巡礼その二十   ベトナム
2000 年４月 29 日
   ベトナムのチャンパ遺跡を見に行く。ホーチミンから海岸線を北上してダナ
ンまで車で行く。今回は関空からなので娘に羽田まで送ってもらって 5000 円取
られる。７時 45 分羽田発９時関空着、11 時 30 分発ホーチミン 13 時 15 分であ
る。ゴールデンウィークで関空もすごい混雑である。ベトナム航空の飛行機は
新しく綺麗であるが小さい。シートは３列３列でリクライニングしない。６時
間しか乗っていないのにとても疲れる。タンソンニャット空港は綺麗になって
いた。空港にはガイドのダンが待っていて、他の客と一緒にバスでホテルを回
って MAJESTIC HOTEL にチェックイン。明日は解放 25 周年で町はベトナム
国旗が至る所に飾られている。MAJESTIC は綺麗にリニューアルされてとても
良い。ダンと打ち合わせをしてプールに行くが小さくて泳げなかった。部屋は
サイゴン側に面しておりサイゴン川クルーズ船の電飾がとても綺麗だ。夕食は
サイゴン川クルーズ船で食べることに決め、通りを渡るのにひと苦労して船着
き場に行く。船は４艘あり、どれにしようか迷ったが、魚の電飾がかわいいベ
ンゲー号に乗る。出発まで 1 時間半あるがゲートは開いたので乗り込むと３階
の一番いい席に案内された。フレッシュオレンジジュースは 15000 ドンと高い
がとても美味しい。ゆっくりメニューを選ぶ。揚げ春巻き、鳩のロースト、蛙
のフライ、腎臓と椎茸の炒め物、空芯菜のオイスター炒めを注文する。春巻き
は、ふわっとしていてしつこくなく、開高健も勧める鳩は最高である。腎臓も
生臭くなく肉厚の椎茸とよくあう。団体の観光客が行く所に美味しいものは無
いと思っていたが、客は地元の人が多い。となりにオーストラリア人の夫婦が
座り何が美味しいか聞くので鳩を勧めた。その後色々な話をしていると船は走
り出し気持ちのよい風が入ってくる。景色は造船所ばかりであまり面白くない
が船はいつも楽しい。一時間ほどのんびり走って戻ってくる。料金は乗船料と
食事で二人で 350000 ドンであった。死ぬ思いで道路を渡りホテルの周囲を散策
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した。通りはとても綺麗になりお土産物屋も変わった。あれだけ沢山あった螺
鈿の家具や絵を売っていたお店が普通のお土産物やになっていた。よく食べに
行った角の食堂はサイゴンハウスというとても有名なお店に変わっていた。最
後に来たのは８年以上前なので当然である。部屋に戻ったらマンゴーが届いて
いたので食べて寝る。
４月 30 日
   オムレツとお粥の朝食を食べる。今日はファンティエットからファンランを
目指す。７時に出発、道はとても良い。ファンティエットの町は美しい漁港で
ニョクマムの名産地である。町ではするめやエビ煎餅を売っている。丘の上に
ある PHU HAI を見学する。ここからファンティエットの町が一望できる。海
側にあるチャンパ遺跡はほとんど丘の上に建っている。町の食堂で魚の煮物、
イカの炒め物、青菜炒めなどを食べる。国道は海岸線に沿って走り海がとても
美しい。島のように砂は白く海は青く透明度がすごい。途中海の家でオレンジ
ジュースを飲む。これから行く PO DAM は近くの人に聞いてもわからない。よ
うやく一軒の家で私の実家がすぐそばだという奥さんがいて場所を説明しても
わからないから私が案内すると言って車に乗ってくれた。でこぼこ道を 10km
以下で 15 分ほど走ると道が無くなり民家にぶつかる。そこが彼女の実家で庭を
通り畑の中を 15 分ほど歩くと線路に出る。線路を越し少し丘を登った所に PO
DAM はあった。崩壊がひどいと思っていたが修復されていた。彼女を家まで送
りお礼を言って次の PO ROME へ行こうと思ったが暗くなってきたのでファン
ランに向かう。THONG NHAT HOTEL は昔からあるベトナムのホテルの典型
で入り口奥にはタイルで出来た池が作ってある。３階なのでエレベーターが無
いから疲れる。温いシャワーを浴び車で 15 分ほど離れた生簀がある食堂で茹で
カニと焼きエビ、魚の蒸したものを食べる。
5月1日
   朝ホテルでフォーを食べる。PO ROME はサボテン山の頂上にあり、サボテ
ンの間の参道を登る。１塔だけのこっており、ウォチマンのおじいさんが内部
の鍵を開けてくれた。この山の麓にはチャム人の村があり、途中チャム人の女
学生に会うがとてもかわいい。村には民族衣装を着けたおばさんがいた。チャ
ム人は海洋民族で彫りが深い。PO KLOONG GARAI も小高い丘の上にあり入
り口にはチケット売り場、その周囲には出店もある。急な階段を登り門をくぐ
ると素晴らしいナタラージャの破風が目に飛び込んでくる。チャンパ独特の宝
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物庫も良い。国道沿いに HOA LAI がある。崩壊がひどく２塔残っているが真
ん中の中央塔は完全に崩壊してしまっている。とても堂々とした建物で彫刻も
素晴らしいのでとても惜しい。かろうじて残っているガルーダの彫刻が印象的
である。ファンランに戻り鶏肉専門店で昼食を食べる。蒸し鶏、モツを茹でた
もの、エビと青菜のスープを飲む。ニャチャンにある PO NAGAR に向かう。
ニャチャンは大きな町で漁業の町であるがリゾートとして早くから開けた。橋
を渡った丘の上に PO NAGAR の遺跡が建っている。ベトナム人観光客が多く
ヨーロッパ人もいてにぎやかである。内部に安置されたポーナガル女神がベト
ナムぽくって良い。次に TUY HOA にある雁塔 THAP NHAN へ行く。ベトナ
ム中部は海岸線まで山が迫ってきているので湾から湾へ行くのには峠を越して
行かなければならない。とても美しい海岸線を上から眺め峠を登って行くとホ
ースから噴水のように水を流している家が多い。これはドライブインでここに
入って車を洗い食事をしたり、お茶を飲んだりする。我々もここでコーヒーを
飲んだが２杯で 12000 ドンも取られた。TUY HOA の町に入り丘の上の雁塔へ
行く。とてもよく整備され夕方近かったので沢山の人が夕涼みに来ていた。夜
はライトアップされる。内部には PO NAGAR と同じように女神が安置されて
いた。今夜と明日泊まる QUI NHON の HAI AU HOTEL にチェックインする。
海岸の前に建っておりなかなか大きいホテルである。２泊できるので T シャツ
やズボンをクリーニングに出す。夜はホテルの中のレストランでカニとイカの
天婦羅、焼きそば、タマネギ入り卵焼き、ゆで豚を食べる。
5 月２日
   朝食はフォーとオレンジジュースにするが、ベトナムの人たちはとても美味
しそうにフランスパンにニョクマムを付けて食べる。明日は絶対そうする。一
番始めは金塔 THOC LOC へ行く。道がないがダンがあらかじめ調べておいた
墓地を抜けて道無き道を登って行くとやがて金塔が見えてくる。周囲は刺のあ
る灌木で覆われ足が血だらけになる。崩壊がひどく荒れたままである。次に銅
塔 CANH TIEN へ行く。ここは平地にあり子供が案内してくれる。金塔よりい
くらかましであるが荒れたままである。国道 1 号線から 19 号線に入りタイソン
という村のサトウキビ畑の中に THU THIEN がある。タイソンの村で昼食を食
べる。役人の車が止まっている食堂に入る。ダンが役人はまずい食堂には行か
ないという。役人達は 15 人位で飲んで食べてべろんべろんになっていた。私達
は鶏もつの炒めもの、青菜の炒めもの、苦瓜のスープ、鳥のスープで炊いたご
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飯などどれも絶品である。こんな田舎の食堂なのに驚いた。象牙塔 DUONG
LONG は近くにあるが道がないので遠回りをしなければならない。広い敷地に
３塔並んで建っている。彫刻が素晴らしい。QUI NHON の町に戻り銀塔 THAP
BAC へ行く。丘の上にあり、主祠堂、宝物庫、碑文庫、楼門が残っている。楼
門は修復の最中でやぐらが建っており、外からは見えない。ここ夕涼みの人た
ちが多く、特にアベックが目につく。遺跡のまわりでいちゃいちゃしているの
で写真が撮れない。修復現場では使用するレンガをこすり合わせている。一日
中レンガをこすり合わせて 18000 ドンである。次の BINH LAM がくせ者であ
った。道がわからないので何回も聞きながら細い道を行くとここからは車で行
けないというので降りて水田の中の畦道を４km ほど歩く。太陽が輝き、水田の
緑と水が反射してとても美しい。所によっては田植えをしている。30 分ほど歩
くと水郷が見えてくる。そこがビンディンで水郷に囲まれた環濠都市であった。
BINH LAM は村の中の学校と民家の間にあり裏は水路になっているので写真
が取りにくい。そばの仏教寺院の境内にリンガやドゥパラパーラが置いてある。
水を持ってきていないので喉がカラカラであった。村のよろず屋でミネラルウ
ォーターを探したが無いので 10 年位前の冷えていないファンタオレンジを飲ん
だ。帰りはひたすら歩く。車に戻りホテルへ帰る。ホテルで昨日出したクリー
ニングを受け取ると T シャツ２枚とズボンに黄色いしみが付いている。フロン
トに文句をいいに行くと 45 歳位の女性のマネージャーが出てきてもう一度洗い
直すという。それでもだめな場合はどうすると聞くと弁償するという。そこで
我々は QUI NION の町へ行きとてもにぎやかで繁盛しているレストランへ入る。
なんとここにはバドガールのようにぴったりしたミニをはいたカールスバーグ
ガールがいる。ベトナムはビール戦争なのである。また鳥のモツを頼む。ベト
ナムではナスもパパイヤもマンゴーも生で食べる。特に生バナナの苦さはエグ
くて口が麻痺する。苦瓜もよく食べるがバナナの苦さは異常である。またここ
ではニョクマムのほかにマムが数種類出るが、エビのマムは強烈であった。ホ
テルに戻るとクリーニングしたおばちゃんとその上司が洗濯しても落ちなかっ
たので同じようなグレーの T シャツ（ものが全く違う）を持って謝りにきた。
おばちゃんはこれで許してくれと泣きそうである。私が頭に来たのはおばちゃ
んの過失であるがホテルという組織の中でおばちゃんを教育、監視するマネー
ジャーの責任なのである。そのマネージャーが態度は悪いし謝罪にこない。お
そらくおばちゃんはあわてて同じような T シャツをマーケットに買いに行った
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のだ。上司はいくらなのかと聞くので１万円と言った。１万円はおばちゃんの
半年分の給料であろう。私はおばちゃんの責任ではなくホテルの責任であると
言ってマネージャーを呼べと言った。数分して戻ってくるとマネージャーはも
う帰宅したとのことで明日会うと言う。
5 月３日
   朝フロントに行くとマネージャーとおばちゃんがいた。マネージャーは昨日
とはうってかわって大変申し訳ないと謝罪した。弁償するというので新品では
ないので 5000 円で OK した。マネージャーの態度がよくなったので、握手しお
ばちゃんとも握手した。おばちゃんは泣きそうに喜んでいた。朝食はパンと目
玉焼きでニョクマムは持ってこなかったのでバターとジャムで食べる。やはり
パンは相当うまい。HUNG THANH は町中にあり周囲は民家に囲まれているが
よく整備されている。凸凹道を通って KHUONG MY へ行く。３塔形式で文様
が美しいが崩壊がひどく手入れも悪い。国道沿いの小さな食堂で昼食。鶏肉と
もつ炒め、もやし炒め、青菜とエビのスープ、鳥の出汁で炊いたご飯どれも美
味しい。CHEN DAN は３塔形式で保存状態もよく特に基壇の彫刻（アプサラ）
が素晴らしい。境内にここから出たものを集めてある収蔵庫がある。DONG
DUOG はホイアンの手前にあるが道がわからずダナンの方まで行ってしまう。
いろいろな人に聞き、やっと DONG DUOG への入り口の村に着く。ここから
15km であるが道が悪く車では行けないのでバイクタクシーに乗り換えなくて
はならない。もう 5 時半過ぎで着くと暗くなり写真も撮れなくなるので明後日
フエに行く前に訪れることにする。ホイアンの町はとても雰囲気のある港町で
町の中心には車は入れない。我々が泊まる VINHHUNG HOTEL は町中にある
ので荷物をバイクトラックに移しホテルまで運ぶ。このホテルは 150 年前の中
国家屋を利用したホイアンで一番趣のあるホテルで日本からスイートを予約し
ておいた。部屋数はとても少なく、フロントから急な階段を登ると天井は低い
が時代を経て真っ黒になった木で出来ているスィートルームがある。ベッドは
中国映画に出てくるような天涯付きで、まわりの家具もとても古く立派である。
まるで華僑の豪商の家に泊めてもらっている感じである。この部屋だけ表通り
に面してベランダがありイスとテーブルが置いてある。ベランダに座って通り
を眺めているのが楽しい。着いた時は夕暮れ時で、通りには色とりどりの提灯
がついて美しい。ホイアンの家並みは京都の町屋に良く似ており、入り口は狭
いが奥に長く広い。町は 180 年前の状態を保っており、とても古い民家の内部
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を改造してカフェやレストラン、バー、ブティック、お土産物屋などになって
いてベトナムと西洋がとても上手にマッチしている。東南アジアでもっとも落
ち着く町である。これからさらに有名になり沢山の旅行者が訪れるであろう。
夕食はガイドの知り合いのとても綺麗なレストランで名物のカオラウ、ホワイ
トローズ、揚げワンタンなどを食べる。やっとドライバーが打解けてきていろ
いろな話をする。デザートはドリアンのアイスクリームを食べる。フロントで
朝食はどうするか聞かれるので 5 時半に出発すると行ったらランチボックスを
用意するという。
5 月４日
   初めに近くにある BANG AN へ行くがまだ門が閉まっていたので乗り越えて
写真を撮る。いよいよ今回のハイライト MY SON へ行く。国道から MY SON
へ曲がる町の食堂で、フォーとランチボックスを食べる。ここから道は山に向
かって行く。舗装された道を 1 時間弱登って行くと MY SON の入り口に着く。
ここに食堂が 5、６軒ありチケット売り場でチケットを買ってまず吊り橋を渡る。
渡るとジープやバスが数台止まっており、このバスに乗って 10 分位で遺跡の入
り口に着き、さらに数分林の中を歩くと遺跡が見えてくる。マハーパルヴァタ
山の麓に遺跡が点在している。各遺跡はグループナンバーが付けられている。
ピクニック気分で写真を撮り歩く。突然胃が痛くなって日陰で休む。少しよく
なったので見学を続けるが途中でまた痛くなる。なんとかすべて見て回り休憩
所でファンタオレンジを飲んだら治まって元気になる。ダナンの町に出て昼食
にする。観光客は知らないが有名な焼き肉の店があるという。自分で焼くので
はなく肉を網の間にはさみ炭火で焼いたものと野菜が出てくる。肉を野菜で巻
いて食べる韓国式で肉も柔らかく絶品であった。胃の痛みが嘘のように食べた。
この日は仏教の特別な日でガイドは何も食べなかった。午後は港にあるチャン
パ博物館へ行く。コロニアルなオープンエアーの博物館でガラスが入っていな
い窓から海が見える。チャンパの至宝が所狭しと並んでいる。カメラの持ち込
み料を払えばどこを撮ってもよい。勝手にガイドのオヤジが説明を始めるので
うるさいからチップをあげて帰す。帰りにフランス語の博物館のガイドブック
を買う（これしかない）。皆でアイスクリームを食べに行き、冷凍のジャックフ
ルーツとココナッツアイスクリームを食べた。ホイアンへ帰る途中、五行山へ
よる。疲れて行きたくなかったがせっかく寄ってくれたので死にそうになって
階段を登り頂上まで行く。この山は大理石の山で階段も大理石である。洞窟や
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海を眺め途中にある寺院ではなんとチャンパの基壇の一部を見つけた。ふらふ
らでなんとか戻った。まわりはすべて大理石のお土産物屋で皆のお土産（小さ
い三蔵法師と孫悟空のセット）を買う。ガイドのダンはお母さんにすり鉢と花
瓶を買う。とても疲れて気分が悪くなる。ホテルへ戻りベランダから通りを眺
める。夕暮れ時で前の商店のおじいさんがイスを持ち出し新聞を読んでいる。
子供達がバトミントンをしたり、おばさん達が立ち話をしたり時々フォー売り
の声が聞こえるとてもすてきな時間帯である。今日は特別な日でお店の前にお
供えとお線香が炊いてあり、紙（偽金の紙？）を燃やす。夕食はホテルがやっ
ているレストランで食べる。ほとんど食欲がない。お土産物屋でチャンパ博物
館で見たアナンタ龍の上に横たわるヴィシュヌのレプリカを買う。
5月5日
   朝 5 時に起きて町を散歩する。早い人はもう起きて道を掃除している。６時
に出発して DONG DUOG に行く。前回の村からバイクタクシーに乗り 30 分ほ
どで森が見えてくる。そこが DONG DUOG で森の中に碑文庫の一部だけ残っ
ている。その他は何も無い。国道に戻り朝食。牛肉のお粥を食べるがお腹の調
子が良くない。サンダルが壊れたのでダンに接着剤を買ってきてもらって直す。
フエにに向かう。ハイバン峠で映画に出てきた祠があった。風光明媚なランコ
ー島を見てお昼にフエに着く。地元で有名な食堂で鶏もつ（卵がとろとろで絶
品、足も美味い）、魚の蒸したものを食べる。いきなりにわか雨が降ってきて 30
分ほどで前の道は川のようになる。雨が上がったのでフエの王宮へ向かう。王
宮はとても広く観光客はあまりいない。グエン王朝の夢の跡という感じである。
またベトナム戦争の数々の写真の場面を思い出させる。体調が良くないので歩
きたくない。なんとか王宮美術館まで来てチャンパの彫刻があるかと聞くと、
今は倉庫に入っているというので入らず、シクロで車の所まで行く。カイデン
廟 KHAI DINH はボートで行きたかったが降りて相当歩くので車で行く。ヨー
ロッパ風の廟である。ホテルはフエにある DONG DUONG で小さいが歴史があ
りそうなホテルでスイートルームである。夕食はフエの名物バインセオを地元
で一番流行っているお店で食べる。とても混んでおりやはり美味い。食欲が無
いが食べられる。その後喫茶店みたいな所でチマキみたいなものを食べる。ホ
テルへ戻るとお腹が痛くなった。
5 月６日
   体調が良くなく食欲も無いが観光は出来る。今日はボートで廟を回る。ティ
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エンムー寺 CHUA THIEN MU,ホンチェン廟 HON CHEN,ミンマン廟 MINH
MANG を回る。ボートは楽しい。陸に戻り市場に行く。ここで冷たいお汁粉（コ
コナッツミルクの中に緑豆のアンコが入った白玉が浮いている）を食べる。絶
品である。お昼は名物のブンボーフエを食べるが私は食欲が無いので見ていた。
フエからホーチミンへ戻る。23 時のベトナム航空なので時間がある。体はボー
トに乗ったりしたので汗をかいて気持ちが悪い。ダンの知っているお土産物屋
にはシャワーがあるのでそこで何か買えば使えるのですぐに行く。とても綺麗
な大きいお店でシャワーも綺麗である。ここで少数民族の織物で出来たリュッ
クなどを買う。食欲は無いがレストランで中華料理を食べて空港へ。
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