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インド北西部ラジャスタン州の乾燥地帯には、ヒンズー教徒

が築いた城郭都市が点在している。かつてはシルクロードの交

易路のオアシスとして栄えた都市も、船舶や鉄道交通の発達な

どのため経済活動の拠点としては取り残され、そのことが逆

に、中世の街の姿を今日に伝えることに繋がっている。ラジャ

スタン州はかつてイスラム教徒のムガール帝国に対抗して勇敢

に戦ったヒンズー教徒であるラージプート族の故郷で、その藩

王マハラジャが築いた砦や宮殿が残っている。本章では、その

代表的な都市であるジャイサルメール、ジョードプル、ジャイ

プール、ウダイプルを取り上げる。これらの都市は、交通の利

便性や防衛力の向上を目指して遷都により建設された計画都市

が多いが、都市内部はそこに住む人々の日々の生活を反映した

人間味あふれる空間となっている。日本の気候風土とは対極と

もいえる乾燥したこの地域の都市、建築には、固有の文化的特

徴や職人の技術の粋が見られて、興味深い。

広大なタール砂漠の中央、西ラジャスタンの乾燥した平原に

位置するオアシス都市であり、パキスタンとの国境に近い。年

間平均降雨量は 200mm 程度である。1156 年、ラーワル・ジャ

イサル王によって軍事要塞及び東西交易の拠点として建設され

た。かつてはラクダを使ってアラビア、ペルシャと交易する隊

商の中継都市として繁栄した。（写真 1 〜 6）

街は遠目には丘の頂上から裾までつながった、一つの黄色い

岩の塊のように見える。城郭は周囲の土地より約 100m 高い丘

の上にある。ジャイサルメールは強固な二重の城壁に囲まれて

いるが、城壁の内部に入る入口は一ヵ所だけである。城郭内の

建物は黄砂岩で造られており、太陽の光を受けて黄金に輝くた

め、黄金の都市（Golden City）とも呼ばれている。

ジャイサルメールの城郭内は細い街路が迷路のように走り、

道に面して建物が高密度に建っている。大臣や裕福な商人が住

んだ邸宅ハヴェリの中には 7 階建てのものもある。高い建物と

幅員 4m 未満の街路のおかげで、日中でも涼しい日陰の中を歩

くことができる。街路に面する建物の外壁には、ジャルカーと

ジャイサルメール
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写真 1　ジャイサルメール　遠景 写真 2　ジャイサルメール　城郭
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写真 3　ジャイサルメール　王宮

写真 4　ジャイサルメール
邸宅ハヴェリ
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写真 6　ジャイサルメールの街路と住宅前面の檀写真 5　ジャイサルメール　ジャルカー
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図 2　ジョードプル　旧市街

呼ばれる精緻な彫刻が施された出窓がついており、通風を確保

すると同時に、女性が自分の姿を見られることなしに、外部を

眺めることができるようになっている。

住居は街路から一段高くなっており、段を上って中に入る。街

路に沿って壇（プラットフォーム）があり、ヒンズー教徒にとっ

ては、戸外の生活の場となっている。各住宅は間口が狭く、奥行

きが深い。隣の家とは戸境壁を共有しており、敷地一杯に建物が

建っている。住戸の１階は道路に対して閉じており、玄関扉以外

に開口部はなく、防犯性とプライバシーが確保されている。住戸

の中は中庭を中心に部屋が配置され、強い自然光が差し込むため

内部は明るく、通風もある。大規模な住宅には複数の中庭があり、

多くの部屋が中庭を中心に配置されている。中庭は外出する機会

の少ない女性にとっては重要な生活の場となっており、料理、食

事などの日常生活が行われてきた。雨の降らないこの地方では夏

の夜、戸外で寝ることは一般的で、中庭は就寝にも使われていた。

上層階に上がるに従い開口部が増え、開放的な空間になっている。

ジョードプル 

北西インド、ニューデリーの南西約 500km に位置する。

ジョードプルの起源はラソッド王朝の高名なジョダ王が 1459

年に町の基礎を築いたことに遡る。ラージプートのメワール族

の古い首都であり何世紀にもわたり「死の地方」として知られ

た乾燥地帯のオアシスであった。町の中央に高く威嚇するよう

に聳え建っているのは石の宮殿、メヘランガル要塞（城）である。

宮殿の外壁は、赤みを帯びた石に精巧な彫刻が施されている。

住居地区はメヘランガル要塞の麓の傾斜地に、要塞を中心

に放射状に広がっている。インディゴブルーの青と白に塗ら

れた住宅のファサードは、この町に強い個性を与えており、 こ

の町が「青の都市（Blue City）」と呼ばれる所以である。青い

色は太陽光を反射して住居の内部を涼しくしていると言う。

（写真 7 〜 9）図 1　ジャイサルメール　旧市街

写真 7　ジョードプル メヘランガル城　遠景
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写真 9
ジョードプル
メヘランガル城　窓廻り

写真 8　ジョードプル メヘランガル城　内部
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図 3　ジャイプール　旧市街

形街区を計画したと伝承されている。街の

建物はピンク色に塗装されており、ピンク

シティ（Pink City）とも呼ばれている。

現在はラジャスタン州の州都である。

ジャイプールの街区は広幅員の道路によ

り、幾何学的に計画されているが、街区内

部の道路は他の都市と同じように、地域住

民の生活や商業活動の場になっている。

一般的にインドの都市の街路は、3 段階の

階層構造を持つとされる注 1）。主要道路（1

次レベル）は市門から町の中心部に至る重

要な連絡道路であり、都市のほとんど全て

の商業活動がこの道路に集中している。多

様な機能と動きの多さのため道路は活気に

満ちている。道路沿いや他の種類の道路と

の交差点に視覚的に重要な特徴が見いださ

れる。また重要なランドマークと視覚的繋

がりを持っている。2 次レベルの道路も連

絡機能と商業機能を持っている。ただし商

写真 10　ジャイプール　風の宮殿

1728 年ラジャ・ジャイ・シンⅡ世が約 10km 北のアンベー

ルから首都を移転したことにより都市の建設が始まった。平坦

な土地、良好な排水条件、建設用石材の入手しやすさが敷地選

定の判断基準であったとされる。古代インドの都市計画原理に

基づき計画されており、一辺が約 800 ｍの 9 つの正方形の街

区が構成する都市である。ジャイ・シン王は天文学に秀でた才

能と興味を持っていたので、9 つの惑星を連想して 9 つの正方

業活動は専門化の傾向が見られ、例えば、ある道路は金、宝石

を、またある道路は穀物、衣類、紙、文具等を専門に扱ってい

る。道路のスケールは小さく、歩行者と乗物が混乱を増してい

る。3 次レベルの道路は住宅の集合体（クラスター）を形成し

ている。結びつきは地区内に限られ、商業活動はほとんど見ら

れない。クラスターがいくつかまとまって、門で管理できる一

つの広場を共用することもある。道路沿いに、戸外に腰をおろ

し近所の人と社交するため壇や階段が存在する。多くの家事が

この道路にあふれ出し、生き生きしたコミュニティの場になっ

ている。（写真 10 〜 12）

ジャイプール
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写真 11　ジャイプール

写真 12　ジャイプール
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写真１3　ウダイプル　市内宮殿 写真１4　ウダイプル　レイクパレス
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図 4　ウダイプル　旧市街

 注）本章の内容は、日本建築学会アジア建築交流委員会が、創設 110 周年事業の一環として企画した、インド西部 建築・都市・住居視察団（団長：東
京工業大学、八木幸二教授、1998 年 3 月 28 日から 4 月 9 日）の調査内容をもとに加筆したものである。本稿掲載の図版は、アーメダバード建築大学 
CEPT のクルブシャン・ジャイン教授とその夫人で建築家のミナクシ・ジャイン氏の著書「Indian City in the Arid West」から転載したものである。

【引用または参考文献】
1）Indian City in the Arid West，Kulbhushan Jain，Minakshi Jain, 1994
2）インドのユネスコ世界遺産他、神谷武夫、http://www.kamit.jp/02_unesco/unesco.htm#contents、2016 年 4 月参照
3）インド西部の城郭都市と中庭型住宅、南一誠、伝統的建築技術と環境共生、pp.22-27、日本建築学会第 2 回アジアの建築交流国際シンポジウム   
　  21 世紀のアジア建築 F 分科会 F、1998
4）インド西部の都市、建築、住宅視察、南一誠、建築雑誌 vol.113、No.1425、pp.134-135、1998 年 8 月
5）インド ラジャスタン州の城郭都市とクンダ、南一誠、ユニブック、2016 年 10 月

旧都シトルが外部からの攻撃に対する防衛が

不十分だったため、1559 年マハラナ・ウダイ・

シン藩王によりメワールの新首都として建設さ

れた。宮殿は防衛と水利を考慮して、川を堰き

止めて造った人造湖ピチューラ湖の湖畔に建設

された。白い建物の景観が美しいため、「ホワ

イト・シティ」とも呼ばれている。

宮殿は防衛上の観点から湖に面して南北に長

く配置されており、重要な部屋は湖への眺望

や、自然の通風を得ることが出来る。一般的に

城郭都市の基本構造は市門と王宮、市場等の主

要な都市施設を結ぶ道路が形成するが、ウダイ

プルの主な道路は、宮殿からジャグディシュ寺

院を経由して市門まで、放射状に延びている。

ピチョーラ湖の湖面には元の離宮が浮んでいる

が、現在はレイクパレスホテルとして一般に開

放されている｡（写真 14 〜 16）

ウダイプル

ウダイプル　レイクパレス
写真 15
写真 16
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パータン　階段井戸
写真 17
写真 18

写真 19
写真 20
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写真 23

アーバネリー
写真 21
写真 22


