5分 10 分，お経を唱え，神を思い出す事で
心に平和が訪れる．それ以上，あまり深く考えた
事がない．
何があっても供養はかかさない．
今は寒い時期で，水で沐浴ができないので，夕方
に供養はしない．

D氏 5，6：00 に起きる．
歯磨きとトイレを済ませ，チャイを飲んで沐浴し，
グル（結婚する時に人生の先生として夫婦で一人
のグルと縁を結ぶ）に祈りを捧げる．たくさんの
神様を祀っている．
お祈りの後，朝食を食べる．
テレビを見て過ごしている．小さな孫もいないの
で，遊ばせる事もない．皆，学校にいってしまう．
家事は皆，嫁がしている．
昼食を摂って，昼寝はしない．
21：00 頃夕食．
22:00 頃に寝る．

息子の嫁が食事を作ってくれるし，何の問題もな
い．色々家事もしたいけれど，体に無理が利かな
くなってできなくなっている．それだけが残念．
ディナチャルヤーは健康のために行っているわけ
ではない〔することが当然のことだから〕．私に
は何も心配事がないので，心はいつも平和を保っ
ている．心配し，ストレスが溜まると病気になっ
てしまうから．神様に全てまかせているので，私
が心配することは何もない．今は，願いは何もな
いから家族が元気でいるうちに早く死にたい．
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E氏 6：30 頃起きて，FMラジオをつける（宗教的番
組，信仰の歌）．ラジオを聴きながら日常的なこ
とを済ませる．
シャワーと軽いエクササイズを行い，お祈りをす
る．
朝食と一緒にお祈りのお供えを食べる．
職場（お店）に出かける．お店に行ってからお祈
りし，仕事を始める．
昼食は自宅に戻って摂る．
22：00 に帰宅して夕食を摂る．夕食後散歩などは
しない．
23：00 頃就寝．

我々は太陽の神と一緒で，彼が朝起きるから我々
も起きる．彼が昼間働いているから我々も働く．
夕方日が沈むから我々も仕事を終えて休む．
そう考えると〔沐浴や祈りなどのディナチャル
ヤーとしての行為は〕自分の人生の刺激になるか
ら自分のディナチャルヤーのなかに取り入れてい
る．自分はそう位置付けている．

F氏 8：00 ～ 9：00 起きてシャワーをする．お祈りを
して，朝食は摂らない．チャイ程度．
1日 2食にしていて，早めに昼食を摂る．
21：00 夕食，
22：30 頃就寝．
ディナチャルヤーの中で健康を意識して行ってい
るものは，エクササイズぐらい．

神にお願いするのは，今日も 1日無事で終わりま
すように，と祈る．そういう気持ちを持って 1日
過ごす．

G氏 毎日 5：00 に起きて，コップいっぱいの水を飲む．
そのあとチャイを飲む．トイレに行って排便する．
それでお腹がスッキリするから，そのあとシャ
ワーして，お祈りする．
朝食を摂り，孫にもご飯を食べさせて仕事に行く．
14：00 頃に家に戻り，昼食をとり，仮眠をして，
くつろいでから店に戻り仕事をする．
20：00 時頃帰宅し，手足を洗う．
22：30 ～ 23：00 に夕食を摂る．家族は皆仕事を
しているので，この時間でないと揃わない．子供
も皆待っている．皆そろって一つのテーブルを囲
んで食事をするようにしている．食後 30 分ほど
家族と話をしたりしてから就寝する．

神が実際に誰であるかはわからないけど，神とい
うものがあって，それが我々の人生を動かすと信
じているので，神に我々が頑張って生きていくた
めの力をください，智慧をくださいと祈る．
朝，起きたらまず神様の顔（宗教画）を見て祈る．
そして自分の手のひらを見る＊．神様はこの手で
誰かの役に立つ力を与えてくれているので，神様
が与えてくれた手を見て思い出す．この手で誰か
に悪いことをしないように，そのことを思い出す
ために毎朝この手を見て 1日を始める．朝起きて
ベッドから床に足を下ろすときに，母なる大地に
挨拶する．夜寝る前にも，神々に祈りを捧げる．
お祈りはシャワーやトイレに行くのと同じ日課．
　＊  インドでは手に神（指先から手のひら全体に
ラクシュミー，弁才天，クリシュナ）が宿る
と考えられている．

H氏 話されなかった 話されなかった

この表中の下線部をまとめると［毎朝の祈りを欠かさない］，［ディナチャルヤーは自然な営

み］，［排泄・沐浴・祈りは朝の日課］，［神に生きるための力を与えてくれるよう祈る］，［神に

与えられた力で人の役に立てるよう祈る］などとなる．

（2）アーユルヴェーダ原典に説かれるディナチャルヤー

ディナチャルヤー（dinacaryā） は，dina と caryā の二つの単語からなる．dinaは日すなわ

ち一日の意味で，caryā は実行されるべき，行われるべき（to be practised or performed）の

意味である．つまり，人は毎日をどのように過ごすべきかを言う．CS, SS, AHなど多くのアー

ユルヴェーダテキストは dinacaryāを詳しく説明している．dinacaryāの単語解釈からみれば，

人の毎日の単なるルティーン的な生活方法を語るかのように思わせるが，これらのテキストか

らもわかるように実際はそうではなく，人間の肉体，精神，社会習慣などを含むあらゆる側面

からの総合的な生き方のことである．例として Vāgbhaṭṭa著 Aṣṭāṅgahṛdaya6）の第一部である

「Sūtrasthānam」の第二章の「Dinacaryā」をとりあげる．そこには歯磨き，沐浴，食事など

いわゆるルティーン的な日課について記してあるが，一方それとは無関係のようにみえる幸せ
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を得るために正義性（dharma）を持つこと（sukhārthāḥ sarvabhūtānāṁ matāḥ sarvāḥ 

pravṛttayaḥ | sukhaṁ ca na vinā dharmāt tasmād dharmaparo bhavet || verse20）や，身・

口・意＊で暴力，盗み，妄語，嫉妬心などから離れること（hiṁsā styeyā anyathākāmaṁ 

pai unyaṁ paruṣānṛte || sabhinnālāpaṁ vyāpādam abhidhyāṁ dṛgviparyayam | pāpaṁ 

karmeti da adhā kāyā vaṅ manasais tyajet || verses21b-22ab）もディナチャルヤーの一部と

して加えている．

また，貧しい人，病人，悲しみに打ちひしがれている人に対して慈悲をもって接することも

勧める（avṛttivyādhi okārtānuvarteta aktitaḥ | verse 23a）．

さらに，一般的に知られている社会的なエチケットであるくしゃみをする時，笑う時やあく

びをする時に手で口をふさいですることもディナチャルヤーの中で指摘している（nā saṁvṛta 

mukhaḥ kuryāt kṣutihāsya vijṛmbhaṇam || verse 35b）．

上記の Vāgbhaṭṭa著のもう一つ有名な文献 Aṣṭāṅgasaṁgraha21）の第一部「Sūtrasthānam」

の第三章である「Dinacaryā」には，朝起きて顔を洗った後，神々及びお年寄りの方に礼拝を

するべきであり，またお経の吉祥音を 108 回聞くべきと記してある（praṇamya devān 

vṛddhāṁ ca maṅgalāṣṭa ataṁ ubhaṃ | verse24a）．

以上，これらの文献からディナチャルヤーは，単なる日課ではなく，精神的な健康と肉体的

な健康の増進を含み，更には精神的な健康が肉体健康の元として捉えられていることがわかる．

なお，文献的な詳細は別稿に譲りたい．

＊  身・口・意は，身・語・意ともされ，仏教のなかでも一切の業（karman, 行為）は三業，即ち身体的

行為・言語表現・心意作用によって包括される．身・口・意による殺生・偸盗・妄語などの悪業を戒

め，善業を勧める．

4.　考察

1）　対象者の受診動機について

対象者は全員，アロパシー（Allopathy）として捉えられている西洋医学の治療を受けてい

たが，［症状の再燃］，［副作用の出現］，［薬の効果が切れると症状が出る］，［根治には至らな

い］など，自身の期待する状態にならなかったためにアーユルヴェーダ治療院を訪れていた．

対象者が皆，副作用の少ない治療を選ぼうとしていることや，F，G，H氏のようにあらかじ

めアーユルヴェーダ医と相談して治療を始めるかどうかを検討していることが特徴的である．

日本人の感覚では，受診するイコール治療開始と捉えがちだが，インタビュー後に医師に伺っ

たところ，アーユルヴェーダでは本当に治療が必要か，どのような治療を望むのかなどの対話

を重ねて納得した上で徐々に治療を進めるのだと話して下さった．3名の言葉はそのようなと

ころから出たものだと考えられる．そして G氏の「アーユルヴェーダは時間がかかる．親は
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子供を早く元気にしたいという意識が働くからアロパシー（西洋医学）の病院に連れて行く」

という言葉に象徴されるように，早く治る（症状が緩和される）ことを求める故に，アロパ

シーである西洋医学の治療法が求められるという構図も明らかになった．それを経て，今回の

対象者方は伝統医療であるアーユルヴェーダを選択している，または選択しょうとしていると

いうことがわかる．

2）　健康上，気をつけていることについて

A氏から G氏まで，何らか体調に気を配っていることが窺われた．［毎日家族と楽しく笑っ

て暮らす］では，家族と共にくよくよしないで暮らすことを大切に考えていることがわかる．

［よく動く］などでは運動の必要性を認識して，仕事上で動くことが多いことをその代替にし

ている．［食事に気をつける］等「消化を考えた食物」を選択していることがわかる．また，

E氏のように［ハーブを使う］，［ヨーガを行う］など伝統的な療法を活用したり，G氏のよう

にセルフケアとして［オイルマッサージ］をしたりしていることも分かった．これらが「特に

何もしていないけれど」という前置きともに語られたことも興味深かった．アーユルヴェーダ

の原典には食物の食べ合わせや，朝・昼・夕に食べて良い物とそうでない物が体質ごとに著さ

れているし，日本でもよく知られるようにオイルマッサージなども説かれ，メンタルケアとし

てヨーガ（瞑想）を勧める．健康を守るためにはそのような知識が必須で，親やグルと呼ばれ

る生涯の師から教えを受けてきたことがこのような会話の端々に見られた．また，インドでは

ことあるごとに近所の人々が集い，会話を楽しんでいる光景を目にする．このようなコミュニ

ティーで情報交換がなされることも容易に想像できる．このような環境がメンタルヘルスを含

む健康管理に役立っていることもこの社会の特徴である．

ただ，夕食時間が遅いことと，間に摂取するスナック菓子に油であげたものが多かったこと

が気にかかった．家族の就労との関係もあると思われるので，このあたりの調査は，今後の課

題としたい．

3）　インタビューとアーユルヴェーダ原典からみる日常生活の過ごし方と信仰について

インタビューの特徴から［毎朝の祈りを欠かさない］，［ディナチャルヤーは自然な営み］，

［排泄・沐浴・祈りは朝の日課］，［神に生きるための力を与えてくれるよう祈る］，［神に与え

られた力で人の役に立てるよう祈る］とまとめられ，この対象者全てがディナチャルヤー

（dinacaryā）として生活を送っていたことがわかった．

朝起きると歯磨き，洗面，沐浴を終え，それぞれの縁ある神々，太陽，自分の生涯の師に祈

りを捧げて 1日をスタートさせ，その後で朝食というスタイルは共通していた．彼らは，「信

仰とディナチャルヤーは別々ではない」，「食事や睡眠と同じこと」，その目的は「精神的に豊

かになるため」，「心に平和が訪れる」，「神様に全てをまかせている」などであり，これは前述
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したように，CS，SS，AHなどに見られるルティーン的な日課から精神的な考え方，信仰に

まで及んだ考え方であることがわかる．文献として書かれていたものが，市井の人々の口から

自然に語られることで信仰に根ざしたとあえて言うまでもないほど人々にとっては自然な生活

の営みであることがわかる．またそれが個人の身体的な健康だけにとどまらず，SSに見られ

るように，暴力や盗みを行うことなく，妄語を語らず，嫉妬心などを起こさないよう他者に対

しての行動規範を説き，さらに貧者や弱い者に慈悲の心を持って接するよう説いている（SS, 

verse20． 21b-23a）．これらは人々が語った「手を見て神を思い，その手で誰かを不幸にしな

いことと，誰かの役に立つことができるよう祈る」といった行為（caryā）へと繋がっている

ものと考えられる．

日本においてアーユルヴェーダは，オイルマッサージに代表されるようにリラクセーション

の一つとして捉えられることが多いが，人々の生活がこのような伝統的精神文化の元に実践さ

れていることは，日本に紹介されている文献からは窺い知ることはできなかった．もっとも，

今回の対象者が全てこれらの典籍を毎日讀誦しているわけではない．多くは，グルと呼ばれる

生涯の師から教わったものや，親兄弟，近隣の長老から伝統的に教わってきた常用経典的なも

のだろう．しかし，実際の生活状況の語りからは，「それは当然のこと」として語られ，イン

ド人である共同研究者に対して口々に「あんたもそうだろう．なぜそんなことを聞くのか？」

と逆に疑問を投げかけていた．当たり前の日課の中に身体的・心理的・社会的・スピリチュア

ル的な健康管理行為が含まれ，そのバランスの中で日常生活が営まれている．今回の結果から

ディナチャルヤーがそのような行為であることが明らかになった．

翻って，このような結果から手放しでインド文化を称讃しているわけではない．この社会に

も根深い問題が存在する．しかし日本において人々の生活感がどんどん失われている昨今，患

者の生活援助を担う看護の教育の中で，異文化の視点から精神文化を含む「普通の生活」にあ

えて視線を向け，一旦立ち止まって考え，生活の持つ意味を深く思考する必要があるのではな

いだろうか．またそれは，生活者の現象のみを対象とするだけではなく，その精神文化の元と

なっている典籍などと併せて見ていくことでその意味を深く知ることができると考える．

5.　研究の限界

今回は，インドの一部の地域での限られた年代とデータ数であったことから，今後は年代，

地域などを広げ，対象者を増やして調査をしていく必要があることと，アーユルヴェーダを選

択した理由や，個々の健康法についてももっと掘り下げて聞き取り調査をしていく必要があ

る．
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おわりに

今回，インド・ベナレスでのインタビュー調査から，アーユルヴェーダ治療を選択する動機

は，西洋医学の治療を一旦受けても，その結果に何らか満足しない理由があり，アーユル

ヴェーダを選択していた．

また健康管理では，それぞれに健康に気を配って生活しており，その中には伝統的なハーブ

や，オイルマッサージやヨーガが取り入れられていた．

さらにインタビューとアーユルヴェーダ原典からディナチャルヤーと呼ばれる日課は，単な

るルティーン的な日課ではなく，信仰だけでもない．それはインドの人々の根底にある生活の

智慧の結集であり，その実践である．

日常生活の営みが自身でできなくなった時，援助するのが看護師の仕事であるが，その生活

の営みとは何かをこのインタビューから考えることとなった．異文化であるインドの人々の生

活の様子を知ることで，改めて身体的・精神的・社会的・スピリチュアル的に生活を援助する

ことの奥深さを痛感し，文献と生活実態を統合して考察していくことの必要性を実感した．
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