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～PURA VIDA TOURISM～13～～～～～～～～～～～～～～～  
 

クメールの至宝 密林に隠された遺跡群 
 

Dr. Andrews Cross 

                          

 

 明けましておめでとうございます。PURA 

VIDA TOURISM も 3 年目を迎えました。 

 新年を海外で迎えることが多いためか，よく

｢何処で見た初日の出が良かったですか｣と聞か

れます。そこで今回は，お勧めスポットの 1 つ

であるアンコール遺跡を紹介します。太陽は，

アンコール・ワットの 5 基の堂塔の背より昇っ

てきます。朝の薄明に浮かび上がる  5 つの塔

は，最も美しいアンコール・ワットの姿です。

日の出前に出向けば，その隆盛が偉大であった

‘神々の世界’が写真に収められます。1995 年

は，アンコール・ワットの荘厳な光景で幕を開

けました。 

 世界遺産にも登録されているアンコール遺跡

群は，カンボジアの北西部，首都プノンペンか

ら 240km ほど離れた密林の中に点在しています。

アンコールといえば，アンコール・ワットやア

ンコール・トムがあまりに有名ですが，9 世紀

から 13 世紀にかけて栄えたクメール王国の都

アンコール周辺には大小 100 あまりの遺跡があ

ります。もし，それをひとつひとつ見て回ると

したら少なくとも 10 数日はかかるといわれて

いますが，残念なことに訪問当時のカンボジア

の治安状況ではシュムリアップ周辺の遺跡以外

は見学が許可されていませんでした。 

 

 

 
カンボジアとアンコール遺跡群の地図 
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  壮大なアンコール・ワットの姿 

 

 朝の薄明に浮かび上がるアンコール・ワット 

 

 ポル・ポトとシアヌークという 2 人のカンボ

ジア人の名前を聞かれたことがあるかと思いま

す。この旅行記の後半でプノンペンの市内観光

とともにカンボジアの歴史(ポル・ポト時代の

傷跡)についても簡単に触れました。 

 ポル・ポトは 1998 年に死んだとされており，

訪問当時は存命で，彼に洗脳を受けたポル・ポ

ト兵がジャングルに潜んでいました。さらに遺

跡の周辺には無数の対人地雷が仕掛けられたま

まになっていて，至る所に地雷を意味するドク

ロマークの立て札がありました。そのためアン

コール遺跡見学の拠点シュムリアップへは，プ

ノンペンから空路でしか行けず，密林の遺跡群

は現地ガイドのほかに所々で警察官に付き添わ

れての観光となりました。それでもアンコー

ル・ワットとアンコール・トムをゆっくりと見

学するほか，周辺の遺跡を可能な限り見学しま

した。 

 では，世界最大級の宗教建築・アンコール遺

跡群を紹介します。 

 まずはアンコール・ワットを。アンコール・

ワットとは｢寺院によって造られた町｣を意味し

ます。時の王，スールヤバルマン 2 世がヴィシ

ュヌ神に捧げた寺院であると同時に，彼の死後，

墓として使うための墳墓寺院として造られまし

た。周囲には長さ約 5.4km，幅約 190mもある環

濠が巡らされています。3 重になった回廊と 5

基の堂塔が聳える本殿で構成された寺院は，ヒ

ンドゥー教の宇宙感を具体化したもので，5 つ

の塔はヒンドゥー教で世界の中心と考えられて

いる須弥山(メール山)を，周壁はヒマラヤの

山々を，そして環濠は大洋を表しています。西

大門からまっすぐ伸びる 350mもの参道を進む

と，3 重の回廊へと入って行きます。第 1 の回
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廊はヒンドゥー教の神話やインドの叙事詩をモ

チーフにしたレリーフで覆われています。そし

て中央へ向かって次第に高くなっていく回廊を

進み，階段を登り，いよいよ高さ 65m の中央祠

堂へと。ここからは町が一望できます。この素

晴らしい景色は，かつては王だけに許されたも

のでした。 

 隣国チャンパ王国(現在のベトナム)からの度

重なる侵略に備え，国王ジャヤバルマン 7 世は，

高さ 8m，1 辺 3km，全長 12km にも及ぶ城壁に

囲まれた巨大都城を完成させました。それがア

ンコール・トムです。アンコール・トムとは

｢大きな町｣という意味で，規模からいうとアン

コール・ワットより格段に大きいです。入り口

である南大門から入り，7 頭の巨大な蛇ナーガ

の胴体で綱引きをするヒンドゥー教の神々と阿

修羅の像の陸橋を渡るとその先には，高さ 23m

の城門の上から巨大な 4 面顔の観世音菩薩が出

迎えてくれます。この菩薩の顔は｢バイヨンの

微笑｣と呼ばれ，素晴らしい遺跡の数々を残し

たクメール人の卓越した美的センスを伝えてい

ます。そして，アンコール・トムの中心的な存

在，バイヨン寺院へと。54 基の塔には約 180 も

の仏顔が施され，その姿は圧巻です。王は｢菩

薩の慈愛が全世界に及ぶように｣と願い，菩薩

の顔を塔の 4 面に彫らせたそうです。また，こ

のバイヨンには素晴らしいレリーフも数多く残

されています。そのほか広大な敷地内には，4

つの門，王宮，バイヨン，象のテラス，ライ王 

 
微笑をたたえた観世音菩薩が並ぶバイヨン 

 

のテラスといった建物があります。その大きさ

からだけでもジャヤバルマン 7 世がどれほど偉

大な王であったかが伺えることでしょう。王と

神の都市として隆盛を極めたアンコール・トム

は，至る所微笑に満ちています。 

 アンコール・ワットとアンコール・トム以外

に観光することができたアンコール遺跡群を見

学した順に写真とともに簡単に紹介します。プ

ラサット・クラヴァンは，煉瓦造りの横に並ん

だ 5 つの塔。バンテアイ・クディは，塔門に観

世音菩薩の 4 面仏が彫られています。スラ・ス 

 

 横に並んだ 5 つの塔 プラサット・クラヴァン 
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 観世音菩薩の 4 面仏 バンテアイ・クディ 

 

 王が沐浴した聖池 スラ・スラン 

 

 榕樹が浸食した遺跡 タ・プロム 

 

ランは，王が沐浴したといわれる聖池。タ・プ

ロムは，密林の中に残る 12 世紀の寺院。4 面仏

のほか，クメール美術の粋を集めた彫刻が残っ

ています。タ・ケウは，建設途中で王が死去し，

放棄された寺院。建築工程を見ることができま

す。チャウ・サイ・テウダは，壁面彫刻が見事 
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 建設途中に放棄された遺跡 タ・ケウ 

 

  平面様式の寺院 チャウ・サイ・テウダ 

 

  王の娘のために作られた墓 トム・マノン 

 

な平面様式の寺院。トム・マノンは，スールヤ

バルマン 2 世の娘のために作られたという墓。

プレ・ループは，赤土造りの 3 層の基壇からな

るピラミッド型寺院。死者を荼毘にした石槽が

残っています。東メボンは，最上壇の祠堂が煉

瓦造りのピラミッド型寺院。ニャック・ポアン 
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  死者を荼毘にした石槽が残る プレ・ループ 

 

 最上壇の祠堂が煉瓦造りのピラミッド型寺院 東メボン 

 

  大蛇に取り巻かれた祠堂 ニャック・ポアン 

 

は，｢絡みあう蛇｣という意味のバイヨン様式の

寺院で，大蛇に取り巻かれた祠堂が有名です。

バクセイ・チャムクロンは，10 世紀に建立され

た小型ピラミッド型寺院。プリヤ・カンは，バ

イヨン様式の寺院で，ガルーダの巨像が有名で

す。 

 これらの遺跡群で最も印象深いのは，榕樹が

浸食した遺跡タ・プロムです。タ・プロムは，

ジャヤバルマン 7 世が亡き母の菩提を弔うため

にアンコール・トムの東に建立した寺院群です。

タ・プロムの中に一歩足を踏み入れて，遺構の

上に覆い被さるように育ったガジュマルの樹を 
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小型のピラミッド型寺院 バクセイ・チャムクロン 

 

 
ガルーダの巨像が有名なバイヨン様式の寺院 プリヤ・カン 

 

目の当たりにすると，ただ立ち尽くすのみで言

葉もありません。おどろおどろしい空気が漂い，

神秘的でさえあります。巨木の樹齢は 300 年と

も 500 年ともいわれ，どのくらいの長さがある

のかわからないほど，どこまでも根を伸ばし寺

院をがっしりと抑え込み，のしかかっています。

見れば見るほどガジュマルの生命力に驚異すら

覚えます。それはまさに石と木々とが織りなす

｢自然の芸術｣といえるでしょう。樹木の除去や

石の積み直しなど，本格的な修復作業を行わず

当時のまま保存されているのは，自然の力を明

らかにするためだそうです。そのため敷地内に

は崩れ落ちた石材がごろごろ放置されているの

で，見学には足元に十分注意しなければなりま

せん。ここでは，南国の自然の過酷さを思い知

らされるとともに，遺跡を発見した人々の驚き 
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と感動が実感として伝わってきます。 

 密林に眠る遺跡に別れを告げて，首都プノン

ペンへ。訪問時には亡命していたシアヌークの

帰国と重なり街は大賑わいでした。プノンペン

は，カンボジア最大にして唯一の都会で，王宮

やら国立博物館やらバザールやら，見どころが

いっぱいありますが，プノンペンを訪れたので

あれば，是非ともポル・ポト時代の虐殺を伝え

るトゥール・スレン虐殺博物館に寄られて，目

をそらさずに見てきてください。これも同じ人

間がしたことなのです。 

 虐殺の中心だったトゥール・スレン刑務所，

別名｢S-21｣は，当時の高校を転用したものです。

｢S-21｣に収容された人々の容疑は主にスパイで，

ポル・ポト派が政権の座にあった 3 年 8 ヶ月間

に 2 万人もの人々が送り込まれました。そのう

ち生きてここを出ることができたのは僅か 7 人

だけで，教育の場が大量殺人の舞台となったの

です。教室を区切って造られた独房は，壁は即

席の煉瓦積み，部屋の広さは畳 1 帖あるかない

かで，窓もなく光は射し込みませんでした。囚

人は鎖につながれて，こんな所で死を待ってい

たのです。部屋の中に布団もない鉄製のベッド

だけが置かれている尋問室では容疑者をベッド

の上に足枷で括り付け，尋問が行われました。

また，校庭の鉄棒では自白を強いるため容疑者

を逆さ吊りにし水を溜めた甕に頭から沈める拷

問が頻繁に行われました。なんと展示の最後を

飾るのは犠牲者の頭蓋骨(もちろん本物)で作っ

たカンボジアの地図です(今は見ることができな 

 

 広い教室を区切って造られた独房 

 

 「死への待合室」だった尋問室 
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拷問場となった校庭の鉄棒           あまりに悪趣味な髑髏の地図      

 

 トゥール・スレン刑務所にある墓地 

 

いらしい)。ポル・ポト派をプノンペンから追

い出したベトナム軍は，尋問室のベッドに転が

っていた遺体を校庭に墓地を作って埋葬しまし

たが，それ以前に｢S-21｣で殺害された人々は，

プノンペンから車で 30 分あまりの郊外にある

チュンエク村の空き地に掘られた穴に捨てられ

ていました。ここはキリング・フィールドと呼

ばれ，最盛期には遺体を運搬するトラックが 1

日に何度も行き来したそうです。 

 最後に，カンボジアの近代史とポル・ポト派

について紹介します。 

 第二次世界大戦渦中，カンボジアはフランス

の植民地でした。大戦後，王族の血を引くシア

ヌークが国際世論を巧みに操り，1953 年にフラ

ンスから国土を解放しました。この功績により

彼は｢カンボジア独立の父｣として民衆に敬愛さ

れることになります。 

 1961 年からのベトナム戦争では “腐政に苦しむ 
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トゥール・スレン虐殺博物館にあるポル・ポト像 

 

南ベトナムの農民とベトナムの統一を目指す北

ベトナム軍  ” 対  “ 利益を守るために邪魔な共産

主義を排除したい南ベトナム軍”という構図にも

関わらず，資本主義のアメリカは南ベトナムを

応援したのです。ベトナムの南側と国境を接す

るカンボジアとしては，南ベトナムが勝利して

力をつけると自国が占領される恐れがあり，シ

アヌークはベトナム寄りのカンボジア領に北ベ

トナム(解放軍)の補給基地をつくることを暗黙

の上で了解しました。これで南ベトナム軍は南

北から挟撃される形になってしまいました。ア

メリカとしてはカンボジア領の補給基地を爆撃

したいのですが，国際世論もあるのでカンボジ

アの了解が要るものの，ただ要請するだけでは

シアヌークは承知しません。そこでアメリカは

経済援助の凍結を武器に何とか爆撃を認めさせ，

カンボジアの民衆ごと補給基地に爆撃を浴びせ

たのです。この事実を証拠にシアヌークが国際

世論に訴えれば，アメリカはベトナムから手を

引かざるを得ないため，カンボジアの要人であ

るロンノル将軍を使ってシアヌークを追放し，

カンボジアを意のままに操ろうとしました。

1970 年，アメリカのバックアップでロンノル将

軍がクーデターを蜂起し(クーデターを実際に

画策したのは CIA)，シアヌークは中国に亡命し

ました。ロンノル政権に移ってからは弾劾され

る可能性はないので，アメリカはさらに爆撃を

徹底して行うことができ，30 万人ものカンボジ

ア人が死亡し 200 万人の難民が発生しました。

亡命したシアヌークはすぐに軍隊を編成し協力

者を募ったところ，賛同したのがロンノル政権

を排除したい北ベトナム軍とクメールルージュ

でした。クメールルージュの筆頭は，ポル・ポ

トです。クメールルージュは，民衆に人気の高

いシアヌークの名を全面に押し出すことで多数

の志願兵を得ました。この時点では兵士達は友

好的であり，ポル・ポトも温厚で，農民と共に

汗を流し，田畑を耕したりもしたとされます。

ポル・ポト率いるクメールルージュは，1975 年

にロンノル政権を倒しカンボジアをロンノル将

軍から解放しました。 

 解放軍は首都プノンペンに入るとすぐに民衆

を着の身着のままで強制的に地方の農村部に移

し，逆らう者は容赦なく殺しました。同様の行

いが全ての都市でなされました。そして国内を

平定した後は，『私有財産の強制的な没収，貨

幣制度の廃止』『電話，電報，郵便，ラジオ等

の連絡機関の廃止』『バス，鉄道，飛行機等の

移動手段の廃止』『全ての教育機関の廃止と書

物の焼却』『仏教の禁止，寺や像の破壊，民族

音楽や古典舞踊の禁止』『都市市民の農村部へ

の強制移住』『家族のつながりは無益とし，5

歳以上の子供は全て親から隔離』『自由恋愛の

禁止，無作為の相手との強制的な結婚』の政策

を施行しました。異論を唱えた者，従わなかっ

た者は，投獄なんて生易しいまねはせず，全て

処刑されました。ポル・ポトはフランスに留学

していたので民衆の集団決起の強さを知ってい

ました。そこで次に行ったのが，将来自分に歯 
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向かうかもしれない民衆に対して，その指導者

になれそうな教養を持った人間の一掃でした。

彼は，理想国家の建設のためにと大嘘をついて

協力者を集い，国をよくするためという言葉に

共感してポル・ポトの元に次々と現れた資産家，

医師，教師，技術者，僧侶，海外に留学してい

る学生などの高い教養を得た人々を投獄し，家

族に至るまで全て処刑しました。ポル・ポトは，

民衆を少ない食事で朝から晩まで牛馬のごとく

働かせ，不満を言う者，働けない者はどんどん

殺しました。少しでも正義感が強いとか，物事

を考える者はそれだけで家族，一族もろとも殺

されました。また，密告を奨励し，ろくに調べ

もしないで殺しました。誰も信用できず，栄養

が足りず，指導者もおらず，反乱の芽は種にな

る前に焼かれ，国民はポル・ポトに従うしかあ

りませんでした。 

 ポル・ポト兵に入隊できるのは，ポル・ポト

の意向通りに洗脳し易いように 13 歳以下の少

年に限られました。結果，少年達はポル・ポト

を神とあがめ，命令があれば肉親でも殺す鉄の

兵隊になり，ポル・ポト兵は狂信的集団へと収

束していったのです。1975 年から 1978 年の 3

年間のポル・ポト政権の期間でカンボジアでは

約 300 万人の死者が出ました(国民の 1/3 に当る

大虐殺)。ポル・ポトによる狂気は，1979 年に

ベトナム軍と元ポル・ポト派の幹部の連合軍の

進行で終わりを告げたのでした。これらの出来

事が起こってからまだ 30 年。決して遠い昔の

話ではなく，つい最近に現実にあった悪夢なの

です。 

 ‘天空の楽園’とまでいわれた壮麗なアンコー

ル王朝の栄華は仏教とヒンドゥー教が融合した

彫刻の微笑から寡黙なまでの静けさで伝わって

きます。しかし，20 世紀になりアンコールを再

現しようと熱意に燃えた留学生は，どこで間違

えたのか国民を虐殺し農地を荒廃させてしまっ

たのでした。 
 
 


