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Dr. Andrews Cross 

                          

 

 街を歩く際，私は旅行会社のパンフレットに

目がいきます。どこの国の旅行記にしようかと

思案していた時に，太平洋に浮かぶ  7107 もの

島々からなる国“フィリピン”のパンフレット

が目に留まりました。パンフレットにはフィリ

ピン政府観光省が日本人観光客にさらに多くの

観光地と幅広い様々な魅力を提供する「プレミ

アム・リゾート・アイランド・キャンペーン」

を展開しており，アジア特有の雰囲気の味わえ

る大都市マニラ，セブ島をはじめボホール島，

パラワン諸島(水上コテージのあるエルニドと

アプリット島やディマヤク島など)での快適な

ビーチリゾート，豪華なエステやスパリゾート，

ショッピングなど身も心も癒す豊富なサービス

を提供していると紹介していました。 

 私がフィリピンを訪れたのは大学生だった

1984 年と 1985 年の春休みで，当時の日本人ツ

アーのリゾート観光は首都マニラの近郊だけで

した。1984 年はライオンズクラブの伝でマルコ

ス大統領の知人である大富豪の家に滞在し，

1985 年は先輩にあたる病理の先生夫妻とともに

リゾート開発地プエルト・アズールで過ごしま

した。残念なことに，滞在先のご夫妻とは 1986

年にマルコス大統領が国外追放になったのを期

に音信不通となってしまいました。 

 簡単にフィリピンの歴史と文化を紹介します。

16 世紀に有名なフェルディナンド・マゼランが

上陸後，スペイン軍が次々と島を占領しました。

1898 年，米西戦争でアメリカに負けたスペイン

は，なんと 2000 万ドルでフィリピンをアメリ

カに売り渡し，アメリカがフィリピンを占領す

ることになりました。アメリカはフィリピンの

自主統治へと移行させ，フィリピンは固有の政

府と大統領を持つことになりましたが，この時

の政府はまだアメリカの傀儡政権であったとい

えます。第二次世界大戦中の  1941 年，日本軍

がフィリピンに上陸し，マニラを占領しました。

1945 年にはアメリカ軍がフィリピンを奪回し，

翌年にはフィリピン共和国が発足して自由党中

心の政府ができあがりました。しかし自由党が

腐敗し失政が続いたため，アメリカが国民党を

後押しして改革を断行。以降，アメリカ主導型

の政権が続きました。アメリカ主導下にあった

フィリピンは，国民党と自由党の 2 大政党によ

る政治が行われていましたが，1965 年に自由党

のフェルナンド・E・マルコスが大統領になる

と，マルコス独裁の時代に入ります。マルコス 

 

 

フィリピンの地図 
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は経済開発を最優先課題とし，外交的にも社会

主義諸国と国交を結ぶなど，ある面では成功を

おさめましたが，政権後半になると経済的権益

を支配する傾向が顕著になりました。社会の矛

盾が深まり，テロやゲリラが日常化し，内外と

もにマルコスの失政を糾弾する声が高まりまし

た。そのような中，1983 年にマルコスの政敵で

あったベニグノ・アキノ元上院議員が暗殺され

ました。1986 年，選挙における政府の不正事実

が発覚して国民の不満が爆発し，独裁者マルコ

スは国外追放になりました。その後も，アキノ，

ラモス，エストラーダ，アロヨと政権が変わる

度にフィリピンでは数多くの政治ドラマが繰り

広げられています。 

 前置きはこのくらいにしますが，この旅行記

はおよそ 1/4 世紀も前の話であることをご了解

ください。 

 東京からマニラまでは空路約 4 時間，時差も

1 時間しかありません。フィリピンの首都マニ

ラの正式名称は『メトロマニラ』。マニラ市を

はじめとする 18 の行政地域の集合体がメトロ

マニラ(マニラ首都圏)です。通常マニラという

場合にはこのメトロマニラを指し，マニラ市は

マニラシティと呼ばれています。 

 マニラ最大の観光スポットといえばイントラ

ムロス。スペイン語で「壁に囲われた街」とい

う意味のイントラムロスは，1571 年にスペイン

人初代総督レガスピがフィリピン統治の本拠地

として外敵の侵入を防ぐために建造した城砦都

市跡で，マニラの原型ともいえます。外壁が全

長 4.5km，内面積およそ 64ha のイントラムロス

は，スペイン統治時代の面影をいまだに色濃く

残しています。北にあるサンチャゴ要塞と南の

カーサマニラ周辺に見どころが集まっており，

石造りの街並みは喧騒の市内とは異質な空間を

感じさせてくれます。 

 聞くところによると，今はイントラムロスの

周りはゴルフ場になっていて，池の配置も奇麗

で見ていて清々しく，城内もマニラ市内とは思

えないほど清潔で静かな環境が造られているそ

うです。しかし私が訪れた頃は，イントラムロ

スの周りは危険で汚い街でした。城壁外には虫

取り網を持った小学生くらいの子どもが数十人

もおり，観光客が城壁外に向かってばらまくコ

インを走り回って採っていました。コインをば

らまく見苦しい観光客は，終戦当時に虫取り網

を持った子どもとほぼ同じ年齢であったはずの

日本人でした。当時の私は若かったのでこのよ

うな日本人の中高年男性たちを見て嫌悪感を抱

きました。 

 城壁内の観光名所であるサンチャゴ要塞は，

かつてスペインやアメリカがフィリピンを統治

していた頃に軍事的に最も重要な役割を果たし

ていた場所であり，日本軍占領時代には軍司令

部として使用されました。ここは独立運動の英

雄で詩人，画家，医師でもあったホセ・リサー

ルが処刑前に幽閉されていたことでも知られて

おり，一角にあるリサール記念館には使ってい

た机や服，当時描かれた絵画などが展示されて

います。 

 広大な緑と芝生，噴水の美しいリサール公園

にはフィリピンの国民的英雄ホセ・リサール記

念像があります。 

 マニラ市内では車がクラクションを鳴らしな

がらルール無用で縦横無尽に我が物顔で走り回

っており，よく事故を起こさないものだと感心

しました。フィリピンの主な交通機関は，人々

の相乗りタクシーとして利用されているジープ

ニー(Jeepney)で，手をあげればどこでも停車し

てくれます。ジープニーはアメリカ軍使用の中

古ジープを改良したのが原型で，後部に 8～10

人が乗れます。 

 マニラではカジノに行きましたが，昼間はも

とより深夜まで顔つきの悪いストリートチルド

レンが信号待ちや渋滞で停車している車にフィ

リピンで製造した偽のマルボロ煙草を 1 箱では

なく 1 本ずつ売るために近寄ってきます。特に

海沿いに広がる旧市街は，混沌としたフィリピ

ンの市街を印象付け，外国人が 1 人で歩くのは

勇気がいる感じがしました。 

 当時のマニラは汚く喧噪の街でしたが，マニ

ラ湾に沈む夕陽は美しかったです。 
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 マニラ湾に沈む美しい夕陽 

 

 マニラ郊外のマカティー地区は閑静で，ビジ

ネス街に接したところに高級住宅街が広がって

います。私が滞在したお屋敷は，床が大理石で

ゲストルームは 10 部屋以上もある豪邸でした。

歓迎の料理は豚の丸焼きで，庭先にてリンゴを

口にくわえさせた豚をじっくりと時間をかけて

焼いていきます。焼き上がるとゲストと主人に

真っ先に出されるのは，2 つしかないという理

由から豚の耳でした。私としてはロースが食べ

たかったのにいきなり豚の耳を出されて躊躇し

ました。ゲストとの食事が終わると，豚の丸焼 

 

 

ホームステイ先のご夫妻と歓迎料理の豚の丸焼き 

きを含め残った料理をそのまま庭先で待ってい

る大勢の裸足の使用人に与えます。また，屋敷

の近くにあるテニスコートでテニスをした時も，

プレーヤーには 1 時間 10 円程度の賃金で球拾

いをする小学生くらいの裸足の子どもが 1 人ず

つつきました。もの凄く貧富の差があるのに驚

きました。 

 パグサンハンはマニラの南東約 100km，車で

2 時間半のところにあります。ここは海外から

の観光客も多く訪れるフィリピン国内で人気の

観光スポットです。下流の川の流れの緩やかな

ところでボートに乗り込み，上流のパグサンハ

ン滝まで 1 時間半をかけて登っていきます。パ

グサンハン滝ではいかだに乗り換えて滝をくぐ

り抜けるので，当然ながら全身ずぶ濡れになり

ました。フィリピンといえば海のリゾートです

が，山岳の自然も捨てがたいです。ちなみに映

画「地獄の黙示録」の撮影現場としても有名で，

絶景の渓谷をたっぷりと堪能できます。 

 山のリゾートといえばタガイタイとタール湖。

タガイタイはマニラの南約 64km，カビテ州に

位置し，標高 700m，平均気温 23℃と南国とは

思えないほど涼しく，人気の避暑地です。巨大

なカルデラ湖であるタール湖はフィリピンで一

番深い湖(水深 172m)です。タール火山は高さ

が 295m で世界一小さな火山として有名ですが，

火口がいくつもあるれっきとした活火山です。こ

こで食べたココナッツを 2 つに割った中にバニラ 
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 パグサンハンの石門を通り抜けるジープニー 

 

 いかだでパグサンハン滝をくぐり抜ける   

 

アイスがたっぷり入ったデザートはとても美味

しかったです。 

 1984 年の際は帰国日の午前中にコレヒドール

島の観光をしました。コレヒドール島はマニラ

から西へ45km，バターン半島から6kmのマニラ

湾入り口にある総面積 7.8km2  の小さな島です。

コレヒドールとはスペイン語で「代官」という

意味であり，スペイン統治時代にはここに税関

がおかれ通行する船を厳しく取り締まっていま

した。その後，戦略上重要な位置にあるためア

メリカが要塞を築き，太平洋戦争では日米の激

戦地ともなりました。島内には至る所に戦いの

跡が残っており，現在ではその歴史をたどる観

光の島となっています。主なものは，島内最大

のトンネル(全長 254m)で米軍の司令部として

使用されていたマリンタ・トンネルや多くの砲 
 

コレヒドール島戦没者の慰霊碑 
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多くの砲台跡 

 

台跡をはじめ，マイル・ロング旧兵舎，太平洋

戦争記念館，日本平和庭園，武蔵記念碑，フィ

リピーノ・ヒーローズ・メモリアルなどです。

2 艇のホーバークラフトでコレヒドール島へ行

ったのですが，帰路でこともあろうか私の乗船

したホーバークラフトはエンジントラブルを起

こし，救助の船が来るまで 3 時間もマニラ湾を

漂流してしまいました。当然のことながら帰国

便の飛行機には搭乗できず，呆然としながら船

上から上空を飛ぶ飛行機を見ていました。帰国

日とあって成田からの交通費程度しか現金は残

っておらず，しかも当時はクレジットカードを

持っていなかったので，とても心細い思いをし

ながらフィリピン航空のカウンターで交渉し，

翌日に帰国することができました。 

 

 漂流したホーバークラフト 

 

 翌年(1985)は，マニラから車で2時間弱南下

したところにあるリゾート開発地プエルト・ア

ズールへ空港から直行しました。宿泊したプエ

ルト・アズール・ビーチホテルは18ホールのゴ

ルフ場や自然林に囲まれたコテージホテルです。

リゾート内では花や果実の種類が豊富なことは

目を見張るばかりで，ブーゲンビリアや蘭の花

が至る所で惜しげもなく咲き誇っていました。

プールやテニスコートなどのレジャー施設はも

とより，リゾート内の目玉は白砂のプライベー

トビーチで，種々のマリンスポーツも楽しめま

す。ゴルフ場はアウトが山コース，インが海コ

ースと変化に富んだタフなコースでした。コテ

ージから各レジャー施設やレストランへ行く場

合などリゾート内の移動はジープニーです。マ

ニラ市内では不慣れで乗れませんでしたが，こ

こでは移動手段として好き勝手に乗り放題。呼

び出しに応じて迎えに来たドライバーは，いつ

も笑顔で“マガンダン ウマガ”，“マガンダ

ン ハポン”と挨拶してくれます。ここではホ

テルライフを目一杯エンジョイすることができ

ました。 
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 リゾート内のホテルとゴルフ場 

 

 光り輝くエメエラルドの海とくすんだ歴史的

建造物の対比，まさに光と影，それこそがフィ

リピンを象徴するものといえるでしょう。マニ

ラのあるルソン島以外の島々も訪ねてみたいも

のです。 

 
 

 

 

 

 


