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行事報告
紀行文
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評

アセアン全 10 か国踏破への道
伊藤

洋文

Hirobumi ITO

１．はじめに
筆者は、旅が好きである。また、高校で生物の教員をしているだけに、動植物などの自然観
察も好きである。大学生の頃から、ザックを背負ってカメラをぶら下げては、これまでにいろ
いろな場所を訪れてきた。自然豊かな国々を旅して、その土地ならではの動植物や風景を撮影
することは、筆者の場合それが単に自分の思い出として残るだけではなく、その写真や体験を
教材として仕事に生かすこともできる。一石が三鳥にも四鳥にもなって返ってくるのである。
ところで、筆者が初めて東南アジアを訪れたのは、大学院生時代のことだった。タイを経由
してミャンマー（当時のビルマ）を旅したのが最初である。気候が温暖で自然が豊かなことか
ら、東南アジアにはとても好印象を抱いた。すでにそれまでに 30 か国近く旅してきた筆者が初
めて旅先で体調を崩し、現地で医者に診てもらうというハプニングが起きたのもこの時であ
る。そんな出来事があった反面、旅先では多くの親切な人たちとの出会いがあり、東南アジア
の第一印象はとても良いものとして記憶に刻まれている。
筆者はその後も、東南アジアには不定期に足を運んできた。そして、2007 年にベトナムとカ
ンボジアを訪れた際に、いつの間にかアセアン（東南アジア諸国連合）10 か国のうち８か国に
足を踏み入れていたことに気付いた。どうせならあと２つの国へも行ってみようということ
で、2009 年にアセアン９か国目のブルネイ、2010 年にとうとう 10 か国目のラオスを訪れたと
いう次第である。
そこで、この度「外苑春秋」の記念すべき新規発刊に際し、筆者のアセアン 10 か国での見聞
の中から、印象深いものをまとめることにした。拙文は生物学的視点からの内容がやや多くな
るとは思うが、読まれた方がこれを機にアセアン諸国に関心を持ってもらえたら幸いである。
２．アセアン 10 か国の概況
そもそもアセアンといっても何を目的とした連合なのか、また、どのような国々が加盟して
いるのかなどよくご存じない方々のために、ここで簡単にまとめておきたい。

いとうひろぶみ：理科教諭
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アセアンの設立と経緯
アセアンとは Association of South East Asian Nations（東南アジア諸国連合）の略である。

「① 域内における経済成長、社会・文化的発展の促進」、
「② 地域における政治・経済的安定の確保」
、
「③ 域内諸問題に関する協力」
を目的として、1967 年８月８日にタイのバンコクにて設立された。この設立宣言は、通称バ
ンコク宣言と呼ばれている。
当時の加盟国は、タイ、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシアの５か国だ
った。その後、新規加盟国としてブルネイ（ 1984 年１月８日）、ベトナム（ 1995 年７月 28 日）、
ラオス・ミャンマー（ 1997 年７月 23 日）
、カンボジア（ 1999 年４月 30 日）が加盟して、現在
の 10 か国体制となった。

1967 年加盟

インドネシア・タイ・
マレーシア・フィリピン・
シンガポール

1984 年加盟
ブルネイ

1995 年加盟
ベトナム

1997 年加盟

ラオス・ミャンマー

1999 年加盟
カンボジア

なお、カラーページに各国の国旗を掲載したので、参照してほしい。
⑵

各国概況
アセアン各国の概況について、外務省および日本アセアンセンターのホームページ等をもと

にまとめたものが、以下の表である。
なお、国名の前の数字は、筆者の入国した順番を示している。
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①タイ

②ミャンマー

③マレーシア

④フィリピン

面積

513,115㎢

676,577㎢

330,252㎢

299,764㎢

人口（ⅰ）

約 6,640 万人

約 5,880 万人

約 2,730 万人

約 9,035 万人

首都

バンコク

政治体制

立憲君主制

軍事体制

立憲君主制

立憲共和制

おもな言語

タイ語

ミャンマー語

マレー語

フィリピノ語、英語

おもな宗教

仏教（ 95%）

仏教（ 90%）

イスラム教（60%） カトリック
（ 82%）
、
プロテスタント
（ 5.4%）
、
イスラム教（4.6%）

通貨

バーツ

チャット

リンギ

ペソ

3,894 米ドル

499 米ドル

6,975 米ドル

1,745 米ドル

渡航邦人数（ⅰ）

1,128,695 人

10,881 人

433,462 人

359,306 人

査証（ビザ）

30 日以内不要

必要（ 28 日まで） 90 日以内不要

21 日以内不要

直行便

あり

なし

あり

あり

日本との時差

－２時間

－ 2.5 時間

－１時間

－１時間

気候

概 ね ７ ～ 11 月 が ６～ 10 月が雨季、 雨季は、ボルネオ 場 所 に よ り 様 々。
雨季、11 ～２月が 11 ～３月が乾季。 島が 11 ～２月、半 マ ニ ラ 辺 り で は、
乾季で、北部は乾
島 東 部 が 10 ～ １ ５～ 10 月が雨季。
季が長く、半島部
月。西部は６～９
では短い。
月に雨が多い。

１人当たり GDP
（ⅱ）

ネイピードー
（ネピドー）

⑤シンガポール

クアラルンプール マニラ

⑥インドネシア

⑦ベトナム

面積

682.7㎢

1,919,440㎢

331,690㎢

人口（ⅰ）

約 467 万人

約２億 2,783 万人

約 8,635 万人

首都

なし（都市国家）

ジャカルタ

ハノイ

政治体制

立憲共和制

共和制

社会主義共和制

おもな言語

マレー語、英語、中国語、 インドネシア語
タミール語

ベトナム語

おもな宗教

仏教（ 50%）、
イスラム教（ 15%）、
キリスト教（ 15%）

イスラム教（ 90%）

仏教（ 80%）
、
カトリック（ 7%）

通貨

シンガポールドル

ルピア

ドン

１人当たり GDP（ⅱ） 36,537 米ドル

2,349 米ドル

1,052 米ドル

渡航邦人数（ⅰ）

571,020 人

546,713 人

393,091 人

査証（ビザ）

14 日以内不要

必要（ 30 日以内）
到着時取得可

15 日以内不要

直行便

あり

あり

あり

日本との時差

－１時間

－２～０時間

－２時間

気候

年中高温多湿。10 ～３月
は雨が多い。４～９月は
乾季だが、スコールは頻
繁に降る。

島や標高により気候は異 南北に長く、気候は大き
なる。首都のあるジャワ く異なる。南部は５～ 11
島 で は、 雨 季 が 11 ～ ３ 月が雨季、12 ～４月が乾
月、乾季が４～ 10 月頃。 季。北部は雨季が５～９
月で 12 ～２月は寒い。
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⑧カンボジア

2011 年

⑨ブルネイ

⑩ラオス

面積

181,035㎢

5,770㎢

236,800㎢

人口（ⅰ）

約 1,367 万人

約 39 万人

約 626 万人

首都

プノンペン

バンダルスリブガワン

ビエンチャン

政治体制

立憲君主制

立憲君主制

人民民主共和制

おもな言語

クメール語

マレー語、英語

ラオス語

おもな宗教

仏教（ 95%）

イスラム教（ 67%）

仏教（ 90%）

通貨

リエル

ブルネイドル

キップ

677 米ドル

35,394 米ドル

940 米ドル

渡航邦人数（ⅰ）

163,806 人

4,489 人

31,569 人

査証（ビザ）

必要（１か月以内）

14 日以内不要

15 日以内不要

直行便

なし

なし

なし

日本との時差

－２時間

－１時間

－２時間

気候

５ ～ 10 月 が 雨 季、11 ～ 11 ～３月は雨が多く、他 雨季は６～ 10 月、乾季
４月が乾季。
の時期でもスコールは降 は 11 ～２月。
る。
北部は年間の寒暖差が大
きい。

１人当たり GDP
（ⅱ）

注 （i） 2008 年のデータ
（ii） 2009 年のデータ（因みに日本の１人当たり GDP は、39,727 米ドル）

３．アセアン 10 か国紀行
⑴

アセアン渡航略歴
筆者のアセアン各国への渡航時期は、以下の通りである。なお、国名は、初入国時の訪問順

である。
① タイ

1987 年８月

② ミャンマー

1987 年８月

（再渡航

2001 年３月）

（再渡航

1990 年１月、1998 年８月、2009 年３月）

（当時の国名はビルマ）
③ マレーシア

1988 年８月

④ フィリピン

1991 年３月

⑤ シンガポール

1993 年８月

（再渡航

1999 年１月、2009 年３月）

⑥ インドネシア

1994 年３月

（再渡航

2001 年８月）

⑦ ベトナム

2007 年８月

⑧ カンボジア

2007 年８月

⑨ ブルネイ

2009 年３月

⑩ ラオス

2010 年８月
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アセアン各国の見聞録
それでは、筆者が見たまま感じたままのアセアン 10 か国を紹介しよう。
①

タイ

筆者が大学院の修士２年の夏のことである。大学１年次から長い休みのたびにどこかしらへ
旅をしてきただけに、この多忙な修士２年の夏も、修士論文のゼミの合間をぬってどこかに出
かけたくなった。そして、短期間でも楽しめそうなところとして思いついたのが、ビルマ（現
在のミャンマー）だった。当時のビルマは、外国人は１週間しか滞在できなかった。つまり、
自ずと短い期間の旅となるため、逆に好都合なのだ。そして、ビルマまでは直行便がないため、
中継国のタイと合わせて旅することにした。かくして、就職祈願の極秘巡礼行は、タイを皮切
りにスタートしたのである。
1987 年７月末、タイの首都、バンコクのドンムアン国際空港から一歩外に出るなり、ムーッ
とする湿気に全身が包まれた。早速、かつて欧州放浪時に知り合ったバックパッカーの中学教
師から聞いていた安宿へと向かう。鉄道に乗り、バンコク中央部のホアランポーン駅近くの宿
を見つけてチェックインする。室内をアリが這いまわっているものの、シャワーとトイレが付
いてシングル１泊 80 バーツ（当時１バーツは６円）と手頃だった。排気ガスのせいか、空は曇
ったようにどんよりしている。都会の喧騒と蒸し暑さに包まれて就寝する。
翌朝、蒸し暑さで起こされた。この日は午後の便でビルマに飛ぶことになっていたため、早
めにチェックアウトして市内を見物することにする。
サムロ（三輪タクシー）に乗り、王宮とワット・プラケオ（エメラルド寺院）へと向かう。
その絢爛豪華な建築群は、今まで中国や台湾、韓国等で目にしてきた大乗仏教のものとは大い
に様相を異にしていた。どこにカメラを向けても絵になる感じだ。
タイの仏教で興味を引いたのは、建物の美しさばかりではない。ワット・プラケオの寺院に
上がって涼みがてら休んでいたとき、日本の昭和のツッパリ高校生を彷彿とさせる現地の若者
が数人入ってきた。ところが、次に彼らがとった行動には驚かされた。何と皆きちんと正座す
るなり、深々と仏前で頭を下げたのである。東南アジアの仏教国で、子供の頭をなでるのはタ
ブーとされているというのは有名な話だが、宗教的な道徳観や習慣が、日本の何倍も国民の心
の中に浸透していることを実感した瞬間だった。
この日は早めに起き出してきたのが幸いし、各国の団体観光客が来る前にゆっくりと見て回
ることができた。そしてその後もバンコクでいろいろな発見があった。まず、交通事情は非常
に悪く、それに起因すると思われる大気汚染も深刻だった。また、一般人はもちろん、警官で
さえ道を尋ねても英語が通じないことが多く、当然タイ語を読めない筆者にはまさに冒険の連
続だった。屋台の食事は安くて口にも合って良かったが、それなりに量は少なく感じた。
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この日の昼近くに筆者はタイを離れ、ビルマへと飛び立った。
一週間後、筆者はフラフラの状態でビルマからタイへと戻ってきた。その理由の詳細は「②
ビルマ編」をお読みいただきたいが、早い話がビルマ滞在中に水に当たったのである。当然日
本を出る前は、こんな目に遭うなど予想だにしていなかったので、帰路のバンコクには４泊も
する旅程を組んでいた。今となってはこれが悔やまれる。
ビルマから戻ったのちのバンコク滞在中に郊外まで出たのは、映画『戦場にかける橋』の舞
台となったクワイ川の橋くらいである。かつて日本兵が連合軍の捕虜を使ってクワイ川に橋を
かけさせたという戦争映画で、クワイ川マーチは映画史上に残る名曲として知られている。１
日３往復しかない列車に２時間半乗り、リバー・クワイ・ブリッジ駅で降りると、クワイ川の
鉄橋のたもとには、かつて走っていた機関車や大きな砲弾が展示されていた。こんな暑い場所
で重労働というのはかなりきつかったに違いない。映画の１シーン１シーンが思い起こされる
日帰り旅行だった。
それ以外は、バンコク市内を流れるチャオプラヤ川の遊覧船で水上マーケットを訪れたり、
ワット・アルン（暁の寺）やワット・ポー（ねはん寺）など近隣の寺を回ったくらいで、あと
はほとんど宿で横になっていた。滞在中、時間はじれったいくらいにゆっくりと流れた。

現在使われているクワイ川の橋

タイを再訪したのは、なんとその 13 年後のことである。結婚後の夫婦旅行で関西空港からバ
ンコクを経由してプーケット島に飛び、数日滞在後にバンコクに戻って、かつて一人で回った
寺院などを懐かしく見物した。
ところで、最初にプーケットの空港に着いたとき、
「あっちへ進みなさい」と空港職員に誘導
されるがままに歩いているうち、いつの間にか税関を通らずに外へ出てしまった。国内便で着
いたタイ人と間違われたらしい。東南アジアでは時々あることである。
プーケット島は、タイの有名なリゾート地である。このときは単独行でのような安宿でなく、
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リゾートホテルで数日を過ごした。その滞在中は、島内の動物園や水族館を訪れたり、ゾウに
乗って山の中を歩いたりして、タイの生き物たちとの触れ合いを楽しんだ。
意外にとても楽しめたのは、プーケット動物園だった。ゾウのショーがあったりゾウにバナ
ナをあげられたりするのはもちろん、いろいろな動物と間近で一緒に写真が撮れるのだ。かわ
いいオランウータンの子どももポイントが高かったが、驚いたのは子どもでなく大人のトラと
ならんで写真が撮れたことだ。肩に手を回しても、まるで借りてきたネコのようにおとなしい
のである。本当に不思議でビックリであった。
結婚してから子供が産まれるまでに、東南アジアや南太平洋の島々へよく２人で出かけた
が、プーケットはその中でも１、２を争うほど楽しくくつろげた島だと思う。
バンコクに戻ってからは、かつて一人で訪れたワット・プラケオなどの寺院を懐かしく見て
回った。寺院などの歴史的建造物が 10 年やそこらでは全く変わらないのは、タイも日本も同じ
である。だが、一緒に訪れるメンツが違うと、またそれなりに新鮮な印象を受けた。
近代的な面では、バンコクは随分と発展していた。この２年前に BTS（スカイトレイン）が
でき、市内の移動もかなり楽になった。これに乗って、ジム・トンプソンの家（男の一人旅で
はまず来ない場所だ。
）などを見て回った。
後年には、バンコクに地下鉄も開通し、ますます動きやすくなったようである。BTS や地下
鉄ができたことにより、交通渋滞や大気汚染が緩和されたのなら何よりである。
2010 年、筆者はラオスへの旅の途中でバンコクの新しい国際空港、スワンナプーム空港に立
ち寄り、トランジットのために空港内で４時間ほど過ごした。
かなり大きい空港だ。面白いことに、何と警備員が空港内をセグウェイで移動している。店
舗も多く、歩き回っているだけで疲れるほどだった。この時は入国はしていないのでバンコク
中心部へのアクセス状況は不明だが、この国の躍進ぶりが十二分にうかがえる空の玄関口だと
感じた。
ただ、いくら国が発展して便利になろうとも、プーケット島をはじめとしたかけがえのない
タイの豊かな自然は、後世まで残してほしいものである。
②

ビルマ（ミャンマー）

筆者が訪れた 1987 年当時、この国の名称はビルマであり、まだアセアンには加盟していなか
った。加盟したのは軍事政権になり国名がミャンマーとなってから（ 1997 年）のことである。
したがって、厳密に言えばアセアンの一つとしてのこの国には入国していないことになるが、
そこはご容赦願いたい。因みにイギリス、アメリカ、オーストラリア等の国々では、今でも
Myanmar でなく Burmaの表記を用いている。政権や国名が変わったり、外国人が観光目的で
入国できる日数は延長されても、この国に相変わらず閉鎖的な一面があることは、昨今のニュ
ースからもうかがえる。まあ、一応はかつてのミャンマーを訪れたということで、ここではア
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セアンに加盟する 10 年前のビルマでの見聞を紹介したい。なお、国名および地名は、当時のも
のを用いることにする。
タイのバンコクからビルマの首都ラングーン（後のヤンゴン）へと向かう機内で、隣席には
白人の男性が座っていた。話しかけてみるとアメリカ人で、カリフォルニアの高校で国語（つ
まり英語）を教えているとのこと。こちらも大学院修了後は高校の教員志望だと告げたところ、
このゲイナーさんとは妙に意気投合した。お互い一人旅の風来坊同士、ビルマでは行動を共に
することとなった。
時間のかかる入国審査を終えて年代物のタクシーに乗り込み、ラングーン市内のツーリスト
バーマ（ビルマの国営旅行社）へ。ビルマ国内の旅程を検討するとともに、近くの宿を教えて
もらう。ツインが１泊 45 チャットだった。
（当時１チャットは 22 円。）決して悪い宿ではなかっ
たが、翌日はゲイナーさん希望のホテルに替えた。何でもそのストランドホテルは、サマセッ
ト・モームゆかりのホテルらしい。さすがは英米文学に造詣の深い先生だけはある。因みにそ
のホテル、由緒ある割にはツインで 23 米ドルと、手頃な料金で助かった。
さて、このビルマなる国、学生時代に旅した 30 か国の中で、最も民族衣装の着用率が高い国
だと感じた。そんな国にとけ込むべく、後日早速ロンジー（腰巻）、ゴム製サンダル、こちら独
特の布製ショルダーバッグの三点を購入した。
ラングーン滞在中は、トラックの荷台にイスを置いた乗り合いバスに乗り、スーレーパゴダ
やシュエダゴンパゴダなどの名所を見て回った。それらはいずれも、筆舌に尽くしがたいほど
荘厳で見事な建造物だった。特にシュエダゴンパゴダへは２回足を運んだが、夜に訪れた時の
光景が印象深い。裸電球が幻想的な雰囲気を醸し出す参道には商店が連なり、花や仏具、仏像
や仏教書など宗教関係の品々が並んでいる。そして、参道を抜けると黄金色に輝く百メートル
近い尖塔が夜空にそびえていて、それを取り巻くようにあまたの小塔が林立している。地元の
参拝者に混じって歩いているうち、自分が今とても有難いところへ来ている気分になった。し
っかり就職祈願をしたのは言うまでもない。
しかし、このようにライトアップされた特別な場所を除くと、ラングーンの夜は一国の首都
としてはあまりにも暗かった。街の灯が乏しく、ネオンなどもほとんどないのである。この国
の経済力が、夜景に如実に表れていた。
隣国タイとの違いは、明かりの少なさだけではない。飲料品の流通の悪さにも驚いた。首都
ラングーンでビールが飲めるホテルは、ロシア系のホテルただ１か所、しかもわざわざ飲みに
行って飲んでみると、そのマンダレービールは小ビンで 20 チャットもした割には、お世辞にも
誉められぬ味だった。コーラやファンタにしても、小さな食堂では、仰々しくガラス戸棚に入
れて鍵をかけているところさえあった。首都でこうなのだ。地方は一体どうなるのだろうか。
その翌日、日米二人組は、不安を抱きつつ歴史都市パガンへと飛び立った。
パガン（現在のバガン）は、９世紀にビルマで初めて王朝が都を置いた場所である。日本で
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言うと、奈良や京都といった古都に当たる。現存するパゴダは 11 ～ 13 世紀の建造で、大小４
千近くもあるという。そんなパゴダが散在するパガン王朝の栄華の跡を、一日チャーターした
タクシーで巡った。
ところで、タクシーといっても、この町のタクシーは馬車である。自らを「タクシードライ
バー」と称する御者の青年は英語も堪能で、飽きさせることなくこの古都を案内してくれた。
また、筆者と同世代だったことから気が合って、何と途中で筆者とゲイナーさんを自宅にまで
招待してくれた。彼の家では、大家族が笑顔で外人２人を迎えてくれた。そして、家族の長老
と思しき腰の曲がったおばあさんが、ハエのいっぱいたかったお菓子をうやうやしく持ってき
た。ハエが飛び回っているからと食べないのは失礼だ。軽く辞退したゲイナーさんの分も、筆
者はつくり笑顔で口へと運んだ。その味は、涙が出るほど甘かった。
イラワジ川のほとりにあるバンガロー風の宿で１泊。この宿にもビールは置いていなかった
が、その代わりにヤシ酒なるものがあった。ボトル１本８チャットと安い。しかし、その味は
というと、最初のコップ１杯目は何とか飲めたものの、アルコール度数も低く飽きる味だった。
意地で無理矢理１ビン空けて寝る。

向かって右から 3 番目が筆者。

翌日、パガンからバスに乗り、さらに北部にあるビルマ第二の都市マンダレーへと向かう。
バスといっても、例のトラックの荷台を改造したやつである。
狭くて乗り心地が悪い上、途中で寿命の縮む出来事があった。走行中に突然バーンという轟
音が響いたと同時に、車体が大きく傾いて蛇行し始めたのだ。パンクしたためハンドルをとら
れたのである。幸い車は道路脇の土砂に突っ込んで停止したため、横転せずに済んだ。
パガンを出て８時間後、心身ともに疲れきってマンダレーに降り立つと、早速地元のタクシ
ーが客引きに集まってきた。ここのタクシーは、サイドカーのような自転車タクシーだ。ゲイ
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ナーさんと分乗し、近くの安宿に案内してもらう。荷物を置いてまた同じタクシーに乗り、マ
ンダレーホテル内にあるツーリストバーマへ。明後日のラングーン行き列車のチケットをゲッ
トする。このホテルは、旅行会社の支店があるほど大きなホテルだ。嬉しいことに、このホテ
ル内のバーにはビールがあった。しかも 15 チャットと、ラングーンで買うより安い。マンダレ
ービールという銘柄だけに、ここでの流通状態はいいようだ。
この街でも、タクシーの運転手とはまたもや同世代だった。
その夜、彼は商売抜きで筆者を映画館へと連れて行ってくれた。ビルマ語なので内容はわか
らなかったが、館内の雰囲気にはとても楽しませてもらった。作品が白黒で素朴なら、観客も
また素朴なのだ。主役がピンチのときにパトカーが来ると館内で一斉に拍手がわき上がり、ホ
ロッとさせるラストシーンが終わると、多くの観客が感涙をぬぐいながら帰っていった。ここ
では映画が貴重な娯楽であり、人々の心をよく捉えていることがうかがえた。
翌朝、また同じタクシーに分乗し、地場産業の工房やパゴダ等を見て回る。
ある村で、子供たちが「グンピョー、グンピョー。」と言いながら集まってきた。何のことか
と思いきや、手に旧日本軍の軍票を持っている。珍しいのでハンカチやティッシュと交換した。
日本軍がここまで来ていたことを実感する。
今にして思えば、これが筆者のビルマでの最後のまともな見学となった。
昼食後、体調の異変を感じた。やたら汗が出る上、腹の具合がおかしい。夜には体調がさら
に悪化した。全身が異常に熱く、頭痛や吐き気、激しく繰り返す便意に包まれた。この夜は２
階の部屋と１階のトイレを何度フラフラと往復したことかわからない。結局、ろくに眠れずに
朝を迎えた。
翌日、宿の主人が、
「近くに英語を話せるドクターがいるよ。」と教えてくれた。外国の、し
かも地方都市なだけに心配だが、早速昨日と同じ自転車タクシーでその医院へと向かう。
一般庶民と同じくロンジー（腰巻）姿のドクターは、すぐに診察を始めてくれた。
まずは問診。窮すれば通ずで、身振り手振りでなんとか通じたようである。
続いて検温。口に体温計をくわえさせられる。
「ちょうど 100 度だね。」と言われて驚いたが、
こちらは華氏で測るのだ。摂氏だと 38 度ほどになる。
最後に聴診器を服の上から胸に当て、
「水に当たったんでしょう。」という診断が下された。
５回分の薬と湯冷ましを受け取り、20 チャットを払う。
その夜９時の列車に乗るべくマンダレー駅へ。心配をかけた運転手と別れる。
が、こんな時に限って列車が予定の時間に来ない。ホームに寝袋を広げてまだ調子の悪いか
らだを横たえ、ひたすら列車を待ち続けた。列車が来たのは、何と予定の８時間後の翌朝５時
のことだった。リクライニングもエアコンもない過酷な列車の旅を終えてラングーン駅に着い
たとき、時計の針は午後８時を指していた。ストランドホテルにたどり着くなり、筆者はベッ
ドに倒れ込んだ。
翌日、ラングーンからバンコクへと飛んだ後、バンコクの空港でゲイナーさんと別れた筆者
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は、以前泊った安宿へフラフラと向った。
（この後は「①タイ編」中盤の通りである。）
③

マレーシア

タイ・ビルマへの就職祈願巡礼行が功を奏したのか、翌 1988 年の春、筆者はめでたく國學院
高等学校に就職できた。そして、その夏にもらった初めてのボーナスを使って訪れた国は、初
渡航のオーストラリアだった。この時は安いマレーシア航空を利用したため、乗り継ぎの関係
でシドニーからの帰路に、クアラルンプールで２泊することになった。これがマレーシアへの
初入国である。
クアラルンプールの空港の案内所で近くの YMCA を教えてもらい、訪ね歩いてチェックイ
ンする。相部屋が２泊で 21 リンギと安かった（当時１リンギは約 50 円）。この宿をベースに博
物館や商店街などを見て回った。
さて、マレーシアは多民族国家である。イスラム系のマレー人が多いため、街のどこからと
もなく流れてくるコーランが異国情緒を感じさせる。その一方で、イスラム圏なのにコンビニ
でアルコールを扱っているのは嬉しい。
滞在中、同室のマレー人に誘われてジャッキー・チェン主演の香港映画を見に行ったが、こ
れが実に面白かった。何とマレー語・中国語・英語の３行で字幕が出たのだ。多民族国家なら
ではの複雑さである。
夜は夜で、同室のマレー人、コンゴ人らと出歩いて、名物のサテーを食べつつ一杯やったり
した。アイスカチャンという果物入りのかき氷のような食べ物を教えてもらったのもこの滞在
中である。わずか２泊ではあったが、マレーシアの第一印象はとても良いものとなった。
２年後（ 1990 年）の元旦、筆者は成田空港にいた。枡酒が振舞われていたり案内所の女性職
員が晴れ着を着ていたりと、元日の成田も乙なものである。
枡酒を振舞っていた男性は筆者を見るなり、
「青年海外協力隊の人でしょう？」と言った。そ
んなイメージを与える身なりをした筆者の目的地は、ボルネオ島のマレーシア領にそびえる東
南アジア最高峰、キナバル山（標高 4095m）である。
ボルネオ島は、グリーンランドとニューギニアに続いて世界で３番目に大きな島である。そ
の北部がマレーシア領、南部がインドネシア領、それらに挟まれた北西側の一部がブルネイと
いうように、３か国に分かれている。
わずか５時間のフライトで着いたマレーシア領コタキナバルの小さな地方空港は、今年初日
の旅行者を迎えるセレモニーで盛り上がっていた。オランウータンの子を抱いた人や民族衣装
の人々が、木の実で作った首飾りのブレゼントを配って迎えてくれた。すっかりいい気分にな
り、あることを忘れて筆者は足を進めた。
初日はキナバル山麓のロッジで１泊し、２日目からいよいよ登山を開始する。まずは管理事
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務所に行き、山岳ガイド兼ポーターを１
人雇う。地元のカダザン族のガンパット
という青年が同行してくれることになっ
た。車で標高 1830mの登山口まで行き、
二人で登攀を開始する。
標高2000m近いとは言え、さすがは熱
帯圏だ。シダ植物やつる植物が目立つ典
型的熱帯多雨林の様相を呈している。と
ころが、そのジャングルの中を延々と続
く登山道はというと、かなりよく整備さ

キナバル山麓には数種のウツボカズラが分布する。

れていて快適に登ることができた。また、随所に設けられた休憩所には、屋根付きのシェルター
に飲料水のタンクも備えられているほど至れり尽くせりだった。
この日は、登山道脇のウツボカズラなどの写真を撮りつつ４時間ほど登ったところの、ラバ
ンラタ小屋（標高 3300m）にて１泊する。暖房もある上、高いながらも食堂にビールがあった
ため、くつろいだアタック前夜となった。
翌朝は午前３時に小屋を出発、ヘッドライトを点けてガンパットに続いた。
森林限界を越えて岩ばかりとなった登山道は、傾斜が増し、ロープが備え付けられていると
ころもあった。満点の星空とはるか下界のコタキナバルの灯を眺めつつ足を進める。ラバンラ
タ小屋を出て２時間ちょっと歩いたところで、とうとう我々２名は山頂に到達した。ついに標
高 4095m、東南アジアの最高地点に立ったのだ。この時のために日本から持参した熱燗機能つ
きの日本酒をガンパットにも振舞って乾杯する。６時 20 分、御来光を拝んだのち、満足感や達
成感に包まれて下山を始めた。山麓のロッジまで戻り、また１泊する。
次の日は、夜の帰国便が出るまで時間があったため、南シナ海沿いのホテルのプライベート
ビーチにて山の汗を流した。日帰り入浴ならぬ日帰り海水浴である。こうして標高０m までを
も満喫してコタキナバル空港へと戻った。
さて、ここでとんでもないことに気付いた。パスポートに入国の証明がなかったのである。
入国時のセレモニーがあまりに盛り上がっていたため、空港職員に指摘されることもなくマレ
ーシア人に混じって入国審査も受けずに外に出てしまったのだ。どうなることかと焦っている
と、税関職員が「入国時に何かもらったでしょう？ それを見せて下さい。」と言った。筆者が
初日にもらった木の実の首飾りを見せると、
「ああ、それがあれば確かですね。」と、出国の手
続きをしてくれた。こんな木の実で身柄が保証されてしまうとは‥。おおらかな国で助かった。
また一つこの国の良さを感じながら、筆者は帰国の途についた。
1998 年には夫婦旅行でマレーシアを訪れている。このときまず足を踏み入れたのは、リゾー
ト地として有名なペナン島である。海の美しさもさることながら、観光地や自然の中でいろい
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ろな生物との出会いがあった。
蝶園ではチョウをはじめとした南国の昆虫たちが、また、通称ヘビ寺ではなぜかしらよく慣
れているヨロイハブたちが我々を迎えてくれた。ヘビ寺には、ヘビを持つ秋篠宮様の写真が飾
られていた。この手の場所はお好きそうだ。
動物園も、小さくて素朴ながら楽しめた。というのは、動物たちとの距離が近いのだ。人の
姿を見つけてすぐそばまで近づいてくるゾウガメがいるかと思うと、トラも金網越しに手の届
きそうな距離を歩き回っていた。
一方、ホテルそばの道路の側溝で１m 近いオオトカゲを見たこともあった。このように、単
なる景色以外にも大いに南国風情を醸し出している島だった。
ペナン島に続いて訪れたのは、首都のクアラルンプールである。筆者にとっては 10 年ぶりの
再訪となった。イスラムの建築様式が美しい駅舎などはかつてのままで懐かしかったが、新し
い建造物も随分と増えていて、この国の躍進振りがうかがえた。特に２本の巨大な尖塔が空を
突いているような 88 階建てのツインタワーは、この年オープンしたばかりの見事な現代建築
である。中には広大なショッピング街が広がり、時間がいくらあっても足りないほどだった。
また、２年前にできた KL タワー（ 421mで東南アジア一）からの眺めも楽しめた。
クアラルンプール滞在中、郊外のヒンズー寺院や特産品のスズ工場なども訪れる。この国に
はまだまだ見所が多いことを実感した。
数日後、日本の黒川紀章が設計したという、できたばかりの大きな国際空港ターミナルから
日本に向けて飛び立った。今後も日本とマレーシアの友好関係がいつまでも円満に続くことを
願いつつ。
2009 年春、筆者はボルネオ島を再訪した。国内で一切アルコールが売られていないブルネイ
からの入国だっただけに、コタキナバルに着いた時には、ある意味ほっとした。今回の目的は、
世界最大の花で知られるラフレシアの撮影である。茎も葉もなく、他の植物に寄生して栄養分
を得ている奇妙な植物だ。開花時期が決まっているわけではないので、現地に行ってみないと
撮影できるかどうかはわからない。滞在日数も少ないので、賭けのようなものである。
早速チャーターした車に乗り、キナバル山方面へと向かう。登頂した前回の旅が懐かしい。
今回はまず山麓にある、日本人観光客にも有名なポーリン温泉周辺を散策する。その後走った
道路際にラフレシアの絵を発見した。地元の人は、ラフレシアが咲くと、その近くの道路にラ
フレシアの絵を掲げて観光客に教えるのである。筆者はこれ幸いと、わずかの見学料を支払っ
て山道へと入った。地元の子どもが案内してくれたのは、道路からほんの少し入っただけの場
所だった。ソフトボール大の蕾から大きく開いた１m 近い花まで、数個観察、撮影できた。ラ
フレシアは臭いと聞いていたが、開花後数日経っていたのか、筆者の鼻が悪いのか、匂いは感
じなかった。満足してコタキナバルに戻る。
翌日、10 年ぶりに例の海沿いのホテルにて日帰り海水浴。そして見間違うほど大きくなった
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コタキナバルの空港ターミナルにて、シンガポール行きの便に乗り込んだ。こんな近代的で立
派な空港なら現地人に混じって税関を通らず出てしまうこともないだろうと、前回の旅を懐か
しく思い出しながら。
④

フィリピン

1991 年春、筆者は短い期間で旅ができそうなところとして、フィリピンを訪れた。これまで
マニラの空港にトランジットで立ち寄ったことは何度かあるものの、正式に入国したことはな
い。今回は、行ったことがないから行くというのが渡航理由で、目的らしい目的のない旅であ
る。全くの行き当たりばったりを極めることにした。
予習もせず、ガイドブックも持たずマニラに降り立った筆者は、空港の案内所で地図を一枚
もらってタクシーに乗り込んだ。ネオンまばゆい繁華街近くの安宿にチェックインする。１泊
140 ペソ（当時１ペソは約５円）とお手頃ではあるが、ドアに四つも付けられている鍵がこの
国の治安状態を如実に表していた。
一服後、一杯やりに外へ。このとき見つけた近くの庶民的食堂には、滞在中頻繁に訪れるこ
とになった。ビール小ビンが 7.75 ペソ。40 円もしないのが嬉しい。また、ここで食べて気に入
ったのが、茹でたピーナッツである。日本のとは明らかに違う品種で、１つの殻の中に３つも
４つも豆が入っているのだ。味も美味しいし、得した気分になった。
翌日、市内の観光案内所を訪れたときのこと、警備員の１人が「中国人かい？」と気さくに
話しかけてきた。
「いや、日本人だよ。
」と言うと、
「本当？」と念を押してきた。まあ国籍を間違われるのは慣
れてはいるが。
この時出会った警備員デラクルースさんにはなぜか気に入られ、後日彼の姉の家に呼ばれ、
さらに彼自身の家にも招待されている。電気もない彼の家の中では、老婆と妻子が寄り添うよ
うに生活していた。決して裕福でない彼が、ありのままの暮らしぶりを見せてくれて、ラフな
外人の筆者を温かく迎えてくれた。人間の優しさとたくましさを感じた家庭訪問だった。
ところで、警備員はマニラのいたるところで目にする。銀行などではもちろん、小さい商店
やコンビニにも銃を持った警備員が配備されていたりする。これもまた、この国の治安の現状
を表していると言えるだろう。
さて、フィリピンというと、かつて城山三郎の小説でも読んだし、NHK の大河ドラマでも観
た『黄金の日日』が思い出される。豊臣秀吉の時代にいた堺の商人、呂宋助左衛門が主人公で、
彼が交易相手としたルソンの浜辺が美しく描かれていた。
フィリピン滞在中、そんなヤシの木の並ぶ美しい砂浜を求め、マニラ市街を行き当たりばっ
たりで飛び出した。
「きれいなビーチはどこにありますか？」と尋ねながらバスや船を乗り継い
でたどりついたのは、ミンドロ島という島である。ココヤシが砂浜に並んでいるだけで何があ
るでもない、その美しいのどかな島で数日のんびり過し、リフレッシュしてマニラの喧騒の渦
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いかにも南の島らしいミンドロ島のココヤシ林

中へと戻った。
例の食堂では、すっかり顔なじみとなった店員さんが、頼みもしないのに行くたびに果物や
ピーナッツを出してくれた。ジュークボックスから流れる音楽を聴きながら、タガログ語しか
解さない地元の青年らとビールの空きビンを並べ、筆者なりの『黄金の日日』を満喫した。
帰国する日、食堂の店員さんは、筆者が滞在中喜んで食べていたピーナッツをどっさりとビ
ニール袋に入れて持たせてくれた。また、警備員のデラクルースさんは、わざわざ空港まで乗
り合いバスで送ってくれた。別れ際に筆者は、「よかったら娘さんにどうぞ。」と今回の旅では
もう使うこともない懐中電灯と電池を彼に手渡した。彼の家に招かれた時、ろうそくの灯の下
で本を読んでいた姿が印象的だったからだ。
このように今回のアセアンの旅は、今までと違って生物群集ではなく、ヒトの個体群（すな
わち人間社会）の様子について考えさせられた異色の旅となった。
治安が悪いと言われる国において、筆者の行き当たりばったりの旅が無事終えられたのは、
偶然出会った現地の人々の協力や援助があってのことだ。心から感謝したいものである。
⑤

シンガポール

きれいなイメージの観光地として知られるシンガポールに筆者が初めて入国したのは、結婚
後のことだった。1993 年の夏のことである。この時は初めてということで、とりあえず有名な
ポイントをあちこち回った。
生物関係の場所で言うと、まず、シンガポール動物園では予想以上に楽しむことができた。
フェンス越しではないため、動物を見やすいのが好印象だった。また、オランウータンやチン
パンジーのショーでは、今まで見たこともないくらいの完成されたやりとりに感激させられ
た。日本でのニホンザルを使った芸がどうも無理矢理やらせている感があるのに対して、ここ
のショーはオランウータンやチンパンジーたちも楽しんで演じているように思えた。
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ジュロンバードパークは、鳥類専門の動物園としては日本には並ぶものがないほど規模が大
きい鳥類園だった。広大な土地に飼われている多くの鳥たちは、南国の自然豊かな環境の中で、
皆生き生きとしているように見えた。
さて、シンガポールはマレー半島の先端にある小さな都市国家だが、その南にセントーサ島
という島がある。ロープウェイに乗ってその島も訪れた。
島の中には観光名所がたくさんある。昆虫館や水族館では美しく珍しい南国の生き物たちと
出会うことができた。特に水族館は、日本の新しい施設に十分匹敵するほど見応えがあり、シ
ンガポールがアセアン諸国の中でも先進的な国家であることを実感させられた。
その他、お決まりのマーライオンやラッフルズホテル等、市街地も歩き回る。
中国料理を中心とした食事も口に合い、食べ歩きの点でも満喫することができた。だが、こ
の国の魅力はそれで尽きることはなかった。

セントーサ島の水族館

1999 年、再び夫婦旅行でシンガポールを訪れた。
前回の旅でも楽しめたセントーサ島に渡る。昆虫館や水族館は相変わらず我々を魅了させて
くれた。新しい見所としては、巨大なマーライオン像が建っていた。展望台になっていて、中
を上まで上ることができるのだ。早速上って上からの眺めを楽しんだ。
しかし、この島が後年さらに発展を遂げるとは、この時の筆者はまだ知る由もなかった。
シンガポール動物園では、ナイトサファリという企画が始まっていた。夜の動物園を回り、
動物たちの夜の様子を観察させるというものである。が、これは今一つの感じがした。動物写
真を撮るのが好きな筆者にとっては、フラッシュ撮影も許されないナイトサファリはどうも満
足できなかったのである。やはりシンガポールの夜は、まばゆい街なかのレストランでのんび
り飲み食べするに限る。
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さて、前回の旅では訪れず、今回初めて足を運んだ生物がらみの場所としては、ワニ園と爬
虫類園がある。前者はさほど広くもない敷地内にワニだけが飼われていたに過ぎず、お世辞に
も楽しめるところではなかった。しかし、後者は何種も爬虫類が飼われており、ワニが餌を食
べるところを見せたりして、前者よりも興味を持って見学できた。
この爬虫類園で嬉しいことがあった。飼育係の人が、抜けたばかりのワニの歯をくれたので
ある。肉食のワニにとっては歯が命なので、我々ヒトのように抜けたらそれで終わりというわ
けにはいかない。常に新しい歯が下から次々と生えてくるのだ。これはサメも同様である。も
らった歯にはヒトの永久歯のような歯根はなく、全体が円錐形をして鋭くとがっていた。
前回の旅で見つけた美味しい店も再訪し、今回も満足しきってシンガポールを後にした。
2009 年、筆者は単身ボルネオ島を訪れた際、シンガポールに立ち寄っている。
この旅の主目的は初訪問のブルネイへの渡航（「⑨ブルネイ編」）と、ボルネオ島のマレーシ
ア領でのラフレシアの撮影だった（
「③マレーシア編」）。
成田を 19 時に出た筆者は、深夜１時半過ぎにシンガポールに着いた。朝９時のブルネイ行き
の便が出るまで時間はあったものの、無駄な出費を控えるために入国はせず、空港内のベンチ
で仮眠した。ここまでの機内で観た映画が『ホームレス中学生』だったこともあってか、空港
のベンチは実に快適だった。
そして数日後、ブルネイとコタキナバルの旅を終えてシンガポールに戻ったときには、昼か
ら夕方までの時間の余裕があったので、入国してアクティブに動き回ることにした。
まず向かったのは動物園である。オランウータン、ホワイトタイガー、バビルサ等いろいろ
な動物たちをカメラに収めた。
続いて、セントーサ島に向かう。今まではロープウェイで渡っていたが、今回来てみると新
しくモノレールができていた。早速乗って島へと向かう。
途中、未完成の駅に停車する。その周囲は大々的に建築工事が行われていた。何と、１年後
には、ここにユニバーサルスタジオ・シンガポールがオープンするとのこと。完成したら是非
家族で来たいものである。
ところで、リゾート地としてのセントーサ島の発展には著しいものがあった。モノレールの
終着駅で下車すると、電気自動車が島内を循環していた。海水浴場も整備され、多くの店舗が
それを囲むように造られていた。ユニバーサルスタジオが完成すれば、この島の集客力はさら
に増すことだろう。
島の南岸まで行ってみると、面白い碑が建っていた。アジア大陸最南端を示す碑である。確
かに考えてみると、インド南端のコモリン岬よりもマレー半島の方が南まで伸びている。島と
はいえモノレールや道路などでつながったこの場所がアジアの最南端、つまりはユーラシア大
陸最南端なのだ。
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学生時代、ヨーロッパ放浪中にユーラシア大陸最西端、ポルトガルのロカ岬まで足を伸ばし
たことがある。広大なユーラシアの一端を極めるのは何ともいえない達成感が味わえるもの
だ。
飽きもせず昆虫館と水族館を見学した後、空港まで戻るべく、帰路に着いた。モノレールに
て半島側に戻ると、駅ビル内は、異常なまでの人混みであふれていた。ステージがつくられ、
それを囲むように人がごったがえしている。誰か有名人でも来るようだ。
それが誰なのかを知った途端、人混みの理由がわかった。筆者も遠くからチラッと見たその
人物とは、香港のスーパースター、ジャッキー・チェンだった。
来るたびにいろいろな出会いと発見があるシンガポール。次回はどんな出会いや発見が待っ
ていることだろうか。
⑥

インドネシア

結婚後久しぶりに単独行に出たのが、1994 年のインドネシアへの旅だった。
目的は、世界最大のトカゲ、コモドオオトカゲ（コモドドラゴン）の撮影である。３m を越
えることもあるこのオオトカゲは、インドネシアのコモド島、パダール島、リンチャ島、フロ
ーレス島などに約５千頭が分布しており、そのうち約３千頭がコモド島に生息している。日本
人に人気のバリ島とは異なり、コモド島の情報は少ない。空港もない離島のコモド島まで、結
局はほとんど行き当たりばったりの旅で行くこととなってしまった。
まずはバリ島へ。日本から直行便が出ているだけに、ここまで来る邦人渡航者は多い。その
ほとんどがすでに予約したビーチリゾートへと散っていったのに対し、筆者は空港の案内所で
安宿を探し、チェックインした。
翌日現地旅行社でコモド島までの足を確保する。通常は隣の島まで飛行機で飛び、そこから
船で渡るようだが、その船も 10 人近く人数が集まらないと出港しないそうだ。明日からの急な
出発、しかも全行程一人ということで、随分高くついてしまった。２泊３日の全宿泊代、食費、
交通費、ガイド料込みで、百万ルピア（約 51,800 円）もした。元手がかかっただけに、何とか
撮影を成功させて戻らねば。
その翌日、いよいよコモド島までの２泊３日の旅が始まった。まずは、迎えの車に乗ってバ
リ島の空港へ。小型のプロペラ機に乗ってロンボク島のマタランに飛び、さらにスンバワ島の
ビマまで飛ぶ。低空を飛ぶので、バリ島のアグン山（ 3142m）や、ロンボク島のリンジャニ山
（ 3726m）がダイナミックに見える。また、海上では眼下に美しいサンゴ礁がよく見えた。
ビマの空港では、男性ガイドが迎えに来ていた。一緒に車に乗り、のどかな農村風景を眺め
ながら約 50 キロ離れたサペ港へと向かう。
ここからいよいよ船で出航だ。小さな船には船長と３人の船員、１人のコックが乗務してい
た。乗客はガイドと筆者の２人だけという、筆者には極めて珍しい大名旅行である。昼、夜と
２回の食事を甲板でとり、夜８時頃ようやく上陸地点に到着した。
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さて、今夜どこで寝るかは、筆者が自由に選べることになっている。このまま船で夜釣りで
もして船内で１泊してもいいし、上陸して島で１泊してもよいのだ。夜釣りにも興味はあった
が、ここまで来たら、早く上陸したい。結局、コモドドラゴンと同じ大地で寝る方を選んだ。
ボートに乗り換えて砂浜に上陸し、懐中電灯を手にガイドに続く。ベニヤで仕切られた部屋
にはベッドと棚があるだけの、素朴なバンガローにて１泊する。
翌朝、40 人ほどいた外人客（アジア系は筆者１人、あとは全て白人。）は２班に分けられ、筆
者を含む１班は６時半にレンジャーの先導で出発した。
道は平坦で下草も少なく、歩きやすかった。20 分ほど歩いたところで、『危険地帯』と英語
で書かれた看板が目に入った。
「ここからコモドドラゴンが頻繁に現れるエリアとなります。もう少し行くと安全地帯があ
りますので、その柵の中に入るまではあまり写真など撮らずに急いで歩いて下さい。」とレンジ
ャーが言った。その言葉通り、前方から２m は越えているであろう巨大なオオトカゲが２、３
頭のっしのっしと近づいてきた。白人たちは、レンジャーの指示通りさっさとオオトカゲを迂
回して柵の中に入った。筆者は最後尾で撮影し続けていたが、いい加減にやばいと感じて柵に
飛び込んだ。その後は、鳥かごから外を見る状態での観察、撮影がしばし続いた。
途中、レンジャーがヤギの肉を与える
と、それをドラゴンたちは激しく奪い合
った。
「ジュラシックパーク」さながらの
光景と言えば想像できるだろうか。
迫力ある現代の恐竜の息づかいを身近
に感じ、筆者は満足して帰りの船に乗り
込んだ。途中、沖からコモドの村（この
島にも人が住んでいることを初めて知っ
た。
）を眺めたり、海岸林に乱舞するオオ
コウモリを観察しながらスンバワ島まで

島内を闊歩するコモドオオトカゲ

戻って小奇麗なホテルで１泊し、さらそ
の翌日には空路にてバリ島へと戻った。
久々にエキサイトする撮影行を終えて帰国する。
2001 年には夫婦旅行でバリ島を再訪した。例によって単独行でない時は、リゾートホテルへ
の投宿となる。基本的にはビーチやプールでのんびりした日々を送った。
滞在中、船でイルカを見に行ったことがある。全く餌付けされていない野生のイルカを見る
ために、かなり沖まで移動した。時間がかかったものの、何とか群れに出会って撮影すること
ができたので何よりである。このような手間が省けてイルカと触れ合える昨今の水族館のサー
ビスが、とても有難いものであることに改めて気付かされた。
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バリ島の動物園では、東南アジア産に限らず、南国の爬虫類がいろいろと飼育されていた。
ホカケトカゲやサイイグアナなど筆者が初めて見る種もいて、新鮮だった。
爬虫類といえば、ホテルの敷地内で身近に観察できたものもある。我々が泊まったホテルで
は、アオウミガメの保護と繁殖が行われていた。プライベートビーチで産卵、孵化させたウミ
ガメの赤ちゃんを海に帰す場面に、滞在中たまたま立ち会うことができた。元気に育ってほし
いものである。
また、ビーチやプール周辺の樹木に、時おり飛来する生き物がいた。トビトカゲの一種であ
る。肋骨を広げて羽のような部分をつくり、木から木へ滑空する面白い習性のトカゲだ。トビ
トカゲなんて山奥に行かなければ出会えないものと思っていただけに、嬉しい発見だった。
帰国日にはガルーダ・インドネシア航空が欠航したため、帰国が１日延びるというおまけが
ついた。この国の料理を食べる機会が増えて、こちらとしてはホクホクであった。
インドネシアの島数は１万を超える。今回はその中の１つしか訪れていないし、前回筆者が
足を踏み入れたのも、バリ島の他にロンボク島、スンバワ島、コモド島の３つだけだ。そう考
えると、多様な自然を持つこの島国の魅力はまだまだ尽きることはない。
⑦

ベトナム

いくら旅好きとはいえ、子どもの誕生後しばらくは、妻子から離れることなく国内でおとな
しくしているしかなかった。その日々は５年にも及んだ。
2007 年、筆者の臥薪嘗胆の日々に一条の光を射し込む出来事があった。大学時代の同じ研究
室の友人で、林野庁からカンボジアの JICAに派遣されていた圓谷浩之氏が、自分の滞在中に
一度遊びに来ないかと誘ってくれたのである。
カンボジアというと、ポルポトによる大量虐殺だの、未だに続く地雷による惨事だの、どう
もあまり治安の良くないイメージが多い。ところが、現地に精通したエリート官僚が滞在中行
動を共にしてくれるとあれば、話は別だ。
もう一つ、幸運な巡り会わせがあった。筆者は 2004 年から NHK 教育テレビ「高校講座『生
物』
」の講師を勤めていたが、ちょうどこの 2007 年から新シリーズの収録が始まることになっ
た。そして、筆者が担当することになったのが、植物についての回だった。その番組の中で、
植物のもつたくましさ、生命力の強さを取り上げる方向に話が進んだ。圓谷氏によると、カン
ボジアではまさにそれにうってつけの光景が見られるという。
かくして、優秀な国家公務員に身柄を守られつつ NHK の番組作りのネタ探しをするという
大義名分を得た筆者は、家族の許可も無事に得ることができ、大船に乗った気持ちで久々の渡
航準備を始めたのであった。これも縁なのか、カンボジア大使館は筆者の職場から自転車で 10
分ほどの青山にあったため、ビザの申請や受理は楽だった。
ところで、現地までは日本からの直行便はない。アセアン諸国ではタイのバンコクかベトナ
ムのホーチミンなどで乗り継ぐことになる。筆者は、どうせならまだ行ったことのないベトナ
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ムに寄って行くルートをとることにした。
2007 年８月、筆者は久しぶりに成田空港に来た。新しいパスポートには IC カードが内蔵され
ていて、今では出国カードは書かなくてよくなっていた。だが、この数年のうちにアメリカの
同時多発テロなどの事件が起きたために、機内に持ち込める液体が制限され、実質アルコール
の持ち込みはできなくなっていた。これは筆者にとっては大打撃である。いつも機内に荷物を
預けず、手荷物以外は持たないで渡航する筆者は、アルコールを機内に持ち込めないとなると、
かつての飲み仲間である圓谷氏への手土産が運べなくなってしまう。日本からベトナムまでは
成田空港内で買った酒に限り機内に持ち込めるものの、ベトナムからカンボジアまでは面倒く
さいことに預けないといけないのだ。しかし、これから世話になるであろうことを考えると、
預けてでもカンボジアまで持って行くことにした。
現地時間午後 10 時半頃、ホーチミンに到着。ここで２泊することになっている。とりあえず
空港案内所で教えてもらった安宿に向かうが、１泊シングル 20 米ドルと、筆者にとっては決し
て安くはない部屋だったため、翌日は 11 ドルの宿に替えた。これでエアコン付きのシングルだ
から十分有難いというものだ。
ベトナム入りした翌日は、現地発着の日帰りツアーでメコンデルタを訪れた。
朝８時、バイクの後ろに乗り観光バスの乗り場へ。白人やインド人らの参加者とともに、大
型バスで 70km 離れたミトーへと向かう。
バスを降りると、褐色のメコン川が視界に広がった。そこからエンジン付きの小船に乗り、
メコンの支流へと分け入って行く。両岸には南国らしく葉が大きい植物が繁茂している。土地
は全体的に標高が低く、途中で上陸して向かった集落にしても、水場のすぐ近くで人々が生活
しているといった感じだ。ココナッツキャンディーの工場や、養蜂の様子などを見学する。

小舟に乗りメコンデルタを進む
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昼食後、今度は女の人が櫂でこぐ小舟に乗ってさらに奥地へと移動し始めたとき、何やら空
が急に暗くなった。嫌な予想は的中し、大粒の雨が降り始めた。こんな時に限って傘を持って
ない。やれやれと思ったら舟を漕いでいた女の人が、手慣れた感じでビニールを配り始めた。
何だ、ちゃんと雨がっぱが舟に積んであったのかとホッとして受け取ったのも束の間、それは
ただのビニール風呂敷だったことを知って唖然とした。無いよりはましだが、素朴すぎである。
頭から被ったものの、結局、頭以外のほとんどはびしょ濡れとなる。
次に上陸した集落では、民族衣装のアオザイを身にまとった人たちの歌を聞きつつフルーツ
を食べ、舟へと戻った。びしょ濡れになったとは言え、さすがは熱帯の暖かさだ。いつしか服
も乾き、すっかり不快感もなくなっていた。
バスにてホーチミンに戻ったのは、夕方５時を過ぎた頃だった。温暖化に伴い水没の危機が
あると言われているメコンデルタの自然環境の現状と、その中で営まれている小規模な地場産
業を垣間見ることができて、有意義な一日だった。昼食もついて、これでたった７ドルという
のはお得だと思う。
夕食は、イヌやネコが足元を走り回っている素朴な屋台で、フォー（ 15,000 ドン）を食べつ
つビール（ 10,000 ドン）を飲む。
（当時１米ドルが 16,000 ドン。）近くにはコンビニもあってア
ルコールが売られているのもうれしい。一人でのんびり滞在するにはいいところだと思う。
翌日は、午後のカンボジア行きの飛行機の時間までホーチミン市内を散策する。たくさんの
オートバイが大通りで大レースを繰り広げているホーチミン中心部で、市場、デパート、中央
郵便局などを歩き回る。
市場には、カエルやイモムシなど、日本の市場では売られていない品々が、ごく普通に売ら
れていた。実に興味深い。まさにディープなアジアだ。これから訪れる隣国のカンボジアにも
何か新しい発見がありそうな、いい予感を感じながら筆者は空港へと向かった。
⑧

カンボジア

2007 年８月、ベトナムから隣国カンボジアの首都、プノンペンに到着。空港には懐かしい顔
が待っていてくれた。今回の旅の立役者、圓谷浩之氏である。彼のおかげでここまで来ること
ができたのだ。
（
「⑦ベトナム編」の冒頭参照。
）
空港の駐車場では、運転手付きの圓谷氏の車が待っていた。途中で軽く外食した後、彼の家
へ。圓谷家は何と豪華なホテル暮らしで、プノンペン滞在中は子ども部屋を使わせてもらうこ
とになった。有難いことである。この夜は奥さんの手作りそうめんを食べながら、しばし語り
合って旧交を温めた。
翌日からは、圓谷氏と二人でシェムリアップへと向かう。あの有名なアンコール・ワットに
近い地方都市である。
圓谷氏とは何か月も前から、日本・カンボジア間でメールをやり取りし、今回の旅の計画を
進めてきた。プノンペンからシェムリアップまで行きは船、帰りは飛行機で移動することに決
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めていた。まずはトンレサップ川沿いの乗船場に向かう。そこには、思ったよりも速そうな細
長い船が停泊していた。
７時に出航。その船は屋根の上に上がることもできるので、上がってみる。これが最高だっ
た。両側にはのどかな川沿いの景色が流れ、二人とも強い日差しと気持ちのいい風を浴びなが
ら缶ビールをのどに流し込んだ。
３時間以上進んだ頃、いつしか川の両岸が見えなくなり、360 度視界全てに褐色の水面が広
がった。川の上流にあるトンレサップ湖にさしかかったのだ。
12 時頃、湖岸に高床式の家屋が見えてきた。が、上陸地点には桟橋も何も無い。岸近くに行
けるところまで行って板を置いて上陸する。雨季と乾季で湖面の広さが変わるために、しっか
りとした船着場は造れないらしい。納得である。
ここには、たまたまシェムリアップに遊びに来ていた圓谷氏の秘書が車で迎えに来てくれて
いた。これまた有難い。20 分ほど走った宿に案内される。シングル１泊が12 ドルの部屋だった。

プノンペンからトンレサップ川を遡上する

昼は、近くの食堂で麺類を食べる。こうした一般の食堂でもドル札は使える。面倒だからか、
麺類１杯も、ビール１本も、１ドル札１枚で支払える場合が多い。だから、カンボジア旅行時
は小額のドル紙幣が役に立つ。因みに当時１ドルは約 4,000 リエルだった。
早速アンコール・ワットへ。圓谷氏の勧めで、アンコール・ワット遺跡群入場一週間有効パ
ス（ 60 ドル）を購入する。これだと他の遺跡も見学できるのだ。
アンコール・ワットは、外観も内部の彫刻も素晴らしいの一語に尽きた。まさに人類の偉大
なる遺産だと思う。重い石材で、よくこれだけの大建造物を築いたものだ。我々２人は回廊を
くまなく回り、階段で上れる一番上まで上った。視界に入る周囲は、一面緑の世界だった。時
が止まったかのようなのどかな眺望に、日本での日頃の慌しさが全て他人事のように思えた。
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迎えに来た車に乗り、夕日を見るのにオススメと言う丘の上の遺跡へと向かう。が、タイミ
ング悪くスコールが来た。雲が夕日を隠してしまったものの、スコール直後、遠くアンコー
ル・ワットにかかった虹はとても美しかった。
夜はシェムリアップ市街で魚やスープ等、カンボジア料理を食べる。この辺りは外国人も多
い。また、日本人より韓国人が目立つが、韓国からは直行便が飛んでいるかららしい。
翌日は、今回の旅の最重要目的地を訪れることになっていた。まずは、ホテル前にいたタク
シー（オートバイの後ろにシートがあるタイプ。
）と圓谷氏が交渉。この日からシェムリアップ
滞在中は、同じタクシーを連日使うことになった。
アンコール・トム、象のテラス等の遺跡を見た後、今回の旅の主目的地、タ・プロムへ。そ
こで我々が見たものは、遺跡を覆い尽くす多くの巨樹の姿だった。
テトラメレスという木が随所で遺跡を覆い、根を伸ばしていた。さらにその木などにクワ科
イチジク属のバンヤンという木が、取り巻いている。バンヤンは、その実を鳥やサルが食べて
樹上で糞をすることにより種子が散布される。発芽したバンヤンは、元の樹木を覆うように伸
びていき、やがて完全に元の木を覆い尽くして枯らしてしまう。そのため、
「絞め殺しの木」と
もよばれている。日本の南方にあるガジュマルなども、これに近い仲間である。
アンコール・ワットの発見が遅かったのは、こうした植物に覆われていたためと言われてい
る。アンコール・ワットではこれらの植物をきれいに除去して復元しているが、タ・プロムで
は、植物のパワーを伝えるべく、発見当時の状態を今日まで残している。遺跡を崩さんばかり
に根を張り巡らしている光景は、植物の強さ、たくましさを感じ取るのには余りあるほどのイ
ンパクトがあった。
午後、圓谷氏も仕事でよく来るというアンコール・ワット遺跡群の植林を行っている営林事
務所に寄る。現地スタッフの協力のもとで作ったというポスターなどについて説明してくれ
た。英語圏でない外国で仕事ができる人というのは大したものだと思う。
この日の夕方は、プレループという遺跡の上で缶ビール片手に夕日を待つ。
今日は、カンボジアの地平線に沈むきれいな夕日を拝むことができた。主目的地での撮影終
了も祝って、圓谷氏と乾杯する。
シェムリアップ滞在３日目は、郊外
のバンテアイ・スレイ、バンテアイ・
サムレ、タ・ソム等の遺跡群を回り、
午後は西バライへ。巨大な貯水池に浮
かぶ小島にある遺跡である。島に渡る
小船に乗っていたとき、またスコール
が来た。島の寺院で雨宿りがてら、遊
びに来ていた地元の子どもたちと話し
て過す。

遺跡を潰さんばかりのテトラメレス
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４日目は、郊外の東側の遺跡群を回る。午後はバイヨン、王宮周辺を歩き、町なかに戻ってオ
ールドマーケットを見物。この日はシェムリアップでの最後の夜ということで、飲み食べしたあ
とカラオケまで行き（15 ドル）
、かなり飲み過ぎた。海外では久々に、途中からの記憶がない。
最終日、バルーンに乗って上空からの眺望を満喫する（ 15 ドル）。眼下には農耕地や樹林帯
など、とにかく緑が多い。雨季なので、余計に植物の緑が美しく見えるのかもしれない。この
時上空から遠くに見えたアンコール・ワットには、プノンペンに戻る前に、最後にもう一度訪
れた。壮大な世界遺産を心置きなく堪能し、シェムリアップを後にした。この日の午後の便で
プノンペンに戻る。
プノンペン到着後、圓谷家にて圓谷夫人の手料理をご馳走になる。この夜は早々に就寝。
翌日の朝食前、圓谷氏と二人で中央市場を訪れる。賑やかで、多種多様なものが売られてい
るので見ていて楽しい。魚介類や野菜も種類が豊富だ。何やら香辛料もあれこれ並んでいる。
だが、意外にもゲテモノ系は見当たらなかった。
さて、圓谷氏には小学生の一人息子がいる。朝学校に送って行くからついでに見学すればと
誘われ、職業柄興味津々で同行する。その学校は、日本人学校というよりは、親たちがボラン
ティアで先生役をする補習塾のようなものらしい。しかしその規模は思った以上で、幼稚園児
から中学生まで約 50 人が、学年ごとに分けられて勉強していた。維持するスタッフには頭が下
がる思いがした。
続いて、圓谷氏の仕事先、森林・野生生物研修センターを訪れる。敷地内では、コーヒーや
アカシアの木のハイブリッドが研究されていた。葉を切りインドール酢酸（植物の成長ホルモン
であるオーキシンの一種）を加えて発根を促して栽培実験しているとのこと。成長が早く、荒地
の緑化向きということで、東南アジアで広く利用されているらしい。いろいろ勉強になった。
その後、プノンペン発祥の地プノンワット、博物館などを見学した後、圓谷夫人、息子さん
と合流し、夕方からトンレサップ川をクルーズする。４人で船をチャーターしても、10 ドルと
安い。日本の援助で造った橋などを見物する。
夕食にタイスキ料理を食べて帰る途中、屋台のゲテモノ佃煮屋を発見。圓谷夫妻に各種少し
ずつ注文してもらう。小鳥、カエル、コオロギ、カイコの蛹、ゲンゴロウ、タランチュラで、
3,000 リエルだった。圓谷家にて賞味してみる。
さて、味はどれも日本の佃煮と似ているが、中でも食べ応えがあっていけたのは、タランチ
ュラだった。逆に、何でこんなものをわざわざ食べるのか不思議に思ったのは、ゲンゴロウで
ある。堅い翅を取るのが大変な上、中の食べる部分が少ないのだ。圓谷一家のおかげで貴重な
経験ができた。
いよいよカンボジアでの最後の日、午前中は王宮を見物する。かつてタイの王宮周辺で見た
ような、絢爛豪華な建築群がまばゆく輝いていた。
午後は圓谷一家と動物園へ。これが結構遠かった。1992 年に日本の自衛隊が造った国道２号
線を通って行くタケオにあった。１時間以上車で走って到着。
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あれこれ動物を間近で見られて楽しめた反面、周囲には貧しい人たちの姿も多く、この国の
経済的社会的現状の一面が凝縮されているように思えた。
夕方、入国以来世話になってきた圓谷氏と空港で別れ、帰国の途についた。彼とはその３年
後、今度はラオスのビエンチャンにて再会することになる。
⑨

ブルネイ

前回のカンボジアへの旅で、現地で面倒を見てくれた圓谷氏から、
「伊藤はアセアン何か国行
ったの？」と聞かれたことがある。アセアンと言われても今まで考えたこともなかったが、改
めて数えてみると、10 か国中８か国訪れていることを初めて知った。どうせなら残りの２か国
も行ってみるか、ということで、この 2009 年の春にブルネイを訪れることにした。因みに、ラ
オスをアセアン最後の国として残したのには理由があった。（「⑩ラオス編」参照。）
今回の旅の目的は、初入国のブルネイにて自然を満喫することと、ボルネオのマレーシア領
にて世界最大の花、ラフレシアを撮影すること（
「③マレーシア編」）だった。
日本からの便で深夜にシンガポールに到着した筆者は、翌朝のブルネイ行きの便が出るまで
空港内のベンチで仮眠した。
さて、イスラム圏のブルネイ国内では一切アルコールが売られていない。これはゆゆしきこ
とである。ブルネイには２泊滞在する予定だったので、とりあえず缶ビール６本セットだけ空
港内のコンビニで購入し、機内へと持ち込む。せめてあとウイスキーの小ビンでも売られてい
たら良かったのだが。
９時過ぎにシルクエアー機でシンガポールを離れる。懐かしいタイ米の機内食を食べつつビ
ールを飲んでいるうち、ブルネイの大地が近くに見えてきた。
産油国ブルネイは、豊かな国として有名だ。眼下には所々にいかにもという感じの金色のモ
スクが見える。11 時過ぎ、機はブルネイの首都、バンダルスリブガワンの空港に着陸した。入
国時、税関でビール６本分の申告書を書く。面倒くさいが、こればかりは仕方がない。
安いと聞いていた市内のユースホステルへとタクシーで向かう。相部屋が２泊で 20 ブルネ
イドルだった（当時１ブルネイドルは 65 円。
）午後３時からユースホステル主催の現地ツアー
があるというので、それまで周辺を散策する。
宿の周辺にも立派なモスクや、派手な装飾の時計台があった。その一方で、食品を中心に扱
う庶民的なマーケットがあったり、その脇のゴミ捨て場にはサルが来てあさっていたりと、ア
ジア的な一面も呈していた。しかし、他のアジア諸国ではよく目にする物乞いもホームレスも
見かけなかった。そもそも人通りが少ない。観光客（外国人）もほとんど見かけない。面白い
ところでは、ネコが多い反面、イヌはほとんどいなかった。
さて、車やオートバイは、他のアセアン諸国に比べれば随分少ない感じがする。だが、車に
関して驚いたのは、自動車を運転している人のマナーである。譲り合いの精神が、日本などよ
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りもずっといいのだ。信号のないところで道路を渡ろうとする歩行者がいる場合など、日本で
もまず停まらないだろうと思われるケースでも、ブルネイの車はいちいち停まってくれる。思
いやりあふれたこの運転マナーの良さは、今まで訪れた約 60 か国の中でもトップだと思う。
それにしても、３月の日本から来たせいか、とても暑く感じる。部屋に戻って早速ビールを
１本消費する。冷蔵庫がないため常温だが仕方がない。
３時から、宿主催のツアーに参加する。参加者は、筆者の他には白人女性が２人。ガイドの
男の人とともに車で船着場まで移動し、ボートに乗り込む。
ブルネイといえばカンポン・アイール（水上集落）だ。水上集落というと貧しい人たちが住
むイメージがあるが、そこは金持ち国ブルネイである。ここの住民の多くが陸上にも家を持ち、
車も数台所有しているという。小さい家からアパートや団地のような大きな建物、水上に建て
られた学校や体育館など、人々が暮らす町として十分機能する水上都市を眺めながら川をさか
のぼる。岸に時々見えるモスクや、川の中に延々と続くように立てられた電柱も興味を引いた。
20 分も行くと、褐色の川を挟む両岸は緑の森だけとなった。そしてさらに 20 分ほど奥地に入
ったとき、ガイドの指差す方向を見て驚いた。そこには、今回の旅で会うとは思ってもいなか
った、野生のテングザルの群れがいたのだ。貫禄ある大人のオスからまだ鼻の小さい子供まで、
数頭の姿をしばし観察することができた。２時間半で 22 ブルネイドルのこのツアー、思った以
上に楽しめた。
部屋で２本目の缶ビールを飲んだ後、待ち合わせていた先程の白人女性２人とナイトマーケ
ットへ。そこでは、肉や魚料理、焼きソバ、炒飯等何を盛っても一皿１ブルネイドルで料理が
食べられた。だが、やはり食べながらアルコールを飲めないのは辛い。男１人、宿でシャワー
を浴び、３本目を飲んで寝る。
ブルネイ２日目は、日帰りツアーで大自然の真っ只中、ウル・トゥンブロン国立公園へと向
かう。予約していなかったが、当日朝の手配でも何とかなった。
まずはバンダルスリブガワンから乗り合い水上バスにて川をさかのぼる。昨日も通ったカン
ポン・アイールを通過し、１時間近く濁流を遡上する。随所で急カーブを描きながらの航行は、
結構スリルがあって面白かった。また、途中水面に浮かぶワニも発見。昨日に続き、街の近く
に自然があることを実感する。
バンガールというところで下船。迎えに来てくれたガイドの車に乗り込む。
30 分ほど走った川沿いのキャンプサイトにて、モチのような甘いお菓子と紅茶で一服。ミネ
ラルウォーターをもらってロングボートに乗り込み、さらに上流へとさかのぼる。熱帯の日差
しと風が心地いい。それらを浴びつつジャングルの川を行く快感を全身で感じながら、ブルネ
イの大自然を心から満喫した。
約 30 分後、いよいよ上陸し、ガイドに続いて山へと入る。
登山道には木の階段や手すりがあって歩きやすかったものの、暑さにはこたえた。暑いとこ
ろでの山登りは、山岳部顧問といえども疲労が激しい。
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大量に汗をかきながら 1226 段あるという階段を上りきった筆者の目の前には、鉄塔がそび
え立っていた。これがここの最大の売り物、キャノピーウォークである。45m の高さまで階段
を上がると、眼下に広大な熱帯多雨林が広がった。これはかつて研究用に造られた施設を観光
用に開放しているもので、樹冠の連なる林冠を上から観察することができる。樹冠付近にしか
分布しない小動物や昆虫類、着生植物などは、地上からではとても観察できない。それらの生
態を調べるためにこのような施設が設けられたのである。蒸し暑かった森林内とは違い、キャ
ノピーウォークの上には風が吹き渡り、とても気持ちが良かった。ここをフィールドにしてい
た学者は、さぞ快適に研究していたに違いない。
途中からさらに階段を上がり、地上 50mの高さからの展望も満喫する。
ガイドは、すぐ近くの木の着生植物を指差して説明を始めた。
「これはランの一種で、５年に一度花が咲く珍しい種類です。前回は 2007 年に咲いたので、
次は 2012 年に来たら花が見られます。
」とのことだった。まだまだこの熱帯多雨林の奥には未
知の不思議な生物が潜んでいるに違いない。
さらにガイドによれば、同じボルネオ島内でもインドネシアとマレーシアでは大規模な商業
伐採が行われてきたが、ブルネイには幸い原油が産することから伐採がほとんど行われず、手
付かずの大自然が残されているとのことだった。
ロングボートでの帰路、途中の山に入り滝を見物。足元を流れる冷たい川の中には、見知ら
ぬ緑色の魚がいた。こんな自然に長逗留できればと心から思う。
（ただし、疲れた心身を癒すの
に十分なアルコールがあればという条件付きだが。）

熱帯多雨林の地上 45m をガイドに続く
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川沿いのキャンプサイトに戻って昼食。親指サイズのバナナが美味しかった。その後ガイド
の車に乗り、あれこれ話しながらバンガールの船着場へと向かう。
この国の運転マナーの良さについて彼は、ブルネイは人口の少ない国なので、「お互いさま」
との意識が強いからではないか、と説明した。確かに、三重県とほぼ同じ面積の中に、葛飾区
（約 43 万人）や町田市（約 41 万人）より少ない人口（約 39 万人）しかおらず、教育費も医療費
も税金もなければ、人間は穏やかになるものなのかもしれない。
バンガールで船に乗り、バンダルスリブガワンへと戻る。17 時少し前帰着。
当日の朝でしかも１人での申し込みのため、180 ブルネイドルとやたら高くついたが、実に
満足いくツアーだった。宿に戻って４本目のビールを流し込む。
夕方、コーランが流れるオールドモスクに近い商店街、ヤヤサンコンプレックスにて夕食後、
残り２本の缶ビールを飲んで就寝。本当に楽しい一日だった。
翌朝、宿の車で空港に送ってもらう。
（この国に流しのタクシーはない。）
マレーシアのコタキナバルへと飛ぶロイヤル・ブルネイ航空の機内には、国際線にもかかわ
らず、やはりアルコールはなかった。しかし、女性客室乗務員が美人揃いだったことで、ブル
ネイは最後の最後までいい印象を与えてくれた。
次回は、長持ちするようウイスキー等の蒸留酒持参で是非再訪したいものである。
⑩

ラオス

2010 年夏、筆者はいよいよアセアン10 か国で最後の未踏破国、ラオスを訪問することにした。
ラオスを最後に残していたのには理由がある。それには、以前カンボジアに筆者を招いてく
れた大学時代の友人、圓谷浩之氏の存在が大きく関わっている（「⑧カンボジア編」参照）。か
つて彼が林野庁に勤めて最初に海外赴任した国がラオスだった。彼にはラオスの人々や風土が
大変気に入ったらしい。実は圓谷夫人も、別の日本人専門家の秘書だった現地の女性である。
圓谷氏はラオスに頻繁に訪れており、遊びに来ないかと前からよく誘われていた。彼はその
後林野庁から民間に移り、ラオスの山をフィールドに仕事をしている。それだけに、筆者も行
こうと思えばいつでも行けそうな状況にあった。
ところで、この 2010 年は、筆者が新しい仕事を抱えて例年以上に多忙になったこともあり、
夏休みくらいどこかに行きたいと思っても、スケジュールを１週間空けるのがやっとだった。
この短い期間に効率よく旅をするには、現地に詳しい人がいるラオスなら絶好である。アセア
ン 10 か国も踏破できるし、
「いつかは行くよ。」と言い続けてきた彼との約束も果たすことがで
きる。かくして、アセアン 10 か国目踏破への計画が進められたのである。
８月末、筆者はタイのバンコクへと飛んだ。初めて利用するスワンナプーム国際空港にて、
ラオス行きの便が出るまで時間をつぶす。今回は、出発直前の日曜日に買ったばかりのグロー
バル機能付きの携帯電話を持って来た。ここでの待ち時間を利用して早速使ってみるが、日本
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への通話もメールもなかなか良好。世の中便利になったものだ。（と、この時は思った。）
バンコク発ビエンチャン行きの飛行機は、現地時間 21 時にワッタイ国際空港に到着した。入
国手続きを終えて外へと出ると、懐かしい圓谷夫妻の顔があった。まずは、予約しておいてく
れたホテルに荷物を置き、近くのレストランにて再会を祝う。彼とは、今回は旅の前半のみ行
動を共にすることになっている。まず明日は、ビエンチャンの名所を案内してもらった後、奥
さんの実家にて、とある行事に参加する予定だ。なかなか興味津々である。
雨の中、ホテルへ戻る。この時期、夜には雨が降ることが多いのだそうだ。
宿にはヤモリの姿が目立った。筆者の大好きな雰囲気の宿である。テレビ、冷房、シャワー、
トイレ付きのシングルが１泊 18 ドルと手頃なのも有難い。
ところで、バンコクからビエンチャンまで１時間ちょっと飛んだだけなのに、携帯電話の通
信状況はガラッと変わった。通話もメールも日本とあまりつながりにくくなったのだ。時々調
子のいいときにつながることもある、という程度なのである。グローバル機能がグローバルで
なかったとは‥。
翌朝、車で迎えに来た圓谷氏と朝食。この日から滞在中はよく麺類を食べたが、麺類はだい
たい 10,000 ～ 15,000 キップ（当時 10,000 キップが約 105 円）だった。テーブルには普通、魚醤
のビンが置いてあり、お好みで入れて食べるのがこちらのやり方だそうだ。
さて、市内見物に出発。通りは人も車も少なく、高いビルも少ない。一国の首都にしてはさ
びしい気もするが、その分すっきりしてきれいな印象を受ける。
まずは、大きな市場を訪れる。肉、魚介、野菜その他いろいろなものが豊富に並べられ、多
くの買い物客で賑わっていた。海外での市場巡りは実に面白い。
次は、パトゥーサイ（凱旋門）
。パリの凱旋門を模して造られたそうだが、てっぺんにとんが
り屋根の部分があるなど、かなりラオス風にアレンジされている。中の階段を上まで上り、ビ
エンチャンの眺望を楽しんだ。それにしても、この手の建物内に土産物屋があるというのは、
東京タワーや通天閣と同じである。
続いてタートルアンというラオス随一の寺院へと向かう。きらびやかな黄金の巨大な尖塔が
雨上がりのラオスの空にそびえており、
周囲の回廊には石像がずらっと並べられ
ていた。古来ラオスが敬虔な仏教国であ
ることがうかがえる。
圓谷氏いわく、ビエンチャンでの名所
はせいぜいこれくらいなのだそうだ。ち
ょうど予定の時間になったというので、
奥さんの実家に向かうことにする。
さて、ラオスでは、めでたい時も不幸
ラオス伝統のバーシーの儀式

な時も、何かにつけてバーシーという儀
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式を行う。今回は、奥さん方の祖父（故人）が革命時の死後年金を受けたとかで、祖母を囲ん
で親戚や近所の人たちが故人を偲んでお祝いしているらしい。
広い居間には５人のお坊さんが並んでお経を唱えており、その場に集まった大勢の人たちが
皆すわって手を合わせていた。筆者と圓谷氏も、肩から斜めに布をかけてもらって加わった。
しばらくすると、このバーシー独特の儀式が始まった。集まった人たちがお互いの手首に、白
い木綿糸を結ぶのである。飛び入りの筆者も、両手首に多くの木綿糸が結ばれた。この木綿糸、
ご利益があるように、３日はとってはいけないとのことである。
やがて仕事を終えたお坊さんがお布施を受け取って退場してからは、居間に食べ物が何品も
並べられ、集まった人たちでの食事会となった。お坊さんへの御礼にしても、飾り付けや食事
にしても、準備はさぞ大変だったに違いない。そんな儀式に参加して一般観光客では知り得な
い貴重な体験をさせてもらったことに感謝したい。この木綿糸で何かのご利益があれば、なお
幸いである。
食後、国境の橋（友好橋）を見物に行く。メコン川はラオスとタイの国境を流れているため、
川にかかる橋の真ん中に国境がある。そこには両国の国旗が掲げられ、その近くまで歩いて行
けるのだ。全く違いがない両岸の植生と、のどかな川の流れをしばし眺めて市街へと戻った。
夜は圓谷氏のラオス人の仕事仲間とともにレストランに招かれる。というより、商談につき
合わされる。幸い民族舞踊や演奏も見られる高級な店だったので、邪魔しないように舞台に注
目していた。因みに店内には、秋篠宮様の来店時の写真が飾られていた。翌朝も早いので、こ
の後は宿に戻ってさっさと寝る。
翌日は、ビエンチャンから郊外の農村まで足を伸ばすことになっていた。６時半に宿を出発。
バイトの青年が運転する車で、国道 13 号線を北上する。
今が雨季のため、随所で道路が冠水し、ビエンチャン市内でも見られなかった交通渋滞が起
きているところもあった。しかし、そんな道路の端では、のん気に網で魚を獲っている人も多
い。実に自然をうまく利用して生きている。
ビエンチャンから 75km 離れたホアイプン村は、圓谷氏のフィールドの一つである。ここで
焼畑跡地と陸稲（おかぼ）の現況を視察する。
焼畑というと、環境破壊とか温暖化助長とかをイメージするかもしれないが、ここではその
跡地を効率よく使う方法を模索している。試みの一つとして、焼畑後にまずウリとキャッサバ
を植えている。ウリは成長が早いため、すぐ育って収穫できる。一方、芋が食用となるキャッ
サバは、成長に２～３年かかるため、ウリに続いての収穫となる。さらにその後は薪炭材に使
う樹木（オトギリソウ科オハグロノキ属の現地名マイテュー）を生育させることによって、う
まくサイクルを調整すれば土地が有効利用できるというのである。このように、東南アジアで
の焼畑後の土地利用について日本人が研究に携わっていることは、同胞として嬉しい限りであ
る。また、その中心人物が友人であることは誇りに思う。
別の焼畑跡地では、陸稲が広く植えられていた。今までもこんな植物は見たことはあったが、
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焼畑跡地でのフィールド調査

穂がない時期はそれが陸稲と気付かずいたことも多かったであろう。
初めて知ったのは今の陸稲の姿だけではない。生物の教科書に熱帯雨緑樹林の代表樹種とし
てよく登場するチークだ。圓谷氏が「あれがチーク。」と教えてくれた木の葉は、そこらに放牧
されているウシの顔ほども大きかった。乾季を迎えてチークの葉が落葉する時の音は、ガサガ
サととても大きいそうである。
昼は、ナムグム・ダムにて昼食。川をせき止めてダムを造ったことで、琵琶湖の半分もある
広大な人造湖ができている。そのほとりの食堂で魚料理をたらふく食べ、ビアラオ（ラオスの
ビール）をたっぷり飲んで空港へと送ってもらう。
世話になった圓谷氏とは、ここでお別れである。筆者はこれから地方都市のルアンパバーン
まで飛び、一方圓谷氏も今夜日本へ向けてビエンチャンを離れることになっている。日本では
勿論、彼とはまたアセアンのどこかで会いたいものだ。
久々のプロペラ機でルアンパバーンへと飛ぶ。１時間ほどで着陸。いつものように空港で安
宿を紹介してもらい、タクシーで送ってもらう。テレビ、冷房、シャワー、トイレ付きのシン
グルで 13 ドル。快適なので、ここに３泊することにする。ところで、携帯は通話もメールもこ
の街では全く通じなくなっていた。滞在中何度かプーシーの丘なる小高い場所に登ったが、電
波は通じなかった。
内陸部のこの街は、ビエンチャンより蒸し暑い気がする。早く閉まる商店も多く、健全な感
じの街だ。この日の夕食後、売店でラオラオ（ラオスの焼酎）を見つけて購入。40 度と強いが、
３日でちょうど１ビン空けられそうだ。これで 6,000 キップ（約 60 円）とは安いものである。
ルアンパバーンといえば、お坊さんの托鉢で有名だ。オレンジ色の袈裟をまとったお坊さん
がぞろぞろと街を歩く光景は、テレビでもよく紹介される。かつてこの地を訪れた同僚の女性
事務員から、その神秘的な光景が朝早くに見られると聞いていて、筆者も是非見たいと思って
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いた。が、翌日は朝から雨。寝直してのんびり起床する。結局この日は日中市街を一人で散策
し、寺院だの博物館だのを見て回った。小さい街なので、１日歩いただけで地理的に十分把握
することができた。世界遺産に登録されている街だけに、美しい寺院が随所に見られ、まさに
日本でいう奈良や京都に十分匹敵する歴史的遺産だと感じた。因みに、このルアンパバーンは、
筆者がかつて訪れたミャンマー（ビルマ）のバガン（パガン）、カンボジアのシェムリアップと
姉妹都市の関係にある。
ところで、偶然筆者が泊まった宿に、日本語を片言で話せる従業員がいた。この彼が同僚の
男性事務員とよく似ていたこともあって親しく話をするようになり、早速一緒に飲みに行っ
た。地元の人しかいない賑やかな居酒屋には彼の同業者の友人も数人来ていて、テラピア（現
地名パーニン）という魚の料理やスープを肴に、皆でビアラオを注ぎ合った。どこの国でも酒
は社会の潤滑油である。たっぷり飲んで語って楽しんだ。気になるお会計はというと、７人の
男がご機嫌になるまでたらふく飲んで 370,000 キップ（約 3,900 円）だった。
さて、托鉢を見るなら朝５時から６時の間だと昨夜従業員から聞いていたが、翌朝やっと起
きたのが５時 50 分！幸い雨は降っていなかったので、ダメもとで外へ飛び出した。博物館前の
通りに行くと、お坊さんたちがぞろぞろと歩いていた。間に合ったのだ。道端では、地元の人
たちが、次々と通るお坊さんが持つ鉢の中に、食べ物を入れてあげている。早朝の、とても神
秘的でおごそかな光景だった。
日中は、従業員に誘われてオートバイの後ろに乗り、郊外の見物に出発する。
まずは川沿いの洞窟へ。船（ 20,000 キップ）に乗って対岸に渡り、拝観料（ 20,000 キップ）
を払って見学する。洞窟内には仏像があり、日本の社寺同様おみくじがあったのは面白かった。
とは言え、さらに筆者の興味を引いたのは、周辺の生き物である。参道には美しい縞々模様
のダンゴムシや、丸まった時にパチンコ玉より大きいダンゴムシ、殻にふたのあるカタツムリ
など興味深い生き物がたくさん見られた。その後、ラオラオを作っている村を見学した後、汗
だくになって歩いて滝を見物し、市街へと戻る。
夜は夜で、また従業員が飲みに誘ってくれた。こうした現地の人たちのおかげで、ルアンパ
バーン滞在中も全く不自由を感じることはなかった。
翌日、ルアンパバーンの空港まで従業員はバイクで送ってくれた。最後の最後まで、商売抜
きで付き合ってくれたことに心から感謝したい。こんな国民性だから、圓谷氏もこの国が大好
きになったのかも知れない。
この日の夜、筆者はアセアン最後となるラオスを離れ、タイのバンコク経由で日本へと向か
った。アセアンのどの国でも感じた、また是非訪れたいという思いを抱きながら。
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４．理科教育への還元
ただ外国へ行ってきたというのであれば、自己満足の趣味の旅行に終わってしまう。目的の
ある旅であれ、目的のない気ままな旅であれ、何かしら旅先で得たものを教育に還元したいと
いうのが、筆者の旅のスタイルである。
（そして、特に所帯を持った後は、それは旅に出る許可
を家族から得るための重要な大義名分となっている。）
これまでのアセアンへの旅を通して得た見聞は、
「生物」の授業中に体験談として余談で話す
こともあるし、指導単元のネタとして例に挙げることもある。しかし、ここでは形に残るもの、
すなわち写真を媒体とした教育への還元について報告したい。
⑴

副教材
本校では、筆者が就職するはるか以前から、
「生物」の授業の副教材として、（株）秀文堂か

ら出版されている生物図説を使用している。
（因みに、「生物図説」を出している出版社は何社
もあるが、都内では秀文堂がシェア１位を誇っている。）そして、現行カリキュラムになった時
に改訂された『実験観察 生物図説』
（ 2003 年１月８日初版発行）からは、筆者も編集委員の一
人として編集と執筆に携わってきた。
（最新版は 2011 年２月７日 第 16 版）
この中で、主に自分が執筆を担当したページにおいては、アセアン諸国で撮影した写真も数
多く使用している。また、新カリキュラムへの移行に伴い、2012 年に刊行される改訂版でも、
アセアン諸国での写真を使用する予定である。それらをまとめたのが、以下の表である。
①

生物図説（現行本）での掲載写真

掲載ページ

使用した写真

撮

影

地

P.38

低緯度地方の景観の例

インドネシア（スンバワ島）

P.49

スンバワ島沖のサンゴ礁

インドネシア（ロンボク島・スンバワ島間）

P.219

高山（キナバル山）

マレーシア（ボルネオ島）

P.236

カニの求愛行動（本能行動の例）

タイ（プーケット島）

P.238
P.256

芸をするオランウータンとチンパンジー
（知能行動の例）

シンガポール（動物園）

シードラゴン（タツノオトシゴの一種）

シンガポール（セントーサ島の水族館）

P.292

ウツボカズラ

マレーシア（ボルネオ島）

P.295

ナナフシ

シンガポール（セントーサ島の昆虫館）

P.315

ココヤシ群落

フィリピン（ミンドロ島）

スイレン

タイ（バンコク）

P.320

オカヤドカリ

タイ（プーケット島）

P.324

アオウミガメ

インドネシア（バリ島）

コモドオオトカゲ

インドネシア（コモド島）

ホカケトカゲ

インドネシア（バリ島の動物園）

サイイグアナ

インドネシア（バリ島の動物園）

ホオグロヤモリ

タイ（プーケット島）

ワニの歯

シンガポール（爬虫類園）

グリーンイグアナ

シンガポール（爬虫類園）
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②

生物図説（新カリキュラム版）での掲載予定写真

掲載予定
ページ
P.100

掲載予定写真
緑色植物とウシ
（独立栄養生物・従属栄養生物の例）

撮

影

地

ラオス（ビエンチャン郊外）

P.148

ネコ（体毛色の遺伝の例）

ラオス（ルアンパバーン）

P.217

ラフレシア
ウツボカズラ

マレーシア（ボルネオ島）

P.233

熱帯多雨林の群落の構造

ブルネイ（ボルネオ島）

P.246

コモドオオトカゲ（食物を争う競争の例） インドネシア（コモド島）

P.250

絞め殺しの木（植物の競争の例）

P.251

テングザルとオランウータン
（ボルネオの霊長類の食いわけの例）

P.252

つる植物とラフレシア
（植物間での寄生の例）

P.253

ランの一種（着生植物の例）

カンボジア（シェムリアップ郊外）
ブルネイ（ボルネオ島）
・シンガポール
（動物園）
マレーシア（ボルネオ島）
ブルネイ（ボルネオ島）

以下追加あり

⑵

教育テレビ
筆者は縁あって、2004 年度より NHK 教育テレビの高校講座「生物」の講師を７年間勤めた。

2007 年度からの新シリーズの収録に際して、植物に関する回の番組を担当することとなった。
その中の一回、
「第 35 回『植物と環境への適応』」で、植物のもつ強さ、たくましさを示す例と
して、カンボジアのシェムリアップ郊外で撮影した植物写真を取り上げ、番組内で紹介した
（⑧カンボジア編参照）
。
この番組の本放送は下記の日程で放送された。
（その他、６か月遅れで、それぞれ深夜の枠で
再放送された。
）
2008 年１月 28 日（金）
2009 年１月 30 日（金）
2010 年１月 29 日（金）
2011 年１月 28 日（金）

時間はいずれも 14 時 30 分～ 15 時 00 分

また、この番組はインターネットでも、NHK のホームページにて 2007 年度～ 2011 年度上半
期に配信され、随時視聴できた。
⑶

展覧会等
理科教育や生物教育というような大げさなものではなく、他の機会においても、筆者は撮影

した写真を公開している。
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本校内ショーケースでの展示

 2010 年秋の國學院高等学校での文化祭を機に、本校の本館３階のショーケースにて、「心
を癒してくれる地球の仲間たち」というタイトルで、筆者が撮影した８枚の動物写真を展示
している。
 そのうちの１枚は、ラオスのルアンパバーンにて撮影したものである。まだ若い修行僧と
イヌとのふれあいをとらえたもので、双方の自然な表情と、背後の緑豊かな風景が心を癒し
てくれればと思い、選んだものである。
②

地元小学校の PTA 作品展での展示

 2010 年４月から娘の小学校の PTA 会長を務めている関係で、大田区立馬込小学校での作
品展（ 2010 年 12 月２～４日）において、PTAの作品のコーナーで上記①の写真を展示した。
５．おわりに
アセアン各国での見聞は、印象深いもののみ記すつもりでいたが、書いていくうちにいつの
間にか随分と長い文になってしまった。これは、一つ一つの旅がとても印象的だったことの表
れだといえるだろう。実際、10 か国全てに足を踏み入れるのに長い年月を要した反面、それぞ
れの旅がついこの前のように感じられてならない。
筆者がほとんど行き当たりばったりの旅を今まで無事にやってこられたのは、現地で手助け
してくれた多くの方々のおかげである。本文にはわずかの方々のお名前しか登場していない
が、名も知らぬその他大勢の方々も含めて感謝の意を表したい。また、特に近年のカンボジア
やラオスへの旅においては、圓谷浩之氏の御一家には随分と世話になり、甘えてしまった。こ
の場を借りて心より感謝したい。
ところで、筆者がアセアン諸国から帰国した後で、大きな事件がいくつも起こっている。特
に大きな事件は、筆者が訪れた翌年に激化したビルマでの民主化運動であろう。自宅軟禁され
ていたアウンサン・スーチー女史が 2010 年解放されたのは記憶に新しい。タイでも民主化を要
求するデモが頻発しており、2008 年にはバンコクのスワンナプーム国際空港が閉鎖されるほど
の大規模なデモに発展した。また、自然災害も何度も起きており、特に 2004 年のスマトラ島沖
地震の際は、大津波をとらえたショッキングな映像が放送されている。自分が訪れたプーケッ
トでも大きな被害が出ただけに、気になったニュースである。今後も、アセアン情勢からは目
が離せない。
一方、それらとは逆に、日本国内においても 2011 年３月 11 日、未曾有の大震災と原発事故
が起きた。その際には、国際機関アセアンとしてだけではなく、所属する 10 か国すべてから、
単一国として支援の申し入れがあった。ありがたいことである。
さて、2010 年 10 月 21 日、羽田に新しい国際線ターミナルがオープンした。物好きの筆者は、
早速オープン初日の退勤後に行ってみた。行きはモノレール、帰りは京浜急行を利用したが、
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なかなかアクセスが良い。大田区民の一人として嬉しく思う。ここからアセアン諸国へは、タ
イのバンコク、マレーシアのクアラルンプールとコタキナバル、そしてシンガポールに直行便
が飛ぶようになった。そこで乗り継げば、他のアセアン諸国へもアプローチしやすい。アセア
ン諸国が随分近づいたように感じられる。国家レベルでも民間レベルでも、この開港が日本と
アセアン諸国との更なる架け橋になれば幸いである。

