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に見つけた。コンパートメント車のよ

じラテン文字を採用していることで
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唯一の救いは文字表記に英語と同

多い。検札は、列車によってあった
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商専用列車なのである。カイラン線
沿線は昔から石炭がよく採れ、石炭
輸送のために建設された路線のた
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るバスターミナルからハノイ行きバ
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ような構えだったので、見つからな

ちらは純粋な標準軌である。ケップ

スに乗った。運賃は90,000ドン（約
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デッキまで荷物であふれる

イ線に入り、途中のドンアインでラ

うにゆっくりと勾配を登っていった。

オカイ線と別れてまっすぐ北上す

小さな盆地に出たところがランソン

スに乗った。バスといってもマイクロ

いのも無理はない。イェンヴィエン

駅での停車中に車両をじっくり見学

360 円）と少し高くなるが、所要時間
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の街である。列車はランソンの町外

バスのようなものである。助手席に

からハロンまでの運賃は 60,000ド

したが、いつの時代かというほど使

が鉄道の半分以下の3 時間なので、

三線軌となっている。約 70kmを3

れのドンダンに11：35に到着した。

乗っていいかと運転手に訊くと、い

ン（約 240 円）である。イェンヴィエ
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地元の人はバスを使うのであろう。

ドンダンは中国との国境に面した

いとのことで、これ以来バスに乗る

ンで出発を待っている間に上り列車

った。

本数も多く、15 分に1本くらいの頻

街である。折り返しとなる列車を待

ときは助手席で車窓を楽しんだ。ベ

が通過していった。おそらく中国か

ケップからしばらく走り、8 時半に

つホームには、国境貿易でもしてい

トナムのバスはベトナム人の気質の

らの国際列車であろう。先日ザーラ

ランマウに着いた。ここでも荷物の

終点のクワンチェウは街の中心から

るのか、何やら物資を大量に積み上

せいか、交通ルールを無視する傾向

ム駅に留置してあった車両と同じで

積み込みがあったが、前時代的な

離れているので、帰りのバスのこと

げている人々でごった返していた。

にある。対向車のある片側1車線道

あった。

風景にタイムスリップしたような気

ベトナムの鉄道に関しては列車遅

を考え、このタイグエンで降りる。タ

駅から国境までは5kmほどだと言う

路でクラクションを連打し我先に追

イグエンは人口30万人の中都市な

のでタクシーに乗って行ってみた。そ

い越すのは、見ていてハラハラする。

のでバス便もあるはずだ。

こは国境らしからぬのんびりした雰

時間近くかけて走ったが、車窓は平
凡で変化に乏しかった。
タイグエンには17：07に到着した。

囲気であった。現在、日本人は中国

ドンダン線

カイラン線

度で運行していた。

おわりに

イェンヴィエンを夜明け前の定刻

がした。まだハノイから100kmそこ

延が常態化しているだろうと思って

通りに出発。車内には数人の乗客

そこだというのにローカル色豊かで

覚悟を決めていたのであるが、意外

がいるだけで、朝早く起きたことも

ある。

にも時間に正確であった。また、車

手伝って、しばらく居眠りをしてしま

次のマオケは沿線でも比較的大

内で出会う人たちも親切で、3ヶ月滞

への入国に際して短期であれば査

ベトナム旅行といえばハロン湾ク

った。空が白み始めてからは車窓に

きな町なのでホームも賑やかになっ

在したにもかかわらず、トラブルは一

ドンダン線は国境を越えて中国

証は必要ない。ベトナム側の出入国

ルーズ。穏やかな海の中に奇岩が聳

目を凝らす。車窓からは田んぼで作

た。火力発電所もあり石炭の恩恵を

切なかった。時間の正確さと治安の

へとつながっているため三線軌とな

管理事務所で出国の手続きをして

え立つ風景はベトナムの紙幣にも描

業をする人、家の前で朝ごはんを食

受けて大きくなった町である。連結

良さは日本に相通ずるものがある。

っている。旅客列車の本数は1日4

5 分ほど歩き、中国側の出入国管理

かれている。これほど有名なハロン

べる人、バイクで出勤する人など、ベ

されていた空の無蓋車はここで切り

ベトナム人は勤勉な民族であるとい

往復である。日帰りの予定なので始

事務所より入国する。いろいろ日中

へ向かうカイラン線であるが、鉄道

トナム人の生活が垣間見られた。3

離される。ケップで積み込まれた豚

われるが、その通りかもしれない。

発に乗ることにして、ザーラムを6：

関係が緊迫している時期のため緊

路線は一般のベトナム人にもあまり

時間ほど走って、7 時半頃にケップ

もここで降ろされた。

00 発のドンダン行き列車に乗った。

張したが、
あっさりと旅券に入国スタ

知られていないようである。そのた

駅に到着した。

ザーラム駅に隣接して鉄道車両の工

ンプが押された。しかし中国に来た

め誰一人として観光客は乗っていな

場があり、鉄道の町の様相を呈して

ものの、日帰り程度では見るべきも

いる。ケップを過ぎて車窓に山が迫
ってくる。
チェコ製の機関車は喘ぐよ
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現在8,000万人超の人口を抱える

ウォンビという町には鉄道と鉄道

ベトナムは経済成長の真只中であ

ここで進行方向が変わるため15

の平面交差がある。石炭鉱山から

る。外国からの投資も増え、インフ

い。観光客どころか一般客がほとん

分くらい停車した。その間に乗客が

積出港までの貨物線とカイラン線

ラも着実に整備されていくだろう。

のもなく、友 誼 関という古びた門を

ど乗っていない。なにしろカイラン

多数乗り込んできた。そして野菜や

が直角に交差している。日本でも昔

新線建設や高速化で、ベトナムの鉄

一瞥して、ベトナム側に引き返した。

線は1日1往復のみで、貨客混合行

米のほか、生きた豚や鶏などの荷物

は平面交差が多くあったが、路面電

道の発展に期待したい。
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