
今治から世界旅行へ: 第3ヵ国目　ラオス 
 森野雄樹 

ミャンマーの後はラオスに行きました。正式名称はラオス人民民主共和国ですが、通称ラオスとして知られていま
す。東南アジアのインドシナ半島に位置しており、北は中国、東はベトナム、西はミャンマー、南はタイ、カンボジア
と接しており、ASEAN加盟国で唯一の内陸国です。首都はヴィエンチャンであり、このヴィエンチャンは世界で一番静
かな首都とも言われています。 
僕はタイ・バンコクから夜行バスでラオスのヴィエンチャンに着きました。まず朝食をと、バスターミナルを出る

と屋台が出ており、そのほとんどがサンドウィッチのお店でした。5店位がずらっと並んでおり、味や値段はほぼ同じ
なので、一番愛想が良いスタッフさんがいるお店で買いました。出てきたのは直径20センチはあるフランスパンに具が
盛り沢山入ったサンドウィッチ。ラオスは以前フランスの植民地だったのでパンはとても美味しいです。しかもこれで
75円ですから、とてもお得ですよね。あとコーヒーもとても美味しいです。 
お腹を満たしたところで、宿にチェックインし荷物を置いて観光です。観光にはレンタルサイクルを借りて街を散

策しました。前述したように、ヴィエンチャンは世界で一番静かな首都と呼ばれているだけあり、街自体はとても長閑
です。お寺もありましたが、タイの隣国だけあり、外見がタイのお寺に似ていました。街の中心部にはフランスパリの
凱旋門に似たパトゥーサイという建物があり、これは戦死した兵士の慰霊塔であります。この周辺はとても整備されて
いて、観光客も多かったと思います。 
続いて行ったのはメコン川です。メコン川はタイとラオスの間にあり,両者の対岸からお互いの国が見ることが出来

ます。しかしこの両者の間には経済格差があり、この境については個人的にとても興味深いものがありました。現在は
2国間に友好橋というものができて、車や電車が橋によって行き来ができるため、ヴィエンチャンでもタイの通貨や言
語が浸透しています。メコン川周辺も夕方になると、屋台が増えて人も集まり活気がでてきました。家族連れだけでな
くカップルも多く、ここは地元の人のデートスポットでもあるようです。 
僕は近くのスーパーマーケットでビアラオビールを買いました。このビアラオというメーカーは、ラオスのビール

のシェア99％をシェアしており,ラオス国民に大人気のビールです。また東南アジアを旅する人の間では、東南アジアの
ビールで一番美味しいのはビアラオビールとも言われています。（僕はそうは思いませんが、ビアラオビールもとても
美味しいです。）大瓶で100円くらいですからとてもリーズナブルですよね。このビアラオビールを片手にメコン川の夕
日を眺めましたが、とてもとても贅沢な感じになりました。 
翌日はタイへ戻る日です。タイからラオスまでは夜行バスで来ましたが、タイへ戻るために夜行寝台列車を選択し

ました。なぜ列車にしたかというと、今までの旅ではバスで国境越えは経験したことがあるため、次は列車で国境越え
をしてみたいと思ったからです。また、日本は島国なので、国境を越えるためには飛行機またはフェリーに乗る必要が
あるため, バスや列車で国を越えることに昔から憧れを抱いていました。まずラオス側の駅で パスポートに出国スタン
プを押され、その後列車に乗り友好橋を越えました。この時知ったのですが、列車が友好橋を通る際、車は通行止めに
なります。僕はあの瀬戸大橋のように橋の下を列車が通ると考えていましたが, そうではなかったです。そして、幸運に
もこの時はサンセットの時間で, 再度夕日を見ることができました。川辺からみる夕日もキレイでしたが、橋上から見
る夕日もとてもきれいでした。列車はタイ側のノンカーイという駅に着き, パスポートに入国スタンプが押され, その後
寝台列車に乗ります。寝台列車が発車してしばらくして、スタッフが座席を倒してベッドを作り、その上ベッドメイキ

ングをしてくれて, 素晴らしいベッドが出
来上がりました。横になると、思ったよ
り振動も少なく夜行バスよりとても快適
です。次からヴィエンチャンに行く際は
必ずや寝台列車にしようと思うほどです。
朝6時くらいに 最終地であるバンコクの
駅に着きました。ヴィエンチャンから来
たため、バンコクはとても大きな都市に
感じました。このラオスを訪れたことか
ら, バンコクのような発展した都市も良い
ですが、ヴィエンチャンのような静かな
都市で過ごすのも良いと思いました。 
そしてミャンマーと同様に, ラオスも徐々
に発展傾向にあるようです。きっと数年
後に行くといくらか発展していると思い
ますが、地元の人々の優しさとあの美し
いメコン川の夕日はずっと続いてほしい
と思います。 
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World Journey from Imabari: 3rd Country, Laos 
Yuki Morino 

  
After Myanmar I went to Laos. Although its official name is Lao 

People's Democratic Republic, it is usually called Laos. It is the only 
landlocked country among the ASEAN nations and is located on the 
Indochinese Peninsula in Southeast Asia. It adjoins China in the north, 
Vietnam in the east, as well as Thailand and Cambodia in the south. The 
capital is Vientiane and it is sometimes called “The Quietest Capital in 
the World.” 

I took a night bus from Bangkok and arrived there in the morning. I 
was thinking of having breakfast when I stepped out of the bus terminal 
and found several stands in front of the building. Most of them carried 
the same kinds of sandwiches for the same prices. I decided to buy one at the shop with the nicest staff. The 
sandwich was made of French bread about 20cm in diameter and had a lot of ingredients. Laos used to be a French 
colony and the bread was really tasty and was only 75 yen despite the big size. The coffee was very good, too. 
After finishing breakfast, I checked in at a hotel and went out sightseeing. I rented a bicycle and rode it around the 
city. Vientiane was actually as peaceful and quiet as its nickname implies. There are many temples that look like the 
ones in Thailand, maybe because Laos and Thailand are next to each other. In the center of the city, there is a 
building called “Patuxay”, a monument for fallen soldiers that looks similar to the Arch of Triumph in Paris. 

Next, I went to the Mekong River, which is the border between Thailand and Laos. When I looked at 
Thailand on the other side of the river, I thought about the differences in the economic situations between the two 
countries. Now that the Thai–Lao Friendship Bridge spans the river there are many cars and trains running back 
and forth, and the Thai currency and language are used in Vientiane as well. When it gets dark, night stalls appear 
along the river and many families and couples gather there. It seems to be a popular dating spot for locals. 

I bought a “Beerlao” at a nearby supermarket. Beerlao has a 99% share of the beer market in the country and 
it is very popular among the people of Laos and tourists. Many tourists even say that it is the best beer in Southeast 
Asia. (I myself don’t think so but it is still very good.) The larger size of the bottled beer costs only 100 yen. It is 
quite reasonable. While I watched the beautiful sunset above the river, drinking the tasty beer, I felt really rich. 

The next day I was to go back to Thailand. Since I took a night bus on the way to Laos I decided to take a 
sleeper train on the way back across the border. Since Japan is an island country where people always take a plane 
or a boat to go to a foreign country I have always been curious about crossing a border by train or bus. First, I got a 
departure stamp on my passport at the station and crossed the Friendship Bridge by train. I was surprised to learn 
that when a train runs on the bridge, automobiles have to stop. That system is different from the Seto-Ohashi-bridge 
which is two stories and the trains run directly below the regular traffic on the bridge. When the train was crossing 
the river, I was lucky enough to see the sunset again. It was different from the one I looked at by the river the day 
before but every bit as beautiful. When we arrived at Nong Khai station on the other side of the river, I got an entry 
stamp in my passport and changed trains to a sleeper. After a while the sleeper started and the staff came and put 
the seat down to make it into a bed. The bed was so comfortable and the ride so smooth that I decided to take one 
again the next time I go to Vientiane from Thailand. About six in the morning, it arrived at the final destination, 
Bangkok. Looking around I realized how big Bangkok was compared to Vientiane and how different the 

atmosphere of the two cities were. I enjoyed being in a developed and 
lively city like Bangkok, but I also liked the peaceful and slowed down 
tempo of Vientiane. 
Laos seems to be developing slowly like Myanmar. In a few years it will 
be more developed, but I hope the kindness of the local people and the 
beautiful sunsets will stay the same. 

Translated by Nobuko Kamimura (神村　伸子)
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