
2007.1.18～24 
メキシコ四大世界遺産を 

めぐる 7 日間の旅 
 

1月 18日～23日メキシコ四大世界遺産めぐり 7日間、と称したクラブツ

ーリズムの旅に参加した。チチェンイッツア．ウシュマル．テオティワカン

遺跡とメキシコ歴史地区の四つの世界遺産を巡る。それに極上のリゾート地、

カンクンに宿泊するコースが売りになっている。名古屋発のメキシコツアー

はこれしかない、いずれも成田発のコースなのだ。 

  

サボテンとソンブレロの国 メキシコとは 

 

メキシコといって浮かぶのはサボテン、大きな帽子のソンブレロと原油産

出国それに銀の産出国くらいか、そのメキシコは 1519年にスペイン人が侵

入して征服。街はスペイン色が色濃く漂う。1821年にスペインより独立。 

 

 



1846年にはアメリカと戦い国土の半分くらいを米国に割譲している。1910

年にメキシコ革命勃発、1917年現行憲法が公布された。その後政情は安定し

ており元首は大統領、2006年からカルデロン大統領が就任。任期は 6年再選

は不可、でも敗れた対立候補はいまだに敗戦を認めず自分が大統領だと公言

している。 

議会は二院制で立憲民主制による連邦共和国、31の州と 1特別区で構成され

ている。日本の 5.3 倍の広い国土に人口は 1億 310万人、60％がヨーロッパ

系と先住民の混血、先住民 25％、ヨーロッパ系 15％。 

特別区である首都メキシコシティーは、2.200mの高地にあり人口は 970万人。

でも周囲の都市を含めると 2.300万人にもなる。 

そのメキシコではユカタンで数学の優れたマヤ文明が栄え、メキシコシティ

ーではアステカ王国が築かれ繁栄した。 

  

今回の見学コースのポイント 

 

メキシコツアーに参加したのは、何といってもピラミット見学である。マ

ヤ文明の栄えた地に残るピラミットは、エジプトのピラミットと違い角錐で

はなく台形をしている。そしてエジプトはお墓であったのに、こちらは宗教

行事を執り行った場所とされている。そんなピラミットがあるユカタン州の

ウシュマル遺跡、カバー遺跡、チチェンイッツア遺跡とメキシコシティー郊

外のテオティワカン遺跡の見学だ。他にはメキシコシティーでスペイン植民

地時代からの、長い歴史に彩られた建物に囲まれるソカロ広場。昔は湖だっ

たメキシコシティーの面影を残す水郷ソチミルコ。 

ユカタンではメリダにある野口英世の像、マヤ人の一般家庭訪問、ウマンの

朝市見学などである。 

  

出発にはまたも波乱が... 

  

出発日より一週間ほど前に風邪をひいてしまった。ちょっと心配になりお

医者さんに行った。すると、抗体性反応とか言ったと思うが CRPとかいう値



が基準の 3倍ほどある、これでは旅行には行ってはいけない状態だというの

だ。女医さんだがなかなか厳しいことを言う、健康診断は受けていますかと

いう。毎年受けており異常があるといわれたことはありませんと答える。今

も尐し微熱がある程度で他には異常はない、それにいまさら中止するわけに

はいかない。女医さんはもう一度検査をしてみましょう、それでよい方向に

向かっているなら良いがという。 

先生に逆らうわけにはいかないので再度血液検査をした、その結果を電話連

絡してくれるという。 

夕方ほんとに電話してくれた、結果は尐しよくなっているもののまだ値は高

いレベルなので、きちんと薬を飲んで無理をしないようにと注意を受けた。 

  

成田は日本の空の玄関?? 

  

セントレア発 13.55 の JL-3084で成田に向かう。15.00には成田に到着す

るがびっくりした。着陸するとまわりを塀に囲まれた狭い所をウロウロと移

動して止まったのは、片隅にある物置の一角に駐機してバスでターミナルま

で移動した。 

国際線主体の成田なので国内便は隅っこに追いやられているのだ。やむを得

ないこととはいえ狭い、不便が先にきてこれが日本の空の玄関かとがっかり

した。さらにその思いは帰りにも痛切に感じられることがあったのだ。 

  

「釣りばか日誌」を見ながら太平洋をひとっ飛び 

  

B747-400のジャンボは離陸開始後 35 秒でその巨体をふわりと浮き上がら

せた。機長はワナミとアナウンスされる、今回の席は 2階席の 73C.Dだった。

ジャンボで 2階席は初めてである、以前に乗ったときはラウンジになってい

たと記憶する。この機はたくさんの人を乗せるためにこのような仕様になっ

ているのだろう。 

 



  

客室乗務員のお姉さんが撮ってくれました  ジャンボ 2階席 

 

10時間ほどの飛行は極めて退屈だ、例によって映画を見て過ごすことに。コ

ントローラーで内容を確かめると、おもしろそうなのは釣りばか日誌だった。

釣りばか日誌はよく見ているが、この No17 は見た記憶はなかった。 

それもあり画面に引き付けられた。ストーリーはハマちゃんの会社で、壽退

社した由美ちゃんが再雇用で戻ってきた事に始まる。 

こうした場合、女性は必ず美人に決まっている、その美人を巡って釣り船の

はっちゃんが恋心をいだく。でも、由美ちゃんのアパートの前に美術の講師

である青年が現われる。 

この二人と由美ちゃんの気持ちの変化を、おもしろおかしく描いている。と

いうのも由美ちゃんは結婚に失敗して元の職場に戻ってきたのだった。そん

なこととは知らない二人は、お互いに由美ちゃんへの気持ちを高ぶらせてい

くのだった。でも筋書きは決まっていて、由美ちゃんは美術の講師と結ばれ

る。はっちゃんは振られてやけになってしまう場面でジエンド。 

  

バンクーバーからメキシコシティー 

            さらにメリダへ 

 

日本からカナダのバンクーバーへ飛び、ここからアメリカ上空を飛びメキ

シコへ。この間約 15 時間、しかも時差が 15時間もある。 



日本から東へこれだけ移動したことは初めてで、1日は 24時間なのに実際に

は 39時間もあることになり、とてもしんどい 1日になることが体験して分

かった。言ってみれば今日から昨日に戻ったようなものだ。この間狭い飛行

機の中に閉じ込められているわけで体にいいわけがない。 

  

  

雪の残るバンクーバー空港         ここから出ることはできない待合室 

  

バンクーバーに 8.38 到着、海から滑走路に向かって着陸すると周りは何も

ない。雪の残る景色は寒そうだ。ここでは一度飛行機を降りて休憩となるが、

決められた部屋からはどこにも出られない。体を動かして長旅の疲れをとる

には丁度良い、そして 10.20にはメキシコシティーめざして離陸した。 

すぐ隣のシアトルを過ぎるとロッキー山脈の上を飛行する、雲の合間から

時々白い山の姿が見える、初めて見るアメリカである。 

5時間ほどの飛行でメキシコシティーに到着、７１３３マイルの長旅を終え

て 17.20着陸した。 

さらにここからユカタン半島のメリダまで１時間半かかる。20.55のメキシ

カーナ MX-7609 に乗り込むときはびっくりした。搭乗手続きを済ませてバス

に乗り込む、その時はでかい特殊なバスだと思った。 

女性ドライバーが運転し始めていきなりボデーが沈み始めた。その時隣のバ

スが見えて初めて分かった。バスに乗り込むのにそのまま乗れるようにする

ため油圧でボデーを上下させられるのだった。そして普通のバスのように走

行して、飛行機まで来るとタラップはなくてそのまま飛行機のドアの前で止

まった。するとドアの高さまで車体が上昇してドアが開き、バスのステップ

から直接機内へ入ることができる。これはすばらしいバスだ。 



乗り込んだのはフォッカー100、１時間半でユカタン半島のメリダの街だ。

飛行機から見たメリダは街の灯りがとても美しかった。22.40 到着、ホテル 

エル コンキスタドールの 1617号室に落ち着いた。 

いよいよ明日からメキシコのユカタン州の街や遺跡の見学がスタートする。 

 

二日目 曇りのち晴れ 

今日はウマンの朝市、ウシュマル遺跡、カバー遺跡とメリダの街を見学する。 

  

メリダの街は 

 

無数のマヤ遺跡が点在するユカタン州の州都、人口は７０万人。中心部は

植民地時代の面影を色濃く残す。１５４２年にフランシスコ．モンテホ率い

るスペイン軍に占領されて以来、内陸部を制圧する基地、先住民に対するカ

トリック改宗の基地として機能した。カテドラルは今でもユカタン半島最大

の規模を誇リ、ローマ法王が訪れた時にここで祈りをささげている。 

また、黄熱病の研究で有名な野口英世が足跡を残した地でもある。黄熱病の

研究を行ったオーラン病院には今も博士の銅像が建っている。 

  

  
エル コンキスタドールホテル       ホテル前の通り 

ホテル前の物売り 

  



インターネットで調べた天気予報は晴れで３２℃だった、朝は Tシャツ１

枚と綿のズボンにした。 

朝食はナンのようなパンとソーセージ、ヤキメシ、果物はブドウ、アボガド、

スイカ、マンゴー、メロンとベリーグッドだ。ホテルの玄関から外に一歩で

てみる、緑の大木が並ぶ通りはなかなかさわやかだ。歩道は赤いレンガが上

手に組み合わせてあり、広くてすばらしい。ところどころに真っ赤なブーゲ

ンビリアが咲いて南国のムードが漂う。そしてヨーロッパ風の建物があちこ

ちに見られる。そのうちにホテルの前に物売りのおじさんがやってきた。帽

子、帽子につけるカラフルなリボンを持っている。女性たちが集まってきて

みんなで値切りをしている。添乗員の益田さんも一緒になって楽しんでいる

様子。妻も帽子につけるリボンを買った、10ペソ(100円)で早速帽子につけ

ていた。 

  

野口英世の像とウマンの朝市 

 今日からは現地ガイドの東海林さんが案内してくれる。9.00 ホテルを出発

して、最初に野口英世の像があるオーラン病院に寄る。道路わきの敷地の中

に博士の像は建っていた。エクアドルに続きやってきて研究したもので、今

でもユカタン大学にはその名の医療研究所があるそうだ。ユカタン大学は道

を挟んで反対側にあり、ユカタン地方で No1の大学である。ここで彼の研究

はそんなに成果を挙げたとは思えないが、彼の指導ぶりに感謝したのだろう。 

  

  

オーラン病院の野口英世像        ウマンの朝市 



次に寄ったのは 2.5 万人の町ウマンの朝市を見学した。野菜のコーナーとお

肉のコーナーがあった。野菜ではユカタンで最も小さいかぼちゃとか、世界

で最も辛い唐辛子など。それに多くの果物が並べられて、とてもカラフルで

あった。市は常設の建物の中だけでなく、道路にも並んでいる。 

意外に感じたのはお肉屋さんがとても清潔になっていたことだ。これなら安

心して買い物が出来ることだろう。 

そんな街角には人力タクシーがたくさん並んでいる、こんなに数があって商

売になるのか思うくらいだ。でもガイドの東海林さんによればそれだけ手軽

に利用するので成り立っているという。 

その市場の隣には石造りのお城かと思わせる教会が建っている。中をのぞい

てきたがなかなか立派な大きな建物だった。30分ほどで見学を終わり 10.05

ウシュマルへ向かう。   

 

  

客待ちの人力タクシー          市は道路にも 

ウシュマルの歴史 

  

ユカタン地方は山がなく、川もない緑の平原が続くカルスト台地で生活用

水は雤水が頼り。メリダから南へ 80Kmにあるウシュマルはマヤ文明を代表

する遺跡。都は 7世紀に創建され、雤の神チャックを強く崇拝していた。 

遺跡に入っていくと最初に現われるのが魔法使いのピラミット、高さ 38mの

ピラミットの正面で拍手を打つと反響する。この名前は小人が一夜のうちに

造り上げたという伝説から「魔法使い」という名がついている。そして四隅

が丸くなっている世界唯一のピラミットなのだ。 



118段の絶壁のような階段の上には神殿がある。壁面の飾りには王様を囲む

ように、トウモロコシから出た蛇の神様、水の神様などが配置されている。

マヤ文明では西洋のアーチはなかった、そのため台形の入り口が多用されて

いる。残念ながらこのピラミットは登ることが許可されていない、尐し前に

転落死する事故があったからという。確かに正面の階段はかなりの急坂にな

っており、躓いたりしたら大変なことになるだろう。 

 

 

魔法使いのピラミット 

 

登ることが出来たのはグランピラミット、高さ 32mの大神殿である。階段の

幅はわりと狭いので注意して昇り降りした。そもそもこのピラミットは何の

ために造られたのか!! エジプトのピラミットは王様のお墓ということだ

が、マヤのピラミットは雤乞いの神事を執り行う神聖な場所なのだ。大きな

ピラミットを造ったのは、それだけ権力を誇示するためだった。 

グランピラミットに登ると緑の地平線に、魔法のピラミットが浮かんで見え

る様は素晴らしい眺めだ。この他にも尼僧院、総督の宮殿、球技場がある。

かなり広い範囲に遺跡が点在している。 

 



  

尼僧院を背にポーズ           密林に浮かぶ遺跡 

  

意外だったのは球技場のことだ、これは生ゴムで造った 15cm のボールを手

を使わずに、3m 程の高さにある輪をくぐらせるのだ。何のために競技をする

かというと、神にささげる生贄を決めるためなのだ。それも敗者ではなく、

勝利したチームのキャプテンを神への生贄にする。 

もう一つ記憶にあるのは双頭のジャガーの台座である。これは王様が腰を下

ろして謁見したものだという。当時はジャガーが最も強い動物だったのかな、

もちろん現在はユカタンにジャガーはいない。 

13.00に見学を終わる。 

 

カバー遺跡 

  

ランチはユカタン風チキンとスープ、ビールは３５ペソ(３５０円)。でも

おいしいというものではなかった。14.15 カバー遺跡へ向かう。 

ウシュマルの 22Km東南にあるこじんまりとした遺跡だった。入り口にはテ

キーラの原料となるリュウゼツランが植えられていた。日本で昔栽培されて

いたマオランのような形だった。 

遺跡の周囲は緑の芝生が張られてとても美しい、これはホコリ対策など遺跡

保護の一環だという。この遺跡は水の神様が並んでいる仮面の神殿がメイン

で、まだ復元の手が入っていないピラミットも残っている。それと木造の王

様の像が残されていた。ウシュマルに比べて規模は小さいが、われわれから

見ればとても立派な遺跡だ。 



  

カバー遺跡               マヤ人の家 

  

メリダ市内観光 

 

メリダへ戻る途中マヤ人の一般家庭を訪問した。シュロの葉を敷いた屋根

の小屋では、ハンモックが左右に吊ってある。庭にはモンキーバナナ、マン

ゴーの木それにお椀を作るヒカラの木が植えられて鶏、豚、牛までいる。塀

は石を積んで白く塗装してあった。 

その隣には新しい家が建っている、ガイドの東海林さんの話では息子が２年

ほどアメリカで働いてきたという。もちろん密入国して稼いだお金を持って

帰り建てたものという。 

何しろメキシコの三大収入源は 

  ① 原油の販売 

  ② アメリカからの送金 

  ③ 観光収入 

となっており、アメリカへの出稼ぎがなくなったらもたないのだ。 

  このあと市内に戻り 17.15ソカロ広場の見学をした。 

公園には多くの人がいたが、カウという鳥の大群がやかましいくらいにさえ

ずっている。そのうえあまりにも数が多いため、時々鳥の糞が落ちてくるの

で要注意。 

広場を挟んで大聖堂と市庁舎、その左右にはユカタン庁舎とスペインの征服

者モンテホの家がある。モンテホの家は１５００年中頃に建てられたもので



今は銀行に身売りしている。大聖堂はアメリカで最初に建てられたものとい

う、日本では考えられないようなすごい歴史があるのにびっくりする。 

  

  
征服者モンテホの家           ユカタン州庁舎の中庭から 

 

夕食後にショッピング 

 

18.00ホテルに戻り小休止、19.00ホテルで夕食。メインはポークグリル

とスープ、でもそんなにおいしいものではなかった。まだ頭が尐し重い感じ

がして食欲もなく半分ほど残してしまった。 

友はテキーラを頼んでいた、小さなグラスで 60ペソ(600円)と尐し高い。ビ

ールは 35ペソだった。 

食事の後みんなでショッピングセンターへ出かけた。お土産を探すには地元

のお店が良い、物の値段もよく分かるし何よりもお安い。それに見て回るの

も楽しいものだ。 

ホテルから５分ほど歩いた大きな交差点を渡った所にショッピングセンタ

ーはあった。一歩中へ入ると電気製品がずらりと並んでいる、ここは食べ物

などはないのかと思った。順番に見て回っていくと家具もあり何でもそろっ

ている感じで、最も奥に食料品コーナーはあった。 

お菓子類、調味料、パスタ、はちみ、果物-----etc。その中でチョコレート、

キャンディー、ナッツ、パスタ、はちみつ、それに世界一辛いピーマンの調

味料ハバネロを買った。 



レジでお姉さんに「ユーエスダラーOK!!」とやったら首をかしげられた、今

度は「ドル OK!!」とやったら通じてうなずいてくれた。バーコードの読み取

りが終わり、彼女が指差した計算機の数字は 29.5だった。20 ドルと 10ドル

の紙幣を渡すと、彼女は札をなでたりすかしたりしてチェックしている。納

得するとおつりとレシートを渡してくれた。メキシコなのにドルは通用する、

日本では考えられないことだ。 

楽しい買い物も終わり 21.30ホテルに戻った。 

 

三日目 晴れ 

今日はチチェンイッツア遺跡を見学し、カンクンへ移動する。 

 

ユカタンのベットはハンモック 

  

6.00起床、7.00 に朝食今日もナンのようなパンとハム、ハルマキにした。

そして果物はたくさん食べた。 

部屋の出入りはカードキーが不調でちっとも開かなくて困った、ついにフロ

ントへ走り調整してもらった。7.00にはスーツケースを出して 8.00出発。 

1.5時間ほど走ってチチェンイツァーへ向かう、この間ガイドの東海林さん

が現地のことをいろいろ話してくれた。 

☆ メキシコは産油国でありながらガソリンは並の値段で、1ℓ が８ペソ(80

円) 

☆ 一般家庭ではハンモックで寝る、こちらはサソリもいるので安全だし風

通しもよくて快適。家族や兄弟が集まる時はみんなハンモックを持参す

る。そうすれば何人でも OK。 

  東海林さんの奥さんはメリダ近郊の女性で、実家へ行く時はやはりハン

モックを持参するそうだ。 

☆ １年半前にとても強力なハリケーンが来襲してたくさんの木が倒れた。

めったにユカタンには上陸しないそうだが、この時のハリケーンは何

と 880ヘクトパスカルだったという。 



  送電設備にも多大な被害が発生したが、電力会社は事前に準備態勢を整

えて待機し極めて短時間で復旧させたという。 

☆ 彼は北海道の出身で社会の先生になりたかったのだが、その歴史好きが

高じて２１年前にメキシコにやってきたという。当時メキシコシティー

からメリダまで、列車で４８時間かかって到着したそうだ。 

  

こんな話を聞きながら高速を走り 9.40チチェンイツァーに到着した。 

  

正確な暦をもったマヤの文化 

  

密林に栄えたマヤ文明は 200 年以上にわたって、ユカタンの経済、文化、

宗教、芸術の中心地だった。 

チチェンイツァーとはマヤの言葉で「泉のほとり」のイツァー人という意味

だという。遺跡群はマヤ独自の特徴が顕著なものと、トルテカ文化と融合し

た二つのエリアに大別されている。７世紀に隆盛を誇ったチチェン．イツァ

ーだが、その王族は自らこの都から去り、歴史の舞台から一度は完全にその

姿を消した。古代のマヤ人は、暦によって定期的に遷都を行っていたのだ。 

 

 

お店のチラシに載っているマヤ文字のアルファベット 



代表的な建造物が「エルカステージョ」、スペイン語で城、あるいは城壁と

名付けられたチチェン．イツァーの求心的なピラミットつまり神殿だ。メソ

アメリカのピラミットは正面に急傾斜の階段が一つあるのが普通だが、この

ピラミットは四面にすべて階段があり、この階段数はマヤの農耕暦と、祭事

暦を象徴するように造られている。 

  階段数は 91ありその上に共通の１段がある。この数を加えると 

  91×4=364、これに 1段を加えると 365になっているのだ。 

しかも、北側階段の蛇頭ククルカンをしつらえた階段側面には、年２回春分

の日と秋分の日には、ピラミットの影がウロコ状に当たり、ククルカンの頭

と一体になり蛇が降りてくる巧妙な仕掛けまである。 

このようにピラミットはマヤの天文学、建築技術の高さが象徴的に示された

神殿で、巨大なカレンダーだった。 

 １０世紀になって、マヤ人は再びこの地に戻り新たな都を築いていった。

こうして生まれたのがマヤ．トルテカ文明と呼ばれるもので、それまでの雤

神チャックに、兵士の像、生贄のドクロ、そしてトルテカの象徴である羽毛

の蛇ククルカンが描き加えられるようになった。 

 

 

ククルカン神殿を背に 



およそ 1km四方にエルカスティージョ(ククルカン神殿)、戦士の神殿、ジャ

ガーの神殿、天文台、尼僧院、球技場、高僧の墳墓、聖なる泉などが点在し

ている。これら当時の栄華を彷彿とさせる壮大な遺跡が残り、世界の人々を

古代のロマンへと誘い続けている。 

 

ピラミットに登れないのが残念 

 

緑の芝生が敷き詰められ、青空の下にそびえる白っぽいピラミットはとて

も優美である。 

  

ジャガーの神殿             戦士の神殿 

  

９世紀初頭に完成したといわれるピラミットは高さ 25m、さほど高いわけで

はない。しかし、とても均整の取れた形だ。現在は登頂が禁止されているの

が残念である。いつも思うのはこのような建物をいかにして造ったのか、石

を運ぶのも石を積み上げるのも簡単ではない。気の遠くなるような労力と時

間を費やしたに違いない。それよりも何よりも位置、方角などどのようにし

て測量したのか?? 今自分がこれを造れといわれても、運搬.測量の方法が

分からない。昔の人はなんと頭がいいのだ!!! 

  

カラコル(天文台) 

古代マヤ人の天文台といわれ、上部に丸いドームがある。9mの台の上に

13mの観測台が載っている。カラコルというのはカタツムリの意。 



真南に向かう窓、西には角度によって春分と秋分の、日没と月没の最北線を

正確に観測できる窓、西南には月没の最北線を見る窓と三つの窓が造られて

いる。 

また天文台の台座の正面は、真西から 27.5 度北に向いている。これは金星

が最も北に沈む方向なのだ。このようにマヤ人は、月、太陽、星の運行を肉

眼で観測することにより、驚くほど正確な暦を作り上げていた。 

  

  

マヤの天文台              ククルカンの飾り 

何故マヤは滅びたのか!! 

  

現代と変わらぬような知識を持ったマヤは何故滅びたのか??メキシコに

来る尐し前に、TVの世界遺産の番組で紹介していたマヤ文明とはこんなもの

だった。 

ジャングルに築かれた都市国家マヤは、水を上手く管理することで２００年

栄えた。高い所に貯水池を造り漆喰で固め、この水をコントロールして水田

へ流して農作業を行っていた。人口増加に伴い森を伐採して農地を増やした、

増産は土が水を含まなくなっていく。９００年頃には干ばつが起きている。 

こんな時ピラミットでは雤乞いの神事が執り行われた、それはマヤ王ティカ

ルのみがチャーク(雤の神)を使って雤を降らすことが出来た。 

しかし、さらに森の伐採は進められ神殿を造った-----外壁は漆喰で固めて

造った-----漆喰を作るのに木を切って燃料にした-----白い漆喰は太陽を 

反射して台地の温度が下がり雤が減った。 



このようにして食料の確保ができなくなり、自然に消滅したという。 

  

カリブ海の楽園カンクン 

  

ピラミツト見学の後、あまりおいしくないユカタン料理のランチを済ませ

て今夜の宿泊地カンクンに向かった。 

  

  

夕方のカリブ海             朝日に輝くホテル 

  

カリブ海のリゾーヘト地として知られるが、ここはユカタン半島の突端、カ

リブ海とラグーンに挟まれた 20kmの細長い洲が開発された所。 

世界中から注目を浴びる究極のビーチエリアで、人口は６０万人の大都市に

なっている。 

17.00尐し前にオムニカンクンホテルに到着、１４４９号室に落ち着いた。

みんな海岸へ散歩に出て行ったが、尐し頭が重いので休憩することに。 

夕食は 19.00 からホテルのレストランだ。葉っぱしかないようなサラダと、

舌平目のような魚のムニエルだったがこれがとてもおいしかった。なんとい

う魚か聞いてもらうもなかなか通じなかったが、どうやらオヒョウの種類ら

しいことが分かった。 

飲み物はワインをボトルで頼むことに、でもあまりお高いと困るので東海林

さんに折衝してもらい、チップ込みで 300 ペソまでにしてもらう。出された

ワインもまずまずで久しぶりにおいしい食事になった。 



 食事後に友はカンクンの旧市街まで行くというが、それを断り明日は体調

が良くなることを願って早めに就寝した。 

  

四日目 晴れ 

今日はすぐさまメキシコシティーへ移動する。そして、メキシコシティー

が湖だった頃の名残を残すソチミルコを見学する。 

美しいカリブの海 

  

朝起きてすぐ海辺に出てみる。ヤシの木が揺れて風はかなり強く吹いてい

るのが分かる。砂浜にはやしの葉で作ったビーチパラソルがたくさん並んで

風情がある。まだ人影は尐ないものの、それでも何人かの人がビーチを散策

していた。 

まもなく東の海に太陽が昇ってくるのが見られた。カリブ海の日の出も美し

かった。 

  

  

カリブ海の日の出            ビーチを散策する人 

  

このあと友の発案で、近くに遺跡があるので見に行くことに。ホテルを出る

と目の前にはゴルフ場が広がり緑が一杯である。その向こうにはカリブ海の

内海が見える。そんな景色を見ながら１５分程歩くもそれらしいものは見つ

からなかった。これ以上進むと食事の時間が取れなくなってしまうので引き

返すことにした。 



朝食は海辺の小さなレストランだった、雰囲気は良いのだが果物とパンくら

いしか出ていない。どのようにオーダーするのか分からず困った。こんな時

気の短い人は損をする、めんどうなので私はパンと果物をたくさん食べて引

き上げてしまった。 

でも女性陣は待って、おいしいオムレツなどを食べてきたという。これは添

乗員の益田さんが、しっかり説明してくれなかったのがいけないと思う。 

  

カンクンからメキシコシティーへ 

 8.20ホテル出発、しばらく走った所に遺跡はあった。これでは歩いてくる

には無理があった。２０分ほどで抜けるような青空が広がるカンクンの空港

に到着。ここはヨーロッパからの国際線が多く飛んでくるメキシコシティー

に次ぐ第２位の空港だという。ここでお世話になった東海林さんと別れる、

10.20 MX-370 は定刻に飛び立った。機種は A319で席は 21C.D、２時間ほど

の飛行である。着陸寸前に見えたメキシコシティーの街は、びっくりするほ

どの過密都市だ。小高い山の中腹まで家が密集しているのだ、これで上下水

道は完備しているのだろうか。 

そんなことを考えていると、街中に着陸したのでまたびっくり。 

  

大渋滞にうんざり 

  

12.20にメキシコシティーに到着、迎えてくれたのはやさしそうなおばち

ゃん道下さん。彼女は 31年前にメキシコへ来たという。 

これからソチミルコへ案内してもらう、そこで舟に乗り幕の内弁当の昼食と

なる。ソチミルコまで１時間半くらいの予定。しかし、メキシコシティーの

渋滞もひどい、しかも車が渋滞で止まっている間をぬって物売りが走り回っ

ている。お腹はすいてくるし尐しイライラしそう。途中で弁当が配られバス

で食べても良いが、ソチミルコの舟に乗って食べたほうがよかろうというの

で我慢していた。 

この間道下さんが説明してくれたメキシコは 



 ☆ メキシコシティーは 2240mの高地にあるので、睡眠が浅くなるまた、

消化が悪くなるという。 

  ☆ 朝晩の冷え込みはきつく、一日の温度差は１０数度にもなる 

 ☆ メキシコの国花はダリア。メキシコ原産の花はコスモス、マリーゴー

ルド、ポインセチア etc。 

 
渋滞の中をいく物売り 

  

 ☆ サボテンは 3種類に大別され、カクタス、ウチワサボテン、リューゼ

ツラン 

  ☆ 特別区であるメキシコシティーは９８０万人、でも周りの衛星都市を

含めると２.３００万人。 

そうこうしているうちに 15.00ソチミルコに到着した。 

  

湖が水路として残る世界遺産ソチミルコ 

 スペイン征服軍が侵入以前、メキシコ市の大半は湖だった。その湖に浮島

を造り、それが今日では陸地となって湖は水路として残った。 

どのようにして浮島を造ったかというと 



① アオエホという木をまわりに植える 

② その中にチナンパ(ドロ)をすくって入れる 

③ アオエホの根や草の根が地底に届き根を張る 

④ 浮島は固定され、さらにチナンパを入れる 

⑤ 今は浮島ではなく家も建っている 

⑥ 湖は水路として残った 

これがアステカ時代の浮き畑ソチミルコの歴史だという。そんな水郷には

3000隻もの舟が浮かび、市民の憩いの場になっている。 

  

 
たくさんの舟が並ぶ 

食事しながら舟遊び 

 2隻の舟に分乗して水郷めぐりに出発。出だしからなかなか荒っぽい、舟

をゴツンゴツンとぶつけながら出て行くのだ。 

とても派手な飾りをつけた舟が行きかう様は、なかなかどうして絵になって

いる。途中でもあちこちでゴツンゴツンとぶつけては進めていく。ここでや

っと昼飯にありつく。久しぶりの日本食はすごいボリュウムの幕の内弁当、

エビフライ、おでん、シャケ、ひじき、昆布はやはり旨かった。でもとても

食べ切れなかった。 

  



  
マリアッチの楽団            派手な色合いの舟 

  

途中にはマリアッチの楽団を乗せた舟、物売りの舟も行きかいにぎやかなこ

と。そしたら今度は物売りの青年が飛び移ってきた。買い物好きのおばちゃ

ん 2人の前で鞄を広げて売り込みを始めた。人を見抜く眼力も相当なものと

感心した。ネックレスを４００ペソでどうだと勧める、シルバーでとてもよ

い品と売り込む。おばちゃんは負けずに 200と言う。相手はしたたかで、な

らこれもつけるとかいろいろ手を替え品を替えて引き下がらない。 

おばちゃんも健闘してならいらないと引き下がらず、結局 200 ペソで買った。

これってほんとはどちらに軍配が上がったことになるのかな? 当然売った

方が利益ありとふんだ筈だから、売り手の勝ちと思う。そんなやり取りを楽

しみながら 1時間半の舟遊びを終えた。 

16.30ソチミルコを後にして帰路に着く。途中メキシコ国立自治大学(UNAM)

に寄って小休止をとる。広い芝生は公園のようで多くの人がくつろいでいた。 

珍しい建物がありひときわ目を引くのが、世界最大の壁画で覆われた中央図

書館。窓は見当たらずモザイク模様の壁しか見えなかった。 

この壁画にはテーマがあって、北側にはアステカ文明、南側にはスペイン植

民地時代の圧制、東側は太陽と月、宇宙、科学、政治、そして西側は UNAM

の校章を現しているという。 

道路を挟んでその向かいには、東京オリンピックの次に開かれたメキシコオ

リンピックの時のメインスタジアムがあった。 

こうして一日の見学も終わり、18.00にクオリティー．インホテルに到着し

1449号室に落ち着いた。 

  



五日目 晴れ 

観光最後の日、今日はテオティワカン遺跡とメキシコシティーの市内見学

を予定。 

  

朝の散歩は公園へ、でも … 

  

近くに大きな公園があるので散歩することに。6人そろって出かけた。丁

度朝の通勤時間帯であり、中型のバスやタクシーがたくさん走っている。道

路の真ん中に何かの遺構らしき物が残っていた。 

 

  

クオリティー．インホテル        レフォルマ通り 

地下鉄の出入り口付近に大きなバスターミナルがあって、たくさんの人の群

れが流れている。そんな中をかき分けて進むと立体交差の橋を渡り公園の横

まできた。やっと入り口にたどり着いたところ、警備員が立っていて今日は

休園日で入れないという。 

なんということだ、やむを得ず引き返すことに。今度は道路を横断出来るよ

うな場所が見あたらない。そこで地下鉄の駅に入り反対側に行くことに。地

下にも大勢の人が行き来している、丁度電車の出て行くのが見えた。 

地上に出てから公園に沿うように進むと、ライオンの像が建っている広場が

ありそこが公園の表門だった。 



このあとレフォルマ通りの日本大使館の前を通り、独立記念塔のあるロータ

リーまで歩いた。この通りは皇帝マクシミリアンがパリのシャンゼリゼを模

して作らせた大通りだという。ここから右折してホテルに戻った。 

帰ってからよく調べてみるとチャプルテペック公園といい、ここには国立人

類学博物館や近代美術館、国立劇場もあることが分かった。 

 

 

独立記念塔 

アステカ帝国の都があったソカロ広場 

  

9.00にホテルを出て先に市内見学をする、向かったのはソカロ広場。とこ

ろが近くまで行くとたくさんの警察官がでて道を封鎖している。 



何があるのかはさっぱり分からない、とにかく広場までは入れないというの

で手前で降りて尐し歩いた。 

広場に着くとそこにもたくさんの警察官が道路を封鎖している。道下さんが

何があるのか警察官に聞いても、彼らも分からないと言っているという。で

も広場には入れるというので一安心。 

 

 

ソカロ広場、大聖堂を背に 

 

広場の中央には国旗が掲揚されている。毎朝夕には三軍の将兵により国旗の

掲揚.降旗のセレモニーが行われているのだという。その国旗のポールに対

して、尐し傾いて建つのが分かる大聖堂は、両側に搭を持つすばらしいもの

だ。その正面には市庁舎、右手には大統領府が左手の建物はなんと国営の質

屋だという。 

これらはスベインが侵攻後に建てたもので、いらい 400年以上もメキシコ史

の重要な式典を見守り続けている。 



さらに大聖堂の裏手には、工事で発見されたアステカの遺跡が保存されてい

た。石造りの建物だけに燃えることはなく、このように保存されかつ今も使

われているのにびっくりだ。 

 

先住民の信仰を集めるグアダルーペ寺院 

  

ここはスペイン人の侵入以前から、神殿があったテペヤックの丘に広がる

カトリック寺院。メキシコ国民の精神的な支えであるグアダルーペの聖母が

祀られている。この聖母は黒い髪と褐色の肌を持ち、カトリックの聖母の中

では異色の存在だ。国民の 90％はカトリックが占めるメキシコで、特に貧し

い人には圧倒的な支持を得ているという。 

  

  

傾いている旧聖堂            モダンな新聖堂 

  

1709年に建設の旧聖堂は地盤沈下のために傾き、1976年には新聖堂が建て

られた。円形の建物は聖堂らしからぬデザインが特徴、しかし現代的な機能

美を持ち 20.000 人を収容できる。このときも大勢の人が集まってミサが行

われていたが、宗教が生活に密着していない日本では考えられないことだ。

それでも聖母像の下までいくことができ、かつ撮影も OKだった。動く歩道

に乗って見学するようになっていて、立ち止まることは出来ない。 

すぅーと通り過ぎる間に聖母の写真を撮った、周りの人も同じようにカメラ

を構えていた。 



そのため写真を撮るのに気をとられて、肝心の聖母の姿をはっきり見ること

は出来なかった。動く歩道を降りると左手に集合することになっていたが一

人足りない。増田さんがあわてて飛んで行った。幸い大事にはいたらず、す

ぐ見つかったのでやれやれであった。 

 

このあとハイウェーを走ってテオティワカン遺跡へ向かう。 

 

    

聖母像               ミサが行われていた 

 

丘の上まで民家がぎっしり 

  

メキシコシティーの街を抜けて高速道路に入る、途中地下鉄が並行して走

っていた。というのもここの地下鉄は地下を走るのはわずかで、多くは地上

を走っている。 

この地下鉄はフランス製で、当時のドゴール大統領が直接売り込みに来て落

札したものという。目玉は車輪がゴム製のタイヤをはいており騒音が小さく

て静かなのが売りという。 

高速道路を進んでいくと異様な光景が飛び込んできた、丘の上まで民家がぎ

っしり建って全体が白っぽくなっている。よく見るとブロックの家のようだ。

すべて家で埋まっており道路とか森などは一切見当たらない。 

さらに走ると田舎の風景に変わり、のどかな田園地帯が続く。でも来る前に

想像していたようなサボテンが一杯ある風景はどこにもなかった。 



ましてや砂漠は全然なかった、たまにサボテン畑が見えたがそれらは食用に

栽培しているという。 

ハイウェーを快調に進めていくと、遠くにピラミットが見えてきた。 

 

  

丘を埋め尽くす民家            ハイウェーからの景色 

 

お土産屋さんに寄ってから食事 

 

ここらで食事かと思ったらそうではなく 11.50お土産屋さんに寄った。こ

こでは初めにお姉さんがかなり上手い日本語でリュウゼツランの説明をし

てくれた。芯にたまる蜜はとても甘いこと、葉の繊維から紙ができることな

ど-------- そして試飲させてもらうと甘かったです、これがテキーラの原

料になるのです。 

 

  

カラフルな織物が並ぶ店先         観光用のサボテン畑 



そのあとは例によってお土産の売り込みです、でもかなりお高い値段がつい

ていました。この地の特産、黒曜石にマヤ．トルテカのカレンダーを描いた

ものが気に入った、でも２５ドルと尐しお高い。ディスカント、サービスと

かいろいろ言っても２２ドルだという。２０ドルにと言っても NOばかり。 

NOサンキューと言って帰ってきたら、追っかけてきて「友達２２ドル」を連

発。こちらも欲しかったのでつい負けてしまい買ってしまった。 

お店の隣には観光用のサボテン畑があり、カクタス、ウチワサボテンなどが

並んでいた。 

そんなお店の近くのレストランでメキシコ最後のランチとなる。 

ここではサボテンの刺身、豚の皮を高温で揚げたチチャラン、トウモロコシ

の粉で作ったトルチージャをいただく。 

トルチージャにいろいろな物をのせると、これがタコスになる。バイキング

方式だったがそんなにおいしいと思う物はなかった。何にしても味付けが物

足りない、日本のような醤油とかお味噌がないのだ。 

レストランのサービスで、アステカ人の衣装を着た女性が男性の叩く太鼓に

合わせて踊るショーを見せてくれた。解説がなかったのでその場ではよく分

からなかったのだが、アステカの神に扮しての踊りだったのだ。でも食べる

ことと踊りをゆっくり観賞することは難しかった 

そのため食事の後には、アステカの衣装の踊り子と記念写真を撮っていた。 

 

  

ランチをとったレストラン         アステカの踊り 

 

壮大なテオティワカン遺跡 



メキシコシティーから 50km北にあるこの遺跡は、紀元前 2世紀頃に建造

されたメキシコ最大の宗教都市国家。 

メキシコ盆地を中心に栄え、350年～650 年の間に繁栄の頂点に達した。人

口は 20万人と推定される、当時のヨーロッパと比較してみると、コンスタ

ンチンノーブル以外には 2万人以上の都市はみられない。このことからも都

市の大きさが分かる。 

遺跡には太陽のピラミット、月のピラミット、ケツァルコアトルの神殿、ジ

ャガーの宮殿、ケツァルパパロトルの宮殿とこれらを結ぶ死者の道で構成さ

れている。 

 

月のピラミット 

 

テオティワカン遺跡では 2番目に大きなピラミット。高さ 42m、底辺は

150m×130m で太陽のピラミットより低いが、ピラミット前の月の広場の規模

からすると、重要度は月のピラミットの方が高く、大きな宗教儀礼は月のピ

ラミットを中心に行われていたと考えられている。 

早速ピラミットに登ることに、勇んで登ったのはいいがとてもきつい。心臓

が踊ってくる、何しろここは 2200mの高地の上に立つ 42mを忘れているのだ。

一つの階段を登ると休憩、また一つ登ると休憩してやっと頂に登頂。しばら

く休まないと動けない、添乗員の増田さんや家内はそこに仰向けに寝てしま

った。でも頂からの眺めは抜群で、太陽のピラミットをはじめ死者の道から

真っ直ぐ延びる、雄大なテオティワカンの全景が一望できる。 

そしてピラミットのデザインは、この荒涼とした景色にマッチしていると強

く感じた。 

  



 

月のピラミットから見た死者の道と太陽のピラミット 

 

太陽のピラミット 

 

高さ 65m、底辺の一辺が 225mの巨大な神殿。テオティワカンの中では最大

の建築物で、世界で 3番目の大きさを誇る。 

このピラミットは古い神殿を覆うように今の神殿が造られている。つまり、

ピラミットの中にピラミットが眠っているのだという。 

248段のかなり急な階段を、ゆっくり登ったら先ほどのようなことはなかっ

た。二つのピラミットに登り遺跡を眺めると、ますます古代人の有能さに驚

くばかりだ。 

 



  

鮮やかな色合いが見える壁画 

 

この遺跡でもう一つの売りになっているのが壁画だ。ジャガーやきれいな鳥

の名前であるケツァルパパロトルの絵が赤、茶色、黒、黄色などの色彩が今

も鮮やかに見られる。2000年近くも地下に埋もれていたこと、雤が尐なく湿

気がないためカビにやられないことが幸いしているのだ。 

すばらしい体験が出来て、今回のメキシコの旅に満足である。 

 

 

太陽のピラミットを背に 



見学も終わり帰国の途へ 

  

メキシコ最後の夕食はお寿司だった、でもあまりおいしいとは言えず食べ

切れなかった。寿司に天婦羅、串カツ、酢の物もついており十分すぎるのだ

が。今回の旅でいささか不満と言えば、食べるものがあまり口に合わなかっ

たことか。というより体調が十分でなかったためかな。 

翌朝のことを考えて 21.30就寝、でも道下さんの言うように高地ではぐっす

り眠ることは難しい。 

4.30に起きて 5.30にホテル出発、朝食はなし。 

JL-011は 8.55 メキシコシティーを離陸、アメリカのロッキー山脈上空を飛

ぶ。ソルトレークシティーやモニュメントバレーをチラチラと眺めることが 

 

  
モニュメントバレー            タコマ富士のレーニエ山 

 

できた。お天気も良く広いアメリカの景色の一部も見られてラッキーだった。

そして、シアトルではタコマ富士と呼ばれるレーニエ山もきれいに眺められ

た(ただし私の席からは見えず)。12.10 バンクーバー着。14.05 には離陸し

て成田に向かう、この間が一番退屈な長い時間であった。16.50 成田到着。 

国際線から国内線に乗り換えるのだが、ここで分かりにくい案内にがっかり

した。「乗り換え口」の案内があって番号が書いてあるのだが、これではど

こへ行っていいのか分からない。 

日本語なら「国内線へ乗り換え」とか「国際線へ乗り換え」と表示すべきも

のだ。さらに、われわれが降りたのは離れ小島のサテライトだったので本館



へ移動しなくてはいけない。シャトルバスの乗り口まで行くと、「シャトル

バスには乗車できません」の表示と侵入禁止のマークが飛び込んできた。 

ええどういうこと??と迷っていた、でもよく見ると NO１のドアの前に説明が

一箇所あった。 

２０人ほどが来ただけで見えなくなる説明板ではなく、もっと分かりやすい

案内に心がけてほしい。これが日本の空の玄関とは情けない。 

それでもセントレアに 19.50着陸して、無事にメキシコの旅を終えることが

出来た。 

  

 

 


