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俺様てき支那事変 
この国はいつだって情感に溢れていた。 
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はじめに 

 

世界の国々はいつだって刺激に溢れていた。旅は香辛料のように刺激的であり、多種

多様な香りをはなっている。だからこそ旅人は、人生を捨てて旅に出る。 

現在、訪れた国は四十ヶ国、散策した都市は百八十に至っている。バックパック一つ

背負って道に迷いながら、ときには喧嘩をしながら、ときには助けてもらいながら旅を

してきた。列車とバスを使って国から国へ、都市から都市へと移動してきた。 

そうした日々を正直に書いている。その時々の感情や思いを正直に書いている。その

ためネガティブな文章もある。それでも正直に書くことに意味があると考えて、時間や

価格などもそのまま書いている。 

なお、本文の一人称が俺様となっている。一人で旅していると自らを俺様とでも定義

しないと異文化に飲み込まれそうになる。日本人から金を巻き上げようとする輩と対峙

するとき、自分を強く持っていないと負けてしまう。そっちがやるなら、こっちもやる

ぞといった殺気がいる。だから私は旅をするとき、自らを俺様としてキャラ化している。

そうした心の張りをリアルに表現したいので、あえて一人称を俺様としている。自宅に

いるときはボクで、外に出るとワタシになって、海外に行くときはオレになる。といっ

た具合だ。 

もうひとつ。何処の地域であれ、数年そこで暮らしてようやくその地域の本来の姿が

見えてくる。この旅行記に記載されている事柄は、あくまで断片的な情報の集まりであ

る。その地域を的確に捉えているとは限らない。その点については、くれぐれも注意し

てほしい。世界を知る一つの情報源といった認識でお願いする。 

 さらにもうひとつ。日記という性質上、文章の見直しに消極的である。読みにくい箇

所が多々あるかと思う。ご容赦願う。 

 それでは私の旅をお楽しみあれ。 
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ＦＬＩＧＨＴ（大韓航空） 

 

１１／８ 鹿児島『鹿児島空港』１５：５５ → ソウル『インチョン』１７：４０ 

１１／８ ソウル『インチョン』１９：００ → 北京『北京』２０：１０ 

１２／５ 上海『ＰＵ ＤＯＮＧ』２１：２０ → ソウル『インチョン』００：１０ 

１２／６ ソウル『インチョン』１３：００ → 鹿児島『鹿児島空港』１４：３５ 

 

 

旅の経路 
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訪問都市 

 

北京 大同 平遥 洛陽 嵩山（少林寺） 西安 成都 峨眉山  

楽山 香港 マカオ 広州 アモイ（コロンス島） 永定（福建土楼） 

武夷山 杭州 黄山 西逓 蘇州 上海 
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俺様てき支那事変 

この国はいつだって情感に溢れていた。 

 

 

 
 

 
 



 

6 

著作権：SHOSAKU事務所 http://www.sho39.com 

旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

前編の経路 
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「事変の始まり」 ８／１１ 

 

ニイハオ。 

１５：５５ 鹿児島空港から今回の旅は始まる。目的地は中華人民共和国だ。その中

でも自治区を除く、支那と呼ばれた地域を巡る。 

中学生時代に『三国志』を読んでから、中国には関心を持ち続けていた。『水滸伝』

や『項羽と劉邦』などの本も大好きだった。孔子や孟子の哲学にも多大な影響を受けて

きた。俺様にとって「近くて遠い国」と呼ばれた中国は、偉大な支那の国として、憧れ

の的だった。しかし、赤い壁に閉ざされた中国の国内事情は分かり難く、簡単に足を運

べる国ではなかった。 

その中国が改革開放路線に転換してスーパー資本主義となった。飛ぶ鳥を落とす勢い

で経済発展を進めている。そして現在では、「近くて怖い国」として報道されている。

それならば本当に怖い国なのか確認してきてやる。学生時代の憧れと供に、本当の中国

を体感するため、支那を周遊してやる。 

旅程は１ヶ月間で北京ＩＮの上海ＯＵＴになる。中国へのビザなし入国は滞在日数が

１５日だった。ただし旅の途中で『香港ｏｒマカオ』に入ると出国扱いになって、再入

国時に１５日の滞在許可が新たにおりる。 

ビザ取得が面倒なので内陸部を１５日間まわって、そのあと香港とマカオに７日程滞

在したのち沿岸部を７日程まわる旅程とした。つまりビザなし周遊を目論んだ。 

空港で搭乗手続きをしていると、ビザの所有を聞かれたので「ビザなし渡航です」と

伝えた。その後、搭乗口で待っていると「お近くの係員までお願いします」と、俺様の

名前がアナウンスされた。 

お近くの係員とやらへ行くと、「そうしたビザなし渡航の場合、入国の際に問題にな

る可能性がある。最悪の場合は入国拒否になる」とのこと。 

とまぁ、航空会社はクレームに発展させないよう、このように不安を煽ってくる。し

かし、入国の際に帰国時の詳細を尋ねられることは、そうそうないのだ。これまでの経

験から、妙な態度をとらない限り、大丈夫だと確信があった。だから、お近くの係員と

やらに「揉めた時は入国係官と交渉するので大丈夫です」と答えた。 

１７：４０、ソウル・インチョン空港に到着。空港内はアルファベットとハングル文

字に囲まれている。１０ヶ月前の韓国周遊を思い出して、懐かしさがこみあげてきた。 

「さぁ、いよいよ旅が始まった」。そんな思いを胸に空港内をふらふらと歩いた。１

時間後、北京行きに乗り込む。 

 



 

8 

著作権：SHOSAKU事務所 http://www.sho39.com 

旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

２０：１０、北京に到着。 

携帯電話の１時間の時差を修正した。さぁて、問題があるらしい入国審査に向かう。

大丈夫だと確信しつつも、不安を煽られているので、ちょっとビクビクしている。挨拶

をしながら、笑顔でパスポートを差し出した。 

入国係官は俺様の顔をちらっと見て、スタンプをトンっと押した。ちょっとビクビク

したのが、馬鹿らしくなるほど、あっさりと通過できた。ねっ、大丈夫なのだよ。 

空港の両替所に行き、日本円を人民元に交換。レートは、１０００円→７０元だった。

更に手数料として５５元（８００円くらい）もとられた。２万円を両替したら１３５０

元程になった。 

（後日談） 

その後、両替をしていくと、１０００円→７５元が基本のレートだった。とくに中国

銀行のレートは抜群で１０００円→７８元だった。もちろん手数料は不要である。いか

に空港の両替所がボッテいるか分かる。旅行者の足元をみやがって卑しい奴らだ。 

 

空港からバスに乗って北京駅へ（１６元）。北京駅からガイドブックに記載されてい

るユースホステルへ。 

ホステルとは一部屋に４個～１０個程度のベッドがあって部屋を共用する宿泊施設

だ。安全かつ安価な宿泊施設としてバックパッカーに利用されている。 

既に日は落ちている。ホステルの所在地が路地裏なのでなかなか見つからなかった。

危険な雰囲気は感じないけど、夜中なのでちょい焦った。そんなこんなで、おっと発見！ 

一泊３８元とは格安すぎる～～～。部屋も広々としていて清潔だ。とりあえず３泊す

ることにした。夜遅いのでさっさとシャワーを浴びて就寝。 

明日は憧れの『万里の長城』へ向かいます。 
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「万里の長城事変」 ９／１１ 

 

ニイハオ。 

７：００起床。ガイドブックの地図に、『万里の長城』行きのバス乗り場の記載がな

かった。だから昨夜、ホステルの宿泊者にだいたいの場所を聞いていた。取り敢えず地

下鉄でバス乗り場の側まで行ってみる。 

駅に到着して外に出ると、通勤途中の人びとがたくさん歩いている。周囲を眺めてみ

ると、漢字の使い方が想像していた以上に日本と違う。方向がまったく掴めなくて戸惑

った。道行く人に目的地『徳勝門』の場所を尋ねてみるが、みなさん英語が駄目らしく、

なんとなくしか方向が分からなかった。 

それらしき方向に進むと『徳勝門』ではなく、『徳（月へんに生）門』と書かれた案

内版があった。「微妙に漢字が違うけど、同じだろう」と、勝手に決めつけて１ｋｍほ

ど歩いたら、バス乗り場があった。うん、決めつけ作戦成功である。それにしてもガイ

ドブックの漢字と現地の漢字が微妙に異なるので、困惑しまくりちよこだ。 

 バスは満員にならないと発車しないらしく、乗車したまましばらく待たされた。よう

やく走り出すと小雨が降ってきたので嫌な予感がした。 

 

バスに揺られること１時間２０分、万里の長城（八達嶺長城）に到着した。車内から

出ると、さ、さ、さむい～～～。小雪が降ってやがる～～～～。雨に振られるよりはマ

シだが、とにかく寒かった。 

昨夜は思いのほか暖かかったので、北京の寒さをなめていた。ペロペロキャンディー

の如く、舐めきっていた。俺様はＴシャツにダウンジャケット１枚で来てしまった。後

悔するが時既に遅しだ。こうなったら体を動かして、寒さを紛らわすのみである。小走

りで長城まで行き、ぴょんぴょん跳ねて、無駄な動きを繰り返した。傍から見れば、頭

のおかしなウサギ人間である。つうか、ウサギ人間って何だ？ まぁそれは置いといて、

万里の長城だ。 

俺様は「とうとう来たな～、やっぱすごいな～」とは、それほど思わなかった。……

なんでだろう？ これまで繰り返し見てきた絵なので想定内の景色だったからかもし

れない。 

それでも山に沿って巨大な城壁が果てしなく続いている様は壮観だ。城壁が龍のよう

に６０００ｋｍも横たわっている。つまり、この６０００ｋｍを実感できないのが残念

なのだ。飛行機で上空から眺めないと、６０００ｋｍは実感できないだろう。 

２時間後、小雪が降り積もって足元が白くなってきた。それでも俺様はスリップしな
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がら、ときには転びながら、そしてウサギ人間となりながら散策した。そのうち霧がた

ちこめて視界が悪くなった。そろそろ限界なので、長城を去ることにした。これから来

る観光客は、辺り一面の霧だから最悪だろう。その前に散策出来てよかった。 

帰りも満員にならないとバスが発車しないので、しばらく待たされた。さらに、エン

ジンのかかりが悪くて待たされる。これまで発展途上国らしさを感じなかったけど、よ

うやく「途上国なんだな～」と感じた。 

 

北京に到着。地面が濡れているので雨が降ったようだ。その雨の影響もあって、とに

かく冷え込んでいる。あ～もっと厚着をしてくるべきだった。そう思いながら地下鉄で

天安門広場へ。 

天安門広場に到着。『天安門事件』の現場にとうとうやってきたぞ。人民解放軍はこ

こで民主化運動を弾圧し、戦車でもって人民を踏み潰した。中国で起こった悲しい歴史

である。そんな歴史などお構いなしに、現在の天安門広場は開放感のある素敵な広場に

なっていた。 

そうそう、ガイドブックにこう書かれていた。「本書は中国と台湾を違う色で表記し

ているので、見つかると別室に連れて行かれて没収されます」。いやいやいや、ガイド

ブックを没収されたら困るので、本書を懐にしっかり隠して歩いた。 

天安門広場の先には、皇帝とその一族の住処だった『故宮』がある。ギリギリ入場で

きる時間だったが、既に日が暮れていたので明日の明るいうちにこよう。うん、そうし

よう。 

西単へ。１０代～２０代の若者が訪れる街らしく小物店が並んでいる。アイススケー

トのリンクがあって、先生が子どもにスケートを教えていた。マンツーマン指導なので

裕福なガキどもだろう。スケートをみていたら睡魔に襲われたのでホステルに戻った。

そのままバタンキューで眠ってしまった。 

毎回そうだけど、旅行記の冒頭は手探りで旅をしているので、なかなか文章が乗って

こない。心に余裕が産まれて、分析できるようになって、ようやく文章に味が出てくる。

そうした心の変化も含めて、旅行記は存在している。詰まらない文章も、面白い文章も

あるからノンフィクションなのだ。旅行記とはそういうものだ。と一応フォローを入れ

ておく。 

明日は世界遺産『北京故宮』周辺を散策します。 
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「北京故宮事変」 １０／１１ 

 

ニイハオ。 

９：００起床。１２時間も寝ていた。大慌てで準備して外に出ると、真っ白な北京の

街が現れた。積もった雪に陽射しが反射して街がとても明るくなっている。旅人として

は外が明るいと心に活気がわいてくる。昨日の反省もあって着込んでいるから寒くない。

うん、快適だ。 

故宮に到着。物凄い人の数だ。平日なのになんでこんなに？ 聞こえてくる会話は中

国語のみである。つまり中国人の国内旅行者ばかりだった。１３億人の人口だから、そ

りゃそうかもしれない。やってきたのが平日でラッキーだった。 

故宮は雪に覆われて抜群の美しさを誇っていた。それにも関わらず、特別凄いと感じ

ることはなかった。独創的と思えるものが見受けられないのだ。日本と同じ文化圏なの

で、どうしても想定内になる。故宮の敷地は広大で、すべて見てまわるのに４時間もか

かった。 

そうそう。皇居の周辺で外国人観光客がつまらなそうにウロウロしているのを見てい

ると、日本も皇居（江戸城）を開放して観光地化したらどうだろう、と思う。陛下は日

本文化の最高峰として、日本そのものとして、京都御所で国民を見守り続けるのがベス

トではないだろうか。『政治は東京』、『経済は大阪』、『文化は京都』、「学校は東北」み

たいに、それぞれ住み分けをしたほうが、メリハリが出て良い。なんでもかんでも東京

だと、東京に住んでないと感覚的なモノが遅れて何もできなくなってしまう。なんとか

ならんもんかね～。 

 その後、『景山公園』の高台に登って頂上から故宮を眺めた。うん、やっぱ故宮は広
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いよな～。その隣にある北海公園は、世界最高の皇室庭園らしいが、特になにも感じな

かった。 

地下鉄で『天壇公園』へ。１９９８年に世界遺産に登録された建物『天壇』がある。

ガイドブックの表紙にもなっている。でも、まぁそれなりだった。建物がどうとかより

も、歴史的な意味合いで世界遺産になっているのだろう。 

本日訪れた『故宮』、『景山公園』、『北海公園』、『天壇公園』は、特に感性が揺さぶら

れることはなかった。昨日の『万里の長城』もだが、今回の旅はずーっとこんな感じな

のかな？ 

日が暮れたので、昨日の『西単』に引き続いて夜歩きタイム。観光客が必ず足を運ぶ

『王府井』へ。夜市をやっていたのでかなり楽しめた。しばらくすると歩きすぎで足が

痛くなった。 

まだ丸２日だけど、中国の検証をしてみる。 

北京の人びとだが、服装や様子はそれほど日本人と変わらない。あえて違いをあげる

なら、日本の若者にありがちな崩れた着こなしをしていない。皆一様に小綺麗な格好を

している。女性はコジンマリしていて可愛いし、男性もスマートでかっこいい。 

想像していたほど話し声は煩くない。煩い奴も居るけど、それは日本にも居る。トイ

レは他国と比べるとやはり汚い。あと、頻繁にタンを吐く。あのノドを鳴らす音と吐き

出す音はどうしても気分が悪くなる。 

訪中前は、中国の街中はゴミだらけの印象だったが、街中にはゴミ箱が沢山あってほ

とんどゴミは落ちていない。街は綺麗だ。 

中国の国家体制は共産主義や社会主義だけど、それらは建前で実際は資本主義になっ

ている。全ての人民が儲けようと思えば幾らでも儲けられる社会だ。だからこそ中国は

世界を巻き込むほどの発展をしている。ベトナムもそうだけど、人びとの様子は資本主

義国となんら変わらない。 

共産党独裁政権の問題はあるが、少数民族を含む多数民族国家は、独裁政権でなけれ

ば纏まらない事情もある。広大な国土に、１３億人の国民、これらを纏めるのは容易な

ことじゃない。小さな日本列島でも物事が纏まらないのに、大きな中国が日本のような

民主主義国家になったらもっと纏まらなくなる。島国の日本はほぼ同一民族だから、日

本人はそこらへんの認識が不足している。 

ただし、独裁政権は上手く行くときは何もかも上手く行くけど、一旦駄目になるとト

コトン駄目になる。歴史から学べば『諸刃の剣』であるのは確かだ。 

これまで俺様の知っている中国人は華僑の中国人、特にアメリカのチャイナタウンに

住んでいる中国人だった。本土がこれだけ発展すると、華僑の経済的優位性ってのは無

くなる。そうなると、他国で華僑として生活していくモチベーションを、華僑はどうや

って保つのだろうか？ 
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旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

明日は世界遺産『頤和園（イワエン）』を散策します。 

 

   
 

 
 

「頤和園事変」 １１／１１ 

 

ニイハオ。 

前日の寝すぎの影響で昨夜はなかなか寝つけなかった。横になった状態で旅の予定を

考えていたが、考えれば考えるほど眠れなくなった。そんなわけで起床が９：３０にな

ってしまった。 

大慌てで外に出ると、本日も晴天だ。街は雪景色に包まれて、抜群の景観になってい

る。ルンルン気分で地下鉄に乗り込み、『頤和園（イワエン）』へ。 

頤和園には地下鉄の駅がなかった。よって、最寄り駅からバスを利用する。路線番号

を確認してバスに乗り込むと、な、な、なんと逆方向のバスだった。 

俺様は大慌てて降車して、反対車線へ向かった。しばらくして折り返しのバスがやっ

てきて再乗車する。う～ん、無駄骨こいた。 

頤和園に到着。昨日の世界遺産がそれほどでもなかったので期待してなかった。それ

なのに、いや、これはマジで世界遺産だった。 

風景が凄いのなんのって、まさに驚異的である。湖に浮かぶ小島が、高台の門から見

えて、その風景のわび寂が抜群だった。雪景色に包まれているのも、東洋美を強く引き

立たせている。東洋の美しさが凝縮されていて、どこもかしこも圧巻だった。これまで

拍子抜けしていただけに、テンション最高潮になった。 

しかし、このテンションを下げる者が現れた。頤和園には施設が多数あるので、施設

ごとに入場券を確認する係員がいる。その係員の一人が、嫌そうに入場券を確認して、

嫌そうに入場券に使用済みの穴を空けた。本心から嫌々仕事をしているのが分かる。 
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旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

 訪中前は、元共産圏にサービス精神なんて無いと考えていた。しかし中国には日本と

同様のサービス精神があった。「イメージしていたのとは違うな」と感じていたのにコ

レだ。 

北京オリンピックの影響で、サービスに対する教育はされていると聞いていたのに、

北京でコレなら、他の都市はコレコレだらけになるのかな？ これからの旅で中国人が

どう変化していくのか楽しみだ。 

頤和園を全てみてまわるのに４時間もかかった。足が疲労して痛くなっている。ゆっ

くりでしか歩けなくなっていた。それでも、清朝の離宮跡である『円明園』まで歩く。

地図では頤和園から円明園まで２ｋｍ程だ。しばらく進むと、『地下鉄まで５００ｍ』

の看板表示があった。「えっ？ 地下鉄ってなに？」。そう思い、慌ててガイドブックを

確認してみる。そこには『未開通』と書かれている路線があった。 

「ん？ もしかして開通しているの？」 

 そう思い、案内表示に従って歩くと、地下鉄の改札口があった。しかも頤和園正門の

反対側、裏の別入口の前だった。「え～～～、じゃ～バスに乗らなくても地下鉄で来ら

れたってこと？」。そう思いつつ、複雑な気持ちのまま地下鉄へ。開通したてなので綺

麗なホームである。綺麗な地下鉄に乗り込んで『円明園』って名前そのままの駅で降り

た。地上に出ると、そこは『円明園』の入口前だった。 

『円明園』に到着して、『頤和園』から『円明園』まで４ｋｍはあったと分かった。

地図がデフォルメされているので、２ｋｍと勘違いしていた。足が痛くなっていたので、

地下鉄が開通していて救われた。いや～マジでそのまま歩いていたらヤバかった。 

円明園には英仏が破壊した石造りの建物が破壊されたまま残っている。その廃墟がロ

ーマ遺跡を連想させて楽しかった。清朝が小さなローマを造ったら、英仏に破壊されち

ゃった印象を受けた。 

破壊されていない建物もある。その建物の中央には塔があって、迷路を抜けなければ

辿り着けない遊びがしてある。塔に行こうとした俺様は、見事にトラップにはまって行

き止まりになった。そこで、他の者の行動をつぶさに観察しながら塔に辿り着いた。そ

の他にも自然環境が豊富で、幾つもハイキングコースがあった。しかし俺様の足は悲鳴

をあげている。しかも既に１７：００を過ぎ、日が落ちて暗くなっていた。 

さぁ、それでも夜歩きタイムはやっておく。本日は、オリンピックスタジアム（鳥の

巣）を観に行く。そのまま地下鉄で『鳥の巣』へ。２００８年のオリンピックから１年

以上経過しているが、沢山の観光客で賑わっていた。やっぱ中国人にとって『鳥の巣』

は、近代中国の象徴なのだろう。 

 そうそう、『鳥の巣』でようやく確信したが、観光地を訪れている観光客の９割以上

は中国人だ。広大な国土と、多くの人民によって、観光産業は国内で賄えてしまうのだ

ろう。 
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旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

そもそも俺様が、これまで海外を旅して出会った中国人は、香港人と台湾人、それと

華僑と呼ばれる現地在住者のみだ。海外を旅している本土の中国人に会ったことはない。

つまり中国人の旅行は、ほぼ国内旅行なのだ。 

北京駅へ。情報によると中国の鉄道切符は当日取得が困難なので、前もって切符を購

入する必要がある。切符売り場へ行くと、窓口は多くの人びとでごった返していた。 

実は明日の予定が曖昧で、どの都市へ行くべきか踏ん切りがついていない。窓口まで

来れば決断できると思ったけど、ごった返している中で決断なんてできなかった。もう

足が痛くて、早く休みたかった。「しっかり予定を立ててから購入するべき」と判断し

て、ホステルに戻った。 

ホステルで今後の行程を考える。しかしどうしたものか踏ん切りがつかない。世界遺

産の石窟がある『大同』へ行くべきか、行かざるべきかで悩んでいる。悩んだ結果、「明

日の成り行きに任せるべき」と判断して就寝した。おいおい、大丈夫か？ 

明日は５０パーセントの確率で大同へ行きます。 

 

  
 

 
 

「北京事変」 １２／１１ 

 

ニイハオ。 

行き当たりばったりに賭けた本日、危機感から７：００に目が覚めた。まずは、手持

ちの現金が残り僅かなので、銀行で資金調達しなければならない。銀行の営業まで時間

があるので二度寝した。 

８：００起床。外に出ると大雪だ。昨日の『頤和園』散策は急勾配の連続だったので、

雪が降ったのが本日で良かった。それと、北京を去る日に大雪とはオツではないか。 
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旅行記・随筆作品 
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北京駅前の北京銀行に行ったら、まだ営業していなかった。そこで両替レート抜群と

評判の中国銀行を探してみた。しかし中国銀行は発見できず、大雪で頭が濡れて寒いだ

けだった。 

北京銀行のレートは『１０００円→７４元』だった。空港の『１０００円→７０元』

に比べたら良好だ。俺様は６万円を一気に両替した。 

中国は英語が通じにくいので頼りになるのは現金だ。現金さえあればどんな困難でも

乗り切れる。懐が豊かになった俺様は心にも余裕が出てきた。余裕が出てくると「大同

へ行っても良いかな」と、ここでようやく『大同』行きをほぼ決心した。 

北京駅の窓口で「大同行き」を伝えると、係員はＰＣ画面を指差して「この値段だ」

と合図した。画面には『４５０元』と表示されている。……４５０元って高すぎないか？ 

なんでそんなに高額なの？ 

意味不明だが英語が通じないので詳細を尋ねられない。ガイドブックに『バス代１０

０元』と記載されていたので、バスで行くことにした。 

地下鉄でバスターミナルの最寄り駅へ。駅から３ｋｍあるのでタクシーを使った。料

金は１１元と格安だ。 

バスターミナルの切符売場で「大同行き」を伝える。す、すると、な、なんと、雪で

運行中止とのこと。うわ～～～～～～。 

ちょい途方に暮れて、さてこれからどうしたものかといろいろ考えてみる。北京には

大きな駅が『北京駅』と『北京西駅』の２つある。『北京西駅』からも『大同』行きの列

車が出ていた。値段はわからないけど、ここまで来たら残された手段は『北京西駅』発

しかなかった。俺様は『北京西駅』から『大同』へ行くプランに変更した。 

北京西駅はバスターミナルから２ｋｍほどの所にある。頑張って歩いてみたが、方向

は分からないし大雪だしで断念した。 

タクシーを利用したら２ｋｍなのに１３元だった。運ちゃん、ちょい遠回りしたんじ

ゃないの？ 

切符売り場は雪の影響もあるのか長蛇の列。北京西駅発のプランが最終手段なので、

４５０元でも購入するつもりで並んだ。その切符が５４元だったので驚いた。兎にも角

にも切符は手に入れた。掲示板を確認すると『大同』行きの列車は、この一本しかなか

った。 

発車時刻は１５：４０。大同まで６時間かかるので２１：４０の到着になる。夜中の

到着は焦るから嫌だけど、諦めるしかない。 

発車まで駅の周辺を散策した。ただし大雪なので外には出られない。駅構内に連結さ

れたデパートの商品を眺めるだけだ。特別何がある訳でもないので、旅行記を書きなが

ら時間を潰した。 

列車に乗り込む。車窓の景色は岩山だらけ。なるほど中国といった風景だ。そうした
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旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

風景を眺めていると、中国は都市部よりも山間部の方が面白そうな予感がしてきた。大

同が楽しみだ。 

中国人の乗客は皆おのおの自由だ。決まっている筈の座席は、しばらくしたらみんな

の座席になる。お互い空いている席に適当に座り始める。どうやら細かいことは気にし

ないらしい。 

お互いの体が触れても、時にはぶつかっても気にする素振りはない。通常、体同士が

当たると「エクスキューズミー」になるのだが、中国人は体が触れ合っても抵抗がない

ようだ。隣のオジサンの太股が、俺様の太股にずーっと密着している。 

良く言えば「おおらか」だが、悪く言えば「無頓着」だ。だからトイレは汚いし、タ

ンをそこらじゅうに吐くのだろう。 

意外だったのが人と人との繋がりの深さだ。乗客の触れ合いを観察していると、まる

で知人のようにお互いが心を開いている。だからこそ座席は、みんなの座席になってし

まうのだ。更に親子の情の深さは凄まじく、オーラーを発して伝わってくる。それはま

るで３０年～４０年前の日本のようだ。古き良き時代と評される高度経済成長の日本だ。

幼少時代にタイムスリップしたような、不思議な感覚になった。 

 

２１：４０大同駅に到着。まずは明日の列車の切符を購入する。本日は予定を曖昧に

して無駄な時間を過ごした。その反省から「早々に予定を確定するべき」と判断した。

うん、俺様には学習能力がある。 

駅の掲示板を確認したり、案内係に尋ねたりしながら時刻表を調べたら、次の目的地

『平遥（ヘイヨウ）』行きの夜行列車があった。 

明日、大同を散策してから夜行列車で平遥へ行けば完璧だ。俺様は窓口で切符を購入

した。うぉぉぉぉ～～～～し、やったぜ俺様。 

夜行列車の切符は購入が困難で、前日だと取得が難しいとの情報だったので、今回の

旅がローシーズンで助かった。 

購入の際にＰＣ画面を見ていると７３０元と表示されていたので「えっ？」っと思っ

たら、窓口の人が７３元と紙に書いて渡してくれた。つまり、ＰＣ画面には『７３.０元』

と小数点が一桁表示されていたのだ。ってことは、北京駅の切符は『４５.０元』だった。

とんだ勘違いだ。あのまま北京駅から乗車していたら、振り回されることなく大同にや

ってきた。後悔しまくりちよこだ。 

ただし、北京１０：００発、大同１６：００着として、明日の平遥行きの夜行列車を

利用する旅程に変化は無いから納得しよう。納得しまくりちよこだ。 

このように中国はほぼ英語が通じないので、現地での情報収集が困難だ。「ハウマッ

チ」ですら通じないのだから、意思の疎通が上手くいかない。 

駅の周辺に汚らしい安宿が幾つかあったので、適当に選んで宿泊（８８元）を決めた。
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旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

汚くて不便な宿だけど、既に２３：００だし、とにかくシャワーを浴びて、ベッドで眠

れるならと妥協した。あまりに汚いので変な虫が出ないように、明かりをつけたままア

イマスクをして就寝した。 

（後日談）中国の宿事情について記載しておく。俺様は中国の宿は相当に悪いと考えて

いたので、汚くて当たり前だと覚悟していた。しかし本日宿泊したホテルの宿泊費８８

元は、かなりボッていたと、中国を周遊して分かった。こちらから宿泊を申し出て、値

切らなかったのでこうなってしまった。トイレとシャワーが共用の汚い部屋だと、半額

の４４元くらいが相場だろう。 

明日は世界遺産『雲崗洞窟』を散策します。 

 

   
 

 
 

「大同事変」 １３／１１ 

 

ニイハオ。 

宿が寒いし汚いしで朝から気分が悪かった。トイレに溜まっているウンコには閉口し

た。これまで治安の不安は感じていないが、トイレの不安は感じている。冬の訪中で助

かった。夏だと臭くてヤバかった。 

外は大量の雪が降り積もっている。俺様は氷点下の寒さに耐えながら、駅前で世界遺

産『雲崗洞窟』行きのバスを待った。３０分ほど待ってもバスがやってくる気配はない

ので、タクシーと値段交渉をした。ガイドブックもやたらタクシーの利用を薦めていた。

『雲崗洞窟』までの１５ｋｍを１２０元で合意。体が完全に冷え切っていたので車内の

暖房がたまらなく有難かった。 
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旅行記・随筆作品 
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雲崗洞窟に到着。窓口でチケットを購入（６０元）して、断崖に作られた石窟を眺め

た。なるほど世界遺産だ。歴史的な宗教の偉大さを感じた。心から「フォ～～っ」っと

感動が飛び出してきた。石窟を観たのは初めてなので、かなり悩んだけど来てよかった。 

帰りこそはバスを利用したいので、バス乗り場まで歩く。その途中、あちこちで開発

をしていた。力を入れて観光地化していることが伺える。 

バス乗り場には、大同行きの路線バスは待機していなかった。動かないと寒いので次

のバス停まで歩いてみる。しばらく歩くと大同行きの路線バスが、バス乗場の方向へ走

り抜けた。 

さて、バス乗場に戻るか、次のバス停まで進むか迷った。戻ると無駄足になるので進

んでみる。そうしたら次のバス停にたどり着く前に、さっきのバスが折り返してきた。

俺様は一か八か手を上げてみる。……なんなくバスは停車してくれた。こうやって融通

が利くところが中国だと感じた。 

バス代は１．５元なので、タクシー代１２０元を考えれば破格値だ。時間があるので

途中下車して『観音堂』を見学する。お寺の前に『三龍壁』なる絵があるので写真を撮

った。 

ガイドブックには『休みなし』と記載されていたが、周辺の雪には人がやって来た足

跡はなかった。寺に入ると犬が吠えて建物から人が出てきた。どうやら休みらしく、参

拝は出来なかった。 

 

大同に到着。大同駅から離れた繁華街にバスの終点はあった。だから駅前でバスを待

っても路線バスは来なかった気がする。俺様はガイドブックのバス情報に翻弄されて、

極寒の中で３０分もバスを待たされた。恨んでやる。 

『普化寺』を拝んだ後、街の中心にある『鼓楼』へ。マクドナルドがあったので『マ

ックセット＋コーヒー』を注文した。英語ができる定員さんだったので、すんなり注文

できた。マックセットを受け取って机に置こうとしたら、コーヒーがバランスを失って

倒れた。倒れたコーヒーは床に落ちてバシャーと広がった。 

寒さで手が硬直していたのと、リュックの重みで肩の筋肉が疲労していた。今考える

と、リュックを宿に預けるべきだった。それよりなによりコーヒーだ。さて、どうした

ものか。そこに店員がすばやくやってきて、床に広がったコーヒーをモップで拭いてく

れた。そのうえコーヒーも入れなおしてくれた。これらの動きが迅速で、当たり前のよ

うにやってくれた。 

中国人の懐の深さなのか、マクドナルドの教育なのか、日本のマクドナルドがどう対

応するのかわからないが、人として物凄く嬉しかった。訪中するまで中国人はガサツな

イメージがあった。たしかにそうした一面もあるが、そうでない一面もある。 

コーヒーを飲んでほっと一息ついたところで、壁画『九龍壁』を眺めにいった。なん
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となく脳裏に詩が浮かんだ。 

 

『あしおと』 

コユキのあしおと、きこえたよ。 

はらはらト、ぱらぱらト。 

ぽっぽら、くくく ぽら、くくく。 

ぽらぱむ、くくく、ぴら、くくく。 

 

オオユキのあしおと、きこえたよ。 

しみしみト。じんじんト。 

ごたっと、づづづ、ごう、づづづ。 

どちどた、づづづ、でう、づづづ。 

 

ユキドケのあしおと、きこえたよ。 

はたはたト、ぱたぱたト。 

べちゃっと、べべべ、ぐん、べべべ。 

ぽっぽら、ふふふ、ぽむ、ふふふ。 

 

大同の街を歩いていると、どこもかしこも開発ラッシュで、その発展途上の凄まじさ

は、そのまま中国の勢いとして感じる。埼玉並の巨大住宅を至る所に建設していた。 

大同駅前と雲崗洞窟を見る限り、大同は自然に恵まれた田舎街だと思っていたら、繁

華街は大きく発展していた。これから益々発展してどんどん変貌していくだろう。 

日が暮れたので大同駅へ。待合室のベンチに座って今後の旅程を検討していたら、瞬

く間に４時間が過ぎた。 

「ちょっと駅前の店でも覗いてみるか」と外に出たら、極寒で肺がハァハァなったの

で慌てて駅に戻った。簡単に凍死できる危険な寒さだ。再度、旅程を検討して時間を潰

した。 

列車は３０分遅れて２３：４０分に発車した。俺様は速攻で寝台に滑り込んで、速攻

で寝た。 

明日は世界遺産『平遥（ヘイヨウ）』を散策します。 
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「平遥事変」 １４／１１ 

 

ニイハオ。 

中国に来て初めての寝台列車だ。寝台の形式はヨーロッパと同じだった。異なったの

は乗客の出す騒音だ。途中駅で降車する乗客の騒音が煩くて寝付けなかった。耳栓をつ

けておくべきだったと後悔した。車内の気温が低くて寒かった。これまでの旅、車内に

限らず、デパート等でも暖房は低く抑えられていた。下りのエスカレーターは動いてな

かったりする。こうしたことから中国は、電力不足だと推察できる。 

また、中国人はタンを吐くのが日常化しており、屋外に限らず屋内でもタンを吐く。

タバコも屋内で平気で吸う。列車内でも吸う。乗務員に没収されていたので、車内で吸

ってはいけない筈だが、見つかったら見つかったとき感覚で吸う。寝台列車だと３段ベ

ッドの上段に煙が溜まるので勘弁して欲しい。 

６：００到着予定なので早めに起床して到着を待った。降り損ねると危機的状況にな

るので、駅に到着する度に、乗務員に「平遥駅か？」と確認したが、雪で列車が遅れて

いるらしく、「違う」と言われた。 

 

７：３０平遥駅に到着。６：００は早過ぎるので、遅れたのはむしろ有難かった。外

は極寒なうえ周辺は霧が立ち込めて視界不良だ。「日ごとに寒さがますな～。寒いの嫌

だな～」と心から思った。 

 まずは切符売場で今後の旅程を確定させる。次の目的地は『洛陽』だが、ガイドブッ

クの情報では『洛陽』行きの列車は１本しかないので、切符の購入は困難らしい。 
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切符売り場で何度も聞いて、書いて、検討してみて、更に書いて、でもなんか駅員の

言うことが分からなくて、どうしたものかと９０分ほど格闘した。 

その結果、『深夜１：０６洛陽』行きの切符を購入できた。『昼の１：０６』なのか、

『夜の１：０６』なのかで迷った。一旦、大きな駅のある『太原』へ行って乗り換える

路線もあって迷った。『洛陽』までの寝台列車なら希望通りだ。希望通りなのに９０分

を要したところに、中国の難しさがある。 

 現在時刻は９：００。未だに外は霧に包まれている。待っていても霧が晴れる保証は

ないので出発した。 

 少し歩くと『平遥古城』に到着。門を抜けて入城するとそこは……まさに古代中国だ。

流石は世界遺産！ まさに世界遺産！ おぉぉ世界遺産！ 日本には無い中国ならで

はの街並みに、まるでタイムスリップした感覚になった。鬼のように寒いけど、心への

刺激が寒さを和らげてくれる。古代中国の街を２時間ほど散策した。 

取り敢えず一周したら刺激が薄れてきて寒さが辛くなってきた。体を温められそうな

建物を探したが、これがなかなか見つからなくて参った。ようやく門の外でバーガーシ

ョップを発見して、チキンライスとココアを注文した。２杯目のココアを飲みきって、

やっと体温が戻った。 

現在時刻を確認すると１２：３０だ。外は極寒だけど、折角『平遥古城』まで来たの

だから存分に堪能しないと勿体無い。俺様は再び『平遥古城』に戻った。 

２周目はこれまでより寒さが和らいだ。徐々に霧も晴れてきた。午後になってかなり

歩きやすくなった。同じ道を歩いてもなんなので、別の道を進んだら城壁に登れる門が

開いていた。 

本来、城壁に登るにはチケット（１２０元）を購入する必要がある。その他の施設に

も入場できるチケットだが、１２０元は高いので購入しなかった。それなのに無料で城

壁に登れる状況が目の前にある。 

俺様は城壁に登った。城壁からの眺めは抜群で気分は最高だ。雪の降り積もる城壁路

をせっせと歩いて写真を撮りまくった。料金を払っていたら一周するけど、無料なので

三分の一ほどで城壁を降りた。雪が深くて歩けない。もうこれで満足だ。 

その後、城壁の下を歩いて一周した。足が痛くなったので門の外に出て、薄暗いデパ

ートの椅子に座って休憩した。平遥は世界遺産こそあるが、小さな田舎町だ。極寒の霧

に覆われた土地に、人は住みたがらないだろう。 

ガイドブックに『夕暮れの街並みが美しい』と記載されていたので、俺様は三度、『平

遥古城』に戻った。すると、バイクと車が接触したらしく言い合いになっている。車の

角が若干破損している。警察を呼ばずに交渉しているので、中国も東南アジア同様に任

意保険のシステムが確立されてないらしい。言い合いのせいで、他の車が通行出来ずに

渋滞している。しかし渋滞なんてお構いなしに交渉している。他の車から人が出てきて、
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通行人も巻き込んでそれなりの輪になった。こうやって周りを巻き込むのも中国人だと

思った。日本なら車両を端に寄せて、周りを巻き込まないようにする。２０分ほど交渉

を見学して散策を再開した。 

夕暮れの『平遥古城』は情緒があって最高だった。本日は同じ道を朝・昼・夕と三回

歩いたが、夕の美しさは格別だった。 

日が暮れたので平遥駅へ。現在時刻は１８：００。深夜１：０５発なので７時間もあ

る。こりゃ時間を潰すのが大変だ。 

小さな駅の待合室は冷えに冷えて、震えながら列車を待った。昨日は２３：００の夜

行列車。本日は１：０５の夜行列車。二日連続の夜行列車で厳しい日程だ。特に『２３：

００～１：０５』までの２時間が、寒さで耐え難いほど辛かった。「なんで俺様はこん

な辛い思いをしているのか」と、久しぶりにブルーになった。切符代をもっと高くして

も構わないから、待合室に暖房を入れて欲しい。 

ようやく列車が来たのでホームに出ると、簡単に凍死できる極寒だった。列車に乗り

込むと布団に包まってすぐに寝た。 

明日は世界遺産『龍門石窟』を散策します。 

 

  

 
 

「洛陽事変」 １５／１１ 

 

ニイハオ。 

ようやく一週間が経過した。なんかいろいろあって、いろいろ感じて、濃縮された日々

を送れている。寒さは辛いけど旅は順調に進んでいる。 

１１：３９洛陽駅に到着。乗務員に起こされるまで寝ていた。疲労の蓄積が相当ある

のだと思う。 
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中国の寝台列車は乗務員が切符を一旦預かって、乗客が降りる一つ前の駅を出発した

段階で起こしに来てくれる。そうしないと中国人は寝過してしまうだろう。このシステ

ムは降車のタイミングが分かりづらい外国人には大変有難い。お陰さまで存分に眠れた。 

 外に出ると、「とうとう洛陽に来たんだな～」と感慨深い。支那の歴史書に必ず登場

する都市が洛陽と長安（現在の西安）だ。遥か遠い昔、この地が世界の中心だった。こ

の地にはロマンがある。 

 さて、世界遺産『龍門石窟』行きのバス乗り場を探す。そこに、おばちゃんがホテル

の呼び込みにやってきた。２日連続の夜行列車なので、今日くらいはシャワーを浴びた

い。値段を尋ねたら６０元だった。……うん、安いじゃないか。 

少林寺ツアーもあるそうだ。値段を尋ねたら４０元だった。……うん、安いじゃない

か。 

駅のすぐ側にホテル（人和賓館）があって、清潔感溢れる部屋だった。……うん、や

るじゃないか。 

これは旅の神様のお導きだと判断して、本日は『龍門石窟』、明日は『少林寺』で旅

程を確定した。すんなり宿泊場所が見つかって、リュックも置けてラッキーだ。 

物凄く親切なおばちゃんで、『龍門石窟』行きのバス停まで案内してくれた。 

 

『龍門石窟』に到着。チケット（８０元）を購入。大同に比べると観光地化が進んで

いて観光客が多かった。その観光客のほとんどが中国人であることは、これまでと変わ

らない。 

此処には、『雲崗洞窟』と『龍門石窟』二つの石窟がある。北魏の考文帝が『大同』か

ら『洛陽』に遷都して、『雲崗洞窟』を造り、その後、『龍門石窟』ができた。 

時代が異なるので『雲崗洞窟』と『龍門石窟』では全く違う印象を受ける。特に川向

こうから眺める石窟陣はかなり爽快だった。石窟、仏龕など、大小の仏像が約１０万体

並んでいる。 

俺様は歴史的なものに手を触れるのが大好きだ。そっと触れた指先から過去の人びと

との繋がりを感じる。まさにロマンだ。 

近くに唐代の詩人、白居易の墓『白園』がある。碑文が３６００程ぎっしりと並んで

いる。日本語の碑文もぎっしり並んでいた。全ての日本人が、『龍門石窟』への敬愛の

言葉を連ねていた。俺様の脳裏に詩が浮かんだ。 

 

蜘蛛の巣 

意識を持って行動している者は本物である。 

意識はあるけど行動しない者は偽物である。 

意識が無くて行動しない者は死者である。 
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……人の歩かない道には蜘蛛が巣をはる。 

……行動しない者にも蜘蛛が巣をはる。 

 

バス停に戻る途中、大雪が降り始めて一気に寒くなった。雪交じりではあるものの、

これまでの街に比べて洛陽は暖かいと感じていたのに甘かった。 

気候的に一ヶ月早ければ、中国の北側を旅するのに快適だった。逆に一ヶ月遅いと、

益々寒くなって旅どころではなかった。夏だとトイレと食事の衛生環境が心配だ。列車

の切符も取得しづらくなる。そうなると旅のベストは１０月だろうな。 

 

バスに乗り込んで洛陽市内へ。その途中、このバスの終着は洛陽駅ではないと気がつ

いた。へんぴな場所で降車すると面倒な事になるので、繁華街らしき場所で適当に降り

た。繁華街なら現在位置を容易に把握できると思ったからだ。 

バス停の文字や、周辺施設から現在位置を割り出すと、洛陽駅から５ｋｍは離れた場

所で降りていた。５ｋｍは遠すぎるので、降車を早まってしまった。 

しかし降りてしまったものは仕方が無いので、散策しながら洛陽駅まで歩いてみるこ

とにした。その道筋は全く持って面白みに欠け、ただただ道でしかなかった。でも頑張

った。俺様頑張った。ひたすら歩き続けて５ｋｍほど歩いた。 

それでも何を間違ったか洛陽駅にたどり着かない。日も暮れてきて焦った。バス停を

見つけて現在地を確認すると、あと７停留所ほど先に洛陽駅がある。俺様がバカなのは

そこでバスに乗ればいいものを、とりあえず歩いてみるかと思考してしまうところだ。 

結局、停留所を２つ過ぎてからバカさ加減に気がついてバスに乗った。バス料金なん

て１元なのにどうして歩こうと思うのか、自分で自分が嫌になる。無駄足だし、無駄時

間だし、なにも良いことがない。俺様は何時もそうだ。我慢しすぎて損をする。 

 

ホテルに一旦戻ってから駅前で夕食を済ませた。そのまま明日の夜行列車『洛陽→西

安』の切符を買いに行く。俺様は夜行列車の詳細を紙に書いて窓口に差し出した。で、

そのまま購入。購入の際になんか変だなと感じる瞬間があったが、後列に沢山の人が並

んでいるので取り敢えず窓口を離れて切符を確認した。 

すると、夜行ではなくて昼発の切符だった。おいおい、明日は少林寺に行くので昼の

列車に乗れませんよ～～。 

 俺様は並びなおしてこの切符は違うと申し出た。しばらくやり取りがあって、俺様の

希望する切符が購入不可だとＰＣ画面から分かった。それが売り切れによるものか、ダ

イヤ改正によるものか分からないが、だからと昼発の切符を渡されても困ってしまう。

だって別時間で夜行列車はまだあるのだ。 

俺様は切符の取り消しを申し出たが、窓口の奴は切符を受け取らなかった。俺様も意
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地になって取り消しを主張し、お互いのやり取りが長く続いた。 

窓口は列になっているので、このままだと業務が滞ると判断した上司が、折れて返金

を許可した。当然だ。俺様は幾らでもねばってやる。 

物凄く疲れたので西安行きの夜行切符は、明日、少林寺から戻ってから購入すること

にした。最悪、売り切れだったら、洛陽にもう一泊して翌日の早朝に西安へ行こう。旅

程が確定しないのは不安だけど、とにかく疲れた。 

明日は少林拳法発祥の地『少林寺』を散策します。 

 

  

 
 

「嵩山事変」 １６／１１ 

 

ニイハオ。 

７：３０起床。準備してホテルのフロントへ。８：００にツアーの人が呼びに来てバ

スまで案内してくれた。バスに乗車すると皆中国人だ。訪中してから西洋人をほとんど

みかけない。アルファベット表記のない漢字文化圏は、西洋人が旅をするには難しいの

だろう。漢字文化の日本人でも英語が通じなくて苦労しているのだから。 

そうしたこともあるのか、北京では日本人を若干見かけたが、その後の旅程では日本

人さえも見かけなくなった。日本人でさえ地方を敬遠しているのだ。 

 

少林寺のある『嵩山（スウザン）』に到着。バスは少林寺を後回しにして、嵩山周辺

の見所（寺院）を先に巡った。これらのチケット代が１２０元と大きな出費になった。

ツアー料金（４０元）が格安なので何かしらの付随料金が発生するのは想定していたけ

ど、チケット代で回収してきた訳だ。 

それらの見所を巡って興味深い宗教体験もあったけど、歴史的な背景が分からないの



 

27 

著作権：SHOSAKU事務所 http://www.sho39.com 

旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

で全体的に微妙だった。なによりこの日の嵩山は雪が降って寒かった。寒さに耐えなが

ら連れまわされるのは辛い。 

ランチタイム。麻婆豆腐を注文してみる。豆腐に日本のようなプリプリ感がなく、と

ろみもなくてマズかった。本場の中華はこんなものかとガッカリした。二度と麻婆豆腐

は食わないと誓った。 

少林寺へ。まずは観光客に演舞をみせてくれる『少林寺武術館演舞庁』へ。３０分の

演舞披露なのだが、そのうち２０分は客を舞台に上げての演舞指導だ。これが酷くて呆

れた。客を舞台にあげるからタラタラと時間だけが過ぎて退屈だ。で、５分はなんかマ

ジックみたいなことをする。素晴らしい演舞をみたのは残りの５分だけだった。５分し

か演舞を披露できない体力の無さに逆に驚いた。少林寺ってこんなもんなのか？ これ

で良いと思っているのか？ 

その後、少林寺を散策した。しかし僧従が修行している姿はなく、中国人の観光客が

行き交うのみで、特になにってことはない。少林寺に相当なる思い入れがあると面白い

かもしれないが、俺様は格闘技を通しての修行を肌感覚で体感したかったので残念だっ

た。少林寺なんて過去の遺産としての価値しかないのかもしれない。 

同行した中国人だが、バス内でタバコを吸いまくる。車内は禁煙なので最初は乗務員

が注意していたが、聞かずに吸い続けるので最終的には注意しなくなった。タンを吐き

まくることも含めて中国人にはマナーの感覚がない。 

これまで旅をしてきて、現在の中国は３０年～４０年前の日本そのものなのだと強く

感じている。中国人男性は一昔前の日本人男性のようにみんなタバコを吸っている。俺

様が産まれた頃の日本にタイムスリップしているような感覚になる。 

１８：３０洛陽駅に到着。駅の掲示板を見ると昨日申し込んだ切符は、『数量０』と

表示されていた。その１本前の寝台列車『２３：２０洛陽-６：１７西安』は、『数量４』

と表示されている。これを逃すと明日の日中移動になるので、その切符（９８元）を購

入した。まぁ、無事に切符を購入できてよかった。今夜はこのまま夜行列車に乗る。 

今回こそは余裕を持って旅をしたいと思っていたが、中国を一ヶ月で周遊するプラン

そのものが無謀なので、やはり厳しい旅程になっている。頑張ってやりきるしかない。 

駅の売店に欲しかった時刻表が１０元で売られていた。三種類ほどあったので、使い

易そうなものを選んでいたら切符を紛失してしまった。うわ～～～。必死に探したけど

切符は見つからなかった。 

サービスセンターみたいな窓口があったので、落し物として届けがないか確認したら、

な、なんと切符があった。パスポートをみせて切符を返して貰った。 

買ったばかりの切符を再購入する愚行だけは避けたかったので、いや～～～マジで助

かった。拾って届けてくれた誰かさん、心から感謝します。ありがとう～～～。 

そんなこんなで時刻表を購入した。これまでタイムテーブルが分からなかったので、
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現地の切符売り場で確認しないと旅定が立てられなかった。確認するのにも相当の手間

と時間を要した。これからはそうした面倒から開放される。これからの旅が格段に楽に

なる。 

夜行での西安行きが決まったので、ホテルに預けているリュックを回収した。ホテル

の従業員は快くリュックを預かってくれて、快く返してくれた。格安かつ清潔で、優し

い心遣いのあるホテルだった。 

 ２３：２０まで時間があるので、腹は減ってないけどチャーハンを食べることにした。

チャーハンとハンバーガーは、味にハズレが無く安価なので、俺様にとって世界を旅す

る際の主食になっている。そのチャーハンを本場中国で食べるのは訪中の楽しみだった。 

俺様は清潔そうな店を選んでチャーハンを注文した。しばらくしてチャーハンとスー

プが運ばれてきた。スープを見ると虫が浮いている。これは東南アジアで繰り返し体験

しているので、「蚊かな？」と気に掛けずにスプーンですくいあげてナプキンに移した。

その虫を良く見ると小さなゴキブリだった。えっ？……ゴキブリなの？ 

想定はしていたが、その現実を受け入れるのにちょっと時間がかかった。冬のこの時

期、清潔そうな店を選んだのにコレだ。スープは放置して、虫が入っていないか確認し

ながらチャーハンを食べた。あんま美味しくなかった。虫がどうこうではなく、本当に

あんま美味しくなかった。 

訪中してから一週間、それなりに中国料理を食べているが期待外れだ。本場の中華料

理はこんなものかと落胆している。で、ゴキブリも入っている……。 

２４：２０、列車は１時間遅れて洛陽駅に到着した。寒くて眠くて疲れているから列

車が遅れるのは辛い。それでも俺様は頑張る。 

明日は世界遺産『秦の始皇帝陵 兵馬俑』を散策します。 

 

  
 

 
 

「西安事変」 １７／１１ 
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ニイハオ。 

『洛陽駅』到着が１時間遅れたから、『西安駅』到着も１時間遅れて７：１７になる

かと思ったら、５：４５に到着しやがった。おいおい、睡眠不足じゃないかよ！ 

頭がボ～っとなりながら駅前のケンタッキーでコーヒーを飲む。時刻表をみながら今

後の予定を考えていたら、ちょっと目が覚めた。 

遥か昔、西安は長安と呼ばれた世界の中心都市だったので見所が多く、散策に２日～

３日は必要だ。現在時間が６：００だから、このままガンガン散策すれば２日で充分だ

と思った。そして明日の夜行列車で成都へ向かえばベストな旅程になる。 

切符売り場に行って『２０：０７西安-１２：００成都』の切符を購入しようとしたら

売切れだった。そこで一つ前の乗車時間がやたら長い『１７：３０西安-１１：２０成

都』の空席を確認したら、ギリギリ空席があって切符をゲットできた。ギリギリの幸運

で成都までの旅程が確定したので、テンションがあがって眠気が吹き飛んだ。 

そのままユースホステルに行って宿泊を確定させた。西安は雪こそ積もっているが、

これまでの都市に比べると暖かくてほっとした。 

じつは昨日から喉が痛くて軽い風邪になっている。バスの中でタバコを吸われたのも、

喉が痛い原因だろう。辛い寒さが続いたのと、荷物を減らしたいので防寒装備が万全で

なかったのが響いている。寝不足の影響もあると思う。対応策としてタオルを首に巻い

て喉を暖めている。 

さらに昨日のチャーハンが悪かったのか、腹の調子も微妙だ。環境的に悪条件が重な

って体調が思わしくない。それでも俺様は頑張る。 

リュックを置いたら西安散策の開始だ。まずは西安最大の見所『兵馬俑博物館』に向

かう。ホステルで行き方を尋ねて、駅前からバスに乗車した。 

『兵馬俑博物館』は西安駅から５０ｋｍ程離れた場所にある。バスは高速道路に入っ

て５０分程で到着した。到着時、バスに乗車していたのは俺様一人だけだった。えっ…

…最大の見所なのに……なんで？ 

８：３０の開場とほぼ同時に入場したら既に多くのツアー客が居た。その中から一週

間ぶりに日本語も聞こえてきた。みんなツアーバスで来ているのだと分かった。中国人

でもツアーを利用してやってくるのに、自力でやってきた日本人の俺様は、マジで凄い

と自己肯定する。 

ツアーは何も考えなくて良いから楽だけど、何事も考えないとつまらないのがこの世

の摂理だ。楽なことは右から左に流れて消えていく。俺様はこれまでの経験から、絶対

にツアー客は真実を掴んでいない自信がある。分かった気になっているだけで真実を掴

んでいない。 

だから知識文化人と呼ばれる者のほとんどは、中途半端な知識によって物事を間違っ
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た方向に導いている。特に左翼的な女性文化人はそうだ。海外で豪華なホテルに宿泊し

て、ツアーで楽に旅をすれば、他国が日本よりも良い国だと錯覚して反日的な言動にな

る。庶民とは触れ合わず、高官とばかり触れ合うので、他国は日本よりも文化水準が高

いと錯覚して反日的な言動になる。そんな知識文化人が日本には多く存在する。それに

比べて俺様はマジで凄いと自己肯定しておく。 

『兵馬俑博物館』にある圧倒的な数量の兵士や軍馬の等身大陶器は、そのまま俺様の

心も圧倒した。よくもまぁ、これだけの陶器を、これだけの量、こんなに埋めるものだ。

こうした数量勝負的な感覚は支那文化の特色だと思う。古代支那人の文明の高さが伺え

て楽しかった。退出する頃には、観光客がどんどんやってきて混雑し始めたので、早い

時間にゆっくり散策できて良かった。 

バスに乗って近くにある始皇帝の墓『秦の始皇陵』へ。作られた当時、墓の内部は装

飾品で埋め尽くされて凄かったらしいが、内部には入れないので今はどうなっているの

か分からない。小高い丘になっているので、頂上に登って辺りを見渡すと気持ちが良か

った。歴史的な遺産なので特に何があるわけではない。 

バス停で西安駅行きのバスを待った。３０分以上待ってようやく目的の路線バスが来

たので手をあげると乗車拒否された。……えっなんで？ バス停に居るのに乗車拒否な

んて有り得ない。運転手が乗客を見つけるのが遅れると、急ブレーキをかけたくないの

で、そのまま拒否するのかなと思った。真相はわからない。 

困惑していると近くでリンゴを売っていたおねえちゃんに、頻繁に往来している別の

路線バスへの乗車を薦められた。そのバスに乗車したら、すんなり西安駅に到着した。

バス停で待っていた３０分は何だったのだろう？ 

西安駅から市内バスで５ｋｍほど北に行くと『大雁塔』ってのがあって、その周辺が

広々とした憩いの場になっている。大きな開発をしていたので、この周辺を大規模なテ

ーマパークにするようだ。歩いているだけで楽しかった。此処はお薦めのスポットだ。 

そのまま歩いて『陝西歴史博物館』へ。この博物館は無料なのだが、受付のおねえち

ゃんがなかなかチケットをくれなくて参った。公共施設だと共産主義的なサービス精神

０、というかマイナスの者が若干居る。でも、無料だから許してやる。 

訪中前の俺様は、中国のような元共産主義国家はサービス精神の概念が薄いと考えて

いた。しかし訪中してそれが大きな間違いだと分かった。確かに公共施設だとサービス

精神の乏しい者もいるが、一般的なサービス精神は他の先進国と変わらない。 

天安門事件をきっかけにして中国は資本主義へと路線を変更しており、名目は社会主

義国だが、実際は立派な資本主義国になっている。現在の中国の経済形態は資本主義国

と同じだ。そうなると中国の経済発展はしばらく続くし、やっぱ中国は日本にとって脅

威だと思う。そして最も重要なのは、脅威であるから反中になるのではなく、脅威だか

らこそ親中であるべきなのだ。俺様は昨今の日本における反中主義のマスコミ報道に、
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むしろ脅威を感じる。 

 さらに歩いて『碑林博物館』へ。チケット代が４５元もしたのにショボかった。博物

館の類は入場料とその内容が相違していることが多い。こればっかりは入ってみないと

分からないので、ついついチケットを購入してしまうが、無駄金を使わないように博物

館系の入場は極力控えたいと改めて思った。 

日が暮れた夜の西安を散策した。西安はこれまでの街に比べて建物の照明が明るい。

下りのエスカレーターも稼動している。中心街は活気があって福岡あたりの街と変わら

ないように感じた。むしろそれ以上の賑わいかもしれない。マクドナルドでコーヒーを

飲みながら眺めた『鼓楼』のライトアップは綺麗だった。 

ホステルでシャワーを浴びたら、一気に眠たくなってダウンした。早朝に到着してか

ら長い一日だった。 

明日は『西安』の街を散策して『成都』へ向かいます。 

 

   
 

 
 

「西安事変２」 １８／１１ 

 

ニイハオ。 

８：３０起床。１０時間３０分ほど寝たので昨日より体が楽になっていた。睡眠がな

によりの特効薬だ。 

本日の予定だが、じつは昨日の長い一日で西安の見所は制覇してしまった。まさか１

日で巡ってしまうとは思っていなかった。想定外の空き時間になったので、溜まってい

る衣類でも洗濯してから、西安の街を散策しまくろう。 

ホステルの洗濯機を乾燥も合わせて２５元で使用できる。俺様はフロントに申し出て
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衣類を洗濯機に放り込むと、旅行記を書き始めた。洗濯はすんなり終わったけど、乾燥

機がオンボロで乾かない。待ちくたびれてマクドナルドでコーヒー飲んで帰ったら、よ

うやく乾燥が終わっていた。ちょっと湿っているけど、機械がオンボロなので妥協した。 

乾燥に費やした２時間は勿体ないけど、怒涛の旅程で西安までやってきて疲労が蓄積

していたので、旅の神様が「少しはゆっくりしなさい」と、俺様を休ませたのだと思う。 

ホステルにリュックを預けて西安の街へ。街の中心にある『鼓楼』と『清真大寺』の

間が観光客用のみやげ物屋街になっている。掛け軸を売っている店のおばちゃんが「み

るだけ」と入店を薦めるので、あれこれと値段を尋ねて相場を確認した。やっぱ良い物

は値段が高かった。 

いかにも中国らしい文化大革命の小さな油絵があって、自称革命家の俺様としては心

がしびれた。値段を尋ねると「夏は３００元だが、今はシーズンオフなので１５０元」

とのこと。購入したいけど、今は旅の途中だから荷物は可能な限り減らしたい。買い渋

っていると１００元まで下がった。俺様が「５０元なら買う」と吹っかけたら、明らか

な原価割れらしく、「１００元はギリギリの金額だ」と言われた。ここまであれこれ３

０分ほど経っている。そこに日本語のめっちゃ上手い初老の男性が現れて、この店は薄

利多売なので分かってくれとお願いされた。まぁ１００元でも安いのだが、俺様はカン

ボジアで巨大なアンコールワットの絵を１５ドルで購入している。カンボジアと比べる

のも無茶な話だけど、比べてしまうと１００元は高い。その後なんだかんだあって最終

的に９５元で購入した。中国ならではの油絵なので満足だ。 

繁華街を歩き尽くして時刻を確認すると、駅へ向かうのに丁度良い時間だった。ホス

テルでリュックを回収して、駅前のマクドナルドでコーヒーを飲んで、列車に乗り込ん

だ。自由席の乗客は乗車率が２００㌫を超えているらしく通路に人が溢れていた。俺様

も２０年ほど前に『福岡～鹿児島』の鈍行列車を、夜間立ちっ放しで移動したのを思い

出した。 

１７：３０ 流れるように成都行きの列車が発車した。三国志で例えるなら『魏』か

ら『蜀』へ移動している。成都の街に見所は特に無くて、成都を中心とした周辺の都市

に世界遺産が点在している。その全ての世界遺産を巡るのは日程的に不可能なので、交

通手段などを考慮しながら選択する必要がある。何処にするかは成都にあるユースホス

テルで情報収集してから決めよう。 

その際に重要になってくるのが１５日間の入国期限だ。１１月２２日までに香港かマ

カオに入らないと不法滞在になって面倒なことになる。飛行機の使用も含めて、様々な

可能性を検討しなければならない。上手い具合に旅程を組めることを祈る。 

明日の成都到着は１１：００なので、到着後に周辺都市の世界遺産に行く時間的な余

裕はない。よって明日も本日のように成都の街をゆっくりと散策して終わりだ。本日、

明日と緩めの旅程になるのは、やはり旅の神様の仕業だろう。俺様の体調を気遣って頂
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いて有難いことだ。これまでトップに入っていたギアが、一気にローギアまで落ちた本

日だった。 

時間があるので列車に揺られつつ、これまでの旅で感じた中国人について記載してみ

る。 

１、マナーの概念が無い。 

２、人間同士の繋がりが強い。 

３、何事にも適当主義。 

４、英語がほぼ通じない。 

５、中国人の旅行は国内旅行。 

訪中前の中国人女性のイメージは、顔が大きくて太っている印象だった。でも実際の

中国人女性は細くて日本人女性と変わらない。むしろ化粧っけがないぶん、日本人女性

よりもかわいらしい気がする。おばちゃんになると、とたんに太っているのも日本人と

変わらない。 

明日は『成都』の街を散策します。 

 

   
 

 
 

「成都事変」 １９／１１ 

 

ニイハオ。 

１１：３０成都駅に到着。ユースホステルまで３ｋｍほどの道のりを歩く。リュック

を担いでいると汗がにじむようになった。厳しい寒さが続いていたので、暖かくなった

のは何よりも有難い。 

ホステルで宿泊を確定（３０元）して、『武侯祠博物館』行きのバス乗場を尋ねた。
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武侯祠博物館には三国志関連の文化財が展示されている。高校時代に三国志に嵌った俺

様としては是非とも行きたい博物館だ。 

また、フロントで航空券の購入を代行してくれるようなので、２２日『成都→香港』

の航空券の値段を尋ねた。ネットで格安航空券を探してくれるので、下手な旅行会社よ

りもホステルで購入したほうが断然安くなる。９００元くらいは覚悟していたのに、５

５０元と言われて、その格安ぶりに驚いた。ただし今は時間がないので、先に成都を散

策して、ホステルに戻ってから購入することにした。 

 教えて貰ったバスに乗って武侯祠博物館へ。降車すると観光地街になっていて土産物

屋がたくさん並んでいる。観光客が溢れているので、やっぱ中国人にも三国志は人気が

あると実感した。チケット（６０元）を購入して入場。その内容はこれまでの博物館と

同様にイマイチだったけど、俺様は三国志好きなのでそれなりに楽しめた。 

そのまま歩いて成都の中心街『天府広場』へ。広場から伸びている繁華街はとても賑

やかで綺麗だ。成都は東京と比べても遜色ないくらいに発展していた。地下鉄さえあれ

ば北京を超えそうだ。 

タンを吐く中国人も西安から減ったように感じる。成都ではほぼ見かけなかった。南

下するほどマナーが良くなっていくのは意外だ。さらに、成都は四川省でいわゆる四川

料理の本場だ。食事がとたんに美味くなった。四川料理ならではのピリ辛料理が安いく

せに美味い。これまでに比べると店内も清潔な雰囲気がある。 

成都は暖かくて過ごし易く、中国は南下するほどに全ての状況が良くなっていく。日

が暮れるまで街を散策してホステルに戻った。 

フロントで２２日『成都→香港』の航空券の取得をお願いしたら、１３００元だと言

われた。昼に聞いた値段と違うので調べて貰うと、最初に聞いた値段は間違いだったら

しい。まぁ確かに５５０元は格安すぎる。 

そこで、香港の隣の都市『シンセン』まで飛行機で行って、シンセンから香港に入る

プランを提案された。シンセンまでの航空代金は７３０元+３０元（手数料）だった。

シンセン空港から香港まで４時間ほどで入境できる。 

ガイドブックにもシンセンからバスを利用して短時間・低料金で入境できると記載さ

れている。入境後は地下鉄で香港の中心街までいける。 

俺様は提案されたプランで即決した。フロントでＥ―チケットを発行して貰って、よ

うやく２２日香港の入境が確定した。 

今回の旅はビザなし周遊なので、滞在日数１５日を超える前に、『香港ｏｒマカオ』

に入らないと不法滞在になる。その１５日目が２２日だった。２２日は旅の肝なので、

旅程が確定して良かった。 

シンセン空港からマカオへ行くバスも発着しているので、状況によってはマカオ入境

を先にするかもしれない。それは着いてから現地の交通網を確認して判断するつもりだ。 
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そうなると、『２０日・２１日』丸二日の旅程をどうするかだ。成都の周りに点在す

る世界遺産のどれをチョイスするべきか、フロントに交通情報などの詳細を聞きながら

検討した。 

その結果、『峨眉山』と『楽山大仏』をそれぞれ１日使って散策する旅程しか選択肢

がなかった。『峨眉山』と『楽山大仏』は二つ合わせて世界遺産になっている。 

俺様は訪中前から世界遺産『九塞溝』に行きたくて、毎日のように九塞溝行きを検討

していた。しかし九塞溝はアクセスの悪いところにあるので丸３日必要になる。そのア

クセスの悪さから旅費も相応に必要になる。どうしても九塞溝は断念するしかなかった。

まぁ、諦めがついて逆にスッキリした。 

本日のみだったホステルの宿泊を、２０日・２１日を含めた３泊にした。 

俺様はガイドブックを見ながら『峨眉山』と『楽山大仏』の、どちらから先に攻める

か考えた。旅の肝である２２日は絶対的だから、慌てないよう散策が困難な峨眉山から

攻めることにした。どう考えても山登りになる峨眉山が困難だろう。 

俺様は地図でバスターミナルの位置を確認して就寝した。 

明日は世界遺産の片割れ『峨眉山』を散策します。 

 

  
 

 
 

「峨眉山事変」 ２０／１１ 

 

ニイハオ。 

６：００起床。ホステルの近くにあるバス停から市内バスに乗り込み、長距離バスタ

ーミナルに行く。バスターミナルの窓口で『峨眉山報国寺』行きの切符を購入した。 

バスは成都から峨眉山まで１６０ｋｍの道のりを２時間ほどで走った。俺様は車内で
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ずーっと寝ていた。 

 

峨眉山に到着。バスを降りたら現在位置が全く掴めなかった。ガイドブックに記載の

あるバスターミナルから乗車したので、ガイドブックに記載のあるバスターミナルに到

着している筈なのに現在位置が掴めない。周辺をウロウロしてみても皆目分からなかっ

た。バス停で待っているおばちゃん集団に、最終目的地『金頂』の写真を指差しながら

尋ねてみた。すると、なんだか難しそうな雰囲気を醸し出している。「取り敢えず手前

に停車しているバスに乗ったらどうかな？」みたいな雰囲気だったので乗車してみた。 

乗務員に同じように尋ねると、これまた難しそうな雰囲気を醸し出して「このバスに

乗れ」みたいな感じになった。そのままバスは発車した。 

ちなみに中国のバスだが、運転手とは別に乗客から金を徴収する乗務員がもう一人い

る。稀に運転手のみの時もあるが、ほぼ間違いなくいる。そうしないとバス賃を誤魔化

す奴が多いのだろう。 

しばらくするとバスは街中に入って行った。「俺様が行きたいのは山なのに、なんで

街中に入るんだ？」 

そんな俺様の想いをよそに、バスはガンガン繁華街に進路をとった。ガイドブックの

情報では繁華街方面は『峨眉山報国寺』と逆方向だ。俺様は完全に凹みきっていた。 

「うわ～～～、こりゃ間違えた。そもそも峨眉山なんて成都からツアーで行くものなん

だ。それを個人で行こうなんてのが無茶だったんだ。こうなったらもうなるようになり

やがれ！ もし今日が潰れたとしてそれはそれで良い思い出じゃないか！」 

俺様は開き直ることにした。ガイドブックを取りだして此処から『楽山』へ行く方策

を検討してみる。やれるだけのことは、やらないといけない。 

バスは最終停留所を過ぎて折り返した。最終停留所で俺様が降りずに乗車し続けてい

るので運転手が何やら言っている。俺様としては乗車時に乗務員が「このバスに乗れ」

みたいな感じだったわけだし、下手に下車したところで此処が何処なのか検討がつかな

いのだから、降りようがなかった。 

俺様は運転手に写真を見せて『金頂』に行きたいと説明した。すると運転手は「分か

った」と合図してきた。ん……分かったの？ 

バスは少し走ると停車した。バスの横には別のバスが停車している。運転手は停車し

ているバスを指さして、「乗り換えろ」と合図した。 

なるほど、乗換えがあるからみんな難しそうな雰囲気を醸し出していたのだ。俺様は

運転手に「シェイシェイ」とお礼を言って、バスを乗り換えた。 

乗り換えたバスの乗務員さんは、前のバスの運転手から俺様の行き先を聞いたので、

『峨眉山報国寺』のバスターミナル前で「此処だよ」と教えてくれた。こうして俺様は

ようやく現在位置を把握できた。 
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実は、成都のバスターミナルで切符を購入する際に『峨眉山報国寺』と書いた紙を出

したのだが、「峨眉山だね」みたいな念をおされたのがちょっと気になった。しかし英

語が通じないから詳細を訪ねられなかった。 

『峨眉山報国寺』ではなく、『峨眉山』に到着してしまったのは、俺様が乗車したバ

スターミナルが違っていたのか、それとも『峨眉山報国寺』行きのバス路線が無いのか、

また、時間的な問題で『峨眉山』行きに乗車したのか分からない。 

今回の場合『峨眉山』バスターミナルから『峨眉山報国寺』バスターミナルへ移動す

る必要があった。そうした情報はガイドブックに記載されていなかったので本当に参っ

た。この危機的な状況をなんとか乗り切れたのは、助けてくれた中国人のみなさまのお

陰だ。 

現在位置を把握した俺様は、峨眉山に登るのを後回しにして、『報国寺』と『伏虎寺』

を見学した。報国寺は観光客用に趣向を凝らしていて、多くの展示物があって面白かっ

た。充分に楽しんで時刻を確認すると１２：００だ。 

本日の最終目的地である峨眉山山頂の『金頂』へ行くには幾つかのアクセスを踏まな

ければならない。まずは『峨眉山報国寺』からバスに乗って５０ｋｍ先にある『雷洞坪

停車場』に行く。『雷洞坪停車場』から１．５ｋｍほど歩いて『接引殿』へ。『接引殿』

からロープウェイで『金頂』に辿り着く行程になる。 

ますは『雷洞坪停車場』を目指すので、俺様はバスの切符（４０元）を購入した。１

３：００の発車なので時間がある。 

俺様は適当に入店してタンタンメンと水餃子を注文した。中国の麺類は味付けが単純

なのでラーメンよりもソーメンに似ている。水餃子は鬼のように美味かった。それぞれ

５元と安価だけど四川料理はマジで美味い。 

１３：００、バスに乗車しての山道を登っていく。途中から雪が積もっているので、

タイヤにチャーンをつけて更に登る。そして『雷洞坪停車場』まで２時間３０分かかっ

た。 

ガイドブックに観光時間の目安が１日と記載されていたので、どうして１日も必要な

のか謎だったが、その謎の答えが片道２時間３０分とは想定外だ。 

成都行きの最終バスが１８：００発なので、帰りの２時間３０分を考慮して逆算する

と、『雷洞坪停車場』を１５：００発のバスに乗らないと、最終バスに間に合わない。

それなのに現在時刻は１５：３０だ。こりゃタイムマシンが必要になる。まぁ、それは

後々考えるとして金頂だ。金頂に行かねば此処まで来た意味がない。雷洞坪停車場から

接引殿まで歩いて、ロープウェイで金頂に登った。 

金頂を拝むまでの出費を計算すると、峨眉山入山料が１５０元、往復のバス代が８０

元、ロープウェイ往復で１２０元。成都から峨眉山までのバス代も含めると、計３９５

元になる。この金額はガイドブックの記載とは相違しており、想定外の出費だった。 
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 そうした想定外が続いて、ようやく雲の上にある金頂に辿り着いた。その風景の凄ま

じさは驚きマンボウだ。峨眉山は古来より仙人の住む場所として崇められている。なる

ほど仙人は住んでいると確信した。全ての風景が神秘的で雪の白さがたまらなく美しい。

下界の雲が風に乗って流れていく様は、極楽浄土を思わせる。ありがたい、ありがたい。 

 大変な思いをしてやってきて、それなりの出費もしたけど、金頂に来て本当に良かっ

た。俺様はしこたま写真を撮って来た道を戻った。 

雷洞坪停車場からバスに乗ると、日はどんどん落ちて真っ暗になった。バスに揺られ

ながらこれからどうするか考えた。 

成都に戻るのは無理なので、今日はホテルを探して宿泊するしかない。ガイドブック

に『峨眉山報国寺～楽山』のバス情報が記載されていた。『成都～楽山』は２時間かか

るのに、『峨眉山～楽山』は４５分で行ける。バス代も安かった。都合が良いので明日

は峨眉山から楽山へ向かうプランに変更した。 

１９：４５峨眉山報国寺に到着。ホテルの呼び込みがきたので先に宿泊を決めようと

値段交渉した。部屋を見せてもらうと綺麗だった。１２０元を１００元にして宿泊を決

めた。探せばもっと安いホテルはあるだろうが、大変な日だっただけに妥協する決断は

何時もより早かった。 

今回の旅だが、シーズンオフで無茶苦茶助かっている。シーズン中なら宿泊や移動が

これほどスムーズにはいかない。どうしたって中国人優先で、外国人は後回しにされる

筈だ。まぁ、航空券が安いシーズンオフを狙って旅をしているので、自動的にシーズン

オフになっているけど、旅はシーズンオフに限る。 

宿泊先を決めて落ち着いたので、バスターミナルに行って８：００始発『楽山』行き

を掲示板で確認する。念の為に窓口の従業員にも確認した。これで間違いなく明日『楽

山』に行けるだろう。ようやく心から安心して体の緊張状態がとけた。 

それにしても宿泊場所に戻れなくなるなんて初めての経験だ。可能性としては常に想

定しているので混乱はしなかったけど、肝の２２日が目前だったので、先に峨眉山にや

ってきて良かった。これも旅の良い思い出だ。 

成都の宿泊費が３０元なのには救われた。リュック預賃と考えれば痛くない金額だ。

それに、『峨眉山～楽山』は４５分で行けてバス代も安い。余りにも都合が良いので、

なんだか旅の神様が導いてくれた気がしてならない。 

夜のバスターミナル周辺を散策すると、やたらネオンがキラキラしているので驚いた。

観光地として相当に力を入れているようだ。シーズンオフでたいして観光客が居ないの

に、手を抜かずにネオンを灯してくれて有難い。 

明日は世界遺産の片割れ『楽山大仏』を散策します。 
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「楽山事変」 ２１／１１ 

 

ニイハオ。 

７：３０起床。８：００発の楽山行きバスに乗車する。乗客は俺様一人だけだったが、

バスは５分遅れで発車した。これまでのバスは基本的に、乗客が満員にならないと発車

しなかったので、時刻で発車したのは意外だった。乗客一人だとバス会社の利益になら

ないけど、満員発車だと３０分以上待つことになるので発車してくれたのは有難い。 

本日、もしも成都に戻れないと明日のフライトに間に合わず、１５日の滞在期間が過

ぎて不法滞在になる。これは今回の旅の肝なので、時間経過には細心の注意を払って散

策しなければならない。 

道路が空いていたので８：４０には楽山バスターミナルに到着した。しかしまだまだ

バスターミナルだ。巨大大仏が鎮座する『楽山大仏』まで距離がある。バス停留所に行

くと、停車している１６番バスがどうも『楽山大仏』へ行きそうな表記をしていた。運

転手に確認すると、やはり『楽山大仏』行きだった。 

ちなみに、バス乗車時に予め行き先を乗務員に伝えておくと、乗務員が到着時に「此

処だよ」と教えてくれる。これは外国人の俺様にとって有難かった。一応、俺様も地図

を凝視して現在位置を把握しながら乗車しているが、分からなくなることもあるので、

迷っているときに「此処だよ」と伝えてもらえると助かる。 

バスにゆられて２０分『楽山大仏』に到着。チケット（１５０元）を購入したら、『楽

山大仏９０元』と『東方佛都６０元』の２枚渡された。チケットの種類が幾つかあった

ので迷ったが、直感で一番高いのを購入した。でも、ぶっちゃけ『楽山大仏９０元』だ

けでよかった。失敗したような気もするが、折角来たのだから『東方佛都』もみてやろ
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うと気持ちを切り替える。 

楽山大仏は９０年の歳月を費やして８０３年に完成した。その後１２００年も座り続

けている大仏さんだ。その高さは５９．９８ｍもあって、近代以前に造られたものでは

世界最大の大仏さん。だからデカイ、マジでデカイ、デカイだろこれ～。有難いものを

拝ませて頂いた。 

東方佛都へ。ガイドブックに記載が無いので期待せずに入場したら何気に凄かった。

洞窟に彫られた千手観音、巨大な石窟郡、山に横たわる巨大な大仏、お寺から見下ろす

景観も見応えがあって、喜んで写真を撮りまくっていたら首が「ゴッキッ！」っとなっ

て痛かった。こりゃ仏様の罰が当たったなと、無礼な態度を必死に謝った。必死に謝ら

ないとヤバイ雰囲気を感じた。「すみませんでした。今後はしっかりと礼節を持って仏

様に接したいと思います。本当にすみませんでした。今回はご勘弁ください」 

（後日談）帰国後調べたら東方佛都は仏像のテーマパークで、仏像は全てコピー品らし

い。そりゃそうだろうな。だって凄すぎるもん。どう考えたって世界遺産だもん。しか

し罰は当たるのでコピー品だからと舐めてはいけませんよ。 

 

東方佛都を存分に堪能して『南門』→『麻浩涯墓』→『漁村』と進む。漁村で回鍋肉

と白飯を食べた。２５元はちょい高いが観光地なので仕方ない。まぁ、昨日かなりの出

費をしたので飯代をケチるのがバカらしくなっている。折角の四川料理だから存分に堪

能しよう。で、回鍋肉、なかなか美味かった。できたらもう少し量が欲しかった。ちょ

い物足りなさを感じながら『鳥犬寺』へ。 

鳥犬寺に見所は無いのだが、１６番バスの最終停車が鳥犬寺だったので、行けば１６

番バスでバスターミナルに戻れる目論見があった。 

行ってみると鳥犬寺は小高い山頂にあって軽く参拝した。バスの停留所は山を降りた

ところにあった。ちょっと迷ったが目論見通り１６番バスを発見できた。 

１６番バスだが、楽山市内の繁華街を網羅するように走るので、市内観光をしている

ような気分になって楽しめた。街を眺めながら感じるのは、中国は既に近代化を成し遂

げている現実だ。そしてどの都市も人口が多いので活気がある。それに比べて俺様の住

んでいる過疎地は活気がない。同じ地方都市なのに、この勢いの差はそのまま国の勢い

の差なのだろう。 

バスターミナルで成都行きの切符を購入した。タイミング良く１０分後の２：００に

バスは発車して、そのまま流れるように、４：１０成都に到着。 

俺様は、空港行きのエアポートバス乗場を確認しに行った。裏通りにあるのでちょい

迷ったが乗場を発見できた。 

ガイドブックに記載されている直行リムジンバスを探したが見当たらなかったので、

受付していた人に尋ねると、空港へは公共の３０３路バスしかないそうだ。料金は１０
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元だと教えてくれた。ガイドブックではリムジンバスが１０元で、３０３路バスは４元

なので、リムジンバスが３０３路バスに統合されたのかもしれない。 

運行時間は６：００始発で３０分後ごとの発車だった。空港まで５０分なので、６：

００の始発に乗れば８：００のフライトに間に合う。 

ただしホステルから此処まで６ｋｍほどある。早朝にどうやって此処まで来るかだ。

市内バスも同じ６：００始発なので使えない。そうなるとタクシーしかない。少々高く

つくが仕方が無いな。そんなことを考えながら繁華街まで歩いた。 

繁華街で夕食を済ませて『文殊院』へ。既に文殊院は閉館しているが、その周りが観

光地街になっているので散策してみる。適当に土産物屋を眺めながら、徒歩でホステル

に戻った。 

日をまたいで帰ったホステルはとても懐かしくて、ホステルなのに自宅に戻ったよう

な気持ちになった。無事に戻ってこられて本当に良かった。 

明日は今回の旅の肝『香港ｏｒマカオ』へ向かいます。 

 

  前編終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

著作権：SHOSAKU事務所 http://www.sho39.com 

旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

俺様てき支那事変（後編） 

この国はいつだって情感に溢れていた。 
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後編の経路 
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「香港事変」 ２２／１１ 

 

ニイハオ。 

５：００起床。念のためバス停に行ってみるが、やはりバスは６：００からだった。

時間があるので少しでもタクシー代をうかそうと２ｋｍほど歩いてみる。 

その後、タクシーに乗って３０３路バスの発着場所まで行く。タクシー代１０元～１

３元で想定していたのに１６元だった。ちょい高いけど本日は旅の肝だから細かい金額

より安全第一だ。 

そのまま６：００の始発に乗車して空港へ。早朝で道路が空いているので１８分で空

港に到着した。早すぎるけど本日は旅の肝だから安全第一だ。 

カウンターを確認して列に並んでいると、若い男が横入りしてきた。この割り込みだ

けど、列車切符の購入の際にも何度かあった。でも当たり前のように割り込むので、前

の人の知り合いなのか判断が難しく、仮に割り込みだと分かっても英語が通じないから

注意できない。困ったものだ。このように中国人はマナーの概念がまだまだ薄い。 

割り込むのは一部の中国人だが、１００人に１人こうした奴が居ると全てがそうだと

思われるのが社会だ。かつての日本もそうだった。 

『儒教』や『情』は東アジア文化だけど、『マナー』や『愛』は欧米文化であり、日本

でも浸透するのにそれなりの年月を要した。現在の中国におけるマナーの概念は、東南

アジアのような後進国と、日本のような先進国の丁度中間にある。 

飛行機は３０分遅れて８：３０に離陸した。その機内での話をする。飛行機に搭乗す

るといきなり前席の奴がリクライニングしてきた。飛行機の離陸時と着陸時は、必ず席

を元の位置に戻すよう指示される。だから客室乗務員がやってきて、前席の奴のリクラ

イニングを強制的に戻した。しかし客室乗務員が去るとまたすぐにリクライニングする。

この繰り返しが３回ほど続いた。そして飛行機はリクライニングしたままで離陸した。 

着陸時も同様に客室乗務員がリクライニングを強制的に戻すが、前席の奴は客室乗務

員が去るとまたすぐにリクライニングする。これを繰り返してリクライニングしたまま

で着陸した。 

奴はかなりの馬鹿に違いないと飛行機を降りるときに顔をみると、やはりかなりの馬

鹿面だった。このように中国人は我慢ができない。室内や車内でタバコを吸うのが良い

例で、男としてセコイ生き方をして恥ずかしいと感じる感性が無い。 

中国は汚職が蔓延っていて、真っ当に生きようとすると馬鹿をみる国だと数年前まで

よく耳にした。半年前に旅した東南アジアはまさにそれだった。こうしたことも後進国

と先進国の丁度中間に現在の中国はある。 
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１０：３０シンセン空港に到着。周りを確認すると、どうもマカオ行きのバスはない

ようだ。となると自動的に香港へ向かうことになる。香港へ入境するにはイミグレーシ

ョン（出入境手続き）のある羅湖駅へ行かねばならない。空港に併設されているバス停

をみてまわると、羅湖駅に似た漢字が書かれた切符売場を発見。微妙に似た漢字なら間

違いないと思うので、そのまま切符を購入した。日付が変わるまで時間があるので、仮

に間違っていたとしてもどうにかなるだろう。 

バスは間違いなく羅湖駅のバスターミナルに到着した。その途中、バスが羅湖の街中

を走るのだが高層ビルが乱立していて、まるで東京都中央区のような有様だった。これ

には正直驚いた。北京なんかが中国だと思い「中国もマダマダだ」なんて考えを持つと、

とんでもない検討違いになる。 

バスを降りて外気に触れると暑い。上着をリュックに詰め込んでＴシャツ姿になった。

辺りを見渡すと『香港⇒』の標識が見える。案内通りに進んでいくと５分ほどでイミグ

レーション到着。そのまま中国を出国した。 

これで今回の旅の最大の肝である『入国１５日目に中国出国』を無事にクリア。入国

以来ず～っと頭にあった事案なので達成できてほっとした。俺様バンザーイ。 

 

香港に入境。イミグレーションの出口に鉄道の改札が併設されていて、そのまま地下

鉄で香港の中心街まで行ける。両替所で６千円を香港ドルにして中心街へ。 

３０分ほどして中心街に到着。ホテルを探しながら香港の街を闊歩する。なるほど、

これが香港かとテンションがあがった。俺様が子どもの頃、香港映画が大ブームだった。

『キョンシー（霊幻道士）』とか『燃えよデブゴン』とか熱狂して観ていた。ジャッキ

ーチェンの存在も大きかった。香港は『アジアの象徴』みたいな感覚がある。 

香港の街はこれまでの中国の街と明らかに違っている。人種が多様で黒人やらアラブ

人やら西洋人が溢れている。同じ中国なのにこれほどまで違うものかと驚いた。 

香港を考察しながら安宿を探したけど、安宿街らしき通りは見当たらなかった。暑さ

の中でリュックを担いで歩くのに限界を感じた俺様は、ガイドブックに記載のあるＹＭ

ＣＡホテルに行った。ＹＭＣＡのドミトリーは人気が高いらしく、２週間前に予約しな

いと駄目だとガイドブックに記載があった。しかし行ってみると空いていた。空いてい

るのは有難かったがＹＭＣＡは宿泊費が高く、２６４香港ドルだから、ドミトリーなの

に日本円で３０００円以上する。異常な高さだけど体力的に限界なので宿泊を決めてリ

ュックを置いた。 

身軽になった俺様は香港散策を本格的に開始した。でも、特になにがあるってわけで

もないのが香港だ。ウロウロしていると日が落ちてきたので、超有名な『１００万ドル

の夜景』を観に『ビクトリア・ピーク』へ。ビクトリア・ピークへは山頂列車（ピーク
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トラム）を利用する。地下鉄と徒歩で山頂列車乗場に行くと既に長蛇の列だ。３０分ほ

ど並んでようやく乗車できた。この山頂列車は物凄い傾斜を登るのでむっちゃ面白かっ

た。 

俺様はビクトリア・ピークにある『ピーク・タワー』のエスカレーターを延々と登っ

た。そして展望台から眺める『１００万ドルの夜景』は「あれ？こんなもんなの？」っ

て感じだったけど、観ているうちに「いやいや、これ凄いでしょ」ってなって、「綺麗

だな～、胸がキュンとなるな～」とドンドン心が吸い込まれていった。なかなか離れら

れなくて１時間は夜景を眺めていた。夜景ってのは、どうしてこんなにキュンキュンす

るのだろう。 

戻りの山頂列車は空いていて１５分程度で乗車できた。戻りのほうが落ちていく感覚

になるのでむっちゃ楽しかった。 

街に戻ると、昼とは違う香港になっていた。夜の香港はネオンが輝いて素敵だ。綺麗

なディスプレイを眺めながら歩いていると楽しい。香港は夜が楽しい街だと感じた。朝

５：００起きで疲れがピークに達しているのに、ＹＭＣＡに戻る気にはなれず夜遅くま

で歩いた。 

ドミトリーの客は俺様一人だけで、ラッキーなことに個室状態だった。こんなことっ

て初めてじゃないかな。俺様はシャワーを浴びるとそのまま熟睡した。 

明日はフェリーで『マカオ』へ向かいます。 

 

  
 

 
 

「マカオ事変」 ２３／１１ 

 

ニイハオ。 
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疲れているので８：３０頃にゆっくり起床。マカオ行きのフェリー代の値段が分から

ないけど、手持ちの現金が少ないので千円を両替した。 

香港の両替所は半分以上がボッタクリ相場だ。特に夜間の両替所は間違いなくボッタ

クリなので、両替は昼にやらないとえらい損をする。 

『ボッタクリ店：１０００円→６９香港ドル』 

『本日両替店：１０００円→７５．５香港ドル』 

地下鉄でマカオ行きフェリー乗場へ。国際色豊かな香港は、これまでの中国とは全く

異なる都市で、外国人にとって物事が把握し易く行動が楽だ。案内掲示板に沿って進め

ば、楽に目的地まで到着できる。 

フェリー乗場の切符売場で列に並びながら、俺様は切符代と所持金を確認した。どう

も所持金が足りないような気がしたので一旦列を離れた。でも、ギリギリ足りていたの

で再び列に並びなおしたら、俺様の前の客で１１：３０発が売り切れて、１２：００発

になってしまった。まぁ、綺麗に所持金が無くなったのでドンマイくろそふとだ。 

１３：３０マカオに到着。すっかり眠っていて、隣の席の人に起こされて到着してい

ることに気がついた。マカオのイミグレーションを通過してマカオ入境だ。 

入境した人びとは皆、バスに乗車していた。俺様はバスに乗りると何処へ行くのやら

皆目検討がつかないので、歩いて繁華街に向かった。 

イミグレーションの側に、『フィッシャーマンズワーフ』なるテーマパークがあった。

まるでディズニーランドのような楽しげな建物が並んでいる。しかも入場無料で遊び放

題だった。テンションが一気に上がった俺様は、笑顔を浮かべながら散策しまくる。敷

地の奥にカジノがあったので俺様は笑顔を浮かべながら入場した。 

現地の通貨を持っていないと不便なので、マカオの通貨『パダカ』を手に入れるべく、

両替所で１０００円だけ両替した。そうしたら香港ドルを渡された。香港ドルは使い切

ったのに、また香港ドルだ。マカオでは『１香港ドル＝１パダカ』で香港ドルが使用で

きるのは知っている。しかし地元通貨の方が何かと便利なのも、俺様はこれまでの経験

から知っている。 

レートを確認したら『円→パダカ』と『円→香港ドル』は同じレートだった。香港ド

ルとパダカでは、若干香港ドルの方が強いので、同レートの両替なら『香港ドル』の方

がお得だ。 

カジノの両替所だから細かい両替に対応しておらず、パダカを香港ドルと同レートに

しているのだろう。まぁ、１０００円程度の両替なのでこれはこれでＯＫだ。次の両替

はパダカにするぞと誓った。 

フィッシャーマンズワーフを堪能した俺様は、地図を見ながら繁華街に向かった。そ

の途中、銀行を発見したので「パダカ希望です」と明言して両替した。レートは『１０

００円→８８パダカ』だった。香港ドルだと『１０００円→８４香港ドル』なので若干
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パダカが有利だ。俺様は５０００円両替した。 

 無事に繁華街に辿り着いた俺様は、小さな路地に入って安宿探しを開始した。香港同

様にマカオも宿泊代が高く、ガイドブックに記載があるのは東京の相場をも超えている。

香港ではＹＭＣＡで妥協したが、今回ばかりはなんとしても安宿街を見つけたい。 

 安そうな宿を見つけて値段交渉したら、２５０パダカの部屋が１８０パダカまで落ち

た。部屋も綺麗なので宿泊を確定させた。 

リュックを置いたらマカオ散策の開始だ。マカオの街並みは西洋文化とアジア文化が

混在している。建物は西洋のように綺麗なのに、街はアジア特有のゴチャゴチャした感

じがする。西洋にいるような気分にもなるし、アジアにいる気分にもなる。この混在こ

そがマカオなのだろう。 

日が暮れたのでカジノへ。カジノ内は飲み物が無料で、おやつ（カステラなど）も無

料。ミネラル水も無料で置いてあった。西洋人の女性が休みなしでダンスを披露してい

る。 

めっちゃサービス良いなと思いつつ、折角だから２０香港ドルでも賭けてみるかとテ

ーブルに座った。カジノディーラーに２０香港ドルを出してカジノコインに両替する。

そのコインを張ったら、「最小掛金は１００香港ドル（１２５０円）だ」と拒否された。

日本の競馬や競艇だって最小掛金は１００円なのに、１２５０円からとは驚いた。俺様

はこれまでラスベガス、リノ、韓国でカジノを経験しているが、これほど高額な最小掛

金は初めてだ。仕方が無いのでカジノコインを２０香港ドル札に戻した。俺様うける。 

カジノ内の通貨は香港ドルになっていたので、だから両替したときに香港ドルが来た

のだと納得した。また、街中の両替所でも掲示板には香港ドルのレートが表示されてい

るので、両替そのものが香港ドルになっている。 

 カジノを散策していたらホテルの連結通路に迷い込んで、その通路にセクシーな女性

が大勢歩いていた。凄まじく綺麗な女性が俺様に話しかけてきたので、「あ～売りなん

だな」と分かった。その売りさんのレベルの高さたるや、マジで半端無かった。あまり

に綺麗過ぎてドキドキしちゃった。勿論、ディーラーに２０香港ドルを拒否された俺様

なので「ノーサンキュー」とお断りした。 

カジノに来たのに賭けないで帰るのもなんなので、２発勝負だけしてみた。１０００

円を両替して手持ちの香港ドルと合わせると１００香港ドルになる。これを『大小』に

賭ける。 

『大小』はマカオのカジノで最も人気のあるゲームで、その名のとおり、サイコロの

目の大小を当てる。当たれば２倍になるので『小』『小』と２連続賭けて１００香港ド

ルを４００香港ドルに増やす作戦だ。 

で、まずは一回目……『大』と出た。……い、いきなり負けた。その後、同じ台を見

ていたら『小』『小』と２連続で出やがった。……い、一回早かった～。まるで俺様の
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人生の縮図を見ているようだ。俺様うける。 

負けを取り戻そうとすればドツボに嵌るので、さっさとカジノを出た。それにしても、

みんな１０００香港ドルを平気で賭けている。日本円で１万円～１０万円の勝負をガン

ガンしている。金を持っている奴は、捨てるほどの金を持っているのが社会なのだ。 

明日は世界遺産『マカオ歴史城区』を本格的に散策します。 

 

   
 

 
 

「マカオ事変２」 ２４／１１ 

 

ニイハオ。 

８：３０起床。訪中前は香港とマカオで一週間程度は必要だろうと考えていたが、香

港は一泊で終了してしまった。マカオは世界遺産の街なので香港より日数を必要とする

が、それでも見所が集中しているので２泊あれば充分だろう。 

ってことで本日もこの安宿に宿泊するべく一泊延長を申し込んだら……断られた。ど

うやら俺様が宿泊代を値引きさせたのが、オーナーの気に障ったらしい。じつは、延長

を昨夜申し出たときにオーナーの対応が非常に悪かった。俺様の部屋代が書かれたレシ

ートを見るや部屋の鍵を奪ったので「返せ」と言って奪い返した。延長の話は明日にし

てくれと言われたので、断られる可能性もあるなとは思っていた。 

しかし「他のホテルも探して比べて決める」と言ったら値を下げたのはホテル側だ。

シャワーの温水だって途中から出なくなった。マカオの気温が暖かいので温水くらい許

すけど、サービス業として全く成っていない。 

ホテルを探すのに一旦リュックを預かって貰おうとしたが、それさえも拒否された。

でも、こんな奴らに預けたらなにをされるか分からないので拒否されてよかった。俺様
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は「This hotel is bad hotel」と言い放ってホテルを出た。 

さて、これからどうするか。夕方にはマカオ散策が終了するので、そのままバスで次

の目的地である『広州』へ行くプランもあるが、リュックを背負ったまま１日中歩きま

わるのは厳しい。 

そんなことを考えながら１０ｍほど歩くと安そうなホテルを発見した。売りの女性が

入口に数人立っていて怪しい雰囲気を醸し出している。売りの女性に声をかけられたの

で、泊まりたいだけだと伝えた。「どうぞ」と言われたので、怪しげな階段を上がって

フロントで値段を聞くと一泊８０パダカだった。や、や、安い～～～。 

牢屋のような部屋は、シャワーとトイレが共用なだけで寝るには申し分ない。即決で

一発……ではなく一泊お願いした。８０パダカなら最初からこっちのほうが良かった。 

所持金が僅かだったので１０００円両替するつもりだったが、これで両替する必要が

なくなった。結果的にラッキーな状況になったけど、あのクソホテルの対応に腹がたっ

ていたので、午前中はずーっと気分が悪かった。 

リュックを置いたら世界遺産の散策開始だ。マカオの街は建物の色が鮮やかで、どの

通りも清々しく、所々高台から街を見下ろせるので最高に気持ちが良い。朝のウサウサ

した気分が徐々に薄らいでいった。 

街が観光地として整備されているので、立て札があちこちにあって迷うことなく歩け

る。それぞれの見所に入場料はなく、好きなだけ世界遺産を堪能できた。マカオ博物館

が１５パダカ必要だったが、１５パダカじゃ安いってくらい見応えがあった。何処もか

しこも楽しくて、あっという間に日が暮れてしまった。 

日が暮れても楽しいのがマカオだ。高級ホテルの噴水ショーや川沿いの夜景を楽しん

だ。マカオをこれでもかってくらいに堪能した一日だった。 

明日の出発を早くしたいので、２０：００にはホテルに戻った。これにてマカオ散策

は終了となる。 

状況が分からずに手探りで入境した香港とマカオだったが、充分に堪能できたので満

足している。明日からは、また本来の中国に戻る。これまで同様に不便の連続が待って

いるが、あの素朴な人間性が懐かしくも思う。観光地化されていない中国の原風景が懐

かしく思う。ようやく訪れた中国大陸なのだから、残された日々をしっかりエンジョイ

して旅を続けたい。 

明日は中国に再入境して『広州』へ向かいます。 

 



 

51 

著作権：SHOSAKU事務所 http://www.sho39.com 

旅行記・随筆作品 
俺様てき支那事変 

  
 

 
 

「広州事変」 ２５／１１ 

 

ニイハオ。 

７：００前に起床。耳栓を外すとあえぎ声が聞こえてきた。「朝から元気だな～」と、

邪魔をしないよう静かに出発の準備を整えた。 

宿の階段を下りていると、売りのおねえちゃんとおじいちゃんが手をつないで上がっ

てきた。おじいちゃんになっても買うなんて物凄いパワーだ。まさにミラクルじいちゃ

ん。 

歩いて５分ほどの所にある『岐関バスターミナル』へ。岐関バスターミナルには前も

って訪ねて、『広州』行きのバスがあるのをオッチャンから確認している。切符代は８

０パダカで、簡単な時刻表もオッチャンから貰っている。 

そうした情報をもって窓口で切符を申し込むと、なんだか切符が買えない模様だ。…

…ん、なんで？ 窓口のおねえちゃんは「ツーハイ」とやたら言っている。ツーハイっ

て「すっごい高い」ってこと？……なにが？……なにが高いの？……切符の購入がすっ

げー難しいってこと？……わからん。わからないながらも話をしていると、『拱北』の

出入境ゲートまで行ってから切符を買えと言っているみたいだ。 

地図を確認すると此処から３ｋｍ離れた場所に『拱北』の出入境ゲートがある。オッ

チャンの情報と違うので、どうにも納得がいかない。 

ただし、中国のサービス事情からするに、イミグレーションを通過できるバスがある

とも考えにくい現実はある。一旦、中国に入境してから『広州』行きのバスに乗車する

方法がベストだろう。 

そうなると、オッチャンはそこらへんの説明を省いたのかもしれない。貰った時刻表
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を見直すと『拱北』発の時刻表のような気がした。 

それならそれで、岐関バスターミナルから『拱北』に行くバスがある筈なので、窓口

のおねえちゃんに尋ねると、どうやら無いらしい。 

「３ｋｍは遠いけど歩くしかないのかな～」と思いながら歩き出したら、『拱北』行

きのバスが停車していた。運転手に「拱北へ行くか？」と確認したら「乗れ」と合図さ

れた。おいおい、あるじゃねーかよ。危うく歩くところだったじゃね～か。 

旅をしていると情報不足で困難な状況になることがある。そんなときは関係者から情

報を取得するしかないのだが、サービス精神や思いやりの無い関係者にあたると面倒な

状況になる。こればかりは運でしかない。今回はギリギリの所で旅の神様が助けてくれ

た。まいど、ありがとう～～～。 

（後日談）帰国後「ツーハイ」の意味を調べた。俺様は英語だと思い込んでいたが、「ツ

ーハイ」は中国語の地名を現す『珠海（ヂューハイ）』だった。『珠海市』に『拱北』の

出入境ゲートがあるから、おねえちゃんは「ツーハイ」と言っていたのだ。なんだかす

っげーうけた。 

 

『拱北』行きのバスに乗客の姿はなく、運転手は弁当を食べていた。食事中だから３

０分くらい待たされるかもしれない。それでもリュックを担いで３ｋｍ歩くよりはマシ

だ。俺様が乗車賃の３パダカを払うと、ちょうど食事が終わったらしく、そのまま俺様

一人を乗せてバスは発車した。おぉぉ～なんてラッキーなんだ。 

途中の乗車客もなく、まるで貸し切ったように、バスは５分ほどで『拱北』の出入境

ゲートに到着した。そのままマカオを出境した俺様は、中国に再入境を果たした。あれ

だけゴタゴタしていたのに、こうもすんなり中国に再入境できるとは奇妙な感じだ。旅

ってのは本当に良くわからない展開になる。 

俺様は『拱北』の岐関バス会社で『広州』行きの切符を購入した。つまりマカオの『岐

関バスターミナル』と、拱北の『岐関バス会社』の判別が付かなかったのが、今回のゴ

タゴタの原因だ。 

考察するにバスの切符はマカオでも購入可能だった筈だ。俺様に『広州』行きのバス

があると教えたオッチャンは、イミグレーション行きバスの存在も含めて「ある」と伝

えたのだろう。ただし、マカオで切符を購入した場合、『拱北』発のバスの乗車時間に

間に合わない可能性が出てくる。だから、おねえちゃんはまず『拱北』へ行くことを薦

めたのだと推測する。そう考えると点と点が繋がって線になる。名探偵、俺様参上！ 

 まぁ、バス代は中国元での支払いになるので、バス代に残しておいた８０パダカは残

し損になった。どこかで中国元に再両替するしかない。 

 

９：４０『拱北』発→（２時間３０分後）→１２：１０『広州』着。 
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俺様は地下鉄で『広州東駅』に向かった。次の目的地『アモイ』行きの夜行列車が『広

州東駅』から出ている。まずは、夜行列車の切符を取得して今後の旅程を確定させたい。

ただし、今夜このまま『アモイ』へ行くプランと、本日はゆっくりして明日夜に『アモ

イ』へ行くプランと、どっちにしようか決めかねている。広州東駅へ向かいながら決め

るつもりだ。それにしても地下鉄がある都市は移動が楽なのでムッチャ助かる。と思っ

ていたら考える暇も無く到着してしまった。 

俺様は立ち止まってちょっと考える。ビルが立ち並ぶ大都市の広州には見所が少ない

ので、今夜の夜行列車でアモイまで行くとスムーズだ。しかし此処まで大急ぎで旅をし

てきたのでゆっくりしたい気持ちもある。取り敢えず駅の周辺をウロウロして安宿を探

してみた。 

ウロウロしていると、なかなか安宿は見つからず、このウロウロそのものが時間の無

駄に思えてきた。これだけ時間を費やしたのだから、宿泊しなければ割りが合わない気

がする。 

駅に戻ると宿を紹介する窓口があった。１００元の部屋があったので見せてもらう。

そのホテルが駅から１ｋｍ以上あって遠かった。部屋は汚かったけど、これだけ歩いた

のだからと妥協してしまった。その周辺はホテル街になっていたので、自分で発見して

いたらもっと安く泊まれた。なんだか色々不本意だけど、リュックを置いて『広州東駅』

に戻る。 

切符売り場で明日の夜行列車『広州東→アモイ』（２５８元）を購入した。これでア

モイまでの旅程が確定した。 

さて、広州の散策開始だ。『中山記念堂』の周辺にある見所を制覇すべく、地下鉄で

『中山記念堂』へ。中山記念堂の中は特になんてことはなかった。 

次に『西漢南越王博物館』へ。此処は１９８３年に発見された２２００年前の国王の

墓をそのまま見せてくれる。なかなかロマンがあって良かった。 

最後に『越秀公園』を散策した。公園にある建設物が面白く、人びとの様子もなんだ

か面白くて、中国人の日常風景を垣間見た。 

日が暮れたので歩行者天国の北京路を散策してホテルに戻った。日々行き当たりばっ

たりの旅だけど、なんとか上手くいっている。旅の神様には心から感謝している。 

明日は『広州』を本格的に散策します。 
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「広州事変２」 ２６／１１ 

 

ニイハオ。 

ゆっくり起床した後、広州東駅の荷物預所（８元）にリュックを預けた。ホテルが駅

から近かったらホテルに預かって貰うのだが、１ｋｍ以上もあるのでこうなってしまう。 

地下鉄で『陳氏書院』へ。『陳』姓の氏族が集まって建てた書院だ。日本なら『佐藤

書院』とか『鈴木書院』みたいなものだろう。 

入場料１０元なので期待してなかったけど、かなり凝った創りになっていてビビった。

建物の装飾が半端なく綺麗で遊び心も満載だ。展示されている美術品も細工が凄くて

「どうやって作ったの？」って感心した。下手な博物館よりもランクが高い品物ばかり

だった。陳さんには良い品を見せて貰った。 

次に歩行者天国の『上下九路』へ。平日の昼なのに物凄い人の数だ。歩いていると『日

本式』と書かれた看板をよく目にする。日本ブランドってのは中国の若者には人気なの

だろう。店内の雰囲気も渋谷っぽくて客の女の子も渋谷っぽい。反日教育なんかに染ま

らず、どんどん日本を好きになってほしい。 

『沙面』へ。ガイドブックの紹介では長崎の出島のような街だと書かれている。期待

して向かったが、街は全面的に開発をしていてほぼ何もなかった。開発が終わらないこ

とには、どこも工事中でホコリだらけだ。そうした中で、ウエディングドレスに身を包

んだ女性があちこちに居て、古い教会をバックに記念写真を撮っている。どうやら写真

撮影の名所になっているらしい。 

上下九路に戻った俺様は、ケンタッキーでコーヒーを飲んでから、ゴシック様式の教

会を見に行った。ヨーロッパにある教会と同様に、ステンドガラスが綺麗で何時もの如
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くしばらく見惚れた。 

教会から少し歩くと玩具屋街になっていて『スッパマン』の人形があったので欲しか

ったが、旅の途中なので諦めた。 

信号待ちしていると、道路の中央で物凄いテンションで叫んでいるオッチャンを発見

した。明後日の方向に向かって必死に叫んでいるのだ。狂っている奴の狂気ってのは本

当に凄まじく、尋常ではないテンションの高さをしばらく見学させてもらった。 

狂気を堪能した後、車両の接触事故に遭遇する。警察が介入していたので、これは保

険処理になるのだろう。 

現在時刻を確認したら１６：００なので、地下鉄で『広州東駅』へ。 

中国の地下鉄に乗車していると、年寄りに席を譲る中国人を頻繁に見かける。中国人

は個人主義のイメージがあるので、その光景を始めてみた時は意外だった。でも普通に、

当たり前のように席を譲っている。 

中国人は西洋文化である『マナー』をまだ取り込めていない代わりに、東アジア文化

である『情』の精神は日本人以上に持ち続けている。人間臭さみたいなものを本土の中

国人は、日本人以上に持ち続けている。だからこそ俺様は、香港・マカオの滞在中に中

国本土が懐かしく思えたのだ。 

経済力の衰えた日本人は、発展する中国人や韓国人の、日本人とは異なる細かい事柄

を批判している。批判のやり玉にあがっているのが、『マナー』や『強姦の発生率』だ。

そして中国人や韓国人は、日本人が東南アジアで売春ツアーをしているのを批判してい

る。 

それぞれの国によって事情や習慣は異なり、暗部だって異なってくる。その異なった

細かい暗部を批判するのは愚の骨頂だ。国それぞれに良いところもあれば、悪いところ

もある。 

日本は島国で、ほぼ同一民族で構成されているから、世界的に特殊な環境にある。そ

の特殊な環境にある日本人が、日本人の常識を持って他国を批判するのは滑稽だ。 

儒教を説いた孔子は「本を読んでそれを信じるなら本を読むな」と言っている。情報

や知識に惑わされることなく、己の肌感覚をもって真実を見極めてこそ本質が見えてく

る。頭で考えるよりも体で考える経験に本質がある。 

 

広州東駅に日本のデパート（サティー）があったので、売り場に行ったら日本商品が

沢山あった。俺様は惣菜売り場で弁当（９．８０元）を購入して公園で食べた。ボリュ

ームがあって満腹になった。 

その後、１８：００になったのでリュックを回収して待合室へ。始発列車なので早め

に乗車できた。列車は定刻通り１９：０８に発車した。 

ベッドで横になっていると強烈なアンモニア臭が漂ってきた。俺様のベッドは客室の
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端にあるのだが、隣がトイレなので匂いがするのだ。 

匂いにたまりかねた他の乗客が列車の窓を開けた。しばらくすると乗務員がやってき

て窓を閉めるように指示した。乗客が強烈なアンモニア臭の存在を告げたら、乗務員は

「客室とトイレを隔てるドアをしっかり閉めておけば大丈夫」と案内していた。中国語

は分からないけど、やりとりでそうだと分かる。 

ドアを閉めると確かに匂いは来なくなった。ただし、ドアがオンボロなので開閉する

たびに物凄い音と振動がする。トイレに行く乗客や、乗務員が通るたびにドアが煩くて

寝付けなかった。純粋に運が悪かった。 

明日は『アモイ』を散策します。 

 

  
 

 
 

「アモイ事変」 ２７／１１ 

 

ニイハオ。 

８：４８アモイに到着。まずは今後の旅程を確定させる為に切符売場へ。明日の夜行

列車『１９：０４アモイ発→８：１８武夷山着』の切符は売り切れていた。次の列車『２

２：１４アモイ発→１２：３６武夷山着』は空席があって購入できた。 

武夷山の到着が昼だと当日の登山は不可能なので、武夷山に一泊の予定だったが二泊

になりそうだ。スケジュールが厳しくなるけど、切符が無いのだから諦める。中国の夜

行列車を前日購入できている状態そのものがラッキーなのだ。 

アモイ駅から市内バスでフェリー乗場へ。アモイの見所は離れ小島のコロンス島にあ

る。東南アジアを旅したときにマレーシアのペナン島へ行ったのと同じ要領だから、迷

うことなくフェリーでコロンス島に上陸した。 
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ユースホステルで宿泊を確定させてリュックを降したら、コロンス島の散策開始だ。

洋館巡りから始まって、岩山の『日光岩』に登ってコロンス島を一望した。鳥の曲芸シ

ョーを見物して『鄭成功の像』『ピアノ博物館』等々、コロンス島を一気に一周したら

全ての見所を制覇してしまった。 

うわ～～～、これだったら今夜の列車で『武夷山』に行ったほうが良かった。フェリ

ー乗場にリュックの預かり所はあったし、海岸にはシャワールームもあったし、温泉ら

しき施設もあった。二日連続の夜行列車は辛いけど、なんとか対処できた気がする。し

かし、今更そんなこと後悔しても遅いから諦める。 

コロンス島を総括すると、島に西洋式の建物が立ち並んでいるだけで、ヨーロッパを

知っている俺様には物足りなかった。西洋に行けない中国人が西洋文化を味わえる場所

なのだろう。 

アヘン戦争以降、支那が西洋諸国にあちこち割譲されてきた歴史的な証明としての意

味はある。それは『マカオ』や『香港』も同様だ。マカオを１００分の１にしたのが『コ

ロンス島』のような気がした。 

 また、『コロンス島』と『台湾』は台湾海峡を隔てている。此処でちょっと中国にお

ける台湾の位置づけについて明記しておきたい。購入した中国の時刻表をみると台湾の

路線図も載っている。これは台湾が中国の一部である主張の表れだ。各都市から台湾へ

の航路も頻繁にあるらしく、各都市のユースホステルで台湾行きの航空券を求めている

西洋人を数人見かけた。その際にユースホテルの中国人は国内旅行のような雰囲気で説

明していた。中国人にとって台湾は香港やマカオ同様に中国の一部である意識が強い。 

 俺様はアメリカで生活していた頃、台湾人の店で働いていたから、「中国と台湾は異

なる国である」との認識があった。しかし中国が資本主義経済を取り入れてからは『大

きな中国』と『小さな中国』との認識が基本になっている。中国経済が成長すれば成長

するほど、その認識は現実になっていく。そして何時の日か、台湾は中国に飲み込まれ

て一つの中国になる可能性が高い。俺様は台湾と中国の両方を旅してそう感じている。 

 

俺様はビールとスナック菓子を購入して、対岸にある日の暮れるアモイの街を眺めた。

物思いに耽っているとアルコールで気分が良くなってきた。散髪でもしようかと思い、

アモイの商店街を笑顔で歩いていると、観光客が高額なタバコを買っていたので、俺様

も便乗して低額なタバコ（３元）を買ってみた。俺様はタバコを辞めているが、本来大

好きなので気分の良いときには１・２本吸っている。吸ってみるとマイルドセブンなん

かよりも遥かに美味かった。３元でこのクオリティーなら中国人のタバコ好きも頷ける。 

 英語が通じそうな散髪屋は無かったので、散髪は諦めてホステルに戻った。部屋で明

日の予定を考えてみたが、アモイの街にある見所なんて３時間もあれば充分だ。明日は

ひたすら海を眺めて過ごすしかない。広州で一泊したから先を急ぎたいけど、旅の流れ
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でこうなったのだから諦める。 

 俺様は訪中前から『武夷山』を楽しみにしていた。『武夷山』を堪能するためにも体

力を温存しておこう。残りの日数も少なくなってきていよいよ終盤戦だ。最後の最後ま

で頑張るぞ～～～。 

寝るにはまだ早いので、ちょっくらチャーハンを食べに出かけた。チャーハンを食べ

終えて、満腹状態で眺める対岸の夜景は俺様に幸福感を与えてくれた。 

ホステルのカウンター付近で旅情報を収集していると、世界遺産『福建土楼』ツアー

の張り紙があった。『福建土楼』は外敵の侵入を防ぐために造られた巨大な要塞だ。村

単位で要塞を造って共同生活していたっつうか、今もしている。興味はあったがガイド

ブックに情報が無いので行きようがなかった。「へ～、福建土楼ってアモイから行ける

んだ～」と納得して部屋に戻ろうとしたら、廊下にアモイ周辺の日本語ガイドブックが

置かれていた。情報不足なので読んでみるが目新しい情報は無かった。『福建土楼』の

情報も記載されていたので読んでみる。『福建土楼』に行くにはアモイからツアーに参

加するのがベストらしい。ってことは明日のツアーに参加したら俺様ベストじゃない

の？ 

俺様はフロントに行ってツアーに参加したいと伝えた。すると「ツアー代は２２０元

だ」と案内された。張り紙にはツアー代３３０元と記載されているので、安くなってい

るじゃないか！ 「ツアー会社に連絡するので待っていろ」と言われて５分ほど待った。

そして……ななななんと……『福建土楼』行きが決まった！ 

『７：４０～１８：３０』のツアーなので、購入したかった『１９：０４アモイ発→

８：１８武夷山着』の夜行列車だとツアー参加は時間的に無理だった。『２２：１４ア

モイ発→１２：３６武夷山着』だから参加できるのだ。旅の神様がどんでもないイタズ

ラを仕込んだとしか考えられない。「こんなことってあるんだな～」と、ブルブルっと

寒気がした。 

明日は世界遺産『福建土楼』を散策します。 
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「福建土楼事変」 ２８／１１ 

 

ニイハオ。 

早朝、フェリーでアモイの街へ。フェリー乗り場の向かいにあるホテル前でツアーバ

スを待った。しかし予定時間の７：４０になってもバスは来なかった。あちこちで乗客

をピックアップしているから遅れているのだろう。そう思いつつも心配なので、聞かさ

れていたバスのナンバープレートを必死に探した。ツアーバスは８：００頃にようやく

やって来た。 

車内はほぼ満員で座席が見当たらなかった。それに気が付いたおばちゃんが荷物をど

けて席を空けてくれた。勿論、外国人は俺様だけだ。 

３時間５０分後、ようやくバスは土楼地区に到着した。ツアーの詳細を知らない俺様

は、これほど時間がかかるとは思っていなかった。 

小さな土楼で昼食になった。小部屋に１０人ずつ振り分けられる。俺様は座席の周辺

にいたおばちゃんグループと一緒になった。この土楼での食事はなかなか風情があった。

料理はいかにも中国の庶民料理で楽しめたし、おばちゃん達は中国式の回転テーブルを

回すのがやっぱ上手かった。 

昼食が終わると、いよいよ土楼郡だ。５分ほどでバスは『永定土楼』なる場所に到着

した。ツアー料金に入場料（８０元）が含まれているらしく、ガイドさんからチケット

を貰った。昼食代も払っていないので、ツアー代２２０元は破格だ。２時間の自由行動

になったので『福建土楼』の散策を開始した。 

俺様の目前に現れた土楼は、まさに要塞でありロマンだった。土楼は中国独特の建造

物なので刺激的だ。土楼で生活している人びとの様子は興味深く、それらの光景を必死

に吸収していると瞬く間に時が過ぎた。 

俺様はバスの乗り合わせ場所に行き、ツアーバスに乗車した。高台から土楼郡を見下

ろせる場所に行って欲しいと淡い期待を持ていたが、バスはそのままアモイに戻った。 

乗り合わせ場所に３０分遅れてやってきた中国人カップルのせいで時間が押して、な

んらかのスケジュールを飛ばしたような会話をしていた。 

ほとんどの中国人は指定された時間に集まるのに、一部に自分勝手な中国人がいる。

そのカップルはガイドさんに急ぐように促されているのに、それでもタラタラと歩いて

いた。１００人に１人こうした奴が居ると全てがそうだと思われるのが社会だ。 

『福建土楼』を散策したのは２時間なので物足りなさはある。しかしツアーを通して

運転手さん、ガイドさん、おばちゃんたち、みんな優しくしてくれた。俺様が中国語の
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分からない外国人だと分かると、気を使って親切にしてくれた。ガイドさんは俺様にス

ケジュールを伝え中国人の情に触れられたことが、じつは最も貴重な体験だと感じてい

る。 

ツアーバスはフェリー乗場に到着。俺様はバスを降りておばちゃんたちに手を振った。

その後、繁華街を抜けて市内バスでアモイ駅へ。そして武夷山行き夜行列車に乗り込ん

だ。 

明日は世界遺産『武夷山』を散策します。 

 

  
 

 
 

「武夷山事変」 ２９／１１ 

 

ニイハオ。 

１２：３０頃、武夷山駅に到着。切符売り場で明日の夜行列車『２２：００武夷山発

→杭州東５：４５着』を購入する。本来は『武夷山』から『黄山』へ行く旅程だったが、

時刻表をいくら調べても路線が無かった。武夷山駅の時刻表を調べても無かったので、

この路線は１００％無いと確信した。武夷山駅はローカル駅なので諦めるしかない。 

だから『杭州』行きに変更したのだが、『杭州東』駅到着が５：４５と早朝であり、

『杭州東』駅ってのが街外れなのが気になる。 

さて、駅から１３ｋｍ先の『武夷山』までどうやって行こうか思案した。駅周辺は寂

れていて『武夷山』行きのバスは見当たらなかった。宿泊の呼び込みがきたが、『武夷

山』で宿泊する予定なので断った。 

タクシーとバイクタクシーの呼び込みがきたので料金を尋ねた。バイクタクシーは１

元と爆安だが、怪しすぎるので１０元のタクシーに乗車した。１０元でも安いので、ホ
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テルを紹介してホテルから紹介料を貰う魂胆だろう。ホテルも探さなくてはならないの

で好都合だ。 

 そうしたら三ツ星ホテルに連れて行かれた。俺様の旅は貧乏このうえない旅なので無

理だと断った。６０元のホテルを探していると紙に書いて伝えると、６０元のホテルは

無いと言われた。１００元でどうかと提案されたので、８０元で切り返す。オッチャン

は頷いて別のホテルへ連れて行ってくれた。 

８０元の部屋はバスタブもあってむっちゃ綺麗だった。フロントの値段表は２８０元

になっているので、シーズンオフとオッチャンの口利きで安くなっているのだろう。 

部屋にリュックを置いてフロントに行くと、タクシーのオッチャンが待っていた。シ

ーズンオフなので俺様から小銭を稼ぎたいのか、あちこち見所を紹介してタクシー代を

言ってくる。分からないところに行く余裕はないので全て断った。断りながらも『武夷

山』の情報が欲しいので話をしていると、１４０元で『武夷山』を入山料なしで巡れる

と言い出した。 

ガイドブックには『入山料１日券２４０元 ２日券１５０元 ３日券１６０元』とな

っている。『１日券２４０元』になっているのはガイドブックの記載ミスで、実際は『１

日券１４０元』だった。変だなと思いつつも、この時点で記載ミスだと分からなかった

ので、オッチャンの提示した１４０元が安く感じられた。 

詳細はよくわからないが、これまでの経緯でオッチャンの人の良さを感じていたので、

「試しに乗ってみるのもアリかな」と承諾した。 

オッチャンは俺様をタクシーに乗せて少し走ると、別のオッチャンをタクシーに乗せ

た。オッチャンは別のオッチャンになにやら説明している。そして別のオッチャンに１

４０元を渡すよう指示してきた。俺様はタクシーのオッチャンを信じて１４０元を渡し

た。 

タクシーは少し走って停車すると、降りるように指示された。俺様と別のオッチャン

はタクシーを降りた。タクシーはそのまま去って行った。 

別のオッチャンは俺様に着いてくるように指示した。此処でようやく、別のオッチャ

ンはガイドだと分かった。別のオッチャンは裏道らしき山道を進んでいく。この裏道は

仙人が歩くような際どい山道でスペクタクルだった。 

途中、岩山をよじ登ると洞窟があるらしく、よじ登ることを薦められるが、真下は崖

なので断った。岩山を登るだけならなんとかなりそうだが、降りて戻るのは不可能だと

感じた。滑って落ちたら間違いなく最期だ。それでも試してみようか迷ったが、洞窟の

凄さが分からないのに、やはり命を賭けるのは不可能だ。 

岩山登りをパスした後も際どい山道の連続だ。どの道も考えられないような場所に、

考えられないような構造で作られている。進めば進むほど、よくもまぁこんな所に道を

作ったものだと感心する。これこそが支那人の知恵でありタフさなのだ。 
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途中、何度も行き止まりになるが、そこには微妙に細い道があってギリギリ通り抜け

られる。俺様の体格でギリギリなので、体の大きな欧米人なら行き止まりになる。この

山の名は『大王峰』だと教えてもらった。 

『大王峰』の頂上は林になっていて何もなかった。下山するとチケット売り場の内側

に出た。なるほど、確かに入山料を払わないで『武夷山』に入っている。地元民だから

こそ知る裏道だ。チケット売り場を何食わぬ顔をして通り過ぎた。 

冒険心から試しに始まった登山だったが、『大王峰』を存分に堪能できて満足だ。し

かし明日は入山料を払って『武夷山』に入るから金額的に儲かってはいない。 

ガイドのオッチャンが漢字で「私の家でお茶を飲みませんか？」と紙に書いた。若干

危険な香りがしたが何事も経験なので了解した。 

チケット売り場からバスでホテル街に戻って、オッチャンのバイクに乗った。オッチ

ャンの本職はバイクタクシーだとこの時に分かった。 

案内されたのは岩茶の販売店だった。やっぱそういう事かと思っていると、おねえさ

んがやってきて岩茶を入れてくれた。折角なので一通り岩茶ってのを堪能する。最悪、

睡眠薬が入っている可能性も考慮しつつ逃げる用意だけはしていた。 

武夷山の岩茶は有名で、あちこちに茶畑がある。岩の養分を吸って独特の味になるら

しく、深みがあって美味しいお茶だった。５０元くらいならお土産として購入するのも

悪くない。値段を訊ねると３０００元と紙に書いた。おいおい、完全にボってるじゃね

ぇか。俺様が「トゥー・エクスペンシブ」と強く主張したら、３０００元が２０００元

になって、５００元にまで下がった。もう話にならないので外に飛び出した。 

ガイドのオッチャンはバツが悪そうに追いかけてきて何かしら言っているが俺様は

キレている。紙に「茶不要」と書いて断った。オッチャンは納得したようで、バイクで

ホテルまで送ってくれた。店のおねえちゃんも一生懸命お茶を入れてくれて、いろいろ

説明してくれたがボロうとしたからこうなったのだ。 

結局、小売店で２０元の岩茶を買った。美味さは違うのかもしれないが、俺様は消耗

品にお金をかける気はさらさら無い。そもそも日本茶だって美味いのだから。夜の観光

街をブラブラ歩いて本日は終了だ。 

明日は武夷山名物『九曲渓イカダ下り』をして『天游峰』も行けたら最高です。 
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「武夷山事変２」 ３０／１１ 

 

ニイハオ。 

７：００起床。リュックはホテルに預かって貰った。バスで『星村』にある『九曲渓

イカダ乗り場』へ。バスの乗務員さんに「此処だよ」と教えてもらって降車した。 

バスを降りたのは俺様だけなのに、イカダ乗り場は中国人観光客でごったがえしてい

た。俺様は英語の通じない中国を一人で移動しているのに、国内旅行の癖にツアーとは

甘えやがって……。 

チケット売り場に並ぶと窓口が閉まっていた。みんな並んでいるので売り場の人がト

イレにでも行っているのかな？ そこにダフ屋っぽいオバチャンが話しかけてきた。ど

うやら１１０元でチケットを売ってくれるらしい。ちなみにガイドブックに書いてある

チケット代は１００元だ。想像するにツアーの余りチケットと思われ、１１０元払えば

そのままイカダに乗せてくれるようだ。時間が勿体ないのでダフ屋でも良いのだが、料

金の先払いを要求されたので、「チケットと直接交換でないとお金を渡せない」と突っ

ぱねた。 

窓口が開いたので並んでいると、おばちゃんがチケットを持ってきた。それならばと

１１０元を払ってチケットを手にした。 

おばちゃんに案内された先で、ガイドらしき女性にチケットを渡した。そのガイドら

しき女性はやはりガイドさんで、中国人５名の団体に俺様を編入させると、イカダに乗

るまでを仕切ってくれた。お陰で混雑しているにも関わらず、すんなりとイカダに乗れ

た。あのまま普通に窓口でチケットを購入していたら、こうはスムーズに進まなかった。

旅の神様が舞い降りた瞬間だ。 
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武夷山名物『九曲渓イカダ下り』は約１０ｋｍを１時間かけて下る。名物とあって期

待していたが微妙な感じだ。断崖に挟まれた風景は凄まじいけど、イカダに乗ってオー

トマチックに景色が流れるのが性に合わない。そもそも情緒を感じなかった。 

山ってのは動いていると暑いが、動かないと寒くなるからやっかいだ。暇を持て余す

と寒くなってきた。それでも念願の『九曲渓イカダ下り』を体験できて満足だ。 

イカダを降りた側にある『武夷宮』を拝見した。そして絶景と評判の『天游峰』方面

に行くと、昨日通ったチケット売り場に来た。「また１４０元を払うのも馬鹿らしいな

～」と料金表を見ていると、『半日券（half day Ticket）７５元』と記載されている。現

在時刻は１１：００なので、１２：００から使用可能ならラッキーだ。 

受付に尋ねると「子ども用」とのこと。ん？……half day Ticket が子ども用？ そし

て何故か『三日券１６０元』を案内してきた。三日券を案内されて金を払う気がサラサ

ラ無くなった。まだ１１：００なので時間はある。ならば昨日の裏道から侵入して『天

游峰』に行ってやろう。 

１ｋｍほど歩いて裏道から『大王峰』に入った。二回目の山道なのにスペクタクル度

は落ちていなかった。むしろ一人歩きだと自由なので面白さが増した。『大王峰』の頂

上から下山して先ほどのチケット売り場の内側に出た。うん、予定通りだ。 

『天游峰』方面へ進むと『止止庵』なる寺に出た。その寺と、寺の背後にそびえ立つ

岩山のコントラストが神秘だった。 

神秘に触れてテンション最高潮となった俺様は、先に進もうとしたが、寺で道は行き

止まりになっていた。もしかすると『天游峰』へ行くには、『大王峰』の頂上から別ル

ートなのかもしれない。一つの山を越えて、その山をまた登るのは嫌なので、どうにか

ならないものかと思案した。 

寺の関係者が住んでいるらしい民家を縫うように細い道があったので、その道を進ん

でみることにした。道無き道のようだが、その道はどんどん続いていた。「行き止まり

かな？」と思っても道は続いていて、何度も行き止まりだと諦めかけるがやはり道は続

いている。途中、岩茶を栽培管理している人が居て、俺様が歩いているのを物珍しそう

に見ていた。こんな道、関係者しか通らないのだろう。 

『大王峰』の裏道も道さえ続いていれば、それは何処かに繋がっていた。だから面白

みもなにもない急な山道を俺様は必死に歩いた。まだ昼間なので不安は無いが、蛇に噛

まれるなどの事故があった場合は危機的な状況になる。 

 ようやく頂上に到達すると周辺は林になっていた。苦労して登ったのに眺望を楽しめ

ないのは残念だ。茶畑を見ると欧米人の女性が一人休んでいた。武夷山で初めて欧米人

を見たし、それがこんな場所で、しかも一人なのに驚いた。警戒されないように挨拶し

たら、「気持ちがいいから休んでいる」とのこと。正直、気持ち良さそうには見えなか

った。ただ草臥れて休んでいるようにしか見えない。おそらく俺様を中国人だと思い、
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気を使ってそう言ったのだろう。欧米人には皆、そういうところがある。 

それよりも俺様にとって重要なのは、彼女は俺様の反対側から此処に到達している筈

であり、つまり反対側から降りればそれなりの所に行き着くってことだ。一気にテンシ

ョンが上がったので休みを入れずに下山を開始した。登りとは違い下山は若干面白い道

もあって楽しめた。 

そうしたら『九曲渓イカダ下り』の川が見えた。丁度、午後発のイカダが下っていた。

山から見下ろすイカダ郡はなかなか良かった。 

しばらく進むと掲示板に『天游峰』の文字。……きた。とうとうきた。掲示板の先に

は、四つんばいにならないと登れない急な階段が永延と続いていた。俺様は崖をよじ登

るような感覚で階段を登っていった。俺様一人だから登れるが、複数で登ったら危険な

状況になるマジで物凄い急勾配だ。 

なんとか頂上にたどり着くと反対側から観光客の声がした。回り込むと広場があって

観光客用の登山道が整備されている。そこには沢山の観光客が居た。俺様は裏道をひた

すら進んできたのだ。 

此処まで「大王峰」「寺の裏山」「天游峰」と三つも峠を越えてきた。半日で武夷山の

峰を三つも越えた奴なんて俺様くらいだろう。ギネスものだ。勿論、体は半端なく疲労

している。 

それだけ苦労したから、下山する気なんてしばらくおきなかった。ただ、ひたすら風

景を眺めていた。そして体の疲労を感じながらゆっくりと下山した。 

ホテル街に戻った俺様は夕食へ。朝から何も食べてないので腹いっぱい食べた。ホテ

ルでリュックを回収して武夷山駅までの交通手段を探る。 

駅行きのバスがどうしても分からないのでバイクタクシーと値段交渉した。俺様はタ

クシー代１０元で此処まで来たので、１０元以下を想定していたが、１５元だったので

断った。しかしどうしても武夷山駅行きのバスが分からない。交渉したバイクタクシー

に、「６路って書いてあるバスは駅に行く？」と尋ねたら「行く」とのこと。バイクタ

クシーはバスを停めてくれて、乗務員のおばちゃんに「彼は駅に行くからよろしく」と

伝えてくれた。 

韓国、台湾、中国を旅して、東アジア文化である『情』が東アジアの共通価値観だと

強く感じている。東アジア民族は『情』があって『小心者』なのだ。そりゃ馬鹿面さら

している奴も居て頭にくることもあるけど、情に触れると心が清らかになる。 

武夷山駅の前では人びとが大勢集まってダンスをしていた。その姿を眺めていると経

済成長している中国の象徴のような気がした。どんどん豊かになっていく中国。そりゃ

踊りたくもなるだろう。そして『２２：００武夷山発→杭州東５：４５着』の夜行列車

に乗り込んだ。 

今後の予定だが、武夷山の峠を三つも越えた今『黄山』に行くのを迷っている。もう
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山はお腹一杯だ。黄山へ行くには交通費もある程度必要だし、黄山行きのバス乗場も郊

外にあるので面倒だ。ん～どうしよう、まぁ杭州で考えよう。杭州も結構歩くんだよな

～。しかも朝５：４５着だからな～。 

明日は西湖十景で知られる景勝地『西湖』を散策します。 

 

  
 

 
 

「杭州事変」 １／１２ 

 

ニイハオ。 

昨夜の話から始める。俺様のベッドは下段だったので、列車に乗り込むとリュックを

窓際に置いて就寝準備にかかった。でも、女の子が両親との別れを惜しんでリュックを

置いた窓際に座りたがる。女の子の気持ちを尊重したい心優しい俺様は就寝作業を中断

した。 

その際に、暑かったので上着を脱ぎ、上着をリュックにしまった。耳栓を上着のポケ

ットに入れて用意していたのを忘れていた。 

発車する列車の車窓で女の子は両親に手を振っている。駅のホームで両親も手を振っ

ている。この、中国人家族の情の深さは強烈で情感に溢れていた。まるで映画のワンシ

ーンのようだった。振り返って考えれば俺様に情感なんてものは微塵も無く、あるのは

天才がゆえの引きつった眼差しのみだ。俯瞰で情感を掴むのは得意だが、自分が情感の

中に入るのは恥ずかしくてできない。 

で、耳栓だけど、また出すのが面倒なので「もういいや」とそのまま横になったら、

やはり煩くて寝付けなかった。疲労しまくっているのに俺様アホすぎる。 
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起床したら頭が朦朧としている。たぶん定刻の５：４５に『杭州東駅』到着。外はま

だ真っ暗だ。さて、どうするか。 

杭州東駅は郊外にあるので『西湖』側のユースホステルまで１２ｋｍ以上ある。バス

で西湖周辺まで行けばベストだが、細かい路線なんて分からないので、『杭州東駅』か

ら『杭州駅』の連結バスを探した。繁華街の『杭州駅』まで行けばなんとかなる。 

バスターミナルを発見して確認すると『杭州駅』行きのバスがあった。駅名の漢字が

若干違っていたので運転手に尋ねたら間違いなく『杭州駅』だった。そのままバスに乗

車する。 

『杭州駅』に到着。頭が朦朧としているのでケンタッキーでコーヒーを飲む。 

駅からユースホステルまで３ｋｍ程だ。市内バスを探したがどうしても路線が分から

なかったので歩いた。タクシー利用も考えたが３ｋｍくらいなら歩ける。 

ユースホステルに到着。宿泊費は８人ドミトリーで３５元だ。杭州はホテル代が高い

ので、ユースホステルには助けられる。安宿よりも遥かに清潔だし、室温も暖かいので

快適に眠れる。連泊してのんびり過ごせたら極楽だが、期間の限り行けるところまで行

きたい。そうした性分なので仕方が無い。 

いよいよ『西湖』の散策開始だ。西湖は周囲１５ｋｍの湖で、湖の様々な風景が『地

上の楽園』と称えられている。この１５ｋｍを寄り道しながら散策するのが本日のプラ

ンだ。 

早朝なのであちらこちらで太極拳をやっている。太極拳はゆっくりと体全体を動かす

から筋力に相当な負担がかかる。なおかつ動きがゆっくりなので怪我をするリスクも少

ない。下手なエクササイズよりも遥かに効果的だ。いつの日か世界的な大ブームになる

のではないだろうか。 

健康的に太極拳をやっている人びとを眺めつつ、疲労している自らの体に負荷をかけ

ないよう、無理をせずにゆっくりとしたペースで歩いた。 

西湖十景を順番に攻略していく。断橋残雪、平湖秋月、曲院風荷、蘇堤春暁、三潭印

月、花港観魚、南屏晩鐘、雷峰夕照、柳浪聞鶯、双峰挿雲、を廻った。 

たくさんあるので細かく記載せずに総括する。西湖の風景は『情緒』であり、『情緒』

は『永久』だと感じた。自然と供に『情緒』は存在するので、時期によって『情緒』は

変化する。『季節』の移り変わりは勿論、『昨日と今日』『朝と夕方』、たったそれだけで

表情を変える。移り変わるから永久的に楽しめる。 

流石は古い歴史を持つ支那の国だ。計算された東洋美と、繊細なワビ・サビが心を打

ってくる。疲労しているのに心が躍って体が前へ前へと進んだ。オレンジ色の太陽が山

の向こう側に沈んでいくのを見て、予定どおり西湖を一周した。 

０だった俺様のＨＰ（体力）は、シャワーを浴びたら３まで回復した。回復ついでに

夕食を済ませようと考え、フロントを通ったらバス路線の張り紙があった。『黄山市バ
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スターミナル』行きの長距離バスが発着している、『西バスターミナル』への行き方が

書いてある。「the other side of the nanshan road k102 or 102」と、丁寧にバス番号まで

書いてあった。 

バス停を探して路線図まで確認した。確かに１０２バスで西バスターミナルに行ける。

迷っていた『黄山』行きだが、此処からバスに乗車して西バスターミナルまで行けばあ

とは長距離バスに乗り換えるだけだ。黄山には『黄山の山岳風景』と『西逓と宏村の古

村風景』、二つの世界遺産がある。どうやら旅の神様は俺様を『黄山』に導きたいらし

い。 

夕食ついでに夜の西湖を歩いたが、暗いだけだった。繁華街にも行ってみたがパッと

しなかった。歩いた通りが悪かったのかもしれない。それよりも疲れているのでビール

を飲んでさっさと寝た。 

中国の物価だが、ほぼ日本の半分だ。簡単な例をあげると『コーラ（５００ｍｌ）：

３元～４元』『ミネラル水（５００ｍｌ）：１元～２元』『ボールペン：１元』『コンビニ

弁当：８元～１１元』『マクドナルドセット：２０元前後』。１元が約１６円～１７円だ。 

明日は世界遺産『西逓と宏村の古村風景』を散策します。 

 

  
 

 
 

「西逓事変」 ２／１２ 

 

ニイハオ。 

５：４５起床。１０２バスの始発は６：００なのでバス停に行っても良かったが、疲

労を考えて二度寝した。 

７：００起床。１０２バスの車内はギュウギュウの満員状態だった。リュックを担い
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でいるので満員は辛かった。しかも通勤時間なので道路は大渋滞だ。西バスターミナル

まで３０分かからない距離なのに、立ちっ放し状態で１時間以上かかった。 

切符売り場へ。黄山市バスターミナル行きは１時間毎の出発で、タイミング悪く５０

分待ちになった。格安の餃子と肉まんを購入して時間を潰した。満腹になったけど具が

少なくて美味くなかった。二度寝せずにバス停に行けば良かった。どうもチグハグだ。 

 

『９：４０杭州西バスターミナル発車→（３時間）→１２：４０黄山市バスターミナル

到着』 

タクシーの呼び込みがやってきて、英語で「黄山行きのバスはもうないからタクシー

に乗れ」と言う。東南アジアで頻繁に体験した卑劣な嘘だ。黄山には明日行く予定なの

で完全無視したが、中国ではこれまでなかった嘘なので無茶苦茶腹が立った。 

さて、ここからどうするか。考えていたプランは、バスターミナルから黄山駅までの

２．５ｋｍを歩いて、明日の夜行列車の切符『黄山→上海』を購入。購入後、黄山駅周

辺でホテルを決めてリュックを置いたら、来た道を戻ってバスターミナルへ。バスで世

界遺産『西逓と宏村の古村風景』に行くプランだ。 

しかし、『西逓と宏村』行きのバスが『１３：００発』と『最終１４：００発』だっ

た。黄山駅まで行って最終バスに間に合うか心配だ。下手にチャレンジするより、この

まま『１３：００発』のバスに乗るべきかもしれない。 

ってことで切符売り場へ。『西逓』行きか、『宏村』行きか選ばなければならず、直感

で『西逓』を選んだ。 

待合室で『西逓』行きのバスを探したが、停車しているのは『宏村』行きのバスのみ。

『宏村』行きバスの運転手に尋ねてみたが話がかみ合わなかった。しばらく待っても『西

逓』行きのバスが来る気配は無い。 

西洋人のカップルも同じ待合室にいたが、『宏村』行きのバス乗務員の女性を捕まえ

ていた。「こりゃ西逓行きのバスを聞いているな」と思った俺様は、カップルの側に行

った。すると、やはり西逓行きのバスを聞いていて、女性乗務員は英語で「このバスで

ＯＫ」と言っていた。カップルが俺様に「西逓（シージー）？」と聞いてきたので、「Ｙ

ＥＳ」と答えた。つまり『宏村』行きバスに乗車して『西逓』で途中降車なのだ。そう

した情報提示が現場に無いので外国人旅行者は大変苦労する。 

 

『１３：００黄山市バスターミナル発車→（１時間）→１４：００西逓到着』 

西逓のバス停で女性乗務員は親切丁寧に、バスのタイムスケジュールを教えてくれた。

『宏村』行きの時間、『市内』行きの時間、『黄山山岳』行きの時間。何も分からない状

態で『西逓』に来たので、知りたい情報を全て教えてくれて助かった。俺様は情報を得

るのに必死で気が付かなかったが、そうした情報を尋ねている間、バスは発車を待って
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くれていた。こうした中国人の情には心から感謝する。 

その情報でバスの本数が極端に少ないことが分かった。選択肢は『１７：００発 宏

村行き』で先に進むプランと、『１６：２５発 市内行き』で戻るプランしかなかった。 

『１７：００発 宏村行き』だと、宏村で一泊して明日の朝『宏村』を観光、その後

『黄山山岳』に行くプランになる。俺様は明日の夜行列車で上海に行きたいので、宏村

行きは時間的な厳しさを感じる。切符も直前購入になるので売り切れのリスクも出てく

る。ここは世界遺産の片割れ『宏村』は諦めて市内に戻るべきだ。俺様は『１６：２５

発 市内行き』で戻る決断を下した。『宏村』の分も、存分に『西逓』を堪能してやる。 

入村料６０元を払って『西逓』に入った。『西逓』は古村なので『古都平遥』とは趣

が違う。村人は普通に農作業をしていて肥溜めを担いで歩いている。家屋で豚が飼われ

ていて、水路でおばちゃんが野菜を洗っている。古村としての人びとの生活を含めたそ

れら全てが芸術だ。古村としての情緒は、なにもかも絵になった。 

中国の原風景を堪能していると瞬く間に時間が過ぎた。バス停に行くと、西洋人のカ

ップルも同じバスを待っていた。バス停と言ってもただの道路沿いなので、乗り場が若

干分からなかったが、西洋人のカップルと一緒にいれば安心だ。 

 

黄山市バスターミナルに到着。歩いて黄山駅に行くつもりだったが、脚の疲労が凄ま

じい。バイクタクシーと値段交渉したら６元まで下がったので利用した。 

バイクタクシーはホテルを紹介したいようだが、俺様は先に夜行列車の切符を購入し

たかったので、黄山駅で降ろしてもらった。黄山駅まで思いのほか距離があったので、

歩いていたら厳しかった。 

切符売場で明日の夜行列車『１９：１５黄山発→上海９：４５着』を購入。これで上

海までの旅程が確定したので安心した。 

駅を出たら夕食の呼び込みが来たので「ホテルを探している」と伝えたら安宿を案内

された。汚い部屋だったが５０元なので宿泊を決めた。その安宿に併設している食堂で

夕食にしたら、ご飯が食べ放題だったので満腹になった。その後、適当に駅周辺を歩い

て就寝した。 

明日は世界遺産『黄山山岳』を散策します。 
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「黄山事変」 ３／１２ 

 

ニイハオ。 

５：４０起床。本日は「黄山を見ずして、山を見たというなかれ」と称される『黄山

山岳』に行く。宿にリュックを預けてバスターミナルへ。 

歩いていると三輪バイクが来たので「乗れるかな？」みたいな感じで見ていると、乗

れそうな雰囲気だったので手を上げたら停車した。 

先に乗者していた女性が手を広げたので、乗車賃は５元と判断。運転手に払ったら受

け取ったので５元で良かったのだろう。運転手が得したのか、同乗者の女性が得したの

か分からないが、俺様は間違いなく得した。 

バスの始発が６：３０で、現在時刻は６：２０だ。窓口で切符を購入しようとしたら、

「此処じゃない」と別方向を指さした。その方向にも窓口はあるが閉まっている。困っ

ていると案内係を発見したので尋ねたら、「Ｎｏ８」とのこと。しかしＮｏ８の窓口は

閉まっている。此処でようやく「Ｎｏ８ Bas on the Ticket」と案内してくれた。あ～～

車内で切符を買うのね。 

待合室でＮｏ８バス発見して乗車する。ちょっと手間取ったが６：３０に間に合った。

しかしバスは定刻になっても発車しない。客が俺様一人だったので２０分毎の発車を一

回パスしたと思われる。で、６：５０に発車した。早く来た意味ねぇ～～～～～。 

今回の旅は『峨眉山』『武夷山』と、山に思わぬ苦戦をしいられている。本日は夜行

列車に乗るので、充分に用心して発車時刻の２時間前（１７：１５）には黄山駅に戻り

たい。 
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８：００黄山風景区に到着。乗務員に「此処だよ」と言われて降りた所は、なんにも

ない道路だった。ロープウェイ乗り場の『慈光閣』へどうやって行くのか分からない。 

幸い、バスの発車を２０分待ったので中国人観光客の二人組みが同乗していた。二人

組の後を着いていくとバスターミナルがあった。このバスターミナルから『慈光閣』行

きのバスが出ている。 

切符売り場で、なななな、なんと、昨日の西洋人カップルに会った。俺様が挨拶する

と、「オー、セイムスケジュール」とカップルも驚いていた。カップルはオーストリア

人でインスブルグ在住だった。俺様はインスブルグを訪れているので「アイ ノウ イ

ンスブルグ」と伝えた。 

カップルは『大阪』から『上海』に入って『黄山』に来ていた。西洋人が漢字圏を旅

するのは大変なので多くの苦労があっただろう。しかし俺様とは違いカップルだから、

力を合わせればどんな苦難も乗り切れる。カップルの旅の無事と永遠なる幸せを願う。 

『慈光閣』に到着。此処まで来るとツアーバスの観光客で賑わっていた。ロープウェ

イを使うとお金がかかるので、俺様は自力で登れないものかと山道を歩いてみた。しか

し頂上まで６ｋｍの看板表示に断念した。なによりも夜行列車に乗るのを優先して行動

するべきだ。つうか、山道を登る奴なんて居なかった。 

『慈光閣』の玉屏ロープウェイに乗りこむ。これ、３ｋｍほどの長さがあるので、か

なり楽しめた。よくもまぁこんな断崖絶壁にロープウェイを作れるものだ。 

『玉屏楼』と呼ばれる山頂に到着。断崖のむき出しになった岩肌を眺めていると、あ

まりにも壮大すぎて圧倒される。なるほど世界遺産だと感じた。 

景色を眺めながら山道を歩いていく。どの山道も魅力的で、急な登りや下りが苦にな

らない。そびえ立つ岩山の頂上に、孤立した岩が乗っている様は、どうして岩が落ちな

いのか不思議だ。雲一つない晴天なので遥かかなたの地球の端まで見渡せた。 

『玉屏楼』→『蓮華峰』→『光明頂』→『白鵝嶺』と進み、予定していた行程を終え

た。現在時刻は１３：００なので想定よりも早く散策できた。折角なのでもっと黄山を

楽しみたかったが、夜行列車が心配なので『白鵝嶺』の雲谷ロープウェイから下山した。 

雲谷ロープウェイは空いていたので一人で乗った。自由に動き回れるので楽しかった

けど、風で揺れるから怖かった。 

下山するとバス乗り場が何処にあるのか分からず、３０分ほど彷徨ってしまった。ど

うしても分からないので警備員らしき人に尋ねると方向を教えてくれた。その方向に行

くが、やはりバス乗り場は見当たらない。露店の人に尋ねてようやく、そのまた向こう

側でバス乗り場を発見した。中国の観光地には案内掲示板が無いので外国人泣かせだ。 

切符を購入してバスに乗ろうとしたら、タイミングが悪かったらしくバスは停車状態

でドアも閉まっている。運転手が来るのを待っていると、切符を間違って購入したこと

に気がついた。慌てて訂正をお願いしたら、親切に切符を切りなおしてくれた。 
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そうこうしていると団体客がゾロゾロやってきた。運転手もやってきて、団体客をバ

スに乗せるとすぐに発車した。たぶん乗車率で発車するバスなのだ。 

バスターミナルに到着。さて、黄山市バスターミナルまでどうやって行くかだ。来た

ときに降ろされた『なんにもない道路』で待ってればバスが来るのかな？ そう思いな

がらバスターミナルを出ると、『黄山市』行きのバスが停まっていた。『公共バス』では

なくて『白バス（個人営業）』だったが、面倒なのでそのまま乗車した。白バスなので

乗客が満員になるまで粘る。３０分したら乗客の一人が「降りる」と言い出して、慌て

て発車の準備を始めた。発車したものの街中で乗客を探しながら走るので遅い。街を抜

けるとようやく諦めて普通に走り出した。 

 

１６：００黄山駅に到着。白バスなのでもしかしたらと思ったら、やっぱ黄山駅まで

運行してくれた。黄山市バスターミナルから黄山駅まで行くのが面倒だったので助かっ

た。結果、オーライである。 

かなり早めの下山だったのに、黄山駅まで想定以上の時間を要した。これだから山に

行く時は用心する必要がある。『峨眉山』『武夷山』の経験が生かされて良かった。 

まだ銀行が営業している時間だ。所持金が少なくなっていたので両替できる銀行を探

した。しかし駅前の大通りは交通量が多くて排気ガスが酷く、建物は薄汚れて寂れてい

る。両替できるような銀行は無かった。 

空気が悪いので大通りを避けて駅から真っ直ぐに伸びる通りを歩いてみた。５００ｍ

ほど歩くと綺麗な街並みが現れた。この街の繁華街は駅前から離れた場所にあったのだ。 

大きな銀行を見つけて１万円を両替した。忙しいらしく両替にかなり時間がかかった。

それでも両替できたから許してやる。これで出国まで持つかな？……ん～微妙な気がす

る。 

宿に預けていたリュックを回収して、昨夜と同じ併設されている食堂で夕食にした。

本日は時間に追われていたので何も食べてない。お代わり自由のご飯を腹いっぱい食べ

た。 

『黄山』行きは日程的にギリギリだったので怖かったが、無事に乗り切れて安心した。

杭州の『西湖』で俺様を導いてくれた旅の神様のお陰だ。 

最後の夜行列車『１９：１５黄山発→上海９：４５着』に乗り込んだ。 

訪中前は、これほど夜行列車を利用するとは考えていなかった。まぁ、広大な支那大

陸を１ヶ月で周遊するのだから、行ける限り行こうとしたら、どうしたって夜行列車に

なる。 

旅はやってみないと分からないもので、その場の行き当たりばったりで最適な旅程を

決定していくプロセスに旅の醍醐味がある。前に前に、先に先に進んでいくから、不思

議と幸運を呼び込める。同じ場所に停滞していたら幸運は逃げて行く。人生も同じよう
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な気がする。旅は人生の縮図のような気がする。 

『俺様てき支那事変』も残り２日となった。散策予定都市は『上海』と『蘇州』を残

すのみだ。『蘇州』は上海から列車で１時間の距離なので日帰りで散策できる。まずは

『蘇州』から攻めよう。そして夜の上海を散策しよう。残りの時間を大切にして中国を

精一杯に体感したい。 

明日は世界遺産『蘇州古典園林』を散策します。 

 

  
 

 
 

「蘇州事変」 ４／１２ 

 

ニイハオ。 

７：００起床。上海まで２時間あるので車窓の景色を楽しみながら過ごした。最後の

夜行列車は搭乗率が２０％程で空いていた。これまで満員で息苦しさがあったから、最

後に静かで快適な列車の旅ができて嬉しい。 

９：４５上海駅に到着。とうとう上海まで辿り着いた。最終都市に到達して、これま

でとは違う、ほっとした感覚になった。だが、やらねばならぬことは目白押しだ。 

まずは地下鉄でユースホステルへ。宿泊を確定させてリュックを降ろしたら、再び上

海駅に戻る。地下鉄があるとスムーズに移動できるから楽だ。旅人にとって地下鉄の存

在は天と地ほどの開きがある。 

切符売り場に自動発券機があったので利用してみる。まずは列に並んで前のオッチャ

ンの操作を注意深く観察する。そうしたらオッチャンは機械の使い方が分からずにリタ

イアした。「えぇ～～～～。中国人でも買えないのに、外国人の俺様に買えるのか？」 

俺様は恐る恐る操作をしてみた。で……『上海→蘇州』の切符を購入できた。うしし
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しし～～～～。ＰＣ慣れしているから、これくらいのシステムなら文字が正確に読めな

くてもなんとかなる。「俺様はエライ！ スゴイ！ カッコイイ！」と心の中で褒めま

くる。 

１２：００ 列車に乗り込むと車両が綺麗で驚いた。アナウンスも英語だったので上

海万博に向けて力を入れていのが分かる。 

上海から８６キロ西にある『蘇州』は、庭園を中心とした９ヶ所の施設が世界遺産に

なっている。９ヶ所全てを散策できないが、行ける所まで行くつもりだ。 

 

１２：４０蘇州駅に到着。まずは駅から徒歩圏内にある４施設から攻めていく。『報

恩寺塔（北寺塔）』→『蘇州博物館・忠王府』→『拙政園』→『獅子林』。 

細かく記載せずに総括する。それぞれに面白味があって楽しめた。特に室内の景色、

また室内から見る外の景色は美しかった。それは目眩がするほどだった。 

ただし、庭園そのものは正直飽きがきている。今回の旅で飽きるほど庭園を見て、飽

きるほど東洋美を感じた。この飽きるほどの経験は、表現者としての俺様の大きな財産

だ。俺様の偉大さはさらにレベルアップした。俺様はエライ！ スゴイ！ カッコイ

イ！ 

『獅子林』を退出したのが１６：３０で、係員が閉館のため入口を閉めていた。残り

の５箇所はそれぞれが離れた場所にあり、入場料や交通手段の手間を考えると徒歩圏内

の４施設で充分だ。これにてタイムＯＵＴである。 

若干まだ日があるので、蘇州名物の運河を散策した。運河沿いにトイレがあったので、

構造を確認するとオシッコもウンコも運河に流れる仕組みになっていた。そうなると周

辺の家々も運河に垂れ流しているのだろう。 

しばらく歩くと観光地街になっていて、運河に浮かんだボートに観光客が楽しげに乗

っていた。えっ？……汚ったねぇ～。中国人ってたくましいよな……ん？……たくまし

いのか？……たくましいんだろうな。細かいことに拘らないってのは、たくましさだよ

な。 

中国人は列車でもバスでも座席番号の通りに座らない。好き勝手に座るから、後から

来る者は空いている席に座る形になる。そんなふうだから、中国人同士が口論になって

いる場面に多々遭遇した。そして、しばらく口論したらお互い笑顔で合意している。最

終的には固く握手して抱き合っている。これが中国人の凄さだと感じる。 

そそ、最近どうもタンが出るようになった。ってことは、中国人がタンを吐くのは空

気の悪さや食事の影響だろう。食事に使う油の量は日本の数倍だろうし、街の空気は霧

がかかったように白くなっている。目がおかしいのかと思ってデジカメで写真を撮って

確認してみると、画像が曇っているので目じゃなくて良かったと安心する程だ。 

しかし、タンが出るのが環境のせいだとしてもマナーを持って処理して欲しい。座席
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も面倒なので自分の席にちゃんと座って欲しい。トイレも綺麗に使って欲しい。中国が

徐々にそうなっていくと信じている。 

運河沿いから駅まで４ｋｍあるので、バス停を探しながら歩いていたら駅に到着して

しまった。俺様の脚力は旅によって恐ろしく鍛え上げられている。 

上海行きの切符を購入したら『上海→蘇州』は３１元だったのに、『蘇州→上海』は

１５元だった。英語が通じないので詳細は不明だが、半額なので列車のタイプが違うの

だろう。 

１９：００蘇州発の列車は、これまで使用してきた普通列車だった。値段そのままに

時間も倍かかった。 

 

２０：３０上海駅に到着。地下鉄で超高層ビル郡のライトアップを観にいく。地上に

出ると、夜なので道が分からず迷いまくった。更に、上海の街は万博に向けてあちこち

工事をしているので地図の通りに歩けなくて困った。 

それでもなんとか観光街になっている超高層ビル郡に辿り着く。展望台に登って上海

の夜景を眺めようか迷ったが、疲れているし１００元なので辞めた。少し歩いた川沿い

から美しい上海の夜景を眺めた。『外灘観光隊道』と呼ばれるトンネルは、イルミネー

ションが凄いとガイドブックに書いてあったが、イマイチだった。 

明日は旅の最終都市『上海』を散策します。 

 

   
 

 
 

「上海事変」 ５／１２ 

 

ニイハオ。 
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７：００起床。とうとう最終日だ。ホステルにリュックを預けて地下鉄で『豫園（よ

えん）』へ。その『豫園』は、若干アクセスの悪いところにあって、最寄り駅から１ｋ

ｍほど離れている。その１ｋｍの道のりには誰ひとり歩いていなかった。こりゃ期待で

きないな～と思いながら、路地に入ったとたん、土産物屋がズラ～～っと並んでいる。

丁度、お土産を買いたかったので後で覗いてみよう。そう思って先に進むと、更に大き

な商店街があって面食らった。日本人や欧米人のツアー客が大挙して訪れている。これ

までの旅、観光客といえば中国人ばかりだったので、外国人ばかりの観光地がむしろ新

鮮に感じた。観光客の数が物凄くて、これならかなり楽しめそうだ。 

そもそも『豫園』なるものが何なのかよく分からないまま訪れている。チケットを購

入して中に入ると、そこは庭園だった。まぁ『園』の漢字が付くのだから庭園だろう。

どうも疲れていて思考能力が低下している。咳が出るので風邪を引いたようだ。 

旅の間、足首から下は、これまでの酷使によってずーっと痛かった。本日は風邪の影

響で右足そのものが痛くなっている。体の気だるさを感じながら『豫園』をゆっくり歩

いた。 

昨日の蘇州よりも庭園としてのクオリティーは高かった。それぞれの庭にギュッと東

洋美が纏まっているから、エリア毎にメリハリがある。広さも充分にあって見応えがあ

った。 

退園したら買い物の開始だ。東南アジアの旅では、珍しい品物を格安で購入できる機

会を逃している。もっといろいろ買っておくべきだったとの反省から、今回の旅は可能

な限り欲しい物は購入しようと決めていた。 

あちこち入店して値段交渉をすると、店側は日本の相場を知っているので、日本での

適正価格を提示してくる。それを中国の適正価格まで下げる必要がある。店を出ようと

すると値段を下げてくるので、基本それを繰り返す。だから品物を１個買うのに３０分

ほどかかる。まさに根競べだ。この店員との根競べが楽しいのだ。そんなこんなで欲し

い物はなにもかも購入した。 

来た道を戻って地下鉄へ。購入した品物が重いので、一旦ホステルに戻ってリュック

に詰め込んだ。身軽になったところで上海散策の再開だ。残すは繁華街を歩くのみ。歩

行者天国の『南京東路』から『南京西路』を歩く。 

『南京路』は午前中にも通っているが、踊っている人びとや集会を開いている人びと

の様子は、そのまま中国の勢いとして表れている。 

右肩上がりの成長が終わった日本には、街中で踊っている人びとや集会を開いている

人びとの様子なんてなく、知識文化人はひたすら批判を繰り返して、無駄を省くことに

躍起になっている。そんな日本がどうにも暗い国に思えてきた。無駄を省くよりも、成

長する重要性をもっと提示するべきだ。旧態依然とした既得権益を解体して、日本経済

を成長させるべきだ。 
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現在の日本には行きすぎた道徳観念が蔓延って、現状維持の『後ろ向きの議論』を善

として、成長の『前向きの議論』は悪と定義する風潮が充満している。 

偽善者は善人面して『マナー』や『愛』、『道徳』や『情』などの善と定義された言葉

を乱用する。しかし極端な『マナー』は社会を窮屈にし、極端な『愛』は自己中心的に

なる。極端な『情』はコネ社会になるし、極端な『道徳』は人間を弱くする。長所の過

剰使用は短所になる。何事もほどほどが大切で、世に中ってのは、そういうふうにでき

ている。 

 

そんなことを考えながら『南京西路』から『准海中路』へと向かった。そこで中国歌

謡のコピーＣＤを複数枚購入した。 

現在時刻は１７：００なのでタイムリミットだ。ホステルでリュックを回収してから

リニアモーターカー乗り場へ。俺様の幼少時代、日本全国はリニアモーターカーで繋が

ると報道されていた。あの報道はなんだったのだろう？ 

切符（４０元）を購入してリニアモーターカーに乗り込む。なるほど物凄いスピード

（最高時速４３１ｋｍ）だ。高速道路の車をごぼう抜きしていた。上海浦東国際空港ま

での３２ｋｍを８分しかかからなかった。 

日本も羽田と成田をリニアモーターカーで結べば、ハブ空港化なんて簡単にできる。

まぁ、それでも日本は航空料金そのものが高いから、価格競争で韓国インチョン経由に

負けてしまう。国内の物価は高いにこしたことはないので、なかなか困難な課題だ。 

上海浦東国際空港に到着。カウンターで韓国に入国しないことを伝えて、リュックを

ソウル経由で鹿児島までお願いした。航空券を受け取ると出国手続へ。出国手続きを終

えると、ノドが乾いていたのでペットボトル２本と、残った２５元で京劇の小さなお面

を購入した。京劇も訪中の楽しみだったが、ホテルのＴＶで何度か観たくらいで、生で

観劇する機会は訪れなかった。 

２１：２０上海を離陸。座席が窓際だったのでキラキラ輝く上海の街を眺めながら中

国を離れた。上空から眺める夜景はなんとも切ない気分になる。旅の終わりなのでなお

さら感傷的になった。 

 

００：１０ソウル・インチョン空港に到着。着陸時にもキラキラ輝く韓国の夜景を眺

めた。感傷に浸りまくっている俺様は、旅の最後に素敵な夜景を見せてくれた旅の神様

に感謝した。 

時差があるので携帯の時間表示を１時間進める。乗り継ぎカウンターへ行くと、上海

浦東国際空港で購入したペットボトルを持ち込めなかった。空港内の物価は高いので、

俺様の持っているペットボトルは高額なペットボトルだ。それを捨てる気にはなれず、

「飲みほしてからまた来る」と伝えて到着通路に戻った。 
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どうやら俺様が乗ってきた飛行機が最終らしく、係員に「早く乗り継ぎに来てくれ」

と催促されるが、コリアンエアーで持ってきたペットボトルを、コリアンエアーの乗り

継ぎなのに持ち込めないのはおかしいので断固拒否した。 

一時間後、飲み干して乗り継ぎカウンターを通過。鹿児島行きは１３：００なので空

港内で寝場所を探した。そうしたらトランジットエリア（乗り継ぎ者用の場所）を発見。

横になれるソファーがあって数人の欧米人が寝ていた。俺様も混じって横になる。眠れ

る体のポジションを探しなら３：００に就寝した。 

明日は愛する日本に帰国します。 

 

   
 

 
 

「事変の終わり」 ６／１２ 

 

ニイハオ。 

９：３０起床。風邪が昨日より悪化していた。搭乗時間まで３時間あるのでボーっと

しながら空港内を歩いた。 

無料のシャワールームがあって、使用時間は『９：００～２１：００』だった。イン

チョン空港は無料宿泊もできるし、無料シャワーも浴びられる。旅行者にとって夢のよ

うな施設環境だ。浴びようか迷ったが、どうにも風邪で体がだるいのでスルーした。 

歩いていると喉が渇いてきた。腹も減ってきたのでケンタッキーでセットを購入した。

ファーストフードのチャエーン店は、空港内でも金額が通常価格なので助かる。また、

ＶＩＳＡカードを使えば両替しなくても済む。 

食事を終えると風邪の影響もあって体がとたんに重くなる。強烈な睡魔が襲ってきた

ので、搭乗口のベンチで旅行記を書きながら時間を潰した。 
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１３：００ソウル・インチョン空港を離陸。 

１４：３５鹿児島空港に到着。鹿児島空港の飛行機は山の上に降り、福岡空港の飛行

機は町中に降り、宮崎空港の飛行機は海の上に降りる。九州の空港はそれぞれに趣があ

る。 

一ヶ月間に及ぶ支那を巡る旅は、こうして終結した。 

 

  
 

 
 

「旅を終えて」 ２００９年１２月 

 

こんにちは。 

帰国後、疲労で３日間は動けなかった。体が重いのでひたすら寝ていた。 

今回の旅は前半と後半で大きく異なる。前半は強烈な寒さが堪えた。外が寒いのは勿

論だが、屋内も寒いので辛かった。風邪をひいてしまい喉が痛くなった。食事も合わな

くて腹の調子はず～っと悪かった。 

四川省まで南下すると暖かくなって飯が美味くなった。香港に入るとＴシャツで過ご

せるようになった。これからは楽に旅ができると思ったら、後半は体力的に過酷だった。 

寝台列車とユースホステルを交互に繰り返しての移動。更には登山による脚の疲労が

重なって、寝台で横になったら脚が攣った。脚が攣るなんてしばらく経験していなかっ

たので驚いた。旅の最後は再び風邪をひいてしまった。旅を通じて英語が通じないのも

厳しい現実だった。 

それでも想定していた以上に、支那を巡ったのだから満足している。これだけの都市

を訪れた日本人は、そうそう居ないと思う。旅の間、一度も雨が降らなかったのは強運

なのか、支那の降水量がその程度なのか分からない。 
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支那を訪れ、中国人と触れ合って感じたことは、支那は日本とほとんど変わらないっ

てことだ。中国人は日本人とほとんど変わらないってことだ。タイムラグこそあれ、中

国、朝鮮、日本は同じ東アジア民族であり、同じ東アジア文化圏に存在している。 

ただ違うのは、中国人はぶつかって、お互い主張しあって、そして仲良くなる文化だ。

日本人は本音と建前を切り分け、ぶつからないように苦心する文化だ。この二つの異な

る文化はどちらが優れているといったものではなく、両方とも素晴らしい文化である。 

それなのに、ほぼ同一民族で構成された世界的に特殊な環境にある島国の日本人が、

日本人の常識を持って文化の違いを批判するのは滑稽だ。マスコミ文化人が語る中国と、

本当の中国は全然違う。マスコミ文化人が語る常識と、世界の常識は全然違う。 

己の力で人びとと触れ合い、己の脚で各地を訪れ、己の頭で考えてようやく本質が見

えてくる。中途半端な知識は物事を間違った方向に導く。マスコミ文化人は物事を間違

った方向に導いている。 

韓国と中国を訪れて、大日本帝国時代の軍部が朝鮮と支那に拘ったのが分かる気がし

た。それ程、朝鮮半島と支那大陸の土地柄には親しみがあって、人びとの持っている『情

の文化』に東アジアを感じた。当時の日本人は、東アジア民族としての共通認識が、現

在の日本人よりも強かった。だからこそ大東亜共栄圏を唱え、八紘一宇（はっこういち

う）の理想を持っていたのだろう。 

八紘一宇とは、聖書の博愛主義に近い概念で、全世界を一つにまとめて、一家のよう

に和合させることである。この理念に従って、樋口季一郎や杉原千畝、そして東条英機

や松岡洋右もユダヤ人を助けようとした。その日本はアメリカに叩きのめされ、焼け野

原となって敗戦を迎えた。大東亜共栄圏や八紘一宇の理想は、偽りであったとされ、言

葉そのものが消えてしまった。 

さて、次の旅はインドだ。バックパッカーの聖地であるインドを周遊する。 

大きなトラブルもなく、順調に旅程を達成できた幸福を旅の神様に感謝する。また、

俺様を助けてくれた多くの中国人に感謝する。 

 

「シエシエ （謝謝）～～～～～～～～～」 

 

俺様てき支那事変 了。 
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