巡礼その三十一

カンボジア５

2012 年４月 28 日
５時起床、コーヒーを飲んで６時出発。渋谷から成田エクスプレスで第一タ
ーミナルへ。送ったスーツケースを受け取ってチェックイン。ゲートはとても
混雑している。昼食はココナッツカレー（シーフード）をたべる。ホーチミン
のトランジットのカウンターの横に我々の名前が書いてある。チケットを見せ
るとおばさんがチェックしてすぐに出発フロアーに上がる。もらったラウンジ
の券でラウンジに入りフルーツとミネラルウォーターを飲んで出発ゲートへ行
く。もう沢山並んでいるが定刻を過ぎてもアナウンスがない。15 分すぎた頃ゲ
ートが開く。飛行機はカンボジアエアーで乗るとすぐにサンドイッチが出た。
サーモンのオープンサンドでとても美味しい。なんとシェムリアップに着いた
ら大雨であった。入国審査に時間がかかり、外にでたらポーキーが待っていた。
この雨は歓迎の雨だと言っていた。雨は空港の回りだけで町の中では降ってい
ない。以前泊まった DAY IN ANGKOR にチェックインする。前回は２階であった
が、今回は一階でフロントも近く、ベランダから靴もはかずにプールへ行ける。
すぐにプールへ行って風呂に入る。7 時頃前回も行った近所のタイスキ屋に行く。
ハツやマメなど内臓ばっかりたのむ。イカの詰め物と翡翠麺のチャーシューメ
ンがおいしかった。18 ドル。スーパーへ行き水とお茶を買う。９時に寝るがな
かなか眠れなかった。
４月 29 日
５時起床、プールへ行き風呂に入る。６時朝食、プールサイドでミックスオ
ムレツとパンとサラダを食べる。7 時ポーキーが来てコンポンスバイに出発。途
中 SPEAN PRAPTOSH に寄る。以前は 6 号線がこの橋を通っていたが、保存のため
今は迂回している。川に降りて見学。コンポンスバイまで本には悪路で５，6 時
間と書いてあったが国道 6 号線からはいった道も舗装はされていないが凸凹の
ないとても良い道が続く。この道はベトナムのゴム会社がゴム園を造っている
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ので道を整備したのだ。そのゴム園の広さはシェムリアップ、コンポントム、
プレアビヘールにまたがる広さだそうだ。走っても走ってもゴム畑で景色に変
化はないが３時間半でプリアカーンに着いた。10 時半に PREAH DAMREI から見学
開始。久しぶりのクメール遺跡でわくわくする。快晴の炎天下を３時間休みな
しで走り回る。ユニクロの新素材の T シャツと冷却タオルのおかげでなんとか
気絶せずに見学出来た。熱射病一歩手前である。最後のメボンでポーキーが持
って来たチャーシューのせご飯を食べる。これで元気が出た。シェムリアップ
へ帰る途中、国道沿いの BANTEAY SREI 寺院を見学して道路脇の屋台で売ってい
るお赤飯を食べる。サトウキビの筒の中にもち米と小豆が入っていてとても美
味しい。くたくたの汗だくでホテルに戻る。すぐにプールへ行きお風呂に入り
垢を落とす。ポーキーは結婚したので夕食は二人で食べる。疲れて動きたくな
いのでまたタイスキ屋へ行く。すぐに昨日の宮里藍ちゃん似のオネーサンがき
て、昨日と同じテーブルに案内される。昨日とほとんど同じメニューで今日は
オレンジジュース２杯と海老フライ、イカのサラダをたのんだ。海老フライは
タイの甘いソースではなく、塩と胡椒とライムで食べると最高である。今日は
25 ドルになってしまった。藍ちゃんに１ドルチップを上げてスーパーへ行く。
水とスタバの缶コーヒーとココナッツボール、雑誌（クロマという日本語の）
を買う。ホテルへ戻り明日の用意をしていたら SD カードを忘れてしまった。す
ぐにスーパーの隣の写真屋で４GB を２枚買う（東芝製 30 ドル）。ホテルに戻り
９時に寝る。
４月 30 日
４時半起床、５時プールへ行く。まったく暗い。6 時に朝食、まだほとんど出
来ていないのでテーブルでパンだけ食べる。そのうちそろって来たのでオレン
ジジュース、ナポリタン、ベーコン、クイティユ、を食べる。7 時出発、町では
結婚式がとても多い。今がベストシーズンでさらに月曜日が週の始めで人気が
高いため今日はすごい。式は朝早くから始まり、その後出席者は会社や学校へ
行くため、7 時頃は新郎新婦を先頭に長い行列が街を練り歩く。出席者は 35 種
類の果物を捧げる。コーケーまでは 6 号線を通り北に曲がり、ベンメリアを通
りさらに北に行く。ベンメリアまでは舗装されているがその先は赤土の道であ
るが、ここもよく整備されている。途中とても綺麗な公衆便所がある。結局２
時間ほどで入口に着く。中は遺跡が点在しているので車で見て回る。PRASAT PRAM
から見学開始。ちょこちょこ見学しながらメインの PRASAT THOM へ着く。さす
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がにここは駐車場があり、土産物屋が 10 軒ほど並んでいる。とても綺麗なトイ
レもある。現在は PRANG に登れない。周囲を見て回る。日本人が結構いる。疲
れたので土産物屋でココナッツジュースを飲み、果肉も食べる。妻は鶴のモビ
ールを３ドルで買う。今日は曇りで見学しやすいが湿度が高いので汗がどくど
く出る。12 時になったのでトイレの近くにある監視所のテーブルをかりてアヒ
ルとチャーシューの乗ったご飯を食べる。今日は食欲があるので１，5 人前食べ
た。今日のご飯はさめてもおいしい。残りの遺跡を見学して来るとき通ったベ
ンメリアの西参道で車を降りて、写真を写す。おじさんが食べるために蟻を沢
山取っていた。次に CHAU SREI VIVOL（カンボジア語でヨスケと言う）へ行く。
結構時間がかかった。おそらく道を間違えたようだ。CHAU SREI VIVOL は丘の上
にあるため、坂を上らなくてはならない。もうくたくたなのでキツかったがな
んとか頂上まで登る。ここに新しいお寺があり、地獄の絵がかいてある。その
上に瓦礫の山があるそれが CHAU SREI VIVOL で所々修復されている。来た道で
はない本道を降りて行くと立派な建物（経蔵？）がある。さらに下ると楼門が
ありアナンタ龍の上に横たわるヴィシュヌの破風が彫刻されている。以前はと
ても立派な大きい寺院であったと思う。シェムリアップの街に戻り、アンコー
ルクッキーがやっているフルーツパーラーでマンゴーパフェみたいなものを全
員で食べる。とても美味しい。外はものすごい風で今にも雨が降りそうになっ
て来た。店の前に出してあるパラソルが飛ばされそうになる。ホテルに戻ると
雨が降って来た。プールに行き、風呂にはいる。雨がひどいのでホテルのレス
トランで夕食。トマトサラダ（ナンプラーとアンチョビソースでとても美味し
いがすごい量）、茄子と豚肉の炒め物（とても美味しいがご飯が付いてくる）、
カルボナーラ（絶品）、妻はバジルのスパゲッティ（あまり美味しくない）、な
んとスパゲッティには薄いチーズをのせたフランスパンが付いており、サラダ
にも丸いフランスパンが付いている。ご飯とパン以外は完食した。９時に寝る。
5 月１日
４時半起床，5 時プールへ。6 時 50 分朝食。野菜炒め(美味い)、中華そば，
サラダを食べる。ここのパンが絶品で特にクロワッサンとデニッシュが美味い。
今日はアンコールなので８時出発。先ずは一日券を買うために写真を撮るとす
ぐにパスが出来る。まずは今回の目的の一つ BAPUON を見学する。２５年前にき
た時も修復中で 50 年以上フランスが修復してやっと昨年終了（2011 年）した。
どうしてもここの彫刻は見ておきたかった。参道から入り回廊にある彫刻を写
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して行く。９時前なのにとても日差しが強く、おそらく 35 度にはなっている。
なんと甘く見て冷却タオルや水を持ってこなかった。夢中で写真を撮っていた
ら今までの疲れもあって熱中症になって来た。水も身体を冷やすものも、日陰
もなく、ふらふらになって少し離れたところにある車まで戻るのが辛かった。
すぐに水を飲み頭から水をかける。少し胃が痛くなって来た。これは悪い兆候
である。次の CHAO SAY TEVODA でも苦しくなって来た。気力で写真を撮り、前
の THOMMANON では写真を撮る気力もなくなる。途中でココナッツジュースを飲
み、シェムリアップ川に降りて SPEAN THMA(古代の橋)を見る。川岸にとても綺
麗な蝶が 50 匹以上固まって止まっていて、近づくと一斉に舞い上がりとても綺
麗であった。次の BAT CHUM は前回修復中でよく観察出来なかったので、今回訪
れたがやはりまだ修復中で見ることが出来なかった。街に戻り昼食(NEARY
KHMER)であるが食欲があるはずもなく、パパイヤのサラダとあげ春巻きを一口
と、なんとクロックムシュを食べた。妻はシーフードチャーハン（とても大き
なエビ付き）を食べる。その他の遺跡を見学して街へ行く。日本人がやってい
るクメール伝統織物研究所へ行きシルクのマフラーやハンカチを買うが品物が
良いので高い。アルチザンへ行きリンガのミニチュアとクッションカバーを買
う。すごい人である。その後本屋へ行くがほとんど持っている本である。LOOKING
AT

ANGKOR と言う画集がとても良かったので買う。オールドマーケットへ行き

自家用の胡椒を買い、緑豆の餡が入った団子を食べる。オールドマーケットの
回りは古い建物が残っており、うまくリニューアルされたお店が並んでいてと
てもモダンでかつ懐かしい。上海やホイアンみたいに上手に大きくなってほし
い。調子が良くないのでアンコールワットはキャンセルしてサトウキビジュー
スを飲んで SD カードを買ってホテルに戻る。いつも行くプールに行く気になら
ない。胃が痛むのでボーとしている。ルームサービスでトマトスープとフルー
ツサラダ，妻はベーコンチーズバーガーをたのむ。スープ半分とパン一個だけ
食べて８時半に寝る。
5 月２日
5 時に起きるがプールへ行く気がしない。6 時 15 分朝食。ヨーグルトとデニ
ッシュだけ食べる。チェックアウトしてバンティアイチュマールへ行く。7 時半
出発。シソフォンまで１時間、街の食堂に入りお昼のチャーシューご飯をテイ
クアウトする。その間ジンジャーティーを飲む。絶品。いよいよここから 60km、
凸凹道を行く。しかしハンチェイのようにひどくはない。一時間で BANTEAY TORP
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に着く。なんとここで日本人の女性（バイクタクシーで来た）２人とフランス
人 3 人に会う。瓦礫の山で彫刻もほとんどない。次に TA PROHM へ行く。ここは
BANTEAY CHMAR の衛星寺院の１つで四面塔が残っている。池があり子供達が遊ん
でいる。牛もいてとてものんびりしている。いよいよ環濠沿いに進むと南参道
が見える。東正面から BANTEAY CHMAR へ入る。チケットオフィス過ぎると右側
に DARUMASARA がある。本来あるべき楼門は瓦礫と化している。正面から入れな
いので横から入ると一部板が敷いてあるが、他は瓦礫の上を延々歩かなければ
ならない。所々美しい楣や破風がある。瓦礫は安定していないので歩きづらく、
体調が悪いので異様に喉が渇く。何度も水を飲み、ふらふらなので瓦礫の上で
転がりそうになる。なんとか西側の周壁までたどり着く。ここに有名な千手観
音が彫刻されている。やはりすごい。写真を撮っていたらプノンペンから来た
一家８人が蓮の花を捧げていた。帰りは周壁の外側を通るので足場は良い。１
時頃正面に戻り、大きな木下でチャーシューのせご飯を食べる。全く食欲がな
く、ポーキーも妻も半分しか食べられない。ポーキーがそばにいた子供に残っ
た弁当をあげると最初は遠慮していたがものすごい勢いで食べ始めた。うれし
くなる。この後周囲にある衛星寺院へ行く予定だが、洪水の影響でいけない。
シソフォンに戻る途中南参道で写真を撮る。シソフォンの同じ店で再びジンジ
ャーティイーを飲む。ここからバッタンバンまで２時間である。バッタンバン
はカンボジア第二の都市で、大きいサンカー川を中心に広がった綺麗な町であ
る。ホテルバンブーはインターネットで調べたホテルで、とても素敵なホテル
である。料金は高いがセンスがよくとても清潔な隠れ家的なホテルである。チ
ェックインしてプールで泳ぐ。６時半に鍋を食べに行く。有名なお店でとても
混み合っているが地元の人しかいない。タイスキに似ており、材料は脳、白子、
アキレス腱、普通の肉、エビ、湯葉、きのこ、野菜（シソの仲間が美味しい）
をタイスキと同じ方法で食べる。ポーキーが鍋奉行になる。特に牛肉の薄切り
を卵に絡ませてしゃぶしゃぶ状態で作ってくれる。調子が悪いのに完食してし
まった。ホテルへ戻ると案の定お腹が痛くなって４回ほどトイレに行きうつら
うつらしながら朝を迎える。
５月 3 日
４時半に起きるもプールへ行く気がしない。胃の調子も悪い。今日が心配だ。
６時朝食、とても美味しそうな朝食なのに何も食べられない。オレンジジュー
スも飲めない。ヨーグルトだけ食べる。７時半にポーキーが来る。まずは PHNOM
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BANAN へ行く。山の上にありなんと階段が 300 段以上ある。まだ早朝なので参道
の店は閉まっていて、池の蓮の花が満開である。なんとか気力を振り絞って一
段ずつ登るが身体が重くてとてもつらい。妻は５歳ぐらいの女の子が自分で作
った扇子で扇いでもらいながら登っている。三分の一ほど登ったところでいよ
いよ気分が悪くなり、東屋みたいなところで横になる。すると子供が一生懸命
扇いでくれた。何とか気力で頂上まで登り少し休んで寺院を見学する。また具
合が悪くなり、お腹が痛くなる。降りて次の SNOENG KAEUT と SNOENG LECH へ行
く。この２つはすぐそばにあり、さらに道路のそばなので歩かなくても良い。
町に戻り BATTAMBANG 博物館へ行く。此処はとても行きたかった博物館で、入口
にすごい楣が並んでいる。中に入り写真を撮ろうとすると小さいカメラなら良
いと言う。小さいカメラは持ってないと言って笑ってごまかす。次は PO VEAL
というお寺の中にある収納庫で、此処に沢山の石造物があったが良いものは博
物館に持って行かれたそうだ。ポーキーがお坊さんに頼んで体育館の様な収納
庫の鍵を開けてもらう。なんとこの坊さんは日本語が少し出来るので驚いた。
確かに良いものはあまりないがまだ沢山の楣が置いてあった。珍しいガルーダ
が彫刻されているヨニがあった。お昼は町の食堂でそばを食べる。まったく食
欲がないが皆は汁なしクイティユを食べる。ドライバーはそれこそ麺が見えな
くなるくらいチリソースをかける。妻はきしめんに良く似た焼きそばを食べる。
その後 PRASAT BARSAET へ行く。最後の EK PHNOM はとても良い寺院で彫刻も残
っている。まだ２時であるがホテルに戻り休む。部屋が暑いのでプールへ行く。
夕食はホテルで聞いた近くのレストランへ行きカボチャと茄子のスープ，魚の
甘酢餡掛け（絶品）、春雨とエビのサラダなどをたのむが食欲なし。ホテルへ戻
り８時半に寝る。
５月４日
４時半起床、ぐでぐでして６時朝食、オレンジジュース、トースト、クロワ
ッサン、ヨーグルト、バナナを何とか食べる。７時半出発、コンボンチュナン
に向かう。3 時間位でトンレサップのすぐ近くにある PRASAT KOMPONG PREAH に
着く。とても行きたかった寺院で此処だけ小さな島みたくなっているので，雨
期には車で行けないかもしれない。周りは淡水のマングローブである。周囲に
は家がない。国道に戻りコンポンチュナンの町に入り港へ行く。此処からフェ
リーに乗りトンレサップ川の対岸へ渡り、トゥクトゥクに乗って遺跡を廻る。
港でフランスパンのサンドイッチ（ノンバン・サイッ）をドライバーが買って
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来る。此処からは車はないのでドライバーは必要ないが一緒に行く。このドラ
イバーは寡黙な人で元政府軍の軍人さんでとても優しい。もし我々に何かあっ
たら命がけで守ってくれそうな人で、私も妻も大好きである。笑うと可愛い。
渡し船だがフェリーなので、バイクも沢山乗る。さっそく皆でサンドイッチを
食べる。調子が良くないが美味しいので全部食べてしまった。30 分位で対岸に
着き、トゥクトゥクに４人乗る。とてもクッションが良い。幾つもの村をぬけ
て目的の寺院 PREAH SREI へ着く。現代寺院の境内にあり保存状態は良い。すぐ
そばにとても古いハリハラの像が立てかけてあった。頭はないが博物館もので
ある。周囲には蓮池がある。寺院の前の丘の上にとても古い時代の楣だけが置
かれている。次の寺院 PREAH SOCLO へ行く。何もない真っすぐな道を丘を目指
して進む。階段があり上るのはおっくうであるが何とか頂上へ着くが崩壊がひ
どい遺跡があるだけで彫刻はない。私が調べた寺院とは違うが面倒なのであき
らめる。船着き場に戻り４時発の渡しに乗るがバイクを沢山積んだので 30 分も
遅れてしまった。喉が渇いたのでバッカス（リポビタン D みたいなもの）を一
気飲みするが甘くて気持ち悪くなる。船の中には牛が何頭も乗っていてくそま
みれになっている。雲がとても美しいので見ていたら、だんだん暗くなって生
温い風が出て来た。船着き場に付く直前スコールが来た。何とか車に戻り、ホ
テルへ行く。いつもの地方のホテルで中国系である。部屋は広いが冷房が全然
効かない。フロントへ行ったら停電であった。６時半に近くの食堂へ行く。と
ても大きいレストランで奥には冷房の部屋もあるが行かない。スブタ、白菜の
炒め物、空身菜の炒め物、海苔のスープ（絶品）を食べるが食欲がなくスープ
だけ飲む。調子が良くない。８時半に寝るが 3 回ほどトイレに起きた。
５月５日
５時起床、７時出発。昨日の食堂へ行き朝食。ものすごい人で大繁盛である。
ほとんど満席である。クイティユのスープだけ飲む。妻もクイティユで二人は
豚肉かけご飯で美味しそうである。今日はプノンペンの近郊（15km）の KANDAL
にある PHNOM BASET へ行く。道はひどい凸凹で左右に蓮池があり沢山花が咲い
ているのが救いである。車から降りて写真を撮る。30 分位いくと小山がある。
ここが寺院の入り口で小山の中腹まで舗装された立派な道が続く。大きな駐車
場がありそこから歩く。少し歩くと立派な涅槃像があり、妻が線香をあげる。
PHNOM BASET の祠堂周囲には沢山の家族がピクニックに来ている。今日は仏教の
日だそうだ。PHNOM BASET は生きている寺院で祠堂の中に沢山の仏像が安置され、
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次から次に地元の人達がお参りして行く。プノンペンはとても奇麗に整備され
木々が美しい。私が最初に訪れた 1990 年は人も車もほとんどいない静かな町で
あった。ハヌマンファインアーツという一軒家を改造した骨董屋へ行く。良い
ものはあるが心引かれるものはない。絹で作った蓮が一本４ドルなので 10 本買
う。お昼はクメール・スリンという木造三階建てのモダンなレストランで、鳥
の唐揚げ（絶品）、イカの胡椒炒め、ソムタム、春雨のスープ、鳥の内臓の生姜
炒めを食べる。私はほとんど食べられない。どれもとても美味しい。しばらく
したら日本人が沢山入って来た。次に妻の行きたい雑貨屋に行く。タオル、ナ
プキン，ポーチなどを買う。すぐそばにモダンアートの店があり、ジャヤヴァ
ルマン７世のインテリアを 85 ドルで買う。隣の本屋でコーケーの本を買う。ま
だ時間があるのでポーキーの知っているダイヤモンドホテルで２時間部屋を借
りる。ゆっくりシャワーを浴びて、トイレに入り、荷物を詰め替え、NHK のロン
ドンオリンピック体操選考会を見る。さっぱりした状態で空港へ。何と帰りも
雨が降って来た。空港でポーキーとドライバーにさよならしてチェックイン。
時間があるのでマンゴーシェイクを飲み、バンテアイクデイの本を買う。カン
ボジアエアーのプロペラ機でホーチミンへ。乗り換えの列がかなり長くなって
いるが無事搭乗。成田へ向かう。
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