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2015.2.23/ 2.26/3.15 

カトマンズ、仏陀が求めたもの 
大阪大学 高部英明 

 

【2/3-9とネパールのカトマンズで開催される Japan University Fairで阪大の国際
化を宣伝するため出張した。カトマンズはヒマラヤの登山基地で、明るい国際
都市を想像していたら、現実は大いに異なった。カトマンズで知り合ったネパ
ール人と結婚し、そこに住む祐加さんに正直な印象（第 1 部）を送ったら返事
が来た。留学生を阪大が引き受けるのは良いが、それが、留学生の母国の発展
にどのように貢献できるか。近代的産業もない途上国には大きな課題である。
留学生を連れてくるだけなら、文中で触れる、中近東への出稼ぎと同じではな
いか。そのやりとり含め、ネパール出張記とした。出張記を書くのにこれだけ
苦労したのは初めてである。世界の途上国の未来について考えさせられた出張

であった。2015.3.16】 

 

はじめに 

文科省の独立行政法人 JASSO の主催で、ネパールのカトマンズで開催される

日本の大学での英語で学位取得可能なコースの紹介フェアに参加した。カトマ

ンズと言えば世界最高峰エベレストの基地で有り、国際都市としての魅力を期

待して訪ねた。しかし、正直、自分の予備知識のあまりのいい加減さに、現実

を見て、グローバル化と世界で広がる格差社会について体が震えるほどの体験

をしてきた。ネパールの方には「偏見」、「差別」と非難されることを覚悟で、

私の正直な印象と事実について触れたた。その上で、現地で知り合った祐加さ

んに私の第 1 部の印象記を読んでいただき、返事をいただいたりした、それを

第 2 部にまとめた。第 3 部では日本がネパールからの留学生を受け入れ、それ

が、ネパールの近代化にいかに貢献できるか、ネパールが最貧国から抜け出す

戦略を愚考してみた。第 4 部は最初に書いた記事で、そんな問題意識もないま

ま、いつもの調子で、途中泊の広州含めカトマンズの印象記を書いていた。今

回は方向が変わったのでその旅行記は、付録として掲載した。 

 

以上のように、この出張記は 4部からなる。書いた時期は前後する。 

第 1部 ネパールという貧しい国に来ての正直な印象(2015.2.23) 

第2部 それを、現地で知り合った祐加さんに読んでもらっての返事と参加者、
阪大・長谷川氏とルカとのやりとり(2015.3.6) 

第 3 部 どうしたらネパールの留学生が喜んで故郷に帰り、国を栄えさせるこ
とができるか(2015.3.15) 

第 4 部 現地で書いた、普通の印象記、途中 1泊した中国・広州を 10 年ぶりに
訪ねたその変わりようも含め(2015.2.3-9) 
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第 1 部 ネパール印象記 

 カトマンズには 2/3-2/9 と出張してきた。2 月 5 日は知り合いの大学を訪問し、

物理学科の生徒達に大阪大学の紹介と研究内容を説明した。この大学では、後

に詳しく書くように毎年入学してくる秀才の物理学科 120 名のうち、ほぼ、100
人が米国の大学院に進学し、他は世界中の大学に進学する。そして、ほぼ、二

度と帰国することはない。日本の戦後の頭脳流失と同じ事が未だに日常的であ

る。その理由も以下に書いた。ネパールというと小さな国を思い、国民総幸福

度(Gross National Happiness: GNH)世界一のブータンと似たような国を想像して

いた。所が、ブータンは人口 75 万人の山岳国。ネパールは驚くことに人口 2700
万人の南部に平地の広がる国である。 

 飛行機からヒマラヤの山脈

を見た時は、おとぎの国へ降

り立つような踊る気持ちにな

った。この国は私の海外訪問

国記念すべき 35 番目である。

しかし、地上に降りて、現実

を見るにつけ、心がふさいで

きた。また、国情を知るにつ

け、国の経済構造に対する私

の無知を思い知らされた。まず、この国には産業と言えるものは農業しかない。

農業だけで 3 千万人近い人の口を糊するとは、日本の江戸時代に等しいではな

いか。加えて、江戸時代同様、この国には階級制度（カースト制度）が法的に

は廃止されているが、現実には就学、就職、人世とついて回る。さらに悪いこ

とに、時代は現代。日本をはじめ、海外から車、家電、云々と輸入品が氾濫し

ている。外貨が出ていくわけだ。そのままだと国家財政破産である。到底経済

は成り立たない。 

 この国の GDP の 1/3 は農業、

驚くなかれ、次の 1/3 は海外か

らの仕送りである。空港に到着

した時、大きな荷物を運ぶ青年

達の集団がいて、商品の仕入れ

に出かけた帰りかと思った。し

かし、帰国時に彼等の実態が理

解できた。空港には中近東や東

南アジア行きのフライトが異

常なまでスケジュールされて

いる。アブダビ、サウジ、カ

高部が今までに訪ねた国。ネパールで 35 カ国目。上

の水色、青が訪ねた国。灰色はこれから？ 
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タール、ドーハ、マレーシア、等。それらに乗り込む若者達は一様に同じパン

フを持っている。皆、中近東などでこれから数年、出稼ぎをするために飛び立

つのである。国に若者を受け入れる産業がない。あぶれた若者はどこへ行くの

か。中近東の過酷な自然の中で肉体労働に従事する。その数、250 万人と聞いて、

驚いた。ピラミッド型の人口の一番の働き盛りにこの国は職業を与えることが

出来ず、人口の 1 割も海外で、低賃金で過酷な労働に従事する。 

 こんな国家というものが貴方には想

像できるだろうか。私は現実を知るにつ

け、身も凍る思いに涙するようになって

いった（ネパールの人には失礼とわかり

つつも）。「おぎゃー」と生まれた国が違

うだけで、方や、オイルマネーで働かず

とも国が税金の代わりに原油利益を還

元してくれる国で、エアコンの掛かった

高層ビルで一生涯過ごす（趣味でタクシー運転手などすると聞いた）。方や、親

への仕送りのために、生まれ育った環境から激変の地で汗を流す日々。不公平

である。いや、人類の不公平は戦争と同じで人類が高度な文明を破壊し尽くす

までなくならない。方や「人種の衝突」、方や「文明・宗教の衝突」、方や、「貧

富の衝突」。それらが対峙した時、人はキリストや仏陀のような寛大な気持ちを

持ちうるのだろうか。最近の世界の動き、特に ISIL の勢力拡大に、21 世紀の「冷

戦構造」、第 3 の衝突を想起させる驚愕の現実を見たような気がした（杞憂であ

ってほしいと願うのだが）。 

 ネパールは貧しく文盲の国かというと、違う。就学年齢の 50％が高校に進学。

その内、70％が大学に進学する。35％が大学で何らなの高度な専門教育を受け

る。所が、悲劇はそこから始まる。その専門性を生かせる就職先が無い。国の

産業構造が、第 2 次産業など、高度な技術や知識を必要とする産業が無い。ま

してや、第 3 次産業も規模は小さい。だから、ほとんどの大学卒業者が、専門

を生かす高度な職に就くことが出来ない。かつ、カースト制度は、大きく、4 つ

に別れ、僧侶・教員、軍隊、商人、労働者と生まれながらに職業種が暗黙に決

まっている。革命が起こらないのが不思議だが（実は、10 年ほど前、革命で王

政を廃止、共和国制度に移行している）、革命が起こっても経済構造は直ぐには

変わらない。 

 経済発展の道は難しいであろう。「では、なぜ、中国やベトナムのように経済

活性化をしないのか」と問うだろう。ところが、それが無理なのである。ヒマ

ラヤの麓に「トヨタ」の工場を誘致できますか。車を生産して、どこに、どう

やって、輸出する。海はありません。大きな河もありません。道路など社会イ

ンフラも致命的です。だから、輸入一辺倒の経済構造。赤字は若者が中近東で

汗を流して埋める。 

 最近、その若者達が「変死」状態で、棺で帰国するケースが増えたそうだ。

肉体的、精神的苦痛たるや想像を絶する。これからの国際問題になりそうであ

る、が、出稼ぎを辞めるわけにはいかない。 
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 「なぜ、若者は逃げないのか」。1 つ

の大きな理由は、伝統的にこの国では、

子供は成人したら親を扶養するとい

う習わしが浸透していることにある。

「親孝行」。美しいことである。私の

知人もその点を大変強調していた。日

本の様に税金による「社会保障」が無

い国では伝統的な価値観である。日本

も昔はそうだった。だから、若者は親

のために苦しさを耐えてお金を貯め、

送金し、親の笑顔を見るために遠い地

で労働に耐える。ある意味、だから、

親は無理をしてでも子供の教育によ

り良い場を与え、自分の未来を託す。 

 実は、ネパールに出かける前から不

思議な話を聞いていた。この国最高峰のトリブバン国立大学の物理の教授が私

の研究室を訪ねたいと、メイルが来た。11 月頃である。履歴書には専門がプラ

ズマ物理実験とあるので、面識はないが受け入れることにした。ネパールでプ

ラズマ物理学を研究しているなんて、どんな人だろうと。一日の訪問なので、

招待状を書いてサインしてメイル添付で歓迎の意を表した。ところが、彼から

は「貴方の招待状でなく、大阪大学国際部からの正式な招待状がほしい。でな

いと、入国ビザがとれない」と言ってきた。今まで、中国含め、そんな経験は

ない。そこで、私は「そんな馬鹿なことはない。カトマンズの日本大使館の電

話番号を教えてくれ。電話して、理由を聞きたい」と、電話番号を教えてもら

い電話した。すると、大使館の対応した方は「実は、何々の国際会議が日本で

あり、招待状が来たので入国ビザがほしいなどと申請してきて、日本に入国し、

帰国しないケースが大変多い現実があります。先生のように確かな方なら問題

ないのですが、そこの見分けも招待状だけでは判断できません。このような事

情があることから、ビザの発給には現在大変慎重にならざるを得ないのが現状

でして、云々」と丁寧な返答があった。そのときは、何という国だろう、と驚

くにとどまった。ところが、その後、私が 2 月にカトマンズを訪ねると教授に

伝えたら、彼は「では、日本行きはあきらめて、カトマンズでお会いしましょ

う」と返事が来た。 

 ネパールから帰国して現状を聞たり見たりしてしまい、その話をマレーシア

からの留学生の Steve に話したら、彼は、先生何を驚いているのですかと言いた

げな顔で「はい、ネパール人はマレーシアでも安価な労働力です。よく、男性

はレストランで働き、女性は個人宅のメイドで働いています。でも、レストラ

ンといっても、ウエーターなどの仕事ではなく、厨房で皿洗いなどの仕事しか

与えられません」と答えてきた。やはり、東南アジアの世界では、日本人には

理解不能な階層構造が未だに何ら疑問なく機能しているようである。1 月に出か

けたシンガポールでのインドネシアからのメイドのケースを書いたが、それと

同じで、低賃金でも喜んで出稼ぎに来て故国に送金する構造は、日本が例外で

ネパールの最高学府の物理学科生徒達にルカ
が IPC などの説明、私は研究内容を優しく講
演した。講演前に集まってきた学部生達。彼
らは皆、大学院は海外を目指している。 
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あり、アジアの他国では広く見られるようだ。 

 私は帰国して、すぐ、風邪でダウンしてしまった。単に気候だけの問題で無

く、世界の貧困（矛盾）を目の辺りにし、心の底まで冷えてしまった事も大き

な原因である。その後遺症は、次の週まで続き、ようやく、ネパール旅行記を

まとめようという気になった。「こんな報告書いて」と激怒されるネパールの方

もいると思う。阪大にもネパールからの留学生がいる。しかし、「人を気遣って、

大きな問題に蓋をする」というのは私の主義に反するので、正直な気持ちを書

いた。間違いは正したいので、その点はご指摘、叱咤、願いたい。   

 

（広島にて眠れぬままに、ネパールの望ましい将来像が描けないか、少し愚

考してみた。以下、加筆したい。：2015.2.26） 

 街を見ながら感じたのは「政治の貧困」である。政治体制自体が将来の国家

像を示し得ず、まずは、どこから集中的に国を立て直すか十分な議論すらされ

ていないように感じた。比較が極端だが、欧州大陸の山岳国、スイスと比較し

てみよう。スイスは歴史も長く豊かな欧州に囲まれ独自の国家戦略で豊かさを

保っている。私が直感的に感じたのは、ネパールはスイスをまずは手本にすれ

ば良い。そして観光産業で日本を含むアジアの先進国から外貨投資を促し、観

光産業のための高速道路やホテルなど、インフラ整備から始める事だ。構想さ

え強固なら世界からの投資を促すことである。利益の一部は投資国に流れるが、

インフラ整備やサービス業の雇用の創生、観光ビジネスなどの企画・実施の発

展への大学卒業者の就労。ヒマラヤ連峰を眺めながら、緑豊かな長期滞在ホテ

ルで外貨を落としていただく。私は 2003 年に家族でオーストリア・アルプスを

テラスから眺めながら家族と一週間滞在したが、まさに天国であった。 

 ところが、スイスとの大きな違いは、宗教の呪縛（表現は悪いが）による、

近代化へのイマジネーションの欠乏では無かろうか。これは、国の指導者たち

が世界の観光地を視察して、国民に豊で家族が未来に期待を持てる啓蒙活動を

展開することにある気がする。日本は幕末・明治維新と、わずか 20 年で近代化

を成し遂げた。これは、当時の海外視察を経験した国際派の大久保、伊藤、岩

倉など、開国して西欧に学び（グローバル化）富国強兵による近代化が不可欠

という確信が、倒幕の盟友で英雄の西郷隆盛を自死に追いやっても成し遂げな

ければならないという信念を植え付けた。私はネパールに後に「近代化の父」

と賞賛される、強い指導力の政治家が現れることを熱望する。そして、「アジア

のスイス、ネパール」という政治経済構造が次世代の舞台に用意されることを

願う。(加筆：2015.2．26) 

 

表題「ブッダが求めたもの」について（2015.2．26） 

「ブッダ」（仏陀）はネパールの「シャカ族」（釈迦ぞく）の王子ゴータマ・

シッダルタとして生まれた。当時の宗教はバラモン教であり、現代のヒンディ

ー教、仏教の祖である。その教えは、「人生は苦である。が、人間は輪廻転生、
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死んでも別のものに生まれ変わり、

また、苦しい生を送ることになる。

それから逃れるのが解脱であり、一

切の苦から解放される。バラモン教

はそれを説きながらも、バラモンの

苦行はシッダルタに、輪廻転生、こ

の世の苦からの解脱を与えなかっ

た。そこで、彼は独自の修行で、天

国で永遠に生き続ける事が出来る

涅槃の境地に達した最初の人（仏陀）となった。現在の生まれ故郷を見て、仏

陀はあの世でどの様に思っているのであろうか？今回の旅行で、仏陀の目指し

たものが少しわかった気がした。 

私は 6 年前に G30 を依頼された時、「日本の国際化による、生き残り、少子化

後の我が国の経済活動の維持」という観点で物理専攻の教授達に阪大国際化へ

の参画を訴えた。が、彼等には、私の主張など異星人の言葉に聞こえたのでは

なかろうか。そして、それまでの先進国での研究交流の出張に加え、留学生勧

誘、いや、世界の先進国・途上国の高等教育の実態調査を自分なりにするにつ

け、阪大の遅れ（特に意識の遅れ）にいらだつ自分を見出した。養老孟司の「バ

カの壁」のように、理解などほど遠い現実に悩みました。互いの価値観を共有

するなど不可能に近いのかと。ある意味で、私は、はじめは釈迦の教えの「大

乗なる仏教」を国際化に目指していたのだと思います。今でも、その理想は捨

ててはいません。しかし、仏教が東に延びるに従い、東南は小乗仏教、東北は

大乗仏教と主眼が変わっていった経緯が何となく理解できるようになりました。

今回の釈迦生誕の国、ネパールが、それを私に考えさせてくれました。 

フランスの経済学者ピケティが「21 世紀の資本」で世界中をかき混ぜています。

でも、彼の理論は国家単位では正しい。日本も貧富の対立が政治化しないうち

に、彼の理論を実践すべきと思います。しかし、彼の理論は国をまたいで、国

際的には今の段階では無力です。いつか、世界単位での「第 2 のピケティ資本

論」を上梓してくれる学者が現れるのでしょうか。私は期待したい。 

 

第２部 祐加さんとのやりとり 

 

（上記の分に対し、現地で知り合った、ネパール人と結婚している祐加さんか

ら以下の返事が来た。返事を紹介し、私の提案を書きたい：2015.3．9） 
 
 

ティミルシナ祐加さんとの出会い 
 

 2 月 7 日に、カトマンズホテルで、JASSO 主催の「Japan University Fair」が
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あり、阪大からは物理のルカ准教授、工学船舶海洋の長谷川教授と私が参加し

た。ルカ情報だと１４００人が参加したそうだ。朝の１０時から４時過ぎまで、

目の回る忙しさであった。全国から８大学が参加。日本で、英語で学び、学位

が取得できるコースの説明会である。阪大は学部が２コース、大学院が７コー

ス開設しているが、①学部の英語コースのニーズが高い、②奨学金制度、③工

学部だと土木に次いで電気系が人気。③経営学というか会計士やビジネスのス

キルなど教えていないか、④薬学、⑤化学関係。以上が必要順位と感じた。事

前に郵送していたパンフ類は１２時過ぎには無くなった。 

阪大のブースに現地人と見間違

う日本人が挨拶に来た。それが、

上の私の正直なネパール報告に返

事をくださった祐加さんである。

ネパールの学生と日本の大学の仲

介ビジネスをしているとのことで、

情報収集に会場に来たそうだ。知

り合いもたくさんいるようで、現

地語でスムーズに会話している。

彼女が熊本出身で立命館というこ

とから、親しみを感じ話した。し

かし、彼女も多の友人たちとの情

報交換で忙しそうなので、夕食に

誘った。小さいお子さんがいるそ

うだが、「義母にお願いしてみます」

と電話し、了解を得て、晩餐をともにすることに決まった。夕方、彼女が私た

ち 3 人の宿泊しているホテルに来てくれた。 

イタリア・レストランがあるというので、久しぶりにイタメシを取ることに

決めた。ホテルから歩いて 10 分程度の場所。とても人気なようでたくさんの人

がいた。特に旅行者と思える外国人が多い。そこでは、雑談程度の話が多く、

上のような失礼な質問などしなかった。私は久しぶりのイタメシに満足した。

本場のイタリア人ルカも「とてもおいしいですね」とお墨付き。長谷川さんと

ビィールで乾杯。こんなことがきっかけで祐加さんと知り合い、上の報告を彼

女の意見なしに阪大の皆さんに配布することがはばかられた。上の記事を送っ

たら、しばらくして、以下の本文に、「報告書の感想」という word ファイルが

添付で返事があった。返事をいただいて、本当に安心した。返事が来るまで「高

部とは無礼である。こんなのは無視だ」と怒っているのではないか、と心配し

ていた。本文は 

高部先生 cc: 長谷川先生& Luca 先生 

お返事が大変遅くなりまして、誠に申し訳ございませんでした。先生のご意

見は率直で的を射ており、大学講師＆政治家の旦那ともディスカッションして

います。お伝えしたい詳細な実態はたくさんありますので、本当は実際にお会

祐加さんを誘ってイタリアン・レストランで談義。
左より、ルカ、高部、祐加、長谷川。彼女との出
会いが、私にこのような長文の旅行記を書かせる
ことになる。
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いしてお話しできれば幸いです。 

今回は添付ファイル（2 ページ）に簡潔に意見をまとめました。稚拙な文章で

読みにくいところがありますが、ご一読頂けますと幸甚です。尚、著作権など

はありませんので、ご自由にお使い下さい。ご意見、ご質問、反対意見などあ

りましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。いつでもお待ちしております。 

また、ネパールから何かお役に立てることがありましたら、お気軽にお声か

け頂けますと嬉しいです。どうぞ宜しくお願いします。 

ティミルシナ祐加 
 
旦那が政治家ということを知り、長谷川さんと「では、旦那に、将来、大統

領になってもらい、『ネパール近代化の父』になってもらおう。そのために必要

なら近代化顧問として二人でネパールに行きましょう」と今日、国際化の会議

で会ったとき話しました。長谷川さんは「明治維新となり近代化する時、外国

人の教授たちに来てもらった。あの精神ですよ」と。祐加さんの内助の功もあ

り、若くして今の少数政党を与党に押し上げ、大統領になってもらう。それし

か、ネパールの深刻な現状打開は難しい。以下、私のネパールに関する上の文

章への祐加さんからの感想です。 

 

 
報告書の感想 

2015.3.6 
ティミルシナ祐加 

 
高部先生の報告は率直で的を射ていると思います。2 点言及し、私見を述

べたいと思います。 
 

（１）政治の貧困 
ネパールの貧困は正に『政治の貧困』だと考えられます。トランスパレン

シー・インターナショナルが発表した腐敗認識指数(2011)では、ネパールは 154
位でした。他の南アジア各国は、ブータン 35 位、スリランカ 86 位、インド 95
位、バングラデシュ 120 位、パキスタン 134 位、アフガニスタン 180 位で、汚

職が常の政治であることが分かります。尚、日本とドイツは並んで 14 位です。

ネパールの人口が 2014 年現在約 3,000 万人で、国会議員数は 601 議席です。日

本の人口が約 1 億 2 千万人で、国会議員数は 717 議席です。比較しますと、ネ

パールの国会議員 1 名に対し国民約 50,000 人で、日本の国会議員 1 名に対し国

民約 170,000 人です。ネパールの国会議員は日本のそれより 3.4 倍多い比率にな

ります。「船頭多く船動かず」な政治状況です。政党の多くは社会主義もしくは

共産主義を掲げています。その支持者はお金を稼ぐために、資本主義国へ出稼

ぎに行きます。 
開発において、先生のおっしゃる通り、地理的にスイスをお手本にすると
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良いと思います。インフラ整備や観光事業の誘致など、先進山岳国から学ぶべ

きことは多いです。戦後、カトマンズには国際機関や各国 NGO など多数駐在し

ており、開発援助をしていますが、半世紀経た現在でも『発展途上国』から抜

け出せずにいます。援助される側は、援助してもらって当然のような態度で、

大切にしていこうという謙虚な姿勢はあまりないようです。もし、そういう姿

勢でしたら、自力で保守保全をして維持する努力をしますが、実際は壊れて放

置されたままの施設建物も多くあります。50 年も手助けして自立できないなら

ば、援助団体はいっそ撤退した方がネパールの自立を促すことになると思いま

す。人間で言えば、50 歳になるまで経済的支援を受け続けている子供は自立し

ていると言えないのと、根本的には同じだと思います。 
 
（２）国家の貧しい品格 

『国家の品格』(藤原正彦著 2005)に、「数学や理論物理学のレベルは実は

その国の総合的な力にも深く関係している」、「すぐに役に立たないことを命が

けでやっている人の層が厚いということが、国家の底力」 (p161-162)とありま

す。ネパールの学校教育は主要科目中心で、仕事や学問に直接役に立たなさそ

うに見える文学、哲学、道徳、音楽、歴史、芸術などの科目は蔑ろにされ、学

校によっては教えていないようです。 
1980 年代頃まで、ネパールにも武士道精神のような、精神性を尊び、金

銭を低く見る傾向がありましたが、1990 年代から政情不安定により経済不安定

になり、現代になるにつれ、金銭主義のような雰囲気になりました。家庭では

子供に、勉強して大きな会社へ就職し、稼ぐことが人生の幸せであるようなこ

とを教える傾向になりました。学生に将来の夢を聞くと、医者かエンジニアと

言い、理由を尋ねると、地位がありお金が稼げるから、という返事が多いです。

人や国のために役に立ちたい、という返事を聞くことは稀です。 
 
（３）私見 

ネパールは歴史的には古い国ですが、国民のレベルは人間開発指数をみ

る限り低いと言えます。しかし、指数が全てではありませんし、実際に優秀で

すばらしいネパール人もいます。現実には、政治と経済は貧困状態にあり、日

本でもネパール人の不法滞在/就労が問題になっています。東京で出会ったネパ

ール人男性(当時 55 歳)は、来日前、ネパールの大手銀行に勤務していました。

ある時、短期で銀行から日本へ視察派遣されました。違法と知りながら帰国せ

ず、そのまま不法滞在/就労をしました。本人には海外の医学部と工学部に進学

した娘が 2 人いました。ネパールでの給与では仕送りが滞りかけていた矢先の

日本行きでした。東京のレストランで働きつめ、やっと娘が卒業したと同時に

過労により持病が悪化し、出頭し帰国しました。この件を考えますと、おそら

く、多少のネパール人の子は父親の不法就労で得た給与で勉強できる機会を得

ていると考えられます。ネパール政府が自国民の苦しい立場を慮らず、対策を

立て実行しないことが最大の罪ですが、国民も政治家を選ぶ目を利かせられる

よう成熟する必要があり、双方に一応の原因があると思います。 
 
【筆者】 
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ティミルシナ祐加 
1980 年生、熊本市出身。 
立命館大学国際関係学部卒、インド・ネルー大学卒(インド政府奨学生) 
東京で貿易会社勤務後、2012 年よりカトマンズ在住 
現在、日本語教室および農園事業に従事 
【筆者の夫】 
Govinda Narayan 
1977 年生、カトマンズ出身 
ネパール・トリブバン大学卒、インド・ネルー大学卒、東京農工大学卒 
現在、トリブバン大学で講師(政治学・国際関係学)をしながら、 
若手政党でリーダーとして活躍 
討論会、TV・ラジオ出演、新聞コラム執筆多数 
 
【ご参考までに】 
ネパールのインド国境付近は平地で、小規模ですが工業地帯でもあります。先

生のご指摘通り、地理的に大規模な工業地帯を誘致することは困難ですので、

軽工業または観光やサービス事業にも注力していく必要があります。以下、2010
年 CIA Data Fact より抜粋です。 
 
ネパールの産業従事者割合：第一次産業 75％、第二次産業 7％、第三次産業 18％ 
失業率 46％、識字率 57.4％、平均年齢 22.9 歳 

 

長谷川教授から祐加さんの報告への意見。 

ユカさん。長谷川です。興味深く読ませていただきました。 

（高部先生より先に書き始めたのですが、他の用務に追われて途中になってい

ました。完成して送ります。） 

現代社会には IS に実質的に支配された地域に象徴されるように実質的に無政

府状態となっている地域が広がりつつあります。特にアラブ地域はもともと他

民族国家であり、それに宗教上の違いが明白で、欧米の都合で定規で引いたよ

うな国境が意味のない国や地域がたくさんあります。その意味で、ネパールは

立派な国家だと思います。昨日、隣国ブータンを紹介するテレビ番組を録画し

ておいたのを見ましたが、確かに、ネパールは明らかにブータンとは違います。

やはり、人口に見合った交通網を含めたインフラ整備と国内産業の育成が重要

だろうと思います。しかし、人口が飽和状態で、日本のような公共交通機関が

発達していない状態では、人口問題、下水やゴミの環境処理問題、そして、水

問題と言ったところから手をつけるのがいいと思います。 

モラル教育は最低 10 年、普通は 20〜30 年かかると思います。その意味で教

育は重要であり、おっしゃるように情操教育を含めた人間形成教育を学力アッ

プと同程度に進める必要があると思います。私は他の途上国で、欧米や日本に

留学した優秀な学生たちが自国に戻ってから、習った事柄が高級すぎて、その
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国の何の役にも立たない”優秀なプログラマ”を多数見てきました。彼らの立派な

理論式と計算では、解決できないもっとプリミティブな問題が、その国には必

要だと思います。高部先生の言われるように日本の幕末や明治時代の留学生た

ちがこうした国にはいい見本になると思います。これは、私が留学生を指導す

る際、もっとも大事に思う点です。我々の分野で言うと高級な数値流体力学や

有限要素法を用いた大規模構造解析ではなく、簡単なエクセル計算で良いから

ひっくり返らない船の設計、効率的で品質保証された建造工作技術、腐食など

に対する定期的メンテナンス、フェリーなどにおける車両などの固定、乗客の

定員管理などなどを勉強して帰国した方がいいと思います。これは、やは り、

教える側の教員がその国の実態を知らないのが一つの原因です。 

アジアのスイスを目指す観光立国という施策も一つのいいアイディアですが、

私や欧米から来る観光客の多くはむしろ、スイスなどの欧米にはない素朴な人

間と自然を楽しみにしているのではないでしょうか？その意味で私は十分、楽

しみました。ただひとつ、帰りの日に パシュパティナートへ行きましたが、修

行僧（サドゥー）の写真を撮ってもいいとガイドに言われ、また、修行僧から

も一緒に写真を撮るよう手招きされ、ガイドに写真を撮ってもらったら、修行

僧から 20 ドル、そして、帰りにガイドからも 60 ドルを要求され、がっかりし

ました。たぶん、欧米や日本のガイドツアーの定番のコースになっていて、そ

れがこうした商売を助長しているのでしょう。本当のサドゥーならお金はいら 
ないはずですね。ヒンドゥー教の総本山、死者を送り出す神聖な場所で、日本

ではあり得ないです。いずれにしても、私にとってはバングラデシュ、ミャン

マー以来、久しぶりにエキサイトできた国です。 

話は飛びますが、結論から言うと、多くの人はとても人なつっこく、親切な

国民だと思いました。ホテルやタクシーの運転手のエピソードもありますが、

また、お会いできるように取っておきます。 

【高部追記】長谷川さんとは今回、3 泊ともにし、長時間ビールを飲みながら

のお別れの晩飯も長々と飲みながら食べました（日没後の温度低下は急激でお

かげで風邪を引いた）。世界中を歩いている方で、「船舶海洋」が専門。専門が

ら海や川や湖のある国は研究の対象になり、カンボジアのメコン川の川床生活

者達の話はおもしろかった。変わった趣味を持ち、「世界中の汚いトイレの写真」

を集めている。今回も一枚獲得。 

 

高部の返事への祐加さんのメイル 

高部先生。体調はいかがでしょうか。ご回復されましたでしょうか。「絶交さ

れた気持ち」にさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。そんな気持ちに

させてしまうつもりは全くなく、こちらこそすみません・・・ 

先々週は外出用事が多くあり、文書をまとめる時間が取れなかったため遅く

なりました。ぜひ、「留学生の故国の繁栄にどう貢献できるのか」のご提案をお

書きになって下さい。 
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国際的な経済格差理論に充分なり得ると思います。理系の視点からですと、

文系では見えなかった難所を読み解けそうですね。うちの旦那やその政党も真

剣に、ネパールの品格ある繁栄について考え、できることから実行しています。

最近、ネパールの知識層からもお声をかけて頂くことが増えましたが、気を緩

めることなく精進しております。 

また、ご意見などありましたらお気軽にご連絡下さい。先生の談義のご相伴

に与れますと幸いです。いつもでお待ちしております。先生方とのご縁を頂き、

大変嬉しく思っております。こちらこそどうぞ stay in touch です。 

Yuka from Kathmandu 

 

ルカの質問と祐加さんからの返事 

祐加さん 

質問です。２００６年にネパールが王国から共産党の治める共和国になりま

し た。その時から、ネパールの mentality、経済、教育など、何かが変わりまし

たか。独裁のまま経済的な支援はカウントできないかもしれません。現代ネパ

ールが ２００６年に生まれたと言えますか。 

瑠嘉 

瑠嘉 先生（祐加さんの返事） 

こんにちは、ご質問ありがとうございます。返事が遅れて申し訳ございませ

んでした。（平日事務所にいるため、自宅のネットは節約のため切断しており、

即返事ができずすみません・・）ネパール政治学者の意見とは異なるかもしれ

ませんが、non-academic な個人的な意見を少し述べたいと思います。 

ネパールは 2006 年に王政から共和制へ移行しましたが、その時点を境に「現

代ネパール」が誕生した、とは言えないと思います。移行する前後で、国民の

mentality、経済、教育について、特筆すべき変化はないように見受けます。 

Mentality: 道徳的価値観の対象がさらに身内だけになり、社会貢献への価値が

薄れました。 

経済: 主な産業がなく、海外出稼ぎによる送金で国を支えるようになりました。 

教育: 教育は人格形成より稼ぐための手段になってしまいました。 

途上国に住んでいると、国際協力の矛盾を多く見ます。先進国に住んでいる

と、分からないことも多いと思いますし、ですので、言われるまま援助してし

まう・・。途上国の汚職の多くは、国際協力に関わるビジネスのような気がし

ます。政治家や官僚そして現地 NGO は、援助金を賄賂にして、私腹を肥やして

いるところもあるようです。（実際に肉体的にも肥満や糖尿病が多いです。） 
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文書ではお伝えしにくい諸々があり、いつかお話できる機会があればと切に

願っております。一度現場を見て頂ければ、一目瞭然で、「国際協力の裏側の実

態ツアー」でも開催したいですね。以上です。 

ご意見ご感想など、また何かありましたら、お気軽にご連絡頂けますと幸いで

す。どうぞ宜しくお願いします。 

祐加 

 

 

第３部 ネパール革命の兆し 

 

ネパール留学生受け入れが、ネパールの繁栄への日本の貢献になり
得るか（高部の構想の提案：愚考レベル） 

 3 月 5 日（木）に 2009 年～2013 年度と 5 年間続いた文科省の補助金事業「グ

ローバル 30」の外部評価委員会が開催され、私は国際物理特別コース(IPC)の成

果報告のために出席した。その際報告したのは、成果よりも 5 年間の活動で明

らかになってきた「今後の課題」を最後に強調することに重きを置いた。5 つの

今後の大きな課題があると下記のように 5 項目を箇条書きにした。 

1. 教員の国際化がなかなか進まない（文科省の認識も同じ）。ボランティア

からの脱却と教員の国際化の共通認識の醸造。理学系は職務命令がない

に等しいので教員皆の自覚が必要。インセンティブを与えてもいいので

はないか。 

2. 奨学金無くして質を保証できる優秀な留学生を確保できない。月額 7.4 万

円以上の収入保障で滞在ビザを法務省は出す。しかし、日本人の生活保

護者は月額 13 万円支給される。留学生が大阪で人間らしい最低の文化的

生活を送るには 13 万円必要ということだ。 

3. 阪大の物理学生・院生が英語での会話を避ける。日本の歴史、文化など

に興味津々の留学生に説明する「教養」が欠けていて、会話が成立しな

い（結局、留学生のコミュニティが出来てしまう） 

4. 事務と連携した留学生の受け入れ体制。英語が堪能な事務職員で希望す

るものは、国際部に 10 年以上は所属する制度など大胆な組織改革が急務

である。 

5. 阪大教員の国際関係個人情報のデータベース化。たとえば、インドと共

同研究している教員が、「検索」で、一目でわかる。国際化に関するデー

タの共有が迅速な国際化に不可欠。 
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 外部評価委員会の最後をしめる挨拶を委員長の松田武氏（京都外大学長）が

された。普通なら聞き流す内容であったが、ネパールのことが気になっていた

ことから、以下の言葉が耳に残った。「大学の国際化は、まずは阪大のため、そ

して、日本のためですが、やはり、最終的に受け入れた留学生の国の発展も考

えて推進する必要があるでしょう」。そこで、ネパールの悲惨さばかりを書いて

きた私は、週末を利用して「どうすれば日本の大学の国際化が、受け入れる留

学生、特に、途上国からの留学生の国を豊かにする一助になれるか」を考え、

このように書いている。 

 もう 10 年ほど前か、マレーシアの国際会議でタイから参加した若者のポスタ

ー発表を見ながら話をした。彼は、私がよく知るロンドン、インペリアル・カ

レッジの Malcom Hains 教授の研究室でプラズマピンチの実験で学位を取得した。

このピンチプラズマは核融合も目指したことのある、きわめて高温（温度が 1
億度）のプラズマを生成する。ところが帰国してもこのような研究をしている

研究機関はタイにはない。そこで彼は、繊維会社に就職し、高温といっても 1
万度程度のプラズマを繊維に照射して繊維をより強い繊維にできないかなど研

究しているといっていた。先に長谷川さんが書いたように、途上国の留学生に

大変高度な科学・技術を教えても、その研究実績を母国で生かすことができな

い。だから、多くの留学生がそのまま、留学先で就職してしまい、両親に生活

費を送金する（結局、出稼ぎと同じではないか）。 

 途上国の学生を受け入れる際に、その国の産業の生育段階を調査し、留学生

が得た知識が、帰国後、母国の新規産業の創世や新しい産業の育成に役立つこ

とも考える必要がある。ネパールの場合、「何でも輸入」の体制から、農業以外

の輸出が可能な産業を考える必要がある。今思いつくのは以下の 3 つである。 

１．ヒマラヤとその麓の自然の雄大さ、美しさを生かした観光ビジネス。 

２．付加価値の高い工業生産品の産業

の育成。 

３．IT 産業などネット社会の中で国際

的にビジネスを進める 

 まずは 1 について、もう一度、まじめ

に検討してみよう。私の先の提案に長谷

川先生は反対であった。「素朴なヒマラ

ヤを観光客は期待している」と。しかし、

これは先進国の勝手な要望である。ネパ

ールに素朴さを要求するのは、ネパール

の近代化に反対しているのと同等であ

る。ネパール人も日本人のように素朴さ

が消えていこうと豊かになる権利はあ

る。ではどうするか。中国と同じで外国

資本の導入がまずは必要である。そのた

めには、商習慣などの伝統的なものを世

縦軸が幸せの実感、10 点が満点。横軸は家
族の年収分布。どの国でも貧しい（素朴？）
家庭は幸せを実験していないことがわか
る。万国共通の現実だ。 
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界標準。つまり、契約とその履行というきわめて単純なところから始める必要

がある。現在の政権は外資の導入などで賄賂を要求しているようだが、賄賂の

撲滅のための情操教育が子供達に必要だ。近代化には 1 世代、かかるだろう。 

 日本はペリーの来航から 20 年で明治政府という近代政権に近い国家を築いた。

当然、新政府では勝ち組の長州、薩摩などの元下級士族達が権力を握り賄賂含

め腐敗もすぐに始まった。西郷隆盛が江戸無血開城など、新政府設立に勲 1 等

の貢献をしたが、明治維新の後、西南の役を起こし、新政府に反旗を翻した。

彼は理想主義者で、新政府の官僚が汚職まみれの状態に「こんな腐った政府を

作るために俺は命をかけてきたわけではない」と薩摩の旧士族を束ねて政府転

覆に立ち上がった。（実は、彼の心境はもっと複雑であるが、略す）。 

途上国はどこも政府や官僚の賄賂が国民の塗炭の苦しみを顧みない。まず、

政治の貧困からの脱却が大切である。昨年 6 月にインドを歴訪した際、インド

のシン前首相の政権が彼の任期の後半 5 年は汚職まみれで、民衆が政権に見切

りをつけ、現在のモディ首相が圧倒的多数で選出された。昨年 2 月のことであ

る。総理に 5 月に就任し、最初の訪問国として 9 月に日本を訪問した。もちろ

ん、日本の産業のインド進出を促すためである。 

モディ氏の一族はカースト制度の最下層に近い低いカースト階級出身で、子供の

頃は街で家族の切り盛りするチャイ（紅茶）を屋台で売っていたそうだ。ネパール

にも残る、カースト制度を現実の場からも撤廃する必要がある。そのためには貧し

くとも優秀な子供には高度な教育を受ける権利を国が保障することだ。その資金は

金持ちから裕福税として取り上げる。ロシアにはこんなジョークがあるそうだ。ソ

連からロシアへの変変遷期、ある官僚が新政権は税金を徴収するといっていると聞

いて、上司に質問した。「その税金というのは賄賂にもかかるんですかい？」と。

日本でも昨今、国会は閣僚の違法献金の追求ばかりで肝心の予算審議は遅れている。

権力と金の関係は人類最古で最後まで続く課題である。程度の差こそあれ。 

 ネパールの観光立国を日本の旅行会社などが出資して始める可能性はある。その

ために現地に道路など建設するためのゼネコンの現地会社の設立から始める。政府

が認可しないなら、祐加さんの旦那に立ち上がってもらい、賄賂のない現地法人設

立を実現する。日本政府にも交渉し、祐加さんが書いていた ODA の賄賂をなくす

よう日本政府への透明性を確保し、道路などのインフラ整備にそのお金を使う。現

地の労働者を使うことで雇用の創出を行う。しかし、ただ、高速道路を作れば良い

のではなく、ネパール全土の観光立国戦略が必要である。つまり、ヒマラヤの麓に

は長期滞在型のホテルや登山の基地としての新たな街作り。夏でもスキーのできる

観光地。カトマンズは古都としての観光都市になれば良い。首都をカトマンズから

ヒマラヤの麓に移し、近代都市の設計をすることも良い。大切なのは乱開発になら

ないように国全体の設計図を国際コンペで募集することだ。その優勝作品に従って、

インフラの整備をしていく。 

 将来的には観光に伴う雇用が大量に生まれる。まず、アジアの金持ちが来るだろ

う。欧州人は世界中遊び回っているから、スイスとはまたひと味違うヒマラヤ山脈

の麓での休養、スポーツ、等々、人気を博すであろう。 
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２．付加価値の高い工業生産業の育成。まず思い出すのは Intel のようなパソコン

の CPU の生産である。これには地元大学卒業生や海外の大学院卒業生が帰国して携

わる。少しずつでも開発要素も出てくれば、流失した頭脳の帰国も期待できる。現

在、Intel の回路設計はすでに米国にはその能力がなく、イスラエルが担っている。

ユダヤ人の知能を超えるのは難しいにしても途上国向けのパソコンの PC などの生

産は可能だろう。この国では、親が教育熱心である点が将来性を期待できる。CPU
以外でも金や宝石など、伝統的に大切にしてきた貴重品の集積国を目指すことも可

能だ。ベルギーがダイヤモンドで栄えているように、何かに集中投資すれば世界中

のバイヤーがネパールを目指すことになる。このためにも、首都を郊外に移転して

未来都市を建設し、近代的なビルのある新首都で国際ビジネスを進める。 

３．IT ビジネス。すでに、インドがバンガロールを中心にインドのシリコンバレ

ーと呼ばれる都市で IT 産業を行っている。ネパールも初等教育から英語が共通語と

して用いられており、国際的に英語による知的ファイルの作成など、インターネッ

ト網を高速で大容量なインフラを国が整備すれば、このビジネスに乗り込むことが

できる。米国のシリコンバレーなどでソフトの開発や電子ファイル作成の仕事を、

西海岸が夜になるとき、朝を迎えるインドが引き継ぐ。そして、昼の間、引き続き

仕事を行う。その結果、24 時間の開発、作業体制が組めるため、顧客に早期にソフ

トなどの製品を提供できる。ここに、ネパールが国を挙げて乗り出す。インドから

の圧力など跳ね返してマーケットを広げていけばいい。 

英語の発音の矯正をすることで、世界中の会社に変わって電話サービスを英語で

することができる。すでに、これも世界中で実施されているが、サービスの質の向

上を図れば、新規顧客開発も可能である。 

Skype を用いた face-to-face の英会話教室は現在、フィリピンのたくさんの会社が

日本人や韓国人を相手に行っている。時差がないこと、マンツーマンで値段が安い

ことなどで爆発的に普及が始まっている。これなども初期投資は少なく、雇用を多

数生み出すことができる。そのために、ネパール人の英語の発音などの矯正する学

校を外資で用意すれば良い。 

今、中国から海外の企業がどんどん撤退している。中国都市部の人件費が高騰し

てきたからであり、また、中国の元が日本円に比べても 2 年ほど前の 1.5 倍になっ

たためである。さらに、中国の政治リスクもある。どこに移転しているかというと

ベトナムである。ベトナムはまだ、平均所得がかなり低い。ベトナム人はまじめで

よく働くといわれている。良質な労働者が多くいることも海外の企業にとり魅力的

である。ネパールは十分良質な労働力を安く提供しうる。ネパール政府は海外の先

進国の企業誘致に動くべきである。その際には、政府の清潔さ、インフラの整備、

税制の優遇など、譲れるところはどんどん譲る。まずは、国に産業を誘致して雇用

を確保することが最優先である。その上で、世代を超えて豊かになる。 

 

エピローグとしてカトマンズに着くまでを 2 節にまとめていた。が、本質か

らずれるので、付録として最後に置いた。 （2015 年 2 月 23 日：高部） 
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第４部 最初に書いていた旅行記、途中まで 

 

１．プロローグ 

阪大アジア国際化事務局から「JASSO が 2 月 7 日にカトマンズで日本の大学

フェアを開催する。出席の意志有りや」とメイルが来た。実は、偶然にもネパ

ールの Prof. Nakarmi、Tribhuvan University（ネパールの東大）という教授から「貴

方の研究室を訪ねたい。招待状を頂けないか」とメイルが来ていた。 

 招待状を送ったら、「いや、貴方の招待状だけでなく、大学の国際部からの正

式な招待状が、入国ビザには必要だ。お願いしたい」と返事が来た。今まで数々

の招待状を出したが、こんな要求は初めてだ。そこで、「そんな面倒な事を言う

な。私の招待状で十分なはず。カトマンズの日本大使館に問い合わせるから電

話番号を教えてくれ」と返事した。そして、大使館に電話した。事情を説明す

ると、大使館の電話口の日本の方はバツが悪そうに「実は、国際会議の招待状

がある。入国ビザがほしい」と、ビザを取得し、日本に入国したまま帰国しな

いネパール人が多い。そこで、審査を厳しくしている現実があります」との答

え。「もちろん、先生の様に日本の大学教授の招待状で充分なのですが、時間は

掛かります」と。不法入国。不法就労。経済格差がなせる現実である。 

 そんなこんな、している内に、先の案内が来た。そこで、私が 2 月にカトマ

ンズ訪問を決めたと伝えると「では、カトマンズでお会いしましょう」と彼等

は来日をキャンセルした。教授の専門は「プラズマ物理学実験」と履歴書に書

いてある。英国でプラズマ物理学の学位を取り、帰国して、その国なりの実験

インフラを獲得して研究を続けているようだ。そうこうするうちに、昨年、仏

のボルドーでの会議で知りあったパリ天文台のポスドクのネパール人 C. 
Uddhab 君からメイルが来た。「ネパールに来るなら何でもお手伝いします。先生

が来る期間、カトマンズに帰国します」と。 

 そこで、同僚のルカと「5 日に Tribhuvan 大学訪問。7 日に大学フェア参加」

と予定を決めた。旅行代理店が 2 つのチョイスを提示してきた。タイ航空と中

国南方航空。私は遠回りが昨年 2 回もあり、懲りていたので南方航空を撰んだ。

4 日出発、広州で乗り換えて、夜遅く着く。 

 

２．広州 

 渡航寸前になって旅行代理店から「4 日のカトマンズ行きが、キャンセルにな

りました。3 日の便でよろしいですか」と聞いて来た。仕方が無い、そのように

変更（しばらくして、それなら、遠回りだがタイ航空に変えようとしたが、遅

かった）。広州は香港に近い大都市である。中国南方航空の拠点になっている。

日本時間 2 時に出て、5 時頃着いた。約 4 時間。巨大な空港である。ここには

2004 年に海南島での日中国際会議出席のため、飛行機待ちをした。完成間もな

い空港で、全体の 5 分の１程度しか使っていなかった。「たぶん、１０年もする
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とこの空港のカウンターは人で一杯になるのだろう」と思ったことを覚えてい

る。まさにその通り、１０年後に着いてみれば様変わり。人いきれでむんむん

するほどの巨大な空間になっていた。 

 中国の空港やホテルやビルなど巨大な建築物、広い道路を見て感じること。

現代の中国共産党はかつて万里の長城を築いた王朝に匹敵する。独裁政権だか

らこんな巨大な建築物をどんどん作り上げることが出来る。私は中国の歴史が

高校時代から好きで今も宮城谷昌光の歴史小説などよく読んでいる。中国は４

千年の王朝の勃興と衰退の歴史である。現在はたまたま、中国共産党が習近平

という皇帝を担いで共産党王朝の時代である。さて、この王朝はあと何年続く

だろうか。独裁政権だからこのような歴史的記念物になりうる巨大な建築物を

後世に残すことができる。文化大革命での破壊など、すでに跡形もない。 

 

３．カトマンズ 

カトマンズには１時間遅れで着いた。今回入国ビザを旅行代理店依頼したが、

現地で買う人が並んでいる。手数料だけ税金を無駄にした（ルカがメイルで教

えてくれていたそうだが、見逃していた）。U 君が迎えに来ていてくれていた。

ルカも別便で、３０分ほどで着いた。ホテルを目指す。部屋に入ったが電気が

つかない。電力供給の問題。計画停電で平日は１１時から５時まで停電する。U
君が市内を案内してくれた。ホテルはタメル地区という最も古いダウンタウン

地区で、車がすれ違うのも冷や汗もの。タイムマシンで、日本の江戸時代に戻

ったような一間間口の店が多数並ぶ。レストランは中華も多い。世界中どこに

行っても中華である。 

お寺が並ぶ広場に来る。宗教はヒンディー教が元々国教であったとのこと。

ここのヒンディー教は寺院にせよ神の像にせよインドとはだいぶ違う。ヒンデ

ィーに仏教が色濃く混ざった感じがする。シバの像にしても遠方から見ると観

音像のように見える。広場の奥手に屋敷がある。ここには生き神様が暮らす。

６才くらいの少女から利発で意志が強く云々、と全国から適格者を競わせる。

彼女は「クマリ」と呼ばれ、お祭りなどの神事以外はこの屋敷から出ることは

出来ない。教育は家庭教師がおこなう。そして、１０才くらいまで勤める。「ダ

ライ・ラマ」の場合同様、生き神をこの国は持ち続けている。 

広い道に出たが、交差点に信号がない。毎日停電するわけで、交通信号など

役に立たない。交差点では速度を落とし、互いに阿吽の呼吸でぶつからないよ

うにする。それでも滞在中にホテルの車で遠出した際、左を走るバイクと衝突

した。ホテル手前の場所で、幸い警察がいた。どうなるのかと興味津々で見て

いたが、運転手の主張が通ったようで、「車に責任無し」の採決。バイクは倒れ

て、若者は足をけがした様子だったが、何もなし。車についた傷など気にしな

い。 

翌日、U 君が迎えに来て車で教授の待つ Tribhuvan 大学に出かけた。カトマン

ズの中心から１０km ほど南西にある。この国の最高峰の国立大学。大学はカレ



19 
 

ッジやキャンパスなど 1000 カ所も持つそうだ。学生数は１５万人とある。物理

学専攻があるキャンパスを訪ねた、ちょうど試験の期間で校内には警察が５人

ほど暇そうにしていた。元々、学部などの定期試験は全国統一で、教授達も一

部の出題委員以外は一切関与できなかった。いまは、教授達が関与できるよう

になったが、旧弊で政府から警察が派遣されてくる。 

ルカと私の講演を１時間ずつ行った。５０名強の物理の学部生が集まった。

彼等には土曜日に Kathmandu ホテルで「Study in Japan Fair」があるので参加して

ください、とアナウンス。翌日、合計 1400 人の学生・父兄が来た。実は、この

大学の Nakarmi という教授から「私の専門はプラズマ物理学で 1 月に貴方を訪

ねたい。招待状がほしい」とメイルがきた。私が 2 月に訪ねると伝えると「で

は、お待ちしている」と返事が来た。そこで、現地で話し合いの時間があるだ

ろうと思いきやＵ君が、どこにいるか見つからないという。今回は、皆の前で

の IPC など阪大の英語コースの宣伝（ルカ）と、私の現在の実験研究と理論研

究の概要の紹介できたことで、よし、としよう。 

物理学科の定員は１２０人。その内、学部卒業生の１００人が米国の大学院

に進学する。自費でも留学できる富裕層もかなりいるそうである。さらに残り

のかなりが欧州、豪州などの英語圏に、日本にも留学してくる。Ｕ君曰く「そ

してほとんどが帰国しない。頭脳流失は続く」そうだ。理由は簡単で、彼等の

ような高学歴で海外経験がある人材には大学の教員くらいしか職がない。Ｕ君

も母校の空きポストに興味があり帰国したこともあるようだ。しかし、定員は

「女性」か「？？族（少数民族）」の人となっていたそうで、見通しは立たない。

「ネパールでは伝統的に子供が両親の面倒を見ることになっており、帰国を考

えないわけにはいかない。大学の給料も安いが、それでも親が気になる」のよ

うに言っていた。 

とにかく産業もなく高度なサービス業もない。農業と観光くらいである。そ

んな中で、大学の授業料が安いことも有り、高校卒業者の８０％が大学に進学

するそうである。進学し、学士様になるのは良いが、その専門を生かせる産業

がない。フェアでも聞かれたが「土木工学」志望者が多い。インフラがまだま

だ整備されてないこの国では唯一専門知識の必要な分野。次が「Business 
Engineering」「会計学」「薬学」という要望は沢山聞く。何とか「Civil Engineering」
は工学の長谷川先生お任せし、結局、物理は数える程度、いただけだった。 

 

この原稿は３節の部分は１１時発のカトマンズ－広州の中国南方航空便を待

つ間に書いた。空港で熊本大学の５名と偶然鉢合わせた。こう言う時に色々情

報交換をしたいのだが、お疲れの様子。名刺交換だけし、簡単に会話をしてこ

の原稿を書き続けた。彼等の便は２時間以上遅れそうだ。 

さて、話を戻そう。聞いて驚いたが､ネパールの人口は 2.7 千万人もいるそう

だ。親たちは教育熱心で子供を大学にまで進学させる。しかし、学部を出ても

その専門を生かす職がない。車はインド同様スズキが一番多い。トヨタ、日産

もある。韓国のヒュンダイ、KIA も進出している。しかし、これらはインドな
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どからの輸入車で有り、工場労働者も大学出の学士もいらない。結局、輸入車

をどう売るかというサービス部門に会計士やビジネス工学の人材が必要なだけ。 

だから、工学も理学も大学卒業しても求人がない。そこで、海外に留学する

か、工学士が肉体労働をするようになる。最近「何のために親は子供を大学に

進学させるのか？」という議論が盛んだそうだ。この国には大学が国立２校、

私立が４校しかない。マンモス教育を強いられている。国立のトップは５日に

訪ねた大学。私立のトップはカトマンズ大学。 

結果として失業率は高いし、出稼ぎ労働者が人口の１割、２５０万人ほどい

るそうだ。帰りの空港で彼等専用の出国カウンターには長蛇の列だった。皆一

様に「Oktopas Recruit LTD」と書いた書類を携えている。行き先はサウジアラビ

アをはじめカタール、ドバイなど中近東であそうだ。確かに私の便の前後に

Qantus air をはじめ、中近東の航空会社の便が異常に沢山ある。暑い砂漠地帯で

働くため、命を落とす若者も多いそうである。悲しき現実がある。 

ネパールは南を直線上にインドとの国境がある。そして、北のヒマラヤ山脈

群の最高高度を繋いで､中国との国境になる。不謹慎な表現だが、中国がネパー

ルを第２のチベットにしようと思えば赤子の手をひねるようなものでえある。

しかし、そこで忘れてならないのは、未だに英国と協定を結んで毎年、グルカ

兵を２００人、英国軍に送り出していることである。ネパールは英国が植民地

にしようと戦争をしたが、勝てなかった。グルカ兵の活躍が国の独立を守った。

そこで、敵を評価する柔軟性のある英国は協定を結び、グルカ兵を今でもイラ

ク戦争などの地上戦に送っている。グルカ兵だけでは無理だろう。たぶん、イ

ンドとの良好な関係を見るとインドと安全保障の同盟関係にあると推察する。 

ネパールにはカーストに似た階級制度残っている。法的には平等だが、至る

所で人生を左右する。階級は大きく言うと、僧侶や先生などの第１階級、軍人

など目指す第２階級、商人などになる第３階級、そして、肉体労働者にしかな

れない最下層の階級。未だに異なる階級間で結婚しようとすると親が猛反対す

るそうだ。伝統的に子が親の面倒を見る親孝行を道徳規範としている国では心

を引き裂かれる状況になるそうだ。日本も７０年前までは皇族、侯爵、子爵、

男爵などと言う、身分を隔てる制度があった。他所の国のことを笑えない。 

最近、私立の学校（小学校から）が増えているそうだ。やはり教育の質の問

題か。公立も私立も小学生から「小じゃれ」た制服を着ている。だから、ご近

所さんで「隣の子供と同じ制服の学校に」となるそうだ。どこの世界も同じ。

教育は記憶偏重の弊害があると、ガイドブックに書いていた。教科書を暗唱さ

せたり、何度も書き下す宿題が出たり。インドとはかなり違うようだ。むしろ、

中国の教育制度に似ている。清華大学から修士１年で私のグループに移ってき

た院生曰く「大学ではまず、基礎式を書いて、どの様な場合はどう解くか、の

ような講義が多く失望しました。僕は基礎式の背景にある哲学が知りたい、何

故そのような式が生まれたのかの歴史も知りたい」と言っていた。 

まだ例を出せば、上海交通大学の医学部に入学した知り合いが「先生、僕は

２００ページ位の本なら、一晩で丸暗記できますよ」と言っていた。たぶん中
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国のこの傾向は四書五経などの暗記力を問われた「科挙」制度に問題があるの

だと思う。NHK で「中国の大学に主席で大学に入学した受験生達は今どうして

いるか」という内容の特報があった。やはり、成功している学生は少なかった。

知識をどう生かすか。そのための広い視野と柔軟な思考力が身についていない。

と書いたが、中国の悪口など言えない。日本の受験勉強も似たようなものだし、

大学での教育も講義形式が多く、学生に自発的に能力を広げていく配慮に欠け

る。この点は昨年３名のドイツ人院生を半年間受け入れて感心した点で有り、

また、国際物理コース(IPC)で毎年、短期留学の欧州の学生を教えてのしみじみ

した感想である。彼等は初等教育から自分の考えを討論で戦わし、違う考えの

同級生を何人も経験してきている。知識を思考力に生かす教育が成されている。

また、担当理事に怒られそうだが、阪大を例に、国際化と並行して日本語での

教育のあり方（自主性、討論、批判精神の育成）に注文を付けたい。 


