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＜ブータン訪問学生感想文＞ブータン人の精神を支えるもの

岸　晃生

京都大学医学部 1 回生

ヒマラヤ学誌　No.16, 85-89, 2015

1．序
　ブータンの GNH政策の 4本の柱のうちに自然環
境の保全（Conservation of the Environment）と文化
の維持・促進（Preservation and Promotion of Culture）
が含まれているという事実は、ブータンの政治の
特異性を語るときによく持ち出される。確かに、
実際に現地に行き人々の生活を観察すると、伝統
的な仏教思想と自然環境が、ブータンに住む人々
のあらゆる活動の底流をなしていることが見て取
れた。この小論文では、文献を参考にしつつ、こ
のたびのブータン渡航で得られた経験に基づき、
仏教や自然環境と人々との関係を紹介したい。

2．生活の中の仏教1）

　このたびの渡航で、ブータン仏教が人々の暮ら
しに見事に根付いている様子を観察できた。仏教
施設は風景に融け込み（写真 1）、人々の行動も
仏教の教えに沿っている。例えば、寺院ではお年
寄りをよく見かけた。彼らは一方の手でミニチュ
アマニ車を回しながら、片方の手でお堂の壁に埋
め込んであるマニ車も回していく。口では「オン
マニペメフム」と唱えていた。（ちなみにマニ車
の内部にはお経が巻かれており、これを時計回り
に一回回すとお経を一回読むのと同じだけの功徳
が得られるという。オンマニペメフムとは六道を
表し、これを唱えることで悟り・解脱を得ること
を祈る。）ブータン人は高齢になるとこうして功
徳を積み、来世への準備に取りかかるという。

3．仏教と医療の関係性
　今回の旅行は医療施設の見学を目的にしていっ
たので、ここで伝統文化と医療の関係についても
述べておきたい。医療に関する具体的な説明は千
田君に譲る。
　仏教はブータン人の生活の根底をなしている。
よって、近代医療がブータン国内に導入されると

きに、伝統医療に対する近代医療という図式で考
えるとよそよそしく感じられ、国民の信頼を得ら
れないだろう。そうではなくて、新しい医療が従
来からの伝統文化に融け込んでいくことが重要だ
と考えられる。実際、今回の渡航で、西洋医学が
それ以前からあったブータンの風土の中で受け入
れられようとする努力が垣間みられた。ワンデュ
の病院を例にとって説明したい。
　この病院は、一見するとゾンと間違えそうであ
る（写真 2）。ブータン的なのは外見だけでなく、
正面玄関から入ると小さな部屋があり、その四隅
にマニ車がおかれている（写真 3）。その部屋を
進んださきに病院があるといった具合だ。これは、
数十年前にスイス人の寄付で建築されたという。
さらに、病院内部の床も木製である。衛生面では
よろしくないが、こういった建築が、結果的にブー
タンの人々に病院を身近に感じさせる一因となっ
ているという。伝統医療の部屋には、ペットボト
ルを切り開いた手作りの風車がおいてあった。
Health Assistantお手製のマニ車らしい。病院を出
たら、お年寄りが花壇に腰掛けて、ミニチュアマ
ニ車をまわしていた。
　また、病院では近代医療の他に伝統医療も受け
ることができ、選択は患者に委ねられている。近
代医療を導入しながらも伝統医療を否定すること
は決してしないというところに、近代化を推し進
めながらも伝統文化を積極的に保護していくブー
タンの政策の一端を見ることが出来る。
　このように、病院が先進国から導入された外部
のものとしてではなく、ブータン従来の風土の中
に融け込んでいくさまが印象的であった。
　結果として、ブータンでは近代医療と伝統医療
が両立していると言われる。
　もっとも、現在においては近代医療が圧倒的に
主流である。病院にしても BHU（Basic Health 
Unit）にしても、伝統医療に当てられた部屋は基
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ブータン人の精神を支えるもの（岸　晃生）

本的に 1室のみで、これは近代医療の 1つの診療
科に対する割当と等しい。今後は近代医療が優勢
となる中で伝統医療をいかに存続させていくかが
問題となるだろう。

4．仏教と幸福
　「国民の 97％が幸福」というのはブータンにつ
いて語るとき枕詞のように用いられるが、その根
拠が怪しいことはよく指摘される 2）。統計的に
ブータン人が幸福か否かの議論は置いておいて、
実際に行ってみて得られた感想として、私は人々
の満ち足りた姿勢を感じた。そして、ブータン人
の幸福について論じるとき、よく言及されるのが
仏教である。
　また、ブータン政府初代首相フェローであった
御手洗氏は、著書『ブータン、これでいいのだ』
の中で、ブータン人は実際に幸福を感じる力が強

写真 1　道路沿いのダルシン

写真 2　Wangdicholing	General	Hospital

写真 3　病院に通じる部屋のマニ車

写真 4　山中の道路

写真 5	 パロにてガイドのソナムさん、ドライバーの
ユルテムさんと集合写真

ブータン人の精神を支えるもの 
京都大学医学部一回生 岸晃生 
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1八世紀後半の「チベットの宗論」によって、チベット仏教は、高度に密教化した金剛乗と呼ば
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在から得た実感として、幸福を支える条件と、幸福を感じる力の二つは別物

であるという指摘をしている。そして、仏教がこの２つのバランスを支える

精神的支柱として大きな働きをしていて、それは仏教思想には充足すること

をよしとする姿勢が含まれているからであると指摘する。 
 以上、人々の生活に根付く仏教と、それが彼らの幸福の一因となっている

様を紹介した。最後に、ブータンにおける幸福に対する自然が果たす役割に

ついて、主観的にすぎるとの批判を覚悟の上で、自分の感想を記しておきた

い。 
・ 自然環境と幸福 

 ブータンを実際に訪れるまでは、文献から、ブータン人の幸福は主にブー

タン仏教に根付くものなのだろうと考えていた。実際に、上に述べたとおり、

人々からは予想された反応が得られた。しかし、私は今回の旅行で、ブータ

ン人の幸福はその国の自然環境ともまた密接なつながりがあるのではない

か、という印象を受けた。 

 この気づきはブータンを発って初めて得られた。バンコクの空港に着いた

時の印象は強烈だった。まず、緑がない。人工的な四角く白い空間を、蛍光

灯の光が反射していた。そこで私は強烈な不安感、自分の存在が宙に浮いた

まま漂っているような感覚を受けた。そのときに思ったのは、自分はブータ

ンにいる間に自然に包み込まれて守られていたのだ、ということだった。バ

ンコクの空港で私が発作的に欲したのは緑だった。その自然は自分の所在感

を生み出し、精神の緊張を幾分か弱める効果があった。私の場合は、思い返

してみると、幾分かというよりも完全にと言った方が適切かもしれない。バ

ンコクに降り立った時、それま

で守られて解放された心の拠り

所がなくなり、形容しがたい不

安に襲われた。さて、京都も山

に囲まれた土地である。すると、

京都に戻ってくると自分の不安

感も解消するだろうと予想され

る。しかし、今度の印象は、緑

が遠い、ということだった。適

切な表現が見つからないが、自然に、もっと自分に迫ってきて守ってほしい、

写真 4 山中の道路 

と感じた。このような所在感のなさから来る不安感は、帰国してから１週間

ほど続いた。ブータンにおいて、私たちは文字通り山に囲まれていた。道路

を見てみると、むしろ山の中にいたという方が適切だろう（写真 4）。人間の

手が加えられていないこういった自然の中で生きるということ、これがブー

タン人の幸福感の確かな土壌となっているのではないか、と感じる。 

 

・ 結語 

 今回の旅行を通じて、自然環境、伝統文化がブータン人の精神を支える基

盤となっている様を実感することが出来た。そして、これこそが、多くの日

本人をブータンに惹き付けるソフトパワーとなっているのではないだろう

か。ブータンが、そのソフトパワーをもって、今後とも私たちを魅了し続け

ることを願ってやまない。 

 最後に、現地でお世話になったガイドのソナムさん、ドライバーのユルテ

ムさん、今回の渡航をサポートしてくださった松林公蔵先生に深くお礼申し

上げます。そして渡航前か

ら何も分からない私たちを

何から何までお世話してく

ださった坂本龍太先生には

格別の感謝の意を表したい

と思う。ありがとうござい

ました。 
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く、それは幸せを感じられる範囲が広いからだと
述べている。そしてその一つとして、輪廻転生の
思想に基づいた「現世が全てではない」という信
仰があるという 3）。人生が悠久に続く輪廻転生の
一コマであるという思想が生きている。この思想
から、彼らの幸せは現世の幸せにとどまらないと
いう考えを持っていることが窺える 4）。
　また、京都大学こころの未来研究センター内田
由紀子氏は、ブータン滞在から得た実感として、
幸福を支える条件と、幸福を感じる力の二つは別
物であるという指摘をしている。そして、仏教が
この 2つのバランスを支える精神的支柱として大
きな働きをしていて、それは仏教思想には充足す
ることをよしとする姿勢が含まれているからであ
ると指摘する。
　以上、人々の生活に根付く仏教と、それが彼ら
の幸福の一因となっている様を紹介した。最後に、
ブータンにおける幸福に対する自然が果たす役割
について、主観的にすぎるとの批判を覚悟の上で、
自分の感想を記しておきたい。

5．自然環境と幸福
　ブータンを実際に訪れるまでは、文献から、ブー
タン人の幸福は主にブータン仏教に根付くものな
のだろうと考えていた。実際に、上に述べたとお
り、人々からは予想された反応が得られた。しか
し、私は今回の旅行で、ブータン人の幸福はその
国の自然環境ともまた密接なつながりがあるので
はないか、という印象を受けた。
　この気づきはブータンを発って初めて得られ
た。バンコクの空港に着いた時の印象は強烈だっ
た。まず、緑がない。人工的な四角く白い空間を、
蛍光灯の光が反射していた。そこで私は強烈な不
安感、自分の存在が宙に浮いたまま漂っているよ
うな感覚を受けた。そのときに思ったのは、自分
はブータンにいる間に自然に包み込まれて守られ
ていたのだ、ということだった。バンコクの空港
で私が発作的に欲したのは緑だった。その自然は
自分の所在感を生み出し、精神の緊張を幾分か弱
める効果があった。私の場合は、思い返してみる
と、幾分かというよりも完全にと言った方が適切
かもしれない。バンコクに降り立った時、それま
で守られて解放された心の拠り所がなくなり、形
容しがたい不安に襲われた。さて、京都も山に囲

まれた土地である。すると、京都に戻ってくると
自分の不安感も解消するだろうと予想される。し
かし、今度の印象は、緑が遠い、ということだっ
た。適切な表現が見つからないが、自然に、もっ
と自分に迫ってきて守ってほしい、と感じた。こ
のような所在感のなさから来る不安感は、帰国し
てから 1週間ほど続いた。ブータンにおいて、私
たちは文字通り山に囲まれていた。道路を見てみ
ると、むしろ山の中にいたという方が適切だろう

（写真 4）。人間の手が加えられていないこういっ
た自然の中で生きるということ、これがブータン
人の幸福感の確かな土壌となっているのではない
か、と感じる。

6．結語
　今回の旅行を通じて、自然環境、伝統文化がブー
タン人の精神を支える基盤となっている様を実感
することが出来た。そして、これこそが、多くの
日本人をブータンに惹き付けるソフトパワーと
なっているのではないだろうか。ブータンが、そ
のソフトパワーをもって、今後とも私たちを魅了
し続けることを願ってやまない。
　最後に、現地でお世話になったガイドのソナム
さん、ドライバーのユルテムさん、今回の渡航を
サポートしてくださった松林公蔵先生に深くお礼
申し上げます。そして渡航前から何も分からない
私たちを何から何までお世話してくださった坂本
龍太先生には格別の感謝の意を表したいと思う。
ありがとうございました。

注
1） 八世紀後半の「チベットの宗論」によって、
チベット仏教は、高度に密教化した金剛乗と
呼ばれるインド大乗仏教を継承した。ブータ
ンは十七世紀前半に、チベット仏教の一派で
あるドゥク派により統一されたが、ブータン
仏教は様々な面で他のチベット系仏教とは趣
を殊にするので、チベット仏教というよりは
ブータン仏教といった方がより正確である。
ちなみに、チベット・ブータンの仏教の内容
については、今枝由郎著『ブータン―変貌す
るヒマラヤの仏教王国』に詳しい。

2） この根拠となるのは 2005年に行われたブー
タンの国勢調査であるが、この幸福に関する
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ブータン人の精神を支えるもの（岸　晃生）

調査は全て対面方式で行われ、調査対象も世
帯主に限り、しかも選択肢が very happy, 
happy, not very happyの 3択のみというもの
だった。キャッチフレーズが一人歩きしてい
る感は否めない。

3） 御手洗氏はこの他に、ブータンはムラ社会が
残り共同体感覚が強く、人々が幸せと感じる
対象が個人単位ではなく家族単位であるとい
う点も指摘している。「社会、共同体のサイズ」
は、仏教、自然環境と並列して生活の質の向
上に貢献しているとして度々指摘される。今
枝由郎は著書『ブータンに魅せられて』にお
いて「ブータン人は、人間的なサイズの社会
で、自然と調和し、仏教の教えに従い慎まし
く、等身大で人間味あふれる生活を満喫して
いるヒューマニストたちである。」（p187）と
述べている。

4） 御手洗氏とブータン人との会話は興味深い。
前著において、氏は「現在の自分のためにお
祈りする」という日本人の姿勢がいかにブー
タン人にとって異質であるかを示唆してい
る。
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Summary

The Basis of the Spirits of the Bhutanese

Akio Kishi

Kyoto University Faculty of Medicine

    Bhutanese Buddhism and the nature of the country are supposed to support the happiness of the 

Bhutanese. This report introduces the former studies and my own experiences in Bhutan, which supports 

the idea.

    There are at least two ways in Bhutanese Buddhism supporting the spirits of the Bhutanese. One is that 

they think not only about this life but also the afterlife, so they don’t only think about the happiness in this 

life. The other is that the Buddhism contains the idea that one should be content to be as it is.

    I think the natural environment also supports the spirits of the people. In Bhutan, the nature wraps and 

protects us, enabling us to open up our minds, thus leading us to feel relieved and happy, and the sense I 

felt in the visit.




