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巡礼その二十三   スリランカ２ 
 

2002 年 12 月 28 日 
   5 時起床、６時の成田エクスプレスで成田へ。今回はエアーランカがとれない

のでシンガポール航空で行く。久しぶりの第１ターミナルは年末なのに空いて

いた。ここの旅行者はみんな小綺麗で私のようにサンダルを履いている人はい

ない。第２ターミナルと大違いである。チェックインしたらコロンボまで（シ

ンガポール乗り換え）の座席が取れてしまう。二人掛けのシートが取れた。機

内は綺麗だが相変わらず座席は狭い。今回はシンガポールで乗り換えのため６

時間もあるので空港内にあるトランジットホテルを予約しておいた。７時間で

シンガポールへ着くととても大きく綺麗になっていた。沢山の人たちがトラン

ジットのために暇にしていた。ホテルにチェックイン（55 ドル）、妻は部屋で寝

ているので、私は第１ターミナルへモノレール（スカイトレイン）に乗って行

った。ここにはトランジェットホテルのプールとジムとサウナがある。小さい

がとても良いプールがあり庭がある。泳いでサウナに行く。ホテルにもどり９

時にチェックアウトして前にあるスナックバーでラクサとサテを食べる。免税

店を見て 10 時 30 分機内に入る。満席である。1 時にコロンボに着き、ガイド

のアーナンダ（元英語教師のおじさん）と会う。車でニゴンボの TAMARIND 
TREE HOTEL にチェックインする。とても広い敷地にコテージがあり古いが

部屋は広い。すぐに寝る。 
12 月 29 日 
   7 時に起床、朝食トーストにベーコン（美味い）、ソーセージを食べ８時出発。 
まず CHILLAW を通って PANDUWASNRWARA へ向かう。王宮跡と仏歯寺を

見学。仏歯寺では僧が子供を集めて日曜学校を開いていた。王宮跡には巨大な

基壇上に NISSANKAMALLA 王の碑文があった。南下して DAMBADENIYA
へ行く。ここも遺跡は残っておらず古い仏歯寺だけがある。この二階建て木造

寺院の二階に昔の壁画が残っている。また境内には昔の階段などの一部が残っ
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ている。YAPAHUWA へ行く途中お昼になったので観光客が利用する綺麗なレ

ストランに入る。驚いたことに 12〜～３人の日本人グループが二組もいた。お昼

のセットメニューはチキンカレーと魚のフライ、ダル、インゲンのカレー、ジ

ャガイモのカレーであった。ガイドのアーナンダは年の割に良く食べる。ここ

から YAPAHUWA までは 1 時間、平地に飛び出た岩山にある。良く整備された

急な階段を登ると今度は左右に彫刻された階段が続く。この彫刻が素晴らしい。

階段を登りきると左右に大きなシンハが出迎えてくれ、ドアーフレイムや柱が

残っている。ここからの景色は素晴らしい。次に向かう NILLAKGAMA は誰も

行ったことがない。まずアヌラーダプラに向かい、GALGAMWA と言う町まで

1 時間ほど走り右に曲がって線路を渡る。ここのとても寂れたレストハウスで休

憩してスプライトを飲む。ここのおじさんはノドに巨大な腫瘍があった。ここ

から人に聞きながらとても狭い、かつ凸凹の道を走りながら何人もの人に聞き

ながら行く。この辺りは電気は来ておらず女の人が瓶で水を運んでいる。時々

道が無くなり迂回する。とても不安になる。やがて綺麗な貯水池に出た。その

前に NILLAKGAMA の遺跡はあった。良く整備され中央に菩提樹を祀った石囲

いがあり、そこに彫られたシンハが素晴らしい。保存状態はあまり良くないが

ドアーフレイムの彫刻も良い。おそらく８世紀頃のものだと思う。辺りはだん

だん暗くなってきた。後はアヌラーダプラまで一直線で TISSAWEWA REST 
HOUSE ヘチェックインする。もっと良いホテルもあるが我々の第１選択は遺

跡に一番近いホテルである。このレストハウスは遺跡の中にある唯一のホテル

で国営である。古いコロニアルホテルであまり綺麗ではないが温水シャワーは

良く出るし天井は高い。すぐに食堂へ行き夕食を食べる。セットメニューでチ

キン、ダル、魚、ジャガイモなどのカレーでライスは無く、赤米で作ったスト

リングホッパーというソーメンみたいなもので食べるが、結構いける。アイス

クリームとコーヒーを飲み、アーナンダと日本の仏教の話をする。 
12 月 30 日 
   ６時起床、7 時朝食。エッグホッパーと言う薄いパンケーキ（カップの型）の

ようなものの中に目玉焼きが入っている。とても美味しい。このホッパーにジ

ャムやカレーをつけて食べる。サンバルも出る。7 時半いよいよアヌラーダプラ

の見学である。すぐ隣は遺跡であるがまず南から VESSAGIRIYA の丘に登り

ISURUMUNIYA,DAKHINA DAGOBA へ行く。以前より道がとても綺麗にな

っており LOHAPASADA には鍵がかかっていて中には入れなかった。博物館で
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はガイドの人が付いて説明してくれた。ガードストーンやムーンストーン、仏

像、トイレなど素晴らしいものが沢山ある。観光客は沢山いたが日本人はいな

かった。昼食はアヌラーダプラの町のレストランへ行く。すぐそばに以前泊ま

ったホテルがあった。オーダーしてから作るので時間がかかるがとても美味し

い。チキン、魚、パンの実、ナス、パッションフルーツの葉などのカレーを食

べ、ライムジュースを飲む。午後は駅の裏にある TELUVILA 遺跡へ行くが、全

く手入れされておらず、草ぼうぼうの遺跡であった。PANKURIYA の遺跡は場

所が分からず聞きながら畑の畦道を通って行く。ここも崩壊がとてもひどく修

復もされていないがアソカラーマ仏像はとても素晴らしかった。以前行けなか

った MIHINTALE へは 15 分ほどで着いた。まず病院跡から見学して結構きつ

い階段を登る。マンゴー屋が並んでいておいしそうなマンゴーの香りが漂う。

頂上では靴を脱がなければならない。学生達が靴のまま歩いて行ったらおじさ

んがスピーカーで注意をしていた。頂上からの眺めは素晴らしい。寺院で妻が

10 ルピー御布施したらチッ！と鼻で笑われた。アヌラーダプラにもどり見てい

ない遺跡を見てホテルにもどる。夕食はホテルでフライドチキン（バナナの揚

げたものとベーコンが付いている）に本当のトマトをつぶして作ったトマトス

ープを飲む。 
12 月 31 日 
   ６時起床、7 時朝食、エッグホッパーとホッパーにバナナを包んで食べる。7
時半出発し SASSERUWA の大仏を見に行く。２時間ほどかかる。巨大な岩の

麓に美しい貯水池があり大仏が彫られている寺院が建っている。とても大きい

垂直な岩に彫られ、頭にはラッサミーは無い。観光客はいない。堂内に入って

仏像や壁画を写す。ここから 30 分ほどで AUKANA の大仏に着く。ここの方が

開けており大仏も大きい。ヤシのジュースを飲み、カシュナッツのお菓子を買

う。次の RITIGALA 遺跡は大変であった。国道から細い凸凹道を 30 分ほど走

ったら道を工事していて通れない。ここから２km で入り口だと言う。仕方が無

いので歩くことにする。少し歩いたらアーナンダが工事の人の自転車を借りて

くると言うので私は歩くと言った。アーナンダが自転車を借りて妻を後ろに乗

せる。ところが動かない。乗り方が悪いと言われ横座りに乗る。なんとか動い

たがふらふらして溝に落ちで倒れた。大笑いである。妻は歩くと言ってアーナ

ンダが一人で自転車に乗って行った。１km 歩くと後ろからワンボックスカーが

来て止まる。外人が乗れと言う。お礼を言って乗り込んだ。なんと工事現場で
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200 ルピー出すからなんとか通れるようにしろと言ったそうだ。車の前を全速

力でアーナンダが自転車をこいでいる。とてもおかしい。RITIGALA は山の中

にありチェックポイントでガイドが付く。とても嫌な匂いがしているのでガイ

ドに聞いたら野生のトラが動物を食べ、それが臭っているそうだ。木の板の橋

を渡り坂道を上って行くと右側に窪地があり石が散乱している。ここは池であ

ったそうだ。さらに登って行くと石の基壇で出来た病院跡に出る。薬草を轢く

臼や風呂がある。ここから立派な石の階段になり、少し登ると小さな広場（石

で丸く作ってある）の休憩所のような場所がある。頂上まで３〜～４カ所このよ

うな場所がある。その先に石の小さな溝がありここで僧が足を洗うそうだ。こ

の上に集会所があり、さらにその上にも集会所がある。ここが一番上で 800m
ほど登ってきた。この遺跡は山全体が仏教センターみたいになっていたようだ。

重要な建物は石で出来ているが、彫刻された石が見当たらない。とても不思議

である。帰りはガイドの案内でジャングルの中を抜けて近道をして帰る。大き

なガジュマルの根が至る所に張り出している。やがて川のそばを下って行くと

石橋が架かっている所に出た。図書館と言われる所で王が隠れていた所である

とのこと。この王はパラクラマバーフ 1 世の息子で次の王になると言われてい

たので兄弟、親戚から殺されそうになり、ここに隠れて軍を率いて敵を滅ぼし

王になり PANDUWASNRWARA を築いた。その後ここを僧に寄付してこの山

が僧院になったとのことである。下山するとなんと私たちの車が来ていてドラ

イバーに聞いたらやはり工事の人に 100 ルピー払ったそうだ。急いでハバラナ

にもどり昼食にする。綺麗なレストランでカレーとキュウリ、オクラ、空芯菜、

バナナの葉、とても小さいナスを炒めたものにサンバルをつけて食べた。とて

も美味しいのでサンバルをおかわりしたら、店員が驚き大盛りのサンバルをも

ってきた。すぐにシギリヤへ行く。裏道を使い裏から入り口へ回る。以前勝手

にガイドに囲まれて大変な思いをしたが、勝手にガイドは入れないように規制

されていた。シギリヤレディーを写すが奥の方は写真が撮れないようになって

いて、チップを渡し写真を撮る。RITIGALA でも山に登り、シギリヤでも登り、

くたくたである。７時頃ポロンナルワに着く。POLONNARUWA REST 
HOUSE にチェックイン。貯水池の岬のような所に建っており、レストランは

水上である。ここも遺跡の中にある唯一のホテルで、とても古くコロニアルホ

テルで部屋は広くバス、トイレは最近改築したようだ。コーナーの部屋でロケ

ーションは最高である。何でも昔エリザベス女王も宿泊したそうだ。夕食は西
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洋料理のコースでチキンのもも肉のフライとコーヒーとアイスクリームを食べ

た。すぐに寝る。 
1 月 1 日 
   朝食は 7 時 30 分だと言うので、アーナンダと６時 45 分にホテルの前にある

遺跡を見る。今日は新年なのでスリランカではミルクで炊いたご飯に豆を入れ

たキリバットと言う特別なご飯を食べる習慣がある。昨日アーナンダが朝食に

キリバットを出すように御願いしておいたのに従業員は朝までパーティをやっ

ていて忘れている。しかもパンと目玉焼きもなかなか出来ない。ついにアーナ

ンダが爆発した。彼は学校の先生であった。結局出発は遅れてしまった。まず

は車で 40 分の所にある MEDIRIGIRIYA へいく。ジャングルの中に保存状態の

良い VADATAGE がある。ここの境内で、保存遺跡事務所の人達がなんとキリ

バットを作っていた。大きなテーブルの上に大きなバナナの葉を敷き詰め、さ

らに小さい葉っぱの上にキリバットとバナナ、ココナッツの果肉、揚げ物を盛

ってある。私たちにも振る舞ってくれた。これがとても美味しかった。ポロン

ナルワにもどり遺跡の見学を始める前に現地通貨のルピーが無くなり、町で只

一つの銀行に行った。これが大変でインド人と同じくスリランカ人も列を作ら

ないのになんと窓口は一つで銀行の中はあふれんばかりになっている。アーナ

ンダはさすがにどんどん前に進んで行く。なんと皆を押しのけて窓口まで行っ

てしまった。しかし両替にはサインが必要なのである。妻は後ろの方でおどお

どしている。アーナンダが叫んで周りの人が少しずつ開けてくれたなんとかや

っと窓口までたどり着きサインをしてもどってきた。くたくたである。アーナ

ンダがいなければ１日いても両替は出来なかったであろう。この日は前日が大

晦日で銀行が休みで特にひどかったようだ。遺跡を見学していると前回来た時

を思い出す。物売りはさほどしつこくはないが、ガイドブックに興味を示した

ら延々付いてきた。ついに 850 ルピーの本を 100 ルピーで買う。おそらく 80
ルピー位であろう。昼食は貯水池のそばでカレーのセットにした。チキンとポ

テトとダルのカレーは必ず出る。その他ピーマンとエビ、魚のフライなどであ

る。スリランカのカレーで気がついたのはどこで食べてもダルがとても濃厚で

色も黄色くコーンのようでとても美味しい。インドは豆の種類も沢山あるが高

級店では濃厚で普通の食堂でもまあまあである。ネパールへ行くととても薄く、

まるで薄いみそ汁のようである。どこの国でもダルはカレーの原点で食事と言

えばダルである。その後また観光し、お土産物屋に行き、やり手の社長にのせ
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られてスカンダの彫像と仮面を買う。全部で 150 ドルであった。ホテルにもど

り部屋にメニューを持って帰りじっくり選ぶ。レストランでチキンサンドイッ

チ、デビルフィシュフライ（デビルとは辛い味付けのこと）、サラダを食べる。

いつも私たちに付くボーイがトロ臭く、アーナンダ曰くあいつの頭の中はから

っぽだ。聞いたことを次から次に忘れる。明朝は出発が早いのでランチボック

スにしてもらう。あまりにチキンサンドイッチが美味しかったのでこれを入れ

てもらう。 
1 月２日 
   サンドイッチを受け取り 7 時 30 分出発、まず DAMBULA へ行く。８時半頃

途中の小さな店で紅茶を頼みサンドイッチを食べる。妻のチーズトマトサンド

も美味しい。以前は壁画を沢山写したが、最近外国人観光客が仏像と一緒に寝

て写真を撮ったり、ふざけた写真を撮ったりしていたので観光局がおこって撮

影禁止にしたと言う話を聞いて心配していたが、写真は撮れるようだ。９時 30
頃駐車場に着くがすでに沢山のバスや車が駐車している。案の定、洞窟内は沢

山の団体客が来ていた。写真を沢山撮る。次の NALANDA までは 30 分位で着

く。NALANDA GEDIGE はダムのために水没するのでここへ移築された。ポ

ロンナルワに残るヒンドゥー寺院は南インドチョーラ朝の初期寺院に酷似して

いるが、ここはマハバリープラムのガネーシャラタに似ているシヴァ派の寺院

であった。現在は内部に仏像を安置している。クトゥなど彫刻も残っているが

なんとミトゥナもあった。途中ハーブガーデンによる。説明の人が付いてスパ

イスの木の説明や料理の説明、オイルを塗ってもらったりするが何も買わず帰

る。バティク屋にも寄ってもらったが良いものが無く値段も高かった。次の予

定の TEMPITIYA RAJAMAHABIHARA は聞いても場所が解らずキャンセル

する。ALUVIHAR は岩山を利用した寺院で見るべきものは何も無い。ヤシの葉

に古代の方法で名前を書いてもらい 50 ルピー取られる。しかし地獄の絵は面白

かった。キャンディの町で昼食にする。湖を見下ろす綺麗なレストランでバイ

キングになっている。とても混んでいて観光客でいっぱいである。あまり美味

しくない。その後アーナンダの会社の社長がやっている宝石屋へ行く。なんと

そこのマネージャーがアーナンダの 40 年前の教え子であった。妻がサファイア

のピアスを 130 ドルで買う。仏歯寺は以前行ったが夜であったので良く観察で

きなかった。今回よく見てみると木製のドアーフレイムや、天井の壁画がすご

い。町の中も以前より渋滞がすごくなっている。今日のホテルはアーユルベー
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ダを受けたかったので日本人が経営している郊外にある HOTEL TREE OF 
LIFE を予約してもらった。キャンディから 40 分ぐらい山の中に入った所にあ

り細い道をくねくね登って行くと立派なゲートがあり、ガードマンのチェック

がある。ここは茶畑と紅茶工場を改造したホテルで雰囲気がとても良い。受付

のある建物は八ヶ岳などにあるロッジ風で木製のムーンストーンがとても良い。

ここから少し小道を登るとアーユルベーダをおこなう建物があり、その少し上

に宿泊棟とレストランとプールがある。庭に大きな菩提樹がありそれを取り囲

むように部屋があり私たちの部屋は角部屋である。部屋はとても広くお風呂は

２人一緒に入れるジャグジー付きである。アーユルベーダの予約をしていなか

ったので受付で聞くと男はすぐ出来るが女性はいっぱいとのことであったがア

ーナンダがなんとか交渉してみると言って、私だけドクターと話をしてマッサ

ージルームへ入る。木製のベッドにタオルが敷いてあり、隣に木の棺のような

蒸し風呂がある。ここでスッポンポンになる。ベッドにうつぶせになり足の裏

からマッサージを始める。仰向けになった後今度はイスに座り肩と首のマッサ

ージをする。マッサージを始める前に電気コンロの上にハーブを入れたお湯が

その頃沸騰して木の蒸し風呂がちょうど良くなっている。この中に横になって

首だけ出して蒸される。その後シャワールムでイスに座って、電気コンロのハ

ーブの葉で全身をふき、そのお湯を少しずつかける。その後バスタオルで拭い

て終了である。とても気分が良い。外に出ると空が茜色になって最高の気分で

ある。まわりは茶畑と森で遠くには白いパゴダも見える。妻にもこの気持ちを

味合わせてあげたいと思いつつ部屋にもどるとドアーが開かない。まさかと思

ってアーユルベーダのレセプションに聞くと今マッサージを受けているとのこ

とで安心する。アーナンダが日本からわざわざこのために来たと粘ってくれた

のだ。妻が最高の気分で戻ってきた。８時にオープンエアーのレストランでビ

ュッフェを食べる。ヨーロッパからの宿泊客の結構いる。特に野菜が新鮮でお

いしい。ここはオーガニックが売りである。 
1 月３日 
   朝７時に朝食バイキングで 7 時半出発。今日はキャンディのまわりの寺院巡

りで、DEGAL DORUWA へ行く。小学生が学校の授業の一環だと思うがスト

ゥーパのまわりをお経を唱えながら回っている。LANLATILAKE は内部にヴィ

シュヌやスカンダ、ガネーシャなどヒンドゥー神が祀られている。EMBEKKE 
DEVALE はスリランカ建築で木造の柱に木造の屋根で寺院と言うより普通の
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家で木造の柱が続くオープンマンダパが特徴的である。このマンダパの柱に素

晴らしい彫刻が彫ってある。これからコロンボに戻る。途中でドリアンを買う。

これがドリアンデビューで 200 ルピーである。すぐに切ってもらう。臭いもす

ごいが味も濃厚で食べながら水が欲しくなる。バナナを 10 倍濃くして白子を加

えたような味である。２かけら食べて残りはビニールの袋に入れてもらう。こ

れが車の中でものすごく臭う。２時にコロンボに着きシーフードレストランに

行ってロブスターとイカのデビル（辛し炒め）を頼む。ロブスターは 1400 ルピ

ーで一人 700 ルピーである。結構会社員で混んでいる。ここは以前来た所かも

しれない。その後遺跡関係の本を探して政府の出版社へ行き、数冊買った。車

の中で異臭を放っていたドリアンは皆の勧めで、途中で捨てた。アンティーク

ショップへ行く。良いものがあるが持って帰るのが大変であきらめる。前回お

茶だけ飲んで感激したゴールフェイスホテルに 22 時まで部屋を取ってもらう。

リニューアルされてとても素晴らしいコロニアルホテルになっていた。ホテル

にアーナンダの社長が私たちに挨拶するために来ており、今回は VIP 待遇だと

言っていた。ホテルは地元のお金持ちや世界からの観光客でとても賑わってい

た。プールへ行きロビーを通ったら今夜有名人の結婚式があり、ガーデンで披

露宴があるそうである。新郎はスリランカ人で新婦はイギリス人のカップルだ

そうだ。美男美女でさらにものすごいお金持ちですべて格が違う。集まってい

る人達の服装や持ち物は半端ではない。7 時に夕食を食べにレストランに行くと

ちょうどセレモニーの始まる所で、席に着くとキャンディダンサーと太鼓が先

頭で子供達と新郎新婦が入場してくる。キャンディダンサーものすごい迫力で、

観光客相手ではなく真剣である。目の前をこの行進が通り感動する。一行はこ

のオープンレストランの前のガーデンまで行進して、皆が席に着いてもまだ 10
分ぐらい踊っていた。我々はオーダーも忘れて見入ってしまった。私はトマト

スープとハンバーガーを妻はフィットチーネを食べた。食後にコーヒーを飲ん

でいるとアーナンダが来て出発だと言う。驚いてすぐに部屋に戻りチェックア

ウトして空港へ。これからとてもながいフライトの始まりである。 
 
 
 


