
爺さんの一人旅［シンガポール・マレーシア・タイ］ 

マラッカ総集編（2015年 10月 12日～10月 15日滞在） 

文・写真 長谷 良悦 

１．シンガポールからマラッカへ 

（１）国際バスチケット購入 

シンガポールからマレーシアに入国しマラッカへ向かう交通手段は、国際バスが便利

である。ネット情報にある二カ所のバス駅に行ってみた。 

＊クイーンストリート・バスターミナル 

ＭＲＴギブス駅から徒歩 10数分。チケット売り場は仙台市内の路上で見かける宝くじ

売り場のような小さな小屋だった。チケット仲売人がまとわり付いて来たが、軽くあし

らい売り場のおばさんに直接聞いて見た。マラッカの長距離バス駅行き豪華バス（エア

コン付き）が早朝から数本出ていた。対応がすこぶる悪かったので、ここのバスには乗

らないことにした。 

＊ゴールデンマイル・コンプレックス・バスターミナル 

ＭＲＴニコルハイウエイ駅から徒歩 10分のビーチロード沿いにある二つのビル内にチ

ケットカウンターがあった。どちらも華人経営の会社のようで、まともな対応をしてく

れた。 

ファイブスター（五星）社はマラッカ長距離バス駅へ早朝便から夜行便まで８便を運行

していた。運賃は 25SGD。 

グラスランド（草原旅運）社は 8：00発の一便だけ。長距離バス駅ではなく中心街へ運

行していた。運賃は 22SGD。 

マラッカ長距離バス駅は郊外にあるので、バス駅着なら中心街へ行くのには市内バス

かタクシーに乗り換えなければならない。 

草原旅運の方がなにかにと便利だと判断し、こちらのバスを予約した。 

五星社のバス運行路線       草原旅運社のチケットカウンター 

（２）国境越え 

バスは豪華バスだった。駐車していたクアラルンプール行バスには、なんと座席にテレ

ビが付いていた。 



座席は一人席と二人席の三人配列。見かけは良いが、シートが大き過ぎて乗り心地はあ

まり良くない。遅れて 8：30 分頃に発車。冷房が効き過ぎるのでフリースの上着を着

た。バスの乗客は 8名。日本人の若い旅行者が一人乗っていた。 

１時間ほどでシンガポールのイミグレ着。パスポートを持って出国手続き。10 分程で

出国できた。バスはイミグレ出口のバス駐車場で待機していた。 

バスは数分で国境緩衝地帯を越えマレーシアのイミグレ着。荷物を全部持って入国審

査。入出国カードは不要、パスポートにスタンプ捺印だけ。10 分も掛からないで入国

できた。イミグレ出口駐車場で待っていたバスに再乗車し一路マラッカへ。 

東南アジアで陸路の国境越えを何度か経験しているが、今回が一番スムーズで楽な国

境越えだった。景色は都会の風景から緑豊かな風景に変わった。 

途中、ドライブインでトイレ休憩。マレーシアの通貨：リンギッド（ＭＲ）を一銭も持

っていなかったので、同乗の日本人に両替はどうするかと聞いたら、バス駅のチケット

カウンターの傍に両替所があり両替して来たとのこと。うかつだった。1,000円をリン

キッドに交換してくれないか頼んだが、小銭が少なかったので交渉不成立。 

     マラッカ行豪華バス            バスの車内 

     ＴＶ付きの豪華バス           車窓から見た景色（パーム椰子？） 

（３）マラッカ着 

12時 30分過ぎにマラッカ中心街の、とある路上の終点で降車。乗車時間 4 時間強。地

図で現在地を確認。宿のあるチャイナタウンは徒歩圏内のようだが距離感がつかめな

い。向いのバス会社代理店の食堂で情報入手。まず両替したい。食堂の客が流暢な日本



語で話しかけて来た。ラッキー。近くの銀行への道順やホテルの場所を教えてくれた。

到着早々、マレーシア人の嬉しいオモテナシを受けた。 

カートを引いて歩いたが、すごく暑い。宿まで歩く気力が失せてきた。早く両替しタク

シーに乗ろうと安易に考えていたが、大事な情報をすっかり忘れていた。 

「マラッカでは流しのタクシーは無い」のである。 

またもやラッキー。タクシーの運ちゃんが声を掛けてきた。手持ちのシンガポールドル

で支払いＯＫ。使い残した 10SGDを持っていた。 

５，６分で宿の真ん前まで運んでくれた。料金の相場が分からないので言いなりに 6SGD

払った。真昼の炎天下を歩いていたら体力を消耗し体調を崩したかもしれない。助かっ

た。 

２．マラッカ 

（１）宿 

チャイナタウンのど真ん中にあるラヤンラヤン・ゲストハウス（Layang Layang 

Guest House）に３泊した。個室で一泊 2,489円、エクスペデイアで予約した。古民家

を改装した人気のある宿で雰囲気はすこぶる良い。Ｗベット、空調付き、バスタオルあ

り。シャワー、トイレは共用。質素な部屋だが寝るだけなので問題はない。 

体力があった頃は、数人が共同泊するドミ宿に泊まり旅行者同士の出会いを楽しんだ

事もあったが、歳を考えて個室の宿にした。 

デポジットを要求されたがリンギットの持ち合わせがなかったので 1,000円を預けた。 

フロントの従業員が華人だったので中国語を使ってみた。変てこな中国語もどきの言

葉を発する日本の爺様に親近感を持ったのか、何かにと親切にしてくれた。 

朝食は付いていなかったが、ビスケットとコーヒー・紅茶は無料だった。 

蚊が媒介する感染症が怖いので部屋に蚊よけスプレーを噴射した。街では道路を消毒

し蚊を駆除していた。 

ラヤンラヤン・ゲストハウス         フロントデスク 

水道水は飲用不可。従業員がうちの宿には浄水器があると自慢した。パナソニック製だ

ったので嬉しくなった。この他に、中国人宿には必ずある水とお湯のサーバーがあった

のでペットボトル水は購入しなくてすんだ。 



中庭                 部屋 

 

       街路の蚊の駆除           持参した蚊よけスプレー 

              

●洗濯 

 個人旅行で面倒なのは洗濯である。パン 

 ツなどの下着はこまめに手洗いできる 

が、ポロシャツなどは手間がかかる。 

有料の洗濯機が備え付けられていたの 

で利用した。洗剤付きで 5RM(150円)。 

シンガポールの GHでは利用しなかった 

が 4SGD（350円）と高かった。 

 

 

（２）両替 

下働きのネパール人の道案内で両替所に行き両替した。1 マレーシア・リンギット≒

29.2円（1,000円≒34.2RM）。この後もマレーシアの各地で両替したが、両替所の従業

員はインド系と思われる人達が多かった。 



 

（３）観光 

マラッカは 2008年 7月にユネスコの世界文化遺産に登録された。私がマレーシアで一

番観光したかった街である。 

マラッカ王国は 1400 年頃に誕生し、中国の明王朝の庇護を受けて繁栄した。その後、

ポルトガル、オランダ、イギリスとヨーロッパの列強国に支配されたので、中国、ヨー

ロッパの影響を受けた街並みと、中国から移住してきた華人と地元マレー人との融合

で出来上がった特有のババニョニャ文化やプラナカン文化が保存さている。 

また、日本でキリスト教を布教したフランシスコ・ザビエルに縁の深い街でもある。 

                   観光案内地図    

 

ａ．観光案内所 

   観光案内所はオランダ広場とチャイナタウンを結ぶ橋の傍にあった。10 分間無料で

使用できるＰＣがあったので借用しメールチエックした。 

フロントのお嬢さん達の対応はイマイチで、パンフレット等の観光資料はあまり置

いていなかった。後日行ったツーリスト・ポリスの方が品揃えは豊富だった。どちら

にも日本語版は無かったが中国語版は幾らかあった。 

         観光案内所               カウンター 

 



ｂ．オランダ広場周辺観光：「OLD MELAKA HERITAGE TOOR」参加 

宿のフロントのお姉さんが、「観光案内所が英語の無料観光ツアー「OLD MELAKA 

HERITAGE TOOR」を開催するので参加しないか」と案内してくれた。 

私と同宿のバンコクから来た民俗学研究者の Dr.Amon（女性）、宿の下働きに新入り

したネパール人男性と三人で参加した。歩き通せるか心配だった。 

観光案内所に集合。9：30頃から半日かけ、オランダ広場～セント・ポール丘～ムル 

デカ広場をガイドしてもらった。個人旅行の醍醐味は旅行者同士の交流である。

Dr.Amonと連れ立って楽しく観光した。参加者は 14名。 

ツアーの概要説明              観光開始 

０マラッカ川沿いに残る要塞の城壁 

      マラッカ川           ポルトガル統治時代の地図 

                要塞の城壁 



０オランダ広場（オランダ統治時代建造物） 

オランダ広場はマラッカ観光の起点であ 

る。オランダ統治時代の建造物が現存し 

ている。左から、 

＊ムラカ・ポール教会（1753年建立）。 

 ＊時計台（1886年建立）。時計は 1982 

  年の改修時に「セイコー」が寄贈。 

 ＊スタダイス（1650年建立）。東南アジ 

アに現存する最古のオランダ建築物。 

 

      時計台と教会             教会の礼拝堂 

   スタダイス（旧オランダ総督邸）      ビクトリア女王噴水 

    Dr.Amonと記念写真          客待ちの観光トライショー 



０セント・ポール教会 

  マラッカはポルトガル統治時代、西洋の宣教師の活動地点となった。セント・ポール教

会は 1521年に建立された。 

   ザビエルの遺体一時安置跡          猫はぬいぐるみ 

０ザビエル像 

フランシスコ・ザビエルは 1549年にヤジロウ 

ら 3人の日本人と共に来日し、1551までの 

間布教した。1552年に宣教活動先の中国で死去。 

石灰で保存された遺体はマラッカに移送され 

9ケ月安置された後、ゴアに移送された。 

（出典：Wikipedia） 

 



０サンチャゴ砦（ファモサ要塞） 

1500 年代、ポルトガル統治時代に構築された要塞の城門の一つが残っている。当時の

要塞はマラッカ湾に直面していた。大砲は観光客向けに設置されたもので、当時の物で

はない。この要塞は、その後に統治したオランダも利用した。 

 ０中国文化紹介 

  ガイドが中国のお正月文化を紹介した。説明の途中から Dr.Amonが、私は専門家よ！と

ガイドに代わって解説した。 

 ０番外 

マラッカの地名になった巨木？？。ここでツアーは終了。ユックリ、のんびりツアーだ

ったので、爺さんもなんとか歩き通せた。 

 

 



ｃ．チャイナタウン（中華街） 

  チャイナタウンは中国からマラッカに移住した中国人達が造った町である。マラッカ

王国は弱小国家だったので、明王朝に朝貢して庇護を受け東西貿易で繁栄した。中国か

ら移住した中国商人達は共同体を形成し交易で財を成した。 

街はマカッカ川の西側に形成されている。ジョンカー通りを中心に三本の大通りが東

西に走り、ショップハウスと呼ばれる伝統的な建物が軒を連ねていた。横道に入ると日

常の暮らしぶりを垣間見ることができる。 

町は落ち着いた古都の風情があり、さすが世界遺産だけのことはあると思った。しかし、

大通りの片側が駐車場になっていて古街の雰囲気を壊しているのが残念だった。朝は

駐車する車がいくらか少ないので、街並みの散策は朝がお勧めです。 

観光客は平日のためか少なく、閉店中の商店やレストランが所々に見られた。宿が紹介

した近くの両替屋も廃業していた。何でも、2003 年の SARS 流行時に観光客が激減し、

その後回復していないとか。 

ジョンカー通り              ヒ―レン通り 

 

０世界遺産の街並み 

大通りには大型乗用車の 1.5倍くらいの間口の家や、その二軒、三軒分の広さの家が軒を

連ねていた。間口が狭く奥行が広い長方形の敷地である。 

所々に三階建てがあるが、ほとんどが二階建て

だった。各戸の門扉は建設された時代やそれぞ

れの家風の特徴があった。時代、時代に家主が

代わり改造されたと思われる。この他に、派手

に飾った会館や豪華な祠もあり興味深かった。 

また、生活を支える小さな店や暮らしぶりも見

られ、期待どおりの面白い街並みだった。 

 

  オランダ様式：二階の窓が小さい 



       中国様式           中国様式／オランダ様式 

         中国長屋様式           イギリス様式 

         イギリス様式           イギリス様式豪邸 

                   三階建て 



        雷州会館              除氏宗祠 

          肉屋               朝食屋 

       チャイナドレス専門店          マレーシア服装店  

         鉢植えに水やり          刃物を打っている鍛冶屋 



               鶏場街世遺公園のマッチョ君 

 

０名所旧跡 

＊ババ・ニヨニヤ・ヘリテージ 

プラナカン商人の大富豪の邸宅を博物館として公開している。 展示品は当時の生活の

様子や日用品、巨万の富を築いた商人の豪華絢爛な調度品や家具、結婚衣装など。 

入口室以外は写真撮影禁止だった。英語による館内ガイドあり。入場料金は 16RM。見

る価値はあります。 

 

 

＊スリ・ボタヤ・ヴィナヤガ・ムーティ寺院（ヒンドゥー教） 

 



＊カンポン・クリン・モスク（マレーシアで最古のモスク） 

                            拝殿 

イスラム時計               墓地 

＊福建会館（華僑会館） 

 

＊宿の近くの寺院（道教寺院か？） 



＊永春会館（華僑会館）            ＊林氏宗祠 

 

＊チェン・フン・テン寺院（青雲亭：1646年建立、マレーシアで最古の仏教寺院） 

           寺門               拝殿 

          本拝殿               本拝殿 

位牌                 羅漢像 



ｄ．街の散策 

   オランダ広場とチャイナタウン周辺だけ散策した。それ以外の所にも足を運びたか

ったが、体調維持を考えて我慢した。 

街中や宿に貸自転車があった。宿は一日 5RM。借りて海上モスクへ行き、マラッカ海

峡に沈む夕日を見たかったが、暫く乗っていなかったので、交通事故が怖くなり断念

した。今回の旅で大きな心残りとなった。 

マラッカタワーに上って夕日を見る手もあったが、夕刻時、スモッグなどで見通しが

悪かったので止めた。 

我ながら行動範囲が狭くなったことにガッカリしストレスがたまってきたが、まだ

まだ、この旅には先がある、我慢のしどころである。真昼の暑い盛りは宿で休憩し、

熱中症にならないよう気をつけて散策した。 

 

０マラッカ川沿い散策 

   マラッカ川は小さな古都にマッチした川幅である。オランダ広場前の橋から上流側

は風情のある古民家が軒を連ね、ホテルやオシャレなレストランやカフエになって

いた。一日中遊覧船が運行していたが、川沿いの道をユックリ散策できたので、乗船

するまでもなかった。 

      オランダ広場前橋の下流側       オランダ広場前橋の上流側 

遊覧船          向いの路地にあったアートギャラリー 

 



       上流側の夜景          ハードロックカフエ（橋の側） 

                 上流側の夜景 

        巨大な水車           海の博物館（入場しない） 

     遊覧船チケット売り場      ダックツアーの水陸両用車（乗車しない） 



 ０マラッカ・スルタン・パレス（マラッカ王宮博物館） 

  スルタン（国王）の王宮を復元した巨大な木造建築で、伝統的な高床式マレー建築を後

世に伝える貴重な資料となっている。釘は一本も使われていない。 

マラッカ王国時代の歴史や文化を知ることが出来る。入場料金 3RM。 

本館             マラッカ王国時代の絵物語 

国王の謁見の場を蝋人形で再現    国王の冠と紋章（王家によって異なる） 

                 王族の服装 

 

         

 

 



０スタダイス博物館（歴史民族博物館） 

スタダイスはオランダがマラッカを統治した時代、役所と総督の官邸として建設され

た。東南アジアに現存する最古のオランダ建築物で、優れたオランダ建築技術を現代に

伝える貴重な遺産である。 

現在、博物館になっていて、マラッカ王国やオランダの大航海時代を解説する展示物や

日本統治時代の展示品があった。入場料金５RM。 

       右横の入場口              中庭 

    大航海時代の帆船模型        歴代統治時代に使用されたコイン 

 

   日本統治時代の展示コーナー      日本統治時代に使われた紙幣 

 

 



０独立宣言記念館 

1912年に英国が専用社交クラブとして建設した。1956年に初代マレーシア首相が独立

宣言を読み上げた場所である。マレーシアが独立を遂げるまでの歴史を描いた絵画や

独立に関する資料が展示されていた。日本統治時代の資料もあった。入場無料。 

 記念館           大航海時代の地図と帆船模型 

日本統治時代の資料（紙幣もあった）   独立記念パレードの模様 



０民族と美の博物館          ０ムラカ イスラム博物館 

 

０セント・フランシスザビエル教会 

 

 

ｅ．個人旅行に役立つ情報 

 ０ツーリスト・ポリス 

チャイナタウンの川沿い下流側にあり、私が行った時、ポリスは不在だった。マレー

シア各地の観光資料がたくさん置いてあり、以降の旅に役立った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０ゲストハウス 

チャイナタウン街の安宿は川沿いに多い。オランダ広場側にはセント・ポール丘麓の東

南側に多数あり、会友の鈴木さんの情報では日本人女性がオーナーの宿もある。 

安宿の相場は個室のシングルが 40〜60RM,ドミで 30〜40RM のようだ。近くのババ・ゲ

ストハウス（名の知れたババハウスではない）の料金表はシングルで 45RMだった。 

私の宿はガイドブックには「サマ・サマ ゲストハウス」と記載されており、ネットで

検索すると、なぜか「ラヤン・ラヤン ゲストハウス」がヒットした。 

散策中、近くに「サマ・サマ ゲストハウス」を見つけたので覗いてみた。この宿は独

自のツアーを催行しているようで、これまでの経験から、個人旅行者の安宿には良さそ

うな臭いがした。私的にはこんな宿が好みなのだが、もう、「ドミ宿泊が場違いな爺イ

様になってしまったかなあ〜」と、寂しかった。 

掲示板に日本語教室生徒募集の張り紙があった。 

   ＊サマ・サマ ゲストハウス 

    

                  ・BABAゲストハウス料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｆ．マラッカのグルメ 

マラッカの郷土料理は「ニョニャ」料理である。 

中国から移住してきた中国人男性と現地のマレー人女性が結婚して生まれた男の子

を「ババ」、女の子を「ニョニャ」と呼ぶことから、混血の子孫は「ババ・ニョニャ

民族」と名付けられた。父系の中華料理の食材を母系のマレー人女性が香辛料を調理

のスパイスに取り入れたマレー的な料理がニョニャ料理と呼ばれている。 

０朝食 

＊庶民系屋台 

東南アジアの華人街には中国本土のように路上の朝食屋台がある。マラッカにもあ

った。今回は衛生状態を見て食べるのは遠慮した。 

＊中華系食堂（栄茂茶楼） 

メニューは饅頭や粽、お粥などで 2〜4RM。消費税 6％が含まれていた。中国では定番

の油条（揚げパン）はメニューに見当たらなかった。下働きはインド系人。 



＊マレー系朝食喫茶店 

地元の人達がお茶（コーヒーや紅茶）とビス

ケットで、のんびりと朝の時間を過ごしてい

た。宿の無料朝食が数種類のビスケットとコ

ーヒー・紅茶だったのは、これだったの

だ！！。 

この日の朝食は宿に戻ってビスケットとコ

ーヒーにしたが、なんか物足りなかった。 

 

＊中華系麵屋（Pin Pin Hiong：品品香） 

宿が一押しする地元でも人気の麺屋。米麺 6RMを食べたが、評判通り美味しかった。

食後にアイスコーヒーを飲んだが、インスタントを水に溶かしたのか不味かった。 

 

０昼食 

＊「ニョニャ」料理店（鄭和茶館） 

宿の近くに古民家を改装したレストランがあった。家屋は風格があり、華人の豪商の

邸宅だったことがうかがえる。中央が吹き抜けの中庭になっていた。調度品も見ごた

えがあり、入場料金を取ってもおかしくないと思った。ニョニャ米麺（ラクサ）：娘

惹米粉を食べ、コーラを飲んで 13RM。ココナツミルク・カレー味で美味しかった。 

1RM≒29.2円。店の看板の写真を撮るのを忘れた。 



中庭から見た前部の室と入口        後部の室で食事した 

メニュー本も豪華       ニョニャ米麺（ラクサ）：娘惹米粉 

＊炒飯店（甲板飯店） 

   観光案内所主催のツアー終了後、Ms.Amonが推奨する炒飯店で一緒にランチした。店

の女将さんがお勧めの姜酒炒飯と具沢山のスープを注文した。ボトル水込みで 11RM。 

女将さん曰く、「当店では「味の素」は一切使っておりません。炒飯には自家製の秘

伝の発酵調味料を使っています。」自慢するだけのことはあった。甘酒の発酵風味が

効いて美味しかった。 

東南アジアの味覚に大革命をおこしたのは「味の素」だと聞いたことがある。東南ア

ジア諸国では人工調味料をふんだんに使っている飲食店が多いので、どこに行って

も「味の素」風味がする料理が出てくる。 

    Ms.Amon にご馳走しようとしたら、「割り勘で」と言うのでシブシブ従った。 



０夕食 

＊マラッカ料理店（カランセ・アート・カフエ：マレーシア十三州のコーヒー提供） 

宿が推薦する近くのマラッカ料理レストラン

に出かけた。美味しかったので三晩ともこの店

に通った。マレーシア十三州のコーヒーが飲め

る喫茶店としても人気のある店だった。夜は涼

しく、送風フアンの風が心地良かった。 

店内に消費税の掲示があった。マレーシアは、

2015年の 4月に消費税 6％を導入した。 

 

・一日目：特製 ニョニャ・ラクサ 

   ココナツミルク味スープの米細麺。こんなスパイシーで美味しい麺料理を食べたの

は初めてだった。魚団子、厚揚げも美味しい。ビールを 1本飲んで、税・サ込で 25.4RM。 



  ・二日目：煮込みニョニャ・ラクサ 

   油で揚げた細平麺をココナツスープで煮込んだ料理。特製ラクサより濃厚なスープ

でスパイシー風味も同じで美味しかった。私的には煮込みでないラスクの方が気に

入った。アイスコーヒーも美味しく麺料理と良く合った。税・サ込で 19.0RM。 

  ・三日目：煮込み鶏肉ライス 

   鶏肉のドラムステックを椰子砂糖で煮込んだ料理。スパイシーな風味は弱いが、これ

も美味しかった。ペット水を一本飲み、税・サ込で 15.95RM。 

 

 ｇ．その他のグルメ情報 

０飲食店では飲物一品のオーダーが必須 

マレーシアの飲食店で食事する時、飲物を一品オーダーするルールがあった。 

但し、フードコートでは不要。シンガポールも同様なルールがあったようだが、気付

かなかった。 

０チャイナタウン街の飲食店の営業時間 

   朝から開店している店は、長くても昼食までの営業。夜間営業の店は日が暮れてから

開店する。 

０クチコミで人気のある海南鶏飯店 

   店はチャイナタウン入口橋の傍にある。観光客の行列が絶えない有名店で、この店の

売りは、ご飯を小さなボール状に握っている。店内を覗いて見たら、炎天下に並んで

までして食べたいと思わなかったのでパスした。昼食だけの営業だった。 

 



０マラッカのレストラン街 

ネット情報や現地で得た情報で、セント・ポール丘の山麓にあるマラッカ・メガモー

ルやマコダ・パレードにフードコートがあることは分かっていた。併設のスーパーへ

朝食用のパンや果物、飲料を買いに行きたかったが、爺様の足では宿から片道 30分

は掛かりそうだし、重いレジ袋を下げて歩きたくない。古都の雰囲気にトップリと浸

かりたかったので足は向けなかった。 

マラッカに長期滞在するならば、山麓付近に宿を取る方が便利だと思った。 

 

０飲食店と市販の飲料価格比較 

日本では、飲食店で飲む飲料の価格は市販価格

よりも 2〜3 倍高い。しかし、マレーシアでは

あまり差はなかった。参考までに自動販売機の

写真を掲載します。私はコーラの価格を物価の

指標にしていますが、マラッカの自動販売機の

コーラは約 60円、ペットボトル水は約 36円で、

日本の約半値だった。 

 

  

●１ＲＭ≒２９.２円 

 

  ●以上でマラッカ編を終わります。 

 


