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カンボジア．ベトナム周遊       2009.1.31～2.5     

アンコールワット．ハロン湾と 

       ベトナム紀行６日間 
  

１月３１日 JTB 旅物語主催のツアーに、友の長坂夫妻とともに参加した。 

５泊６日の短期間ではあるが、ベトナムのハノイとホーチミンの街の見学と

世界遺産ハロン湾のクルージング、そしてこれも世界遺産のカンボジアのア

ンコールワットを見学した。 

  

ベトナム航空 VN967 便はほぼ満席 
  

前日は雤降りで朝の天気が心配されたが、幸い家を出る 7.00"頃には雤も

上がりほっとした。少し早めに出発してセントレアに到着すると、企業の赤

字決算と解雇のニュースばかりが報道されている割には大勢の人でごった

返していた。でもよく見ると中年の人ばかりだ、金と時間に余裕があるのは

シニアということを如実に示している。受付を済ませスーツケースを預けて

少し時間があったのでコーヒーを飲んで落ち着くことが出来た。 

 

  
出発前の 4人組              これも出発前の VN967 便 

 

9.00"に再集合すると、添乗員の朝生さんから「出国手続きが混雑している

ので、早めに列に並んでください」という。見れば国際線の搭乗者の列は中

央のコンコースまで並んでおり、係員が最後尾の看板を持っているのが見え

る。それもそのはずで 9.30"～10.30"に出発便が集中しているのだ。 

われわれもその後に並んでぞろぞろと移動しながら順番を待った。この状態

を見るとセントレアの規模は、少し小さすぎるのではないかと思う。コンパ

クトで使いやすいと思っていたが、セキュリティーチェックはこの倍の規模

がほしいものだ。セキュリティーチェックをやっと通り、出国カウンターを
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出るといよいよ旅の始まりである。ベトナム航空ハノイ行きは国際線の一番

遠い２３番ゲートからの搭乗で、出発は 10.30"、そして搭乗は 9.50"予定と

なっている。定刻に搭乗が始まり濃いブルーの機内に乗り込むと、通路を挟

んで左右に３列座席のエアバス A321、席は 37A.B友は 37C.D。ほぼすべての

席は埋まり満席に近い状態で、ベトナムが乾季のこの時季は観光客が多いた

めであろう。左足に難がある私が左側が通路の D席に変ってもらい、通路を

挟んで離れた場所に座った。 

  

5 時間でハノイへ、どんな飛行コースを飛ぶのか!! 

  
飛行機の出発時間とはボーディングブリッジを離れる時間と思うが、これ

まで列車のようにどんぴちゃの時間であったことはない。でもほぼ定刻どお

りの出発で飛行機が滑走路に出て離陸を始めたのは 10.45"だった。 

鈴鹿の山並みを越えて大阪上空から瀬戸内を飛ぶ、これから 5Hで現地時間

14.35"(時差２時間)にハノイ到着予定だが、どんなコースを飛ぶのだろうと

思っていた。隣は同じツアーの豊田からきた人で、私より５歳年上のご夫婦

だった。長い道中をいろいろな話をしながら時を過ごしたが、政治のことも

当然のように話題になった。給付金のよしあし年齢の決め方など、意見は必

ずしも同じではなかった部分もあったが、でも元の職場が同じようにトヨタ

グループであったことから話が弾み、車体なら私の知人で「鈴木要一」が車

体だったがという。もちろん知っていますと忚えると、それがとても嬉しか

ったようでますます話が弾んで退屈しなかった。そして機内食が配られてき

た、メニューには牛肉煮込みシヤッスールソース仕立かうなぎ丼とあった。

肉はどうでもよいので、うなぎにしようと話し合っていたが、私たちの席は

後ろの方なので残り物しかないのではと半ばあきらめていた。 

いよいよ私たちの順番が来て「うなぎ」と言うも、客室乗務員はうなずかず

に戻ってしまった。やはりないのだと思ったら、持ってきてくれた食事はう

なぎが入っていたので嬉しかった。でもここまで来て何もうなぎにこだわる

ことはないのだが........。 

食事も終りまたおしゃべりをしながらモニター画面を見ていると、飛行機は

上海から海岸沿いに香港へ飛び、ハノイへと向かった。 

  

ベトナムはどんな国か 
  

ベトナムについて知っていることは多くはない、インドシナ三国がフラン

スの植民地だったこと、ベトナム戦争では大国アメリカとゲリラ戦術を駆使

して戦い、ついにはアメリカを退却させたこと。現在は、すごいインフレが

収まっていない国。知っている街はハノイ、ホーチミン、ダナンと昔の都が
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あったフエの名前くらいだ。社会主義の国としては今後の発展が期待されて

いるが、その現状はどんなものか見て見たい。同じく昔は社会主義国であっ

たチェコ、ハンガリーを見学して、以外にすばらしかったのに驚いたことが

ある。 

  

ベトナムの国土 

中国の南インドシナ半島の東側に S字状に細長い国で、南北に 1670kmもあ

るが、東西はとても狭い。面積は３３万平方キロメートルで日本より少し狭

い。西はラオスとカンボジアに接し、この三国がフランスの植民地だった。 

南シナ海を挟んでフィリピン、マレーシア、タイ、ブルネィー、シンガポー

ル、インドネシアの６か国と相対しており、実に 9か国もの国に囲まれてい

る。北部はハノイを中心とした紅河デルタの平野、南部にはホーチミンのあ

るメコンデルタが広がる平野、中国やラオスとの国境となっている山岳地帯

と起伏に富んだ国土になっている。このためベトナムの気候は非常にバラエ

ティーで、北部は温帯性気候、南部は熱帯性(サバンナ)気候に分類される。

おおまかに４月～１０月は雤季で１１月～３月は乾季となる。現在の気温は、

ハノイ２０℃～２３℃でホーチミンは３３℃ほどだ。 

ベトナムの民族と人口 

インドシナと呼ばれるように、古代からインド(印度)と、シナ(中国)からの

影響を強く受けてきた地域で、ベトナム人(キン族)自体が、紀元前数百年に

中国南部から移動してきた民族である。しかし、キン族は北部(安南)だけし

か住んでいなくて、中部にはチャンバ民族が、南部はカンボジアの一部であ

って、カンボジア人が多く住み、まったく別々の国だった。 

ベトナム(キン族)人の王朝が国土を統一したのは、わずか２００年前であり、

その時はすでにフランスによる植民地化が進みだしていた。ベトナム全土が

まともに一つになっていた時期はほんのわずかでしかない。そのため今でも

４０種類余の少数民族が存在している。現在の人口は約８４００万人、ハノ

イは６００万人、ホーチミンは８００万人の大都市である。 

ベトナムの歴史 

ベトナムの歴史は侵略の歴史である。紀元前の１０００年ほどの間に、中国

南部から移住してきて今までいた少数民族を山間部に追いやり、ハノイの周

り紅河デルタに定住して人口も増えた。紀元前 2世紀から紀元９３９年まで

は中国の支配を受け、中国の一部でしかなかった。 

独立後も宋や元の侵略を受けながら、南のチャンバ王国を攻め続けて１５世

紀末には中部ベトナムもキン族の土地になる。１８世紀になって、メコンデ

ルタのカンボジア人を追い出して今のベトナムの土地がほぼ全部キン族の

支配地となる。全国統一をしてフエにグエン王朝の都が完成したのは１８０

２年である。このころからフランスの侵略が始まり１８８４年にフランス植

民地となる。１９４０年には日本軍が北部を軍事占領をするが、日本の敗戦
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とともに北は中国軍南はイギリス軍が来る。１９４５年９月２日ホーチミン

が独立宣言を発表するが、フランスが認めずに再占領し、第一次インドシナ

戦争になる。１９５４年ジュネーブ協定で、フランスが撤退するが、南には

アメリカが侵略し第二次インドシナ戦争になる。そして、１９７５年に完全

に独立する。 

  

ベトナムは社会主義の国 

  
現地時間 13.45"ハノイのノイバイ国際空港に着陸した。タラップが前と

後ろに準備され、ほとんど最後尾の席だったので真っ先にタラップを降りた。

待機しているバスに利乗り込むと妻がスリッパはと聞く、いけないスリッパ

を忘れてきてしまった。あわててタラップをかけ戻り、座席の網に入れてい

たスリッパをとって来たが、到着早々から忘れ物では先が思いやられる… 

バスで少し移動して、歩いてターミナルへ入る。首都の空港というイメージ

ではなく、まさに田舎の空港である。入国審査のためいくつかのブースに別

れて並んだがわれわれが並んだブースの係官は特別時間がかかった。隣のブ

ースと比べてもあまりに時間がかかるのでいらいらしてきた。見ているとそ

の係官は作業に没頭しているとは思えず、周りをきょろきょろ見回したりし

ているのだ。よく言えば他の係官の監督をしながら仕事をしているよう

な.......。こちらが一人終るころには隣は二人か三人終っているのだ。そ

れでも悪口を言って、心証を悪くしてはいけないと思いがまんしていた。何

といってもここは社会主義の国ということを忘れてはいけない。 

 

  
ハノイのノイバイ国際空港        市街へ向かう途中の景色 

 

やっとのことで入国審査を通り荷物を受け取ると、現地ガイドのミスター

「ガン」さんが迎えてくれた。今回の参加者２５名が初めて顔をあわせ、バ

スに乗り込んだ。空港から 40km程離れているハノイの街に向かって、ベト

ナムの旅がスタートした。空港を出ると田舎の田園地帯を走る、なんとなく
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殺風景で風情もない景色が続く。３０分ほど走るとホン川を渡りハノイ市内

へ入るが、道沿いの家はいずれも商店なのか鉄製の折り戸があり、トタンぶ

きの薄汚い感じ。通りに面して大きな木があるのはいいのだが、そのことで

余計に家を薄暗くしているみたい。それと家の前はホコリっぽくてさらにイ

メージを悪くする。 

でも市街に入る辺りから水田や畑の緑と対照的にオレンジ色の屋根の家々

が多く見られてイメージも少し変った。ガンさんの話では今年のハノイは寒

くて、今日は２０℃あるが昨日までは１０℃くらいだったという。１０℃以

下は学校が休みになるほどの異常事態なのだとか。 

  

ホアンキエム湖を巡る 
  

最初に見学したのはホアンキエム湖、といっても街中にある池と思えばよ

い。この池は街の中心に位置しており市民の憩いの場となっている、そして

観光客にも人気のある所だという。それは北側に旧市街と水上人形劇場、西

側に大教会、南側に統一公園などこのエリアに観光スポットが点在している

のだ。大きな豆の実がぶらさがる火炎樹が建ち並ぶホアンキエム湖には、古

くから伝わる伝説がある。１５世紀に黎朝を築いたレイ．ロイは湖から引き

上げた剣で明軍からベトナムを守った。その後、戦勝報告に湖を訪れると底

から亀が現われ、剣をくわえて戻って行った。このことから湖をホアンキエ

ム＝還剣と呼ばれるようになった。その湖の前の通りには、電話線がくもの

巣のようにむちゃくちゃに張られているのが目に付く。せっかくの景色もこ

れでは………。その一角に水上人形劇場がある、チケットは２００円～４０

０円。カメラの持ち込みは別料金７５円、ビデオは３００円が必要となる。

開演時間は 17.15",18.30",20.00"の三回でその名の通り水の上で繰り広げ

られる人形たちのパフォーマンスは、ユーモラスな動きとダイナミックかつ

素朴な音楽が印象的という。でも残念なことに私たちのツアーはここから３

時間かかるハロン湾で泊まるため観賞できない。 

 

  
ホアンキエム湖前の通り           シクロ 



 ６ 

道路の横断は命がけ 
  

劇場の前を素通りして旧市街へ向かう、バイクがひっきりなしに走る中を

横断するには勇気がいる。でもやばい!! 必ずガイドのガンさんにくっつい

て渡るようにした。何といってもものすごい数のバイクが、ひしめき合って

走る様は圧巻である。よく接触事故を起さないものだと感心する。道路を横

断するにはバイクを見ずに、ゆっくり立ち止まらずに歩くこと、そうすれば

バイクがよけてくれると教えられたが、とても一人では横断できない。 

それに、バイクは一人で乗っている人は少なくて、二人乗っているのが多い。

中には三人乗りや四人乗りしているケースもよく見られる。ルールとしては

二人乗りまでというから交通安全意識はとても低いようだ。そのバイクはホ

ンダが多いそうだが、コピーも多いというからさすが世界のホンダだ。 

この３月期決算は自動車大手はもちろん、押しなべて赤字決算の中でホンダ

は二輪車が健闘して黒字を確保するなど、その面目躍如たるものがある。こ

れだけバイクが売れれば利益確保に貢献すること間違いないだろうとうな

ずけた。 

  

旧市街は庶民の生活が垣間見える 
  

大通りから旧市街へ入って行くと、すぐ屋台が店を広げている。そしてテ

ーブルを一つ並べただけの道端の即席ミニレストランでは、若い人たちが男

も女も食事をしている。店でなくとも家の前の路上で、数人の娘さんが座り

込んで何か食べている。見ると小さな貝のようだがよく分からない、その隣

ではタニシを売っている。 

人が多く歩いており当然ほこりぽい筈だし、人も見ているのだが意に介して

いないようであちこちで食べている。路上でものを食べるのが普通になって

いるのだろう、日本の教育ママが見たら何と言うのだろうか、これが文化の

違いと言うことだと感じた。 

 

  
市場の様子                旧市街の雑踏 
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薄汚い市場には魚屋さん肉屋さん八百屋さんと何でもありで、魚屋さんには

雷魚が桶の中で泳いでいた。野菜の店には人参玉ねぎ白菜カリフラファーな

どと一緒に、バナナの花も並んでいる、果物屋さんには楕円形のスイカ、オ

レンジ、ドラゴンフルーツにマンゴスチンと一杯並んでいて、南国に来たこ

とを感じさせてくれる。 

でもここでは見学オンリーで買い物する時間はなかったのがちょっぴり残

念だったが、この旅では現地の果物をぜひ食べてみたいと思っている。 

旧市街を一回りして水上人形劇場の前に戻ってきたが、裏道も大通りもバイ

クと自転車の前に座席をつけたシクロが走り回っている。そして、大勢の人

が行きかっているが圧倒的に若い人ばかりだ。日本なら昼間はお年よりの姿

が多いが、ここでは少ない。国全体の年齢構成が若くて、これからますます

発展していくことだろうと感じた。 

  

ハロン湾へ３時間の移動 
  

ハノイの見学はこれだけで明日のハロン湾クルーズのため、ハイフォンの

街に向かう。200km 程離れていて、高速道路は一部なので時間は３時間を要

する。さらにトイレ休憩をすると、そこはお店になっているので３０分はか

かることに。薄暗くなってきた田園地帯を走って行くと、あちこちで田んぼ

を埋め立てて土地造成しているのに出会う。工場用地になるのだろうが、無

秩序な開発にしないためにしっかりした計画が必要だろう。 

そして田んぼの中には所々でお墓が残っているのが見られた、最も印象的だ

ったのはベトナムの民家だ。間口が一間半～二間くらいしかない、とても薄

っぺらで奥行きはその 10倍もあるような細長い家で、みな３階建てか４階

建てになっているのだ。そのうえ片側には窓が一つもない造りになっている。

直射日光をさえぎるため窓を造らないのだと思うが、風通しはいいのだろう

か?? ハイフォンに着く少し手前まで鉄道が並行していたが、貨物列車を一

度見たが客車を見ることはなかった。 

  

ホテル到着は 21.00"すぎ 
  

ハイフォンの町に 20.00"頃到着し、ハロンプラザホテルで夕食となった。

おかしなことにこのホテルは今夜泊まるホテルではない。料理の関係なのか、

あちこちのホテルを使わないといけないのか? そんなことを考えながら、

ベトナムの夕食を楽しみに席に着いた。飲み物はビールをいただき、晩餐が

はじまった。スープ、サラダに続きエビ春巻き、カキフライとなかなかいけ

る味のものがでて、食べ物にこごとの多い友も満足していた。25名のメン
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バーもまずは食べ物談義から友好を温めた、そのあとは揚げ魚、ポーク、牛

肉と野菜炒めがでてデザートになった。 

1時間余の食事タイムも終わり今夜の宿に向かった、5分程で到着したサイ

ゴンハロンホテルはなかなか立派なホテルだ。部屋は 407 号室とても広くて

GOOだった、早速バスタブにお湯をはり、明日に備えてゆっくり温まって

早々に休んだ。 

 

二日目 

今日はハロン湾クルーズで、そのあとハノイに戻りホーチミンへ移動する。 

  

果物売りとモンキーバナナ 
  

朝 6.00"過ぎに起きて窓から眺める海は、どんよりした空の下松林の続く

先にたくさんの小舟が浮かんでいるのが見える。あまり良い天気ではないみ

たいである。14階のレストランでの朝食も、すばらしい眺めとはいえなか

ったのが残念。朝からフォーを食べた、汁は薄味の醤油で麺はあまり味がな

いのが特徴か。果物はスイカ、ドラゴンフルーツは甘くておいしかった。 

 

  
物売りの舟                 船に乗り込む 
  

8.15"にホテルを出発して 5分程で船着場に到着した。たくさんの木造船が

浮かんでいる、いったい何艘の舟があるのかと思うほどだがこれでも最盛期

には舟が足りないと言う。もっとも舟は 30人乗り位の大きさなので大量に

さばくのは難しいと思われる。これらの舟の間を小さな舟が行き来している、

見るといずれも果物を売り歩いて(?)いるのだ。われわれも 8.30"一艘の舟

に乗り込みクルージングに出発した。 

舟の中はこれもすべて木造で、外からの見た目とは違いとても感じの良いキ

ャビンになっていた。ほどなくして物売りが舟べりによじ登ってくる、見る

と親子連れの舟で小さな子供がモンキーバナナを持って「1」ドルと指を立

てている。はじめは誰も買わなかったが、少し沖合いに出てからも売りにく
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る。今度は数人がバナナと小さなみかんを買った。モンキーバナナ一房を買

った人がおすそ分けしてくれて食べたが、甘くてなかなかおいしかった。 

  

ハロン湾の鍾乳洞を見学 
  

舟は最初に正面に見える大きな島に向かった、そこに大きな鍾乳洞があり

見学するのだ。島にちかずくとたくさんの舟が停泊している、どんな風に接

岸するのかと見ているとびっくりだ。すでに到着した舟、客を降ろして戻る

舟が入り乱れている中へ強引に突っ込んでいく。最後は隣の舟にごつんごつ

んと当りながら船首のみ接岸した。もちろん舟の舷側にはタイヤがつけては

あるが、それにしても荒っぽいやり方だと半ば感心した。桟橋から少し急な

坂道を上った所に小さな入り口がある、説明ではこの鍾乳洞は猿が入って行

くのを見て発見したのだという。 

大勢の人の後に続いて入って行くと、とても広い空間が広がって青や赤色の

スポットライトが当てられた、幻想的な世界に思わず感嘆の声が漏れる。日

本の秋芳洞は入り口は広いものの、中は細長く続き大空間とはいえない。こ

こは入り口はとても狭いが中に入ると、広い空間は様々な形の鍾乳石があち

こちに観られるのだ。中でも洞の一部の天井に開口部があり、空が見える天

空洞は自然の造りだす造形美に圧倒される。天空の宮殿と呼ばれあまりに見

学者が多いので、いつまでも立ち止まると係員がいて先に進むようにうなが

しているほどだった。 

  

さすが世界遺産「絶景のハロン湾」 
  

    
   これぞハロン湾の絶景 
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見学を終えて 10.00"に再び舟に乗る時は他の舟に乗ってから乗り移った、

がこの時誰か手に持っていた服を海に落としてしまった。さすがにすぐ拾い

上げて水でゆすいでくれたようだ。 

ここから本格的にハロン湾周遊にスタートする、上陸した島をまわりこんで

進むと前方にとがった塔のような山(島)が林立していて、海の桂林と言われ

るのが実感できるすばらしい眺めである。日本の松島と比べ、とがった山が

連なる姿は珍しくて異国に来たことを実感する。 

とがった山あいをしばらく進むと、水上生活者の筏の家が数隻停泊していて

見学をした。筏はその下が生簀になっており区画された網の中には、それぞ

れ種類の違った魚がたくさん入っていた。そのこと自体は珍しくはないが、

家が固定していないので税金は払わなくてもよいのだろうか? それにして

も海の上の生活は快適なのだろうか、実際は陸地に家があって魚の養殖をす

るために、仮の住まいとしているのかもしれずその辺りは定かではなかった。

でもクルーズの一環として見学させるのはおもしろい。そこから先もとがっ

た山は点在しており、ハロン湾の絶景を十分に堪能することができた。でも

どんよりした空は変らず、雲が広がっているのではなくて砂塵が舞い上がっ

て空を覆いつくしているようで、ガイドに聞いてもこの時季はこんな感じだ

というのだが、ちょっとうなずけない.........。 

  

船上パーティーはベトナムワインで 
  

8時 30分に出航して 11.00"になると、船員がきてテーブルに白いクロス

を敷いた。いよいよランチの時間で、パンフレットには海鮮料理としてあっ

たので何がでるのか楽しみにしていた。 

 

  
ベトナム産のワインで食事 

 

初めに飲み物を聞きにきた、四人いるので数種類あるワインの中でベトナム

産のボトルを奮発した。２０ドルだったが一人にすれば５ドルなので、ビー

ルの３ドルを考えればちょっとした贅沢といったところか。ワインの味が分
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かるとは言えないが、舟でそれもエビをつまみながら飲む味は格別であった。

ふだんはあまり飲まない友の奥さんもおいしいといいながらグラスを傾け

ていた。やはりこの雰囲気が余計においしくしているのだろう。だされた食

事も蟹の甲羅に詰めたグラタンなどとてもおいしいと思った。味付けは観光

客用にアレンジされていると思うが GOO で、たまにしか飲まないワインをそ

れも船上でいただくなんて言うことなし。 

こうして観る、食べるの両方を満喫して 12.30"にハロン湾のクルージング

を終えた。 

  

すでに田植えが始まっていた 
  

このあとハノイの空港に向かいホーチミンに移動する。昨日来た道を戻る

のだが、夕方と違い田んぼや畑に人が出て作業している姿が見られた。一部

では田植えが済んでいた、また準備をしているところも。ベトナムではお米

は二回収穫する、作れば三回作れないことはないそうだが、それでは田んぼ

の土がやせてしまうので二回にしているという。またある畑では何か作業し

ていたが、とても大勢の人たちが群がっていた。 

集団作業をしているようで、助け合いの仕組みが残っているのだ。そしてベ

トナムの家はレンガ造りが普通で、川沿いの所にはレンガ工場が多い。とい 

うのも輸送に便利な場所に建てられているという。 

  

  
水田の風景                車窓から見た民家、とても幅が狭い 
  

ガイドから聞いたベトナム 

☆人口は８４００万人、ハノイは６００万人、ホーチミンは８００万人 

☆家は地震がなくレンガ造り、土地５０㎡で３～4階建てで３０００万円 

☆月収は１５０００円、大卒 4～5万円 

☆10 年で土地は 10 倍になった 

☆エッフェル塔を造ったエッフェルが 100年前設計したランビエン橋が今

も健在 
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☆土葬が多い、3年後に掘り出してお骨にする 

☆スピード違反は罰金が高い、3回切符を切られると免許証が使えなくなる 

☆罰金の半分をおまわりさんに渡せば OKになる、でも 2か月分の給料とか 

☆ガソリンは 70～80円 

☆列車でハノイ～ホーチミンは 32時間もかかる 

  

ホーチミンの街は明るい 
  

ハノイのノイバイ空港からホーチミンに向かう国内線 VN７８３便は

7.00"に飛び立った、ボーイング７７７－２００の機内は３－３－３列の座

席で私たちは３８D.E。丁度２時間でホーチミンのタンソンニャット国際空

港に到着すると、ガイドのミスター「クン」さんが迎えてくれた。 

街の第一印象は明るくてきれい、ハノイに比べて人々に活気が感じられた。 

でもいただけない物が一つあった、街路に張られた電話線の束だ。ハノイで

も見られたが、ここはすごいことになっている。いったいあれでメンテが可

能なのか?? まず不可能だと思う。数十本ではなく数百本が無造作に張られ

ておりまさに適当に張ってあるのだ。 

でも街は社会主義の国でなかったことが実感できるだけに安心する、そんな

街を横目に見ながら 19.45"夕食になった。 

料理はベトナム風フランス料理ということで、ポタージュスープ、野菜サラ

ダがうまかった。メインは魚料理でビールは３ドルで「3S」という銘柄。そ

れにギターとバイオリンの演奏がついていた、日本の曲もリクエストしたが

さすがにうまく弾いてくれたので、皆が拍手で忚えた。 

このあと 21.00"すぎにラマラホテルサイゴンに着き、419 号室に落ち着いた。 

 

三日目 

  

今日はホーチミンの街を見学して、夕方にカンボジアのシェムリアップへ移

動する。 

  

朝食は果物をたくさん食べる 
  

朝の食事に果物をたくさん食べることが出来るほど贅沢はない、と常々思

っている。したがって旅行に出て果物が豊富にあるのは最高。今朝の食事ど

ころは１階の何故か「カフェ．シンガポール」。パン、ビーフン、ヨーグル

トを食べて、そのあとはスイカ、オレンジ、ファッションフルーツ、青リン

ゴと贅沢なフルーツに満足。家ではとても食べられないだけに嬉しいかぎり

で、今日も昨日もホテルは４つ星だが、十分満足している。 
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玄関にはベトナムのお正月の花、梅(南ベトナム)の大きな鉢植えが黄色のた

くさんの花をつけて見事だ。日本の梅と違い花を見てもとても梅とは思えな

い、ここベトナムでは２月１日まで旧正月のため、お正月を飾った花がまだ

多く残っていたのだ。しかし、北ベトナムではお正月の花は桃なのだそうで、

南北での違いがある。確か昨日のホテルでは大輪の菊の鉢植えがレストラン

に並んでいた、菊のように日本と同じ花があるかと思うと、梅の花のように

まるで違っていたりする。 

  

  
梅の花と美女               朝の通勤風景 

  

活力みなぎるホーチミンの朝 

  
朝 8.30"ホテル前の通りはバイクが埋め尽くしている、通勤する人々が一

斉にバイクに乗って出勤だ。今はバイクなのでまだよいが、みんなが車を持

つようになったらどうなるのだろう。この道路ではとてもさばき切れる台数

ではない、今の内に２０年、３０年先を見越した都市計画をスタートさせな

いと大変だ。先回経験したバンコクの渋滞を、ベトナムの人が見たら今のま

まにしていたら大変なことになると思うはずだ。若い人口が多いだけに豊か

になるため一生懸命頑張るだろう。その先に待つのは快適な暮らしであって

ほしいはず。一党独裁の自由主義経済 → ドイモイ政策を進めるベトナムの

社会主義の国づくりの成果が待たれている。その根底にある教育には熱心で

学校は５.４．３年制で、施設の不足を補うために学校は二部制になってい

るという。7.00"～11.30"と 12.45"～17.30"で、暑い午後の授業は大変なの

で一ヶ月交替で午前と午後を替わるのだという。小学校と中学校が一年違う

ものの日本と同じ様な制度である。 

  

ベトナム戦争の博物館 
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旧サイゴンは緑が多くて明るい街という感じだ、8.30"にホテルを出て最

初に向かったのは戦争証跡博物館。つまり、ベトナム戦争の悲惨な姿と、ア

メリカ軍の兵器を展示している。中に入るとまず目に飛び込んでくるのが、

庭に置かれた大きな戦車や戦闘機だ。かなり古い形式であることはすぐ分か

る代物だ、戦争の歴史を解説した資料館、枯葉剤による悲惨な影響を展示し

た資料館、各国のカメラマンが撮影した戦争の姿が展示された資料館、その

中には日本人の石川文洋氏の作品もあった。 

 

  
戦車が並ぶ庭               日本人の作品もある 

 

さらにフランス統治時代のギロチンも展示されていた。ベトナム戦争はいつ

からいつまでだったのか、その定義はいろいろでジュネーブ協定後とすると

１０年余続いたことになる。が実質的には２０年余もの長い間ベトナムは戦

争状態が続いていたのだ。 

アメリカが介入したのは、ベトナムが共産化するとインドシナ全体が共産化

してしまうという恐れを抱いたからにほかならない。しかし、そのアメリカ

を退却させたベトナム軍は実に粘り強く賢い戦い方をしたものと感心する。

日本は無謀にもアメリカの強大な経済力に立ち向かい、本土決戦の寸前に降

伏した歴史がある。大国アメリカを退却せしめたベトナム共産党ではあるが、

今日の実情は必ずしもよくない。社会主義を基本にするも、自由経済を取り

入れたドイモイ政策を推進しているが、ものすごいインフレに見舞われ成果

はいまいちのようだ。昨年も３０％のインフレだったというから。 

メインの建物の入り口には、やはり大きな梅の鉢植えが置かれてここだけ華

やかだった。それと一角には子供たちの作品展示コーナーがあり、戦争とは

無縁な展示はおだやかな気持ちで見ることが出来た。 

  

サイゴン時代の旧大統領官邸 
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このあと旧大統領官邸に向かった、途中学校の横を通ると休憩中なのか子

供たちが外に出ていて、中にはパンを食べている子供がいる。朝が早いので

食べられなかった朝食を今食べているようだ。 

  

    
旧大統領官邸前の田舎者 

  

旧大統領官邸は芝生の広い庭がありとても美しい、さらに建物の前は木立が

茂る公園になっていて、聖母マリア教会まで木陰が広がっている。この設計

が気に入った。フランス統治時代に造られたもので、センスのよさが際立つ。

現在は統一会堂と呼ばれ、一般に開放されていて中の見学ができるのだ。大

統領の執務室、大統領の忚接室、副大統領の忚接室、会議室......そして、

大統領家族の居室に映写室、ダンスホールまである。いずれも立派な調度品

で飾られており、その造りは一級品だ。屋上に上がると心地よい風が吹いて

いて、隣にはヘリポートまである。北軍の攻勢に敗れた南の大統領はこのヘ

リポートから逃げたという。 

戦時中は極秘軍事基地としても機能しており、地下には司令室や暗号解読室、

通信室がほぼ当時の姿のままで残されている。 

  

中央郵便局と聖母マリア教会 

  
10.30"に統一会堂をあとにして次にバスを降りたのは統一会堂から目と

鼻の先にある中央郵便局、隣には聖母マリア教会がある。１９世紀末フラン

ス統治時代に建てられた壮麗な建物、隣の聖母マリア教会とともに往時を偲
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ばせる名建築として高く評価されている。内部は体育館のように広大でアー

チ状の高い天井が圧巻で、一歩中に入るとここにも黄色の花が満開の梅の鉢

が中央に置かれている。記念にベトナムの切手を買ってもよかったのだが… 

そして道路を渡り聖母マリア教会へ、外壁は茶色のレンガ造りでとても美し

い風合いのロマネスク様式で、二つの尖塔がそびえている。１９世紀末にフ

ランスによって建設されたカトリック教会。内部は以外に派手さはなくとて

も落ち着いた造りになっている。 

ベトナムの宗教は仏教 70％、キリスト教 10％その他 20％という。仏教は日

本と同じ大乗仏教である、南ベトナムの時代にはキリスト教徒が優遇されて、

仏教徒が弾圧された時代もあった。 

  

  
中央郵便局の内部             マリア教会の正面 
  

ベンタイン市場で買い物 
  

次に訪れたのはベンタイン市場、ここは今では観光市場の異名をとるほど

に、観光客向けの手工芸品が充実しているのが特徴。一歩中へ入ると狭い通

路を挟んで品物が溢れんばかりに並んでいて、そのうえ大勢の人並みに圧倒

される。すぐに「オネエサン」「ヤスイヨ」と声がかかる、これでは落ち着

いて品物選びも出来ない。入り口に近い場所は民芸品の店ばかり続いている、

ここでアオザイのお人形を土産に物色した。なかなかの値段で 30cm弱の人

形が１０ドルだという、高いからサービス．サービスと言っても相手が一枚

上で８ドルまでしか下がらない。 

６ドルならOKと言うもNOときた、それならやめと言っていると背後から「も

っと安いとこあるよ」と声がかかる。こっちこっちと言うオネエサンについ

て行くと、どんどん中へ入って行くが、そこにも商品が山のように積まれた

お店が連なっている。すごい数のお店があるのだ、これでよく経営が成り立

つものと商売の不思議さに今更ながら理解ができない。 

中の方へ入り込んだその店では、先ほどと同じような人形二つで１５ドルと

いうので即買ってしまった。何しろこちとらは時間に余裕がないのだ、欲し
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い物が買えたので辺りを見回してみると、広いこと、一回りするには半日か

かってしまうだろう。 

あとでガイドブックを見直してみると衣類、化粧品、革製品、仏具から肉、

魚、野菜、果物花屋となんであり、食堂も完備している。 

このあとホーチミンで一番にぎやかなドンコイ通りのお店(布製品)に案内

されて、少しだけ買い物とフリータイムになった。梅の花を模したと思われ

る飾りが街路樹にたくさん取り付けられて、より一層明るい雰囲気の通りだ。

そんな通りをやはりたくさんのバイクが走りぬけて行く。 

  

  
ベンタイン市場              ドンコイ通り 
  

ランチはベトナム名物をいただく 
  

12.30"アオダイビルディングのレストランでランチになった、ベトナムの

名物麺フォー、ベトナム風お好み焼きのバインセオ、ベトナム風ぜんざいの

チュー、チャーハンのベトナム名物セット。いずれの味付けも普段の食べる

ものとかわらずおいしいと思った。ベトナムの味は日本人好みといえそうで、

友も食べ物に関してこごとを言ったことがない。 

今回の旅でフォーを朝も昼も食べたが、いつ食べてもおいしかった。前から

思っていたが今回の旅でその意を強くしたことがある。それは日本も米粉を

使った麺を安価に提供できるように、政府自身がもっと援助して米の消費を

増やし、ひいては食料の自給率を高める政策を強力に推進するべきだ。お米

は作ろうとさえすれば、たくさん作ることが出来る数少ない貴重な食料であ

ることを忘れてはいけない。欲しい物はお金さえだせば買えるとは限らない

ことを、肝に命ずるべきだ。 

  

初めての失態、忘れ物をする 
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ベトナムの観光はすべて終わり 14.00"タンソンニャット国際空港に向か

う、途中道端で散髪をしている風景に出会った。鏡ひとつをぶら下げてイス

に腰掛けたお客さんの髪を切っている。料金は１ドルだという、髪をきるだ

けで日本のように顔ソリはしないのだろうか。 

14.30"には空港についてセキュリティーチェック、出国審査を済ませて待合

室のイスに腰をおろした。ここで先ほどまでのことをメモしておこうと、シ

ョルダーバックに手をやりハットした。手帳をバスのイスの網に忘れてきて

しまったのだ。とんでもない失態である、前から二番目の添乗員の次の席に

座っていた私は、空港に着くと網棚からショルダーバックをとり真っ先に降

りてきたのだった。たかが手帳だがいろいろメモして、帰ってから旅日記を

書くことにしているのだ。したがって手帳がないとガイドの説明など、現地

情報が書けなくなるだろう。お金がかかってもやむを得ないので、添乗員の

朝生さんにその旨話して送り返してもらうように依頼した。 

すぐに連絡をとってくれて手帳はあったとの連絡をもらいヤレヤレ、一週間

から１０日間かかり、費用は４０～５０ドルくらいではないかとのことだっ

た。数度の海外旅行でも初めてで、この旅一番の忘れられない思い出を創る

ことになってしまった。 

  

とても忙しいシェムリアップへの飛行 
  

16.30"ベトナム航空シェムリアップ行き VN829便は定刻の 16.30"に飛び

立った。１時間の飛行でメコンデルタの上空を飛び、カンボジアのシェムリ

アップに到着する。ということは離陸と着陸態勢の時間 30"～40"を除くと、

20"ほどで入国カードを記入しなくてはいけない。席は 31A.B の窓際の席だ

った、急いで自分のカードを記入して、続いて妻のカードを記入したとたん

にシートベルトを絞めてくださいのサインが点灯した。 

 

  
メコンデルタを飛ぶ            シェムリアップの空港 
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窓から見るとメコンデルタが広がっているのが見えた、その景色は着陸する

まで変らなかった。そして、定刻どおり 17.30"に到着した。タラップを降

りるとタイで見た建物のような、オレンジ色の平屋建てのターミナルが異国

に来たことを実感する。飛行機からターミナルまで歩いて行くのがいい、カ

ンボジアの風を感じながら入国審査に向かう。 

ここもお役人天国のようで入国審査のブースの隣に、何故か係官が１０名ほ

どカウンター越しに座っている。でもそのカウンターには客は一人もいない。

何の係りか、それにしても多い。入国審査のブースの数の２～３倍の人が何

もせずに座っている、実に不思議な光景である。 

  

夕食はカンボジア料理なのだが...... 

  
ガイドの「ソピア」さんが迎えてくれて街へ向かう。空港から街への大通

り沿いは多くの立派なホテルが建ち並んでいるが、道路と建物の間は雑然と

している。堀のような所も多く汚い水がたまっているみたい、しかし民家ら

しい家はなくて商業地といったところか。18.10"レストランに到着して夕食

はカンボジア料理をいただいた、ところがどんな物を食べたのかはっきり覚

えていない。たしか四人に一つの皿で料理が出されて、魚と肉の料理、それ

にクウシンサイの炒め物がでた。みなさんがこれは何かなと言うので「クウ

シンサイですよわが家では栽培していますよ」というと、それが話題になっ

て話が弾んだ。そして、終わりがけにご飯を皿にのせてくれたのは覚えてい

る。ビールは当地の「アンコールビール」３ドルを飲んで一息つくことがで

きた。デザートはリンゴで私たちのは皮がむいてあったが、他の人たちは皮

付きだった。20.00"少し前にエンプレス．アンコールホテルに着いた、部屋

は３５１号室で今日の部屋もまずまずであり満足できるものだった。 

 

四日目 

今日はアンコールトムとアンコールワットの見学をする、さらにタ．プロム

遺跡をまわり、夕方にはアンコール遺跡群の夕陽観賞の予定。 

  

カンボジアのホテルのお風呂は........ 

  
昨夜シェムリアップに到着しバスでホテルに向かう途中、たくさんの立派

なホテルが建ち並んでおり、田舎の街にしてはすごいなと思った。アンコー

ルの遺跡しかない筈なので、観光が一大産業になっていることを痛感した。 

そして、エンプレス．アンコールホテルの説明があったが、何とここではき

ちんとした冊子が配られた。そのうえホテルに到着すると、外国人専用スタ
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ッフのきれいなお姉さまの日本人女性田中さんがいて、丁寧に説明してくれ

た。きれいな女性が丁寧に説明してくれるのは、まどろっこしいとかめんど

くさい、とは思わないから男とは単純なのかな。 

説明によるとここシェムリアップのホテルは、日本人の客が５０％になると

バスタブにお湯を張るのは難しいが、当ホテルでは８０％までは大丈夫とい

う。つまり安心して日本式のお風呂でゆっくりしてくださいというのが嬉し

かった。その言葉どおり木材がふんだんに使われた落ち着いた部屋で、ゆっ

くり休んで翌朝カーテンを開けて窓の外を見ると、ヤシと思われる木が数本

ありいくつかの実をつけていた。 

6.40"朝食は１階のクラウンカフェに行くとすでに多くの人がいた、パン、

ベーコンサラダ、目玉焼き、フォーと果物はオレンジ、ドラゴンフルーツ、

モンキーバナナをいただく。 

  

カンボジアはどんな国か 
  

カンボジアについて知っていることと言えば、アンコールワットの他には

ポルポト政権による大虐殺、プノンペン、メコンデルタ地帯、政治家の名前

はシアヌーク前国王、フンセン首相くらい.....。 

  

一般事情 

面積は日本の約 1/2、人口は１３５０万人、首都はプノンペンで人口１２０

万人、民族はクメール人９０％、ベトナム人５%他。言語はクメール語、宗

教は９０％以上が上座部仏教、一部にイスラム教。 

通貨はリエルで１００円＝５０００リエル、米ドルも一般に流通している。 

時差は２時間(日本が早い) 

歴史 

９～１３世紀  アンコール王朝がインドシナ半島の大部分を支配 

１４世紀以降  タイやベトナムの攻撃により衰微 

１８８４年   フランス保護領カンボジア王国 

１９５３年   カンボジア王国としてフランスから独立 

１９７０年   クーデターによりシアヌーク政権打倒、王制廃止クメール

共和国樹立。親中共産勢力クメール．ルージェ(KR)との間

で内戦。 

１９７５年   KRが勝利してポルポト政権樹立、同政権下で大量の自国

民虐殺 

１９７９年   ベトナム軍侵攻で KR 敗走、親ベトナムのプノンペン政権

樹立。 

        以降、同政権と民主カンボジア三派連合との内戦。 
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１９９２年   国連カンボジア暫定統治機構活動開始(日本初の国連 PKO

参加) 

１９９３年   新憲法で王政復活、二人首相制連立政権。 

１９９９年   上院新設し二院制に移行、ASEAN加盟。 

２００４年   シアヌーク国王引退、シハモニ国王即位。WTO加盟。 

２００８年   第三次フン．セン連立政権発足 

政治体制 

立憲君主制、元首はノロドム．シハモニ国王 、国会は二院制  

日本との関係 

１９９３年１０月「アンコール遺跡救済国際会議」を東京で開催。以降、ア

ンコール遺跡保存修復国際調整委員会において、フランスとともに例年共同

議長を務めている。また１９９４年からアンコール遺跡の保存修復活動を実

施中。 

  

超満員の無料子供病院 

  
朝出発前にフロントに寄った、昨日到着した時にロビーで演奏していた楽

器について田中さんに聞こうと思ったのだ。「ミスタナカ プーリーズ」と

言うも「ノーホリデー」と返事が返ってきた。お休みではやむを得ない、き

れいなお姉さんに会えずちょっとがっかりした。 

ホテルの前に出てみると正面には仏様が鎮座し、なかなか立派な建物である。

入り口には七つ首の蛇神「ナーガ」があり、道端には客待風のバイクタクシ

ーが数台停まっていた。 

8.30"にアンコール遺跡の見学に出発する、早速ソピアさんからカンボジア

語の講義があった。「スースライ」おはよう.こんにちは、「アークン」あ

りがとう、「リーハウイ」さようなら。どれだけ使えるかな?? 

カンボジアは 85％が農業だという、小柄で顔つきも日本人そっくりでおま

けに日本語の達者な彼は、プノンペンに住んでいるが仕事でここシェムリア

ップにきたという。空港から街の中心地へ向かう道路は一直線で、ホテル街

になっている。その通りを走って街へ入り、街に五つしかない信号機の一つ

で左折して北へ向かう。ソピアさん曰く、カンボジアでは信号機を見たこと

もない人たちが大勢いるという。町は人口１０万人、２年前は２万人だった

と言う。７km離れて世界遺産があるので、建物には高さ制限がある。人口

が爆発的に増加しているので上下水道の整備が追いつかない、そのため井戸

も多く掘っている。しかし、地下水はアンコール遺跡の付近から流れており

アンコールの地盤沈下が懸念されていると言う。 

途中、芝生のきれいな建物の前に子供をつれた大勢の人たちが並んでいた、

ここは子供病院で無料で診察してくれるという。そのため朝早くから患者が
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押し寄せている、もちろん他にも病院はあるが無料と言うわけにはいかない。

そのためこの病院に多くの人たちが押し寄せてくる、その日に診察してもら

えない時は野宿して、翌日に診察してもらうと言う。しかし、この話を聞い

て皆が一様に口にしたのは、「こんな炎天下にいたら子供の病気が余計に悪

くなるのではないか!!」。でも無料ということには勝てないのだろう。 

  

遺跡見学にはまず「アンコールパス」を購入 

  
そして、遺跡の途中のチェックポイントに到着して全員バスを降りる。何

故かと言うとここで入場料を払い、その証明となる写真入の入場券「アンコ

ールパス」を購入するのだ。われわれは今日と明日の二日間遺跡の見学をす

るので、２～３日間用が必要で外国人は４０ドルである。 

  

  
              私たちのアンコールパス 
  

カンボジアの物価を考えればけっこうな値段だと思う、大勢の観光客が数箇

所の窓口に並んで次々に写真を撮って、それぞれのバスに戻っていく。バス

が発車すると直にソピアさんが「写真入のアンコールパスを配りますので、

自分の物をとってください」という、配られたパスには確かに先ほど撮影し

た写真が入っている。とても短時間で作成している手際のよさに感心した。 

自分の顔写真入りのアンコールパスを見ながら話をしていると、ソピアさん

が「まもなくチェックポイントになります、係官がバスに乗り込んできます

のでアンコールパスを手に持って掲げてください」という。言われたように

皆が「ハーイ」と言いながらアンコールパスを掲げると、乗り込んできた係

官はみんなを見回しながらニコッと笑ってバスを降りた。そしてバスはアン

コールワットの前を通り過ぎて行く、何故かというとアンコールワットは西

向きに建っているので、午前中に行くと写真を撮るのに逆光になってしまう。

そのため先にアンコールトムに行き午後アンコールワットの見学をするの

だ。 
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壮大な城「アンコールトム」 
  

  
菩薩様が建ち並ぶアンコールトム 

  

南大門 

カンボジアの遺跡といえば、初めはアンコールワットしか知らなかった。そ

れより規模の大きなものがアンコールトムで、大きな城都といわれるものだ、

一辺が３kmの正方形をしており、高さ８mの城壁と幅１１３mの環濠に囲ま

れている。広大な敷地を有し３kmの中間にはそれぞれ門がある、通常の入

り口が南大門で西門、北門とあり東門はなくて死者の門と呼ばれ、これらの

門から一直線に伸びた中心にバイヨン寺院がある。しかし、死者の門の北に

は何故かもう一つ勝利の門がある。 

この遺跡はアンコール王朝の７世王が、これまでの都が壊滅的な打撃を受け

た教訓から、城塞を兼ねた新しい城都を再建したもの。およそ８００年昔の

姿のままアンコールトムは大密林の中に眠っていたのだ。 

遺跡に到着して南大門に向かうと門の手前左右にナーガが見える、乳海攪拌

の神話に基づき左は５４体の神様が蛇を引っ張っていて、右は５４体の 悪

魔が蛇をひっぱっている。破損した神様や悪魔は補修がされており石の色が

違うので分かる。南大門は高さ２５m あり３mの菩薩の顔が東西南北に向い

て４体あり、それぞれの顔が喜怒哀楽を表現している。この門をくぐるとい

よいよ神々の世界に入る。 
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中心にそびえるバイヨン寺院 

南大門をくぐりバイヨンまでは１．５kmもあるので、ここでマイクロバス

に乗り換えて移動する。何故ならバスは大きくて南大門を通ることが出来な

い。寺院の参道は朝日を浴びるように東を向いている、第一回廊と第二回廊

に囲まれた中央には高さ４２mの本殿がそびえる。 

４面体の観世音菩薩像は寺院内に４９体あり、神秘的な微笑を振りまいてい

る。ほかにも五つの城門にそれぞれ菩薩像があり合計５４体ある。この数は

当時の王国の州の数に由来すると言われており、環濠に架かる橋の神様と悪

魔も５４体である。 

  

庶民の暮らしぶりが分かる第一回廊の壁画    

最初に東西１６０m南北１４０mの第一回廊の壁画を見る、アンコールの遺

跡では神話や勇ましい戦闘の様子ばかりでなく、当時の庶民の生活の様子が

生き生きと写実的に浮き彫りにされており、貴重な遺産といえる。 

壁画の主題は王都奪還のために幾たびもの激戦を交えた、隣国チャンパ軍と

の「地上戦闘」や「水上戦闘」などの様子ではあるが、よく見ると戦いの一

方では、炊きだしにあわただしい女性たちや闘犬闘鶏にふけっている男たち

の様子なども描かれて、当時の社会や慣習などもうかがうことができる。 

南面東側にある有名な「闘鶏」の一場面では、耳の長いのがクメール人で、

髪を束ねて顎鬚を蓄えているのが中国人と、当時の情景がさりげなく描き出

されていて見逃せない。 

 

   
象に乗った王と兵隊            どちらが微笑みに満ちているかな 

 

菩薩の微笑みに囲まれる 

第二回廊の壁画はおもにヒンズー教の神話や伝説が主題となっていて、三島

由紀夫の戯曲のヒントになったと言う有名な「ライ王伝説」の神話が一面に

展開している。創建当時の回廊には仏像がぎっしり埋め尽くされていたが、

７世王の死後にはヒンズー教寺院へと改宗されて、仏像が取り除かれた跡が
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今でも残されている。このあと中央本殿への踊り場に出ると、１６もの四面

体菩薩像が建ち並ぶ様は圧巻である。 

ここではどこにいても菩薩像の姿を拝めるだけではなく、菩薩の慈愛に全身

が包み込まれているかのような、不思議な感覚を覚えずにはいられない。丁

度菩薩像の前が少し広くなった所は撮影ポイントになっており、ソピアさん

が「微笑みの菩薩様と記念撮影はこちらですよ」と案内していた。それなら

と早速菩薩像の前に立ち、妻とのツーショット。さてどちらの顔がより微笑

みに満ちていることか!!  

 

  
菩薩様の前では民族衣装で商売をしている   象のテラス 

 

ピミヤナカス、パブーオン、象のテラス 

バイヨン寺院を出て真っ直ぐ北に向かうと、バプーオンとピミヤナカスが左

手奥にある。ここは遠くから見ただけであるが、ピミヤナカスはここアンコ

ールトム建設以前の１１世紀初め頃に、王宮の中心部に建設されたヒンズー

教の寺院で、「天上の宮殿」という意味がある。建立当時は天界の中心であ

るメール山をかたどるピラミット型をしていた。 

パブーオンは同じく１１世紀中頃に建てられたヒンズー教寺院で、入り口か

ら中央へと延びる参道は、２００mにわたり高さ２mの四列円柱に支えられ

ていた。あたかも空中を歩くような感覚で、ヒンズー神話の地上と天界を結

ぶ虹の架け橋を再現している。この技法はその後アンコールワットの参道や

アンコールトムの環濠に架かる橋に受け継がれていると言う。 

そしてこれらの先には象のテラスがある、１２世紀後半に造られた閲兵用の

重厚長大なテラスである。壁面に象の浮き彫りが連なり、要所に三つ首の象

神エラワンがハスの花を長い鼻でつかむ様子が描かれていることから、「象

のテラス」と呼ばれている。中央部分は王専用のテラスで、ここから東の勝

利の門に向けて一直線に行軍用の道路が延びている。このテラスに立てば王

様の気分になれること請け合いだ.......。 
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根っこに覆われた「タ．プロム遺跡」 
  

次はすぐ近くにある世界遺産のタ．プロム遺跡を見学した。ここは仏教の

守護者を任ずるジャヤバルマン７世が、アンコールトムの造営に先立ち母親

の菩提を弔うために建てた仏教寺院。東西１０００m、南北６００mの壁に

囲まれた境内は回廊が縦横無尽に結ばれていたが、自然による侵食を受けて

現在ではその多くが倒壊の危機にひんしている。この辺りは森が深く小鳥た

ちがガジュマルの種を口にして、糞をおとしたことが原因で、いまや遺跡全

体をガジュマルが覆い尽くす勢いで成長している。 

ガジュマルの木の根っこが建物を飲み込むように、覆っている姿を見ると南

国における大自然の猛威にただただ目を見張るしかない。木の根を取り払え

ば間違いなく遺跡は崩壊してしまうだろう、倒れ掛かった遺跡を根っこが支

えているところもたくさん見られた。 

中にはスプーンの木をガジュマルが巻きついて絞め殺してしまうというか

ら、日本では考えられない光景である。多くの観光客がその突き出た根っこ

の前で、無邪気に記念撮影を楽しんでいるがこれでいいのだろうか........。 

  

  
遺跡を押しつぶす根っこ 

  

ランチは何故か「そばと寿司」 
  

午前の見学を終えて帰り、12.05"食事の前に一箇所民芸品の店に立ち寄っ

た。とても大きな店でヒスイで作った高級な置物から値打ちなものまでずら

りと取り揃えていた。でも何も買わずに引き上げた、12.30"着いたレストラ

ンは日本食堂でランチはお蕎麦と天婦羅になっていた。席に着くとまずは飲

み物のオーダーである、もちろんビールを頼むのだが、地元のアンコールビ

ール２ドルにした。 

これまでで一番お値打ちなビールだったが、味はさっぱり系で飲みやすいと

思った。そして運ばれたお盆にはお蕎麦に天婦羅と、まき寿司がのっていた。
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お蕎麦の風味はこんなものかと思ったが、まき寿司の米はとても味がよかっ

た。間違いなく日本のお米と思う。カンボジアまで来てお蕎麦や寿司を食べ

るとは思わなかったが、日本食もそれだけ世界各地で食べられるようになっ

たことを喜ぶべきか!! 

おいしい食事のあとは 13.40"ホテルに戻り１時間ほど休憩をした。３０℃

以上の屋外を半日うろつくとかなり疲れる、その意味ではとてもグットタイ

ミングであった。 

  

待ちに待った「アンコールワット」との対面 
  

14.50"ホテルを出発する、バスは空港の横を通って真っ直ぐ進む。その先

に樹海が広がっているが、突然視界が開け写真で見たのと同じ姿のアンコー

ルワットが浮かんでいる。寺院の中へは参道(540m)を歩いて行くが、参道の

入り口ではナーガに迎えられる。ここからは寺院の中央祠堂は隠れて見えな

くなるが、参道を進み壕を渡り西塔門をくぐると突然、目の前に壮大な寺院

の全景が初めてその勇姿を見せる。これは「天国への道」といわれ、階段を

登った所を王様のテラスという。否が忚でも神々しさを感じずにはいられな

い瞬間だ、こんなにくい視覚的な演出効果も加味されているのだ。 

  

  
天国への道からの眺め 

  

アンコール遺跡では珍しい西面が正面 
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１１世紀後半(源平の合戦の頃)のアンコール王朝は、王位継承を巡る争いか

ら国内が分裂し、隣国のチャンパ王国(ペトナム中央部)からも度々侵攻を受

けるなど疲弊していた。しかし１１１３年にスールヤバルマン２世が国内を

平定して、逆に近隣諸国に攻め入ると同時に、壮大なアンコールワットの建

設にも着手する。およそ３万人の精鋭職人が３０年の歳月をかけて完成した

この寺院は、代々に渡り受け継がれてきたアンコール建築.芸術の集大成で

あるとともに、当時の人類史上では類まれな規模を誇る石像建築であった。

アンコールの遺跡の中では珍しく西面が正面になっている、この理由は未だ

に解き明かされていない。クメールの風習では死者は必ず頭を西向きに置く

こととされており、２世王の墓として建設されたから西向きというのが有力

な説だ。アンコール遺跡の多くは壕と城壁に囲まれた様式だが、これらは

神々の世界を再現するには不可欠の要素で、壕は母なる大海、城壁は神聖な

るヒマラヤ連峰、そしてその中の寺院は世界の中心であるメール山という当

時の宇宙観を表わしている。 

  

ベストショットは池に映るアンコールワット 

天国への道を歩き進むと左右に経蔵があり、その先には同じく左右に聖なる

池が配置されている。この池の前がベストポジションで、中央祠堂の５本の

塔すべてが見られると同時に、その全景が池に映り最も美しい姿が見られる。 

したがって多くの観光客が池の前に集まってくる、ひと気のはけた時素早く

シャッターを押して美しいアンコールワットを撮影する。今度はソピアさん

が「ハーイここに集まってください記念写真を撮ります」と声をかける。ソ  

 

   
アンコールワットのベストショット 
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ピアさんと朝生さんも交えて２７名の集合写真は今回の旅行では初めてで

ある。どんな具合に写っているのかこれも楽しみである。 

 

回廊の壁画こそアンコール芸術の真髄 

第一回廊と第二回廊の見学をした、でも友が数年前に行った時は中央祠堂ま

で見学したという。修復に伴い見学できる範囲が限定されてきているのだ。

あと数年もすると遠くからしか見られなくなるかもしれない。 

アンコール芸術の真髄は、この回廊の壁に描かれた彫刻にあると言っても過

言ではないとされる。主にヒンズーの神話を題材にした物語が、高さ約５m

の壁面に、全長７６０mにわたり絵巻物風に展開されている。薄暗い回廊に

差し込む光の加減によって、物語の主人公である神々の表情も変化すると言

われ、アンコールワットの神秘性を感じさせるものだ。ヒンズーの神話を知

っているわけでもないので、物語の展開には「ふうむふうむ、なるほど」と

うなずくしかない。スールヤバルマン２世王国軍隊が勇ましく行進する様子

は「歴史回廊」と呼ばれ、僧侶や女性の姿も、２世王は日傘や団扇を手にし

た多くの取り巻きに囲まれていて、身分や役職の違いにより装身具の細部に

わたるまで緻密な浮き彫り細工で描き分けられている。このことからして当

時の社会風土をうかがい知ることができる。 

このような彫刻のすばらしさとそのスケールには驚きを隠せない、その中で

記憶に強く残っているのは、長く続く絵物語の中でも天井まで模様が彫られ

ている所、ほとんどが白っぽい砂岩で彫られているのに、赤茶色の壁面に彫

られた模様が印象的であった。そして驚いたことに、ここに初めて来た日本

人の足跡が残っていることだ、それも最近マスコミをにぎわせている「落書

き」というから以外だった。江戸幕府が開いて間もない１６３２年、十字回

廊の柱に墨書きしたのは肥州武士の森本右近大夫である。丁度この頃東南ア

ジアの各地には主にキリシタンを中心とする日本人町が造られていて、当時

の日本の地理感覚では東南アジアの一帯を「南天竺」と、アンコールワット

こそが仏教の聖地である「祇園精舎」だと考えられていたようなのだ。 

 

  
天井にも彫刻が              初めてここへ来た日本人の落書き 
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アンコールの夕陽にはがっかり 

17.30"アンコールワットを後にして、アンコール遺跡群の夕景観賞に向かう。

プレ．ループ遺跡に着いて、中央祠堂のものすごい急な階段を両手をついて

必死で登った。すでに大勢の観光客が頂上の階段に腰をかけていた、しかし、

眺めは抜群とは言えず密林が見えるのみ、アンコール遺跡は全然見えないの

だ。それも洋々たる密林が広がっているのなら良いが、遠くの景色が遮られ

ているみたいで夕陽もぼんやりとしか見えない。もっと高い場所から広大な

密林と遺跡群が、くっきり茜色に染まった夕陽を期待していただけにつまら

なかった。そのため早めに降りてバスに戻った。途中で子供の物売りがアン

コールワットの本を売りにきた、欲しいと思っていたので３ドルと言ってい

たが２冊５ドルで友と一緒に買った。 

 

  
アンコールの夕陽             ショーが終わり踊り子との記念撮影 

 

夕食はアプサラダンスを見ながらアジアンビッフェ 

  
18.00"に夕景観賞を終えて街に戻り、18.40"夕食はバイキングスタイルで

とても広い屋根だけの会場だった。その広い会場も食事が始まる頃には大勢

の人で埋まっていた。料理は春巻き、ゆで卵、サラダ、スパゲティー、フォ

ーを食べた、でも特に美味しいものは何もなかった。だからスイカ、マンゴ

ー、バナナ、ドラゴンフルーツと果物をしっかり食べた。19.30"から宮廷舞

踏．アプサラダンスが始まった、踊りはバンコクで見たものと同じような内

容だった。ガイドの話ではカンボジアの方が動きがゆっくりで、タイは長い

ツメをつけるのが特徴ということだった。 

このゆったりした踊りはヒンズー教の神「蛇」の動きを表わしたものだとい

う。20.30"アプサラダンスも終わりホテルへ戻り、充実したカンボジアの初

日が終った。 

 

五日目 
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今日は東洋のモナリザと称される女神像のあるバンテアイ．スレイとシアヌ

ーク博物館、それにオールドマーケットの見学をする。 

  

アンコールクッキーの店は日本人が起業した 
  

いよいよ今回の旅も最後の日を迎え、朝食のあと荷造りをする。10.00"

にフロントへ寄るが今日もミスタナカには会えなかった。そこでソピアさん

に楽器の事を聞くと、彼は知らなかったようで、他の人に聞いて教えてくれ

た。「カム」というそうで、日本の琴のような楽器といえる。 

このあと 10.30"にホテルを出発して最初に向かったのは、日本人が起業し

て経営するアンコールクッキーのお店。ブーゲンビリアの咲き誇る入り口に

はアイスクリームの売店もある、お店は小さいが隣が製造工場になっている。 

アンコールワットの形をしたクッキーで、われわれにすれば特別の物でもな

んでもないが、ほとんど洋菓子のないカンボジアで新たな名物を生み出した

という。群馬県出身の小島幸子さんがその人で、１９９９年この街の日本語

学校の募集を知りやってきた。観光ガイドも務め日本人客から「食べ物のお

土産は」と聞かれ、趣味を生かしてクッキー作りを思いついた。従業員２名

でスタートし今では７０名に増え、現地の材料にこだわり、現地の人が運営

するまでになった。その代わり展示から衛生観念はすべて日本式だという。

商売で利益を上げ税金を払う、ということがこの国には必.......これが小

島さんの考えだという。日本人にもすばらしい人はいるものだと感心した。

でもクッキーは買わずに娘たちのお土産に胡椒を買い求めた。 

  

苦労して買ったマンゴスチンは美味だった 

  
12.00"にオールドマーケットへ移動して見学方々買い物である。平屋建て

だがとても広いスペースにたくさんの店が集まっている。でも通りの店はお 

 

  
          オールドマーケットの通りと野菜売り場 
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土産物ばかり並んでおり、これがマーケットかと思った。 

さっそく奥様たちは買い物に夢中になって品物を物色し始めた、似たような

品物が並ぶお店が連なり、そればかりか奥のほうまで続いている。こんなに

お店があってどの店も売り上げがあるのかと心配になるくらいである。そん

な中で妻は大小２種類のショルダーバックが気に入ったようで、値段交渉に

一生懸命だ。結果小さなショルダーバックは３個１０００円だったものを４

個１０００円で、大きなショルダーバックも同じく４個１０００円でＯＫに

なり、今度は自分用、娘、母のものと色柄を選ぶのに熱中していた。すると

友の細君がテーブルクロスを取り上げて、これが値打ちだと言って物色し始

めると同じように物色して、やはり３枚１０００円でお買い上げになった。 

確かに日本で買おうとすれば、とても買える値段ではないことは認めるが 

…….。そんな奥様たちを尻目に友と一緒に果物の売り場を探した、お土産

屋さんばかりではなく肉屋さんもあった、細い通路を奥へ奥へ入って行くと

野菜売り場があった。その中で果物はとマンゴスチンを探す、でも果物が並

んでいるがお目当ての物はなかなか見当たらない。すると一人のおばちゃん

の売り場にマンゴスチンが並んでいるのを見つけた。早速値段を聞こうと、

指を一本立てて「一個いくら?」のつもりでハウマッチとか、いくらとやっ

たら、指を二本立てた。おもわず「２ドル?」と聞くとうなずいた。おかし

いと思い再度「２ダラー」と言うも、同じくうなずいた。 

それはあまりに高いのでやむなく引き上げた、しかし、どうしても欲しかっ

たので引き返して、今度は友が黙って指を一本立てた。するとおばちゃんは

黙ってマンゴスチンを一個二個と皿に移し始め、６個皿に乗せた。 

そこで「１ドル?」と聞くと何とうなずいた、ならＯＫとすぐ１ドル支払っ

てマンゴスチンを受け取った。何とか買い求めることが出来たが、さてどこ

で食べようと見回すもどこにもベンチがないのだ。店先で食べるわけにもい

かない、道路の向かいに木があり木陰もあったのでそこに移動した。 

果実の表面の半分くらいにツメをたてていくと、簡単に割れた。中の白い実

はちょっぴり酸味を感じる甘さ? があった、タイで食べた時はもっと甘かっ

たような記憶があるのだが、こんな味だったのかな。一人一個半づつしかな

かったが、この分量がよかったのかも。 

  

シアヌーク．イオン博物館を見学 
  

12.30"エンプレス.アンコールホテルに戻りランチとなる。メニューはカ

ンボジア名物の白身魚のココナッツ煮、これはヤシの実をくりぬいて器にし

てあるのが珍しかったが、肝心のお味については記憶がないのだ.......も

う一つ名物デザートはかぼちゃプリンで、確かにかぼちゃの味だが特別にお
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いしいというものではなかった。他の料理の味付けもおいしいと感じるもの

はなかった。ただビールは今日もアンコールビールをいただきうまかった。 

  

  
シアヌーク．イオン博物館        アンコールワット参道修復のパネル 
  

13.50"ホテルを出てシアヌーク博物館へ向かう、この博物館は２００７年に

オープンし日本の上智大学アンコール遺跡国際調査団の発掘した遺物を展

示する。でもガイドはシアヌーク博物館とは言わずに、イオン博物館と呼ぶ。 

帰国後にあらためて調べてみると、上智大学の調査団が２００１年にバンテ

アイ．クディー寺院で発掘した２７４体のアンコール朝の仏像(１１世紀か

ら１３世紀)を展示するための施設。これは１９９１年から遺跡の発掘や保

存が出来るカンボジア人の専門家を育成する国際協力をしてきた。その実習

の最中に見つかった大発見を一般の人に公開できるようにしたもの。 

イオングループの「イオン１％クラブ」が１億３０００万円を拠出して、ア

コールワットから 1.2km離れた場所に建設された。日本の大学が続けてきた

国際的な文化支援が実を結んだもので、アンコール遺跡初の博物館としてカ

ンボジア政府に寄贈された。そのため地元ではイオンに感謝の気持ちを込め

てイオン博物館と呼ぶようだ。館内は写真撮影禁止なので展示物をなかなか

思い出すことが出来ないが、同じような仏像がたくさん展示されていた。そ

れと写真撮影が許された部屋があり、そこには発掘の様子や修復の様子を写

したパネルが展示されていて、理解しやすくなるほどとうなずけた。日本の

協力で博物館が出来たことはとても喜ばしいことだ。 

  

「東洋のモナリザ」というが....... 

  
15.00"イオン博物館を出て最後の見学地バンテアイ.スレイに向かう、こ

こは街から北東へ 40km程離れた、聖地プノン.クーレンの麓を流れるシェム

リアップ川の河畔にある。「女の砦」という意味の名称で今までの遺跡と違

い、茶色の砂岩が多く使われているのが特徴。夕陽に照らされると、次第に

バラ色に燃え上がるように寺院全体が凛然と輝きを放ちだす。規模は小さい



 ３４ 

が他の遺跡と同じような造りで、寺院の前には池がある。近年まで続いた内

戦下では、軍隊の護衛つきで装甲車に乗り込んで行くような場所だったが、

今日では道路も舗装されて４５分ほどで到着出来る。街の通りでは中古の靴

屋さん、中古の服屋さんがかなりの品を並べているのが見えた。郊外ではカ

ンボジアの素朴な農民生活の高床式の民家も見られて興味深い。雤季には大

増水するというから高床式が便利なのだろうが、衛生面がとても心配で、今

のわれわれではとても対忚ができそうにない。途中では舗装の改良工事をし

ており片側通行だったのだが、バスが大きく傾いて大丈夫かなと不安になる

ほどだった。 

  

  
リンガの並ぶ参道             彫りの深いのが特徴 
  

到着した寺院の参道は、男性器を表わすリンガが建ち並んでいる。リンガは

シバー神が化身する一形態で豊穣多産の象徴として男性器の形をしている。

その先には女性器を表わす台座ヨニが置かれている。 

ご本尊として奉られるときにはヨニの上にリンガが置かれることが多い。こ

この一番の特徴は彫刻で、とても深い彫りがアンコールの至宝とまで呼ばれ

ている遺跡である。どのような道具を使ったのか不明で特に中央祠堂の表裏

に２体づつ(現在は３体しかない)描かれているテーヴァダー(女神)像は、か 

 

  
彫られた文字を説明するソピアさん    女性器を表わすヨニ 
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つて西欧で「東洋のモナリザ」と絶賛された。 

フランスの作家で時の文化大臣アンドレ．マルローは、１９２３年遺跡を訪

れた際に、この女神像を持ち帰ろうとして捕まり、のちに発表された小説「王

道」の原体験になったというエピソードが残されている。 

中央祠堂の前まではいけないので遠くからしか女神像は見られないのが残

念、望遠で撮ってもうまく表情までは写せない。三脚を使わないと無理なの

だ。やさしい表情に違いないがそんなに特別な美しさとは思えない、日本の

仏様でも優しい表情の仏様は数多くある。キャッチフレーズだけが有名にな

ったのだと感じた........。 

 

  
中央祠堂                これが東洋のモナリザといわれる 
  

最後の夕食は中華料理 
  

16.45"バンテアイ.スレイをあとに街へ戻り、17.30"少し早めの夕食にな

った。大きなお店の２階のレストランで中華料理だった、ナス、マーボ豆腐、

八宝菜、豚肉のロール巻、とうがんのスープなど食べなれた味のものばかり

で、特段の感慨はない。でもひとつ貴重な体験をした、それは何の話のとき

か私が妻の頭を軽く叩いた。すると傍にいた若い女性の店員さんが「何をす

るのですか!! だめですよ」と言って私の手をとり軽く叩いたのだ。そこで

ハット思い出した、カンボジアでは子供の頭をなでてはいけない.....頭は

神聖なもので触れてはいけないのだ。 

日頃の行動が知らぬ間にでてしまい、あやうく国際問題?になるところであ

った。そのあと階下のお店で品物を眺めていたが、カンボジアハットが気に

入り買おうと値引き交渉をした。２０ドルのものだったが１６ドルまでしか

OKと言わない、そこで例により友と共同作戦、二つ買うから二つで２０ド

ル OK? しっかり粘って OKになった。他の人はわれわれが値引き交渉して

いるのを眺めていたようで、「ほんとに値引きしてくれたの?」となかばあ

きれていた。 

  



 ３６ 

シェムリアップからハノイ、そしてセントレアへ 
 

19.00"頃空港に到着する、荷物を４人まとめて「グループ」と言って搭乗

手続きをした。ところがもらった搭乗券は席がバラバラで、友夫婦は離れ離

れであった。そのため朝生さんが交渉して隣同士の席に変更してもらった。

しかし、よく見たら私たちもハノイまではよかったが、ハノイからセントレ

アは２８Ｃ.Ｅで一つとんでいたのだ。長い時間飛ぶ時に他の人と隣ではや

りづらいので申し出るも、ここではどうにもならないのでハノイで言ってく

れとのこと。一人２５ドルの空港利用税を払い、出国手続きも終わり VN800

便のフォッカー70 は定刻より３０分早い 20.30"に離陸した。２時間の飛行

の後ハノイに到着し、トランジットカウンターを探してもコンピューターの

端末が置いてあるカウンターは見つからなかった。一人の人だけなので変っ

てもらうことも可能であり、やむを得ずあきらめた。そしてハノイ出発の手

続きが始まった、手荷物検査が終わり私が出国ブースのチェックが終わった

時ある事件が起きた。 

手荷物検査を終えた友が、手荷物を受け取る所で若い女性係官の数人と話

をしていた。何をしているのかと見ると、アンコールワットでの集合写真を

見ているのだ。後で聞くと「あなたはどの人か」とか「一番ハンサムはこの

人」などと言っていたという。そこまではよいのだが、次にパスポートを提

示して出国ブースへと進むのに、パスポートがなくてポケットをあちこち探

しているのだ。それでもなくて、ついにショルダーバックを広げて荷物を引

っ掻き回している。さすがに朝生さんもあきれて隣で見守っている。すると

細君のきついお言葉「くせになるでほっておけばいい」、その一言でヤレヤ

レ難儀な人。手荷物検査の時にパスポートは提示しているので、寸前まで手

にしていたのにそれが分からない。大切なものの入れる所は決めて置くよう

にと念を押していたのだが。それを言うと「お前だって忘れ物をした」とく

る、似たもの同士の珍道中だったが VN966 便は定刻に飛び立ち、４時間の飛

行の後セントレアに 6.30"少し前着陸し、無事に旅を終えた。 
 

 


