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はじめに

１．この旅行について
孫娘の Risa が8月末から9月下旬、インド・ムンバイでの短期語学研修に参加すること

になった。そこで、インドに渡る前に、私が興味を抱いていたスリランカ旅行をしてみな
いかと誘ったところ、承知したのでこの旅行を計画した。すべての経費は「じいちゃん持
ち」ということで、喜ん
でこの企画に同意したよ
うである。Risa と二人連
れの旅行は7泊8日、最
後のコロンボでの1泊の
後、彼女はコロンボ・バ
ンダラナイケ空港からイ
ンドへ飛び、私はさらに
コロンボで1泊、その後
2泊3日単独旅行をした。
これは、二人連れの旅行
とその後の単独旅行の記
録である。Risa はインド
での研修終了後、再びス
リランカに戻り、ネゴン
ボで1泊して帰国した。

［旅行全図］
２．スリランカ
通称スリランカの日本語公式表記は「スリランカ民主社会主義共和国」、公式英語表記

は"Democratic Socialist Republic of Sri Lanka"（通称 Sri Lanka）である。スリランカは南アジ
アのインド亜大陸の南東にポーク海峡を隔てて位置する共和制国家で、首都は最大都市コ
ロンボ近郊のスリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ（Sri Jayawardenepura Kotte）。
紀元前5世紀、シンハラ人による最初の王朝が建てられ、アヌラーダプラを王都として

以来、いくつかの王朝が興亡を繰り返した。インドや他の東南アジアの多くの国々と同様、
スリランカも16世紀初頭からヨーロッパ列強により植民地化され、最終的に1802年、イ
ギリスの直轄植民地となった。シンハラ王朝最後のキャンディー王国は、1815年、イギ
リス軍のキャンディー進攻により消滅した。1948年2月4日、イギリスから自治領（英連
邦王国）のセイロンとして独立。1972年にはスリランカ共和国に改称して英連邦内の共
和国となり、1978年から現在の国名となった。1987年、不幸なことにシンハラ人とタミ
ル人の民族対立が起こり、全土にわたって暴動が繰り返されることになった。それは内戦
状態に発展し、26年間続いた。内線が静まり、時のラージャパクサ大統領が内戦終結宣
言を布告したのは2009年、今からわずか6年前のことである。
スリランカの人口は約2048万（2013年）。島国で、現在もこの国が占める主たる島はセ

イロン島と呼ばれるが、同じ島国の日本とは違い、スリランカの国土の形はシンプルで、
乙女の大粒の涙のような、あるいはルビーのペンダントの如き形状である。面積は65,610
平方 km で、日本の九州（35,640平方 km）のおよそ2倍弱、北海道（83,424平方 km）より
やや狭い。大雑把に見て、国土の中央から北にかけては平坦、南部中央は山岳地帯である。
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気候は熱帯性であり高温多湿、気温は年間通じて変化がなく、海岸部・低地では年平均気
温27～28℃、南部中央高地の気候は冷涼である。なお、この国の特徴の一つとして、国
民の7割が仏教徒（上座部仏教）であるということがある。

３．スリランカの世界遺産
スリランカには次の8つの世界遺産がある。（カッコ内は登録年）

―文化遺産―
聖地アヌラーダプラ（1982年）
古都ポロンナールワ（1982年）
古都シーギリヤ（1982年）
聖地キャンディー（1988年）
ゴールの旧市街と要塞（1988年）
ダンブッラの黄金寺院（1991年）

―自然遺産―
シンハラジャ森林保護区（1988年）
スリランカの中央高地 （2010年）

今回の旅行は必ずしも世界遺産巡りを目指したものではなかったが、結果的に、それら
の内の、「ゴールの旧市街と要塞」と「シンハラジャ森林保護区」の2つを除く6つの世界
遺産を訪れることになった。ただ、標高2500m に達する熱帯雨林群の「スリランカの中
央高地」は、ピーク・ウィルダーネス保護区（Peak Wilderness Protected Area）、ホールトン
・プレインズ国立公園（Horton Plains National Park）、 ナックルズ保護森林（Knuckles
Conservation Forest）であり、私が今回トレッキングを楽しんだのはその一部の「ホールト
ン・プレインズ国立公園」である。帰国して、あらためて、今回訪問しなかった2つの世
界遺産「ゴールの旧市街と要塞」と「シンハラジャ森林保護区」、および「中央高地」の
2つの地域「ピーク・ウィルダーネス保護区」と「ナックルズ保護森林」にも行ってみた
くなった。特に、「ピーク・ウィルダーネス保護区」には「アダムス・ピーク」"Adam's Peak"
(Sri Pada)(2,243 m)という聖なる山があり、山登りの対象としても興味が湧く。

４．訪れた町
―コロンボとネゴンボ―
コロンボはスリランカ第一の大都会であり、数日の滞在ではその全容を知ることはでき

ない。しかし、町の様子も人々も先進国の都会とあまり違いがないと感じた。これは、私
たちが泊まった地域が都心からかなり離れたところに位置していた、ということも関係し
ているかも知れない。そこは落ち着いた、静かな町中という感じであった。都心に泊まっ
ていたら印象は異なると思われる。
コロンボの北40km に位置するネゴンボは、1泊だけの滞在であったにもかかわらず親し

みを覚える、印象的な町であった。大きな漁港と魚市場のある海沿いの町で、どことなく
開放的で明るい。泊まったホテルのオーナーや、その知り合いで、タクシーの手配をして
くれた初老の男性も実に親切であった。私は彼らとテラスでビールを飲みながら、今回の
旅行について色々話したが、このように現地の人と親しく長時間言葉を交わしたのはこの
時だけである。そこで分かったのは、ネゴンボではラグーンのクルージング、魚釣りなど
を楽しめること、海鮮料理を味わえること、アーユルヴェーダ体験ができること、などで
ある。そして何よりも、コロンボ・バンダラナイケ国際空港から近く、非常に便利である
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ということが重要であろう。Risa はインド・ムンバイでの短期語学研修を終え、9月再度
スリランカに戻って1泊し、帰国するが、その際この宿に泊めてもらうことにした。また、
バンダラナイケ空港からのタクシー手配もお願いしたが、宿のオーナーもタクシー手配師
も、若い女性の安全を確約してくれた。
―文化三角地帯―
キャンディー、ポロンナールワ（シーギリヤ・ロックを含む）、アヌラーダプラ（ミヒ

ンターレを含む）を結ぶ三角形の地域は「文化三角地帯」と呼ばれ、この三つの古都を中
心にスリランカの2500年以上に亘る歴代王朝の遺跡、仏跡など歴史上重要な遺跡群があ
る。今回それらを見て回ったのであるが、三つの古都の印象は微妙に異なる。キャンディ
ーは古都であるにもかかわらず、都会的な感じで、どことなく上品である、という感じが
した。シーギリヤとポロンナールワは観光産業が盛んで、少々辟易しないこともなかった。
アヌラーダプラとミヒンターレは、スリランカ最古の王都があったこと、仏教伝来の地で
あることなどのためであろうが、非常に落ち着いた雰囲気があり、ある種の風格さえ感じ
られた。日本の奈良を思わせる。ここを訪れるのは外国の観光客もいたが、スリランカの
人々が目立つ。現地の人々は単なる物見遊山ではなく、仏跡にお参りをするのである。そ
の光景がいかにも仏教国スリランカらしく、すがすがしい。一番印象に残る町で、再度ゆ
っくり滞在してみたいと思った。
―ヌワラ・エリヤ―
この町はイギリス人によって作られた、と言ってよいのではなかろうか。イギリスに莫

大な富をもたらしたであろう紅茶とイギリス人の避暑地。今回ここに来たのは、車で1時
間ほど離れた所にあるホールトン・プレインズ国立公園をトレッキングすることと、近く
のナヌオヤから高原列車に乗って、茶畑の広がる山岳地帯の風景を楽しむためであった。
この目的はかなえられた。トレッキングは楽しめたし、高原列車は、公共交通機関利用の
初めての経験だったので、プラットホーム、乗降客、列車内風景、停車する駅の光景など
新鮮だった。。

５．旅程
スリランカの旅程は Risa に検討してもらい、結果的にネゴンボとコロンボの他、キャ

ンディ、ダンブッラ、シーギリヤ（＋ポロンナールワ）、アヌラーダプラ（＋ミインテー
ル）などの反時計回り周回というオーソドックスなものになった。ただし、普通のツアー
より日程がゆったりしている。Kenta（著者）はこの二人連れの旅行の後、単独2泊3日の
予定でヌワラエリヤへ出かけ、ホールトン・プレインズ国立公園のトレッキングを楽しん
だ。

６．旅を終えて
一言で言えば、スリランカの旅は面白かった。今回は初めてのスリランカだったので、

二人連れ、荷物が多かったこともあり、移動はほとんどタクシーを使うという贅沢をした。
しかし、この旅行で、この国の旅の要領が大体つかめたように思う。また訪れてみたいの
だが、次回はより効率的に、かつ交通費その他を節約して旅行することができるだろう。
しかし、弾丸旅行のように各地を走り回ることはせず、一所に数日滞在し、ゆっくりした
いと思っている。手に入れたスリランカの地図を眺めながら、次回の旅の構想をあれこれ
練るのも楽しいことである。
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スリランカ全図と旅行概念地図
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全日程表
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KentaとRisa二人連れの旅

スリランカ旅行地図①

1日目 8月16日（日） 日本からスリランカへ、ネゴンボ
＊天候：小雨（ネゴンボ）
＊移動

Kenta 福岡07:20⇒［JAL-3052］⇒09:10成田
Risa 大阪・伊丹07:50⇒［NH-2176］⇒09:05成田
成田13:20⇒［UL-455］⇒19:10コロンボ・バンダラナイケ国際空港→［Tx、14.2km/
20分］→ネゴンボ（ホテル）
タクシー代（コロンボ空港→ネゴンボ /ホテル）：1,500Rs（1Rs ＝1円、以下同様）
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＊観光：なし
＊宿泊：ネゴンボ（Negombo） Patrick Holiday Resort
＊日誌
スリランカ航空 UL455便は成田を定刻

より少し遅れて離陸した。機種はエアバス
A330 -300。快適。女性乗務員全員スリラ
ンカの民族衣装を身に着けていて、異国情
緒が漂い何ともいい感じであった。食事は
2回出たが、私たちの口に合って大変おい
しく、すべて平らげた。
コロンボ国際空港には予定より早く到着

した。私は日本で観光ビザ（ETA）を前も
って取得していたが、Risa がまだだったの
で、手続きをした。あっけないくらい実に
簡単だった。入国検査後（これもすんなり
通過）、機内に預けていた荷物を受け取り、
空港ロビーのタクシー案内所でタクシーを
紹介してもらった。ネゴンボのホテルまで
1,500ルピー。運転手は日本にいたことが
あるそうで、日本語が達者、いろいろ情報
が得られた。
コロンボは小雨だった。翌日はスリラン

カの総選挙とのこと、どんな雰囲気なのか
少し興味がわく。ホテル「Patrick Holiday
Resort」はビーチの近く、細い道筋に建つ
こぢんまりした個人経営の宿である。夕食

は機内食で十分だったのでホテルでは摂ら
なかった。
明日のキャンディーまでのタクシーの手

配をホテルに頼み、ビールを飲みながらタ
クシー手配をしてくれた人物と打ち合わせ
をした。翌日午前9時出発、魚市場見学、
その後直接キャンディーのホテルまで運ん
でもらう、全行程60米ドル。

その後部屋に戻り、荷物の整理などして
午前0時ベッドへ。蚊は出なかった。

宿のオーナー

2日目 8月17日（月） ネゴンボからキャンディへ
＊天候：晴、一時にわか雨（キャンディー）
＊移動：タクシー、約120km/約4時間、60米ドル（1ドル＝135Rs）

ネゴンボ（ホテル）09:05 →［Tx］→09:20Fishmarket（見学）09:40→［Tx］→13:10
キャンディ（ホテル）

＊観光：ネゴンボ Fishmarket、キャンディ市街
＊宿泊：キャンディー（Kandy） Homestay Garden Rest Kandy
＊日誌
朝5時頃目覚めた。外が明るくなって散

策。ビーチまでは近く、ゆっくり歩いて
10分ほど。ビーチではカラスや、その他
数種類の鳥たちがたくさん餌をついばんで
いた。ジョギングや散歩する人たちもかな
り。インド洋の波が海岸へ打ち寄せる。沖
には数隻の漁船の姿。このビーチでアダン
の木を見た。奄美大島に移り住み、そこで

孤高の生涯を終えた日本のゴーギャンとも
呼ばれる田中一村の最高傑作「アダンの木」
を思い出した。しばらく写真を撮ったり、
ストレッチなどして過ごした後、海岸沿い
のメインストリートを、ホテルに戻った。
ホテルでシャワーを浴び（水だったが気

持ちよかった）、8時朝食。9時に昨夜頼ん
でいたタクシーでホテルを後にした。
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まずネゴンボの魚市場観光。競りはほと
んど終了、ちらほら小魚や売れ残りのマグ
ロが転がっているのみで、祭りの後のよう
な気配であった。しかし、活気に満ちた漁
港の雰囲気を味わうことができた。また、
ひしめき合う漁船、インド洋、ラグーン、
運河など眺め、写真を撮った。

早朝、ネゴンボのビーチ

ネゴンボ、内海の船着き場

宿のスタッフと、右端はタクシー手配師

魚市場観光後タクシーでキャンディーへ
向かう。前日到着したコロンボ・バンダラ
ナイケ空港の側を通って国道へ出、ひたす
ら東へ走る。途中で国道1号（A1）と合流
すると、車やトゥクトゥク、自転車や歩く
人たちが多くなる。この状態はほぼキャン
ディーまで続く。人が多いのは、この日ス
リランカ総選挙だったからであろう。投票
場らしき所には多くの車が駐車していた。

途中の町で休憩を取った。いわゆるドラ
イブインではない。そもそもこの国には、
日本にあるようなモダーンなドライブイン
は見当たらない。この店は大きくて広いカ
フェーのようである。ボーイさんのサービ
スや立ち居振る舞いも何だか古めかしく、
好ましく感じられた。
この休憩後、タクシーは山や谷を越えて

いく。道路は曲がりくねったところが多く、
アップダウンが続く。これは予想外のこと
であった。それに、所々の大きな町では渋
滞があり、事前に、100km 少々の距離の国
道を走るのに、4時間ほどかかるといわれ、
ちょっと怪訝な気がしたのだが、その事情
がよくわかった。
それにしても、この国のタクシードライ

バーの運転技術はすばらしいというべき
か、むちゃくちゃと表現すべきか、とにか
く大変だ。トゥクトゥク、バイク（その三
分の一くらいは二人乗り）、自転車がやた
らと多いし、のろのろ走るバスが次々に現
れる。タクシーはクラクションを鳴らし、
方向指示器を常時ちらつかせながら、それ

町のトゥクトゥク
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らを追い越し、突っ走る。この道路・交通
事情を知れば、この国はイギリス植民地時
代の名残で日本と同じく車が左側通行なの
で慣れているとは言え、レンタカーを借り
て走る気は失せてしまう。

―ピンナワラの象の孤児院―
ここは翌日訪問することにしていた。と

いうのは、前もってキャンディーからのル
ートを調べたところ、かなり北の道を往復
することになっていたからである。ところ
が、実際はネゴンボ→キャンディー間の国
道 A1をキャンディーからネゴンボに戻る
ことになった（しかもその距離は長く、両
都市間の三分の一ほども、地図①参照）。
ということで、今回分かったことは、コ

ロンボ、もしくはネゴンボからキャンディ
ーまでタクシーで移動する場合、もしも象
の孤児院を訪れる計画ならば、その移動の
途中にするべきであるということである。
ゾウの水浴びの時間のこともあるので、コ
ロンボからならば7時30分、ネゴンボから
ならば8時に発った方がよいだろう。

キャンディーに入って、ホテルの場所が
はっきりせず少々時間を食ったが、ネゴン
ボから4時間足らずでホテルに到着した。
タクシードライバーの腕の良さのおかげで
ある（何度も肝が冷えましたが）。この日
のタクシー代金は60米ドル（チップとし
て、その運転技術に敬意を表し500ルピ
ー）。

国道沿いに仏陀像

ホテルで荷を解き、教えてもらったレス
トラン「Green Café」で昼食。初めて土地
の人が通う「食堂」で本場のカレーを摂る
ことができた。注文したのは「シーフード
カリー」、一人前200ルピー＝200円。この
「食堂」で写真を撮るのは憚られたので、
残念ながらその画像はありません。
昼食後、歩いて町の中心地へ行った。遠

回りをすることになったが、途中バスセン
ターを確認した。ここは私たち日本人にと
っては「混沌」と言うべき状況である。こ
れを知るとバスでの移動をする気が萎えて
しまう。今後、バスは避け、タクシーを利
用することにした。ただ、どこかで「スリ
ランカのバス」を体験してみたいとも思っ
た。そのチャンスはある。

キャンディー中心街では買い物をした。
Risa が是非とも欲しいと言う「SIM」シス
テム機器購入である。これはインドでも利
用するらしい。私には十分理解できなかっ
たが、スマホ機器本体（サムスン）、メモ
リその他で約100米ドル（おつりが300ル
ピー余り）であった。私自身はこのような
情報通信システムの発展にはついて行けな
いし、その必要性を感じない。しかし、若
い世代はこのような状況に対応すべきなの
であろう、とも思う。したがって、これは
若い者に任せることにした。
この買い物の後で、店を出ると急に空が

曇り雷雨、路地の店先でしばらく雨宿り。
雷雲が去り、メインストリートに出てトゥ
クトゥクを拾い、午後4時20分ホテルへ戻

キャンディーの湖畔にて休憩
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った（200ルピー、チップ20ルピー）。7時
夕食、ホテルで、また「カリー」（Risa は

スリランカの「カリー」が気に入ったよう
で、私より多く、素早く摂取する）。

3日目 8月18日（火） キャンディー
＊天候：晴
＊移動：タクシーでピンナワラ「象の孤児院」往復、キャンディー仏歯寺まで、

往復約80km/4時間30分、70米ドル
＊観光：ピンナワラの象の孤児院、仏歯寺、夜は"Oak-Ray Regency"にてキャンディアンダ

ンス鑑賞（1,500Rs/1人）。
＊宿泊：キャンディー（Kandy） Homestay Garden Rest Kandy
＊日誌
8時に朝食を摂り、9時タクシーでホテ

ルを発つ。まず、ピンナワラの「象の孤児
院」見学（入場料2,500Rs.）。この施設の
象たちは1日に2回、午前10時～12時と午
後2時～4時、グループごと近くの川で水
浴びをする。私たちはその午前の部を見学
できた。象たちの水浴び見学者は多かった
が、外国からの観光客に混じって、現地の
人も多い。12時、象たちは宿舎へ戻る。
私たちもピンナワラを後にした。

キャンディーへの帰路の途中で「スパイ
ス博物館」を訪問。各種スパイスの取れる
樹木の説明を受けたが、多様すぎて覚えら
れなかった。そこの売店で、お土産にする
ためにカリーパウダー類を合計7袋購入し
た（1袋300Rs.）。キャンディーに戻り、仏
歯寺門前まで送ってもらった。ここまでの
タクシー料（案内料を含む）70米ドルで
あった。
仏歯寺の入場料は1,500Rs.だったと思

ビンナワラ、象たちの水浴び

う。この日の経験で分かったのであるが、
スリランカの有名な名所・旧跡・目玉観光
などの入場料・拝観料は外国人観光客特別
料金が設定されており、高額である。これ
は、以後訪れた各所で感じることになった。
しかし、それもよしとしなければならない
だろう、とも思う。

仏歯寺入口、履き物･帽子を脱ぐ

ここにお釈迦様の「歯」が祀られている
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仏歯寺は特別のお寺であるようだ。お釈
迦様の「歯」がご本尊である。それがここ
に祀られることになるいきさつの詳細は省
くが、スリランカの仏教徒（総人口の70
％）にとって、この「歯」を収める仏歯寺
本殿は格別の重みを持っているということ
が、真剣に祈りを捧げる人たちを見て、ひ
しひしと感じられた。
この日の夕刻、キャンディアンダンスを

観賞した。これは大変面白かった。スリラ
ンカの魂のようなものさえ感じた。感動の
あまりのせいか、雇ったトゥクトゥクの運
転手に、計算間違いをして10米ドル渡し
てしまった。彼は何だか困ったような、戸
惑ったような表情をしたが、やや間を置い

て素直に受け取ってくれた。
盛りだくさん、大満足の一日だった。

キャンディアンダンス

4日目 8月19日（水） キャンディー、ダンブッラ、シーギリヤ
＊天候：晴
＊移動
①タクシー：ホテルの車、約90km/5時間10分、80米ドル（昼食代込み）
キャンディー（ホテル）09:00 →［キャンディーの「Phone Shop」、買い物、1時間］
10:00→12:00ダンブッラ（黄金大仏・石窟寺院見学）13:00→
［オープン・ドライブ・インで昼食］→14:10シーギリヤ・ホテル

②シーギリヤロック往復：Tk、シーギリヤ・ロック登山中待機、2時間30分、700Rs.
ホテル15:00→15:20シーギリヤロック17:00→ 17:30 ホテル

＊観光：ダンブッラ、シーギリヤロック
＊宿泊：シーギリヤ（Sigiriya） Darshani Lodge
＊日誌

朝早く目が覚めたので、この宿の広い敷
地内と近辺を散策した。敷地内に宿のオー
ナーの妹さんが幼稚園を経営しており、そ

ホテルの部屋

の門があった。また、宿の隣に立派な家が
新築中であったが、そこには今はコロンボ
にいる弟さん一家が住むことになるそう
だ。この一族はかなりの財産持ちのように
思われた。
この宿のすぐそばに「何でも屋さん」が

あり、昨晩人だかりを見たので興味が湧き、
行ってみた。まさに生活に必要なもの何で
もあり。店の人に身振り（とつたない英語）
で店の中を見せてもらい、写真を撮らせて
くれるように頼んだところ、快く承知して
もらった。小魚などの塩漬け干物が沢山あ
った。カリーの材料らしい。米が各種あっ
た。ほとんどがインディカ米であるが、小
粒のジャポニカらしきものもあった。その
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他、生活雑貨、スパイス類、豆類、果物、
ココナッツ、野菜、飲料水その他の飲物な
どなど。店の人やお客が色々説明してくれ
るのだが、シンハラ語なのでよく分からな
い。どれもこれも大変安い。しかし、ここ
でお土産を買うのは止めた。

朝食8時。宿のオーナーの車でシーギリ
ヤの宿まで送ってもらうことにした。途中、
キャンディーの町中で用事を済ませ、ダン
ブッラの黄金大仏と石窟寺院を見学する。
まずキャンディーの町中に出て、前日

Risa が「SIM」を買い求めた「Phone Shop」
に寄った。この機器の調子が悪く、うまく
繋がらないので調べてもらうためである。
店の前に着いたが、時間が早すぎるためか
まだ閉まっていたので、店が開くまで少し
待った。店との交渉では、車の運転を請け
負ってくれた宿の若大将のお世話になっ
た。その交渉は若い二人に任せ、私は一人
で近くを散策、お土産（女の子用スリラン
カ風シャツとタイツ）を買い求めたり、ヒ
ンドゥー教寺院を見学したりした。

ホテル近くの「何でも屋さん」

キャンディー町中のヒンドゥー教寺院

機器の機能が正常になり、この町を後に
した。キャンディーから2時間ほど走って
ダンブッラ到着。巨大な、燦然と輝く黄金
大仏像にまずびっくりした。その像台座下
の事務所でチケット（1,500Rs./外国人1人）
を購入、大仏様の背後に聳える岩山の石段
を登り石窟寺院へ。思っていたより長い距
離の上りで、きつかった。石窟寺院境内前
で靴を脱ぎ、中へ入る。私は靴下を履いて
いたからよかったが、Risa は裸足、境内の
石畳が日光に熱せられ、「熱い！」と小さ
く叫んで日陰に逃げていた。今日、日本人
は外で裸足になることはまずないであろう
から、スリランカのお寺や宗教遺跡などの
見学では靴下（厚めの白）を履くのがいい
であろうと思った。

ダンブッラからシーギリヤへの途中で昼
食を摂った。ドライブ・インとのことだっ
たが、自然豊かな、広々したスペースに客

ダンブッラの黄金大仏さま

石窟寺院の一つ
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席が点在している。セルフサービス、メニ
ューはジュースと「Dosa」。ナイフ・フォ
ークなし、現地方式、右手で食す。この食
事代は、運賃がこの代金込みらしく、若大
将が支払ってくれた。

このドライブ・インからシーギリヤの宿
「ダルシャニ・ロッジ」までは近かった。
宿に着いて車代を支払ったが、80米ドル
と少々高め。しかし、朝のキャンディーで
の世話や、ダンブッラでの待ち時間など考
えると妥当であろう。

宿で少し休息後、トゥクトゥクを呼んで
もらって、シーギリヤ・ロック観光に出か
けた。これは岩山登山、とにかく階段の急
登、登りに1時間、下りは50分。よくこん
な岩の上に巨大な城を築いたもんだ、と驚
き、あきれた。世界の歴史上、この城を築
いた王は、とんでもない奇妙な王ランキン
グ10人に入ると思う。

実に開放的なドライブ･イン

このロッジ1階左右の部屋に泊まった

岩山登山は、炎天下できつかった。しか
し、さすがに Risa は若いので元気、こっ
ちが参った。シーギリヤ・ロックのような
急坂岩登り（と言うより階段上り）は初め
ての体験で、汗は噴き出すわ、息切れはす
るというていたらく、へとへと状態で頂上
の城跡に到着した。その途中有名な「シー
ギリア・レディー」に会うことができた。

頂上台地はまさに天上の楽園（であった
であろうと思われる）。360度展開する眺
望は素晴らしい。城跡をぐるりと一周して
景色を楽しんだ。下りは登りより楽、とは
言え、下肢の筋肉が痙攣しそうだった。
きつかったが、このシーギリヤ・ロック

訪問はそのチケットの高さ（30米ドル /外
国人1人）にもかかわらず、大変印象深い
ものとなった。宿に戻り、部屋の前のテラ
スで飲んだビールが、ことのほか美味しく
感じられた。夕食は二人とも日本食（カッ
プ麺）で済ませた。

シーギリヤ･ロック

シーギリア・レディー（一部）
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シーギリヤ･ロック頂上の王宮跡

この階段を上り、下る

岩上の「貯水場」

宿敷地、ジャングルの縁、野生のクジャク出没

5日目 8月20日（木） ポロンナールワ
＊天候：晴、朝の室内気温 27.5℃
＊移動：チャータータクシー（観光ガイド付）、往復約110km/4時間40分、70米ドル

シーギリヤ（ホテル）09:00→［55.7km/1時間10分」→10:10ポロンナルワ（観光）12:
30→［1時間10分］→13:40シーギリヤ（町の食堂で昼食）→［Tk］→15:00ホテル

＊観光：ポロンナルワの博物館、遺跡群
＊宿泊：シーギリヤ（Sigiriya） Darshani Lodge
＊日誌

気持ちよく、朝早めに目覚めた。宿は森
に囲まれ、鳥たちのさえずりが響く。8時、

宿の朝食

かなり離れたところにあるオープン食堂で
朝食。9時、宿の車でポロンナールワ観光
に出かけた。当初の計画ではバスを利用す
ることにしていたが、それも何だか面倒に
なり、車での案内を宿に頼んだ。運転手の
若者がこの古都の案内をしてくれた。シー
ギリヤからポロンナールワまで1時間あま
り、快適なドライブであった。
このシンハラ王朝の首都は、それまでの

首都アヌラーダプラをインドのチョーラ王
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朝に奪われ、10～12世紀に開かれた。ジ
ャングルの中に埋もれていた数多くの遺跡
群は1900年以降発掘され、現在、広大な
遺跡公園として整備されている。一帯は
1982年世界文化遺産に登録され、多くの
外国からの観光客が訪れる。しかし、スリ
ランカの訪問客も多かった。
遺跡公園を2時間あまり歩いて見学した

（一部は車で）。なかなか見応えのある遺
跡が多かった。遺跡ではあっても、仏跡に
入る時は履き物を脱がねばならない。実に
よく整備されていて、暑かったが気持ちが
良かった。ただ、遺跡群出入口で物売りが
うるさくて、少々うっとうしい。しかし、
売り手はこちらが買う気を見せないと、だ
んだん値段を下げて行き、最後は半値にな
った。結局、根負けしてスリランカ地図を
300Rs.で（これは空港で買った別の地図よ
り安かった）、黒檀の仏陀像を1,500Rs.で
買うことになった。Risa は「じいちゃん、
止めなさい！」としきりに止めたが、なか
なかいい買い物であったと思う。
12時半に見学を終えた。いささか駆け

足気味の遺跡見物であった。昼食には早い
ので、シーギリヤへ戻ることにした。車の
運転手お勧めの、シーギリヤ・ロックに近
い大通りの食堂で昼食。マンゴージュース
とカリーがとても美味しかった。ただ、有
名観光地というためであろうが、値段は普
通より1.5～2倍くらい高いと思う。外国人
特別料金だったかも知れない（この値段で
は、現地の人は食事をしないだろう）。観
光客たちもこの辺りで昼食を摂ったり休憩
したりしていた。シーギリヤ・ロック見学
の後らしく、彼らは何だかのんびりしてい
た。そんな光景を眺めたり、象に乗っての
遊覧など見ながら、我々もゆったりシーギ
リヤの午後を過ごした。
タクシーは、そんな我々に付き合うこと

はせず、宿に戻ったが、この食堂からトゥ
クトゥクで宿まで戻ってくれと言って、そ

の代金200Rs.を置いていった。この辺、な
かなか几帳面である。夕刻、宿の部屋前の
テラスでビール。この日も美味しくいただ
いた。

ところで、ネゴンボとキャンディーの宿
では、予想に反して蚊がいなかった。その
ため、気負い込んで準備していた蚊取線香
（しかも、通常のものと、森林作業者も用
いる強烈なもの）は使わなかった。しかし、
このシーギリヤの宿では虫がいた。バッタ、
アリ、小さな蛾など、それに蚊である（も
っとも、わんさか現れるというほどではな
い）。ジャングルの際だからであろう。何
しろ、到着した最初の日、野生のクジャク
がうろついていたくらいだから。クジャク
の出現にはちょっと驚いたので、それが野
生かどうか宿に確かめところ、「その通
り。」という返事であった。それどころか、
宿の先に広がるジャングルの奥には野生の
象もいるとのことであった。蚊も出現する
はずである。というわけで、この宿の二晩、
蚊取線香を焚いた。
それから、洗濯物のことであるが、キャ

ンディーでは洗濯物の乾きは悪かった。少
し標高が高く、気温も低いということと、
一時的に雨が降ったためであろう。しかし、
シーギリヤでは乾きは早かった。早朝の室
内温度27.5℃という高温、安定した天気の
ためと思われる。

シーギリヤの食堂にて、カリー
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ポロンナールワ遺跡群
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以下の4枚は巨大石仏「ガル・ヴィハーラ」
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6日目 8月21日（金） アヌラーダプラ、ミヒンターレ
＊天候：晴
＊移動：タクシー、75km/約3時間、75米ドル

シーギリヤ 09:30→12:30(?)アヌラーダプラ・ホテル（荷物預け、昼食）
＊観光：アヌラーダプラ、ミヒンターレ（チャーター Tk、案内付き、4時間20分、700＋

チップ300＝1,000Rs）
ホテル13:30→アヌラーダプラ（観光）15:50→16:10ミヒンターレ（観光）17:30→
17:50ホテル

＊宿泊：アヌラーダプラ（Anuradhapura） Hotel Heladiv
＊日誌
いつものように8時朝食。前日利用した

宿の車でアヌラーダプラへ送ってもらうこ
とにした。運転は宿の若旦那。なかなかし
っかり者で、運賃交渉では、75米ドルは
高過ぎると思ったので65ドルにしてくれ
と主張したのであるが、受け付けてくれな
かった。しかし、この交渉で気まずい雰囲
気になるとか、サービスが悪くなるという
ようなことは全くなかった、このような交
渉は遠慮せずにすべきであろう。

シーギリヤ・ロックの麓を迂回し、細い
道をしばらく走った後、国道へ出る。天気
は上々、車は快適にアヌラーダプラへ向か
う。ホテルを探すのに時間を食い、ホテル
到着は12時半頃だった。部屋の準備を待
つ間、サンドウィッチを作ってもらって昼
食。部屋で荷を解き、呼んでもらったトゥ
クトゥクで観光に出かけた。料金はアヌラ
ーダプラ遺跡群周回見学と近郊のミヒンタ
ーレ観光で700Rs.、その走行距離、案内、
時間（4時間20分）を考えれば安い、チッ

シーギリヤのロッジ全景

プを少しはずんだ。

アヌラーダプラはスリランカ史上最古の
都市であり、当時世界中から人々が集う壮
大な仏教の都であった。今から約2500年
前にシンハラ王朝パンドゥーカバヤ王によ
って築かれ、その後1400年に亘り政治や
仏教の中心地として栄えた。仏教はこの聖
なる都市からスリランカ全土、さらに東南
アジア各地へと広がっていった。その黄金

アヌラーダプラのホテル、ロビーと母屋

ホテルの離れ、Kentaの部屋
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時代を物語る数々の遺跡があり、ポロンナ
ールワと同じく広大な遺跡公園として整備
されている。また、町の各所に名所旧跡が
点在し、これら遺跡群は1982年、世界文
化遺産に登録された。それらをトゥクトゥ
クの案内で訪れたが、今回は時間が限られ
ており、すべてをじっくり見学したとは言
えない。ゆっくり見て回るには丸一日必要
である。
アヌラーダプラ観光を2時間あまりで済

ませ、ミヒンターレへ向かった。20分ほ
どで着いた。ミヒンターレはスリランカ仏
教伝来の聖地である。観光客もいたが、多
くのスリランカの人たちが、老若男女お参

りする。驚いたのは、皆が聖なる岩峰へ裸
足で登ることである。岩峰への岩の道は滑
りやすく、危険なのだが、小さな子どもや
お年寄り、歩けない子どもを抱いたお父さ
ん、お坊さん、若者たち、皆登る。白衣を
身にまとった敬虔な仏教徒も多い。ここに
は独特の雰囲気が漂っていた。岩峰周辺に
は色々な遺跡があるのだが、時間も遅かっ
たので、この岩山登りの参拝をしただけで
アヌラーダプラの宿に戻った。ミヒンター
レ訪問は、暑さが残るが、夕刻がいいよう
に思う。頂上からの眺めが素晴らしく、夕
日に照らされる、美しい岩峰の姿を見上げ
ることができるからである。

アヌラーダプラ遺跡群とミヒンターレ

アヌラーダプラ遺跡群
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サマディ仏像、左半面はきびしい 右半面、かすかに笑みを
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ミヒンターレ



- 23 -

7日目 8月22日（土） コロンボ
＊天候：晴、一時小雨
＊移動：タクシー、約220km/5時間30分、135米ドル

アヌラーダプラ 09:10→14:40コロンボ／ホテル「ザ・サフラン」
＊観光：ホテル近辺散策、コロンボの夜
＊宿泊：コロンボ（Colombo） The Saffron
＊日誌
アヌラーダプラのホテルは国道から細い

道に入り、かなり離れた所にある。敷地は
広く、増築中でプールも作るとのこと。辺
りはココナツ椰子園が広がり、その中にホ
テルが建っているため、静かで、自然も豊
か。早朝、庭に出てみると、リスや小鳥が
いた。私の部屋に隣接してオープン食堂（レ
ストラン）があり、ここで8時に朝食。9
時過ぎ、ホテルで手配してもらったタクシ
ーでコロンボへ向かった。約200km の長距
離移動で、135米ドルが相場のようだ。予
定では鉄道での移動だったが、指定席の予
約などするゆとりがなく、荷物も多いので
経費はかかるがタクシーにした。

Kentaが泊まった離れ

ホテルは椰子園の中

アヌラーダプラから途中までの国道は確
認できたものの、その先はどのルートを走
ったか定かではない。しかし、何だか見覚
えのあるような海岸近くの町に入ったと思
ったら、そこはネゴンボであった。つまり、
17日にネゴンボを出発し、反時計回りに
「文化三角地帯」（キャンディー、ポロン
ナールワ、アヌラーダプラを結ぶ三角形地
帯で、その中にダンブッラ、シーギリヤを
含む）をタクシーで一回りしたことになる。
シンハラ王朝の新しい都から古い王都へ遡
る形になった。

朝食

コロンボへ、国道を走る
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ネゴンボの町中に入ると信号機があっ
た。よくよく思い出してみると、17日ネ
ゴンボを発って、この日ここに至るまで、
全く信号機を見なかった。人や車の多いあ
の都会と言えるキャンディーでも信号機は
なかった。信号機のあったのはこのネゴン
ボと、その先のコロンボだけである。これ
はスリランカの交通もしくは道路整備の遅
れということではないように思われる。こ
の問題はあらためて考えるつもりである。

ネゴンボからバンダラナイケ空港近くへ
走り、自動車道（ハイウェイ）に乗った。
27km ほど高速道を制限時速80km 以内で走
り（この点タクシーに敬意を表す、私は山
登りに出かける時など自動車道をかなりの
スピードで走るからである）、コロンボの
一般道に入った。しかし、ホテルは都心か
ら相当離れた所にあり、またかなり込み入
った道を行く。苦労をかけたが、午後2時
半過ぎホテル"The Saffron"の玄関先に到着

コロンボへの途中、トイレ休憩の店

ネゴンボの町、車中より

した。タクシーがアヌラーダプラまで引き
返すことを思い、チップを渡さざるを得な
かった。

ホテルは独特の外観であったが、内部は
至って正常。Risa は2階、私は3階の部屋、
しかし2階の部屋の方が上等であった。遅
めの昼食をアルファー米と缶詰で済ませ、
1人でホテル近辺の散策に出かけた。幼稚
園、仏教寺院など、ホテルへの道しるべと
なりそうなものを確認し、1時間ほど歩い
た。観光地ではない、至って平凡な通りの
様子が、かえって面白く感じられた。

夕刻、コロンボ市街に出て町を散策、レ
ストランで夕食を楽しむことにし、ホテル
に頼んでトゥクトゥクを手配してもらっ
た。運転手はサービスでコロンボ中心街を
あちこち案内し、適当な場所で降ろしてく
れた。そぞろ歩いていると、ある高級ホテ
ルの警備員が「海岸で大きなお祭りがあっ
ているから、行け！面白いよ。」と懸命に

Hotel "The Saffron"

ホテルへの細道のある通り
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勧めるので、1km ほど歩いて行ってみた。
そこは大にぎわい、色々な店、夜なのにな
ぜかピカピカ光る凧が沢山揚がっていた。
しかし、何の祭かよく分からなかった。

道ばたにたむろしていたトゥクトゥクの
一台に乗り、「普通のレストラン」への案
内を頼んだが、最初のレストランは貸切と
かで（この理由は何だか怪しかった）、次
のレストランへ行ったがこれも「閉店」（こ
の辺りでこの運転手への信用は失われた）、
最後に連れて行かれたのはあるビルの前
で、この中にレストランがあるとのこと。
このトゥクトゥクにはうんざりして、レス
トランがあるかどうかは別として、そこで
降りた。ところが、その新しいビルの4階
にかなり上等のレストランがあった。そこ
はこれまでの「食堂」とは違い、「都会の
レストラン」である。現地の人もいたが、
観光客やツアー参加者が多いようだった。
ビュッフェ形式の食事であったが、料理は
多種、ビールが飲める、歌い手の生演奏あ
り、なかなかいいレストランであった。た
だ、「両耳だけ動くゾウ」の巨大なレプリ
カには、マイッタ。ここではクレジットカ

コロンボの何かのお祭り

ードが、当たり前のごとく利用できたので、
さすが一国を代表する都市の一つの、普通
のレストランである、と納得した。

ホテルへの帰りのトゥクトゥク選定には
気を使った。レストランを出て、直感的に
トゥクトゥクの一台を選び、ホテルのカー
ドを示し、運賃300Rs.で手を打った。とこ
ろが、カードには所在地と地図まで書いて
あったにもかかわらず、連れて行ったのは、
そこからさほど遠くない所にある別のホテ
ルであった。我々のホテルは遙かに遠い。
運転手は、再度我々のホテルのカードを

睨むがごとく眺めていたが、やがて自分の
間違いに気づき、ため息をつきながら発車
した。ホテルに近づくと、この日の午後の
散策が役にたった。細かな道順を指示でき
たからである。運転手の勘違いはよく分か
ったので、ホテルに到着して運賃を400Rs.
支払うことにした。さらに、200Rs.のチッ
プを渡そうとすると、運転手は「私の間違
いですから。」とそれを遠慮した。「どう
か、受け取ってくれ。」と言うと、恐縮の
顔つきで受け取り、「Thank you!」と言い、
去って行った。

コロンボ、Restaurant "Raja Bojun"

8日目 8月23日（日） コロンボ
＊天候：晴
＊移動：午後、Kenta のみコロンボ市内観光（チャーター Tk、ガイド付、1時間45分、700RS）

夜、Risa をバンダラナイケ空港まで見送り（往復約60km/約3時間、往復35米ドル＋高
速道料300Rs.ｘ2））

＊観光：kenta のみコロンボ観光、スーパーでお土産購入など（Tk、1時間45分、700＋チ
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ップ300＝1,000Rs）
＊宿泊：コロンボ（Colombo） The Saffron
＊日誌

朝ベランダに出た。天気はいいようだ。
辺りを眺めていると、リスが走り回ってい
るのが見えた。小鳥たちも多い。ホテル近
くに木々が茂っているからであろうか。隣
の新築中の作業現場がよく見えた。職人た
ちは現場に寝泊まりしているようであっ
た。キャンディーの場合もそうであったが、
建築方法は煉瓦積み・ラーメン構造であ
る。この国では伝統的にこの方式なのだろ
う。あのアヌラーダプラの遺跡にもあった
ように、2千年ほど前から、この伝統は続
いているらしい。

コロンボのリス

ホテルの部屋

建築中の邸宅

8時からの朝食後、ホテルのマネージャ
ーの女性に色々交渉した。まず、支払をク
レジットカードで済ますこと、Risa 見送り
のためバンダラナイケ空港までのタクシー
往復の手配、翌日のヌワラ・エリヤまでの
タクシー予約、私がヌワラ・エリヤ旅行を
する翌日から3日間スーツケースを預かっ
てもらうこと、などである。これらはすん
なりいった。最後の、8月26日(水)のヌワ
ラ・エリヤ近くのナヌオヤからコロンボ・
フォート駅までの鉄道チケット予約はやっ
かいであった。1等車か2等車のチケット
が欲しかったが、すべて売り切れとのこと。
そもそも今は旅行シーズンで、学校が（日
本と同様）夏休みのため国内旅行をするス
リランカの人たちが多く、丁度キャンディ
ーの有名なペラハラ祭で外国からの観光客
が多数押し寄せていることもあり、特にこ
の路線「Main Line」（コロンボ・フォート
駅→キャンディー→ハットン→ナヌオヤ→
バドゥッラ）は混んでいるとのこと。せめ
て3等車の座席指定券を入手したいので、
何とか交渉してくれるよう頼んだところ、
相当時間がかかったが、やっとチケットを
確保できた。これがないと、すし詰め状態
の3等車自由席車両に乗り、場合によって
は立ったままコロンボまで戻ることになる
かも知れなかった。この交渉を辛抱強くし
てくれたマネージャーさんに心から感謝し

朝食



- 27 -

た。実はこのこともあって、日本から持っ
ていったほとんど使わずじまいの蚊取線香
2缶を彼女にプレゼントした次第である。
すべての手配・準備ができて一安心。私

も Risa も少々くたびれてしまい、昼食は
各自自室でカップ麺にした。午後、Risa は
ムンバイへ発つ準備と休息、私一人トゥク
トゥクを呼んでもらって、コロンボ市内観
光に出かけた。これはコロンボ・フォート
駅の事情を確認しておきたかったためでも
ある。ホテルからフォート駅まで約8km で
ある。まずこの駅を見た後、コロンボ市内
の見所を案内してくれた。所によっては車
から降りて見学したり、写真を撮ったりし
た。スーパーマーケットでは中に入って見
学し、お土産を買い求めることもできた。

実にシンプル、かつ効率的市内観光であっ
た。この2時間近い市内観光案内トゥクト
ゥク代金は700Rs.であったが、その丁寧な
案内への謝意を込め1,000Rs.（＋タバコ3
本）を渡した。
ホテルの離れのオープン食堂でカリーの

夕食後、8時に予約してもらったタクシー
でバンダラナイケ空港へ行った。私がホテ
ルへ戻るため、1時間ほど後に来てくれる
ようタクシーに頼み、Risa を見送るため空
港ターミナルの中に入った。入るだけでも
「入場料」（100Rs.か200Rs. だったと思う）
を支払う。Risa とは荷物検査入口の所で別
れ、ホテルに戻った。
ここまでが7泊8日の二人連れスリラン

カ旅行、以後 Kenta 単独旅行である。

トゥクトゥクでコロンボ市内観光

運転手がガイドもしてくれた

コロンボ･フォート駅 駅前のバザール

ボート場
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スーパーマーケット

道路上の屋外画廊

一番気に入った絵、買ってくればよかった
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Kenta単独旅行

スリランカ旅行地図②

9日目 8月24日（月） ヌワラ・エリヤ
＊天候：曇、時々雨、気温 コロンボ30℃以上、ヌアラ・エリヤ15℃
＊移動：タクシー、約160km/6時間40分、135米ドル

コロンボ・ホテル 09:10→［中央山岳地帯見学］→15:50ヌワラ・エリヤ（ホテル
"Piseons Nest"）

＊観光：移動中、山岳地帯の景観、名所など
＊宿泊：ヌワラ・エリヤ（Nuwara Eliya） Pigeons Nest
＊日誌
コロンボ3日目の朝、食堂の辺りの路面

が濡れていた。昨夜遅く、と言うよりこの
日の明け方前ににわか雨が降った。私の他
にも宿泊客はいたのだが、朝食は私一人。

ホテルのテラスから

9時にタクシーが来た。車と運転手は昨
夜と同じであった。ホテルを発ってすぐに
わか雨、この日の天気は不安定のようであ
る。ガソリンスタンドで給油したので、私
も降りてみた。スタンドの様子は日本と変
わらない。トゥクトゥクの給油が目立つ程
度である。スタンドに駐車中の車や、通り
を走る自動車を見ていると、スリランカに
来て以来見てきたように、圧倒的に日本車
が多い。一番目につくのはトヨタ、次にニ
ッサン。三菱、ホンダ、スバルなども時折
走っていた。日本車の評判は大変よい。
ところで、ガソリン料金だが、レギュラ

ー1㍑120Rs.、他の物価と比べればずいぶ
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ん高い。そのため、ハイブリッド車（特に
トヨタのプリウス）が多いのであろう。

スタンドのちょっと先で、運転手が前日
予約してもらっていたナヌオヤ→コロンボ
間特急列車座席指定チケットを取りに行っ
てくれた。

それからはヌワラ・エリヤに向かって、
まず国道 A4を走る。比較的大きな町アヴ
ィサウェラ(Avissawella）で左折し、国道
A7に入る。すでに山岳地帯である。道は
緩い上り、曲がりが多くなる。間もなく、
国道 A2 1 が 左 に 分 岐 するカ ラワネ ラ
（Karawanella)から先は本格的な山道が続
く。高度がぐんぐん上がるのが分かる。こ
の辺りの「峠の茶屋」のような店でトイレ
休憩することにした。車から出てみると、
大気がコロンボとはまるで違うのがはっき
り感じられる。紅茶を飲み、ドリンクウォ
ーター1個で90Rs.で安かった。15分ほど休
んでドライブ再開。進行方向右側が大きな

ガソリン･スタンド

コロンボの大通り

谷で、そこを流れる川でラフティングが盛
んらしく、次々とその店が現れる。

ハットン(Hatton)を過ぎると道の傾斜が
増し、曲がりもきつくなった。景色も変化
し、山岳地帯のかなり高い所を走っている
と感じられる。谷の左の対岸山腹を列車が
走っていた。2日後私も乗る列車である。
この辺りから茶畑が見え始めた。いい景色
である。途中2つの滝を見物した。2番目
の滝の展望所で、たまたま運転手の兄弟一
家と出会った。三代総出でドライブ旅行中
とのこと。子どもたちに余り気味であった
飴玉などプレゼントしたところ、こっちが
恥ずかしくなるほど大変喜んでくれた。と
ころで、運転をしてくれたこの若者だが、
スリランカでは珍しく眼鏡をかけていた。
滝見物の後は左右に広がる茶畑を楽しみ

ながら下り、ナヌオヤ駅を過ぎ、また一山

トイレ休憩の店、「峠の茶屋」風

店のトイレ、スリランカ流手洗い設備

水道蛇口、バケツ、左上の石けんなど

キチンとしています
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越えてヌワラ・エリヤに着いた。約170km、
5時間40分のロング・ドライブだった。

ヌワラ・エリヤは標高1,800m。宿のマ
ネージャー（何でもこなす男性若者）によ
ると、気温は15℃くらいであろうという
ことだった。ここは大気が年中冷涼である
ため、天井に扇風機がなかった。これまで
泊まったすべてのホテルや宿の部屋・ロビ

第一の滝

第二の滝

高原列車と茶畑

ーでは（冷房装置が設置されていても）必
ず天井に大きな羽根の扇風機があった。そ
れがいかにもスリランカということを感じ
させるのだが、恐らく、これはイギリス植
民地時代の名残ではないかと思われる。

空腹だったので、非常に遅めの昼食とし
てヌードルなるものを注文したところ、そ
のボリュームが多すぎて食べきれず三分の
二くらいが残り、これは夕食のために取っ
ておいた。結局これも食べきれず残りは捨
ててしまったのだが、よくよく考えてみる
と、スリランカでは食事の際料理を盛る器
の他に必ず銘々の取り皿が出されるので、
必要なだけ料理を取り、残ったものは返す
という形式だったかも知れない（Risa がそ
のようなことを言っていたように思うが、
この時それを確かめることを忘れていた）。
部屋に落ち着いて、まず熱めのお湯のシ

ャワーを浴び、用意していた冬用下着を身
に着け、フリースジャケットも羽織った。

ホテル "Piseons Nest"と従業員のおばさん

ホテルの部屋、奥にシャワー･トイレ室
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この夜、宿のオーナーのおじさんに翌日
のホールトン・プレインズ国立公園トレッ
キングのことを相談した。たまたまフラン
ス人の若いカップルがいて、その二人もト
レッキングするから、タクシーを彼らとシ
ェアしてはどうかと言う。カップルもそれ
を承知してくれたので、同行させてもらう
ことにした。おかげでタクシー代が3分の
1になった。ところが、出発は早朝5時と

のことで、あまりの早さに驚いたが、これ
はごく普通のスケジュールであることが分
かった。外国からの観光客はほとんどこの
日程でトレッキングするらしい。これだと、
午前中にトレッキングをして宿まで戻るこ
とができ、午後の時間を町の観光や、次の
目的地への移動に使えるからである。私も
それにしたがった、ということだが、なる
ほど翌日はゆっくりできてよかった。

10日目 8月25日（火） ホールトン･プレインズ国立公園
＊天候：曇時々晴、一時小雨、後小雨
＊移動：タクシー(往復)、1,400Rs./1人ｘ3人＝4,200Rs.（フランス人若者カップルと割り

勘）
ヌワラ・エリヤ（ホテル"Piseons Nest"）05:00→［Tx、34.0km 1時間～1時間20分］←
ホールトン・プレインズ国立公園（World's End Rd）往復 （ホテル帰着 12:00）

＊観光
①ホールトン・プレインズ国立公園トレッキング：06:30～10:15（9.6km、3時間45分）
公園入場料：2,700Rs./外国人1人
【コース地図】―公園入口（チェック・ポイント）で購入したカードによる―

公園 Check Point(入口)06:30→06:45 Junktion →07:35 Backers Waterfall →［途中で昼食、
20分］→08:35 Greater Worlds End 08:45→09:15 Mini Worlds End 09:25→10:00 Junktion
→10:15 Check Point

②ヌワラ・エリヤの町散策・昼食・買い物
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＊宿泊：ヌワラ・エリヤ（Nuwara Eliya） Pigeons Nest
＊日誌
朝4時過ぎ起床、5時前にタクシーが来

ていた。朝食の弁当（サンドウィッチ）を
宿が用意してくれていた。これはトレッキ
ングの途中、適当な時間・場所で摂ること
にする。まだ暗い内に出発、公園まで200m
ほど登ることになる。途中で辺りが明るく
なってきたが、公園に近づくと道は細くな
り、急勾配の曲がりくねった山道になる。
九州の舗装林道のような道なので、私には
何の違和感もない。高所の山道らしく濃霧
の中を進み、なかなかいい雰囲気である。
1時間ほどでホールトン・プレインズ公

園車止め前の駐車場に到着した。すでに何
台も車が駐車しており、その後も続々と到
着する。入口事務所（チェックポイント）
は6時に開く。そこで外国人は一人2,700Rs.
の入場料を払わなければならない。その事
務所で表に写真、裏にルート案内図のカー
ド（1枚20Rs.）を2枚買い求めた。1枚は記
録記入用、他は資料として（上のルート図
はこれを基にしている）。

6時30分トレッキング開始。ここに到着
した時は濃霧が立ちこめていたが、出発時
には日が昇り、霧は晴れた。15分くらい
歩くと「ジャンクション」、ここで道が二
股に分かれており、ルートは同じだが時計
回りか、反時計回りか選択することになる。
我々4人は反時計回りにすることにした。
しかし、ここまで運転手（ガイドも務め
る）、若いカップル、私は一緒だったが、

ホールトン・プレインズ国立公園入口

私は単独歩きが好きなので、駐車場の車の
ところに11時までに集合する約束をして、
その先は一人でトレッキングを楽しむこと
にさせてもらった。後は気楽に歩けた。

このトレッキング全体は、軽いアップダ
ウンはあるが、ほぼ平坦である。案内板が
要所要所に設置されており、道も整備され
ている。道に迷うことなく、安全に、きつ
い思いをせずに歩ける。
歩く距離9.6km であるが、道草を食いな

がらゆっくり歩いても4時間で十分であろ
う。ただ、数個所気を付けて歩かなければ
ならないところがある。しかし、必ずしも
登山靴を履くまでのことはない。私は軽登
山靴、スパッツ、ゴアテックス雨具兼用ズ
ボン、レインスーツ、シングルポール、日
除け帽子、サングラス、リュック（中には
ダウンジャケット他登山用備品一式）とい
う「重装備」（登山では当たり前）だった
が、安全・安心とはいえ、こんな姿は私一
人であった。しかし、ここの気温は低い上、
天気は変わりやすく、濃霧、小雨、強風な
ど覚悟しなければならないので、旅人とし
ては用心するに越したことはないと思う。
少なくともレインスーツ上下は準備すべき
ではないだろうか。
気ままなトレッキングは楽しかった。「ベ

ッカーの滝」の先、ジャングルから出た草
原で紅茶を入れ、朝食のサンドウィッチを
いただいた。実に美味しかった。その先の

入口ゲート、入場料を支払う
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「ワールズエンド」、「ミニ・ワールズエ
ンド」では大休憩、多くの外国からの観光
客、地元スリランカの人たちに混じって、
景色を楽しんだ。子ども連れのスリランカ
のグループも多く、彼らはしきりに私に話
しかけてくる。「どこから来た？」、「スリ
ランカは初めてか？」、「何日スリランカ
にいるのか？」、「スリランカはどうだ？」、
「スリランカの料理は美味しいか？」など
など。そして、それに答えると、にこにこ
しながら手を振り、去って行く。その出で
立ちたるや、私の重装備に比べ誠に「軽
装」、普通のサンダルを履いているのはい
い方で、ほとんどビーチサンダル、つっか
け、雨具は傘、ビニールシートくらいなも
のである。子どもたちもいたし、赤子を抱
く母親もいた。おおらかといえばいいのか。
10時15分、チェックポイントに戻った。

3時間45分のトレッキングであった。外に
出て、そばのカフェ・テラスでしばし休憩。
その後、駐車場に行くと、すでにカップル
と運転手はトレッキングを終え、待ってい
てくれた。10時40分、駐車場を離れ、12
時に宿に戻った。

私は荷物を宿の玄関先に預け、そのまま
タクシーで町の中心へ送ってもらった。ま
ず宿お薦めの "Milano"で昼食。このレスト
ランはバスセンターから西へ向かって歩い
て10分ほど、2階は本格的レストランで各
国の料理を楽しめる（少々値段が高い）。
1階が地元の人の訪れるカリーの食堂、こ

宿に到着、左:タクシーの運転手兼ガイド

右：宿の世話役の若者（裸足！）

ちらの方が断然いい。チキン・ライスカリ
ー(これに2皿野菜の煮物が付く）190Rs.、
リンゴジュース100Rs.、紅茶45Rs.、小計
335Rs.、税金（10%）33.50Rs.、合計は368.
50Rs. 大変美味しく、完食、チキンカリー
のお代わりのサービス、それにこの安さ、
驚いてしまった。大変いいレストランだっ
た。ヌワラ・エリヤの町中で食事を摂る方
にはこのレストランがお薦めである。

次に、運転手お薦めの紅茶専門店で、お
土産を買い求めた。すぐそばにスーパーマ
ーケットや「飲み屋（Bar）」もあったが、
幾分疲れ気味で意気があがらず、トゥクト
ゥクで宿に戻った。宿の冷蔵庫に私専用の
ビールがあり、取り出して飲んだ。
夜になると宿のロビーの暖炉に薪が燃え

る。ソファーに二人の若い女性がいて、何
やら話していた。ドイツ語だったので話し
かけてみた。スリランカ旅行中で、翌日ホ
ールトン・プレインズ国立公園トレッキン

レストラン"Milana"の昼食、カリー

"Milano"の玄関
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グ、午後別の町へ移動とのこと。トレッキ
ングは我々と同じスケジュール、この日の
体験をもとに彼女らの質問に答えた。
その後、この日で私のスリランカ旅行は

終わり、余ったものがあったので、彼女ら

に差し上げた。チョコレート、飴玉、エネ
ルギー補給ゼリー、殺菌ウェットティッシ
ュその他。二人はその場でチョコレートを
ほおばり、笑顔で"Danke schön!" 私は荷物
が軽くなり、ありがとう。

ホールトン･プレインズ国立公園トレッキング

②なだらかな道

①6時30分、トレッキング開始

③流れを右に見て歩く

④ジャングルの中の道

⑤ジャングルを抜け、ここで朝食

⑥そばに花
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⑦気持ちのいいトレッキング

⑧ワールズエンド到着、大勢の観光客

⑨ワールズエンドにて

⑩ミニ・ワールズエンドの景色

⑫公園の外、オープンカフェ

⑪スリランカの人たち

11日目 8/26（水） ヌワラ・エリヤからコロンボへ、帰国
＊天候：小雨、曇、晴れ
＊移動
①ヌワラ・エリヤからコロンボへ
ヌワラ・エリヤ（ホテル"Piseons Nest"）08:00→［Tk、10.2km/25分、600Rs.］
→08:25ナヌオヤ駅(Nanuoya)
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【鉄道】ナヌオヤ駅→コロンボ･フォート駅、207km、3. Class 400＋手数料60＝460Rs.
ナヌオヤ(Nanuoya)駅発 09:25→［Express Tr"Udarata Menike"（Train No. 1016、
COLONBO FORT 行）、ペラデニヤ JCT・キャンディー経由］→
16:00前後(?) コロンボ・フォート駅着

②コロンボ、ホテル"The Saffron"にて
コロンボ・フォート駅→［Tk、700Rs.］→ホテル"Saffron"（預けていた荷物受取、
部屋を借りてシャワーと荷造り、夕食、休憩など）

③ホテルからコロンボ空港へ、タクシー、23ドル＋高速自動車道代300Rs.＋チップ200Rs.
ホテル20:00→21:00コロンボ・バンダラナイケ国際空港

④スリランカ出国、帰国
UL454便にてコロンボ発23:30⇒［機中泊］⇒8月27日、11:10成田国際空港→
［リムジンバス］→羽田空港発16:25⇒［JAL325］⇒18:10福岡空港

＊観光：なし
＊日誌
早めに7時朝食。8時に予約していたト

ゥクトゥクでホテルを発った。時間的に余
裕があったので、ヌワラ・エリヤの町でバ
スセンターの様子を観察し、ヴィクトリア
公園を見学した。

ホテルのテラスから

朝食

25分でナヌオヤ駅に到着、1時間、駅構
内やプラットフォームで過ごした。ナヌオ
ヤ駅は有名観光地のヌワラ・エリヤやホー
ルトン・プレインズ国立公園などに近いか
らであろうが、観光客やスリランカの人た
ちの乗客はかなり多かった。駅員さんに3

ヌワラ・エリアのバスセンター

ヴィクトリア公園
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等座席指定車両の位置を尋ねたら、一番前
とのことだった。

コロンボ行き特急列車がホームに到着、
一番前の車両の指定座席に座ると、定刻に
発車した。三等車だったが、コロンボで予
約していたので席が確保できよかった。三
等自由席は乗客が多く、そこに乗ることに
なっていたら難儀したに違いない。冷房は

①ナヌ・オヤ駅舎内

②線路が格好の生活道路らしい

③特急列車到着

なかったが、天井に扇風機が取り付けてあ
った。

キャンディーまでの山岳地帯は涼しく、
快適であったが、そこからコロンボに向か
って走り出し、低地帯になると相当暑くな
った。30℃以上であることは間違いない。
山岳地帯を走る「高原列車」の旅は噂通

り大いに楽しめた。線路が曲がりくねって

④3等座席指定車両内、まだ客は少ない

⑤天井の扇風機と吊革

⑥列車のトイレ、スリランカ形式
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いるためと思われるが、速度が遅いので外
の景色を眺めるのに都合がいい。時折小雨
が落ちてきたが（山岳地帯特有の気象）、
列車両側の山腹に広がる茶畑の眺めは素晴
らしく、飽きることがなかった。

列車はいくつかの駅に停まり、乗客を拾
って行く。やがて山岳地帯から降り切り、
ジャンクションのペラデーニヤに到着、大
きな駅で、乗り降りする人が多かった。

茶畑

いい景色である

途中の停車駅、ホームは？

ここから列車はキャンディーへ少し走
る。そこで折り返して同じ路線をここに戻
り、今度はコロンボへ向かう。キャンディ
ー駅は大変大きな駅で、大勢の客が乗り込
んできた。三等自由席車両は満員状態にな
っており、立ったままの人もいたほどであ
る。

ところで、ペラデーニヤに着く前に、列
車の中でアルファー米「五目おこわ」を仕
込んで昼食としたが、なかなか味わい深か
った。ほぼ同じ時間に、向かいの現地の親
父さんとその若い娘さんがお昼ご飯、もち
ろん現地スタイル、カリー風弁当を右手で
器用に食する。親父さんはいきなり食事を
始めた。しかし彼の食事後、娘さんは食べ
始める前に、列車の窓を開けて右手を外に
出し、優雅にペットボトルの水を注いで清
めた。サンドウィッチなどではなく、「お
米」という素材を同じくする、この二つの
「お昼弁当」の対比が面白く感じられた。

ペラデーニヤ・ジャンクション

キャンディー駅、乗降客が多い



- 40 -

ただ、私の弁当は、チタンコップの日本茶
付きではあったのだが。
ペラデーニヤからコロンボ間、列車は平

原と田園地帯を走る。カーブも少なく、あ
ったとしても緩やかなので、山岳地帯とは
違い、列車のスピードは格段に速い。記録
し忘れたが、コロンボ到着は午後4時頃だ
ったと思う。

コロンボまでは田園風景が広がる

突っ走る列車

コロンボ･フォート駅到着

ホームは駅舎から一番外の11番

コロンボ・フォート駅は3日前確認済み、
駅舎を出て、客を待つトゥクトゥクの一台
に乗り、ホテル"The Saffron"に戻った。
預けておいたスーツケースを受け取り、

ホテルの好意で一部屋借りて（泊まった部
屋）シャワーを浴びた。荷物整理を済ませ
たところでビールを飲みたかったが、不思
議なことにこのホテルにはアルコール飲料
がないので、炭酸飲料を2本飲んで落ち着
いた。夕食は残しておいたアルファー米と
缶詰の和食を食堂で、一人静かに済ませた。
午後8時、頼んでいたタクシーに乗り込

み、ホテルを後にした。ホテルの人たちが
「また来てください。」と言いながら見送
ってくれた。このタクシーはトヨタ・プリ
ウスの新車で乗り心地が大変よかった。高
速道に乗るまで町中は渋滞気味、空港まで
1時間ほどかかったと思う。それでも、午
後11時25分発の飛行機に乗るための時間
はたっぷりある。23日に Risa の見送りを
したので、空港出発口の事情が分かってい
るということもあって、慌てる必要は全く
なかった。チェック・イン、手荷物検査、
出国手続きなどすべてトラブルなく済ん
だ。その後、手元に残ったスリランカルピ
ーを使い切るべく、搭乗口前のロビーで最
後の買い物をした。紅茶、スパイス、地図、
お土産のスカーフなどなど。
スリランカ航空 UL454便は定刻離陸、

ほぼ定刻成田着、羽田空港直行リムジンバ
スで羽田空港へ。空港ターミナル内食堂で
夕食、「ラーメン」。福岡行 JAL325に乗り、
18時10分福岡着。
2015年夏のスリランカ旅行終了。

駅舎に一番近い「3番ホーム」
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スリランカ旅行
Sri Lanka Reise
2015 Sommer

2015年8月16日(日)～8月27日(木)
記録＆日誌

［アダンの木 左：2015/08/17 ネゴンボのビーチにて、右：田中 一村］

莉早との思い出のために

2015年10月31日
立花 健吾

〒814-0144 福岡県福岡市城南区梅林3-27-7
Tel: 092-862-5570 Tax: 092-862-5570
E-mai: kentachibana@jcom.home.ne.jp
URL: http://kenta-sanjin.moo.jp/


