巡礼その二十二   インドネシア３   東ジャワ
2001 年８月９日
   東ジャワの遺跡を見学するためにスラバヤへ行く。南新宿から成田エクスプ
レスに乗ったはいいが、妻が車両を間違え 5 号車に乗ってしまった。本来は 11
号車なので通り抜けようと７号車まで来たがここで鍵がかかっているので行け
なくなってしまった。そのまま 15 分位立っていたら車掌さんが来て開けてくれ
た。無事座席に座ることが出来た。成田に着いたら空港内はものすごい人であ
る。コンピューターが故障し、カウンターでは手作業で発券しているので長蛇
の列である。すべての飛行機が当然遅れている。11 時発のガルーダがチェック
イン   できたのは 10 時 15 分で離陸したのは 12 時 30 分であった。今回の飛行
機はジャカルタ乗り換えで 1 時間半の余裕があったが、もう間に合わない。ま
ず旅行会社に電話して間に合わなければ次の便にしてもらうか、最悪の場合は
ジャカルタ泊になる。もうあきらめていたが幸い 45 分遅れでジャカルタに着い
た。なんとガルーダは飛行機の中で入国審査をしてしまう。ジャカルタに着く
なり一番で飛び出し、バッグが出てくるのを待つ。テーブルについて 1 分でバ
ッグがでてくる！すぐに国内線の場所を探していたら男が近づいてきて私に任
せろとスーツケースをもってどんどん行くので後をついて行く。なんと国内線
は２階にあり難しいことは何も無かったが男が３千円というので時間もないし
すぐ払った。待合室に入ったのは 30 分前であった。災難は続く。今度はスラバ
ヤに定刻に着いたがガイドが迎えにきていない。外で 20 分ほど待ったがこない
ので MAJAPAIT HOTEL にチェックインする。ホテルのフロントから緊急連絡
先の日本人に電話して連絡を取ってもらい、ホテルに来るように頼んだ。
MAJAPAIT HOTEL は最近リニューアルしたばかりでとても素晴らしいコロ
ニアルホテルである。日本から予約したがこんなに綺麗になっているとは思わ
なかった。それもそのはずマンダリンがリニューアルしたのである。とりあえ
ずプールで泳いで風呂に入って出たらバリから電話があり日本の旅行社からの
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ファックスでスラバヤの便には間に合わないので一本（２時間）ずらすとの連
絡があり、ガイドもそのつもりでいたとのことで、30 分位ですぐにそちらに着
くと言う。やがてガイドのハリが来てこれからの打ち合わせをする。ものすご
い出っ歯でその辺の兄ちゃんみたいであるが歴史と遺跡には詳しい。あまり日
本語が話せずほとんど英語である。日本人の観光客はほとんど東ジャワには来
ない。たまに西遊トラベルのツアーが２泊して帰って行くそうだ。明日は７時
に出発することを確認して寝る。
８月 10 日
   5 時半起床、６時朝食フレッシュオレンジジュース、サラダ、ハム、お粥を食
べる。コーヒーはドリップでとても美味しい。スラバヤの町を抜けポロンのそ
ばの C.PARI へ行く。すぐ近くに修復中の C.SUMAR がある。C.BANGKAL に
行くが鍵がかかっており、鉄条網をくぐり中へ入る。基壇の文様がモダンで面
白い。ここからペナングンカン山に向かう。C.JOROTUNDO へ行くのはかな
り大変であると本に書いてあったが山道を走っていたらいきなり着いてしまっ
た。とても良く整備され公園のようになっている。ここは沐浴場でなんと魚が
沢山泳いでいる。妻が沢ガニを見つけた。出土品を見てすぐそばにあるカルチ
ャーセンターへ行く。ここでタマリンドジュースを飲む。甘酸っぱくて美味し
い。道を間違えながら C.GUNUNG GANGSIR へ行く。昼食はワルンでご飯の
上に好きなものを乗せて食べる。私はエビとトウモロコシの揚げ物とホルモン
を乗せ野菜スープをかけてもらう。お茶を頼んで４人で 600 円しなかった。ス
ラバヤの味はジョグじゃと違い甘くないので日本人に合う。今度はペナングン
カン山の反対側にある C.BELAHAN の沐浴場へ行く。ここはぜひ行ってみたか
った所であるが、ここも行くのが大変であると本に書いてある。土の採集場を
抜け、登って行くと道がとても細くなる。もう道路と呼べなくなるがどんどん
登る。小さな村に着きここからいよいよ歩くのかと思ったがまだまだ進むとま
た小さな村に出る。車が止まった前に C.BELAHAN があった。村の人たちが水
をくんだり、体を洗ったりしている。写真を撮ろうと思っても次から次と人が
来る。やがて一人の盲人が来て体を洗っていた。なんとその後水を運んで帰っ
た。千年以上毎日使われていると思うと感慨深い。これから今日泊まる
TERETES に向かう。TERETES は避暑地でスラバヤのお金持ちの別荘が沢山
ある。途中明日訪れる予定の C.JAWI に寄り SURUYA HOTEL にチェックイ
ンする。ここで一番のホテルで大きいプールがある。中央に巨大にタコがいて

2

足が滑り台になっている。プールで遊び６時半頃ホテルのレストラン「ブロモ」
へ行く。オープンエアーで気持ちのよいレストランであるが客は二組しかいな
かった。サンドイッチにしようと思ったがテーブルの上のおすすめメニューに
ラムチョップと書いてあったのでこれとトマトスープとガーリックトーストを
頼む。ラムチョップは今まで食べた中で一番美味しい。妻はシーフードトマト
ソースマカロニがこれも絶品。侮れないレストラン「ブロモ」。
８月 11 日
   5 時 15 分起床、まだ薄暗いベランダから日の出のペナングンカン山を写す。
６時 10 分頃朝食。ブッフェで生野菜、ハム、牛肉、スパニッシュオムレツ、春
雨の炒めものを食べる。７時半出発、SURUYA HOTEL は韓国のロッテが経営
しているみたいだ。昨日行った C.JAWI に行き蓮を写す。MARANG に向かい
C.SINGOSARI へ行く。女学生がガイドをさせてくれと言われたが写真を撮る
のと時間がないので断った。もったいないことをした。少し先に巨大なドゥパ
ラパーラが道の左右にある。次に東ジャワに残るストゥーパ C.SUMBERWAN
へ行く。山の方に向かって 15 分ほど走って車を降り、水田の畦道を 10 分位歩
く。風が涼しく気持ちがよい。やがて林の中にストゥーパが見えた。廻りは整
備されている。小川では沐浴している素っ裸のおばさんがいた。MARANG の
町に入る。大きな町で渋滞している。この町にアレマというサッカーチームが
あり、インドネシアでは強いチームで、そこのサポーターをアレマニアと言い、
チームの T シャツやユニホームを着て町中を暴走する若者の団体である。いわ
ゆる暴走族で車とバイクで道いっぱいに広がりほかの車を止めて暴走する。中
心にはトラックがいて荷台に 20〜～30 人位乗っている。バイクは 100 台近くい
る。武器は持っておらず、走るだけで年齢は 13〜～25 位である。喉が渇いたので
喫茶店でジュルクパナスマニスを飲み、うなぎの稚魚の唐揚げを食べる。
C.KIDAL は基壇のガルーダの彫刻（母を運ぶ、ナーガを運ぶ、アムリタを運ぶ
ガルーダ）が素晴らしい。C.JAGO は基壇が三重になっており、すべてに物語
が彫られているので写真を撮るのが大変であった。MARANG の町に戻り、民
族的なレストラン CAHYANINGRAT で昼食にする。大きくテーブル席と靴を
脱いで上がる席があり、真ん中は庭で池があり鯉やナマズが泳いでいる。至る
所に本物やレプリカの彫刻が置いてある。アヤムゴレン（トリの唐揚げ）ナシ
ゴレンを食べる。トンガラシを揚げて、トマトと一緒にすりつぶし、ペースト
にしたもの（サンバル）を付けて食べると絶品である。店の人がアヤムゴレン
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の骨を持ってついてこいという。庭の奥に小さい池がありそこで巨大ナマズを
飼っている。骨を投げると食いつく。長い骨を手に持って池の中に入れるとも
のすごい力で引っ張られる。店の人は得意顔である。午後は BADUT の町へ向
かう。かなり高地にあり途中、造園業の家が沢山ある。ここからさらに山の中
に入ると山間に開けた小さな温泉町 SONGGORITI がある。日本の温泉町にと
ても良く似ている。この温泉のそばに C.SONGGORITI がある。崩壊がひどく
上部はほとんど残っていない。BADUT の町へ向かう途中でアレマニアの一団
に車を止められた。C.BADUT は町の中のサッカー場の裏にあり東ジャワでは
古い遺跡である。彫刻が良い。廻りでは子供がサッカーをしておりボールが遺
跡に飛んでくる。MARANG の町に戻り官庁街にある GRAHA CAKRA HOTEL
にチェックインする。1930 に立てられたコロニアルホテルでセンスが良い綺麗
なホテルであるが部屋が狭い。欧米人が多い。７時半にハリが来て夕食を食べ
に行く。ハリの大学があるのでくわしい。インドネシアで一番美味しいソトア
ヤムの専門店へいく。ロンボクという小さい汚い店だがとても美味しい。たり
ないのでトリの内蔵入りソトアヤムを食べる。絶品である。デパートへ行って
蛙のロウソク立てを 160 円で買う。ホテルに戻り寝る。
８月 12 日
   5 時 15 分起床、６時 15 分朝食、ブッフェでチキンライス、焼きそば、スパ
ニッシュオムレツ、を食べる。７時半出発。ホテルの部屋の天井に KIBLAT と
書いたシールがどこにでも張ってある。とても気になったのでハリに聞いたら
メッカの方向であった。納得。まず C.SOBENTAR へ行く。基壇の模様が面白
い。C.PANATARAN は東ジャワで一番有名な遺跡で、まず車の料金所がありそ
こから３分で駐車場がある。入り口までお土産物屋が続く。今日は日曜日とあ
って観光客がとても多い。今回の目的の一つはここの主堂基壇に彫刻されたラ
ーマーヤナを見ることである。その他クリシュナヤーナなど彫刻が沢山ある。
裏の沐浴場にも素晴らしい彫刻がある。ここで２時間も使ってしまった。次の
C.SUMBERNANAS がくせ者で PANATARAN の近くなのだがなかなか着けな
い。何人もの人に聞きながらやっと看板を見つけた。その看板に従って行くが
遺跡が無い。さらに進むと道にぶつかりそこにも看板はあるが今来た方向であ
る。見失ったのかと注意しながら戻るが何も無い。畑の中に小さな屋台がある
のでそこで聞くと子供が案内してくれるというので乗せて行く。畑の中に細い
道がありそこを通り二股を右に行けという。すると道の突き当たりに金網に囲
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まれた C.SUMBERNANAS があった。それはただのがれきであった。皆で大笑
いして記念写真を撮って帰る。なんとここだけで２時間もかかってしまった。
迷っている間に資料には無い C.KALICLIK という 13 世紀頃の遺跡を見つけた。
BLITAR に戻り昼食。ピンクの可愛いワルンでミーバクソを食べる。汁が別に
なっており、別々に食べても良いがぶっかけて食べる。午後は C.SUMVERJATI
へ行く。基壇が残っているだけで崩壊がひどい。ヨニの上に乗っている亀の彫
刻が面白い。町に戻る途中に素晴らしいガネーシャ像（C.BORO）があるが迷
ってしまった。ガネーシャ像は民家の庭のような所にあり金網で囲まれ鍵がか
かっている。すると家からおばあさんが出てきて鍵を開けてくれた。テレマカ
シーと言ったらありがとうと日本語で返ってきてびっくりした。素晴らしいガ
ネーシャ像で裏側はカーラの彫刻になっている。ホテルは BLITAR の町の中に
あり SRI LESTARI HOTEL と言う古い立派なホテルで本館は８室しか無く、
とても天井が高くベッドも天蓋付きですごい。トイレとバスタブは外にありバ
リスタイルである。タオルやアニメティもセンスが良い。ただお湯が出ないの
と水量が無いのはいただけない。蚊が多い。多すぎる。蚊取り線香を３つつけ
た。ウエルカムドリンクに紅茶とお汁粉が出た。緑豆の温かいお汁粉で絶品で
あった。さらにフルーツとお菓子まで出た。お菓子はバナナの葉に包んだご飯
の上にココナッツがかかっておりおいしい。出汁巻き卵の様な色と形である。
春巻きもある。7 時にハリが迎えにきてすぐそばの食堂でサテとチャプチャイと
ナシゴレンを食べた。その後ベチャに乗って町を回る。とても涼しく星が綺麗
であった。
８月 13 日
   5 時 30 分起床、６時 15 分朝食、目玉焼き、オレンジジュース、トースト、
クロワッサン、レーズンパン、コーヒーを食べる。若いウエィトレスが目玉焼
きがわからないので絵を描いてみせたら逃げて行った。目玉焼きにベーコンを
付けてと言ってよく考えたらここはイスラムなので失敗したと思った。やはり
生っぽく美味しくなかった。7 時半出発。まず TURUNGAGUUN にあるワジャ
ック山へ向かう。GOA SELOMANGLENG は車を降りて畑や林を抜けて山に向
かって少し登ると洞窟が見えてくる。中には美しいアルジュナヴィワーハの彫
刻がある。少し上に基壇が残っている。C.BOYOLANGU は TURUNGAGUUN
の町の近くにあり頭部を欠いた般若波羅蜜菩薩がある。C.SANGGRAHAN は上
部が崩壊しており、基壇に動物の彫刻がある。KEDIRI の町を抜け PARE に向

5

かう途中にある C.GURAH は巨大なドゥパラパーラでトウモロコシ畑の中を迷
いながら見つけた。金網に囲まれ鍵がかかっているが金網の隙間から入る。こ
のドゥパラパーラは上半身が土の中から出ており下半身があるのか無いのかわ
からない。途中で昼食にする。ワルンで牛の内蔵のサテとナマズの揚げ物とラ
イスをたのむ。ナマズは良く揚げてあり臭みは全くなく、小骨もない。味付け
はほとんど無くサンバルをつけて食べる。とても美味しい。C.SUROWONO へ
行く途中右後ろのタイヤがパンクする。タイヤ交換して C.SUROWONO へ行く。
基壇や身舍にアルジュナヴィワーハやスリタンジュン物語など素晴らしい彫刻
がある。パンチャタントラや動物などの彫刻もある。とても暑い。
C.TIGOWANGI に 行 く 途 中 の 町 で パ ン ク し た タ イ ヤ の 修 理 を す る 。
C.TIGOWANGI はとても広い敷地の中央にぽつんとあり上部は欠損している
が彫刻が素晴らしい。特にスダマラ物語が良い。未完の男女像も完成していた
ら素晴らしいものとなったであろう。上部に不思議な形をしたヨニがある。
KEDIRI の町にもどり町の近くの山の麓にある GOA SELOMANGLEN の仏教
窟へ行く。内部は二つに分かれており仏像などの彫刻がある。ガルーダの彫刻
もある。入り口の茶店で氷入りスプライトを飲む。KEDIRI の MERDEKA
HOTEL を探すが見つからず道に迷いながらチェックインする。部屋は壁紙が
はがれているがシャワーは熱いお湯がたっぷり出る。夕食は旅行会社が初日の
ミスのお詫びにもってくれるのでホテルのレストランに行く。小エビのカクテ
ル、アスパラとトリのサラダ、トマトスープを食べる。メインはスペシャルス
テーキでウシの形をした鉄板に牛とトリのステーキ、小エビとウインナーが乗
っている。妻はスパゲッティーボロネーズを頼む。これもソフト麺みたいで美
味しい。
８月 14 日
   5 時 45 分起床、６時 30 分朝食、白菜と揚げの炒めもの、トリと厚揚げの煮
物、キュウリと唐辛子のピクルスをご飯とふりかけと梅干しで食べる。８時に
出発。まず C.RINBI に向かう。途中で独立記念日のために行進する小学生に出
会う。15〜～20 人の団体が 200 以上集まって行進する。7〜～８km 行進するそう
だ。通行止めである。８月 17 日の独立記念日に向けて各村の家の前には長い色
のついた旗を立てている。バリ島に似ており綺麗である。C.RINBI は山に向か
って少し登った所にあり、上部は崩壊している。C.RIMBI はとても不思議な彫
刻がある。おそらくストーリーになっているようであるがわからない。ジャワ
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のストーリーなのかパンチャタントラなのか彫刻はとても魅力的である。
TROWNLAN へ向かう途中ジュルクパナスマニスを飲む。町に入り PUTRI
CHAMPA の墓を見学する。C.PARI もそうであるがチャンパとの関係が示唆さ
れる。案内してくれた人はとても上品で顔立ちも違う。後で聞いたら王の末裔
であった。TROWULAN MUSEUM に行くために新しいフィルムを沢山用意し
たが写真撮影禁止であった。C.BELAHAN にあったガルーダに乗るヴィシュヌ
はやはり素晴らしい。また流出口に関係した柱に彫刻された乳海撹拌も素晴ら
しい。リンガも文様や人物が彫刻されている。とても良いコレクションである
が 残 念 で あ る 。 C.BAJANGRATU は 一 切 修 復 さ れ て い な い 。 沐 浴 場 跡 の
C.TIKUS は中央の流出口がマハーメールを形作っている。階段を下りるとマカ
ラの流出口が並んでいる。蓮のつぼみ状のものもある。C.BRAHU は畑の中に
建っていてモジョパイトの名前になった苦い果実（緑の夏みかんみたいな実）
がなっているのを見る。C.WRINGINLAWANG はとうきび畑の中にありバリ島
の割れ門の原型である。お昼はモジョケルト一のオックステールスープ屋に行
く。２時だと言うのにとても混んでいる。オックステールスープをご飯にかけ
て食べる。絶品である。オレンジジュースも美味しい。ここでお土産に唐辛子
とエビ、唐辛子と小魚の混ぜたおつまみを買う。スラバヤにもどりアンティー
クショップへ案内してもらう。本格的な店で沢山の家具、陶器、ランプなどが
所狭しと置いてある。仏像、神像関係はない。ここの店主は面白い人で、指圧
のことを教えてくれた。趣味は哲学である。次にお土産物屋へ行く。とても大
きな店でインドネシアの至る所のお土産が置いてある。ここでプラジュニヤパ
ーラミーター像を買う。バティックも豊富である。ここの中には高級洋服店も
入っており、さっき行ったアンティークショップの店主が入ってきた。これか
ら飛行機で帰るのでどうしてもシャワーを浴びたかったからハリの友達（会社
の人）の家に行く。すごい渋滞で進まない。友人の家は飛行場のそばにあり、
畑の中の一軒家である。シャワーは無く水瓶から柄杓で水をかけるマンディで
さっぱりした。荷物も整理して 10000 ルピー渡す。とても綺麗な家で、ご主人
とベビーシッターをしている友人がいた。帰る頃奥さんがオートバイでもどっ
てきた。共稼ぎで手に入れたマイホームである。空港でハリと運転手さんと別
れる。チェックインすると荷物は国際線に行き成田まで行くそうだ。不安であ
る。国内線ではシュークリームの皮の中にチーズサラダが入ったものとペスト
リーが出る。ビデオではミスタービーンをやっていた。スカルノハッタ空港は
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非常に便利でエスカレーターで上に行くと国際線のカウンターになっている。
時間があるので免税店やお土産物屋をすべて見る。以前売っていたものは無い。
お土産物も流行りがある。今回は日程に余裕があり、あまり疲れなかった。ペ
ースとしては７〜～８時に出発して４時頃もどるのが良さそうだ。
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