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作家、日印芸術研究所言語センター長の山田真美さんの連載で

す。 

プロフィール紹介

第6回 不思議なご縁

 

あれは去年のちょうど今頃、仕事で南インドのバンガロールを訪れていたときのことです。

街の一角に珍しいゾロアスター教の寺院があると聞き、訪ねてみることにしました。

ペルシャ（現在のイラン）発祥のゾロアスター教は、現存する世界最古の宗教のひとつ

で、火を神聖視するこ とから「拝火教」とも呼ばれます。世界中の信者数を合わせても

八万人から十万人とかなり小規模で、そのほとんどがインドで暮らしていますが、国際

感覚と経 営センスが抜群なため社会的な成功者が多く、たとえばインド最大のＴＡＴＡ

財閥は代々ゾロアスター教徒が経営しています。ちなみに、私がインドでいちばん 親しく

している女友達（エアインディアの客室乗務員）もゾロアスター教徒です。

バンガロールでゾロアスター教の寺院を訪ねてみたのは、この宗教の経典を読んでみた

いと思ったからでした。こう見えても私は高野山大学の大学院で密教を学ぶ現役の学

生ですから、他の宗教についてもたくさん勉強し、きちんと理解しておく必要があるので

す。

ところがゾロアスター教の経典は、ふつうのルートではなかなか目に触れる機会がありま

せん。そこで、信者 以外は寺院のなかに一歩も入れないという厳しい規則があることは

知っていましたが、もしや図書室の資料だけでも見せてもらえないかしらと思い、まさにダ

メ モトで訪ねてみたわけですね。

寺院に到着した私が物珍しそうに敷地内を歩いていると、黒い小さな帽子をかぶった紳

士がすぐに近づいてきました。何かご用ですかと尋ねられ、私が用件を告げると、男性は

不思議そうに目を見開いて言いました。 

「ゾロアスター教の経典に関心があるとは、実に珍しい。普通の人は、我々の宗教の存

在さえ知らないのですが……」

そこで私が、 

「実は、インドにおける私の親友はゾロアスター教徒なんですよ。カイザードという名前

で、ムンバイに住んでいます。彼女には娘さんが2人いて、長女のパールちゃんは日本で

マジックを披露したこともあります。そのときにマジックショーをコーディネートしたのが私
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で……」 

と告げかけたところ、彼は私の言葉をさえぎるようにして、こう答えたではありませんか。 

「いやあ、驚きました！　私は仕事の都合でバンガロールに住んでいますが、もとをただ

せばムンバイの人間です。パールちゃんのおうちと私の家は、お隣同士なんですよ！」

これには私も心底ビックリしましたが、この不思議なご縁のおかげで、普通なら異教徒は

入れてもらうことが できない図書館に入れてもらい、司祭から『アヴェスター』（経典）を

贈られ、沈黙の塔（ゾロアスター教徒が鳥葬のために使う施設）のすぐ脇まで訪ねること

ができたのです。「ご縁」というものの凄さを強く感じた一件でした。

さて、そこで私は思うのです。この「ご縁」というものは一体何なのだろうか、と。

おそらく皆さんにも経験があるのではないでしょうか。たとえば、長いこと逢っていない友達

のことを考えな がら道を歩いていたら、なぜかその人と思いがけなくバッタリ出逢う。こうい

う体験を「偶然」と呼ぶべきか「必然」と呼ぶべきか、そのへんは意見の分かれる ところで

しょうが、人生にはところどころに不思議な“仕掛け”が隠されていて、思いもよらないとこ

ろで「バッタリ遭遇」となるのです。少なくとも私の人生 では、昔からこの種の「バッタリ」が

よく起こります。

たとえば、あれはアメリカをドライブ旅行中のこと、ふつうの観光客が行かないような田舎

町に立ち寄り、ガ イドブックにも載っていない無名の小さなレストランに入ったところ、すぐ

目の前にオーストラリア留学中に同じ町に住んでいた女性が立っていた、ということ があ

りました。何年も逢っていなかった音信不通の相手と、地球のほぼ反対側でまさかの再

会を果たしたわけです。

またあるときは、知人のSさんに急用があって電話をかけてみたものの、なかなかつながら

ず、（買い物が終 わったらもう一度電話してみよう）と思いながら銀座の靴屋に入り、試

着のためにパンプスを片手に椅子に座ったところ、隣の椅子にSさんが座っていたという こ

ともありました。

別のあるときは、山手線の最終電車に乗り、扉の近くに立ってふとイトコたちのことを考

えながら窓の外を眺 めていると、電車が駅に停まりました。ちょうどそこへ反対方面行き

の山手線が入線してきたので何気なく視線をやると、ガラスを隔てた真向かいに、なんと

イ トコが立っていたではありませんか。こんな遭遇も、やはり「ご縁」のなせるわざでしょ

う。

インド最南端のケララ州を一人旅していたときは、観光客が立ち寄らないような辺鄙（へ

んぴ）な海岸を散歩 していると、遠くからいきなりフリスビーが飛んできました。そのディス

クを追ってあわてて駆けて来たのは、意外にも日本人らしき男性。しかもその人は私を

見るなり目を見開いて、「失礼ですが山田真美さんではありませんか。こんなところでお

会いできるとは……。実は私、山田さんがお書きになった『マンゴーの 木』を読んでハマ

ってしまい、それが原因でこうしてインドに来たんです！」とおっしゃるではありませんか。

日本から遠く離れたインドの最南端で読者さんに 逢えるなんて、誰が予想できたでしょ

う。

書きはじめると切りがないので、このへんでやめておきますが、私の人生には、こうした「バ

ッタリ」がとにかく多いのです。これは一体どういうことなのでしょう。

こういうことが起こったとき、私たちはごく自然に「ご縁」という言葉を使います。例えば誰

かと出会ったと き、あるいは誰かと別れることになったとき、何かを成し遂げたとき、何か

を成し遂げられなかったとき、私たちはさまざまな場面で「ご縁があった」とか「ご 縁がなか
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≪ 第5回 生きるための勇気 第7回 お葬式の意味 ≫

った」という表現をします。すると、そこに至るまでにあったさまざまな経緯も、長い歴史

も、喜びも悲しみも憎しみも流した涙も何もかも、すべては 「ご縁」という一言によって浄

化されてしまうから不思議です。

“縁”という漢字は、「えん」「えにし」のほか、「ふち」「へり」とも読みます。人と人とのつな

がりは、 まさにこの「ふち」「へり」の部分にこそあるのではないか。私たちは日頃、ともす

れば物事の真ん中ばかりに注目し、端っこの部分はないがしろにしがちです が、生きて

ゆくということの本当の意味は、この「ふち」の部分を大切にし、味わうことなのかも知れま

せん。 

物事の「端っこ」を大切にする。そうすることで初めて見えてくる、そんな幸福が「ご縁」で

はないか。そんなふうに思う今日この頃なのです。

マンゴーの木―伝説の魔法使いをめぐる運命

の輪 

山田 真美 

幻冬舎
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