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ブータンの人々の暮らし（川竹絢子）

＜ブータン訪問学生感想文＞ブータンの人々の暮らし

川竹絢子

京都大学医学部医学科 1 回生

ヒマラヤ学誌　No.16, 90-93, 2015

1．民族衣装
　ブータンの人々は、特別な時だけでなく、日常
生活においても民族衣装を着る。これは、警察や
軍に所属する人を除き、国民は公の場（ゾンや役
所、寺院、学校、公式集会など）で民族衣装を着
用するよう義務付けられているからだ。実際、街
で働くほとんど人は民族衣装を着用していたし、
ガイドさん、ドライバーさん、ホテルやゲストハ
ウスの従業員も必ず民族衣装を着用していた。
　男性用の服は「ゴ」と呼ばれ、日本の着物にや
や似ているが、着方は少し違う。丈がくるぶしま
である着物を、帯で膝までたくし上げて着るのだ。
ゴの下には「チュゴ」と呼ばれる白い襦袢を着、
折り返して袖口からチュゴが見えるようにする。
そして靴は革靴やスニーカーを履き、ロングソッ
クスを履くのが一般的だ。
　女性用の服は「キラ」と呼ばれる。キラは一見
すると絨毯のような一枚の布で、これを巻き付け
るように着込み、肩口を「コマ」というブローチ
で留め、「ケラ」という帯を締める。そして「チュ
ゴ」と呼ばれる上着を羽織る。
　滞在中、実際にキラを着る機会があった（写真
1参照）。地元の人の手織りのキラは色鮮やかで
非常に美しく、着てみると、一枚の布とは思えな
いほどあたたかかった。日本の着物と似ているせ
いか、どこか懐かしくほっとする気持ちになり、
さらにブータン人と同じ格好をすることで、彼ら
に対する親近感が一気に湧いた。おそらくブータ
ン人は互いに同じ民族衣装を着ることで、心の隔
たりを小さくし、絆を深めあっているのではない

かと思った。
　とは言っても、皆が全く同じ民族衣装を着てい
るわけではない。年配の女性は茶系の落ち着いた
色を身に付けることが多いが、若い女性はカラフ
ルなものを身に付けており、柄も様々だった。民
族衣装だからと言って形式ばっているのではな
く、個々人が好きな柄、好きな模様の衣装を着て
おしゃれを楽しんでいるのが印象的であり、現代
人のニーズに合わせ少しずつ変化していきながら
も、伝統的な民族衣装の文化を受け継いでいこう
としているように感じられた。

2．食文化
　ブータンでの食事は、粘り気の少ない白米、赤
米を主食に、肉や野菜、キノコの煮込みをおかず
として食べるのが一般的だ（写真 2参照）。煮込
みに使う調味料は様々であるが、圧倒的に多いの
はチーズ煮込みである。ブータンでは「ダツィ」
と呼ばれる、カッテージチーズのようなチーズが
メジャーであり、これを煮込みに使うのである。
　間食としてはビスケットやクラッカーがよく食
べられる（写真 3参照）。ブータンの、とりわけ
農村部では、チョコレートやキャンディー類を目
にすることはほとんどなく、お菓子としては、ト
ウモロコシやコメを油で揚げたものをよく食べて
いた。客が来た時にはバター茶や紅茶とビスケッ
トでもてなすのがブータン流らしく、私たちもホ
テルやゲストハウス、訪れた BHUでは、温かい
紅茶と食べきれないほどのビスケットでもてなし
てもらった。バター茶は、バターというよりも濃

　ブータンと言えば「幸せの国」という言葉を思い浮かべる人が多いだろう。これは、ブータンは国
民総所得が低いにも関わらず、2005年の国勢調査で国民の約 97％が「幸せ」と回答したという事実
に影響されているためだろう。では物質的な豊かさはなくとも、精神的には幸せと感じるブータン人
の暮らしとは一体どのようなものだろうか。この疑問に対する答えを探るべく、今回、ブータン滞在
中に私が感じたことも交えながら、ブータンの文化や暮らしを考察していこうと思う。
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厚なチーズが紅茶の中に入っているような味だっ
た。癖があるので、日本人には好き嫌いが分かれ
そうだ。最近では、インドの影響を受け、紅茶が
ストレートティーではなく、甘いミルクティーで
あることも多いようだ。
　また、ブータンの食事を語るうえで欠かせない
のが「エマ」すなわちトウガラシである。ブータ

ンでは、トウガラシは野菜として扱われており、
料理にふんだんに取り入れられる。そのため、ブー
タン料理は「世界で一番辛い料理」と評されるこ
ともある。今回の滞在中でも、「エマ・ダツィ」
というトウガラシのチーズ煮込みは、毎食必ず出
された。初めはその辛さと、トウガラシとチーズ
という日本人には馴染みの薄い組み合わせに戸惑
いを覚えたものの、何回も食べるうちにその辛さ
にも慣れ、食べた後の体がぽかぽかと温まる感じ
に心地よささえ感じ始めた。庶民から王様まで、
ブータン人が好んでエマ・ダツィを食べる理由が
少し分かった気がした。

写真 1	 道端のお店でキラを着せてもらった。右はゴ
を着ているドライバーのユルテムさん

写真 2	 保温容器に米と数種類のおかずが入れられて
おり、これらを少しずつ取り分けて食べる

写真 3	 お茶にバターと塩を入れたバター茶とビス
ケット、米を揚げたお菓子

写真 4　ウラ地方でホームステイした先の農家の方と

（写真１ 道端のお店でキラを着せても

らった。右はゴを着ているドライバーのユルテムさん） 
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みをおかずとして食べるのが一般的だ。（写真２参照）煮込みに使う調味料は様々であ

るが、圧倒的に多いのはチーズ煮込みである。ブータンでは「ダツィ」と呼ばれる、カ
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られる。そのため、ブータン料理は「世界で一番辛い料理」と評されることもある。今

回の滞在中でも、「エマ・ダツィ」というトウガラシのチーズ煮込みは、毎食必ず出さ

れた。初めはその辛さと、トウガラシとチーズという日本人には馴染みの薄い組み合わ

せに戸惑いを覚えたものの、何回も食べるうちにその辛さにも慣れ、食べた後の体がぽ

かぽかと温まる感じに心地よささえ感じ始めた。庶民から王様まで、ブータン人が好ん

でエマ・ダツィを食べる理由が少し分かった気がした。 

（写真２ 保温容器に米と数種類のおかずが入れら

れており、これらを少しずつ取り分けて食べる） 

（写真３ お茶にバターと塩を入れたバター茶とビスケ

ット、米を揚げたお菓子） 
 
３．助け合いの精神に基づいた暮らし 
 ブータン滞在中、２日間ウラ地方の農家にホームステイした。その時に印象的だった

のが、農村の人々が、家族内ではもちろん、家族という枠組みをも超えて、互いに助け

合いながら暮らしていたことだった。食事の時間になると、男女関係なく家族が台所に

集まってきて一緒に食事の用意をしていた。よくよく見てみると、家族以外の人も混ざ

って談笑しながら、食事の準備に加わっていたりした。一体どこまでが家族なのか分か

らないほどくつろぎ、食事の準備を一緒に楽しんでいた。村の広場では、ある家の新築

祝いのために、村の人が 20～30 人ほども集まっていた。また、隣の家の母親が働いて

いる間、その子供の面倒をみておく、なんていうことは当たり前のように行われていた。

どれも日本では失われかけつつある風景だ。なぜブータンの人々はこれほど他人を思い

やり、協力し合いながら生きていくことができるのか。疑問に思ってガイドの人に聞い

てみたところ、すぐにこんな返事が返ってきた。「ブータンの人は、他人の幸せは自分

の幸せだと信じているからだよ。」この単純明快な答えに、私は感動した。これは仏教

（写真２ 保温容器に米と数種類のおかずが入れら

れており、これらを少しずつ取り分けて食べる） 

（写真３ お茶にバターと塩を入れたバター茶とビスケ

ット、米を揚げたお菓子） 
 
３．助け合いの精神に基づいた暮らし 
 ブータン滞在中、２日間ウラ地方の農家にホームステイした。その時に印象的だった

のが、農村の人々が、家族内ではもちろん、家族という枠組みをも超えて、互いに助け

合いながら暮らしていたことだった。食事の時間になると、男女関係なく家族が台所に

集まってきて一緒に食事の用意をしていた。よくよく見てみると、家族以外の人も混ざ

って談笑しながら、食事の準備に加わっていたりした。一体どこまでが家族なのか分か

らないほどくつろぎ、食事の準備を一緒に楽しんでいた。村の広場では、ある家の新築

祝いのために、村の人が 20～30 人ほども集まっていた。また、隣の家の母親が働いて

いる間、その子供の面倒をみておく、なんていうことは当たり前のように行われていた。

どれも日本では失われかけつつある風景だ。なぜブータンの人々はこれほど他人を思い

やり、協力し合いながら生きていくことができるのか。疑問に思ってガイドの人に聞い

てみたところ、すぐにこんな返事が返ってきた。「ブータンの人は、他人の幸せは自分

の幸せだと信じているからだよ。」この単純明快な答えに、私は感動した。これは仏教

の教えに基づいた考えだそうだ。単純だが、それでいて実行困難なこの教えをブータン

人が当たり前のように信じ、当たり前のように実行していることが本当にすごいと思っ

た。 
 「何があっても誰かが必ず助けてくれる。」ブータンの人はそのように考え、互いに

助け合いながら日々生きている。そのような確固とした安心感がブータン人の精神的な

安定につながり、結果として幸福感につながっているのではないか。 

 
（写真４ ウラ地方でホームステイした先の農家の方と） 
 
 最後になりましたが、今回の旅を全面的にサポートしてくださった松林公蔵先生、旅

行中私たちのお世話をしてくださった、ガイドのソナムさん、ドライバーのユルテムさ

んに深く感謝いたします。そして、旅行の計画段階から旅行中、旅行後に至るまで、私

たちを非常に親身にサポートしてくださった京都大学東南アジア研究所の坂本龍太先

生には格別の感謝の意を表したいと思います。 
 
 
【参考文献】 
・『地球の歩き方 ブータン』 
・今枝由郎『ブータン 変貌するヒマラヤの仏教王国』2000 年 大東出版社 
・平山修一『現代ブータンを知るための 60 章』 2005 年 明石書店 
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3．助け合いの精神に基づいた暮らし
　ブータン滞在中、2日間ウラ地方の農家にホー
ムステイした。その時に印象的だったのが、農村
の人々が、家族内ではもちろん、家族という枠組
みをも超えて、互いに助け合いながら暮らしてい
たことだった。食事の時間になると、男女関係な
く家族が台所に集まってきて一緒に食事の用意を
していた。よくよく見てみると、家族以外の人も
混ざって談笑しながら、食事の準備に加わってい
たりした。一体どこまでが家族なのか分からない
ほどくつろぎ、食事の準備を一緒に楽しんでいた。
村の広場では、ある家の新築祝いのために、村の
人が 20 ～ 30人ほども集まっていた。また、隣の
家の母親が働いている間、その子供の面倒をみて
おく、なんていうことは当たり前のように行われ
ていた。どれも日本では失われかけつつある風景
だ。なぜブータンの人々はこれほど他人を思いや
り、協力し合いながら生きていくことができるの
か。疑問に思ってガイドの人に聞いてみたところ、
すぐにこんな返事が返ってきた。「ブータンの人
は、他人の幸せは自分の幸せだと信じているから
だよ。」この単純明快な答えに、私は感動した。
これは仏教の教えに基づいた考えだそうだ。単純
だが、それでいて実行困難なこの教えをブータン
人が当たり前のように信じ、当たり前のように実
行していることが本当にすごいと思った。
　「何があっても誰かが必ず助けてくれる。」ブー
タンの人はそのように考え、互いに助け合いなが
ら日々生きている。そのような確固とした安心感
がブータン人の精神的な安定につながり、結果と
して幸福感につながっているのではないか。
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Summary

Life In Bhutan

Ayako Kawatake

The Medical Faculty of Kyoto University

    It is often said that “Bhutan is a happy country”. Then, what the life in Bhutan is like? In this essay, I 

would like to write about Bhutan's lifestyle.

    People in Bhutan wear folk costumes in daily lives. Male costumes are called “Go”, and female 

costumes are called “Kira”. They are similar to kimono, Japanese costume. I think that by wearing the same 

costumes, people in Bhutan feel strong affinities with each other and strengthen their bonds.

    In Bhutan, people mainly eat rice and meat, vegetables, and mushrooms which are boiled with cheese. 

The most popular vegetable is red pepper, and they eat red pepper boiled with cheese every meal. At first, 

I did not like red pepper very much because it was hot. However, I gradually came to like it, and, now, I 

even miss that hot red pepper.

    During our trip, we stayed at a farmer's house in Ura Area for two days. During the stay, I was 

impressed that farmers were really considerate to each other, whether they were families or not. Then, I 

wondered why they were so kind to each other and asked the driver the reason. He immediately answered, 

“It is because people in Bhutan believe that others’ happiness is their own happiness”.
    “When you are in trouble, someone is sure to help you.”
    People in Bhutan believe so and help each other in daily lives. I think that such sense of security leads 

them to feel that they are happy.

    In conclusion, I would like to appreciate the support of Mr. Matsuzawa, and Mr. Sakamoto.




