
タイのアンコールワット       2006.12.10～16 

ピマイなどイーサンクメール 

        遺跡群を訪ねる 
  

１２月１０日から１６日にかけて、カンボジアではなくタイのクメール遺

跡見学ツアーに参加した。タイは今乾期に入り天候は安定している、天気予

報ではいつも３０℃から３５℃だ。３０年ほど前にバンコクだけは訪れたこ

とがあるが、今はどんなであろうか。 

  

いきなりのハプニング 
  

今回は友からこんなツアーがあるけど、参加しないかと誘いがあったのが

きっかけである。カンボジアではなくタイでクメール王朝時代の遺跡が見ら

れるのがいい。すぐ OKをした、メンバーは友の市野君と彼のボランティア

仲間の吉森さんと、パースでご一緒した竹中さん。 

当日は竹中さんの車で市野君と一緒にセントレアへ、12.00 集合だったが２

０分前には到着して受付をする、ところが思ってもいなかったことが起きた。

度々海外へ出かけて一番旅慣れている市野君が、こともあろうかパスポート

を忘れてきたのだ。スーツケースとショルダーバックを引っ掻き回してもな

かったのだ。やむを得ずとりに帰った、近くなので十分間に合うからいいよ

うなもののびっくりした。もちろん本人が一番びっくりしたには違いない。 

彼が戻るまでの間は初対面である吉森さんと、コーヒーを飲みながら挨拶か

たがた話が出来てちょうどよかった。 

市野君も十分間に合って、JL-737便は定刻の 14.00にセントレアを離陸し

てバンコクへ向かう。約 6.5時間の旅である。 

  

   
離陸前の JL-737              紀伊半島上空 
 

 こじんまりと９名の旅 



参加者は９名添乗員を入れても 10名なので、何かと小回りがきくことだ

ろう。後半になって分かったのだが、参加者はわれわれ４名と---- 

お酒好きのおじさんと奥さん  祖父江さん夫妻 

ヘビースモーカーの女性    成田さん 

酒好きのおじさん       桜木さん 

大食漢のおじさん       清水さん 

ちびなのに大食いで呑み助の  道下さん 

女性添乗員               計１０名 

  こんなメンバーを乗せて飛行機は台湾をかすめて、インドシナ半島のダ

ナン上空からバンコクへ向かう。現地時間の 18.15に新しく開港したスワン

ナプ－ム国際空港に到着。新しいのになにか薄暗い。 

早速バスで夜の街を走ってアユタヤを目指すが、道路はかなりよさそうだが

とにかく暗い。街の明かりが極めて少ないのだ。でも空港のパーキングビル

だけはやたらと明るかった。そんな中で明るいのはガソリンスタンド(GS)

で、しかもやたら多いのが目立った。 

  

   
入国手続き               ウートンインホテルに到着 
  

アユタヤの街に到着して、20.30クルングスリーホテルでタイ風中華料理

の夕食となった。アスパラとエビの炒め、牛肉と玉ねぎの炒め、魚など。ビ

ールは７０バーツ(２１０円)。味は普通の中華料理といった感じ。 

そして 21.30に今夜の宿ウートンインホテルに到着、５４１号室に落ち 

着いた。 

  

明日からの旅の予定 
  

１２月１１日 

バンパイン離宮－－－ワットチャイモンコン－－－ワットプラマハタート 

－－－ワットプランシーサンペット－－－ナコンラチャシマへ(泊) 

１２月１２日 

パノムラン遺跡－－－ムアンタム遺跡－－－ナコンラチャシマ(泊) 



１２月１３日 

ピマイ遺跡－－－アユタヤライトアップ－－－アユタヤ(泊) 

１２月１４日 

バンコクへ－－－王宮とエメラルド寺院－－－暁の寺院－－－ショッピン

グ－－－バンコク(泊) 

１２月１５日 

水上マーケット－－－ローズガーデン－－－バンコク－－－名古屋へ 

  

12月 11 日(二日目) 晴れ 

見学初日の今日はアユタヤの遺跡と王様の別荘を見学する。その後は翌日

の見学先であるナコンラチャシマへ移動して、ナイトバザールを見学する予

定。 

  

バス停が分からない通勤風景 

  
6.30に起きてホテル前の通りを少し散歩した。この通りは片側 5車線の

素晴らしい道路である。ホテルを出るとすでに通勤する人々が道路に立って

バスを待っている。それもあちこちばらばらで待っているのだ。 

見ているとバスの種類もいろいろで、大型バスもあればトラックやハイエー

スバン、さらには三輪車もある。それぞれコース別に停車場所は決まってい

るのだろうが、見ていると停車場所はバラバラだ。 

 

  
どはでな塗装がひときわ目立つ      ウートンインホテル 
 

それと多いのはバイク通勤だ、一方自転車はまるで見なかった。日本の工場

のように制服を着ている人も多い、何より目に付くのは大型バスのけばけば

しい塗装である。こうしたバスは企業の専属バスだというが、何故こんなに

けばけばしい塗装をするのだろう。塗装費用も馬鹿にならないと思う。 

また朝食を売る屋台も数台出ていたが客は見なかった。中古車の販売店があ

ったので値札を見ると、ビックアップでまあまあの車は 25～27万バーツ(75



万円～81万円)で、程度の悪いものは 11万バーツ(33万円)となっていた。

日本と同じくらいの感じであり、やはりタイの物価レベルからすると高いよ

うだ。 

  

田には水害の跡が広がる 

  
8.30ホテルを出発して最初の見学はバンパイン離宮。道路は広くてバス 

は快調にとばす、昨夜は暗くて分からなかったがあちこちに水害の跡が 

残っている。家の周りには浮遊物のゴミが取り残されているのだ。 

せめて家の周りくらいかたづけたらと思うのだが-----タイは国土の大半 

が平原で国境近くまで行かないと山は見えない。山岳部や平原に降った 

雤は高低さがないため排水されずにとどまってしまうのだ。土地はまだ 

活用されていない所が多く、道路の周り以外に集落はなくだだっぴろい 

平原が続いている。そんな道路を走ると小魚やカメを売っている。これ 

は家で飼うのではなく、お寺におまいりした後で逃がしてあげるのだと 

いう。命をだいじにすることで、自分も長生きできるということらしい。 

低地には昔ながらの高床式の家が見られる、一方では日本で見ても違和感の

ないような家もあちこちに見られた。家を見ただけでも貧富の差は相当なも

のがあるようだと感じた。でも道沿いには南国の太陽の下、赤いブーゲンビ

リアの花が美しく咲き、明るいイメージが感じられるのだ。 そんなアユタ

ヤは--------- 

  

4 世紀にわたる都アユタヤ 

  

 
日本人街跡 



1350年にアユタヤ王朝の都としてきづかれたアユタヤは、水運を利用し

近隣だけでなく中国、ペルシャ、遠くヨーロッパとも交易を広めた。最盛期

には東南アジア最大の都市へと発展した。17世紀には日本と御朱印船貿易

により、1500人が住む日本人町も形成され山田長政が傭兵隊長として名を

はせた所。今は当時を偲ぶものはなく記念碑が建っているだけである、しか

し、日本人街があったという証拠はなくホントのところは定かではないのだ。

アユタヤの王は上座仏教を信仰し都に多くの寺院や宮殿を建立した。しかし、

35代続いたアユタヤ王朝も 1767年、ミャンマーの軍勢によって滅亡します。

現在のアユタヤはこの侵攻により廃墟となった遺跡が残されている街です。 

 

ヨーロッパ風のバンパイン離宮 
 

離宮に 10.30到着、入り口は王様の色である黄色の布で飾り付けられてい

た。この黄色は月曜日の色で、王様の誕生日が月曜日だったことによる。 

ちなみに王妃の色はブルーだそうだ。ここは王様の別荘として建てられたが、

おもしろいことにタイ風ではなくヨーロッパ風なのだ。 

何故か!! ここで歴史のお勉強をしないといけない。インドシナの各国は列

強の植民地だったが、タイだけは植民地にならなかったのだ。それは王様が

ヨーロッパの列強と仲良くして、さらにヨーロッパに留学?もして太いパイ

プを作ったことによる。悪く言えばヨーロッパかぶれが身を助けたのだ。 

 

  
入り口には王様の写真と黄色の布     池と緑と赤いブーゲンビリア 

 

その庭園は欧米のように緑の芝生が広がり、池を配置して建物が並ぶものだ。

300年もする菩提樹もあれば、赤い花のブーゲンビリアが咲き乱れて南の国

の雰囲気だ。王室の建物なので衛兵がいる、ちょうど交代するのに出くわし

たが銃を持つ兵隊を見るとギクッとする。池のほとりには緑の芝生の中に白

い円形の建物があるし、タイ様式の建物もある。さらには赤い中国の建物ま

である。見学を終ってバスに戻る途中の屋台で、吉森さんがモンキーバナナ

を一房買ってみんなでいただいた。なかなかうまい、それにガイドのソパー



さんがバナナの天婦羅を買ってみんなにふるまってくれたが、これもなかな

かいける味だった。 

 

 
タイ式と西洋の建物が並ぶ 

  

ワット(お寺)遺跡巡り三箇所 

  
離宮の次はワットを三箇所続けて見学した。ところが旅日記を書くときに

なって、よく似ているのでどの寺がどこなのかこんがらがってしまい困った。

旅行社のパンフレットやインターネットで調べたものと比べて写真の照合

をした。そして今これを書いている。 

ワット．ヤイチャイモンコン 

クメール式のレンガで造ったビルマと戦った戦争勝利の記念塔があり、か

なり傾いているのが分かる。それと白い大きな涅槃仏があり、これには参拝

者が金箔を貼ってお参りをしている。ここは遺跡ではなくお坊さんの住む家

が並んでいた。 

  

  
戦争勝利の記念塔             白い大きな涅槃物 



ワット．プラマハタート 

広い敷地が印象的、周囲をレンガ造りの塀で囲っている。遺跡も全てレン

ガ造りで、上に乗っても良いというのには少し驚いた。日本なら遠くから見

るだけではなかろうか。大きなナツメの木があり実をたくさんつけていた。

珍しいのは仏像のお顔だけが木の中に埋め込まれていた。 

  

  
木の根っこに埋まっている仏様      レンガ造りの搭がいくつも並ぶ 

 

ワット．プランシーサンペット 

屋台のみやげ物屋がずらりと並んでいる、さらに物売りがしつこく寄って

来る。ガイドさんが、沙羅双樹の花はとてもいい臭いがするといって教えて

くれた木には、ひとつだけ赤い花が咲いていた。 

サンペットは仏像の名ということだったが、それ以外はどうも記憶がはっき

りしない。 

 これらワット遺跡を見学したがどこも野良犬がうろうろしていた。正確に

は皆寝そべっていた、昼中は暑いので夜になると活動するらしい。ガイドの

言うには餌を与えているという、仏の国らしい。われわれもここまで見学し

てくると汗ばんできた、しかし木陰に入るととてもさわやかで不思議なくら

い気持ちがいい。 

 

  
ワット．プランシーサンペット      いい臭いがする沙羅双樹 

 



食事後ナコンラチャシマへ向かう 
  

12.30ウートンインホテルでランチになった。暑かったのでビールがうま

いこと、シーハンビールは１５０バーツ(450円)だった。 

お米の麺にフィッシュのスープをかけていただくのがとてもおいしかった。

米類は食べずに麺とスイカをいただいた。 

 このあと 13.30 にナコンラチャシマへ向けて出発、途中の道路は日本と比

べ物にならない程すばらしい。片側５車線とか４車線もある、２車線はめず

らしいほどで、かつ２車線の所では拡幅工事が進められていた。そしてユニ

ークだったのは５車線の内側３車線と、外側の２車線には分離帯があるのだ。

もちろん所々で互いに進入路が設けられている。 

どうやら外側２車線は一般道で、内側３車線が高速道といった使い方のよう

に思う。これなら日本の高速道のようにインターからしか入れないというこ

とはなくコストも安く造れることだろう。 

  

  
片側５車線の道路            ガソリンは 75 円/Lくらいだ 

 

街の散策とナイトバザール 

  
16.30ナコンラチャシマのシマタニホテルに到着、部屋は５５４号室。少

し休憩の後街の散策に出かけた。道路には屋台の食べ物屋さんがたくさん並

んでいる、見ると小汚いような屋台は客が多くてこぎれいな屋台は客が少な

かった。蒸気機関車の展示されている所があり駅だったので寄ってみた。ダ

イヤを見ると本数はそんなに多くはないが、夜も列車は走っていた。それに

ここでは日本のような改札口はなかった。 

１時間半くらい散策して帰り、19.00 ホテルで夕食となった。タイ民族舞

踊つきの郷土料理だがさほどおいしいとは思わなかった。でも清水さんのお

皿にはてんこ盛りの料理があった、あのお年であれだけ食べられるとはびっ

くりした。お味のほうはさほどでもなかったが、音楽はなかなかよかった。

食事後 20.00にナイトバザールの見学に出かけた。 



道の両側に出店が並び衣料品を中心に売っている、ちなみに Tシャツは 99

バーツ(300円)とか１９９バーツ(600 円)という値札がついている。かなり

の人出でにぎわっている、生活用品を買いに来るのかな。雑踏をかき分けて

見て回ったが、こんな光景を見ているとタイ人のたくましさを感じた。 

 

  
ナコンラチャシマの駅          ナイトバザールの賑わい 

 

12月 12 日(三日目) 晴れ 

３日目も良いお天気である、今日は 2時間ほど移動して二つの遺跡を見学

する。その後ナコンラチャシマへ戻る。 

  

タイの田舎風景を満喫 

  
朝食は同じようなものばかりで新鮮味がなかった、その中で果物はマンゴ

ーがおいしかった。最後に飲んだコーヒーは苦くて苦くて、一口飲んでやめ

てしまった。アメリカン好みの私にはとても合わない代物だ。まるで煮詰め

てあるかのような感じだった。 

 ここナコンラチャシマの位置は、アユタヤがタイの中央部付近とすればそ

こから東へ 2.5時間の所にある中心都市である。そのナコンラチャシマから

２時間ほど走って、パノムラン遺跡とムアンタム遺跡を見学するのだ。広い

道路をバスは快調に飛ばす、どこまでも緑の平原が続く景色はタイならでは

のものだ。 

途中で見たのは 

イモの種類でタピオカの畑が広がっていた、このタピオカはイモから片栗

粉を作るそぅだ。背丈は大きなもので 1Mくらいはあったようだ。サトウキ

ビの畑も見られた、水田ではちょうど収穫をしている風景も見られた。イネ

は寝ているものが多く、これでは刈り取りが大変だろうに。タイではイネの

根元からではなく穂先だけを刈り取る。米の収穫は何度でも出来るが、労力

や肥料を考え 2年に 5回が普通だという。 



ここまで来て初めて対面通行の道路を走った、それもたいした距離ではなか

った。でも両側に大きな木がありトンネルのようで立派な道だ。所々で道路

わきに果物屋、植木屋さんなどの屋台が並んでいた。 

  

  
水田風景                所々にあったのでバス停かな 
  

ガイドの説明では 

タイの人口は 6.300 万人、都会の若者は結婚しない人が多い。田舎では結

婚年齢は若いという。子供は１人か２人。将来の就職を考えると英語とパソ

コンは重要視されていて、５年生でパソコン教室がある。でもパソコンは３

万～７万バーツ(９万～２１万)もするのでなかなか買えない。この地方でも

工場進出が進み住宅は高くなり８０万バーツ～１５０万バーツ(２４０万～

４５０万)。国としては農業よりも観光収入が多くなった。 

国王ラーマ９世(プミポン国王)は国民の絶対的な信頼を得ている。ガイドの

ソーパさん自身は 1000％の信頼をしているという。それは国民が困ってい

ると真っ先に手を差し伸べて助けてくれるから。政府は何かを決めるのに時

間がかかる。しかし、そんな彼女が心配しているのは国王亡き後はどうなる

か分からないと言う。今の皇太子は何度も離婚を繰り返し、タイ人の感覚か

らは受け入れられないという。 

9.30 GS でトイレ休憩 

日本のパーキングエリアとかサービスエリアにあたるのがガソリンスタ

ンド。トイレやコンビニを併設している、コンビニはどこもセブンイレブン

だった。ここで初体験、タイのトイレに紙は置いてない。隣に水場があり用

が済むとひしゃくで水を流す。紙は流してはいけないのだ。でも男性の小用

は建物の裏側にずらりと並んでいた、要は屋外感覚なのだ。 

  

山の上にあるパノムラン遺跡はヒンズー教の寺院 

  
パノムランというのはカンボジア語で高い山と言う意味で、383mの所に

遺跡はある。日本ならたいした山ではないがバスはあえぎながら、ノロノロ



と登っていく。ガイド曰く、タイはガソリンが高く平地ばかりなのでバスは

大きなエンジンは載せていないという。 

10.30遺跡の裏側に着く、ここから歩いて行くとなんとロケが行われてい

た。タイの民族衣装姿の女優さんはみな美人ばかりだった。ついついこちら

もシャッターをきる。砂岩を積んだ塀に沿って進むとどの石も皆穴が開いて

いる。この穴は運搬用にあけたものという、よく考えてあると思った。正面

に回るとそこには５の頭を持ったナーガ(コプラ)が、両側からにらみを利か

せている。 

  

 
パノムラン遺跡正面 

  
ナーガ                 参道から見た所 
  

このナーガこそヒンズー教の特徴である蛇の神様なのだ。つまりタイ国内の

遺跡ではあるが、カンボジアで栄えたクメール王朝はヒンズー教の寺院なの

だ。タイは仏教の国とばかり思っていたが歴史は複雑である。今もタイは仏

教徒が９５％を占めるが、仏教は国教ではなく信仰の自由が認められている。 



この寺院は直線的デザインに重きをおく形で設計されているのが特徴で、最

初は仏歴１５世紀～１７世紀に渡って建てられた。この仏歴とはお釈迦様が

生まれた時を基準にしているもので、タイでは今も使われているという。 

遺跡の中でもっとも重要な中央の建物には、カンパルハと呼ばれる部屋が

ある。ここにはシバ神の象徴として礼拝されていたリンガ(男性のシンボル)

がヨニ(女性の象徴)という台座に組み込まれていた。 

手前左右にはバンナライ(図書館)と呼ばれる、宗教の重要な書物を保管する

建物がある。そして真っ直ぐ延びた通路の先に、本来は登ってくる階段があ

る。ここからは遠くまで緑が続く、まさにジャングルのなかに浮かぶようで

あった。帰りはこの階段を歩いて戻った。 

  

ビデオ解説付きのムアンタム遺跡見学 

  
移動して 11.30 にムアンタム遺跡のインファーメーションに到着する。こ

こでは日本語のビデオによる説明があった、こんなことは今回初めてであり

日本語の説明には意外な感じさえした。でも嬉しかった、ムアンタム遺跡の

特徴は、バノムラン遺跡が山の上だったのに対してここは平地に建てられて

いることだ。そのためかほとんど正方形に近い 120m×127m の敷地には、建

物を囲むように L 字型の池を配置している。池の内側に回廊があり、玄関を

入るとパノムラン遺跡と同じようにバンナライ(図書館)が左右にある。そし

て中央に前３基、後ろ２基のレンガ搭がある。この搭は神の像を置く場所で

あり、神をなだめるための儀式を行う場所であった。 

  

 
ムアンタム遺跡正面 
  



  
ムアンタム遺跡のバンナライ       鴨居にかかる負荷軽減対策の三角のカット  

 

玄関部分の柱にはヒビがはいっており、崩れて落ちないかと不安になる。

レンガと砂岩.赤い石で造られたこの遺跡は、負荷に耐えるための対策とし

て玄関の上の石は少しでも軽くするために三角にカットしてあった。ヨーロ

ッパでは早くからアーチが取り入れられていたが、アジアではその技術がな

かったのだ。遺跡の前は緑の芝生があり、青い制服を着た学生たちが見学に

来ていた。 

  

ランチのあとホテルへ戻る 
  

13.00お昼は屋外風レストラン「バーントンマイ」で地元風の田舎料理だ

った。周りはオープンでとても開放的なのがいい、風通しがよくてなかなか

気持ちがよかった。メニューは火鍋、ビーフン、チャーハン、オムレツ、野

菜炒め、フルーツにコーヒー、ビール小８０バーツ(２４０円)。ここでもコ

ーヒーはやめておいた、せっかく飲んだビールがまずくなりそうだから。 

でも料理の味はいずれもわれわれの好みに合わせてあるらしく、みな口に合

うものばかりだった。14.00に食事を終わりホテルへ戻る。 

途中トイレ休憩に寄った GSで珍しい花を見た、まるでエンドウの実がぶら

さがっているのだ。でも花は黄色で鮮やかなのが印象的だった、ガイドさん

に名前を聞くとチャイマーダという花だそうだ。 

 

ツクツクに乗って市街見学に出る 
  

16.00にナコンラチャシマに戻りホテルに着いた、あまり早かったので旧

市街まで出かけることに。歩きではきついので、ツクツクと称する三輪車の

タクシーを頼んだ。ホテルのボーイは７０バーツと言っていたのだが、ツク

ツクがきて運ちゃんはホテルのボーイと二言三言。そしたらホテルのボーイ

は８０バーツだという、まあいいやと乗り込んだ。 



初めて乗った三輪車のタクシーは、お世辞にも乗り心地は良くない。それよ

りオープンなのでかなりのスピード感だ。天井の幌で前方が見えないので余

計にそう感じる。それより運転の荒いこと、少しの隙間があれば頭を突っ込

み割り込んでいく。交差点などはヒヤヒヤしていた、あれでよく事故の起き

ないのが不思議だ。 

 

  
エンドウの実がぶら下がるチャイマーダ  至る所で見られるブーゲンビリア 

 

通称ジャンヌダルク(戦の時先頭に立ってこの地を守った女性)の像があ

る所でタクシーを降りる。そこは大理石できれいに仕上げられていた、お参

りしている人を見たら履物は脱いでいたので、近くにいた婦人に靴を指差し

てだめかと聞いたらにこやかに首を振ってくれた。 

信心深い人は履物を脱いでお参りするのだ、考えてみればそれが礼儀かと思

う。しかし大半の人は履物のままだった。次に道の反対側へ行こうとしたが

とても渡れない、車が途切れないのだ。どうしょうかと辺りを見ると立って

いる人がいた、どうやら反対側へ渡るようだったのでそばで待っていた。す

るとその人が歩き出したので一緒にくっついて行った。おかげでなんとか渡

ることが出来た。何故こんな状況になるかというと、ここの信号は日本と違

い交わる道路が交互に青になるのではない。信号が青になるのは一つで、そ

の代わり右も左も真っ直ぐも自由に進むことができる。したがって通行量が

多い道路は信号に関係なく常に車が流れているのだ。だから信号待ちの時間

は日本の４倍も長いことになる。 

そしてびっくりするのはバイクだ、３人４人も乗って走っている。自転車を

見ないだけに老いも若きも、男性も女性もみなバイクに乗っている。 

 布のお店でスカーフみたいなものがあったので聞いたら腰に巻くものと

いう、スカーフはないか聞くとノーだった。あとで考えたら年中夏の国でス

カーフなど必要ない、したがって一般の店ではないわけだ。 

17.50再度ナイトバザールをのぞいてみると、ちょうど準備の最中で客の姿

はまだなかった。帰りもツクツクに乗り８０バーツで、18.30 ホテルに戻っ

た。 



夕食には日本食も 
  

ホテルに戻るとすぐ夕食だ、いつものバイキングだが今日は寿司、さしみ、

茶碗蒸しの和食があった。喜んで寿司を持ってきて食べたがうまくなかった。

米のたき方がちがうのだ、でも茶碗蒸しはおいしかった。 

ここまで来るとみな打ち解けて、添乗員も加わり楽しい夕食となった。添乗

員の道下さんはチビなのに食欲は相当なものだ。それにアルコールも私なん

かよりはるかにいける。生牡蠣があり持ってきたが、みながやばいというの

でさすがに１個でやめた。 こうして３日目も無事に終った、あすはいよい

よピマイ遺跡だ。 

  

１１月１３日(四日目) 晴れ 

今朝はおかゆを食べた、少しタイ米のにおいがしたがまずまずだ。それに

同行の成田さんから梅干をいただいたので余計にうまかった。今日はピマイ

遺跡の見学、その後アユタヤに戻りライトアップ観光の予定である。 

  

まずはピマイ博物館の見学 
 

今日はゆっくりで 9.00ホテル出発、10.30ピマイ博物館に到着した。こ

こは国王のポケットマネーで建てられたとガイドは言っていた。パンフレッ

トを見ると国立博物館の支部、国王の援助の下に従来の博物館を改造し１９

９３年に完成したとある。 

  

  
             ピマイ博物館と出土品 
 

大きな池を前に赤い屋根の建物が美しい、ここの展示品はピマイ遺跡や、

南東北地方における遺跡の発掘で発見された物を集めている。主なものは王

の石像、クメール語が彫り付けられた砂岩、仏像、日本家屋ならさしずめ欄

間に相当する砂岩に彫られた装飾などである。これらについて館員の説明を、

ガイドが通訳してくれたのでありがたかった。でも今ここに書くことができ



ない------つまり理解できていないのだ。屋外の池のほとりには、遺跡から

の出土品が屋根の下に展示されていた。見ると多くの仏像に混じって動物も

あった。池には睡蓮の花が咲いていた。このあと 300m離れたピマイ遺跡公

園へ移動した。 

 

歴史公園として残る「ピマイ遺跡」 
  

この地方がクメール王朝の支配下にあった１２世紀、仏教とヒンズー教を

祀る聖域として建てられたクメール様式の寺院である。カンボジアのアンコ

ール.ワットの原型ともいわれ、ひときわ高くそびえたつメインプラーンが

その威容を誇っている。 

  

 
ピマイ遺跡にて吉森さんと 
  

この遺跡は 1.030m×565m の城壁と環濠に囲まれている。中心にあるのが

大乗仏教のピマイ寺院である。ピマイという名称は、寺院内壁に彫り付けら

れた古代クメール碑文の中に見られる「ビマヤ」という古代クメール語に由

来しているとされる。フランス政府の援助のもと、修復が進められ１９８９

年にピマイ歴史公園としてオープンした。クメール遺跡とタイ寺院との違い

は、搭の先端が尖っているのがタイの寺院で、砲弾型になっているのがクメ

ール遺跡である。ここで言葉の勉強をしておくと----- 

 アンコール．ワット－－－－アンコールの寺 

 アンコール．トム－－－－－アンコールの城 

 プラサート   －－－－－十字型の間取りをした大きな神殿 



 プラーン    －－－－－クメール様式の搭 

 クー       －－－－－内部に出入りできる小さめの仏塔 

 バンナライ   －－－－－経蔵とか図書館 

 ゴープラ    ------- - 搭門(周壁から中に入る門) 

入園料は１０バーツだが外国人は４０バーツとなっていた、門を入ると緑の

芝生の中に真っ直ぐ伸びた参道がある。その先にはすばらしいプラーンと両

側にはクーが建っている。パノムラン遺跡やムアンタム遺跡とも違う荘厳さ

が感じられる。 

友が言うにはアンコール．ワットはこれよりはるかに大きな規模だという

が、ピマイ遺跡もすばらしいと思った。先に見た遺跡もそうだが砂岩に彫っ

た細かな彫刻が、鮮やかに残っているのはすばらしい。それにこれだけの規

模の建物を造る技術はどうして生まれたものなのか!! 

こうした遺跡の見学は初めてだけに感激である。見て回るとお日様の下では

汗ばんでくる、でも日陰に入るとうそのように涼しい。ここでも学生たちが

写生をしていた。 

  

食事の後、特別コースへ 
  

12.10遺跡の近くのレストラン「BAN BAI TUEY」にて郷土料理のランチと

なった。豆腐の吸い物、ハルマキ、魚、肉と野菜．ナッツの炒め、ビールは

１５０バーツ。ここの味も食べやすくおいしかった、最後のフルーツは新顔

のドラゴンフルーツがでた。石垣島で見たサボテンだ、蒲鉾を切って黒ゴマ

を振りかけたようなものだ、でも特においしいものでもなかった。定番のス

イカ、葡萄、バイナップルもでた。もう一つ新顔は、ピーマンをたてに切っ

た形に似たチョンプーなるものがでた。味は特になくあっさりしたものだっ

た。 

  

  
メンバーの食事風景           ベンガル菩提樹 
  



ここで地球の歩き方を見ていた友から提案が、「後は帰るだけなので時間

に問題はない、ここから 2kmの所に幹が 50mもある菩提樹があるのでぜひ寄

ってほしい」。これを聞いて他のメンバーも同様にお願いしますー。 

添乗員は困った顔で、「ツアーでは決まっているコース以外へ行くことはで

きないので-------ちょっと相談します」。 

そしてバスに乗り込み出発となった、ガイドのソパーさんが「今から大きな

菩提樹のある公園に寄ります」と言ったので皆から一斉に拍手がおきた。た

った９名のツアーだったことが幸いしたようだ。 

数分で到着したのは池の周りにたくさん木のある場所だった、見ると「サ

インガーム公園」の名があった。ちゃんと説明板もありそれによると、一本

の木が横に 50mも広がっているのだという。至る所から根が地上に降りてま

るでガジュマルの林だ、でもベンガル菩提樹という木だった。所々に黄色や

赤の布が巻いてあったり、祠も見えた。おそらくこの生命力の強さを神とし

て崇めているのだろう。 

  

アユタヤでの夕食「おじや」がうまかった 
  

予定した以上の観光を終えて 14.00 アユタヤへ戻る。ハイウェーを快調に

飛ばして行くとこれまでも見たが、U ターンブリッジが所々にある。 

これは日本ではお目にかかれない代物だ、平地を走るハイウェーには分離帯

があるため道路の反対側へ行くための道路が造られている。ちょっと異様な

感じがする、また分離帯も所々では U ターン用に開けられている。 

でもそこでは必ず一時的に流れが滞る。そんなハイウェー沿いに並ぶ露店の

果物屋さんに寄った、珍しいものばかり並びさすがに南国だけのことはある。

しかし見るだけで誰も買い物はしなかったようだ。 

18.00アユタヤ到着、レストラン「ヤマダヤ」にて夕食となった。タイ風

鍋料理でテーブルの端の鍋から、きれいなお姉さんが手際よく一人分づつと

ってくれる。これもなかなかいい味だ、観光客相手の店とは思うが全てわれ

われの好みに合っている。ここでビールを頼むのに三人でどうのこうのと言

いながらピッチでオーダーした。ビールを飲むのは三人なので丁度良かろう

と頼んだが、ピッチで三杯も出てきた。 

でものん兵衛ーの道下さんにもすすめ、心配することなく飲み干してしまっ

た。ここで道下さんが先ほどの果物屋で買った、マンゴーをスライスにして

もらい出してくれた。しかしちょっとばかし硬くて好評ではなかった、でも

少しすっぱい味で私には GOOであった。 

料理の最後は鍋でおじやを作りだしてくれたが、これがうまかった。アユ

タヤは日本企業もあり日本人が多い街で、店員に日本人の人もいた。ここは

店舗を併設していたので食事後に見てまわり、タイシルクのスカーフを母と



妻と娘に一枚ずつ選んだ。明日のバンコクではきっとお高い店しか寄らない

と思ったからだ。 

  

  
鍋料理                 露天の果物屋 
  

ライトアップが美しい仏塔  
 

このあとアユタヤライトアップ観光へ出かける。着いた所はワット.チャ

イワッタナーラームで、ここは今も女王がお参りしている寺院だという。だ

から遺跡ではないのだが夜見ると、これまで見た遺跡とまったく同じに見え

た。昼間と違い闇に浮かび上がる仏塔はまさに荘厳な姿だと感じた。 

 

 
ライトアップの美しいワット．チャイワッタナーラーム寺院 
  

20.00ホテルに戻る、これでメインとなる遺跡の見学は全て終った。明日は

バンコクへ移動しての見学となる。 



１２月１４日(五日目) 晴れ 

遺跡見学も終わり今日はバンコクへ移動して、王宮と暁の寺院を見学する。

午後はショッピングとなる。 

  

アユタヤの住宅街を散策 
  

6.00に起床し食事を済ませてすぐ、街の散策に出かけた。ホテル前の大

通りを少し歩いた所で右折し進むと小さな橋があった。川べりには高床式の

バラックが建ち並んでいる。でもそこから先はかなりの家が建ち並び、ハイ

クラスとはいかないまでも中流クラスかそれ以上の家と思われた。何故なら

どの家にも車があったからだ。そしてこれらの家の出入り口は大通りにはな

く、みな裏通りに面していた。そんな大通りを道のなくなるところまで行く

と、何とそこには古い仏塔が残っていた。でも黄色の布が巻かれており信心

深い人々が今もお参りしているようだ。 

かなりの数の家があり日本で言う団地になっている、時間が時間だけに出勤

のため車で出かける人や、子供たちを乗せるスクールバスが団地内を回って

いた。しかしここも犬が多くうろうろしている、下手にかまれると狂犬病が

怖いので避けて通った。 

 

  
ホテル前の大通りの仏塔         民家の屋外に祀られていた 
  

アユタヤの街からバンコクへ 
  

8.00にホテルを出て３０分も走ると高架を走るが、それまでの景色は水

田が池のようになっていたり、湿地にはガマの穂がたくさんあった。これで

帽子など作るという。排水が出来ないので困っているのだ。 

途中にわれわれも聞くことがあるタマサート大学の横を走る、アジア大会の

時はここのグランドを使用したという。高架を走るとつい最近まで使用され

ていたドムアン空港の横を通る。近くのホテルは新空港に移ったためにお客

さんが大幅に減って困っているという、しかしこのままではもったいないと



して近く国内線はドムアンに戻るという。そうなれば今度は国外からの観光

客の乗り継ぎに困ることになりそうだ。５０分も走って高架を降りると街中

は渋滞が待っていた。 

  

観光客であふれる王宮.エメラルド寺院 
  

9.30王宮に到着すでに多くの観光客であふれていた、迷子になったら大

変である。これまで王宮とエメラルド寺院は別々と思っていたが、実は王宮

の中に国王の宮殿、即位式の建物、王室守護寺院のエメラルド寺院があり、

さらに宮内庁などの建物がある。それも四方を 1900mの壁に囲まれた広い敷

地内にあるのだ、１７８２年ラーマ 1 世は即位後、チャオプラヤー河の西側

にあるトンブリーは都としてふさわしくないと考え、対岸の東側のバンコク

へと遷都し、ここへ王宮を建てたのだ。 

トンブリーはアユタヤ陥落後 15年間タークシン王の都だった。入場する

と人の後ろにくっついて歩くほど人が多い。それに王様が来るということで

ローブが張られていて、お年寄りが座って待っているのが見られた。 

  

 
王宮の全体図 
  

オレンジ色の屋根.金ピカの建物は、まさにタイの宮殿というイメージにふ

さわしい。エメラルド寺院は下部がタイ式の建物だが、上はカンボジアスタ

イルだという。また広い緑の芝生の前に建つ大きな建物マハー．プラサート

殿は、洋式で建てられたが屋根だけはタイ式になっている。 



 エメラルド寺院というのは、仏様が緑色をしたヒスイで彫られているエメ

ラルド仏から呼ばれるようになった。この仏様は乾季、雤季、寒季のいずれ

かの衣をまとい、年に三回王様自らの手で衣替えがなされる。 

とても広くて 1時間ほどでは十分見学することは難しい、帰り際に観光用

(ガイドの説明)に立っている衛兵と記念写真を撮った。このとき若い衛兵は

ピクリとも動かなかったし、にこりともしなかった。愛想のないこと。 

 

  
下は洋式上はタイ式の建物       竹中さんと一緒に 
  

川風が心地よい暁の寺院 
  

10.40今度は渡船で対岸に渡り暁の寺院を見学する。王宮は分からなかっ

たが渡船は 3バーツ、入場は２０バーツだった。 

カラフルなタイルで飾られた搭は、太陽にキラキラ輝いて美しい姿をしてい

る。夕日の時はタイルが輝き川に映る姿は絵になることで知られている。現

在は上まで上がることは出来ないが、一段上がっただけでも川風がとても心

地よかった。チャオブラヤー河を行き来する船は多く水運も盛んなようだ、

その河の向こうにはエメラルド寺院の屋根が見える。 

 

 
 



 
暁の寺院とチャオブラヤー河の眺め 
  

やはり和食はおいしい 
  

混雑するバンコクの街を走り 12.40 ランチ。すごく立派なビルに案内され

る、そして身分を明かす臨時の名札をつけてから食事どころへ。 

通されたのは和食でありながら「RJさん」、堀コタツ式の座敷でとても落

ち着くことが出来た。メニューもひじき、鯖の塩焼き、酢の物、豚の角煮、

揚げ出し豆腐、ヌタ、エビフライということなし。そのかわりビールは１７

０バーツと少しお高い、でもとてもおいしかった。それに料理を出してくれ

るお姉さんは、顔立ちといい言葉つかいも日本人と思ったほど、日本語が上

手なのにはびっくり。世界の至る所で和食が食べられることは、それだけ日

本人が海外で活動している証しであり頼もしいことではある。 

 おいしい食事の後はショッピング。初めは宝石店、店員がウロウロとつい

てきてうるさいこと。すぐに退散した。次はシルクの店、ここで象のぬいぐ

るみを一つ買った。一個５００バーツで小物はサービスできないというのを

竹中さんと三個買って１４００バーツだった。 

  

部屋は４４階展望抜群??でも----- 
  

16.00ホテル到着、バイヨークスカイホテルの４４階４４０４号室に入る。

旅行社のバンフレットにはバンコク No1 の高さ 300m、ゆったりジュニアス

イートルームとある。１８階にロビーがあり中高層と高高層用の２種類のエ

レベーターが運行している。４４階は中高層用のエレベーターに乗る、部屋



に入ると豪華ではないが広くてすばらしい。でも素晴らしい眺望を期待して

窓際に立ってがっかりした。ガラスが汚れていてこれでは写真も撮れない。 

 

  
高速から撮ったバイヨークスカイホテル   ツクツクタクシー 
 

さらにがっかりしたのは、セフティーボックスにバスポートを入れて確認の

ため開けようとしたら開かないのだ。 

フロントに連絡して開けてもらうも、壊れていて使えないというのだ。そん

なら置いておくなと言いたい、これでは二流ホテルとしかいえない。 

 

  
           ホテルから見た昼と夜 

 

夕食には少し時間があったのでホテルの周囲を歩いてみる、ここでも道路

には屋台がずらりと並んでいる。衣料品や小物の生活用品が多かったが路地

へ入っていくと肉屋なども並んでいる。 

ここで友がラムヤイを買って皆で食べたがなかなかおいしかった。友はこの

夏にタイで学校を造るボランティアに参加しており、その時乾燥したラムヤ

イをお土産にいただいた。その味はちょっとくせのある、それでいてなかな

かうまみがあった。それに比べると生の果実はとてもジューシーでおいしか

った。 

  

盛り上がった夕食 



17.30ロビーに集合して夕食会場「スワンルンレストラン」に向かう。世

界一と悪名高いバンコクの渋滞を、１時間もかけて市内のレストランに到着。

トムヤンクン、カニのカレー煮、イカと魚、クーシンサイ。ビール小１２０

バーツ。友と吉森さんは紹興酒を、他の人はビールをいただき楽しい食事と

なった。カニのカレー煮は中国料理の流れをくむ、渡り蟹のカレー味炒めで、

卵でとじてありなかなかマイルドなものだ。 

ぶつ切りにした蟹を豪快にかぶりついて食べる、味はよいがちょっと食べに

くい。添乗員の道下さんが野菜をさして「これは何ですか」、「クーシンサ

イだよ」。すると「よく知っている」、「栽培していますから、これは芯が

空になっているので空芯采なんですよ」。びっくりしていた彼女はさらに、

竹中さんはトラクターを使って米栽培をしていると聞き、またびっくりして

いた。そんな彼女はビールを飲みながら饒舌になって、いろいろ話してくれ

たのは------- 

①三日前にネパールから帰ってすぐこのツアーに来た 

②途中転職したが１０年以上もこの仕事をしている 

③旅が好き特に中近東が 

④でも結婚願望はある 

ならいい人を紹介しょうかと言うと、「おじさんたちの友達ではないでしょ

うね」ときた。そんな彼女の年齢はいったい何歳なのだろう、４０に近いは

ずだが、それとも---さすがに息子のことは切り出せなかった。 

20.00ホテルに戻る、さすがに夜景は窓の汚れも気にならず美しかった。 

  

１２月１５日(六日目)  晴れ 

いよいよ最後の観光となった、今日はオプションで８名が参加して水上マ

ーケットとローズガーデンを見学する。 

  

朝食は７８階のスカイレストランで 
  

４４階からロビーのある１８階に降りて、エレベーターを乗り換え７７階

まで上がる。そこは展望デッキになっている、ぐるりと一回りするとバンコ

クの街はまだ眠りから覚めてはいなかった。薄暗いボヤーとした中にビルが

建っている。丁度太陽が登ってくるのが見えた。 

ビルの説明があり、建物 309m．アンテナ 34.35m.基礎 65m とあった。案内で

はここから一つ降りて７６階と言っていたが、そこには案内嬢がいて上へ行

けという。後で分かったがレストランは７６階と７８階にあり、使い分けて

いるのだ。 

  



 
７８階から見た日の出 

  

今朝は米もパンもやめて、米の麺にスープをかけたものと中華マン.シュウ

マイ.目玉焼き．とマンゴー．オレンジにした。これもなかなかいけた。窓

際の席に座り辺りを見回すと、すぐ下にヘリポートのあるビルがあり何とト

ヨタのマークがついていた。２０数階建てと思われるがはるか下にあった。 

  

道路沿いに塩田が 
  

7.30ホテルを出て高速に乗る。郊外へ向かうので割りと空いていたが反

対車線は混雑していた。高架の道路を走っていると国王の名がついた道路が

あった。現在のプミポン国王はラーマ９世で、その名をとり「ラーマ９世道

路」と名がついていた。 

 

  
塩田                  ヤシから作った砂糖 

 



バンコクから西へ市街地の高架を抜けると道路は片側５車線ある、２車線の

所では拡幅工事が進められていた。道路はどこもすばらしい。途中には海岸

近くではないが塩田があった、一見すると養殖場に見える。所々に青い風車

があるのが塩田だった。 

9.00にトイレ休憩に寄った所はヤシの木がうっそうと茂っていた。見る

とみな実がついている、ここではこのヤシの実から砂糖を作っているのだと

いう。作っているのを見学したがあまり衛生的ではない、煮詰めた丸いせん

べいほどの物を並べていたがハエが飛び回っていた。味見をしたらやっぱり

甘かった、友はお土産に買っていた。 

  

ほんとは陸上マーケット 
  

9.45ダムヌァンサドウアック村に到着し水上マーケットの見学だ。舳先

が反り返った舟は大型トラックのエンジンを載せている。４人ずつで乗り込

み舟はスタートする。 

  

  
この舟に乗りました           水上ハウスといった感じ 
  

汚い水の運河をかなりの時間クルーズした、反対からの舟が通るとすごい

水しぶきになる。運河沿いに家もあり普通の生活が営まれているのが分かる。

バナナやヤシの林も広がっている。直角に曲がるのにスピードダウンしてう

まく曲がっていく。運河の両岸はコンクリートの護岸になっていた。そして

着いた所が、水上マーケットというより陸上マーケットだった。みやげ物と

果物を乗せた舟が数艘いたが、観光客を乗せた舟の方が多かった。手漕ぎの

舟が客を待っていたが乗っている人は見なかった。陸には大きなお土産屋さ

んがあって、われわれを待ち受けているのだ。ここでドリアンとマンゴスチ

ーンを味わう、ドリアンはちっとも臭くなかったしさほどうまくもなかった。

ちょうどバナナの味がないような感じ、でもマンゴスチーンは甘くてとても

おいしかった。 

  



  
にぎわうマーケット           果物や雑貨を売る舟 
  

このあと自由時間はお土産を見て回るしかすることがない、ぐるりと見て

回ると何から何まで売っているようだ。小さな象さんの木彫りを買ったが、

はじめ３５０バーツというので高いと言うと、いくらならいいかという。お

もわず２００と言ったら OKときた。まんまと作戦にはまってしまったよう

だ。 

  

ランチはローズガーデンで 
  

11.10水上マーケットを出てバンコク方面へ向かって戻り、最後の観光の

ローズガーデンへ行く。途中では田舎道も走り田んぼのような池のほとりを

走る。それが日本に多く輸出されるブラックタイガーの養殖池だった。一時

は水を多く使うことから、付近の井戸水が出なくなったという報道があった

がどうなったのかな。 

12.20到着し早速ランチとなり、チャーハン．ヌードル．ハム．ケーキ．

スイカ．マンゴーを食べた。でもおいしいと思うものは何もなかった。入園

してぐるりと見学したが、バラは多くはない。それよりランとかブーゲンビ

リアの花がとても美しいと思った。何故ローズガーデンなのか?南国ではバ

ラが珍しいのかな!!それにタイシルクの出来るまでの PRコーナーがあり人

目を引いた。そのあと象さんに乗る体験ができた。二人で乗って 20m程の所

を往復するだけだが、ぐらりぐらりと揺れてとても乗り心地は悪い。これで

５０バーツ、入園は４５０バーツというからまあまあかな。そのあと、象さ

んのショーがあった。数人が寝そべった間を象さんが歩くのだ、ひやりとす

るがさすがに丁寧に足を運ぶ。さらには丸太の上を歩いたり、座り込んだり

小象が長い鼻でフラフープを器用にまわして見せた。すっかり童心に返って

楽しんだ。 

このあとはタイ．ビレッジカルチャーショーを見学した。これはタイ各地

の伝統的な文化や踊りをストーリーに沿って見せてくれる。豊作を祝う踊り.

格闘技．タイ式結婚式やバンブーダンスなど。いずれも美しい衣装でとても



艶やかだったし、小さな子供も出演して大勢の観客から拍手を受けていた。

時間のたつのも忘れて楽しめた。 

  

  
象さんに乗る観光客            タイ．ビレッジカルチャーショー 

 

こうして全ての見学を終わり 15.50 バンコクへ戻ることに。17.30バンコ

クのバイヨークスカイホテルに到着し荷物整理。18.00ホテル７６階にて夜

景を見ながらタイでの最後の食事をした。すばらしい夜景を見ながら、親し

くなった人たちと飲むビールはとてもおいしかった。そして楽しかった旅も

終わりを迎えた。 

どこでも日本語で OKだったので、サワッディークラップ(こんにちは)や

コープクンクラップ(ありがとう)をいちども使うことなく旅を終えてしま

った。20.45スワンナブーム空港着、23.55JL-738は飛び立ち日本へ向かう。

気流の関係で帰りは５時間ほどで着く、奄美を過ぎた所では高度 11.887m

を時速1.135kmで飛行して１２月１６日朝7.00セントレアに無事着陸した。 

  
 

 


