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ミャンマーでも し・あ・わ・せ を考えてみた 

 

 

大澤正明 

 

 

 

 

 

 

私たちが知っているミャンマーのイメージは、軍事政権、長井健司、民主化、アウン・

サン・スー・チー････、せいぜいそんなところだと思うのだが、2011 年にテイン・セ

イン大統領が就任し、続々と民主化政策を打ち出す中で、翌 2012 年 11 月にオバマ大統領

が訪問して以降、各国のミャンマー市場への注目が一気に加速された。わが国でも、2013

年 5 月に就任間もない安倍総理が経済ミッションと共に訪問している。かって、中国に期

待し、インドに期待し、ベトナムに期待したように、ミャンマーはいま最も旬な経済市場

として注目されている。ミャンマーが経済市場として注目されるのは、安価な労働力と人

口 6000 万人を超える消費市場への期待である・・・ということは、やがて大量生産・大

量消費・大量廃棄のツケがやってくるはずだ。ぜひとも、今のうちに見ておきたい、とい

うことでミャンマーに行ってきた。 

しかし、私は圧倒的な貧しさの前で、職業的な目的を一日で放棄した。ブータンと同じ

ように、この地でも、私は「しあわせ」というキーワードを何度も繰り返すことになる。

2008 年にこの地を襲ったサイクロン・ナルギスの被害跡地を訪れた帰りの船の中で、船客

を相手にティッシュやタバコやガムや飴玉を売っている少女から「アー・ユー・ハッピー？」

と声をかけられた。私の表情が、そんな声をかけたくなるような酷いものだったのだろう

と思う。「いや、ハッピーじゃない。とても悲しい気分だよ」と答えると、「気分がすっき

りするから」と言って、売り物のウェット・ティッシュを一つくれた。人を思いやる境遇

じゃないだろうにと思うと心にしみた。私は今でもそのウェット・ティッシュの封を切ら

ないまま、大切に保存している。 

（平成 25 年 6 月 23 日～26 日） 
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１．暗い空港（6 月 23 日） 

 ヤンゴンの空港は薄暗かった。仁川経由大

韓航空機が到着したのは 22 時を過ぎていた

のだからそのせいかもしれないが、到着ロビ

ーを出てもほとんど人がいない。タクシーの

客をわれ先に勧誘しようとする人たちで溢れ

ているだろうと予想していたのだが、誰も寄

ってこない。おそらく、空港内の目立つとこ

ろに観光案内所があって、そこで紹介しても

らえば適正価格で乗ることができるだろうと

思っていたのだが、誰もいない。それらしい

コーナーはあるが、灯りが消えていた。仕方

なく外に出てみたら、青年がすかさず声をか

けてきた。嫌な顔ではない。22 時過ぎとはい

っても、日本とは時差が 2 時間半なのだから

もう夜中の 1 時になろうとしている。そんな

時間に初めての土地でさまよい歩きたくはな

い。この顔ならばと半ば安心しつつ、ホテル

の名を言って、いくらかと聞くと 10 ドルと

答える。「地球の歩き方」では 7 ドルと出て

いたのだから、まあ許容範囲だ。彼に進めら

れるままに、客待ちしているタクシーに乗る。

彼とタクシードライバーの間で簡単なやりと

りがあって、「アイヨッ」ってな感じで車は出

た。英語ではないので、何を言ったのかはさ

っぱりわからないが、「この客はカモだからど

こかで降ろして襲ってしまえ」とか「料金の

2 割をキックバックしてくれよな」というよ

うな会話ではないのはわかった。 

 人の良さそうなドライバーだった。雨が降

っていたのだろうか、フロントガラスに雨滴

がポツリポツリといった感じで張り付いてい

た。ワイパーをひと掻きするとジャリッと砂

を噛む音がした。ウォッシャー液が入ってい

ないのだろう、ワイパーの跡がすりガラスの

ようになっただけでかえって見にくくなった

ような気がした。「この国の維持管理技術はか

なりやばいレベルにあるなあ」と、仕事のこ

とに思いを馳せたのはそれが最初で最後だっ

た。 

 30 分もかからずホテルに着いた。一人旅に

高級ホテルは似合わないが、バックパッカー

が泊まるような安宿は怖い。中級ホテルの一

番最初に載っているホテルを予約していた。

フロントには、洗練されているとは言えない

おじさんが一人いて、やはりこれも「アイヨ

ッ」ってな感じでキーを渡された。セーフテ

ィボックスはないが、テレビはあるし、スリ

ッパもある。風呂に入って、冷蔵庫のウィス

キーをコーラーで割って飲んで寝についたの

は 24 時だった。上々のスタートだった。 

 

２．環状鉄道に乗る（6 月 24 日） 

 ウミネコなのだろうか。騒がしい鳥の鳴き

声で目が覚めた。まだ 6 時だった。こんな南

国にウミネコがいるとは思えないが、ミャア

ミャアという鳴き声はウミネコに似ていた。

黄土色の袈裟に身を包んだ僧侶が携帯電話を

耳に当てて道を歩いている。 

 朝食のメニューはやはり中級だった。粗末

といってもいい。見渡したところ日本人はい

ない。色の白い人が少しとあとは中国人だと

思われる。こういう中途半端なランクのホテ

ルにはこのような人たちが宿泊していること

が多い。 

 外に出ると托鉢を持った僧が目を閉じて経

を唱えている。こちらはかなり真面目な僧だ。 

 特に目的を決めていない旅なのだが、3 つ

だけやりたいことがあった。環状鉄道に乗る

こと、長井さんが射殺された現場に立つこと、

それにシェダゴン・パヤーを見に行くこと。

最後の一つは知人からのアドバイスに従った

もので、それがどんなものであるのか、「地球

の歩き方」を見てもあまり食指がそそられる

ものではなかった。その知人のアドバイスに

従えば、あと一つ宿題があって、ロンジンと

いうスカート状の民族衣装を着ることという

のがあったのだが、これもあまり食指をそそ
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られなかった。 

 地図を見ると、環状鉄道に乗るにはヤンゴ

ン中央駅が一番近い。駅を探して歩いている

と、パークロイヤル・ヤンゴンという名のホ

テルに行き当たった。かなりランクの高いホ

テルのようで、門構えが立派だ。おまけに、

門の両側に銃を構えた兵士が立っていた。銃

の構え方が怖い。銃身を上に向けて杖のよう

に片手で支えるというそういう持ち方ではな

い。銃身を下に向けてはいるものの、両手で

銃を支え、すぐにでも撃ってやるぞという雰

囲気なのだ。この国は、ちょっと前までは、

そんな国だったのだということを思い出しつ

つ、兵士の顔を見ないように、早歩きになら

ないように、びくびくしながら通り抜けた。

通りすがりにチラリと目をやると、銃身が使

い込んだらしいテカリ方をしていた。 

 ホテルを過ぎたところで地図を広げている

と、若い女性が声をかけようかどうか迷って

いるという様子でこちらに目をよこした。よ

し、下手な英語でトライするかと身構えたら、 

「道に迷いましたか？」 

と流暢な日本語だった。流暢なのは当たり前

で、大阪大学の留学生なのだという。ミャン

マーでいったい何を学ぶのだろうという言葉

を飲み込んで、駅までの場所を聞くと、途中

までついてきて教えてくれた。ついでに、こ

の日、日本から安倍総理がやってくるのだと

いうことも教えてくれた。うかつにも事前の

情報としては把握していなかった。改めてミ

ャンマーが経済市場として旬の国なのだとい

うことが実感された。安い労働力と人口 6000

万人という消費市場、何よりも天然ガスが採

れるというのは魅力だ。なんだか魂胆が透け

て見えすぎるという抵抗があるのだが、決し

て他の国よりも早いというわけではない。

2011 年 3 月にテイン・セイン大統領が就任し

てから、2012 年 5 月に韓国大統領が訪問し、

2012 年 11 月に米国のオバマ大統領が訪問し

ている。それからすると、遅いというべきか

上品というべきかよくわからないが、まあと

にかく、日本の製造側の売り込みと廃棄側の

下調べ（私です）が同じ日になったというの

は、めでたいことなのかもしれない。 

 ともあれ、大阪大学の留学生のおかげでヤ

ンゴン中央駅にたどり着くことができたのだ

が、どう乗ればいいのかさっぱりわからない。

切符売り場というのが見当たらないし、時刻

表のパネルもたぶん、ない。駅舎の文字とい

う文字が全部判読不可能な文字なのだ。駅員

なのか、ただ日向ぼっこして時間つぶしをし

ている老人なのかわからなかったが、折り畳

みの椅子に座っている 60 がらみの男に環状

鉄道の乗り場を訊ねると 6 番乗り場に行けと

いう。 

 ホームにも時刻表は見えないが、切符売り

場のような窓口はある。窓口で「切符を買い

たいのだが」と問うと、「中に入れ」という。

小さな机が一つ置いてあるだけの部屋に入る

と、何やら領収書綴りのようなものを出し、

国名と名前を書かされ、1 ドルを払えという。

まあ、100 円だからぼられたという気分には

ならないが、外国人は特別料金なのだろう。

半券を渡されて、次は 7 時 20 分発だと説明

される。30 分後だ。 

 ホームにはいろいろな人々がひしめいてい

る。見たところ乗客は多くない。子供が水や

タバコを売っている。野菜を人の胴よりも太

く束ねて売っている人がいる。これはホーム

で売るというよりは他の駅に持ち運ぶのかも

しれない。椅子やテーブルといった家具を売

っている者もいる。驚いたのはバッタの佃煮

売りだ。直径 30 センチ高さ 30 センチくらい

のビニール袋にびっしりとバッタの佃煮が入

っている。佃煮とはいえ、バッタ特有のとが

った顎や大きな目をはっきり認識できる。び

っくりして見ていると、買わないかとおばさ

んが言う。いやいや、それより写真を撮って
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いいかと聞くと、「ノー」と明確にきっぱり叫

ぶ。それはわかるような気がした。 

 

環状鉄道のプラットホーム 

 

7 時 20 分発が 10 分遅れでホームに入り、

20 分遅れで出発した。席にかなり空席を残し

ている。4 人掛けの席とお見合い形式の席の

車両がある。迷ったけれど、4 人掛けの座席

を選んだ。6 両編成になっているものの、相

互に行き来することはできない。出入口は車

両の前後に 2 か所。扉はない。窓にもガラス

はない。車高が結構高いので、デッキの手す

りに摑まってトンと駆け上がる。 

 

かなり昔、日本の車両もこんな感じだった 

 

物売りが次々とやってくる。プラスチック

の桶とやはりプラスチックの椅子を手に持っ

て、ちょっと気だるげな声をあげながら車両

の端からゆっくりと歩いてくる。客から声が

かかると、まずプラスチックの椅子に座り、

頭の桶を下す。食べ物が多い。 

物乞いも頻繁にやってくる。目の見えない

人。床を這って歩く人。結構施す人がいる。

三分の一くらいの人が施している。いくらく

らいを施すのだろう。興味がある。横目に見

ると 50 チャット（5 円）が見える。私の手持

ちの紙幣で最も少額なのは 1000 チャット

（100 円）なので、見ないふりをしてやり過

ごす。 

車両と車両を繋ぐ通路がないので、物売りや

物乞いは、駅に止まるたびに降りて次の車両

に移る。大きなタライを頭に乗せたおばさん

も、まだ動いているうちから飛び降りて次に

移る。盲目の物乞いもやはり動いているうち

に飛び降りる。走る速度は遅いのに、停車時

間は短い。 

私のヘボなランニングではかなわないと思

うが、自転車ならたぶん勝てるような気がす

る速度だ。時速 20km くらいか。30km とい

うことはないような気がする。突然、走って

いる車両に少年が乗ってきた。アレッ？ ア

レレッ？と状況を理解しようと考える。まず、

列車は動いている、止まっていない。駅でも

ない、列車の周りは雑草だ。隣の車両から移

ってきたわけではない。ということは、その

入り口から駆け上がってきた？走っている鉄

道に？と、自分を納得させる間もなく、もう

一方の扉から下りて行った。鉄道は横断歩道

か？インドネシアでも、停まる前のバスから

降りるというのは常識だった。一度、挑戦し

たことがあったのだが、こけてしまった。後

で、人に聞くと、走るバスの進行方向に向か

って、多少走りながら駆け降りるのがコツだ

という。決して、真横に降りてはいけないの

だと教わった。しかし、この国の若者は真横

にトンと下りる。この国の身体能力恐るべし。 

ヤンゴン中央駅を出てから 3・4 駅ほど過

ぎると貧しい家が並ぶ。居住地の周りはゴミ
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だらけだ。 

座席は汚い。ご飯の乾いたのがこびりつい

ている。ハエも多い。そんな状態を気にしな

いで座り込む人もいれば、座る前に座席を指

でなぞって顔をしかめる人もいる。ティッシ

ュで拭いて、使い終わったティッシュをポイ

と窓から捨てる。食べ終わった果物の皮も窓

から捨てる。もちろんタバコの灰も窓から捨

てる。ごみを持ち帰るという発想はない。そ

れはそうだと思う。持ち帰っても収集をして

くれる人がいないのであれば、その必要はな

い。窓から見えるあらゆる空地にプラスチッ

クが散乱している。 

乗客は様々だ。こぎれいな服を着た子供も

いれば、そうじゃない子供もいる。茶髪が多

い。ピアスをしている若者も多い。女性は座

席に腰かけるのではなく、靴を脱ぎ座席の上

に胡坐をかいている。 

私の 4 人掛けの席に、腕に入れ墨を入れた

中年の男が座る。子供二人を連れている。子

供は普通におとなしい。「いい子だ」と言いた

くなるような生真面目な表情をしている。男

は子供二人を脇に侍らせて、私の横の空いた

席に足を延ばす。「やれやれ、厄介な人が乗り

合わせたな」と警戒したのだが、次の駅で人

が乗ってきたら、あわてた様子で足を引っ込

める。足の引き方が可愛い。なんだ、いい人

ではないか。入れ墨を先入観で見てはいけな

いよ。あとで知ったことだが、この国は入れ

墨を入れた人が多い。ついでに言えば、きれ

いな女性はごくたまにいる。私のそのことに

関するハードルはすこぶる低いのだが、やは

りごくたまにだと思う。 

家の周りも空地も、見える風景すべてにプ

ラスチックが散乱している。ごみが散乱して

いるのは仕方がないのだと思う。都市のごみ

収集は行われていても、農村部では収集は行

われないのだろう。ならば、近くの空き地に

捨てるしかないのだ。 

廃自動車の一時置場。すごい量だ。いくら

列車のスピードが遅いとはいえ、廃自動車の

山を目撃して、ポケットからカメラをだし、

袋から取り出し、おもむろに撮ったのに、し

っかり撮影することができた。 

 

廃車の山が続く 

 

11 時 35 分にヤンゴン中央駅に到着。約 4

時間の旅。少々だれた。「地球の歩き方」では

2 時間半となっているのだが、私のメモが正

しいのかちょっと自信がない。 

 

３．長井さんが撃たれた場所 

ヤンゴン中央駅 6･7番ホームの階段を登り

きると、駅舎に戻らずにそのまま陸橋に繋が

る。環状線の風景とは一転してビルが並び壁

面には華やかな広告の看板が目に付く。 

 

中央駅近くの広告看板 

若い女性をモデルにしたおそらく化粧品の
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宣伝なのだろうと思うのだが、不思議なこと

に美人の基準はどこでも同じだ。ベトナムで

もタイでもみんな同じ顔だ。何と表現したら

いいのかわからないが、若い頃のデヴィ夫人

を彷彿とさせるかなり濃い美人顔が多い。塾

の宣伝もある。いかにも中国系と思われる男

の子がモデルだ。 

 地図で見るとヤンゴン中央駅の南側はきれ

いに区画整理されており、東西に 5 本の大通

り、南北に 10 本程度の大きな道路があり、

南北に走る通りの間にはそれぞれ路地が数本

走っている。「長井健司を覚えていますか」1と

いう書籍によると、 長井健司氏が撃たれた

のはスーレパゴタ付近の交差点だという。そ

こへ行ってみたかった。スレーレパゴタとい

うのはダウンタウンのほぼ中心にある仏塔で、

金ぴかの高い仏塔は、周囲の地味な煤けたビ

ル、たぶんイギリスの植民地時代からのもの

が多いと思われる建物の中ではひときわ目立

つ。かなり遠くからでも、それらしい雰囲気

を醸している。 

 

ビルの中にスーレパゴタが見える 

 

中央駅からスレーレパゴタまでは、歩いて

もさほどの距離ではない。東西に走る 5 本の

大通りの 3 本目にある。 

通りには露店がひしめき、ビルの中に店舗

                                                   
1 明石 昇二郎、長井健司を覚えていますか―ミャン

マーに散ったジャーナリストの軌跡、集英社、2009 

がある店も品物を路地に広げているので、歩

道は狭い。店のおばさんが暇つぶしに漫画を

読んでいる。覗いてみると「一休さん」だっ

た。交差点には信号がついているが、日本の

システムと違うのか、要領がよくわからない。

渡るのが怖い。油断をしていると左折車・右

折車が思わぬところからやってくる。日本の

ように「歩行者が優先だい」と胸を張って渡

っているととんでもないことになる。 

信号のないところでも、みんな平気で交差

点を渡っている。アジア共通のことだが、走

って渡らないこと、ゆっくり車の流れを見極

めながら渡りさえすれば自動車の方がよけて

くれる・・・とはいっても怖い。 

スーレパゴタはロータリーの真ん中にどん

と据えられている金ぴかの仏塔だ。こういう

金ぴかに興味はないのだが、せっかくだから

入ることにする。入り口で、裸足になれとい

う、靴の預け代は 1000 チャットなのだとい

う（靴を預けるだけで 100 円は高いのではな

いのだろうか。福岡県立図書館だって国会図

書館だって、ロッカーに預けるときは百円コ

インを入れるが、帰りにはちゃんと返してく

れるぞ）。中央に大きな仏塔があり、その周囲

に回廊があり、さらに回廊に沿って様々な仏

像が室内に配置されている。そのたいがいは

金ぴかだ。金ぴかというのはいかがなものだ

ろうか。少なくとも詫びも寂びも感じない。

弥勒菩薩のような深みといったものも感じな

い。一通り、見て回るとそれなりに時間はか

かる。交差点のど真ん中にある仏塔であると

いうことを考えると、それは驚いてもいい広

さだと思う。船型の籠にお守りを入れて、仏

塔の中央部にある、たぶん宗教的に大切な部

分なのだろうが、そこまで小さな人力ロープ

ウェイで運んでやると三人分で 2000 チャッ

トなのだという。200 円で 3 人分のお祈り代

というのは高いのだろうか安いのだろうか。

よくわからないまま、お願いした。子供 2 人
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と孫 1 人、あれ妻の分が足りない。しかし、

もう一度 200円を追加してお願いするのはい

けないような気がする。この国で、それをし

たら傲慢なような気がするのだ。 

 

子供 2 人、孫１人のお守りを運んでくれる 

 

 早々にそこを出ると、出口に小鳥がたくさ

ん入った籠が置かれている。数十羽、いや百

羽は超えているかもしれない。買えとしつこ

くせがまれるが、旅の者が小鳥を買ってどう

するのだ。 

スーレパゴタを中心にして四つの大通りが

走っている。長井健司さんはこの 4 つ通りの

どこかで撃たれたのだろうか。長井さんが撃

たれた現場の写真は持っているのだが、それ

をおおっぴらに広げてみるのはいくら民主化

が進んでいるとはいっても気が引ける。とり

あえず、四方を写真に収めてホテルに帰って

からチェックすることにした。10 万人にも及

ぶデモが行われ、それを撮影していた長井さ

んが撃たれ、カメラを抱えたまま仰向けに倒

れていた光景を思い描きながら、その交差点

を何度か行き来していたら、「ハウ・アー・ユ

ー」と言葉をかけられた。小学生くらいだと

思う。どこから来たのかと聞かれたので、「日

本から」と答えると、「こんにちわー」と独特

のアクセントで話しかけてくる。日本語はそ

れしか知らないらしく、少年はしきりに川向

こうに行こうと誘ってくる。流ちょうな英語

だ。少なくとも私よりははるかに使い慣れて

いる。川向こうといっても、私の予備調査で

は川の向こう側に何か見るべきところがある

のか分からなかった。いずれにしても、今は

長井さんに思いを馳せておきたいと思ったの

で、相手にしなかった。 

 のどが渇いた。考えてみれば、7 時前にホ

テルを出てから一度も水を口にしていない。

脱水症状というのを経験したことはないけれ

ど、それは気を付けなければいけない。スー

パーらしき場所に行って、ペットボトルの水

を買った。1 リットル入りの水を半分ほど立

て続けに飲んだ。腹も減っているが、露店で

食べるのは勇気がいる。しっかり玄関にガラ

スのドアがついている店に入る。メニューを

みても、もちろんわからない。日本の飲み屋

でも注文ができないタイプなので、こういう

時は困る。カレーはわかるし、やはり無難だ

ろう。カレーのメニューは 3 種類あって、と

っても辛いのと辛くないのを避けて、少し辛

いのを頼んだ。それにビールだ。まだ、2 時

ころなのだろうが、とにかくのどが渇いてい

る。ミャンマーのビールは甘くて、料理も甘

くて、インド料理と中華料理の悪いところだ

けを集めたような感じだということを書いた

本があったが、このとき私が頼んだビールも

カレーもどちらもおいしかった。ビールに関

しては、大瓶の半分を一息に飲み干してしま

った。空腹と喉の渇きは最高の調味料なのだ。 

 喉も腹もおさまったところで、もう一度ス

ーレパゴダに戻る。少年のことが気になった。

不思議に魅力的な少年だった。日本では目に

することができない精力的な生き方を実践し

ているように感じた。しかし、いなかった。 

 籠いっぱいの鳥も気になる。昼食のレスト

ランで資料を読むと、籠の鳥を逃がしてやる

というのは功徳になるのだという。そして、

そのための鳥を捕まえてくるのは子供たちの

小遣い稼ぎになるのだという。それは感心し
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たくなるような商売ではない。偽善とも違う

詐欺に近い功徳だと思う。しかし、私はそれ

をやった。1000 チャット。お金を渡すと小鳥

を手渡してくれる。小さくて柔らかくて痛々

しい感触だった。手を上に掲げて開いてやる

と、小鳥は確かに空高く飛んで行った。子供

に摑まるのじゃないぞと願いながら。 

 ふと見ると、子供が鳥を捕まえている。も

う捕まえたのかと呆れてよく見ると、どうや

ら羽を傷めて飛ぶことができない小鳥を、落

ち込んだ溝から取り出してやっているらしい。

たぶんミャンマー語だろうと思うのだが、少

年がそのように説明してくれた。少年は大人

よりは純粋なのだ。ふと足元を見ると、看板

の陰に隠れて、おばさんがせっせと鳥の毛を

むしっていた。弱って、功徳の商売に向かな

い小鳥を焼き鳥にするのだろう。その行為自

体を責めるつもりはないが、せめて人目につ

かないところでお願いしたい。 

 

小鳥がひしめく鳥籠 

 

 少年が言っていた川とはどんなところなの

だろうか。ダウンタウンの一番南側まで歩い

ていくことにする。スーレパゴダの北側から

比べると人の通りも少なく落ち着いた街並み

だ。建物も比較的スマートで、オフィス街と

いう感じになった。5 番目の大通りを渡ると

すぐに川を渡る連絡船の乗り場がある。果物

やら駄菓子やらを売る多くの露店が連なり、

どこから出てきたのかというくらいの人であ

ふれている。船着き場の建物の横で、20 歳前

後の青年達がなにやらゲームをしている。し

ばらく見ていると、そのうちの一人が寄って

きた。やはり、「ハウ・アー・ユー」、そして

「こんにちは」「ありがとう」と人懐っこい。 

「なにをしているんだ？」 

「遊んでいる」 

右手の手首側に 5 センチほどの入れ墨をし

いる。いくつだと聞くと、18 歳と答える。 

「この国では、18 歳でも入れ墨を入れるの

か？」 

「大人になったら消すから大丈夫」 

えっ、できるの？ 

「川向こうに行かないか？」 

「何があるんだ？」 

「市場があって、お寺もあって、それから、

そこでは、サイクロンで 14 万人も死んだん

だ。おれはガイドもできるし、通訳もできる」

「日本語は 2 つしか話せていないじゃないか。

それに今日はもう疲れた。これから川向こう

まで行く元気はない」 

「じゃあ、明日はどうだ」 

「明日のことはわからない」 

「腹が減っているんだ。マッサージはどうだ。

うまいぞ」 

「けっこうだ。君の力だと壊されてしまう」 

 

港の少年達 
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４．シュエダゴォン・パヤー 

 くたびれたので、サイカに乗って帰った。

シクロ（ベトナム）とかバジャイ（インドネ

シア）とか人力車にはいろいろ乗ってきた。

車のビュンビュン行きかう中で自転車がヨタ

ヨタ走るのはスリルがある。スリルがあるけ

れど、なぜか危険を感じない。この不思議な

スリルが好きだ。ホテル近くの路地で下りる。

南北を走る大通りの間に車がようやく行きか

うことができる程度の小さな路地がある。お

そらくイギリス植民地時代に建てられたもの

だろう、4・5 階建ての老朽化した建物が並ん

でいる。違和感がある。人にも街にも合って

いないような気がする。イギリスは、こんな

遠くまで来て、こんな場違いな建物を作って

どうしようとしたのだろうか。そんなことを

考えて街並みを見ていると、縁台で涼んでい

る人に声をかけられた。その側には、開け放

した店で散髪業を営んでいる人がいる。旅に

出る前日に行きつけの散髪屋に行ったのだけ

れど、休業していた。長くなった髪がうるさ

かったので、ちょっとそそられる。 

「やってもらいたいのか？」 

縁台で涼んでいた人が聞いてきた。曖昧な

返事をする。 

「すぐ終わるから、ここに座って待っていれ

ばいい。私は日本が好きだ。横浜と神戸に行

ったことがある」 

「じゃあ、日本語が話せるのか」 

「私は日本語を話せないけれど、息子は 2 年

半日本に住んでいたので、日本語が話せるん

だ」 

自慢しているわけではない。嬉しそうなのだ。 

「シュエダゴォン・パヤーには行ったか？あ

そこは素晴らしいところだからぜひ行くべき

だ。今日はマーンデイだから人が多いと思う」

えっ、今日は金曜日で月曜日じゃないよ。聞

き直すと、ムーンデイという。フルムーンデ

イつまり満月ということを言っているらしい。

そうこうするうちに、床屋の順番がやってき

た。汚い椅子に座らせられて、はさみを当て

られた。日本とやり方はさほど違わない。シ

ャボンを使わずに剃刀を当てることと、最後

に刈った髪を払いのけるのにブラシを使うの

ではなく、台所の食器洗い用のスポンジを使

うことくらいだろう。10 分くらいで終わった。

1000 チャット。安い。 

 すでに 5 時を過ぎているのだが、シュエダ

ゴォン・パヤーに行ってみようと思った。ホ

テルの前でタクシーを拾う。タクシーの運転

手はおしゃべりだった。 

「ミャンマーデリーをどう思う？」 

デリーってなんだっけ。この近くにデリー

っていう土地があったような気もする。あっ、

それはインドか。 

「デリーってなんだ。土地の名前か？」 

「いや、そうじゃなくて、そこにもいるだ

ろう」と通りを指差す。そこでやっとわかっ

た。レディーだ。ミャンマーという国は、イ

メージとしてそういう部分からは縁遠い国だ

という意識があった。なぜだかわからない。

「ミャンマー・レディは安いよ」 

「いくらなの」 

60 ドルだという。高いのか、安いのか、根

拠の少ない情報を集めて想像していると、ほ

らといって名刺を見せる。名前は忘れたので、

仮に山田ということにしよう。 

「山田さんは、ゴルフをやりによくミャンマ

ーに来るんだ」 

「ほう。山田さんはゴルフの後にミャンマ

ー・レディを試したのか？」 

「もちろん、そうだ」 

おしゃべりな人は怖い。山田さん、気を付

けた方がいいよ。 

 満月のせいなのかどうか、たしかにすごい

混雑だった。タクシーを途中で降りて歩くこ

とにした。南側の入り口から入ることにした

のだが、ここでも靴を脱がなければいけない。
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担当の若い女性に預かり代を聞いたのだが、

どのように答えたのかわからない。英語では

ないような気がするので、たぶんミャンマー

語なのだろう。何度聞き直してもわからない。

お互いに困った。後ろにはたくさんのお客が

ひしめいている。財布からいくらか取り出し

て、必要なだけ持って行ってくれといっても

駄目だった。前の人たちが入れた箱をじっと

見てやっとわかった。つまり、気持ちだけと

いうことだ。金額がまちまちだったのだ。 

長い階段が続いている。その両側にお土産

屋が並んでいる。仏像もあれば、花もある。

寺院と一続きの建物の中にお土産屋が並んで

いるというのは珍しいのではないだろうか。

お土産屋とお寺が合体しているというのはす

ごい。しかし、足元がきたない。花の屑が散

らかっているし、プラスチックの袋やペット

ボトルも散らかっている。裸足を強要される

のは納得できることだが、この汚さの中を裸

足で歩くのはつらい。 

 「地球の歩き方」によると 104 段の階段な

のだそうだが、そこを上りきると仏塔が見え

る。薄暗くなった闇の中で金色に輝く仏塔は

見事だった。何しろでかい。中央の仏塔の周

りにも、やはり金ぴかの仏塔が並び、多くの

仏像が祀られている。量と大きさときらめき

に圧倒される。詫びも寂びもないけれど、弥

勒菩薩のような深みもないけれど、これだけ

の迫力があればありがたくもなる。この国が

突然、あっという間に民主化にシフトできた

のは、このありがたい仏塔のご利益があった

からではないかという気さえする。 

 

中央の仏塔 

 

仏塔の周りの部屋の中では、そこかしこに座

り込んで祈りをささげる人がいる。 

 そんなありがたい場所なのにごみの散らか

りようはただ事ではない。ところどころに排

水溝があるのだが、そこはつばの吐き捨て場

所になっている。真っ赤なビンロウを噛んだ

あとのつばだ。みんなはこの不潔さが平気な

のだろうか。私はこの汚さがとても嫌なのだ

けれど、平気であれば、それはそれでいいの

ではないか。プラスチックが落ちていたから

といって、それが気にならなければ別にいい

のではないか。たとえば、環境教育を施すと

して、どのように説得すればいいのだろう。

こざっぱりした美しさは気持ちいいよという

ことくらいだろうが、それがなんぼのもんじ

ゃいといわれれば答えようがない。ごみ処理

の役割とは、いったいなんだと思ってしまう。 

 街に戻ってから、またカレーを食べた。甘

い。甘いのはうまくない。 

 ホテルの近くの路地には所狭しと露店が並

んでいる。ベルトやパンツやもちろんロンブ

ーといわれる民族衣装も。果物屋もあるし、

驚いたことに、握り寿司を露店で売っている。

稲荷ずしや巻きずしではない。生の魚の握り

寿司だ。これは絶対食いたくない。翡翠のブ

レスレットを買う。唯一、買ってきてほしい

と頼まれたものだ。800 チャット（80 円）。
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あんまり安いので、1000 チャットで買った。

ネズミを使った電球売り。その電球をソケッ

トに通すとネズミが嫌がるということを実証

して見せるのだが、人垣が切れることがない。

小さな籠に入れたネズミがその電球がつくと

騒ぎ出す。騒ぐとはいってもちょっと微妙な

感じで、怖がってパニックを起こすというほ

どではない。ゆっくり歩行していたのが急ぎ

足になった程度のものだ。それでも売れてい

る。つまり、それだけこの国ではネズミが多

いということだろう。でも、この電球では、

ネズミを絶やすことはできない。せいぜい、

近くに寄せないことだけだ。 

 

５．ナルギスの被災地を行く（6 月 25 日） 

 一日目で、当初考えていた、行くべき場所

3 か所に行ってしまった。さて、2 日目はど

うするか。スーレパゴタが気になっていた。

また、昨日港で会った青年にも興味があった。

どこのだれかわからないタトゥボーイの誘い

に安易に乗っていいものかという疑問もある。

しかし、ぼられるかも知れないという考えは

浮かばなかった。金銭感覚がマヒしていた面

もあるのかもしれない。ぼられたとしてもし

れたものだという意識がある。サイクロンで

たいへんな被害があったということも思い出

した。市場というのも興味があった。ひょっ

としてタイやホーチミンの水上マーケットの

ようなものだろうか。そして、なによりもタ

トゥボーイの不思議な魅力に惹かれていた。

フラフラ遊んでいるだけなのに、あの英語力

はどこで学んだのだろう。目がいかれている

わけではない、むしろ真摯なのだ。ただのチ

ンピラでない、もっと強い何かがあるような

気がした。行きたいと思うと、その気持ちを

止めようがなかった。 

 スーレパゴタに行くのは、二回目だ。最初

はさほど関心はしなかったが、シュエダゴォ

ン・パヤーのすごさに触れた後に、もう一度

そのミニチュア版に触れてみたいと思ったの

だ。 

 靴預かりの少女は特に金額を言わずに「ア

ップ・トゥ・ユウ」と言った。500 チャット

を払うとにっこり笑って OK と言った。昨日

のシュエダゴォン・パヤーでもこう言ってく

れればわかりやすかったのに。それにしても、

昨日、いきなり 1000 チャットと言ったおば

さんは何だ。仏塔の周りを囲む通路の外側に

も仏像を置いた部屋がある。そこには何人か

が休んでいる。ある人は昼寝をし、ある人は

携帯をいじっている。もちろんお祈りしてい

る人も多い。お祈りは、手を合わせ頭を床に

こすり付けという動作を 3 回繰り返す。祈り

の時の姿勢は正座ではなく胡坐でもない、足

を横に流した感じの横坐りをする。腰回りの

はっきりした女性の民族衣装のロンジンは時

とするとなまめかしい。中にはほかの人たち

には目もふれず仏像と完全に一体となってい

るような、忘我の淵をさまよっている人もい

るがたいがいは女性だ。 

 

一心に祈る女性 

 

 仏像をよく見ると、表情は様々だ。きんき

らの見た目が深みを隠しているが、よく見れ

ば、いろいろな表情がある。イメージを豊か

にすれば、興味は尽きないのかもしれない。

いずれにしても、深みがないということは訂

正したい。 
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 連絡船の乗り場に行くとタトゥボーイが声

をかけてきた。昨日会ったのは 3 時過ぎだっ

たが、この日はまだ 9 時にもなっていない。

彼が何故昨日ここにいたのか分からないから、

今日もいるかどうかはわからないし、この時

間にいるかどうかもわからない。再び来ると

は約束はしていない。しかし、あちらから声

をかけてきた。手には絵葉書を持っている。

そうか、観光客相手に絵葉書を売っているの

か。おそらく、一式 2000 チャットくらいで

まずはぼってみるのだろう。そばには女の子

がいる。彼よりは少し若いのではないか。い

くつだと聞くと、19 歳と答える。嘘だろうと

いうと、16 歳と答える。そちらの方が私の見

た目では納得できる。しかし、どちらが正し

いのかはわからない。彼女がそこで何をして

いるのかもわからない。すれているというほ

どではないが、小悪魔のような大人をからか

う様な目をすることがある。彼女は頬に白い

白粉のような粉を塗っている。タトォボーイ

もなぜかこの日は塗っている。タナカという

日焼け止めの化粧品だ。その話の中にもう一

人女性が加わった。駅弁売りのような籠を首

から下げた少女だ。ガムやティッシュやタバ

コなど細々した日用品が入っている。中学生

くらい、ひょっとしたら小学生かもしれない。

少なくとも高校生の表情ではない。目鼻立ち

がくっきりしているので、おそらくインド系

の少女なのだと思う。何か買わないかとかな

りしつこい。 

タトゥボーイが、「川向こうに行くか」と聞

いてきたので頷く。すると、「チケットを買わ

なくてはいけない」といって、別室に案内す

る。そこには、連絡船の係員がいて、鉄道の

時と同じように、名前・国名をサインさせら

れた上に 1 ドル払わされた。「君は買わなく

ていいのか」と聞くと、「私たちは払わなくて

いいのだ」という。この国は、外国人には厳

しく、自国民にはやさしい。厳しいとはいっ

ても、たいした金額ではないので気にはなら

ない。 

 何故か、小悪魔少女もついてくる。タトゥ

ボーイにガイド代は 1 時間 1000 チャットだ

と告げると、多少不満の表情を見せたが、そ

れ以上なにも言わなかった。私は、時間はと

もかく 5000 チャット払うつもりだった。し

かし、小悪魔少女にはそのつもりはない。着

いていくとも言われないのに、帰れというの

も変な気がする。なにか違う目的があって、

船に乗るのかもしれない。なんとなく、ずる

ずるとそのままにしていた。「船が入ったから

乗ろう」といわれるままに進む。すごい人数

だ。 

「なぜ、こんなに混んでいるんだ」 

「川向こうにも大勢の人が住んでいる」 

二階のほうが見晴らしがいいからと、案内

されるまま席に着く。窓はない。1 階も 2 階

も吹きさらしだが、がっしりしたスチール製

の船だった。 

 2 階の窓際の席にタトゥボーイ、小悪魔ガ

ールと私の 3 人が並んで座った。その前の席

に物売り娘が座り、横の椅子に置いた籠を見

せながら盛んに買えという。私は、思わぬ進

行に何が何だかわからない。タトゥボーイを

ガイドにサイクロン被害のあった街を見たい

と思っていたのだが、余分な女の子が 2 人も

ついてくる。しかし、さほど気にはしない。

どんなにぼられても 1000 円レベルだという

安心感がある。 

 日本はどんな国なのかとかいくつなのかと

かいつ帰るのだとか、他愛のない話を交わす。

みな英語が驚くほど達者だ。特にタトゥボー

イは滑らかだ。タトゥボーイと物売り娘はさ

ほど仲が良くないのかもしれない。ミャンマ

ー語で早口で話す言葉にさほど親しみは感じ

られない。「彼女とはあまり仲良くないのか？」

と聞くと、「いや、そんなことはない」という。 

 物売り娘の籠を置いている席に突然若い男
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が割り込んでくる。物売り娘が何やら文句を

言うと、喰らわすぞというように鋭い目つき

で拳を固める。物売り娘はそれに怯えるわけ

でもなく、文句を言い続け、やがて双方とも

相手にせずという感じになる。これが、この

国の会話のスタイルの一つだろうと思ったが、

彼の鋭い目つきと、それに反発する彼女の引

かない強さが印象に残った。割り込んできた

彼は、あまり英語が得意ではないようで、タ

トゥボーイが通訳をするという形になる。彼

は、サイカの運転手なのだという。まだ若い。

20 代だと思う。私にはサイカの運転手にはあ

る種の偏見がある。以前インドネシアに住ん

でいたころ読んだ本だったと思うのだが、イ

ンドネシア独立の父スカルノは、ベチャ乗り

にはなるな。あれはいやしい職業だと言った

という。いやしいかどうかはわからないが、

この若さでこの顔で（彼はなかなかのハンサ

ムだった）、サイカドライバーにならなければ

いけないのかという思いは強く残った。彼の

表情には生活の疲れは見えなかった。 

 船は 20 分ほどで向こう岸についた。一斉

に人が降りたので、その行列に付いていくの

がやっとで、今自分がどういう状況にいるの

かもわからない。タトゥボーイが、「バイクタ

クシーには乗れるか」と聞く。バイクタクシ

ーはベトナムで乗ったことがあるが、私のバ

ランス感覚では怖い。 

「それでは、サイカしかないが、それでいい

か」 

私は、バスでもいいし、歩くのでもいい、

と思ったが、それを口にする余裕がない。歩

いて行ける距離なのかバスが通っているのか

もわからない。川を渡った後にどういう形で

移動するのかということはまったくイメージ

ができていなかった。何がなにやらわからぬ

まま、群衆に従って歩いていたら突然船の中

で会ったサイカドライバーがサイカを手にし

て、立っていた。 

「本当にサイカドライバーだったんだね」 

いくらだと聞くと 1.5 時間で 5000 チャッ

トだという。高いのではないかというと、い

やそれが相場だという。ダウンタウンから空

港までのタクシー代が 8000 チャット程度と

いうことからすると、やはり高い気がする。

しかし、それ以外の手段を提示することはで

きない。結局納得して、2 台雇う。彼の車に

は私が乗り、もう一台にはタトゥボーイと子

悪罵ガールが乗る。サイカは自転車の横に席

が二つ付いていて、一つは前向きで、一つは

後ろ向きだ。前向きにタトゥボーイが座り、

小悪魔ガールが後ろ向きに座った。 

 

ガイド（？）二人が乗ったサイカ 

 

 サイカはヨロヨロといった感じで進む。舗

装されていない道路が多いので、轍を乗り越

えて大きく揺れながら進む。歩く速度と同じ

くらいか、道路の状況が良いところでは、歩

くより少し早い感じだ。 

最初はお寺に行った。すでに仏塔は二つ見

ているのでさほど興味はない。タトゥボーイ

だけが一緒についてきて説明する。ミイラが

置いてあるのだという。こちらもあまり興味

がない。タトゥボーイが盛んに説明するが、

私のヒアリング力ではついていけない。以前

津波がここまで来たのだと、ミイラの安置さ

れてあるやや下を指さす。早々にそこを立ち

去る。歩きながら、日本や韓国、中国の人は
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いいが、西洋人は嫌いだという。人の話を聞

かず、静かにしろと怒るのだ。「それは、君が

おしゃべりに過ぎるからではないのか」とい

うと、そうかもしれないと笑った。 

 細い農道のような道を進む。周りには粗末

な家が並ぶ。これを家と呼ぶには抵抗がある。

農道より低い位置に、4 畳半ほどの広さの小

屋が立っている。小屋の下は沼地になってい

るので、高床氏になっているのだが、床を支

えるのは柱ではない。細い棒状のものが十本

ほど並んでいる。よく見ると竹だ。竹を支柱

とした小屋に人が住んでいる。これではサイ

クロンどころか。ちょっと強い風が来たら簡

単に倒れてしまうだろう。 

 

このような民家が続く 

 

 市場だというところは、期待したような水

上マーケットではなかった。農道の中に大き

な建物があり、服やら果物やらが売られてい

る。一つの店で一畳分程度だろうか。同じも

のを売っている店が連なっている。圧巻は肉

屋だ。豚と鳥と牛がそれぞれの店に分かれて、

肉の塊を裸のまま置いている。沖縄の公設市

場もすごいけれど、あそこには冷蔵庫がある。

ハエがたかってくるのを箒のようなもので追

い払っているが、やはり気持ちが悪い。内蔵

のような塊をビニール袋に入れ、ニチャニチ

ャという感じでかき回している。国際問題と

いうことを考えないならば、目いっぱい顔を

しかめたい。 

 

肉屋 

 タトゥボーイと小悪魔ガールが小さなどん

ぶりにご飯とカレーをまぶした食事を二人か

わるがわる食べている。こちらにも食べてみ

るかと誘われたが、無理だ。顔をしかめて、

いらないよと答えたのだが、その自分の仕草

にかなりうんざりした。 

 市場を出ると何度も道を間違えた。どこへ

行くのかはわからないが、あちらに行って道

を尋ね、こちらでも道を尋ねする。私の前を

行くサイカの運転手は年配の男性だったが、

私の方の若い運転手と比較すると足の太さと

ハリが違う。何度目かにたどり着いた場所は

小さな家だった。小学校なのだという。それ

は校舎といえるものではない。小さな小屋と

いっていいだろう。湿地帯ではないので、き

ちんとした地面に建っているが、多くの人が

出入りする公共の施設といえるものではない。

入ってくれとタトゥボーイが言う。言われる

ままに中に入ると、6 畳くらいの広さだろう

か。品のいい女性が、先生はいま出かけてい

るからちょっと待ってくれという。部屋の中

央にハンモックが吊るされていて、赤ん坊が

寝ている。そのハンモックを 3 歳か 4 歳くら

いの少年が揺らす。大きく揺らすのでこちら

は気が気でない。もっとゆっくり、小さく揺

らそうよと、動作で促すのだが、当の赤ちゃ

んはぐっすり寝ている。子供は年代がまちま
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ちだが、5 人くらいいた。みな明るい。さき

ほどの品のいい女性が、ビールジョッキーに

なみなみと注いだ水を出してくれた。私は腹

のことを考えて戸惑っていたら、タトゥボー

イが戸惑う私を制して、そのジョッキーを脇

によけ、サイカの運転手に与えた。そのせい

かどうかわからないが、やがて、瓶入りのジ

ュースが出された。私とタトゥボーイの二人

の前に置かれたが、手を出す気にはなれない。

おそらく日々の食にも困っているだろう人た

ちが出してくれた嗜好品に手を付ける気には

ならない。見ると、タトゥボーイも手を付け

ない。彼は何のために私をここに連れてきた

のだろう。寄付を求めるのだろうか。彼の顔

を見るが、彼の表情から何かを読み取ること

はできない。やがて、先生がやってきた。品

が良く落ち着きがあって、それでいて表情は

明るい。50 歳にはなっていないだろう。聖職

者によく見る表情だった。 

「この子供たちは孤児なのですか」 

「必ずしもそうではない、しかし、彼と、彼

と、彼女に親はいない」 

彼らを呼び寄せる。それで、そこにいる大

部分が孤児なのだとわかる。 

「私には収入はないし、家族もいないが、と

ても幸せなのだ。子供たちの世話をすること

が幸せなのだ」という。 

「日本は知っている、日本の歌も知っている」

歌ってくれたが、私にはよくわからない、聞

いたことがあるようなないような、そんな歌

だった。 

このときほど私のヒアリング能力のなさを

悔しく思ったことはない。もっともっと聞き

たかったが、肝心なことがほとんど理解でき

なかった。私はどうすればいいのだろう。や

はりなにがしかの金を置いておくことが期待

されているのだろうか。それは失礼な気もす

る。タトゥボーイをたびたび見るが彼は表情

を変えない。わからないまま、そろそろ失礼

しようかということになった。最後に写真を

撮っていいかというと、みんなを呼び寄せた。

立ち上がる時、ジュース代として 1000 チャ

ットを置き、ジュースは子供たちにやってく

れといった。二人分のジュースを残したまま

その家を立ち去ろうとしたとき、 

「せっかくの記念だから名前を教えてくれな

いか」といわれた。名刺を持っていなかった

ので、その旨告げると、 

「いやそれでいいです。記憶に残しますから」

と笑った。 

サイカに乗る時に、思いとどまって、 

「旅の途中なので、十分なお金を持っていな

いので少しだが」といって、5000 チャットを

渡した。返されることを恐れていたが。天に

向かって感謝の仕草をするように、お金を押

し抱いた。 

私は、この人たちがどういう人たちなのか、

いまだによく理解できていない。タトゥボー

イが行き馴れたところではないということも、

何度も道を迷ったことからわかる。おそらく、

この地区が災害の傷跡からまだ立ち直ってい

ないことだけは確かなのだと思う。 

 

ここが学校だとは思えないような小さな家 
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先生と子供達 

 

 港の前で、サイカを下りた。約束通り、一

台 5000 チャット、二台で 10000 チャットを

払うと告げると、それはだめだと若いサイカ

運転手が言う。 

「1 時間半で 5000 チャットだけれど、もう

すでに 3 時間経っている。だから一台 30000

チャット必要なのだ」 

「倍の時間なら 10000 チャットなのになん

で 6 倍になるんだ。第一、最初に 1 時間半以

内にしてくれと言ったはずだし、道に迷った

のは君たちのせいじゃないか。大体、市内か

ら空港までタクシーで行って 8000 チャット

なのに、こんな近場をぐるぐる回って。何故

30000 チャットも払わなければならないんだ」 

「サイカは疲れるんだ」 

「そんなべらぼうな金額に応じるわけにはい

かない。だいたいそんなことをしたら、ミャ

ンマーの印象は悪くなるばかりだろう」 

「いや、おれはそんなことは関係ない。悪く

思うなら思えばいい」 

その間、タトゥボーイは一切口を挟まなか

った。小悪魔ガールが、最初サイカ運転手の

言い分を説明しようと試みたが、やがて黙っ

てしまう。しかし、これ以上話し合っても無

理だという気がした。ここで殴られたくない

なとも思った。殴られるだけではなく、もっ

と危ないことがあるかもしれない。それで、

私は払った。払って、急ぎ足でその場から立

ち去った。腹が立って仕方がなかった。タト

ゥボーイにまだ払っていなかったので、おそ

らく彼らは付いてきているだろうが、私は振

り向きもしなかった。その権幕が激しかった

のだろう、彼らも離れて付いてきているよう

だったが、やがて、タトゥボーイがオズオズ

といった様子で近づき、俺たちにも払っても

らいたいんだけれどと言ってきた。 

「あんたには 5000 払う、あんたには 3000

だ」というと、小悪魔ガールは、エェ～と抗

議の声を上げたので、二人に 5000 ずつ払っ

た。 

「あんたと彼らはグルだったのか」 

「いや、そんなことはない。俺たちは彼らを

知らなかった。第一、おれは最初バイクタク

シーにしようといったではないか。サイカは

高いんだ。しかし、申し訳なかったと思って

いる。あれは高すぎる」 

彼は、乗船前に外国人用の手続きを済ませ、

「このまま乗ってくれ」と言った。船の上か

ら見ると彼と彼女は並んで、戸惑いの表情を

続けていた。彼らは乗らないのだろう。 

結局、この旅で持ってきたホテル代、飛行

機代を除く費用の約半分をサイカドライバー

に支払ったことになった。 

 

６．アー・ユー・ハッピー？ 

船の 2 階から呆然とあたりを見ていると、

行きの船内で見かけた物売りの少女が声をか

けてきた。私の表情にただならぬものを感じ

たのだろう、 

「アー・ユー・ハッピー？」 

と言った。 

「不幸な気分だよ」 

と答えると、何があったの？と聞いてきた。

「サイカの運転手にだまされた」 

「あの人は悪い人だよ。初めからそう思って

いた。いくらとられたの」 
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「恥ずかしくて言えないよ」 

あんな金額を払ってしまったことは、この

国で地道に働いている人々に対する背信行為

のような気がした。 

「元気を出して。これをあげる。プレゼント

だよ。すっきりするよ」 

そういって、籠の中からウェット・ティッ

シュを取り出してよこした。 

「じゃあ、これは私からのプレゼントだ」 

といって 1000 チャットを渡した。今日は何

回往復したんだと聞くと、メニー・メニーと

答えた。彼女の周りには、彼女よりもさらに

幼い物売りが寄ってきた。みんな、仕事をせ

ず、私を慰めるように、私のそばから離れな

かった。それが救いだった。 

 

アー・ユー・ハッピー？の売り子 

 

 船着き場から出て、通りを渡ろうとすると、

人が倒れていた。何人かの男が行きかう車を

誘導していた。倒れていたのは少女だった。

うつぶせに倒れていたが、顔は横に向いてい

た。その顔の中央部分がへこんでいた。頭髪

の一部が白くなっていた。おそらく頭蓋骨が

露出しているのだろう。すでに死んでいるの

は明らかだった。やがて、一人の男が青いビ

ニールシートを持ってきて、彼女の全体を隠

した。他の男たちが、道路わきのコンクリー

トブロックを運び、彼女の前後を囲った。車

の進入を避けるためだ。野良犬が一匹、にお

いをかぎつけて、ビニールシートの方に向か

ったが、男に追い払われた。やがて警官が駆

けつけた時、その場を離れたが、通りを渡る

のが怖くて、何度か信号をやり過ごした。 

 この国の人たちは幸せなのだろうか。あれ

だけ達者な英語を話し、洞察力もありそうな

のに、絵葉書を売ることしかできない少年。

やはり英語の達者な物売りの少女。それなり

に英語を話せる盗人サイカマン。みんな必死

に食い扶持を稼いでいる。 

ダウンタウンの北側、ホテルの近くをそん

なことを考えながら歩いていると、「ハウ・ア

ー・ユー、また、会ったね」と声をかけられ

た。昨日、床屋で会った彼が声をかけてきた。

シュエダゴォン・パヤーに行ったこと、素晴

らしい場所であったこと、サイカでぼられた

ことを縁台に座りながら話した。彼は、「ちょ

っと待ってくれ。息子に電話するから」と言

った。電話を代わるとたしかに流ちょうな日

本語だった。 

「今日は、あとどのくらいそこにいますか」

「いや、もう、寝なければいけないので帰り

ます」 

この日はテンションをあげることができな

かった。見知らぬ人と話をする元気もなかっ

た。私たちが話しているその前を昨日髪を切

ってくれた床屋の主人が微笑みながら歩いて

行った。客はいないようだった。笑い顔が物

静かで穏やかで哲学者のように見えた。 

 

７．日の丸のついた飛行機（5 月 26 日） 

 もう行きたいところはすべて行ってしまっ

た。虚脱状態はこの日も続いていた。ヤンゴ

ンの北部に行ってみようかと思ったが、タク

シーは使いたくないし、バスも時間がかかり

そうだ。ならば、もう一度環状鉄道を使うこ

とにしよう。前とは逆周り列車が来たのでそ

れに乗った。3 つほど北に向かうと風景は一

変する。降りてみると、心なしか街並みが穏
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やかな感じがする。ダウンタウンで托鉢する

子供の僧は、いきなり観光客に金をねだりに

来ることがある。それでは物乞いと変わらな

いではないかと思うが、この町でも子供の托

鉢にたびたび出会ったのに、観光客に直接向

かってくる気配は感じない。 

5・6 階の建物が多い。鉄格子をはめている

家も多い。泥棒除けだろうか、鳩除けだろう

か。鳩と言えば、この町には鳩が多い。町中

でトウモロコシの餌を売っている人たちを頻

繁に目にする。鳩は大切な鳥なのだろうが、

やはり家に入ってこられるのは困るというこ

となのだろうか。サイカがめったやたら多い。 

20 分ほど街を歩くともうすることがない。元

に戻る鉄道を待つことにする。やはり時刻は

読めない。駅員に聞くと 30 分後だそうだ。

それなのに、すでに何人か待っている。駅は

社交場なのかもしれない。高校生らしい一団

が線路に座り込んでゲームをしている。 

 

線路に座り込んで時間を潰す青年 

 

やはり予定の時間よりかなり遅れて、列車

が入ってきた。乗り込んだのはお見合いタイ

プの座席だ。一日目に乗った車両よりはかな

り汚れている。なんだか、座席に座りたくな

い気分。落書きもある。FUCK YO。スペル

が違うぞ。茹で卵を売っている。子供がお札

を握りしめて買いに来る。覗き込むと 1 個 50

チャット。女がボリボリと頭を掻いている。

見るからに何か月もシャワーを浴びていない

様子だ。早くこの場を去りたいと思う。気持

ちが悪い。ほぼ全員がビーチサンダルを履い

ているのも不気味だ。あとで安倍首相と大統

領の会談の新聞を見るとテイン・セイン大統

領もビーチサンダルだった。この国の正装は

ロンジンにビーチサンダルなのだ。 

 環状鉄道を早々に切り上げて、ダウンタウ

ンに戻る。やはり町としての迫力はダウンタ

ウン街の方が面白い。 

街の西側は中国人が多く住んでいるのだそ

うだ。街並みが全然違う。垢抜けているのだ。 

 

中国人街のファーストフード店 

 

客であふれている一角があった。よく見る

と金製品を売っている。いかにも中国人と思

われる恰幅のいいおじさんが 5 センチは楽に

ありそうな札束を抱えて紙幣を数える機械の

前にどっかと座る。貧しい人をたくさんたく

さん見てきたのに、この一角はなんだろう。

中国人、恐るべし。心なしか、露店もきれい

だ。マンゴスチンをムシロ 2 枚ほどの広さに

ドンという感じに山盛りに広げている。 

 突然のスコール。しかし、馴れているのか、

さっとビニールシートをかぶせる。すぐにビ

ニールシートが雨の重さでたわむので、下か

ら棒で持ち上げ水を逃がしてやる。雨宿りを

兼ねて、近くのショッピングセンターに逃げ

込む。ショッピングセンターの周囲一帯に洋
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服やロンジンやバッグなどの露店が連なって

いる。食べ物屋はない。突然、「ハウ・アー・

ユー」と声をかけられた。振り向くと、案の

定「こんにちは」と日本語に変える。少年だ

った。私が「あれ？」と思うのと、少年が「ア

ッ」と叫ぶのが同時だった。最初の日にスー

レパゴタで声をかけてきた少年だった。 

この少年に会った時点で、なんだか一区切

りついたような気分だった。たった一人を除

き、この旅で会うべき人にはすべて会ったよ

うな気がした。たった一人とは、やはりあの

タトゥボーイだ。彼をグルだとは思わない。

彼のあの小学校で見せた真摯な表情を疑うこ

とはできない。大体私自身が無防備に過ぎた

のだった。船の中でサイカマンが近づいてき

た時から疑ってかかるべきだったのだ。タト

ゥボーイにどのような罪があるというのだろ

うか。金になる観光客がいて、ガイドで小遣

いを稼ごうとして悪いことはない。 

港に行くと、彼はいなかった。「ハウ・アー・

ユー」と後ろから声をかけられたが、ほかの

者には興味がないので無視していると、 

「イエスタディ・・・」 

という声が聞こえる。小悪魔ガールだった。

握手を求めてきたが、私はいたずらのつもり

で手を遠いところに持って行った。それをす

るべきではなかった。彼女はすぐ手を引っ込

めた。 

「彼はどうした？」 

「今日は来ていない」 

「そうか、昨日、そこで、たいへんな事故が

あったんだ」 

「知っている。私も見ていた」 

「えっ、いたのか。あの船に乗っていたのか」

「そう、事故の現場にもいた。けど、怒って

いたから声をかけられなかった」 

彼女と会って、話し、残念ながら握手はで

きなかったが、とりあえずは気が済んだ。こ

の旅は、もう終わりだ。 

 ホテルに預けていた荷物を取りに戻った。

ホテルでは結婚式が終わったばかりのようだ

った。この国のお祝いは品物で渡すのか、大

きな包装紙に包んだ贈り物がたくさん小型の

トラックに積み込まれていた。てかてかに光

った包装紙ばかりだ。このホテルを利用する

のは金持ちではないだろう。中流家庭といっ

たところだろう。この人たちと、街で見かけ

る汚れた服装の人たちの落差はなんだろうか。 

 空港に向かうタクシーの汚いこと。座席は

垢で黒ずんでいる。雨なのに窓を開けて走っ

ている。運転手が一生懸命にフロントグラス

をティッシュで拭いている。エアコンが機能

しないのだろう。やはりウォッシャー液がで

ないらしく、ワイパーを使うと、ギシギシと

きしみ音がした。これは管理が悪いのではな

く、ポンプの耐用年数が過ぎたのに、それを

交換する費用の優先順位が低いだけなのだろ

うと思った。 

空港に着くと、翼に日の丸をあしらった飛

行機が見えた。日本は、この国の誰を幸せに

しようとしているのだろうか。どのような手

段で援助し、どのような見返りを求めようと

しているのだろうか。そして、それによって

幸せになるかもしれない人の中に、今回、私

が出会った人々は入っているのだろうか。 

この国のしあわせの形と、この旅の 1 ヶ月

後に訪れたブータンのしあわせの形は全く違

っていた。少なくともこの国では、お金と物

が無ければしあわせになれない人々がたくさ

んいるような気がする。この二つの国の違い

がどのようにして生まれたのか、私にはわか

らない。わからないけれど、明らかに違うの

だ。 

 この国がしあわせになるためには、私たち

がかって経験したようなお金と物が必要なの

だろうと思う。そしてその先には私たちが経

験したのと同じような躓きも経験することに

なるのだろう。 
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 それがいいことなのかいけないことなのか、

あるいは改善するべきことがあったのか、あ

ったとしたらそれは何であったのか、私たち

自身が考えなければいけないことなのだと思

う。 

 

＜了＞ 

 

 

 

 

 

 

 


