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 ブータンは、「しあわせの国」として知られている。中には「微笑みの国」と思い込んで

いる人もいるし、「天国に一番近い国」という人もいる。もちろん微笑みの国はタイだし、

天国にいちばん近いのはニューカレドニアだ。「桃源郷」と書かれた観光案内書もあるし、

「楽園」あるいは「秘境」と書かれたものもある。みんなそれぞれ、ぼんやりとしたイメ

ージを持ちながら、結局は、「で、ブータンってどこにあるの？」という問いかけで終わる

のがブータンという国なのだろう。 

私自身の最初の印象もそのようなものだった。しあわせの国の人々はどんな表情をして

いるのだろうか。いつも笑顔を絶やさず、優しく親切で、穏やかで、欲を持たずに仙人の

ような人たちが暮らしているところなのだろうとぼんやりとしたイメージを描いていた。

それは、ある部分ではそのとおりだったし、ある部分では大きくかけ離れていた。私は、

滞在した 2 ヵ月間、戸惑い、うろたえ、混乱し、いわゆるしあわせの形というようなもの

の入口を理解するまでに長い迷路をたどった。 

私は、ここで何か一つの結論に導こうとして書き始めているのではない。結論が見えて

いるわけではないのだけれど、この国には見なければいけない何かがあるような気がする。

先行きよくわからないまま、とりあえずは、「こんな国、いやだ」と思ったところから書き

始めてみたいと思う。それが次第に「この国、いいなあ」になるのかどうかわからない。

素直に見たまま感じたまま書いてみたいと思う。 
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１．しあわせって何だっけ 

 「しあわせって何だっけ」という歌が流行

っていたことがある。1986年のことだ。明石

家さんまが軽快というのでもないむしろ気だ

るいトーンで、しあわせってこんな気分だと

いうことを歌い上げる。 

「ポンと生まれたシャボン玉」 

「白いドレスとハネムーン」 

「スプーンいっぱいのハッピネス」 

「無理はするなと言うあなた」 

「カルガモ見ている野次馬よ」 

「空に浮かんだ白い雲」 

「ぬいた指輪をまたもどす」 

もちろん、CMの方は、 

「ぽんずしょうゆのある家（うち）さ」と、

何のこっちゃ、という感じにまとめているの

だが、いや考えてみればそれは場違いな落ち

というわけではなかった。 

お金が欲しい、物が欲しいというギラギラ

した欲望、それがしあわせを実現する道だと

いう高度経済成長期の価値観が終わり、もっ

と違った、なんだかふんわりとした、新しい

＜しあわせ気分＞の時代になったというコン

セプトの CMではあったのだ。 

この「しあわせって何だっけ」という CM

は、その 23年後の 2009年にも流れていた。

「ポンズしょうゆのある家（うち）さ」が「う

まいしょうゆのある家（うち）さ」に変わっ

ただけだが、やはり明石家さんまの歌である。 

歌が世相を表現するのだとするならば、つ

まり、それは次のようなことが言えると思う

のだ。 

我が国は、収入がどんどん増えて、新しい

電気製品や利便商品を入手できるという裕福

感、贅沢感でしあわせを感じる時代が終わっ

てから後、新しいしあわせの形を探し求め、

懸命な模索を続けたのだけれど、その後 20

年経ってもまだ探し当てることができないで

いる。20年経っても、まだ高度経済成長期の

残影を背負って生き続けている国だというこ

とだ。 

だからなのか、どうなのか、GNHと聞く

と狼狽えてしまうところがあるようだ。なに

しろ、GNHという言葉から、「微笑み」とか

「天国」とか「神秘」とか「桃源郷」とか「楽

園」とか、様々な、しかし、似て非なるキー

ワードを連想してしまうのだから。 

 ブータンで、GNH（Gross National 

Happiness）が提唱された時期には諸説ある。

1979年に、ハバナで行われた第 6回非同盟

諸国首脳会議の帰途、第 4代国王がインドの

メディアからインタビューを受けた時の発言

との説もあるし、1976年のコロンボにおける

第 5回非同盟諸国会議後の記者会見で、

「Gross National Happiness is more 

important than Gross National Product.」

と発言したとの説もある。最も古いところで

は 1972年の第 4代国王の即位演説中に述べ

られたとも言われている。 

1972年といえば、わが国はまだ高度経済成

長の中にあり、オイルショックまであと 1年

という時である。公害問題が深刻化し、1971

年には環境庁が誕生するなど経済成長に対す

る反省が少しずつ盛り上がってきてはいたが、

まだまだ、経済成長の残像を追いかけていた

時であることを考えれば、その時にすでに経

済成長一辺倒ではダメ！と宣言したというの

は、たいした先見の明ということはできると

思う。 

山しかないようなちっぽけな国だから経済

成長なんか望むべくもない。GNPではなく

GNHというキーワードを考えたのは窮余の

策なのだという、日本人なら誰でも考えそう

な感想は違うような気がするのだ。 

 では、ブータンが考える「しあわせ」とは

どのような状態なのだろうか。 

 一応、指標というものがあって、GNHの 4

本柱として、「持続可能で公平な社会経済開発」
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「環境保護」「文化の推進」「良き統治」が挙

げられ、その指標として「心理的な幸福」「国

民の健康」「教育」「文化の多様性」「地域の活

力」「環境の多様性と活力」「時間の使い方と

バランス」「生活水準・所得」「良き統治」の

9つの分野が挙げられているのだそうだが、

特段印象的な言葉はない。 

 第 4代国王のもとで、長くブータンにかか

わってこられた今枝由郎氏によると、第 4代

国王は、幸福というのは非常に主観的なもの

だから国の方針とはなりえないとした上で、

本当に意図したことは、むしろ「充足」

(contentedness)ということであり、ブータン

国民の一人一人が、ブータン人として生きる

ことを誇りに思い、自分の人生に充足感を持

つことであると語っていたとのことである。 

これなら、わかる。いずれにせよ国王は、

このことをよって、近代化をベースダウンし、

ブータンの伝統文化と自然を保ちつつ、ブー

タンのアイデンティティを確立することを

優先することとした。 

 おそらくこれは、アジアのどの国とも違う

考え方だと思う。タイでもベトナムでもイン

ドネシアでもあるいはミャンマーでも、彼ら

が目指す理想像は、高度経済成長期の日本で

あろうと感じるし、そして、それは、私たち

日本人にとっても、優越感を伴う心地よい反

応ではあるのであるが、この国にはそれがな

い。私がこの国で最初に戸惑い、楽しめない

気分になったのは、その優越感を感じること

ができなかったことだと思う。 

 意外なのは、ブータンの人々がこの GNH

という言葉を誇らしくたびたび口にしている

かとそうではない。2か月の間にブータンの

人たちから GNHという言葉を直接聞いたこ

とはない。街中にこの言葉があふれているか

というとそれもない。わずかに市内バスの背

後に、 

TAKE  A  RIDE  AND  BE  HAPPY 

の文字が見える程度である。 国王夫妻の写

真が街に溢れていることを考えると異様な感

じがする。 

 

 かと言って、GNHという概念が人々に拒

否されているかというとそうではない。

「GNHという概念は世界的に有名な言葉で

す」と、まあ、ちょっとゴマすり混じりに言

うと、嬉しそうに反応する。おそらく、さほ

ど騒ぎ立てるようなことではないという発想

なのだろう。 

 それに、「GNSなら知っているよ」と多少

声をひそめていうくらいの柔軟性もあるのだ。

で、この場合の Sは何かというと SADの S

なのだそうな。 

 

２．「おじさん、弱っちく見える」 

 滞在したホテルは街の中心部にあった。手

信号の交通警察官がいることで有名な交差点

も部屋の窓から見ることができるし、私の部

屋は最上階の 5階にあったので人口 10万人

の首都の唯一といっていいようなメインスト

リートも見渡すことができた。狭い盆地の中

にできた街なので、山肌がすぐ近くに迫って

いる。部屋の窓から力いっぱい石を投げたら

山のすそ野に当たりそうな気がするくらいだ。 

いや、本当は私の肩では無理だけれど、イチ

ローなら 2回のスローイングで間違いなく届

くだろう。この街を囲う山々はさほど高くは

ないのだが、四方いずれも険しい傾斜になっ

ているので、街の中心部の日照時間は 40分
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は損している。陽は街の中心部から消えてい

き次第に山肌を登り、やがて頂上からも光が

消える。季節によっても違うのだろうが、私

がいた時期はきっかり 40分だった。 

 

警察官による手信号の交差点 

 

山の頂上に残る陽 

 ホテルの 2階はカフェになっており、肌の

白い西洋人のお客で溢れている。若い女性も

いれば、老婦人もいるし、赤い僧服を着た老

紳士もいる。多くの人はパソコンを手にして

なにやら打ち込んでいる。以前は日本人のた

まり場になっていたのだそうだが、色の白い

人たちが増えるにつれて、いつの間にか日本

人は消えていたのだという。日本人はどの国

にいても白人は苦手なのだ。私も、好きこの

んでこのグループに入りたくはないのだが、

部屋ではネットが使えないので、仕方なく日

に一度は顔を出す。 

経営者の子供は６・７才くらいだろうか、

腕白盛りで、白い人たちの間をローラースケ

ートで走り回ったりする。決して臆する気配

はなく、白い人たちが連れてきた同じ年代の

女の子と話し込んだり、若い女性からマスコ

ットのような存在なのだろうか、親しく話し

かけられ、時には抱擁されたりしている。私

は英語が話せない多くの日本人と同様にこの

少年が苦手だった。だからほとんど話すこと

がなかったのだが、2ヶ月も長期滞在する宿

泊客は多くなかったので、自然と顔見知りに

なっていった。 

ある時、パソコンを立ち上げてメールを見

ようとしていたら、その少年が寄ってきて、 

You look like weak 

と言った。 

ちょっとショックだった。いや、かなりシ

ョックだった。私は、この国の人たちから弱

っちく見えるのだ。私の表情を客観的な気分

になって見ると（もちろん、自分自身を客観

的に見ることは困難だけれど）、優しげである、

愛想笑いをよくする、誠実そうでもある・・・・

エーとあとは出てこない。要するに多くの日

本人とほぼ違いがない、ごく普通の表情なの

だと思う。それが、弱っちくみえるにはおそ

らく二つの理由があると思う。 

一つは英語に自信がないので、積極的に人

に話しかけることはないから、自然と自信が

ないように見える。もう一つは、ブータン人

自身が堂々としているということだ。貧しい

から恥ずかしいとは思わない。日本人が金持

ちだからといって卑下することもない。恥ず

べきことだが、そのことが私の開発途上国に

対する予定調和といった気分を妨げるのだ。

経済というささやかな優位性を失うと、とた

んに気弱になるのが情けない。その弱気が子

供に見透かされたと思うとますます悲しい。 

恥ずかしい話をもう一つうち明けてしまう

のだが、職場ですれ違った青年とほんとうに

まあ情けない会話をしてしまったのだった。 

「日本人は英語が苦手だけれど、ブータン

人はすごいね。子供でもぺらぺらだ」 
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「これからは国際交流の時代だからね。私

たちの国は英語教育に熱心なんだ」 

「中国人も英語が苦手だね」（日本人だけだ

としゃくにさわるので） 

「うん、でも日本よりもマシだ」 

「タイはよく話せる方じゃないか」 

「まあ、まあだ。ベトナムはだめだね」 

ここで、私はプチンと切れてしまった。 

「一つ聞いていいか。ブータンは独自な文

化を大切にしている国だし、外国との貿易も

積極的ではない。この国にとって国際交流は

そんなに大切なことではないのではないか」 

「独自の文化を大切にしているのはたしか

だが、それだけでは駄目だ。世界から孤立し

てはいけない」 

「たしかにそうだし、私たち日本人も英語

教育を変えなくてはいけないのだろうが、な

にしろ勉強するためには日本語だけで充分す

ぎるほど揃っている。その点、ブータンでは、

国語のゾンカではほとんど勉強する資料がな

いのではないか？ 教師もインド人が多いか

ら必然的に英語になると聞く。むしろ、ゾン

カの教育を徹底するべきではないか」 

 決して、それは私の本意ではないのだが、

罵りたいという気持ちを抑えることができな

かった。相手が、日本は福島と広島が放射能

で汚染されていると言ってきたら、第二次世

界大戦の具体的な構図を質問し、日本はドイ

ツを相手に戦争をしたのだろうと聞くと、こ

こぞとばかり厳しく指摘した。街中の本屋に

小説がほとんどみられないことをネタに、外

国の著名な作家を知っているかと責めた。 

 この二つが、2ヶ月の間に私が犯した最も

恥ずべき行動ワースト 2だった。前者はもっ

とも情けない出来事で、後者はもっともアホ

な出来事だった。 

 

３．インド人労働者 

 海外生活にはかなりの耐性があると思って

いたが、１週間で音をあげてしまった。寂し

くてたまらないのだ。「あれ？こんなんだっ

け？」と、うろたえる日々が続いた。 

 理由はいくつか考えられる。まずこちらの

人たちとは肌合いが違うという面があったの

かもしれない。たとえば、この町で多く見か

けるインド系の人たちとは顔かたちも違うし、

目つきも鋭いから違和感を持つことが多い。

街に魅力がないということもあるのかもしれ

ない。ショッピングという点では日本人には

まったく魅力のない街だ。街全体がくすんで

見えるし、垢抜けたショウウィンドウという

のはどこにもない。それに夜が怖い。何が怖

いかというと犬だ。そこここにいる野犬は、

昼は無気力そのものという感じで寝ているか

らまあいいとして、暗くなると元気になる。

一度だけ、私も犬に吠えられたというか凄ま

れたことがある。吠えられたらにらみ返せと

いう諸先輩の忠告に従って目を鋭くして見返

したら吠えるのを止めた。しかし、それ以降、

私は引きこもりになってしまった。夕食はホ

テルから約２０メートルの近場にあるレスト

ランに馴染みを作り、やはりそのレストラン

の一階に朝食用のパンケーキを売る店を確保

して、少なくとも夜 7時を過ぎたらホテルの

自室に籠もりテレビをつける。インドのチャ

ンネルが多いのだが、美男美女が目と目を合

わせて誘う仕草を延々と繰り返す、年中発情

期といった感じの番組を 10 分も見ていると

気が滅入る。ネットが使えないホテルだった

から 9時にはもう寝るしかない。すると当然

4 時には目が覚める。枕元のライトをつけて

ぼんやりと天井を見ていると胸が締め付けら

れる。ひょっとすると、これはウツの始まり

なのだろうか。 

 しかし、これではいけない。私は、なんと

しても GNH を肯定的に体感したい。そのた

めに、私ができることは、首都を出ることだ

と思った。「地球の歩き方」を熟読し、私がね
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らいを定めた都市は古都プナカ。3 時間で行

くことができるから土日を利用した旅には絶

好な距離だし、たぶん、首都よりはかなり暖

かい。アジアは暑くなければいけないのだ。 

 何で行くか。タクシーはダメでしょう。だ

って、田舎を見に行くのに貴族の乗り物は駄

目です。市内のバス乗り場は大きく二つあっ

て、一つは市内バス用、もう一つは長距離バ

ス用である。その長距離バスターミナルに何

度か足を運び情報を収集した。バスターミナ

ルには 10 カ所ほどの窓口があり、そのうち

いくつかの窓口に愛想の悪いお姉ちゃんがド

テッという感じでふんぞり返っている。そう

いえば、この国は愛想がない人が多い。笑わ

ない。ツンとしているように見えることもあ

る。どの本だったか忘れたが、この国は過去

に植民地になったことがないから人に媚びを

売るという習慣がなくプライドが高い人が多

いのだという。真偽のほどは定かではないが、

そう聞かされれば、我慢はできる。 

「プナカへ行きたいのだけれど」というと、 

「午前か午後か？」 

「午前」 

「ファイブ！」 

つまり 5番窓口に行けと。5番窓口で 

「何時に出るの？」と聞くと 

「エイト」という。 

事細かに説明されても、理解ができなくて

空しくなるが、短すぎるのもいかがなものだ

ろうか。 

必要最低限の情報を入手し、さて当日、大

いに張り切って、一泊するのだからシーツま

で引っぱがして洗濯し、パジャマも久しぶり

に手洗いし、7 時過ぎにホテルを出て、まだ

元気の残る犬たちを避けつつ、バスターミナ

ルまで歩いていった。 

 すこぶる不親切なバス乗り場なのだ。いく

つかバスは待っているのに、どこ行きなのか

はわからない。唯一行き先を書いてあったの

は、「HA」という、日本人ならいくらでもギ

ャグのネタにできる変わった地名行きのバス

だけだ。長距離バスとはいっても、大型のバ

スは一台もない。マイクロバスだ。とりあえ

ず、愛想の悪いお姉ちゃんからチケットを買

う。70ヌルタム。安い。3時間乗って 100円

ちょっと。そのチケットを後生大事にポケッ

トに入れる。バスの近くにいて英語ができそ

うな若い人を捜し、これはどこ行き？と聞い

てまわる。まだ、来ていないのではないかと

いうことだったので、ひたすらあたりに注意

を払って待っていると、8時 10分ほど前に 1

台入ってきたバスに誰かが声をかけ、運転手

が「プナカ」と答える。これだ！と喜び勇ん

で乗り込む。一番乗りだ。本当は運転席の横

に座りたかったのだが、どこから乗り込んで

きたのか子供と母親が既に席を占めていた。

私の次に入ってきたのは、人ではなく荷物だ

った。いろいろな形状をした荷物が次々に運

転席の後ろに積み込まれる。カタリと窓を叩

く音がしたので外を見るとロープが垂れてい

た。バスの上にも荷物を載せ、ロープで結わ

えているのだ。 

 運転席の後ろには短い暖簾のようなものが

垂れている。黄色と緑を基調にしたこの国特

有の色合いだが、汚れている。黒ずんでいる。

フロントガラスの上方には仏像の絵がずらり

と並んでいるが、これも年期が入っている。 

 やがて、人も乗ってきた。皆あまり身なり

がいいとは言えない。服も汚れているし、ヒ

ゲだらけでむさい顔の男もいる。私の隣りに

は若い女性が座った。グリーンの民族衣装キ

ラは清潔だったし、顔も整って嫌みがなかっ

た。ラッキーと思った。心底。年甲斐もなく

というよりも、不潔なおじさんよりは、清潔

で整った顔立ちの女性の方が百倍もいいとい

うのは、私が男であろうと女であろうとそう

思うだろう。後ろに空席がたくさんあったの

に、わざわざ私の隣の席を選ぶとは、なんと
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いい子だろうか。どこへ行くの？とか話しか

けられて、私はかなり有頂天になってしまっ

た。しかし、幸運は 9時ちょっと過ぎまでだ

った。出発前に車掌が検札に来て、私のチケ

ットを見て、後ろの席を指さした。どうやら

指定席になっているらしい。指示された席に

は既に人と荷物が乗っていて、「あれ、この人

は男だろうか女だろうか」と真剣に考えるほ

ど、いや今でも確信もって答えることはでき

ないのだが、その人は元々は白だったと思う

のだが、何度も洗ったために黄ばんできたよ

うなＴシャツを着ていた。これは地獄だと思

ったけれど、いかんともしがたい。 

 ともあれバスは出発した。市内を抜けるま

で何度も停車して人を乗せた。そのたびに新

しい乗客は私の側を通り後ろの席に座る。多

くの人たちは服が薄汚れていたので、あまり

接触はしたくないが、狭い通路を身を擦りつ

けるように通っていく。一度、目の不自由そ

うな老婆とその手を引いた若い女性が乗り込

んできたが、若い女性は老婆を乗せると焦っ

た様子で前方へ移動し外へ出た。見ると、彼

女はいかにも心配でたまらないという様子で、

老婆を見送っていた。この３時間の旅はこの

国の人たちにとって大きな、大きな旅なのだ

ということが実感できた。 

 バスは山道を登り始めた。この道はごみ埋

立地へ通じる道だから、何度も通ったことが

あるし大型の古いごみ収集車であがきながら

登ったこともある。それに比べると、このバ

スは元気がいい。 

ティンプー市は標高 2300 メートルで、途

中3100メートルの峠を越えて標高1300メー

トルのプナカに着く。つまり、3 時間の旅は

800 メートルの登りと 1800 メートルの下り

坂があるということになる。一応道路の中央

部はアスファルト舗装がされているが、山肌

を削り取ったような幅員約 5、6 メートルの

道路でこの旅をこなすのはかなり危険なこと

なのだということにはあまり注意を払ってい

なかった。で、私は、やがて寝た。 

 ウトウトしていて気がつくと、バスは停ま

っており、私は車掌に呼ばれていた。多少朦

朧とした頭で、車掌の顔を見る。まだ若い。

ジーパンにジャンパーというラフな格好だっ

たがよく見ると締まったいい顔をしている。

誠実な表情も見える。この国にいると、時と

してこのような表情に出会うことがある。生

まれた時期と場所が変わり、生活する環境が

変われば、まったく違う人生が待っていただ

ろうと思わせるような表情だった。 

 初め、私は自分が呼ばれているとは思わな

かった。周りを見渡し、「エッ、私？」と自分

を指さすと、そうだと首を縦に振った。見る

と、そこは検問らしい踏切と建物があった。

私はパスポートの写しを持っていることを確

認しリュックを持って外に出た。 

 検問所でパスポートを見せる。車掌が心配

そうな顔で付いてくる。検問所の若い兄ちゃ

んが、これだけかという。これだけだと答え

ると、ロード・パーミットはないのかと聞か

れる。ないと答える。 

「じゃあ、ワーク・パーミットは？」 

「なんだ、それは」 

「なければ、だめだ」 

「何故だ、国道を通るのに何故そんなものが

必要なのだ」 

「いや、必要だから必要なのだ」 

「何言ってやんでぇ、ケッ」と思ったけれど、

口には出さない。 

「分かった、引き返せばいいのだろう」 

心配そうに見ている車掌に、ごめん、私を

残して行ってくれというと、なんだか惨めな

気持ちになる。 

テレビドラマではよくあることだが、その

時、温厚な紳士風、ちょっとインテリ風なお

じさんが、その部屋に入ってきて、ハワット・

ハップン？とにこやかに声をかける。検査官



8 

 

がなにやら説明すると、私を見て、ペナルテ

ィを取られるのでね、と言う。 

「まだ、越えていないのに、何故罰金を払わ

なければいけないのだ」 

言ってしまってから、ここを無断で通って

しまうと、後でペナルティを取られるのだと

いう意味で言われたのだということに気がつ

く。その自らの反応の遅さに気付いてから、

恥ずかしさのあまり冷静になった。 

検査官のコンピューターを覗き込むと、た

った 5名のリストが載っていた。よく見ると

私の名前が見える。これは、帰された者のリ

ストかと聞くと、そうだと言う。国名を見る

と、イギリスとかフランスとかヨーロッパ系

が多い。それで心和んでしまうのが、白人コ

ンプレックスだと思うと悲しい。 

じゃあ、帰りのバスが来るまでここで待た

せてくれないかというと，紳士風がどうぞと

答え、外を歩いていいかと聞くと、リフレッ

シュ！と笑顔を見せ、掌を上に向けて外を指

し示す。ほんとにまあ、大人と子供の会話だ。 

 この検問所は、すべての車が止まるので、

果物や菓子を売っている屋台がずらりと並ん

でいる。リンゴを透明のプラスチック袋に入

れて、山高帽のようになったものが売られて

いる。競争という発想を排除したのか、どの

屋台も判で押したように同じものを同じ姿で

売っている。 

 

検問所のリンゴ屋台 

ふと見ると、反対車線にバスが停まるのが

見えた。白地にブルーのすっきりした色合い

のバスだった。ああ、よかった、これで戻る

ことができるとホッとして、紳士風にあれに

乗って帰ってもいいか？と聞くと、あれはイ

ンド人のバスだから、乗ることはできないと

答える。 

 閑散としていた検問所が急に慌ただしくな

った。見るからにインド人という彫の深い顔

つきの人たちが、検問所にやってきて、カー

ドのようなものを差し出す。これが噂に聞く

インドからの労働者か。この国は、経済活動

の多くをインドに頼っている。何しろ最大の

輸出品目がインドへの水力発電だというのだ

からすごい。街にもインド車が溢れている。

商店にはかなり劣化した段ボールに包まれた

インドからの商品が運ばれている。大学もイ

ンドの大学に行く人が多いという。印象とし

てはインドの属国ではないかと思うくらいな

のに、建築作業員などの重労働作業者はイン

ドからやってくる。ブータンの人たちはそう

いうきつい仕事をやりたがらないのだという。

それで、失業率をなんとかしなければという

ことが大きな問題になっているのだから不思

議ではあるし、技術の空洞化という不安もあ

る。あんた達なに考えているんねんという気

持ちにもなってくるのだ。ともあれ、その労

働者達が次々証明書のようなカードを窓口か

ら差し出してくる。これがワーク・パーミッ

トかと聞くと、紳士風がそうだと答える。や

がて、紳士風も鷹揚に構えていられないよう

な騒ぎになった。鈴なりの人たちから差し出

されるワーク・パーミットの内容を若い検査

官がコンピュータに入力し、終わったカード

を紳士風が名前を呼び上げ戻す。こういう場

合の名前の呼び方は普通どうなるんだろうか。

ミスターとか付けて呼ばないのだろうか。そ

のあたりの常識は分からないが、彼は呼び捨

てにして返す。なんだか、インド人の労働者

を見下しているような感じで、違和感がある。
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一体あなた達に差別できるどんな根拠がある

のだよと言いたくもなる。窓口から一斉に手

を差し出すインド人労働者が気の毒にも思え

る。彼らは、一応の結束力はあるようで、一

枚一枚出すのではなく、１０人分まとめて出

すようなやり方を取っているのだが、なかな

か終わらない。見ているのが辛くてしばらく

外に出た。 

 

検問所のインド人労働者 

 荷台に見るからに重そうな鉄骨を載せた大

型トラックがエンストしている。ブンブンと

空ぶかししてギアを入れるとプツンと切れる。

スルスルと後ろに下がる。後ろに付けていた

中型トラックが慌てた様子でバックするが、

その後ろにも小型の乗用車がいるので、大き

く下がることができない。そういうエンスト

が２回あってやっと鉄骨を載せた車は山を登

っていった。 

インド人を乗せたバスの手続きが済むまで

に 2・30 分はかかったのではないだろうか。

その間も外国人を乗せた観光のタクシーも

次々とやってくるのだが、彼らは決して降り

ることはない。ブータン人のガイドが書類を

持ってくる。通行手形のようなもので、紙切

れ一枚に 3・4 行書いてある。それにスタン

プを押し検査官のサインをして終わりだ。「ほ

ら、あんたもイミグレーションでこれをもら

ってくればよかったんだよ」と見せられる。

「そうかい」と答えるが、紛争の気配がある

というインド国境ならともかく、いったいこ

の場所で、このような手続きをすることにさ

っぱり意味を見いだせない私は、それ以上の

反応はしない。インド人労働者の数をコント

ロールしておくための検問なのだと聞いたの

は後の事だ。 

 翌日の新聞によると、彼らはプナカに建設

しようとしている水力発電の建設現場で働い

ているインド人労働者で、土日の休みを利用

してインド国境の町プンツォリンまで行く途

中だったのだという。 

 インド人のグループが去ると、検問所はま

た静かになった。ほどなく、紳士風が、通り

を指さし、タクシーが来たからあれに乗れば

いいと部屋を飛び出しその車を止めてくれた。

タクシーとはいっても、小型バンの車で、前

に運転手と客１人、後ろの座席は２列になっ

ていてそれぞれ２人ずつ乗っている。全部で

5 人の客が乗っている。2 列目にいる客が椅

子を倒し、私を 3列目に案内しようとしたが、

運転手がそれを制して助手席に乗れという。

こちらに来て、何度か最前列に 3人という経

験はしたがあまり気持ちのいいものではない。

シートベルトはもちろんない。しかし、贅沢

は言っていられない。私の隣りには老人が乗

っていた。白い顎髭をはやし、私よりはかな

り年上に見えた。＜ゴ＞の袖口が汚れていた。

こちらの男性用の民族衣装＜ゴ＞の袖口は２

０センチくらいの白い布で覆われている。ゴ

の下に白い襦袢を着て袖口で折り返す場合も

あるが、いずれにしてもその白い部分は例外

なく洗濯が行き届いているのか汚れているの

を見たことがない。しかしこの老人の折り返

しは黒ずんでいた。ちょっといやな感じはし

たのだが、そんなことはいっていられない。 

 10分ほど下った頃だろうか、車が数台停ま

っていた。アッ！という息をのむ声が、私た

ちの乗り合いタクシーの中で一斉に上がった。

バスが谷に落ちていた。白とブルーのバスだ

った。先ほどのインド人を乗せたバスだとい
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うことはすぐ分かった。乗り合いタクシーの

運転手は車を脇に寄せて、状況を確認しなけ

ればいけないというようなことを言った。私

たちも車を降りた。さほど深い谷ではないが、

バスはすっぽりと谷にはまりこみ、ハザード

ランプが点滅し続けている。道路に数人の人

が横たわり、額や目尻から血を流していた。

女性が男性を膝に抱き、額の血を拭っていた。

女性はインド人の顔ではないから、通りがか

りのブータン人なのだろう。まるで夫を抱く

ように子供を抱くように悲痛な表情で血を拭

っていた。男たちが何人か谷を降り、残りの

人を助けようとしていた。こちらもインド人

ではなくブータン人なのだろう。翌日の新聞

によると運転手を含め 43 人が事故に遭った

ということなので、まだバスの中にはかなり

の人が残っていたのだろう。 

 

バス転落現場 

私たちのタクシーの運転手は、黙って首を

横に振り、乗客を元に戻し、その場を離れた。

運転をしながら、何度もオーバー・スピード

という言葉を口にしたが、だれも言葉を返す

ものがいなかった。それぞれがそれぞれの方

法で、心の動揺を反芻していた。 

 タクシーがティンプー市の中心部に着いた

時、時計を見ると 10時 10分だった。8時過

ぎに出発して、わずか 2 時間の旅だったが、

とても長い一日だったと思った。 

彼らの月収は5000ヌルタムなのだという。

この金額では、ブータン人は誰もその作業に

就こうとしないので、彼らが重宝される。彼

らは作業場の近くに小屋を建て、そこで寝起

きして金を貯め故郷に戻る。 

 

建設現場（右下の小屋がインド人労働者の住ま

い） 

不幸な境遇にいる者には不幸な事件が付い

て回る、いやそうではないはずだ、と同じ言

葉を繰り返した。いずれにしても、この不幸

な人間を、それまで何の繋がりもなかっただ

ろうブータン女性が胸に掻き抱き、日本人で

ある私はそこに残ることも助けることも選択

しなかったことだけは記憶に残すべきことだ

と思った。 

 

４．ごみ収集車に乗る 

（その一 寛平さんに似たドライバー） 

 誰かに似ていると思ったら間寛平だった。

愛想がよくて、憎めなくて、ちょっとそそっ

かしい。ドライバー歴 30年になるそうだ。 

 ごみ処理と向き合って 40 年になるが、今

まで収集車の助手席に座ったことは一度もな

い。今回も初めはレンタカーを雇って、収集

車の後を追いかけるつもりだった。しかし、

英語の会話能力の不足のなせる業なのだろう

と思うのだけれど、気がつけば収集車の助手

席に乗って、収集状況を観察するということ

になっていた。しかし、私には異存はない。 

 私が乗る収集車は TOYOTA の銘板が打た
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れているが今時こんなオールドファッション

の TOYOTA コンパクターがあるだろうかと

いうような古めかしいデザインだった。供与

年は一応2002年ということになっているが、

その前に散々日本で使われていたのだろうか

らどのくらい酷使されてきた車なのかはわか

らない。シートベルトはもちろんない。高い

位置からシートベルトなしで外を見下ろすの

は怖い。私は真ん中の席に座り、右に寛平さ

ん、左に積み込み補助員の男性が座っている。

７時 20 分頃に出発した。おっと距離メータ

を確認しておかなければとメータを見ると、

しっかりとゼロに合わせてくれている。あり

がとうと目配せをすると、寛平さんは首を横

に傾げて、「動かないんだ」という仕草をする。

この国の人たちは英語教育をしっかり受けて

いるので、たいがいの人たちは流ちょうに話

すのだが、年齢のせいかあるいは他の理由か

らかほとんど話せない人もいる。寛平さんは

後者のタイプらしく、言葉では意志の疎通は

できない。念のため、親メータの数値を記録

しておいたのだが、しばらく走ってから見て

もまったく数値は変わっていないので、すべ

てのメータが壊れているということだろう。 

 この車が収集する担当区域は市のメインス

トリートだ。人口約 10 万人と言われるこの

街で唯一と言っていい商店街が 3km弱続く。

7 時 20 分頃に倉庫を出発し、10 分も走ると

最初の収集地点に着く。いきなりメインスト

リートに入るのではなくしばらくはその周辺

を走ることになっている。程なくもう一人の

積み込み補助員が現れた。特に制服があるわ

けではないが、運転手を含めて 3人とも市の

職員なのだという。補助員と敢えていうのに

は理由がある。積み込みは排出者自身が行う

ので、あくまでも車の後ろにいる彼らは補助

員なのだ。みんな揃ったところで、寛平さん

がハンドルの下にあるスイッチを入れた。突

然ピーポー音が聞こえた。でかい！  

「ピーポー、ピーポー、ピーポー」 

それほどしつこい回数ではない。3 回から

5回程度。寛平さんの人柄なのかもしれない。

そのままジッとしていると、ほどなく人がバ

ケツや段ボールを持ってやってくる。なにし

ろ、早い時間なので、民族衣装を着ている人

は少ない。短パンの男性や肩もあらわにネグ

リジェと見まがうかのような露出度の高い服

を着ている女性もいる。露出度の少ない民族

衣装のキラを見慣れている目にはドキリとす

る。 

排出者は直接収集車にごみを投入する、積

み込み補助員は投入されたごみの中からペッ

トボトルとビールビンを回収し、別の袋に入

れる。これは、タイでも見られた方法でもあ

るし、途上国では常態化しているやり方なの

だと思う。私は排出者数をカウントし、排出

容器の形態を記録する。32人を数えたところ

であらかた出尽くした感じになり、次へ移動

する。この間、9 分間。待っていましたとい

うように 9分以内に持ち出すというのはどう

なのだろうか。住民にとって負担なのだろう

か。よくわからない。それほど遠距離まで移

動するわけではない。30～50メートル間隔で

移動する。そのたびにピーポー、ピーポーす

るわけだから、ある程度心の準備ができるの

かもしれない。 

「大阪市の環境事業 120 年の歩み」に、

1965年当時の排出風景が掲載されている。割

烹着を着たお母さんがポリバケツを持って収

集車に向かう風景だが、この国の排出風景も

まったく変わりがない。割烹着が短パンおじ

さんやジーパンお姉さんやキラという民族衣

装に変わっただけのことだ。 
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大阪市 1965年当時の排出風景1 

 

ブータンのごみ排出風景 

 

最初は、移動するたびに私は車に乗り降り

していたのだが、あんまり早く次の集積所に

着くものだから、メインストリートに入って

からは歩いて移動するようになった。そのた

びに寛平さんは、次はあの建物の前で停まる

からと身振りで教えてくれる。言っているこ

とはほとんど分からないけれど、なにしろ 20

メートルほど先なのだから、さほど気にしな

いで歩くことができる。積み込み補助員も、

作業が終わると私を見て、「どうぞ、先にお進

みください」というような仕草で促す。それ

が、なんとも気品があるというのだろうか、

あまり私は経験がないのだが、テレビで見た

中で言えば、執事がお嬢様をご案内するよう

な、あるいは、結婚式場で新郎新婦を誘導す

る案内人のような。ごみというかなり汚い物

                                                 
1 大阪市の環境事業 120年の歩み，大阪市，

2000 

体を間に挟んで、私と運転手と積み込み補助

員はかなりエレガントな関係を構築していっ

た。 

この地区は、商店街で 5階建て程度の中級

ホテルやアパートも多い。見渡す限り人の臭

いがするのに、32人というのは少ないような

気もするが、日曜日以外の毎日収集なのでこ

んなものなのかもしれない。ごみも、厨芥が

多いわけでなく、紙屑が多い。お菓子の紙袋

とかプラスチックの袋も多い。段ボールが目

に付くのだ。考えてみればそれは当たり前の

ことかもしれない。この国の商品の大半はイ

ンドからやってくる。商品の多くは段ボール

に入ってくるのだが、この国から商品と言え

るものはほとんど出ていかない。なにしろ最

大の輸出産業は水力発電なのだから、段ボー

ルのお返しをすることができないのだ。おま

けにこの国には古紙の再生工場はない。古紙

は細々とインドに持っていくだけなのだから、

古紙がごみとして出てくるのは当たり前のこ

となのだ。 

ペットボトルも多い。飲料水は 500リット

ルで 15ヌルタム（20円）程度なのだし、生

水は飲めないので、どんどん出てくる。この

国の一番の廃棄物資源はペットボトルだ。ど

んどん排出されるペットボトルを集めるのが、

収集補助員の収入になる。初めは竹製の籠に

入れ、それも 2・3 カ所で一杯になるので大

きな袋に移す。それを数回繰り返すとその袋

も一杯になるので、ごみの中からビニール製

の紐を取りだし、器用に上部を縫いつけ、収

集車の上部に載せる。この日は 27 カ所で収

集したのだが 3回袋を上部に載せた。パンパ

ンに膨れあがった袋を紐で結わえて下の一人

が押し上げ，車の屋根に乗ったもう一人が引

き上げる。30キログラムを超える袋を吊り上

げるのはかなりの労働だ。 



13 

 

 

 

 

 

なにしろ犬が多い土地柄なので、収集車に

犬が寄ってくることもある。ワッサワッサと

たかるほどではない。この国の野犬は人に従

順だ。あっち行けという仕草をするとあっち

に行く。だから収集に困るという状態ではな

いが、たまに積み込み補助員が厨芥をくれて

やることがある。一度、30センチは優にある

魚をドンと犬に投げてやったことがあるが、

犬は口をいっぱいに広げくわえて持っていっ

た。ネズミも一匹入っていたことがあって、

その尻尾を掴んで放り投げてやったら今度は

ちょっと臭いを嗅いだだけで見向きもしなく

なった。「猫じゃないんだぞ」という犬には犬 

のプライドがあるのだろうか。 

 

収集車には犬もやってくる 

 

メインストリートに入る前に 10 カ所ほど

その周辺を回った後に、さあこれからいよい

よメインストリートに入るという時に、寛平

さんがやってくれた。 

「ちょっとトラブルが発生した」 

なんだと聞くと燃料計を指さした。 

見ると、燃料計が emptyになっている。や

れやれ。幸いすぐ近くにガソリンスタンド（聞

けば、この国はすべて軽油なのだそうだから

ガソリンスタンドとは言わないのだろうが）

があるから、まあいいか。が、寛平さんは、

そこには見向きもせずに、来た道をひたすら

戻る。収集管理事務所に戻り何かを待ってい

る。その事務所には燃料タンクの気配はない

から、そこで入れるわけではないのだろう。

何故じっと待っているのかはわからない。2

人の間に会話は成立しないから聞くわけにも

いかない。やがて、寛平さんが、顔をしかめ

て泣き顔で、こちらに話しかけてくる。「怒っ

ている」という。言葉はわからないが、動作

でわかる。なんと、この国でも、怒っている

という仕草は、頭に指で角を作るのだ。この

国にも鬼はいるのだろうか。やがて、鬼がや

ってきた。収集オフィスのボスだ。烈火のご

ペットボトルの回収 

最初は籠により分け，袋に入れ，さらにそれを車

の上部に積み上げる 
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とく怒っている。ひたすら早口で、止まらな

い。どうやら私の調査があるのになんたるこ

とだ、という雰囲気でもある。言うだけいう

と、こちらに英語でさらっとあやまる。私は

寛平さんのために、ノープロブレムと答える。

それから、寛平さんは伝票のようなものを持

って、収集車基地の近くにあるスタンドに向

かう。満タンにして 90 リットル入った。い

つの間にか鬼がそこにいてメータをチェック

している。収集車が元の場所に戻るまでに 1

時間 12分かかった。その間、「来るぞ、来る

ぞ」と待ちかまえていた人はどうしていたの

だろうか。誰も怒る人はいない。メインスト

リートに入ると排出されるごみの量は格段に

増えてくる。黒いごみバケツを持ってくる人

もいるが、段ボールに入れて持ってくる人も

多い。段ボールをそのまま捨てる人と持ち帰

る人、まちまちだ。 

収集車の横を鼻を押さえて通り過ぎる人が

いる。日本と比べるとこの国は街全体が汚れ

ている。歩道にはごみが落ちているし、側溝

にはプラスチックの屑が掃除されないまま放

置されているし、なにより男達がビンロウを

噛んだ後の赤い唾を所かまわず吐き捨てる。

そんな状態でも、やはりごみは臭いのだ。ご

み箱のごみを収集車に入れた主婦が服をパン

パンとはらい落とす仕草をする。この国でも

やはりごみは臭くて汚いものなのだという意

識があることに、当たり前のことだが新鮮に

驚いた。 

排出者は意外と男性が多い。男女半々ずつ

くらいかもしれない。収集車が停まる間隔は

20mくらいだから、出し損ねても追いかける

ことができる距離だ。積み込み補助員は、ペ

ットボトルの処理が終わって、もう排出者が

来ないことを見計らって、車の側面をドンド

ンと叩く。するとそれを合図に運転手は出発

する。寛平さんは決して積み込み作業を手伝

わない。ジッと傍で見ているか、新聞を買っ

てきて読んでいるか、あるいはコーヒーを飲

んでいるか、あるいはあるいは、どこかに消

えている。たぶん、知人とのおしゃべりを楽

しんでいるのだろう。たまに積み込み作業が

終わったのに帰ってこないこともある。たぶ

ん、それでいいのだろうと思う。誰も文句は

いわないし、運転手と積み込み補助員には何

らかの信頼関係があるような気もする。 

結局、27カ所に停まってその日の収集作業

は終わった。540 人強の人が排出し、正味 3

時間強の積み込み、プラス 1 時間強の給油。

朝 7時 40分から始まり 12時過ぎまでかかっ

た。それから、そのまま、市の東方山の中に

ある埋立場に運ぶ。このオンボロ車で山道を

走るのはかなり厳しい。遅い。少なくとも、

私が走れば追いつく速さだし、普通に歩いた

らどうだろうか。速度はどのくらいだろうか

と、速度メーターを見たら、まったく動いて

いなかった。距離メーターは機能していない

のは分かっていたが、速度メーターも駄目だ

ったのはその時初めて気がついた。一応国道

になっている、その坂道をのろのろ走るから

何度も追い越される。後ろからブーブー鳴ら

されるのは気にしないし、イケイケと運転席

側から手を出して合図する。それなりに会話

は成立している。会話といえば、助手席に乗

り込んだ補助員 2人と寛平さんの会話ももち

ろん弾む。国語になっているゾンカ語かネパ

ール語かヒンズー語か、私にはわからないが、

私を間に挟んで訳の分からない言葉がヒュー

ンヒューンと頭の上を飛び交っている。 

その時はまったく意識しなかったのだが、

収集車の座席に 4人も乗っていいのだろうか。

ともあれ、助手の役割はもう一つあって、左

折や右折する時、あるいは車とすれ違う時に、

左側は大丈夫だよという合図をするのだが、

ドアをドンドンと叩く。立て続けにリズミカ

ルにドンドンドンとやる時はOKの合図だし、

ドンと強く一発叩く時は止まれということら
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しい。なんとなくほほえましい。 

国道から埋立地へ入る道はさらに厳しい急

勾配になっている。私は怖い。エンストして、

ブレーキも利かなくなったらどうしようか。

このまま後ろに下がり続けたらどうしようか。

この車はそのどちらも起こりうる。実際、最

も急勾配になっている場所では、エンストし

た。しかし、寛平さんは動じることもなく、

サイドブレーキを引いて、ニュートラルにし

てアクセルをグングンとふかし、元気が出た

ところで、ギアを入れる。それで動き出すの

だから不思議なのだが、そんなことが 2回あ

った。 

埋立場に着くと、まずはペットボトルを下

ろす。そこになにやら得体の知れない女性 2

人が待ちかまえていて、太い竹の棒を担いで

近寄ってくる、袋に秤を引っかけて棒を担ぎ

重さを計る。どうやらその貯めこんでいたも

のをまとめて計量しようということらしく、

かなりの時間がかかった。その後の金額のや

りとりを横目で見ていたのだが、この国でも

っとも大きな額の紙幣千ヌルタム（平成 25

年現在で約 1600 円）がかなり含まれていた

ので、結構いい収入になったのだろうと思う。

後でカウンターパートに聞いたところによる

と、彼らの給与は 7千ヌルタム程度だが、ペ

ットボトルの売上げで 1万 3千ヌルタムまで

上がるのだという。このようなペットボトル

回収システムが良いわけはないのだが、この

収入のギャップをどのようにして埋めるのか

は大きな問題なのだ。 

小さな埋立地に住み着いた犬は200匹とも

300 匹とも言われているがその犬の群の中で

行われる資源の取り引きは異様といえば言え

るのだろうが、誰も隠そうともしない。常態

化しているというよりも、公的な誰でも知っ

ている取り引きで、たぶん、あれだけ汚いこ

とをやってくれるのだから、そのくらいの上

乗せはいいのじゃないのかという国民的な合

意がなされているのだと思う。 

寛平さんはマイペースの人だから、外国か

ら来た私のことをお客さんとも思わず、お客

さんの私を煩わせることのないように早く帰

すなりの配慮をすることもない。早くホテル

に帰ってシャワーを浴びたいと内心焦ってい

る私を嘲笑うかのように、帰り道に自動車工

場に寄った。どうやら、スピードメーターを

修理しようということらしい。修理工が大き

なドライバーを持ってきて、スピードメータ

ーの部分を開け、車の下を覗き込み、かなり

の時間を要したところで、例のボスが急に現

れた。神出鬼没というかなんだか忙しい人だ。

いろんな所に現れる。誰かが呼んだのかもし

れないが、私にはわからない。でも、この人

が来たおかげで修理工場を早々に切り上げ、

私自身も 3時半にはホテルでシャワーを浴び

ることができたのだ。 

私自身、メインストリート沿いのホテルに

住んでいたものだから、その後も寛平さんと

はよく出会うのだが、そのたびに人なつっこ

い顔で最敬礼してくれるのだった。もちろん、

補助員の執事挨拶もついてくる。それは、か

なり嬉しい出会いでもあった。 

 

２．ごみ収集車に乗る 

（その二 ドマおじさんのハードワーク） 

 メインストリートの収集風景を見たのだか

ら、住宅地の状況も見てみたかった。近場だ

から早く終わるという話だったのだが、収集

基地に行ってみたら、いつの間にか最も遠く

でかつハードワークな地域を回収するので見

てくれということになった。いやとも言えな

いので、多少腰が引けつつも「イエス」と答

えた。まあ、はっきり言えば、私の英語力で

は、「イエス」か「ノー」しか言えないので、

そうならざるを得ないのだ。 

 運転手の歯に赤い血のようなものが滲んで

いた。ビンロウだろう。こちらではドマと呼
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ばれる。ビンロウの種子をキンマという葉で

くるみわずかな石灰と一緒に噛む。ビンロウ

の大きさは 1～2センチ、キンマの葉は 7～8

センチくらいだろうか。キンマは青々しく水

気をたっぷり含んだ採りたての葉のように見

える。キンマの中央部分に十円玉のような大

きさに薄く石灰を塗っている。経験のないも

のから見ると決しておいしいものには思えな

いのだが、ニコチンと同様の興奮・刺激作用

があるのだという。噛んでいると唾液の混ざ

った真っ赤な汁が口の中に溜まるのだが、こ

れを飲み込むと胃を痛めるとかで場所をかま

わず吐き捨てる。歩道には真っ赤な汁がやや

くすんだまま点々と見られるのだが、私は嫌

いだ。何より気持ちが悪い。あの赤い汁がペ

ッと私のズボンにでも付いたらと思うとゾッ

とする。 

 これは困ったとドマおじさんを見ると、や

はり噛み始めた。クッチャクッチャ、おまけ

に体がでかい、腹もドーンと出ている。ハン

ドルに腹がぶつかりそうだ。指にはでっかい

石がはめ込められたリングをしている。本日

の収集車は札幌市から寄贈されたものだ。現

在、日常的に使われている収集車は 23 台あ

るのだが、そのうち押し込み装置のついたパ

ッカー車は 16 台で、日本から寄贈されたも

のは 13 台、インドからのものは 3 台という

具合で、日本からの寄贈がなければ、この市

の収集は成立しない。札幌市とか横浜市とか

広島市とかしっかりと日本語が残されている

のが頼もしい。ついでに言えば、やはり中古

なので故障が多いのだが、部品がなくて困っ

ているのだそうだ。 

 

 

 

 

 

横浜も札幌も，そして広島も頑張っている 

 

 ビクビクしながら乗り込むと、いきなりメ

ーターはチェックしなくていいのかと聞く。

慌てて読む。ドマおじさんは、行くぜって言

う感じで出発した。ほどなく「ここはパレス

だ」という場所に着いた。「エッ、キングがい

るところか」というと、「そうだ」と答える。

写真を撮ろうとすると、駄目だと門番から制

止された。いきなりキングといわれて動揺し、

どんなごみかを確認するのを忘れてしまった。 

 やがて、住宅街に着いた。中心部とは違っ

て、のんびりした風景だ。その穏やかな住宅

街の入口に入り込むやいなや、ドマおじさん、

何を思ったかクラクションを派手に鳴らし始

めた。別に子供が道で遊んでいるわけでもな

いし、前方から車がやってきたわけでもない。

やみくもに、それも思いっきり、1 回や 2 回

ではなく立て続けに 10回ほど鳴らし続ける。

日本だったら、即座に抗議の電話がくるだろ

うほどのやかましさだ。つまりごみ収集車が

来たよという合図がこのクラクションなのだ。

今から、約 40 年前、当時環境庁長官になっ

たばかりの石原慎太郎氏が、朝日新聞に「収

集車が来たことを告げる赤とんぼのメロディ

は極めて不快である」と投書をして話題にな

ったことがある。石原慎太郎氏が、このクラ

クションを聞いたら何と言うだろうか。 

 一軒家は少ない。3～5階建ての集合住宅が

多い。道路沿いに建てられている住宅が多い
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が、場所によっては住宅地から離れている住

居もあって、段ボールやバケツや袋に入れた

ごみを持ってくる様は、なかなかのどかで楽

しい風景だ。音を聞きつけて収集車がやって

くるのを待っているグループの中には、固ま

って談笑している人もいれば、その輪から離

れてポツンと一人で待っている人もいる。あ

あ、この人は近所付き合いが苦手なのだなあ

と、なんだか同情してしまう。 

 田舎に行くほど、民族衣装のキラをきてい

る女性が少なくなる、日本人の普段着とほと

んど変わらない。その方がきれいに見える。

顔に表情が出るからだろう。民族衣装を着て

いる人はほとんど笑わない。ツンとすまして

いるというよりも、顔から表情が消えるのだ。 

＜ごみ出しの女性はチャーミング＞ 

というのが、不思議な一つの経験ではあった。 

 延々と長屋のような平屋の集合住宅が続く

地域に着いた。あとで通訳に聞くと王族を守

るための軍隊ではないし、何と言うんでしょ

うね、という頼りない説明だったが、かなり

広い住宅街に入った時には、すさまじいクラ

クションの嵐だった。入口からガンガン鳴ら

し、ドンドン奥に進んでいく、7・8人の奥さ

ん達が（ここは男性が少ない）決められた場

所まで一斗缶をぶら下げて出てくる。町の中

心部ではある程度規格化されたポリバケツが

多いのだが、ここは何故か一斗缶だ。中には

大きな風呂敷のようなものにごみを入れ、両

側から二人がかりで引っ張り持ってくる人も

いる。なにしろ広い敷地だから、集めるのに

時間がかかる。おまけに最先端でペットボト

ルをひときわ大きな袋に入れ、車の上に積み

込む、そしておまけに積み込み方が悪く、車

がオンボロ道を走るたびに右に左に揺れるの

で、もう一度丹念に結わえ直す。結局、最初

の集積所で待っていた人達までたどり着くの

に一時間はたっぷりかかった。しかし、誰も

文句を言わない。1日 24時間のうちごみ出し

待ちに 1時間をかけるというのはいかがなも

のだろうか。 

 

ジッと収集車が来るのを待つ主婦たち 

 

ドマおじさんも、やはり寛平さんと同じく、

途中で燃料の軽油を入れに戻る。そして、や

っと「フィニッシュ」。これからメメラカ最終

処分場に行く。「オーケー、じゃあ、私はもう

埋立場に行かなくていいから、町の中央で降

りる」とたどたどしい英語で言ったら、おじ

さんも「オーケー」と答える。町までの道の

半ばまで来たところで、ドマおじさんは車か

ら降りてどこかへ行く。たぶん小便だ。おじ

さんは律儀だ。戻ってきてきちんとエンジン

を止めてからもう一度行く。私も催している

のだが、ここでするほどの旅の恥をかきすて

ることはできない。じっと待っているとおじ

さんは戻ってきて、「行くぜっ」っていう感じ

で元気がいいのだが、エンジンがかからない。

首を傾げてなにやらいうと補助員の一人が車

の下に潜り込み覗いてみる、しかし、やがて

駄目だという感じで首を振って出てくる。な

らばと、二人で収集車を押す。私も出て、3

人で押す。 

「頑張れ、札幌！」 

 動いた！ これも一つの国際親善。だから

もう早く降りてシャワーを浴びたい、と、し

かし停まらない。2 人の間のコミュニケーシ

ョンはやっぱり駄目だったか。仕方なく、埋

立地まで我慢して乗って行く。埋立地で距離

計を覗き、時間を記録し、さあ帰り道のどこ
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で降ろしてくれるのだろうかと期待していた

のに停まらない。停まらないまま、戻る。ま

さか、もう一度収集？ 過去のデータを見て

も、たいがい 1日 1回で終わっている。ペッ

トボトルをより分けながら時間をかけて収集

する限り、2 回・3 回の収集は困難なのだ。

まさかと思うのだが、しかし、ドマおじさん

は戻る。早くシャワーを！と思うが言い出せ

ない。 

 「ここはハイ・インカム・エリアか」「そう

だ」「ここはロー・インカム・エリアか」「そ

うだ」とそんな会話を繰り返して収集してい

ると、ドマおじさんは、遠くの山を指さす。

山の中腹から煙が見える。「ファイヤーだ」「ハ

ッハッハ、そうだな」といいながら道を登っ

ている。やはりドマおじさんと私の間には会

話は成立しない。山道をどんどん上がってい

くが、別に煙の見えるところに行くわけでは

ない、いつの間にか立派なお寺に着いた。「こ

こにはピットがあるのだ」という。後で調べ

たところによると、デチェンプ・ラカンとい

うお寺で、市民の祈願所として有名な所で、

ここぞという時には国王もここで祈願するの

だそうだし、試験シーズンには学生で一杯に

なるのだそうだ。 

 このお寺の下にあるごみピットは、1.5 メ

ートル四方、深さも 1メートルをゆうに超え

る大きさだが、このごみを出すには人が中に

入り竹籠にごみを詰め運び出すことが必要だ。

1 回で 20 キロくらいはあるだろうごみ出し

作業を 30 回繰り返した。たっぷり１時間を

要するこの作業はあまりに非人道的ではない

か。途中、寺の関係者と思われる人が降りて

きて、プラスチックに入ったお菓子を手渡す。

私にも寄越そうとするが、私はお菓子は食べ

ない。いらないと言いつつ、中を見ると、色

とりどりの袋に入ったスナック菓子がびっし

りと入っていた。それを 3個渡した。後で知

ったところによると、このようなお菓子の詰

め合わせをお供えとして持ってくるのが習慣

なのだそうで、そのお裾分けなのだろう。そ

れはそれで、大変な作業への心遣いなのだろ

うと思うが、私は非人道的な作業を強いたシ

ステムの方に怒りが向いてしまった。 

 

 

1時間の収集作業 

 

 結局、そこを出て、予定どおり、私を町の

中心部で降ろしてくれた時は 4時を過ぎてい

た。これから埋立地でごみとペットボトルを

降ろし、車庫まで戻ると 5時を回ることだろ

う。7時過ぎに出て、10時間の労働。そうい

えば、誰も昼食を取っていない。休みといえ

ば、ドマおじさんの立ち小便の時だけだ。思

えば、ドマおじさんはこの作業状況を私に見

せたかったのだろう。 

降りる時に、「距離計を見なくていいのかい」

とにやりと赤い歯を見せて笑った。距離計な

どどうでもよかったのだが、私は、ドマおじ

さんが大声で叫ぶ数値を記録した。 

 

･･･････つづく 


