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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１１）」（２０１４年０５月０２日） 

どの手引書も内容に大きな違いはない。家庭の使用人に関するページを見ると、使用人は２～３人必

要である、と書かれている。「しかしもし子供がいるのであれば、使用人は５人いるほうが日々の暮らしは

もっと快適になる。ヨーロッパ人の家庭に雇われるプリブミ使用人は、まず男性の雑用係ジョゴス(djongos)、

庭師のクボン(kebon)、女性雑用係のバブ(baboe)、洗濯女のワスバブ(wasbaboe)、料理女コキ(kokkie)とい

う区分に分けられ、個別に次のように内容が説明されている。 

ジョゴス：使用人の中で、給料が一番高い。住み込みでない場合、かれは毎朝まだ暗いうちにカンプン

の自宅を出て、朝６時にやってくる。表テラスの椅子とテーブルを整えてコーヒーを淹れ、次いで主人一家

の朝食を用意する。かれは他の使用人たちを統率する。主人一家の寝室を整えるのはバブの仕事であり、

かれはそういった仕事を自分では行なわない。家庭内でなされなければならない仕事の一覧表をかれに

渡すことを忘れないように。かれは他の使用人が行なわなければならない仕事を監督する立場にあるの

だから。 

家庭内で物が無くなることに対する責任をかれに与えるように。それだけでなく、他の使用人に対しても、

盗もうという気を起こさせたり、あるいは物が盗まれやすい状態にしないように。たとえば、現金をそのへ

んの場所に置いておいたり、扉の開いている戸棚の目に付くところに置いたりしないこと。そういうシチュエ

ーションでかれらはそのまま現金を盗み取ることをしない。まずその現金を別の場所に移動させる。こうし

て現金紛失の第一ステップがはじまる。数日間そのままの状態で、ご主人がその現金を探す動きをする

かどうかを見守る。もし直接尋ねられたら、その現金を移動させた場所を教えてあげて、ご主人の感謝と

評価を一身に浴びるという寸法だ。もし何の動きも示さないのであれば、ご主人にとってその紛失物はな

んら重要でないものだという判断が下される。 

家庭の使用人は労働時間が長い。かれらは普通、夕食が終わるまで働く。つまり２１時半ごろまでが勤
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務時間になる。東インドでは夕食時間が普通２０時ごろになっている。夕食後ヨーロッパ人は表のテラスに

座ってひんやりした夜の空気を楽しむのを習慣にしている。 

その１９時から２１時半までの時間帯は客の来訪を受けたり、あるいは自分が客になって友人を訪問す

るという、東インドにおける社交儀礼の時間なのである。そんなとき、服装は盛装するのが常であり、まし

てや公式訪問ともなれば当局の許可が必要になり、そして訪問時間は１時間と定められる。気の置けない

友人や同僚であれば、そういう堅苦しいことは無用とされ、いつでも自由に約束もなく訪問してかまわない

ことになっている。 

客の来訪があったとき、食事のあと酒やソーダ水あるいはレモネードなどを供する仕事がジョゴスに残

されている。だからジョゴスの労働時間が使用人の中ではもっとも長い。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１２）」（２０１４年０５月０５日） 

もうひとりいる男性の使用人は庭師のクボンだ。クボンの仕事は次の通り。 

クボン：クボンはジョゴスのアシスタント役である。名前は庭師だが、庭の手入れだけが仕事でなく、靴

磨きをし、自転車のメンテをし、届け物を届けに行ったり取りに行ったりする。床の掃除や浴室の掃除をし、

皿洗いを手伝い、昼にはご主人の勤め先に弁当を届けたりする。最後に、花に水をやり、庭を掃き清め、

草取りをする。 

クボンをオランダに送りたいと思うひとが多い。オランダでは、ありとあらゆることを自分がしなければな

らないのだから、クボンがオランダにいてくれたらどんなに良いことか・・・・ 

次は女性使用人のバブだ。バブは家の中でいつもはだしで行動し、一切物音をたてない、と言われてい

る。 

バブ：寝室を整え、戸棚を綺麗に保つ仕事、衣服を週一回虫干しし、女性の靴をメンテし、上着や下着
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のほころびを繕い、汚れた衣服の洗濯をワスバブにさせる。 

ワスバブ：子供がいる家庭では、汚れた衣服を一日に何度も取り替えるため、ワスバブは大いに必要と

される。浴衣・寝間着・下着・シャツやブラウス・靴下・ハンカチなど山なす洗濯物をワスバブはしょっちゅう

家の中で洗濯している。 

コキ：コロニーで円滑な家庭生活を営むためにコキは不可欠な存在だ。コキは台所の支配者である。コ

キが台所で何をどのように行なっているのかは、奥様方にとって永遠の謎である。しかし重要なのは衛生

と清潔さであり、その点の監督をおろそかにしてはならない。 

世間一般の奥様方がコキとどういう接触をしているのかということについては、料理メニューの相談と、

パサルへ買出しに行ったコキが戻ってきたときのお金に関する会話がもっぱらのようだ。 

コキはたいてい、その買出しのために渡されたお金をできるだけ自分の個人利益に回そうとする傾向を

持っている。だからほんの数センであっても、あまりにも許容的態度を示すのは家計節約のためによくな

い。もしチャンスを見出したなら、たいした得にはならないだろうと奥様が思っても、コキはその何倍もの利

益を得るのだから。 

２０世紀に入ると、東インドにやってくる女性の数が激増したために、主婦に向けられた手引書が顕著

に増加した。その中でベストセラーになったのが、Ｃ．Ｊ．ルッテン＝ペケルハーリング著の「どう考えるべき

か？どうするべきか？東インドへ行って主婦になるオランダ女性へのヒント」と題する書籍で、当時東イン

ドに向かうほとんどすべてのヨーロッパ人女性がこの書籍を携えていたと言われている。驚くべきことに、

その中に次のような現地人に対する同情的な記載が見られる。 

プリブミつまり東インドの女性からあなたはいろいろと学ぶことができる。首都に住む白人のひとりであ

るあなたは、かれらとあまり接触することはないだろう。しかし田舎へ行けば、白人よりもかれらのほうが

多いのである。その有色人女性たちが孤独なヨーロッパ人のために働いて生活の糧を得ることに努めて

いるのだ。かれらは家庭の維持運営者として働き、パラダイスを作り出してくれているのである。・・・ 

当時のさまざまな書籍はほとんどがプリブミ住民に対するネガティブな見解を示していたことから、この
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種のコメントはきわめて例外的なことがらだったと言える。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１３）」（２０１４年０５月０６日） 

当時やはり人気を集めたＪ．クロッペンビュルフ＝フェルステーフ著「東インドにおけるヨーロッパ女性の

暮らし」という書籍も、コロニー暮らしを始めようとするヨーロッパ人女性に向けられたもので、特にプリブミ

サーバントとの関係についてアドバイスを与えている。 

そこに見られるプリブミサーバントに関する保証をどのように得るべきかというアドバイスは現代にまで

連綿と引き継がれているようだ。著者は言う。 

ジャワ人プリブミはヨーロッパ人の家庭プンバントゥとして働いているひとびとだ。状況や労働環境から

の影響をたっぷり受けている結果、かれらが原住民の中でプンバントゥにもっともふさわしいひとびとであ

ると言うのは難しい。「うちの女中はかれら生来の劣悪さとヨーロッパ人から学んだ劣悪さをその性向の中

に持っている」と語るひとのほうが、そうでないひとより多数を占めている。残念ながら、その通りなのだ。

かれらは信用が置けないのである。もしかれらの劣悪な習慣や傾向あるいは低いモラルから免れていた

いと望むのなら、かられのことをよく知らなければならない。 

もしあなたが女中を雇うのであれば、村長からの一筆をもらっておきなさい。その者がかつて警察沙汰

を起こし、警察にその名前が登録されているのかどうかをそこで明らかにしておかなければなりません。ま

たその者が以前にどこで働いていたのかを尋ね、その事実を証明する書付があるかどうかも確かめなけ

ればなりません。・・・ 

それらの書籍に記されたアドバイスは東インドに移り住んで家庭生活を送ろうとするヨーロッパ人女性

に向けられたものだが、実際に大勢のヨーロッパ人女性が東インドにやってくるようになるのはもっともっと

時代が下ってからのことになる。１８７０年以降に東インドに移り住んできたのは多数の独身男性であり、

コロニーで自分の将来を切り拓くことを目的にしてやってきたひとびとだ。コロニーに移り住んでから間もな
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く住居の一切を世話する女性を手に入れたかれらは、自分の境遇を喜んだ。当時プリブミ女性の労働力

供給の下地は十分にあり、そしてどれほど薄給であろうが、かの女たちがヨーロッパ人男性に雇われるこ

とはプリブミ社会を覆っている貧困とかの女たちが直面していた希望の無い未来からの別離を意味してい

たのである。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１４）」（２０１４年０５月０７日） 

１８７０年まで、東インドに達する航海は１０週間かかるのが普通だった。ところがスエズ運河が開通した

おかげで、日数は６週間に短縮された。船がポートサイドに寄港したとき、乗船客は最初の異境の地を強

く印象付けられることになった。その後、船は紅海を抜けてスリランカに達し、更に東行してスマトラ島に近

付くと、島の西側を南下してパダンに寄港し、スンダ海峡を通ってバタヴィアに入った。 

１８７０年までの東インドに住むヨーロッパ人は、植民地行政府の役人、植民地軍兵士、農園事業主、そ

の他小規模事業主たちがメインを占めた。ところが東インドが民間事業に開放されると、新天地での事業

の成功を求めて個人やビジネスグループなど大勢のヨーロッパ人が怒涛のように押寄せてきた。あまたに

開発されていく農園は厖大な求人を生み出し、オランダ本国では考えられない相場はずれの高給や年金

があたかもゴールドラッシュの様相を呈したのである。東インドのコロニーへ行って一旗あげるという夢が

ヨーロッパを覆い、多くの若者がその夢に導かれて海を渡った。民間産業の発展と住民の増加はそれに

見合う行政管理体制の構築を不可欠にする。行政官吏の増員も負けじと進められ、１８ 

９５年から１９３０年までの間に植民地政庁の雇用する役人の数は７倍増になった。植民地政庁の官吏

を退職したひとりが故国の若者に書き送った手紙には、東インドに起こったゴールドラッシュの状況が書き

記されている。 

新聞を読みなさい。東インドで商工業は大いに発展しており、未来を約束する新天地が生まれつつある。

植民地政庁はたいへんな人手難に見舞われており、軍人さえもが文民官僚の仕事に使われている。定年



スエズ運河の完成と社会変化 

141 

退職した者までが、短期間だけということでまた職場に戻されている。 

オランダで言われている「東インドへ行くと、すべてを失ってしまうぞ」などという言葉を信じてはいけない。

それは大金持ちの家に生まれた若者にとってのものでしかなく、一般庶民として質実に生きている若者に

は関係のないものだ。この人生を愉しむ機会に成り代わり得るものなど存在しない。・・・・ 

鉄道や市街電車が作られ、大都市にはガス燈が点き、ヨーロッパでの暮らしをそのまま移植したような

共同体社会が生まれた。書籍出版も増え、社交場も作られ、音楽コンサートや劇場での演劇など、文化活

動も厚みを増す。バタヴィアを中心にした東インドでのヨーロッパ人コロニーの繁栄は１８７０年から１９２０

年までその栄華の頂点を迎え、豊かで文明的な暮らし、秩序整然として安寧平穏たる社会生活、などとい

う姿を現実のものと化したその時代を、現代インドネシア人ですら tempo doeloe と呼んで懐かしんでいる。

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１５）」（２０１４年０５月０８日） 

東インドに移り住んでバタヴィアを中心にヨーロッパ文明の栄華を極めたコミュニティを生み出したオラ

ンダ人をはじめとするヨーロッパ人たちの出身階層はさまざまだったが、共通して言えるのはかれらが故

国での人生に見切りをつけて将来性の豊かなコロニーに新たな人生を切り拓きに出かけたという一事に

尽きる。コロニーで成功者になり、巨大な富を抱えて故郷に錦を飾ることを夢見たひとびとが、バタヴィア

に向かう船に乗った。バタヴィア行き客船のデッキにいるひとびとは、アメリカに向かう移民船の乗客より

はエレガントに見えたが、本質的な差異があったとは思えないと１８７８年から１８９８年まで東インドで暮ら

し、１９００年に自著「オランダ領東インドの生活」を発表したバス・フェットは書いている。 

１８７０年代はじめごろ、バタヴィアに到着した客船はスンダクラパ港の沖合いに停泊し、小船に乗り移

って上陸しなければならなかった。大型貨物船も同じで、沖仲仕の存在が不可欠な時代だったのである。

当時のスンダクラパ港はチリウン川河口に海を埋め立てて作られた貧弱な港でしかなく、低湿地のために
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常にぬかるんでおり、潅木が生え、ワニがいたるところに姿を見せている場所だった。その後起こり始めた

怒涛のようなヨーロッパ人の到来をそんな港で処理できるはずもなく、１８７７年になって植民地政庁はや

っとタンジュンプリウッに近代的な港の建設を開始したのである。それが完成したのは１８８５年。 

タンジュンプリウッ港で船が埠頭に接岸すると、乗客たちはこれから自分が住む異国の光景に見とれた。

上半身裸で擦り切れた布を身にまとったプリブミの男たちが大勢右往左往し、重い荷物を上げたり下ろし

たりしている。その力仕事の行なわれているエリアから離れた場所で上から下まで白一色の衣服を着たヨ

ーロッパ人男性たちが、自分が出迎えるべき人間を待ちながら、たたずみ、あるいは歩き回っている。同

行のヨーロッパ人奥方たちは地元のヨーロッパ服ブティックでいい加減に裁縫された服を着てベールの付

いた帽子をかぶり、傘を持って控えている。 

タンジュンプリウッ港からバタヴィア中心地区へ行くには、運河沿いの道路を馬車で行くしかなく、現在

のアンチョル交差点で左折して南行き大通りに入るルートが使われた。港の西側に大きい鉄道駅が設け

られたのは１９１０年ごろで、１８７０年から使われているコタ鉄道駅までやっと鉄道で行けるようになった。

タンジュンプリウッからまっすぐ南下してボゴール街道につながる、ジャカルタバイパスと呼ばれている道

路はスカルノ時代にアメリカの援助で作られた道であり、その当時はまだ存在していない。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１６）」（２０１４年０５月０９日） 

繁栄を謳歌するバタヴィアの土を踏んだヨーロッパ人たちは、故郷で体験したことのないバタヴィアの不

文律を目の当たりにして驚くことになる。ラズロ・セケリーが１９３５年に発表した小説「密林から農園へ」で

は、オランダ人主人公すら驚いたバタヴィアの不文律が示されている。 

船は埠頭に係留され、はしごが下ろされた。わたしは自分の小さいトランクを手にすると、舷側に向かっ

て数歩進んだ。突然ファン・コイル氏がわたしに怒鳴った。「トランクを下に置け。今すぐに！」 

わたしは当惑してトランクを手から放し、疑問に満ちた視線をかれに向けた。 
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「あなたは何を考えているのかね？ヨーロッパ人であるあなたは、ここでは自分で何も運ばないのだ。こ

こには、そのようなものごとは一切ない。われわれ白人が持っている威厳のことを忘れてはならな

い。」・・・ 

オランダ領東インドに住んでいるのは、白と褐色そして支配者とサーバントという二種類の人間だけで

あり、その特殊な社会を統制しているのが選択の余地の無い不文律なのである。白いヨーロッパ人はご

主人様であり、褐色のプリブミはそれにお仕えするサーバントだ。サーバントはご主人様を謹んでお迎えし、

その望むものごとをサーバントが供するのは当たり前であり、ご主人様の命令を身を低くしてお受けする。

南洋のコロニーにやってきたヨーロッパ人は、そのようにしていきなり社会的ステータスの階段を踏み上る。

肌の色の違いがすべてを決めるのである。 

オーナーが有色人種である店に白人が足を踏み入れる。たとえそのオーナーが百万長者のインド人で

あったとしても、インド人店主は背をかがめて白人ご主人様をお迎えする。その白人が一張羅を着たただ

の船乗りであろうと、犯罪者であろうと、はたまた常識破りの冒険者であろうと、中身が問われることはな

い。中身がどれほど劣悪であろうとも、かれは白人なのだから。 

ヨーロッパ社会で低い階層出身だった者も、東インドへくればたちまち上位者に格上げされる。ラズロ・

セケリーの小説の主人公である「わたし」も幸福に酔い痴れた。「いまやわたしは、ひとりの人物になった

のだ。わたしはご主人様なのであり、世界を支配する人種の一部なのである。ただ白人であるということだ

けでこれほど多くの特別扱いを享受できるなんて、わたしはこれまで夢想だにしなかった。」 

東インドへ渡ってきた新参者たちがコミュニティを作って居住した場所は決して多くない。バタヴィア・バ

ンドン・スラバヤ・スマラン・ヨグヤカルタ・スラカルタなどジャワ島の主要都市だけであり、その外側の世界

はプリブミや他のアジア人で満ちていた。１８８０年の蘭領東インドの人口はプリブミ１，９５０万人、そしてヨ

ーロッパ人は５万人程度しかいなかった。[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１７）」（２０１４年０５月１２日） 

圧倒的多数の褐色のプリブミたちがほんの一握りの白人に支配され、白人は自分たちだけのソサエテ

ィを作って故国にあるものと変わらない文明生活を謳歌していた。だがそのソサエティの中では、すべての

白人が同等にご主人様の役割に就いていたわけでは決してない。それは白人とプリブミの接点でのみ起

こっていたことであり、白人社会の中では金や権力を持って上位に就く者とかれらに支配される下位の白

人という二重構造が存在し、上司と部下あるいは閥や人脈といった社会ヒエラルキーの基盤をなす人間

関係の中で大勢の白人たちが右往左往していたのも偽りの無い姿だった。 

バタヴィアに設けられた軍人向け社交場コンコルディアと文民向け社交場ハルモニーの存在が、植民

地支配者たちの華やかで享楽的な社交生活を示す象徴だったという見方は皮相的でしかない。コロニー

の社交生活に加わるためにバーレンたちは社交界を訪れて自己紹介し、知り合った上位者がテニス好き

ならテニスをし、フォックストロットを踊るのが好きなら一緒にフロアーに降り、ブリッジを遊ぶのが好きなら

同じテーブルに座り、社交場で語らうのが好きなら一日も欠かさずそこへ行って上位者が現れるのを待ち

ながら、談話テーブルに座ってビールを飲む。そのようにして社会的有力者の気に入られるように努め、

自分の意見など持たずに上位者の意見を受け売りし、意見がよくわからなければ考えを洩らしてもらうよ

う会話を誘導し、自分に接近して取巻きにならないような者に対して上位者が向ける敵意や陥れるための

策謀に加わり、そのようにして敵を作らずあるいは庇護者を作っておくことがコロニー生活での必須事項

だった、というようなことをウィレム・ワルラーフェンは故国へ送った手紙の中に書いている。 

そういうソサエティの中で語り伝えられたのが「ジャワ人は怠け者で嘘つきの詐欺師であり、ヨーロッパ

人は優秀な人種である」「資本家は人類に偉大なる貢献をしている。資本家がいなければ、人間は食べて

いけない」といった言葉であり、コロニーの社会的有力者たちと意見を異にする新参者には「病んだ哲学

者だ」とか「共産主義信奉者ではないか」という言葉が投げつけられて、ソサエティの中で疎外され排除さ

れる運命がかれを待ち受けていた。 

ちなみに、バタヴィアのコンコルディアは１８３０年に作られ、１８８９年にワーテルロープレーンの新築の

建物に入り、１９６０年代に取り壊されて現在はバンテン広場の大蔵省建物群の一部となっている。コンコ
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ルディアはバタヴィアのほか、バンドン・スラバヤ・マランにも作られた。ハルモニーはダンデルスが建設を

命じ、１８１５年にラッフルズが建物の完成を祝した。１９８５年に大統領宮殿に西接する国家官房の駐車

場を広げ、同時にその外側のマジャパヒッ通りの路幅を拡張するために、この歴史を誇る豪壮な建物も取

り壊された。今ではその北側の大きな交差点に名前を残すのみとなっている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１８）」（２０１４年０５月１３日） 

当時のコロニーを覆っていた社会構造の中でニャイという制度が積極的に受け入れられていたことが、

その現象の正当性を高める結果をもたらした。もともと奴隷女との間に発生したニャイ現象は、奴隷制度

が廃止されたあとも形態的には似たようなものとして継続した。白人優位社会の中でプリブミが行なう貧

困対策という内容の変化を伴って。 

コロニー社会は、ニャイ制度が社会秩序を維持するための一対策であるという見解を持っていた。ひと

りで生活するのと違い、女性との同棲によって毎日の生活パターンに規則正しさが宿り、飲酒や買春ある

いは他の散財なども抑制的になるし、更に若い白人男性の性生活が円滑に行なわれることは、かれの精

神の安定とポジティブな思考を生み出し、ヒステリアに陥ることを避け、社会倫理で悪行とされることを極

少に抑えこむことができるというロジックがそのベースを支えていたのだ。 

この内縁関係にあるプリブミ女性との同棲生活というのは、社会的な義務や責務から免れた自由を持

っており、そのことで得られるメリットはたくさんあったし、加えてヨーロッパではほとんど得ることの難しい

東インドの文化や言語、社会や地誌などの知識を歩く事典と別称されたニャイから得ることもできた。コロ

ニーで一旗あげるために東インドにやってきた新参者たちにとって、そういった知識を得ることが、かれの

経済面での活動にたいへん有意義な助力を与えることになったのは言うまでもあるまい。 

ニャイを持つ習慣は、コロニーの中で決してマージナルなものではなかった。１９世紀の最後の２５年間

にコロニーに移住したヨーロッパ人男性の半分以上がニャイとの同棲生活を送っていたと推測されている。
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その現象に追随しないヨーロッパ人に対してコロニー社会が向けた視線も差別的なものだった。ニャイを

ひとり養う金もないコロニー生活での失敗者、という色合いがその視線にまとわりついていたようだ。 

類似の視線はプリブミ社会にもあり、新参ヨーロッパ人がやってくればニャイという一種の就職口が生ま

れ、ニャイの親族一同にとって経済生活が楽になるという意味合いがそこに込められていたから、ニャイを

持とうとしないヨーロッパ人に対しては必然的に不審と不満の視線が向けられ、その新参者を取巻くプリブ

ミたちはニャイを持つことをかれに積極的に奨めた。そういう観念がいったい何と同じかということは言うま

でもないと思われるが、現代インドネシアにもまだ少女という年頃の娘に客を取らせて一家の経済生活を

楽にしようとする貧困家庭が依然として存在し、少女は自分の身を投げうって親や家族に孝行を尽くすと

いう信念で健気に自分の運命に立ち向かっているというストーリーが時おり新聞に掲載されている事実は、

いったい何を意味しているのだろうか？[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１１９）」（２０１４年０５月１４日） 

白人はご主人様であり、褐色の肌のプリブミはご主人様にお仕えするサーバントであるという図式は、

ニャイという現象にも同じ枠組みを与えていた。ヨーロッパから東インドのコロニーにやってきたバーレン

（新参者）は、自分が住む家を整えているサーバントたちの中の気に入った女性をニャイに選ぶのが普通

だった。通常は、少女のようなまだ若い娘が選ばれたが、奴隷制度がなくなったこの時代にそれを命令す

ることは常識はずれであり、あくまでも依頼の形が採られた。コロニー社会でと同様にプリブミ社会でもニ

ャイ制度がポジティブに受け入れられている状況下に、自分の目の前にシンデレラの靴が置かれた少女

たちが、その依頼を拒む力を持っていただろうか。 

もしもトアンの気に入った女サーバントがいなかったらどうするのか？トアンはサーバントたち、特に男

性サーバント、に「チャリ プルンプアン！」という命令を発すればそれでよかった。東インドに住むプリブミ

のすべてが、白人トアンが発するその言葉の意味を十二分に理解していた、と記者で作家のアンリ・ボレ
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ルは東インドに関する当時の記事の中に書いている。命令を受けた男性サーバントは、トアンに好かれる

要素を持っている自分の身内のこれぞと思う娘を優先的にトアンに紹介した。時にはそれが、自分の実の

娘であったり、自分の姉妹であることすら起こった。男性サーバントたちが紹介する娘の中にトアンの気に

入る者がなかなか現れないときには、トアンは仕事関係や交友関係にある仲間たちまで、紹介依頼の網

を広げることすらあった。 

ともあれ、トアンの気に入った娘が見つかれば、ニャイになる娘が一旦は女中奉公する形をとることもあ

ったが、ストレートにニャイの地位を与えられて全サーバントを統率するようになることのほうが多かったよ

うだ。つまり形の上ではサーバント頭なのだが、実態は女主人に近い。なにしろ、トアンが家にいないとき

には、かの女がトアンの代理を務めるのだから。戸棚や食糧庫の鍵はニャイが握ったし、トアンは家庭生

活の費用管理をニャイに委ねることが多かった。自分がニャイであることを示すために、みずからのアピア

ランスさえ変化させた。それまで着ていた質素で地味な、あるいは派手な色使いの衣服は、刺繍の入った

白いクバヤに取って代えられ、装身具も高価なものに変えられた。とは言っても、もちろんトアンの経済力

に応じたものではあるのだが。女中であればはだしが普通だが、ニャイは家の中でもスリッパやサンダル

などの履物をはいた。そして白いハンカチを持ち、鍵束を身に着けてそれをジャラジャラ鳴らしながら行動

していたのは、西祥郎ライブラリー内の『ニャイダシマ』に見られる通りだ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２０）」（２０１４年０５月１５日） 

コロニー社会の支配層にご愛顧のニャイ制度は、社会下層クラスのインド（欧亜混血）家庭にも影響を

与えた。コロニーへ来た白人がアジア人女性を正式の妻にしたのがインドファミリーであり、そこへプリブミ

のニャイが関わっていける要素は少ないように思えるのだが、読者ははたして何をご想像になっただろう

か？ 

もちろん、人間を雇うということがらが付随するのだから、それなりの富裕なファミリーが行なったのは明
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らかだが、雇われたプリブミ女性はだれと性的関係を結んだのだろうか？ 

デュ・ペロン著「ふるさとの地」の一節にこんなシーンが描かれている。 

次の年に、両親の友人のひとりがわたしの遊び友達を真剣に探してくれると言った。母は笑ってその言

葉を了承した。ある日の昼に、美しいプリブミ娘が家に来た。その娘を送ってきたジャワの貴族階層の者

はそのまま辞去し、使用人たちはその娘について、きっとその貴族の遠縁に連なるよい家庭の出にちが

いないと噂した。娘は家の裏手の建物に入り、「遊び友達を探してあげる」と約束した友人から母に宛てた

手紙を差し出した。手紙を読んでから母がわたしに言った。「あのひとが言っていた遊び友達が来たようね。

お前も見てみたいでしょう？」・・・・ 

インドのファミリーに生まれた混血の息子が女性のことをよく知るためにあてがわれた遊び相手がその

娘であり、女性のことをよく知るということの中には言うまでもなく肉体関係が含まれていた。この種の男

女関係は一時的なものという前提で始められたが、混血の息子と両親の意向次第でそれが恒久的なもの

になるケースも稀ではなかった。 

小説「ふるさとの地」の主人公のような欧亜混血男性にとって妻に持ちたいと憧れるのは純血西洋人の

娘だったが、純血の西洋娘にとって肌の色が自分ほど白くない男性はそれ自体が社会ステータスの差を

示すものであり、そういう男を自分の夫にしようと娘が決意するきっかけを世の中にどれだけ見出すことが

できたかということを考えるなら、男性の側の憧れはしょせん片想いになる傾向を避けるべくも無く、そうい

う男性がとりあえず人生の形を整えようとする場合は結局ニャイを持つことになった。一方、そのようなダ

ブルスタンダードの中で生きることを嫌った混血青年は、白人コロニーの二級人種というステータスを最初

から捨て去ってプリブミ女性を妻にし、プリブミ社会を自分の世界に選択する者も少なからず存在した。

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２１）」（２０１４年０５月１６日） 
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ヨーロッパから移住した新参者たちがプリブミ女性と知り合う機会は、女中や日常生活で接触する周囲

の人間からの紹介とは別に、新参者が頻?に訪れる商店や食堂で働く女性たちもその対象になった。ウィ

レム・ワルラーフェンとイティの出会いもそのひとつだ。 

そういう真剣な愛情に昇華されていくニャイとの交流もあったが、まるで売春婦のように扱われたニャイ

もある。地位と金を持つ富裕層白人の中に、女っぽくセクシーな若い娘を見つけるとどうしても自分のもの

にしたくなり、その娘を自分のニャイにしたいと使用人や友人知人を介して娘のファミリーに申し入れ、相

応の金を娘のファミリーに渡し、準備万端整ったところで特定の日と時間に娘を自宅に来させるという扱い

をした。１８９２年に出版されたダウム著「東インド人生の浮き沈み」の中でトアン トゥイッセルズがニャイ

にしたルイーザはその例のひとつだろう。 

それどころか、そのプリブミ女性に夫があったとしても、夫の手から妻を買い取ることさえ行なわれた。

父親や兄弟の手でニャイにされた娘がトアンから売春婦のように扱われたケースはもっと心痛むものだっ

たにちがいない。村が不作になると、そういうケースが多発した。 

ニャイという名前の裏側で、ご主人様である白人がプリブミ女性を売春婦扱いしたり、妻の目を盗んで

名前通りの妾にするといったさまざまな逸脱行為が行なわれたのを否定することはできない。それらは明

らかにニャイという制度が目指していたものとは異なっており、社会的には容認されないものだった。とは

いえ、ニャイという現象が現代世界では容認されないものであるのだから、現代人の倫理観から言えば、

それらのすべてが五十歩百歩だということになるかもしれないのだが。 

そのようにして親兄弟が白人のトアンに売った少女たちが、トアンが与えてくれる毎月の給金の一部を

割いて実家の経済を支えていた事実を、親孝行が依然として高い価値を持っていた当時の社会が率直に

認めて賞賛したかどうかという点になると、明らかに異なる様相が表れている。 

いきなりポット出の少女がサーバント頭の地位に置かれたとき、それまで実質的なサーバント頭として

全体をまとめていたサーバントのひとりがそれをどう受け止めるかという問題は必ず生じるにちがいない。

しかし、そういう職場内での問題とは別に、社会一般はニャイになった娘を尊敬できない人間として遇した。

男性ムスリムはキリスト教徒とユダヤ教徒の女性を妻にできるが、女性ムスリムはムスリムの妻にしかな
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れないという宗教上の戒律が、親孝行の事実よりも優先されたのである。貧困に覆われたプリブミ社会の

中で、高い経済ポジションを手に入れたニャイに対する妬みがそこに混じっていなかったと言えば嘘にな

るだろう。さらには、同胞であり仲間であるはずのプリブミのひとりが、自分たちを支配している白人の持ち

物になって経済力をふるい、その境遇を謳歌している、という嫉妬と非難に満ちた見解によって裏切り者と

いう烙印がかの女たちに捺されたのも、はなはだ身勝手な行為のように思われる。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２２）」（２０１４年０５月１９日） 

自分で何ひとつ決めることができず、周囲の人間の操縦するままに流され、そうして置かれた立場をや

りおおしながら家族のために尽くしているニャイたちに、プリブミ社会は蔑みの処遇を投げてよこしたので

ある。その不条理さは、日本で幕末期に起こったラシャメンと呼ばれる女性たちに日本社会が向けたもの

と大差ないようにわたしには思える。 

では、ニャイになった女性たちとは、どんなひとたちだったのだろうか？かの女たちの具体的な人生履

歴はほとんど残されていない。元来が口承文化の民であったがために、一般庶民が書きものをすること自

体が稀であったという要因があり、さらに社会的な蔑みの対象だったニャイの経験を積極的に物語ろうと

する女性の出現も期待薄であるがために、五里霧中になるのはしごく当然のことだったにちがいない。 

当時の社会情勢を見る限り、ニャイになったのはジャワ島の貧困家庭出身の娘たちがマジョリティを占

めていたと考えられる。少しでも経済生活を向上させようとして都市周辺部に移り住んだ農民家庭の息子

や娘たちが、ヨーロッパ人の家庭プンバントゥになって収入を得ようとした。だから娘がニャイになったり、

息子が自分の姉妹や従姉妹をニャイとして勧めるようなことが行なわれたのである。 

白人トアンが女中のひとりに「ニャイになってくれ」と誘ったとき、かの女に選択の余地は残されていなか

ったに違いない。支配者である白人に反抗することのリスク、雇い主であるトアンに反抗することのリスク、

そしてそれを受ければ経済面で大きなメリットを享受することができるというシンデレラの靴。女性はあら



スエズ運河の完成と社会変化 

151 

ゆることがらを自分で決めることが許されず、父親や兄弟が決めることに無条件で服従し、結婚相手すら

父親の選択に委ねられていた当時の倫理にしたがって、娘はトアンへの返事を父親に委ね、大金がもら

えるならそれを拒む父親はまずいないという形で交渉が合意され、こうしてニャイがひとり誕生した。その

女性が既に人妻になっていた場合でさえ、結婚するときに父親から娘の身柄の全権を譲られた夫が、妻

をトアンに売り渡すこともよく起こった。未婚のときは父親、既婚であれば夫に完全服従するのが女性の正

しいあり方だったのだから。 

ウイレム・ワルラーフェンはそういう女性のあり方に対して「人生を質に取られた」とか「半分奴隷」といっ

た言葉を使った。家族の中でのイティのポジションやかの女の労働に関して周囲の人間が示している観念

に、かれは義憤を覚えたのにちがいない。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２３）」（２０１４年０５月２０日） 

娘がニャイになった家族は、往々にして相矛盾する姿勢を示した。トアンの内縁の妻になるのはほぼ百

パーセント経済的動機に発しており、女中がニャイに昇格すれば定期収入が確保され、たいていはそれま

での女中の給金から比べ物にならないほど大幅な金額のアップが起こった。その高収入で実家の生計を

助け、あるいは生計のすべてを一手に引き受けるケースも稀ではなかった。 

一方、プリブミ社会は妾になることを社会的な恥と位置付けてきた。ニャイになることは、セックスを金と

引き換える売春婦と変わらない行為だという断罪が世の中に流通し、加えて宗教が禁じている異教徒の

妾になっているという非難が付け加えられてニャイは社会蔑視の対象となり、かの女たちはプリブミ社会

から身を引いた形で日々の暮らしを営まざるをえなかった。 

しかし、プリブミの娘たちだけがニャイになったのではない。華人の娘がニャイになったケースもあるし、

さらには日本人女性がひかされて白人のニャイになることもあった。東インドの花柳界に流れてきた日本

女性が白人トアンを旦那に持ち、ひかれて旦那の妾になるというのは当時の日本にあったパターンそのも
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のであり、日本人富豪と白人が入れ替わっただけのことで、何ら不思議なものではない。 

ヨーロッパ社会にはその当時から日本女性の控えめと献身の美徳が喧伝されていたようで、コロニーの

ヨーロッパ人上流層には日本人のニャイを持つことに大きな憧れを抱く者が多かったらしい。自己の権利

を主張し、夫と妻が対等に相手に尽くすよう求めるヨーロッパ女性に対して、アジアの女性は基本的に男

に対して控えめと献身をよしとする類似の価値観の中に住み、日本女性もプリブミ女性も華人娘もトアン

に対する基本姿勢は似たようなものだったが、どうやらゲイシャの伝統文化を持つ国から来た女性がその

中でチャンピオンに選ばれていたようだ。セケリールロフスは小説「ゴム」の中で、登場人物の菊さんを通

して彼女たちを絶賛している。 

かの女はまるでガラスの人形のようだ。キモノの中で常に清潔に輝いている。長い髪は三つに結い上

げられて、乱れを見せない。・・・・かの女は理想的な女性なのだ。敬意に満ち、従順で、何事もすぐに対応

する。かの女が目的にしているのはただひとつ、自分の殿御自身と殿御に関わるあらゆるものごとを愛情

をこめて世話すること。西洋人には決して理解できないことがらだ。・・・[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２４）」（２０１４年０５月２１日） 

日本の水で産湯を使った女性だけでなく、東インドで生まれた娘の中にもニャイになった者がいる。それ

は華人娘と似たようなケースで、たいていは一世代以上前に東インドに移住し、商店主になってビジネス

の繁栄に努めている家庭の現地生まれの娘がヨーロッパ人のニャイになるというものだ。もちろん日系の

場合は二世の娘がほとんどで、華人の場合とは歴史が異なっている。 

プリブミのニャイとは違って、華人や日人がニャイになるケースは親のビジネス関係の強化が目的だっ

たようだ。１９世紀に茶農園事業で盛名をはせたエデュアルド・ケルクホーフェンのニャイになったのはコメ

商人華人の娘だった。 

東インドの娼館経営者が日本人女性を「輸入」するということも行なわれた。娼婦として、あるいは期間
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を定めた契約妻として、かの女は貸し出し商品となった。そうして、最終的にニャイと呼ばれる白人や華人

の妾になった。東インド協会の議事録の中に、日本人女性「輸入」に関する記述があり、決議事項として

「娼館で働かせるか、あるいは期限付きで貸し出すために日本人女性を輸入する件。ひとりの男性に一年

間貸し出す場合の料金は２００フルデンで、居住地はどこでも同じ料金」と書かれている。 

このように、元々のニャイの意味合いから外れてしまっているような形のものまでがニャイとして東インド

コロニーの中で行なわれていたことを見るにつけわれわれは、ニャイという制度がいかにこの地の慣習の

中に深く染み込んでいたかということを実感することができる。 

プリブミのニャイと白人トアンが最初から相思相愛関係で内縁の夫婦関係に入るというのは、ほとんど

考えられないことだ。だが、何万件もの内縁関係が生まれたのだから、そんな夢のような話が起こったか

もしれない。ワルラーフェンとイティの関係にしても、その関係が続いていく中でワルラーフェンがイティを

正式な妻にしたわけだが、かれのイティに対する誠実さや責任感とイティの感受性が本当に固く組み合わ

さったのかどうか？ 

ほとんどのケースで、ニャイとトアンのふたりの間の文化の違いは大きな壁となって立ちはだかっている。

ニャイたちにとって、ニャイとしての暮らしは経済的な実用性をもっぱらにするものであり、女中としてある

いは無職での暮らしよりははるかに心愉しいものだったにちがいない。もちろんトアンの扱いがそれなりに

満足のできるものというのが前提になるのだが。そのレベルを超えてトアンの愛情といった精神的な絆を

求めるようなものではなかった。そのあり方が、今度は白人トアンにないものねだりを起こさせたケースも

現れている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２５）」（２０１４年０５月２２日） 

ニャイが自分の日々の暮らしの世話をし、家庭内を整然と整え、夜はベッドの友となってセックスの欲望

を満たしてくれる。ところが心が通わない。何を命じても従順に従ってくれるのだが、まるで人形と暮らして
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いるようだ、という空疎な思いがトアンの内面に広がるのである。あれほど憧れていた日本人芸者のニャ

イを持ったところで、ニャイとの間に二語以上の会話が成立しないことがトアンをフラストレーションに駆り

立てるのだった。 

元々のニャイという現象の意味合いが当座の実用面でのメリットを享受することに終始しているのは、

人生の究極のベターハーフをそこに求めることを最初から否定しているのであって、それが無いものねだ

りになるのは免れない。 

もうひとつトアンの側に生じたアンビヴァレンツは、ニャイ制度が公式に認められていて、それを実践す

るのに何もやましいところはないのだが、かと言って自分とニャイがカップルを形成しているということを白

人コミュニティの中であけすけに示すことは憚られる気分が存在していた。ニャイの存在は白人女性を正

式な妻にするまでの暫定的なものでしかなく、だからこそ、そのときが来ればいつでも縁を切り、自宅から

立ち去らせることのできる関係という比類ない便利さと自由さを持つものなのである。それを裏返せば、そ

んな立場のニャイにとってトアンとの愛情という精神的関係が常に不信で満たされていたのも無理はない。 

だからトアンが自分のニャイに対して持つ精神的な紐帯がどうなっていようと、トアンがニャイと一緒に

外を出歩くようなことはなく、ニャイは終日家の中にいて、客の訪問があればそこに同席しないで奥に入っ

て女中のように隠れなければならず、客に飲み物を供するときにだけ姿を表すことが許された。つまり、あ

ってかまわないが世間には隠しておくべきものであり、その存在をあからさまに示すべきではない、という

のがコロニーの白人社会におけるニャイの位置付けだった。 

１８４８年に、東インドでキリスト教徒と非キリスト教徒の婚姻が許可された。その最初の実践例として、

白人キリスト教徒男性とプリブミ非キリスト教徒女性の婚姻が１９４９年に行なわれたものの、以後その解

禁を利用しようとする者はめったに現れなかった。さまざまな力関係の交錯する社会原理の中で、正式で

合法的な妻になったとはいえプリブミ女性が文化の壁を乗り越えて白人コミュニティに加わることができた

かどうかという疑問にポジティブな答え言える者はいないだろう。それどころか、そのようなことを行なう夫

のほうにさえ、強い社会的差別が向けられたのである。[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２６）」（２０１４年０５月２３日） 

そのような行為は当時のコロニー社会が原理として持っていた白人優位思想をなしくずしにしていくもの

であり、原理が維持されることを望むひとびとがそのようなことの拡大を望むはずがない。コロニーの倫理

構造を破壊するものへの制裁はそのような人間に対する社会的排除であり、こうして夫のコロニーにおけ

る経済活動の機会は閉ざされてしまう。 

かれは白人コミュニティの中で生きていけなくなり、コミュニティの外側に身を置き、コミュニティのような

ものがほとんど存在しない地方にチャンスを求めるしかできることはなかった。精神的なつながりのない同

棲生活、あるいは文化の差、もっと言えば文明レベルの差を持つ人間との同棲生活、そういったネガティ

ブな側面が白人トアンの花嫁探しを促すことになった。花嫁は言うまでも無く純血白人女性が第一候補で

あり、その憧れがどうしても満たせない場合にコミュニティに十分受け入れられている欧亜混血家庭の娘

が次の候補者になった。こうして、ある期間を経て東インドでのビジネス基盤を構築するのに成功した白

人トアンたちが、長期休暇を取って続々とヨーロッパに帰って行ったのである。しかしそんな余裕の無いト

アンたちもいた。かれらは故国のファミリーや友人知人たちに頼んで花嫁探しを行い、それを受けてくれる

女性が見つかったとき、「手袋結婚」と呼ばれるものが行なわれた。 

手袋結婚というのは中世にヨーロッパで行なわれていた代理結婚のことで、花婿が代理を務める男性

に手袋を送って自分の分身扱いにしたということに由来している。というのは、未婚の女性がひとりで長い

船旅に出るのは妥当なものではないという考えがヨーロッパですら一般的であった時代、まず女性のステ

ータスを変えておくのが常識になっていたためだ。こうして今度は手袋結婚花嫁が続々と東インドにやって

くるようになる。付添い人が一緒に船に乗るケースもあれば、花嫁が○○夫人としてひとりで船に乗るケー

スもある。だが○○夫人がまだ処女の手袋花嫁であることは、見る者が見ればすぐにわかる。こうして、か

の女たちをからめ取ろうとする男たちの誘惑のくもの糸が、船中に恋のアバンチュールを撒き散らすことに

なった。東インド関連文学の中に、この種のエピソードは数多く出現している。 

ともあれ、手袋花嫁がタンジュンプリウッ港に到着したとき、手袋の主はその家からニャイを立ち去らせ
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ていなければならないのである。ニャイが何年間その家で過ごそうとも、ニャイがいた痕跡の一切を含め

て、手袋花嫁にその事実を知らせる必要などないのだ。 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２７）」（２０１４年０５月２６日） 

ニャイが心身のすべてをすり減らして勤めたその家から追われるとき、かの女ははじめてそこへやって

きたときと同様、手ぶらで去っていくのが普通の形だった。その別れに際して、何か持たせてやろうというト

アンの善意だけが、ニャイの救いになった。ニャイは何ひとつ要求する権利が与えられていないのである。

それは１８４８年編纂の民法典第４０条と第３５４条に規定されている。 

かの女が産んだ子供についても、母親としての権利が一切与えられなかった。トアンが死亡したときで

すら、トアンとの間にできた子供の後見人にさえなれなかった。ニャイにとっては、他人がわが子を養育す

るために自分の腹を痛めたというだけのことだったのである。 

異文化人のトアンにその子供を産んであげただけのこと、と自分の出産を見なすことのできる女性がい

ないわけでないことは、現代インドネシアでその実例を目にしているわたしには理解できる。自分の文化

が持っている価値観をできるかぎりわが子に向けようとしないで接している外国人と結婚したインドネシア

女性にわたしはとても大きな違和感を感じた。それはあたかもベビーシッターが幼児に対して採る接し方

であり、その母子関係には精神的な一体感が欠如しているように見えた。あたかも自分の分身のように母

親がわが子に対して抱くはずの所有感覚が希薄であり、そういうことができるその女性にわたしは驚いて

しまった。見方を変えるなら、その善し悪しは別にして、ほとんどの母親はわが子を自分の所有物として扱

っているということが言えると思う。そうせよと教えられたわけでもなく、本能的にわが子に接しているその

あり方とそこにまつわっている感情的なものは、たとえ法律で単に腹を貸しているだけだと定められても、

ほとんどのニャイにとっては簡単に処理しきれない精神的なしこりを残したにちがいない。レギー・バアイ
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氏の父親の回想が余すところなくそれを伝えているとわたしは思う。 

個人的なレベルは別にして、ヨーロッパにはありえない東インドのコロニーにおけるニャイという社会現

象は、当時のヨーロッパ人にとって報道記事や文学の素材とするのに格好なものだったようだ。現地で言

い習わされていた風聞を、われわれはさまざまな東インド関連文学作品の中に見出すことができる。１９０

３年に発表されたアウフスタ・デ・ヴィット著の小説「女神が待っている」の中でファン・ヘームスベルヘン検

事補が持ったニャイのナイラの姿は、次のように描かれている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２８）」（２０１４年０５月２７日） 

ニャイは家の中にいるのかいないのかわからない。どこにいるのか、姿が見えないのだ。 

石造りの床の上を、はだしで音もなく動く。検事補もかの女の声や息遣いさえ耳にしない。しかしかの女

がいるのは、家の中がよく掃除され、整頓されていることからわかる。決まった時間になると、食卓の上に

おいしい料理が用意されており、冷蔵庫から取り出されたばかりのよく冷えた瓶入りジュースが置かれて

いるし、出勤時間になれば着替えの服が並べて広げられている。・・・・しかし検事補はニャイの姿を見な

ければ、声も聞かない。 

呼んだとき以外は。知らぬ間にかの女は検事補の前までやってきて、うつむいたまま命令を待っている。

検事補が何を命じようが、かの女の返事は常にひとつだけ。小さい声で「ヤー トアン」と言うだけだ。・・・・ 

当時のオランダ人が著作の中で描いたプリブミのニャイの姿は、不道徳さに対する倫理的な嫌悪感と

人種差別を根底に据えたエキゾチシズムの混ぜ合わさった、きわめてネガティブなものが大半だった。プ

リブミ女は愚かであるにもかかわらず狡猾で、しかも計算高い。外見的にはむしろ猿人を思わせるような

醜さで、魅力など爪の先ほども感じさせないというのに、男を誘惑することに長じ、しかも危険な関係の中

に相手を落としこんで行く。誠実さなどはかけらも持っておらず、悪賢く、怨恨深く、命まで狙う。知性に欠

け、文明がもたらす礼節をわきまえず、粗野で洗練されておらず、精神の成長はポジティブさが微少でほ
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とんどがネガティブなもので占められている。妾が欲しいのであれば、ジャワの女を妾にするよりも日本の

女のほうがはるかにマシだ。なぜならジャワの女は精神的な成長のレベルがあまりにも低く、ヨーロッパの

男がかれらから慰安を得ることなどできないのだ。日本の女なら、まだボードゲームやカードゲームを一緒

に遊ぶことができる。 

そんな論評とは別に、ジャワの女が美しく魅力的な姿や顔立ちをしているという描写もある。男を誘惑す

ることに長けているのなら、こちらのほうが説得力があるだろう。小説「グヌンジャティ」の中で作者のキャリ

ー・ファン・ブリュッヘンは、ジャワ女の嫉妬深さを強調する。 

しかしジャワ女は嫉妬深く、かの女と関係を結んだヨーロッパの男は、かの女から離れられなくなってし

まう。女は美しくてナイーブであり、男はそんな女に恍惚となり、ついには身を滅ぼしてしまう。女はしばし

ば男に反抗するため、男はついつい暴力をふるう破目になる。ところが、そのいざこざが終わるや、男は

それまでよりもっと深く女にのめりこんでいく。アブノーマルで、しかしエキゾチックな官能の毒が男の自制

心を奪い、興奮をあおる。男は不安にさいなまれるようになり、自己を制御できなくなり、ついには倫理の

崩壊に進んでいく。・・・・[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１２９）」（２０１４年０５月２８日） 

１９００年の作品「オランダ領東インドの生活」の中で、バンドン出身のふたりのニャイの外見的な美しさ

を記したバス・フェットは当時の作家たちの中で稀有な存在だったにちがいない。 

プリブミ女性がふたり、ベンチに座っている。ふたりのいでたちは周囲のひとびとから浮き上がって見え

た。艶のある黒髪は整然とくしけずられ、独特の形に結われている。その大きなまげは濃密な黒髪が形作

っているのが明らかで、まげを解けば長い豊かな黒髪が美しく流れ落ちるだろうことを想像させた。きっと

今夜マンディするときのように。・・・ 

まげの左右に花を挿し、その中間にダイヤモンドを散りばめたかんざしが刺されて輝きを放っている。
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ふたりは紫色の艶のある長い絹の上衣を身に着け、下はバティックのサルン姿。爪のある繊細な手のよう

に見える美しい小さな足は手入れが行き届き、ヒールが金色に塗られているサンダルの脇に置かれて、

次に歩き出すまでの間、床面を踏んでいる。褐色の肌を輝かせようとして、かの女たちはひっきりなしに顔

に白粉を塗る。赤い唇と歯茎の間にある雪のように白い歯と一緒になって、黒い瞳は光芒を放ってい

る。・・・・・ 

ニャイをヨーロッパ人正妻を得るまでの暫定的なものと位置づけ、家庭内に限定してその機能を正妻に

代替させて取扱ったトアンたちではあるが、プリブミ女性をニャイにしたとたん、かの女たちはヨーロッパ人

正妻が身に着ける衣服や履物を同じように着るように努めた。トアンたちはそれを、のぼせあがった振舞

いと見た。 

プリブミ女中は白いクバヤを着るのが普通であり、それがかの女たちのステータスをあからさまに示し

ていたが、ニャイになってステータスがアップしたかの女たちは豊かな色のクバヤを身に着け、世間から

陰口を叩かれる破目になった。おまけに平べったい足は刺繍の入ったスリッパの中に押し込まれた。屋敷

内をスリッパ姿で歩く図はあひるの行進を思い出させた。・・・・ 

しかし当時の文芸作品の中では、愚かであって且つ狡猾（聡明な頭脳の良さではない）で、しかも損得

勘定の激しい女性像がニャイに貼り付けられることの方が多かった。ダウムの作品「第１１番」の描写はこ

うだ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３０）」（２０１４年０５月２９日） 

裏のテラスの縁台で、トアンはニャイの傍らに座っている。ニャイはトアンの胸に頭をあずけ、トアンはニ

ャイを愛撫しながら女中部屋のひとつを眺めていた。ニャイの母親がそこにいるのだ。母親は外のテーブ

ルに置かれている艶のある白と青の陶器皿を指差し、疑問に満ちたまなざしを娘に投げている。ニャイは

即座にうなずいてそれに応じた。とても優しいトアンだから、下げ渡してくれるに決まっている。ニャイの頭
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は回転していた。もっと他に持ち帰れるものはないだろうか？ 

「アティのものね！」ニャイの柔らかいささやき声、大きな黒い瞳はトアンを見つめ、メランコリックなムラ

ユの流行歌の一節がその口からもれた。トアンに捨てられて川に身を投げた女のストーリーを歌ったもの

だ。続いてその目は、美しく編み上げられた鉄製の鳥かごの中にいるカナリアに向けられた。トアンは、そ

れが資産リストに入っていたかどうかの記憶を呼び戻そうとした。あれはリストに書かれていなかったよう

だ。だからそれも、アティが家に持ち帰ることになるだろう。・・・・・ 

たとえ女中より待遇が良くとも、トアンが正妻を迎えようと決意すれば、ニャイはいつでもその家から追

い出される。プリブミ社会の中でも虐げられてきた女性たちはどんな過酷な待遇を受けようとも従容として

それを受け入れてきたわけだが、そのような姿勢のゆえに、自己主張を持たず、闘う努力を知らず、敗北

主義者で、悲しくないとき以外は感情を示さず、理不尽に追い出されようとも感情的な反応を少しも示さな

いというニャイのイメージが作り上げられた。セケリールロフスの小説「ゴム」に登場したのは日本女性だっ

たが、ヨーロッパ人の目から見れば似たようなものだったにちがいない。 

「わたしは菊さんを妻にするよ。」 

菊さんは目を落としてうつむいたまま、一層身体を縮めた。仮面をかぶったような表情はそのままで、そ

の下にある感情を透視することはできない。ただ、目の中に宿っていた疑問の影はすでに消えた。その両

肩は、諦めと期待をにじませている。 

「菊さん、わたしはあなたのために２千フルデンを銀行に入れた。」菊さんはお辞儀をして、「ありがとう」

とささやいた。 

「これが証拠だ。」かれが渡した一枚の紙を受け取ると、菊さんはそれを折畳んだ。まるで特別なことな

ど何もなかったかのような菊さんの態度に、かれの感情は傷ついた。・・ 

・・[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３１）」（２０１４年０５月３０日） 

ところが、そのような現実が存在している一方で、まるで異なる人間観を持つ文化の中に育ったひとび

との目には、そんなことはありえるはずがない、というようにその光景が映ったに違いない。目に見えてい

るのは、見せかけのまやかしなのだ。 

妻の代理を務めさせられていたのに、ある日突然その地位から追い出される。そんなことをされたら、

恨みに思わないわけがない。もともと嫉妬深いかれらは、恨みと憎しみを晴らすために、自分をそんな目

にあわせた者の命を狙ってくる。呪いや魔法を使い、もっと確実にするなら毒薬を。 

「ピルＮｏ．１１」という言葉が何を意味しているか、コロニーに住む者の中にそれを知らない者はいなか

った。毒薬のことだ。ダウムはそれを小説のタイトルに使った。小説に書かれたエピソードは、ジョージ・フ

ェルメイのニャイだったイプス・ネスナジがその座を正妻になるレナ・ブルースのために追われ、まるで足

拭きのぼろ布のように投げ捨てられた自分への待遇を恨み、その原因となったレナを殺害するというもの

だ。そしてトアンのフェルメイは、このような事件の真相はビジネスの障害になるだけだとして、その事件を

もみ消してしまう。「かの女はピルＮｏ．１１を呑んだのだ」ということにして。 

他の作家の作品にも、嫉妬深く、執念深い、熱帯の地に住む女たちを描いたものがある。もし女（ニャイ）

が男（トアン）にその独特のスタイルの愛に彩られた関係を結ぼうとしたなら、そのヨーロッパ人の男に忠

告してやるほうがよい。別の女を探せ、と。なぜなら、それらのかの女たちはたいへん嫉妬深く、そして複

雑なのである。だから、そんな状況に陥ったとき、かの女たちは困難ばかりか、危険をももたらしてくる。 

もしわたしが男の心を自分のものにできなくなったなら、男の心を得ることのできるヨーロッパの女がい

ることなど許しておけない。男と一緒に暮らすようになったヨーロッパの女は、（呪いや毒薬で）じっくりと滅

ぼしてやるのだ。・・・・ 

観念論者は、多種多様な人間が繰り広げている世相を単一色で塗りつぶしてしまう。おまけに、かろう

じて可能性だけが認められうる観念的な推論を、あたかも真実・事実のように描き出し、それを世間大衆

に説いていく。そんな虚偽と欺瞞に呑まれた世間大衆は、それだけを真実として握り締め、当の人間たち
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が繰り広げている現実には目もくれないで、閉塞的な脳みそが作り上げた虚像をベースに、自分の振舞

い方を決めていくのである。 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３２）」（２０１４年０６月０２日） 

このニャイという風習を男と女の間の関係からのみ見るのでは不十分だ。男と女の性行為は子供を産

み出すものなのだから。コロニーでは、ニャイ制度の中で産まれた混血の子供をフォルキンデーレン

(voorkinderen)と呼んだ。つまり、ヨーロッパ人正妻を持つ前に生まれた子供という意味だ。コロニーでは１

８２８年以来、ヨーロッパ人男性が内縁の妻に産ませた子供を実子として認知することが認められるように

なった。そこまでしなくとも、子供の父親がだれかということを公的に示すために出生届を出すという手段

もあった。ただし出生届を出すことは、父親に子供の扶養義務が発生することを意味している。ともあれ、

個人の名前を反対に綴っていくというコロニー独特の風習は、どうやらこの出生届が引き起こしたものの

ようだ。たとえば Pieterse は Esreteip、Riemesdijk は Kjidsemeir、Jansen は Nesnaj といったもので、届け

出られた子供はその逆綴りの姓が自分の姓になった。 

だから、１９世紀後半に奇妙な姓の人物が東インドに輩出したが、その者がだれの血筋だったのかとい

うことは調べればすぐにわかった。 

他にも、コロニーで地位と権力を持つ者は金持ちと相場が決まっているのだが、そういう権勢を持つ者

がニャイに産ませた子供を自分の部下に育てさせるということもあった。産まれた赤児を部下の夫婦に渡

して、公的手続き一切をその部下夫婦が産んだ形にしてしまう。これにはもちろん小さくない金額の金が

からんだようだが、実の父親がその子に目をかけ、社会的な地位の階段をとんとん拍子に出世していけ

ば、その子の形式上の両親にとっても悪くない話になるに決まっている。 

１８４８年にコロニーで、キリスト教徒と非キリスト教徒の結婚が許可されるようになったとはいえ、フォル
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キンデーレンにとっての福音にはならなかった。ヨーロッパ人トアンとアジア人のニャイが結婚できる法的

な道が開かれはしたが、人種差別がそれを茨の道に変え、ヨーロッパ人トアンが自分の所属するコミュニ

ティから排斥されるだけという結末を生んだことは先に述べた。ウイレム・ワルラーフェンはバニュワギでヨ

ーロッパ人コミュニティから排斥され、自分で事業を始めたがうまく行かず、妻の一族との親交に傾いたも

ののかれの抱いていた文明的価値観との齟齬対立を振り払うことができず、わが子たちとの間にさえそん

な齟齬対立が生まれた挙句、失意の中で世を去って行ったのは、悲劇以外のなにものでもないだろうとわ

たしは思う。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３３）」（２０１４年０６月０３日） 

１８９２年にオランダ国籍法が東インドで施行され、オランダ人男性がニャイとの間に作った子供は、父

親が認知すればオランダ国籍が与えられることが法的に確定された。 

１８９８年には東インドで混交結婚スキームが施行されるようになり、ヨーロッパ人男性と結婚したプリブ

ミ女性は自動的にヨーロッパ人としてのステータスが与えられることになった。反対に、ヨーロッパ人女性

がプリブミ男性と結婚すれば、女性は夫のステータスに従わなければならない。その原理は夫婦が産んだ

子供たちにも適用された。 

データによれば、東インドでのヨーロッパ人とアジア人の混交結婚は１８８６年から１８９７年ごろまで年

間８７件で、１８９６年は１０９件が記録されているとのこと。１９００年代前半にはニャイ制度への批判が燃

え上がり、妻にして関係を継続するか、あるいは関係を絶つかの二者択一に迫られたヨーロッパ人男性た

ちがそのいずれかを選択した結果、コロニー内の混交結婚夫婦は大幅に増加した。 

ヨーロッパ人女性とプリブミ男性の結婚もその後増加するようになり、１９００年代に入ると混交結婚数

の一割くらいがそのパターンを占め、１９２５年には三割がそうであったと記録されている。１８４８年から１

９４０年までの間に行なわれた混交結婚は１万９千件に上っている。更に、ヨーロッパ人トアンがニャイとの
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間に設けた子供を認知した件数は５万５千件あり、妻にしてもらえず、子供まで奪われたニャイが大勢い

たことがそこから推測できる。 

一方、妊娠していたニャイをトアンが去らせたケースでは、ニャイがカンプンで産んだ混血児に対するト

アンの意識はほとんどないのが普通であり、父親が認知しなかった子供も含めてその数は厖大なものに

なっていたことが推測される。それが社会秩序を蝕んでいく汚点となることを懸念する声も１９００年前後

から強まりはじめ、ニャイ制度擁護派でさえ「自分の子供に責任を持て！」と呼びかける論調が新聞など

に盛んに掲載されるようになった。 

東インド評議会も１９０１年２月にこの問題を討議した。当然ながらそこでは、倫理問題よりも治安への

潜在的脅威というとらえ方が先行したものの、状況の認識という点で間違っていたわけではない。ヨーロッ

パ人コミュニティから打ち捨てられた子供たちは、母親の一族の保護は得たものの、プリブミ社会からも見

下され除け者にされた。かといって、かれらが生きていくための場はジャワのプリブミ社会しかないわけで、

プリブミ文化とその価値観そしてプリブミの生き方を身に着けたかれらが、父親に認知されて支配層に入

った子供たちとの運命的な差別を恨み、単なるプリブミ被支配層が抱く憎しみに倍する憎悪をコロニー社

会に向ける可能性を脅威と感じない統治者はまずいなかったにちがいない。 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３４）」（２０１４年０６月０４日） 

２０世紀に入ってから、東インドのコロニーはそれまで持っていた開拓者の気風を急速に失って行った。

最大の変化は、男の世界だったコロニーが１９００年を過ぎてから、女性の数が増加して男女数が均衡し

てきたことが挙げられる。ヨーロッパから東インドにやってくる女性の数が増えたこと、そして東インドで生

まれた子供たちがコロニーに受け入れられるようになったことがその原因だ。コロニーでの暮らしを愉しい

ものにするために、コロニー内の諸機能は女性が受け入れることのできるものに変化していった。また農
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園産業や関連産業の発展に伴って、求められる人材のクオリティも高まって行った。教育レベルの高い人

材が集まってくるようになれば、おのずと人件費も上昇していく。かれらは生活のめどが立てばすぐにヨー

ロッパ人女性を妻にした。 

２０世紀に入ってほどなく、世界の景気はオランダ領東インドに好況の風を送り込んだ。それはヨーロッ

パ資本を東インドに招きよせただけでなく、アメリカからも巨大な資本がやってくることになった。１９０９年

には、一年間で１７５もの新規会社の設立が行なわれ、諸分野の専門家が続々とやってきて、知識層が

大きく膨れ上がった。 

アジアのコロニーにやってきたかれらは、自分たちの生活の場が欧米と同じような文明に覆われている

生活を提供するよう望んだ。必然的に、ヨーロッパ人の日常生活の中に混じっているプリブミの存在は、そ

の姿を隠さねばならない方向に傾いて行く。１９世紀後半からすでに、ヨーロッパ人上層階級は各都市の

特定地域に建てられたヴィラの集まる住宅地区に住んで白人居住区を作っていたが、２０世紀に入るとそ

れらの地区がもっと広い領域に拡大したり、あるいはもっと広範なエリアに新規に白人居住区が作られた

りするようになった。バタヴィアのメンテン地区、スマランのチャンディバル地区、スラバヤのダルモ地区な

どがそれだ。それらの白人居住区では、欧米の文明に従った生活が営まれ、かれらにサービスする必要

最小限のプリブミがそこに関わるだけとなった。プリブミと交じり合った生活をしているヨーロッパ人にとっ

て、その変化が何を意味していたかは明らかだろう。 

コロニー暮らしをひしひしと感じされるさまざまな生活習慣は、白人居住区から姿を消した。ヨーロッパ

人ニョニャがサロンとクバヤを着ることもなくなり、ヨーロッパ人男性が身体を包み込むジャケットを着るこ

ともなくなり、その居住区はヨーロッパ最新流行の色とりどりのファッションであふれ、夕方になると夜を迎

える気分を煽るために苦味を利かせたパイチェと呼ばれる飲み物をベランダで飲む習慣も消え失せた。社

交場に一晩中詰めることもしなくなり、代わって映画館・劇場・レストラン・水泳プール・テニスコートなどに

白人が集まるようになった。[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３５）」（２０１４年０６月０５日） 

１９１５年ごろから、ヨーロッパ人がプリブミと接触するのは家で雇っている使用人だけになり、男性はそ

れ以外に職場で最下級レベルの職員と接触することがあるかないかといった形が社会生活のスタンダー

ドとされるようになった。 

第一次大戦後、その気風はプリブミの生活領域をほとんど隔離してしまうアパルトヘイトの方向に向か

って強まった。南アフリカのように法律を作ったり顕示的姿勢で行なわれたわけでないとはいえ、その気風

は着実に東インドを覆って行った。映画館・劇場・テニスコート・水泳プールなどはヨーロッパ人専用となり、

プリブミの入場は、そこで働いている者以外、シャットアウトされた。ヨーロッパ人専用とされなかった施設

であっても、ヨーロッパ人用のエリアとプリブミ用のエリアは分離されるのが普通だった。「Verboden voor 

honden en inlander」という貼紙が掲げられたのもその時代だ。 

この人種差別は、雇用にも持ち込まれた。上級職種や職位は純血ヨーロッパ人に与えられるのが常で、

２０世紀に入ってからはそれまで欧亜混血児に与えられていた下級職位に学校教育を受けたプリブミが使

われるように変わった。その変化は、欧亜混血児を疎外した。差別が激しさを増すコロニーでニャイ制度

は、倫理に外れた、放置できないものという見方が強さを増した。もともと倫理的な見地からニャイ制度を

批判する声は一部勢力が出していたが、２０世紀に入ってからその声が激しくなったということになる。第

一次大戦が終わったころには、ニャイとそのトアンのヨーロッパ人男性は、ヨーロッパ人コミュニティに望ま

しくない人間という烙印が捺されるようになった。若いヨーロッパ人やコロニー新参者はニャイを持てという

この制度の支持者はますます口をつむぐようになっていき、植民地政庁も政庁職員がニャイを持つことを

禁止しようとしたし、かつては下級職員の結婚を禁止していた企業も、その禁令を取消すところが増加した。 

そういう世間の声を的確に捉えてニャイの風習を政庁職員からなくさせようとしたのが、改革派の第６５

代総督イデンブルクだった。かれはついにその倫理に外れた行為を強く非難し、そのようなことをしている

職員はもはや捨て置くことができない、と公式表明を出した。コロニーのトップが宣戦布告した以上、内縁

の妻をいつまでも抱えて置くことはできない。また粛清の矢が直接向けられたのは政庁職員だとはいえ、

コロニー全体がそういう雰囲気に呑まれてしまった以上、民間人であってもそれに配慮しないわけにはい
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かない。こうして１９２５年には、ヨーロッパ人の夫とプリブミもしくは欧亜混血の妻という夫婦が、コロニー

の中で２７．５％に達したとされている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３６）」（２０１４年０６月０６日） 

コロニーの中でニャイ制度への批判が沸騰している一方、コロニーに職場を得て新たにやってくる知識

層の多くが、妻を伴って赴任してきた。手袋結婚のケースも中にはあったようだが。 

新しいニャイの需要は影をひそめ、おまけに既存のニャイまでが消滅を迫られたことから、ニャイはこう

して東インドのコロニーから姿を消して行った。人種差別が強まる中でのニャイ制度の絶滅というのは、実

に皮肉な歴史の展開であるように思える。人種差別というものを単に優勢な人種から劣勢な人種に対す

る虐待と抑圧というイメージでしか見ないひとには、このようなことが起こりうるものであるという人間社会

の不思議の実例を是非認識してほしいものだ。 

さて、一般にニャイ制度というものをコロニーの市民社会の中で起こったことがらとわれわれはつい見な

してしまうのだが、レギー・バアイ氏は見逃されがちなもうひとつの面を提示してくれた。軍隊の中にも、ニ

ャイの風習が存在したのである。兵舎の中にニャイが兵隊たちと一緒に住んでいた事実は、われわれを

更に驚きの世界に導いてくれるものだ。 

当時書かれた文章がその実態をあからさまに示してくれるだろう。兵舎内のひとつの房には、時に百人

もの兵士がそれぞれのベッドで仕切りもカーテンもなしに眠る。ところがそのベッドで、妻あるいは女中と一

緒に寝る者がいる。その男女は大勢の他の男たちの目の前で、睦み合い、性交するのだ。・・・・・まるで牛

か馬か犬か猫か、そんな獣の一種でなければ大自然の野生に棲むコンゴのネグロか、奥地のホッテント

ットか、そういう人間であるかのように。・・・・ 

ロールダ・ファン・エイジンガが怒りをこめて書き残した、かれが実際に目にした東インド植民地正規軍

のありさまがそれだった。 
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ＶＯＣ時代から明らかだったように、東インドを支配して豊かな産物と資源をわがものにするために軍事

力が不可欠だったことは世界中が知っていた。ＶＯＣの解散、ナポレオンによる激動の時代を経て、蘭領

東インドがイギリスからオランダに返還されたとき、オランダ植民地政庁は新たな東インド植民地軍の育

成を開始した。１８２５年から１８３０年まで続いたディポヌゴロ戦争は、軍事力の強化をいやが上にも政庁

に痛感させることになった。１８３０年に出された一般指令で、８兵団から成る植民地軍の編成が定められ、

各兵団は歩兵１個大隊、騎兵１個中隊、山砲兵４個中隊で構成された。兵員数は下士官兵が１万３千人

で、士官が６４０人いた。１９世紀末に近付くと、植民地政庁のジャワ島外への進出方針が活発化し、兵員

増強が急速に進展した。１８４０年の戦闘員２万人は１８２年に３万人となり、１８９８年には４万２千人に膨

れ上がった。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３７）」（２０１４年０６月０９日） 

発足当初はただの植民地軍でしかなかったが、１８３６年になってやっとオランダ王国の名称を冠するこ

とが認められた。しかし普段は東インド軍あるいは植民地軍としか呼ばれず、１９３３年になって植民地軍

の将官であった経歴を持つオランダ王国首相がオランダ王国東インド軍という名称を定着させた。インドネ

シアの独立抗争期に頻繁に登場したＫＮＩＬがそれだ。 

東インド植民地軍は植民地省が統括した。オランダ本国の規定では、兵役義務下の国民を植民地に派

兵することが禁じられていたために、東インド植民地軍は独自の軍隊にならざるを得なかった。東インド植

民地軍はヨーロッパや他の植民地で徴募された兵員を受入れ、また東インドでは自らそれを行なった。つ

まり、この軍隊はヨーロッパ人兵士とプリブミ兵士の混成軍だったということだ。ヨーロッパでの兵員徴募は、

オランダのハルデルウェイクに活動センターが置かれた。 

１８４０年代に東インドで植民地体制の維持に不安を感じさせる諸事件が発生したことが、ハルデルウェ

イクの活動を活発化させることになった。たとえば、１８４８年にはバタヴィアでリベラル派が大規模なデモ
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を行って植民地政庁に政策のリベラル化を要求し、その動きはスラバヤにも飛び火した。またカリマンタン

北部のオランダ領の眼前にあるラブアン島でイギリスが石炭輸送ステーションを建設し、オランダ領にある

石炭採掘現場をいつでも取り込もうとする構えを見せた。やはりこの年、バリ島征服を目指して１８４６年

から開始されたバリ島進攻作戦で東インド軍は何度か苦い目に遭わされており、１８４８年も植民地政庁

側の軍事作戦が失敗して撤退するということが起こっている。 

バリの諸王国が順次戦争に敗れ、オランダ植民地政庁がバリ島全域を支配下に置いたのが１９０８年、

１８７３年に開始されて１９１２年に植民地軍がやっと戦勝したアチェ戦争など、オランダ植民地政庁がジャ

ワ島外のプリブミ諸王国を併合していった時代がそこに重なっており、東インド植民地軍の規模拡大はそ

の拡張政策の基盤をなす重要事項になっていた。 

オランダ植民地軍に身を投じたヨーロッパ人は、オランダ人ばかりではなかった。ドイツ・スイス・フラン

ス・ベルギー・オーストリア・ポーランド・デンマークなど、実に多様な国々からひとが集まってきた。かれら

の第一の目当ては、契約書にサインしたあと支給される支度金だ。１８７３年に開始されたアチェ戦争のた

めに兵員増強は急務となり、２年間の軍役契約で１００フルデンが支給された。その金額は軍役勤務２百

日経過後に支給されていたものだが、前渡しに替えてまで人集めに奔走していたハルデルウェイクのあり

さまが目に見えるようだ。その波が一段落して応募者が減ると、支度金は更に３００フルデンに引き上げら

れた。それは兵士が一年間に受け取る給与とあまり大差のない金額だ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３８）」（２０１４年０６月１０日） 

このような人集めには、例外なく口入屋がからんでくる。必要とされる人間を集めてきて手数料をもらう

というブローカー仕事だ。ブローカーは頭数を増やせば手数料が増えるため、集めて何をさせるかという

人集めの目的などそっちのけになり勝ちで、必然的に人間のクオリティは低劣化して行った。ひとり頭１０

～３０フルデンさえもらえれば、後のことなど知ったことじゃない。自分のことしか省みない冒険者、まともな
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暮らしをしたことのない極貧者、アルコール中毒者や犯罪者、その他集団行動に落ちこぼれるような人間

が東インド植民地軍の中に目立つようになるのは時間の問題だったし、東インドにやってくる前ですら、そ

んな人間が大金を突然手にすると何をするようになるかは想像の枠内であったと言えよう。ハルデルウェ

イクの町が人間の掃き溜めとヨーロッパ中から呼ばれるようになるのにも、それほど時間はかからなかっ

た。おまけに、そのような連中ほど、金をもらったあとで軍隊から脱走するのを企てるのが普通だ。ヨーロ

ッパにいる間に脱走できれば一番楽だが、船がヨーロッパを出てから後も、さらには東インドに到着してさ

えも、かれらの脱走の試みは絶えなかった。脱走兵の処分は軍刑務所入りだが、脱走未遂で捕まることさ

えなければ、あとはオランダ国内にいないかぎり何とでもなったようだ。 

しかし、掃き溜めの単線ルートしか設けないことなどありえない。１８９０年にネイメーヘンに置かれた植

民地予備軍では、もっとまともな兵員の選抜が行なわれていた。植民地軍兵員徴募は機能がハルデルウ

ェイクからネイメーヘンに段階的に移されていき、１９０９年最終的にハルデルウェイクは閉鎖された。ネイ

メーヘンにせよハルデルウェイクにせよ、オランダ国内で兵員徴募の実務は国防省が行なった。植民地軍

兵士として採用された者が東インドに到着してから、かれらの管理は植民地省に移された。かれらが東イ

ンドに到着すると、ジャワ島内の各地にある要塞に配属されて東インド軍兵士としての教育訓練を受けた。

とは言っても、兵士としての規律訓練、兵器を取扱うための基礎知識、そして性病に関する知識が与えら

れただけだったようだが。 

そんなハルデルウェイクを通ってジャワに渡った志願兵らの中に、フランスの誇る大詩人、アルチュー

ル・ランボーの若き姿があった。当時まだ２２歳のランボーは、マルセイユやアントワープで港湾肉体労働

者の仕事をしていてオランダ領東インドの話をいろいろ耳にし、かれの放浪衝動に火がついたようだった。

３００フルデンの金をもらった上に、無料でオランダ領東インドまで行けるのを座視することはない。１８７６

年５月１８日、かれはハルデルウェイクを訪れて採用され、６月１０日の船でバタヴィアに出発することにな

った。[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１３９）」（２０１４年０６月１１日） 

１８５５年から１８９３年までの間に東インドに送り込まれたヨーロッパ人兵士７万２千人の中でオランダ

人は４４，８６０人しかおらず、フランス人兵士は累計で３，４８８人だった。 

ランボーが東インドに渡った１９７６年は、東インドに兵士として送られたオランダ人は９９２人で、フラン

ス人の１，０９３人より少なかった。他にもスイス人７２人、ドイツ人２２４人、ベルギー人１，３１６人、その他

のヨーロッパ諸国人が１５０人いて、オランダ人はわずか四分の一に過ぎなかったから、自国の植民地を

維持するための軍隊がいかに外国人兵士で満ち満ちていたかということが想像できる。ランボーが外人

部隊に入ったという表現が目に付くのだが、ランボーが入ったのは東インド植民地の正規軍であり、その

正規軍自体が多民族混成の一見外人部隊にしか見えないようなものだったというのが本質のようだ。 

ハルデルウェイクから新入兵は汽車に乗せられ、ユトレヒト経由デンヘルデル港に送られた。一行を警

護するオランダ軍部隊は銃剣付きの実装銃でかれらを見守った。兵士としてアジアに赴けば、生命を落と

すリスクは文民の数倍にのぼることを知らないかれらではない。３百フローリンをもらって逃げることがか

れらの夢なのだ。船に乗せる前に逃げられたとあっては、オランダ王国軍の沽券に関わるのである。 

１８７６年６月１０日、ランボーたち新入兵一行はバタヴィアに向かうオランダ船籍蒸気船プリンスファン

オラニエ号でデンヘルデル港を後にした。かれらを見送ったのは二発の礼砲だ。サザンプトンまでの一週

間用の間食として、兵士はひとりひとりがコーヒー・茶・砂糖・バター・ビスケットの支給を受け、デッキに吊

られたハンモックで眠った。 

サザンプトンで船はその先の航海のために大量の肉を積み込んだ。その間、接岸した埠頭は厳重な警

戒下に置かれ、兵士たちは船内に閉じ込められたが、隙を見つけたフランス人のひとりが船から海中に身

を躍らせた。その男は二度と浮かび上がってこなかった。 

船がサザンプトンを出ると、兵士たちは少量の煙草と木製パイプ、無聊を慰めるためのゲームなどをも

らった。食事のメニューは変更され、フレッシュなパンは乾燥ビスケットに変わり、午前８時にはコーヒーが

用意され、一時間後に小麦のスープが供された。正午にはコップ一杯のワインが与えられ、土曜日の夜



西祥郎著・ニャイ、人生を賭けた女たち 

172 

はハードドリンクが追加された。午後４時には茶とビスケットが分配された。日曜日には新鮮な肉料理とケ

ーキ類が供された。 

デッキの間には何頭か牛の姿が見られ、航海中のミルクの需要を満たした。その時代には、長期間の

航海のために牛や船医が一緒に航海するということが船会社間での乗客獲得競争の武器になっていた。

ジブラルタル海峡を越えて地中海に入った船は、一路ナポリへと向かう。しかしナポリで上陸許可を与えら

れたのは士官だけだった。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４０）」（２０１４年０６月１２日） 

ナポリの次はポートサイドで、そこからスエズ運河に入る。船がスエズ運河を通っているとき、イタリア人

がひとり姿を消した。更に二日後、兵員の呼集に６人が出て来なかったが、そのうちのひとりが数日後に

イスマイリアで逮捕され、次の兵員輸送船に乗せられてジャワに到着した。その男はジャワで再度脱走に

成功し、完全に消息を絶った。プリンスファンオラニエ号では、紅海を走っているときにまたひとりが海中に

身を投じ、浮かび上がって来なかった。 

１８７６年７月１９日に船はパダン港に到着し、バタヴィアに向けての最終航海に入った。 

この時期、バタヴィア港はまだスンダクラパが使われていた。タンジュンプリウッ港の建設工事が始まる

のは１８７７年５月のことだ。バタヴィアの土を踏んだ兵士たちは、歓迎の意を込めた焼きたての白パンと

ワインを供され、その足で乗合い馬車トラムウエーの乗り場まで歩いた。バタヴィア市内中心部に近いメス

テルコルネリスの兵舎に入ったのは午後２時。もともと茶葉の乾燥工場だったその兵舎のありさまを目に

した新入兵士たちの気分は、嫌が上にも落ち込んだにちがいない。 

翌日、東インド植民地軍バタヴィア地区司令官が新入兵を閲兵し、航海中の苦情などを聞いたあと、工

兵部隊と輜重兵部隊への希望者を募り、また音楽ができる者は申し出るよう求めた。植民地軍の中に技

能を持つ優れた人材がいかに払底していたかということをそれが示している。 
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プリンスファンオラニエ号に次いで次の兵員輸送船が２４２人の新入兵を運んでくるため、ランボーらの

組はバタヴィアから早々に配属先の土地に送り出された。ランボーは歩兵大隊に配属され、新入歩兵兵

士たちは中部ジャワのサラティガとスラカルタのふたつの要塞に分けられて目的地への移動を開始した。

ランボー自身がバタヴィアに居たのは一週間程度と見られており、東インド植民地最大の都会に親しむこ

となくかれはサラティガの田舎町に移されたことになる。 

歩兵大隊に配属されることになった兵士たちは７月３０日、ふたたびスンダクラパ港から船に乗り、スマ

ラン港に向かった。スマランからは鉄道でクダウンジャティへ行き、一部はサラティガ駐屯部隊としてアン

バラワのウィレム一世要塞、残りはスラカルタ駐屯部隊としてソロのファステンブルフ要塞に入った。 

１８７６年８月３０日、兵員呼集の際にランボーがいなくなっていることが報告された。サラティガの兵舎

に入ってから、わずか半月後のできごとだった。というのは、かれがウイレム一世要塞に入るまで、サラテ

ィガの副レシデン官邸に住んでいたとされているのだ。ランボーは１８７６年８月２日から１５日まで、サラテ

ィガの市内にある副レシデン官邸に滞在したとされている。現在サラティガ市長公邸となっているその邸宅

にはフランス大使館が立てた記念碑があり、そこには「フランスの大詩人アルチュール・ランボーが１９８７

年８月２～１５日にサラティガに滞在した」と記されている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４１）」（２０１４年０６月１３日） 

脱走兵が捕まれば２ヶ月から１２ヶ月の軍刑務所入りだが、かれは捜索の手を免れたようだ。かれの名

前は１８７６年９月１２日に軍籍簿から抹消された。脱走してから後のランボーの足跡は闇の中だ。それか

らまる四ヶ月後の１８７６年１２月３１日、かれは出生地シャルレヴィーレにある一族の家に姿を現した。か

れの脱走行は多分、スマラン港まで４８キロの道のりを、人目を避けながら踏破したのではないかと推測

される。というのは、５百キロも離れたバタヴィアまでそのようなことをするのは考えにくいからだ。かれは

スマラン港からスンダクラパ港まで密航し、スンダクラパ港からヨーロッパに向かうオランダ以外の船に乗
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った可能性が高い。８月２４日から９月２１日までの間にスンダクラパ港からヨーロッパに向けて、イギリス

船４隻、スエーデン船１隻、フランス船１隻が出港しており、そのいずれかにかれが乗った可能性は十分

にある。 

ランボーの話はここまでにして、東インド植民地軍の話に戻ろう。オランダ領東インド植民地軍発足から

１９０９年までの間に１７万７千人のヨーロッパ人兵士が軍隊を構成したが、そんな人数で広大な地域に対

応できるものではない。それを補うためにオランダ王国国防省が行なったのは、アフリカの植民地から兵

員を募って東インドに送り込むことだった。１８３６年から始められたその方針でバタヴィア港に上陸した黒

人兵士の数は決して少ないものでなく、アフリカの植民地からオランダの軍服を着てジャワ島に送り出さ

れた兵士を地元の黒人社会は Zwarte Hollanders （黒いオランダ人）と呼んだ。その呼び名はそのままか

れらのアイデンティティとして貼り付けられ、ジャワにやってきたかれらをプリブミは Belanda hitam と直訳

して呼んだ。 

アフリカの植民地で兵士を徴募したという言葉のイメージとは裏腹に、そこでも実態として行なわれてい

たのはハルデルウェイクと大差ないことがらだった。その大半をなしていたのは、兵員徴募に手を挙げて

応じた人間でなく、ブローカーが奴隷市場でひとり頭黄金２オンスでかき集めてきた者たちだったのである。

当時の黄金２オンスは今の３５ユーロ程度の金額だ。 

黒いオランダ人は軍役契約を終えると、そのままジャワに住み着いて現地化していく者が多かった。プ

リブミ女性と結婚して家庭を持ち、現地社会の中に溶け込んでいく、という通例のスタイルだ。いかに蘭領

東インドという現在のインドネシアが諸民族にとって住みやすい風土を持っていたかということの例証をわ

れわれはそこからも得ることになる。 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４２）」（２０１４年０６月１６日） 
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そういった政策ですら、オランダ領東インド植民地軍の兵員需要を満たすには焼け石に水だったのは明

らかだ。現地徴募するプリブミ兵士の存在なしには、植民地軍は最初から成り立たなかったのである。と

は言っても、プリブミ兵士だらけになれば植民地支配体制にたいへんなリスクを抱え込むことになる。植民

地政庁と軍上層部はできるだけヨーロッパ人兵士とプリブミ兵士の数を五分五分にするよう努めたものの、

それを実現させるのは不可能だった。そんな内憂よりも外患に備えることのほうが先決問題であり、結局

のところは実需要を満たすことが優先され、そのため人数の上でヨーロッパ人兵士が過半数を占めたこと

は一度も起こらなかったどころか、ほとんど常にプリブミ兵士が四分の三を占めていた。１８９８年に総兵

力４万２千人という軍事力に到達したとき、ヨーロッパ人兵士は１万８千人しかいなかった。 

プリブミ兵士の出身種族はジャワ・マドゥラ・北スラウェシ・マルク・西ティモールなどで、かれらにとって

兵士になることは自分の一家を極貧生活から脱け出させるための手段に他ならなかった。生命の危険だ

けにとどまらず、苦難に満ちた日常が兵士になったかれらを取巻いていたし、そしてそれが豊かな生活を

もたらすことすら保証しなかったとはいえ、毎月定額の金が手に入ることは極貧生活者にとってどれほど

魅力的だったことだろうか。 

かれら貧困村落住民が兵士になろうと決意した場合、村長がその身元保証を行なった。地域行政府内

に設けられた徴兵審査チームの審査を受けるために志願者は村長に伴われてそこを訪れ、その者の素

行や植民地体制への服従などに関することがらが村長の責任において問われたのである。しかしその実

態も世間の常で、村内の秩序を破壊し、村民仲間に迷惑をかけて憎悪されている悪ガキを軍隊の中に放

り込んで村内をきれいにしたいと思う村長がいなかったと言えば嘘になる。 

つまりこの部分でも、崇高な目的に奉仕するという精神を抱いて不退転の戦闘活動に従事 

する戦争マシーンの存在は、稀なものだったと言えよう。徴兵審査チームが行っていたのも、建前は東

インド植民地軍兵士としての戦意と能力を厳しくチェックすることになっていたが、本気でその任務を遂行

し、悪ガキどもをハネていけば要請人数を確保することはできず、職務遂行に赤点がつけられかねないと

いう二律背反状況の中でかれらが何を考えたかということも想像に難くない。審査を通った新入兵士はジ

ャワ島内の兵営に入れられ、植民地軍兵士としての履歴を開始するのだった。 
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[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４３）」（２０１４年０６月１７日） 

兵舎では、ヨーロッパ人兵士とプリブミ兵士が雑居した。そこに集まってきたさまざまな文化背景を持つ

人間たちの全員が男であると思ったら大間違いだ。プリブミ兵士が自分たちの文化を投げ捨ててヨーロッ

パ文化に合わせることがそう簡単にできただろうか。 

プリブミ文化では、アジアの農村社会がたいていそうであったように、早婚社会であり、更に幼い時期に

子供を婚約させて相手を決めておく習慣があるため、兵士になったまだ年若いプリブミは既に結婚して家

庭生活を営んでいたり、許婚の相手を既に持っているのが普通であり、加えて妻や許婚から離れて暮ら

す男のセックス処理は出先で手に入る別の女と行なうのが当たり前の社会であるがゆえに、女の側から

すると離れて暮らすこと自体が夫婦関係や許婚関係の崩壊という意味を持っていた。 

こうしてヨーロッパ型兵営の維持は、プリブミ文化の前に変容を強いられることになる。兵員増強が必達

事項であり、それはプリブミ兵士によって満たす以外に方法がなく、そしてプリブミ兵士は妻と同居すること

を兵士になるための交換条件としたがために、政庁と軍上層部が折れて出たというのが常軌を逸した東イ

ンド植民地軍の兵営運営だったのである。 

妻を帯同するプリブミ兵士の兵舎生活を認める方針が定められたのは１８３６年で、植民地軍編成に関

する一般指令が出され、その実施が着手されてからほんの数年後のできごとだった。１８８７年に植民地

軍司令官ハガ将軍が本国の植民地大臣宛に送った手紙の一節にはこう書かれている。 

兵士が兵舎内で女を持つことを禁止するのは、プリブミやアンボン人の徴兵に必ず悪影響をもたらしま

す。かれらが出動任務を終えたあとに兵営に戻って行く姿を見るなら、その意見が間違っていないことが

確信されるでしょう。女たちは自分のトアンの衣服や武器のケアをし、食べ物を用意し、いろいろと世話を

焼きます。兵士たちは、そのような自分の身の回りを世話する女がいなくなることを、たいへん大きな喪失
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と感じるのは疑いありません。・・・・ 

プリブミ兵士のそのようなありさまを同じ兵舎内であけすけに見せ付けられるヨーロッパ人兵士の心に、

差別待遇意識が浮かび上がるのは間違いがない。その結果、ヨーロッパ人兵士がプリブミのニャイを持つ

ことの禁止すら、政庁と軍上層部にはできなくなってしまった。ただし、プリブミ兵士の場合は妻や許婚で

あるという前提になっているが、ヨーロッパ人兵士にとってその相手は妾にならざるを得ない。そういう法

的資格はさておいて、兵舎の中に起居させるプリブミ女に政治社会的な見地から条件をはめるのは不可

欠であり、結局軍部は兵士の妾になるプリブミ女性の社会的条件に関するチェックを行うことまでするよう

になった。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４４）」（２０１４年０６月１８日） 

兵舎の中に住んでいる人間を大別する呼称として、ヤン(Jan)、クロモ(Kromo)、サリナ(Sarina)という言

葉が、誰言うともなく使われるようになった。ヤンはヨーロッパ人兵士、クロモはプリブミ兵士、サリナはそ

れら兵士をトアンに持つプリブミ女性だ。もちろんすべての兵士が兵舎の中で女を持ったわけではない。

ヤンにとってサリナを持つのは、文民社会の中でヨーロッパ人がニャイを持つのと大差のない、それなりに

十分な経済力が必要とされるわけだが、クロモはそこのポイントが異なっている。経済力のないヤンはサ

リナを養うことができないため、兵舎内でそのようなことをするのは不可能であり、結局はときおり売春婦

を相手に性欲を発散させることしかできなかった。 

１９世紀終わりごろの植民地軍二等兵の給与は５日間で８５セン前後であり、一等兵はもう２０センほど

多かった。特別手当などが付くと、１．６５フルデンくらいまでアップすることはあったが、毎回というわけで

もない。そのころ、ハードドリンクが一杯６セン、売春婦を買うのは２５センというのが兵士たちを取巻く環

境での物価だったようだ。ともかく、そんな程度の収入では家庭を持つことは不可能で、ニャイを養うこと

はできない。必然的に、それなりの収入を得るのは階級の高い者や軍歴の長い者に限られていたから、
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ニャイを持つヨーロッパ人兵士は概して年齢が高く、若い者にはまったく無理な話だったようだ。 

そういう経済力がついて、家庭を持ちたいと希望するようになった兵士は、まずその許可を申請しなけ

ればならない。その決まりは１８７２年の一般指令第６２号で定められた。 

兵舎の中に家庭を持つのであれば、許可を下ろすのにさしたる困難はない。それで話がとんとん拍子

に進めば、その兵士の妻になる女性にはベッドと下敷きマットおよび枕、そして時には毛布が官費で支給

された。しかし実際には、相手の女性を法的に妻にするよりも、ニャイの形で内縁の妻にすることのほうが

はるかに多数を占めた。１８８８年のヨーロッパ人兵士１３，０６２人中で法的に正妻を持っているのは１４７

人、ニャイを持つ者２，９３０人、残りは独身者というのが全国の兵営内で見られた姿だ。１９００年代に入

っても、兵舎の中に暮らしている女性の大半はニャイであるという状況に変化は起こらなかった。東インド

植民地軍兵舎内での奇妙な風紀のありさまに対する批判と非難が激化してはじめて、妻の数がぐんぐん

増加していったのである。兵士たちがニャイのほうを好んだのは、文民社会での理由と何ら変わるところ

がない。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４５）」（２０１４年０６月１９日） 

ところで、これまでヨーロッパ人兵士たちが兵舎の中に持った内縁の妻をニャイと呼んできたが、実は兵

舎内ではムンチ(moentji)という別の名称が用いられていた。ムンチとは現代インドネシア語でmunciと綴ら

れ、妾を意味する単語だ。それをオランダ語表記すれば上のようになる。ニャイよりもはるかに粗野でスト

レートな表現になるが、兵舎内にいるヨーロッパ人にとって、同じ兵舎内のプリブミ男女が使うその名称に

どのような感情がこめられていたかを知る由はなかったにちがいない。 

兵士がニャイを持つとき、その申請には相手女性の素行証明を添付しなければならない。素行証明書

は女性の居住地を管轄する行政オーソリティが軍司令官宛に発行したものでなければならなかった。その

許可が下りれば、女性の名前、出生地、トアンになる兵士の名前、入営日が特別の名簿に記録され、そ
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の女性には兵営内に入るための通行許可証が交付された。 

オランダ領東インド植民地軍のジャワ島内の兵営はたいてい満員の状態であり、一方外島地域ではは

るかに小規模な兵営や守備隊ポストあるいは兵員キャンプなどになっており、一ヶ所に２０人前後しかい

ない拠点のほうが多かった。 

兵舎内であっても、男女が一緒に暮らせば子供ができる。できた子供たちも当然ながら兵舎内で両親と

一緒に住んだ。ジャワのような戦闘状態にない地域では、ヨーロッパ人将校は兵営の外の家に家庭を築

いた。すこし遅れたタイミングで、結婚した下士官にも同じ待遇が与えられるようになった。 

軍キャンプの構造はいずれも似たり寄ったりだった。表門の衛兵詰所と前面にある兵団建物、厨房、食

堂、脇に設けられた女性営舎。中央には兵員呼集のための広場があり、そして各中隊建物と倉庫が近接

して置かれ、保健室、厩舎、そして兵舎がいくつかあった。 

兵営内の活動は午前５時の起床ラッパで始まる。兵舎内では全員が起き出して水浴し、着替えて朝食

を摂る。午前６時の呼集が終わると、外回りと呼ばれる任務に就く。３～４時間の外回りを終えると、３０分

の休憩をはさんで、体操・戦闘訓練・兵科学習などの活動が行なわれる。女子供であっても、兵営の中で

一緒に暮らしている以上、軍の規律に従わなければならない。男たちが日中兵舎内にいることが許されな

いのと同様、兵舎内の寝所の掃除片付けを終えた女と子供は、女性営舎に移って家庭を維持するための

洗濯・アイロンがけ・料理などの仕事をした。女性営舎から兵営の外に出る扉があり、女たちはパサルへ

買物に出たり、子供を学校に送っていくことをした。そして作った料理を持って、１１時から１２時までの間

に兵舎に戻った。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４６）」（２０１４年０６月２０日） 

女たちは昼食のために戻ってきたトアンと一緒に子供を交えて昼食を摂り、それから１６時までの自由

時間を好きなように過ごした。男たちは１６時に再び呼集のために広場に集まって整列し、女たちも再び女
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性営舎に向かう。男たちが解散すると、女たちもまた兵舎に戻り、一家が集まって翌朝まで一緒に過ごす

のだ。 

兵員は昼食を食堂で摂ることになっているのだが、兵舎の中で女と家庭を持っている者はその義務が

解除され、兵舎で食事することが許されていた。女たちは時に、トアンの給与の一部を厨房から米や塩で

もらうことがあった。兵営の周辺に住むプリブミたちは、兵舎の女たちを商売のネタにしようと努めた。女た

ちはたいてい、買物をパサルでした。品物がバリエーションに富み、価格も廉いのだから、そうするのが当

然だと言えるが、遠くのパサルまで歩くよりも、わずかな買物であれば兵営の周りのワルンで済まそうとす

る者もあった。あるいは、支給された米や塩の余ったものを廉く買い取ろうというワルンもあった。兵営周

辺住民にとって、兵舎の女たちはプリブミ社会よりも高い購買力を持つ消費者だったということにちがいな

い。なぜなら、兵舎の女たちには、自分のトアンでない兵士のために食べ物を作ったり、洗濯したり、ある

いは衣服の修繕といった賃仕事の機会もあったのだから。兵舎で暮らす女たちが、単に自分のトアンの世

話だけしていたかと言うと、実はそうではなかった。女性営舎に集まった女たちも、兵隊組織を作った。特

に、男たちが戦場に出征したときは、かの女たちが兵営守備隊を補強したのである。かの女たちの間で、

自分が仕えているトアンの階級が一番高い者（たいていは曹長だった）がマヨールムンチと呼ばれる指揮

官となり、その下に幹部としてセルサン（軍曹）ムンチ、コプラル（伍長）ムンチを従え、最下層のムンチ兵

士たちを指揮した。 

オランダ要塞がほとんど空き家になった隙を衝いてプリブミの軍勢が襲撃してきたとき、ムンチ部隊は

自分が仕えるトアンの側に立ち、要塞守備隊と一緒になって襲撃部隊と交戦したのである。 

さて、兵舎の中にいて自分のトアンと一緒に暮らしていた女たちは、トアンがプリブミでればその妻とい

うかれらの社会で正式に認知された男女関係にあるのが普通だったが、ヨーロッパ人の場合は様相が違

っていた。ヨーロッパ人兵士がプリブミを見習って女と一緒に兵舎内で暮らすことを求めたとき、軍上層部

は女のステータスもプリブミに見習うよう望んだ。つまり正式に結婚して妻にせよ、ということだったのだが、

実際には兵舎の外の文民社会で繰り広げられているのと同じことが兵舎内でも起こったということだ。 

[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４７）」（２０１４年０６月２３日） 

文民社会であれば、ヨーロッパ人男性の周囲にはプリブミ女性がたくさん存在しているために、自分の

気に入った女性を選択する機会はそれなりにあったわけだが、軍隊の中でそんな機会ははるかに狭かっ

たにちがいない。生活を共にしようとする女性を妻にするかそれともニャイにするかという問題はさておい

て、ヨーロッパ人兵士たちはいったいどのようにして「自分の女」を手に入れたのだろうか？ 

まず身近なところでは、同じ兵舎で起居する同僚プリブミ兵士が不帰の人になったとき、かれの妻の身

柄を申し受けるということが行なわれることもあった。さらには、プリブミ社会によくある家庭内暴力のゆえ

にヨーロッパ人兵士がプリブミ妻の救世主になるようなことも起こったし、ありとあらゆる理由で兵舎内の

女のベッドが位置を変えることがなかったとは言えない。あるいは、プリブミ兵士が同僚ヨーロッパ人兵士

に自分の家族親族の娘を取り持つこともあった。文民社会の家庭内で男性使用人がトアンにニャイを取り

持ったのと、それは何の違いもないことがらだ。 

また、未亡人になったプリブミ妻たちで兵営の外に戻って行ける場所を持たない者たちは兵営内に住み

着かざるを得ず、そんな女性たちも自分をニャイにしてくれとヨーロッパ人兵士に売り込んだ。新たに配属

されてきたヨーロッパ人新兵が軍キャンプにやってきたとき、そんな女性たちがキャンプ正門の脇で「わた

しをニャイにどうですか？」と売り込んていたそうだ。実際にかの女たちはその兵営で何年も暮らしていた

ため、そこでの暮らしぶりを隅々まで知っており、また兵営内で顔がきくということもあって、そのような経

歴を持つプリブミ女性をニャイに持つことはヨーロッパ人兵士にきわめて高い実用性をもたらすものであり、

概してかの女たちの人気は高かった。文民社会のニャイがトアンの東インド文化に関する生き字引になっ

たように、兵舎のプロフェッショナルなニャイも兵士の兵営生活における生き字引の役割を果たしたようだ。 

もちろん、兵営の外にあるプリブミ社会で自分の女を手に入れる兵士がなかったわけでもない。その実

例は既に紹介してある。 
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文民社会にせよ、軍隊の中でにせよ、プリブミ女性たちがヨーロッパ人のニャイになるのは、自分が置

かれている境遇から離脱できる蜘蛛の糸のようなものであり、自分がこれからも生きていくということに関

わる希望の光をそこに見出した者は数多いにちがいない。 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４８）」（２０１４年０６月２４日） 

社会の一般常識として、婚姻というプロセスを経て社会的に公正なものと認知される妻という資格のも

とに、男女が性的関係を結び、家庭を築く、というあり方を正当なものとし、婚姻プロセスを経ない妾という

男女関係を不当で淫らでよこしまなものと見なす視点はキリスト教社会にもイスラム教社会にも同じように

存在しており、ヨーロッパ人もプリブミも、社会倫理という観点から妾をまともでない存在と見下す傾向はど

ちらにもあった。兵舎のニャイがプリブミ兵士とその妻たちからムンチと呼ばれていたことが、それを明示し

ているようにわたしには思える。 

たとえそうであれ、極貧の家庭環境に生まれ、性差別の中で奴隷のような生き方を一生送ることを運命

付けられていたかの女たちにとっては、法的資格のある妻であろうが、そうでなかろうが、それが経済問

題に優先することはありえなかったにちがいない。ニャイになった本人たちだけがそうだったのでなく、か

の女を取巻く家族親族そして同じ貧困という境遇をシェアする隣人たちにとって、かの女がニャイになった

ということは経済発展であり、サクセスの香りを嗅ぐことのできる大きな出来事だったのは疑いないと思わ

れる。お屋敷の男性使用人や兵舎内の同僚プリブミ兵士が自分の一族の娘をニャイに売り込む姿は、そ

れを如実に物語っている。 

しかし、当事者でない世間がそれをどう見たかは想像に余りあるだろう。特にプリブミ社会では、自分た

ちの社会の一部で社会的な倫理規範がないがしろにされているのである。 

ムスリム男性はキリスト教徒・ユダヤ教徒の女性を妻にすることが許されているが、ムスリム女性はム
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スリム男性以外の妻になることが厳しく禁じられている。異教徒に身を委ねる女には死の制裁が加えられ

るのがイスラムの掟になっているのであり、イスラムの誇りを足蹴にし、イスラムの名誉を傷つける者を捨

てておくわけにはいかない、という見解がプリブミ社会に生じるのは避けがたいことだ。必然的にプリブミ

社会はニャイを村八分にする方向に動いた。世間はニャイに「娼婦に劣る人非人」というレッテルを貼った。

この辺りのことがらは、単に性倫理や法的資格といった要素に加えて、イスラムに関する理解も必要にな

るので、そういう観点から把握していただきたい、と希望します。 

１９１１年に東インド議会で議員のひとりは次のように発言した。「兵舎にいるジャワ人女性たちを、ジャ

ワ人は娼婦以下の人間と見なしていますが、そういうことではありません。かの女たちは、普通の女性と

娼婦の中間に位置しているのです。」[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１４９）」（２０１４年０６月２５日） 

兵舎の中にも、欧亜混血のニャイがいた。兵舎の女が１００パーセントジャワ人だったわけでは決してな

い。ジャワ人ムンチとヨーロッパ人兵士の間に産まれた娘も、兵舎の中で成人する。その娘を自分のニャ

イにほしい、という同僚兵士が出ないわけがない。それとは別に、文民社会で父親からの認知をもらえず

にプリブミ社会の辺縁部で貧困の内に成人した欧亜混血娘も、本人が、あるいはその周辺の人間が、兵

舎のニャイになることで経済的なサクセスを得ようと望んだ結果マッチングが成立するということも起こった。

普通の貧困環境にあったプリブミ娘に比べて、貧困下の欧亜混血娘はプリブミ社会からの疎外も受けたと

いうもっと厳しい環境にいたわけだから、そこから脱出できる蜘蛛の糸をつかもうとする意欲ははるかに強

かったかもしれない。 

傾向としては、軍隊の中で下級将校がそういう欧亜混血娘を自分のニャイにすることが多かったため、

かの女たちはそうなることでやっと下士官兵をトアンに持つプリブミのニャイを見返すことができたようだ。

将校が持っている女性なのだから、一介の兵卒の持っている女性より待遇が上であることは言うまでもあ
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るまい。 

トアンを持つ兵舎の女たちの年齢は１２歳から３５歳くらいまでだった。当時のプリブミ社会では女性の

結婚年齢が１３歳前後だったから、１２歳の少女が男の妾になることは決して異常なことではなかった。１

０歳や１１歳でニャイになったという娘の記録も残っている。当時のプリブミ社会は早婚であり、同時にまだ

幼い子供を許婚にする風習が強かったため、１０歳を過ぎた少女たちは、いつでも夫を持てるという態勢

に入っていたということのようだ。ここで許婚と言っているのは、娶わせる約束を双方の親がしているという

ことであり、夫を持つというのは婚姻の儀式をして娘がどの男に所属しているのかをコミュニティ内で明確

にしておくだけで、夫婦間のセックスが行なわれるかどうかはまた別のことがらになる。欧亜混血娘がニャ

イになるのは年齢がもっと上のケースが大半で、この場合はニャイになることが性的関係を結ぶことと一

体化していたためだろうと思われる。一方、女性がニャイとして自分のトアンが持てる上限年齢は三十代

だったようだ。当時、三十歳を超えた女性は年寄りと見られており、三十代に達した女性たちは自分の現

在のポジションやこれまで築き上げてきた地位を躍起になって維持しなければならなかったが、それもせ

いぜい３５歳程度までしか効果はなかったようだ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５０）」（２０１４年０６月２６日） 

三十代に達した兵舎のニャイたちは、自分がいつ無用の者として縁を切られ、それまで自分が住んでい

た唯一の世界から立ち去らなければならないか、という不安にさいなまれた。それは文民のニャイと似た

ような境遇だったにちがいない。いざその日がやってくると、かの女はトアンから離縁状をもらい、何の財

産も持たずに兵営を立ち去らなければならなかった。この離縁状というのは、これまで自分のものだった

女の身柄を解放し、自分はもうこの女に対して何の権利も持たないということを表明する主旨のものだっ

たようだ。もちろん、女が年寄りになるのを待ってくれるトアンばかりでないのは明らかで、まだ十代の女が

手に入るのに、いつまでも二十代の女を抱えていなければならないわけがない、と考える男はいて当然な

のである。 
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もちろん、そういう男ばかりでなく、もっと血も涙もある男もいた。しかし、自分のヨーロッパ人トアンは永

久に兵営にいるわけではないことを兵舎のニャイたちは自覚していた。文民のトアンがニャイを去らせるの

はヨーロッパ人正妻にその場を明け渡させるのが主な理由であり、ニャイが年寄りになるまでそういう状態

が続くことはあまりなかったように思われるが、兵士たちはそういう境遇になかった。兵士たちは軍務契約

満了やその他の理由で兵営を去って帰国していくのが通例であり、そういう別れが訪れたとき、ニャイのた

どる道は次のようなものがメインを占めた。 

１）トアンがヨーロッパへ戻るにせよ、あるいは東インド植民地のどこかに新天地を求めるにせよ、トアン

がニャイと子供たちにこれまでのような暮らしを続けさせるケース。 

２）トアンが誰も連れないで兵営を去り、ニャイと子供たちを待ち構えている運命の前に投げ出すケース。 

３）ニャイと子供たちを引き継ぎたいという者に委ねて、トアンだけが去っていくケース。 

４）トアンが一旦東インド植民地のどこかにニャイと子供たちを連れて行き、そこからニャイだけを去らせ

るケース。 

ニャイにとっては、たとえトアンが入れ替わろうとも、依然としてヨーロッパ人男性のニャイであり続ける

ことが唯一の救いであり、明らかに欧亜混血の姿をしている子供たちを連れて故郷に帰るのは、最悪のシ

ナリオだった。 

イスラムの戒律に背いた女を自分の妻にしようとするプリブミ男性はきわめて稀であり、ニャイと子供た

ちの生計はニャイの手に委ねられ、おまけに社会からも疎外されたニャイに収入の道は閉ざされているの

も同然であれば、そこにつれてこられた欧亜混血の子供たちがどれほど悲惨な極貧生活の中で育ったか

ということは想像に余りある。かれらが東インドのヨーロッパ人社会を、さらには植民地体制を憎悪するよ

うになるのは、水が低きに流れるようなものだったにちがいない。そんなニャイたちの多くは、娼婦になっ

た。 

[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５１）」（２０１４年０６月２７日） 

東インド植民地軍の兵舎にヤンとクロモとサリナが雑居していることは世間周知の事実だった。そうせ

ざるを得ないということを前提にするなら、そこで行なわれていた制度は十分に秩序だったものだったと言

えるにちがいない。ただ、世の中の常識からかけ離れたその姿と、おまけにセックスという風紀上倫理上

の問題がからんでいたため、オランダ本国のみならずコロニーの中でも、大勢のひとびとの目には許すべ

からざる暴挙と映ったにちがいない。 

セックス行為がプライバシーの帳をおろした完璧な闇の中で行なわれることを常識とする西洋文明の立

場からすれば、それは絶対的に野蛮な行為なのであり、蛮族であるプリブミがそうしているならまだしも、

同じ文明人たるヨーロッパ人までもが蛮族の風習に倣うとはなにごとか、というのがその基本観念であっ

たように思われる。文民社会でニャイの風習が喧々囂々の非難を浴びるようになっていったとき、兵舎の

ニャイがそれから免れていられる術はなかった。 

軍隊というのは普通、国家と国民を護るために徴用された同胞たちという意味での尊敬を国民から受け

るのだが、東インド植民地軍というのは人種のるつぼになっており、おまけにその一部であるヨーロッパ人

でさえ、文民社会が抱く文明人というイメージに反して金のために集まってきた優良人種の落ちこぼれ的

イメージに彩られており、兵舎のニャイの風習に対しては特に風当たりがきつかったかもしれない。 

加えて、兵士と性病はどこの国でも、切っても切れない関係にあるらしく、どこの国でも兵隊には性病に

関する知識が同じように教えられていたようだし、兵営での医療問題の大きい部分は性病との闘いであっ

たように見える。ところが東インドのコロニーでは、ニャイは娼婦だという先入観のなせるわざだったのだろ

う、その性病蔓延の原因がニャイの風習にあるという話がまことしやかに世間に流布した。真因は、兵営

の周辺で営業している売春ビジネスを理想倫理主義者が粛清したことにある。売春は社会の病弊であり、

健康で明るい社会に売春の存在する余地はない、という理想倫理主義者の粛清行動によって売春ビジネ

スは兵営から離れたプリブミ社会の中に埋没し、売春宿が兵営の周囲にあることによって行なえていた性

病の伝染経路と罹患した娼婦への対応が不可能になり、あたら兵士の間に性病が蔓延する結果を招い
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たわけだが、いつの世にも人間というものは小悪を活かして巨悪を滅ぼすという清濁併せ呑むスマートな

社会操作ができず、小悪を一生懸命つぶしてまわっている間に巨悪がどんどん膨れ上がってしまうという

愚行を繰り返しているようだ。実際に、性病の罹患者はヨーロッパ人独身兵士が圧倒的に多く、それに比

べればプリブミ兵士も女を兵舎に持つヨーロッパ人兵士にもはるかに少なかった。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５２）」（２０１４年０６月３０日） 

そういったデータを元にして、世間で取り沙汰されている兵舎のニャイ撲滅論議に軍上層部が反論した

ことがある。東インド植民地軍兵営内における最大の問題は、実はニャイ問題でなくて酔っ払い問題なの

であり、酔っ払って正気を失った者たちが行なう喧嘩暴力沙汰から物取りなどの反社会的行為が軍隊内

での秩序維持に大きな問題を投げかけていた。 

ヨーロッパでアル中になっていた人間が金のために徴兵に応募し、東インドに送られてきて兵舎に入る。

かれらは朝目覚めるとまず一杯引っ掛け、休憩時間のラッパが鳴るとカンティンに駆け込んでまた一杯引

っ掛けるという毎日を送った。そういう人間たちがそうでない人間を仲間に誘いこむのは、何ら珍しいもの

ではない。アル中問題は軍内部で頭の痛い問題になっていたと言える。１８９１年には、午前９時半までカ

ンティンでアルコール飲料販売を禁止する軍司令官命令が出されている。 

それに反してニャイ問題は、軍上層部にとってはむしろ経済的社会的にメリットのあることがらと受け止

められていたようだ。既に述べた性病の問題から始まって、兵舎内に女を持っている兵士は、アルコール

にのめりこむことも少なく、周囲の人間との不調和を起こすこともあまりなく、かれらは毎日の暮らしに規則

性と堅実さを実現させ、自分の女と子供たちの間で明るい有意義な生活を営むことを志向する高い傾向

を示した。 

異教徒異文化人でコミュニケーションすら隔靴掻痒の思いを抱く人間関係であったとはいえ、ニャイたち

は自分の男によく仕え、暖かいムードで男を包み、男に責任感を感じさせるような接触のしかたをも十分
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にわきまえていた。愛だ恋だといった情緒的な精神作用が存在しなくとも、一対の男女が謙虚に誠実に自

分の役割を果たそうとするとき、そこに生まれる日々の生活に対する協調性や責任感は優れた家庭を形

成するための基盤をもたらし、その基盤がその男女の間に深みの異なる愛を積上げていくという作用が実

際に起こっていたことをそれは示している。愛や恋に支えられた性行為しか認めなくなっている現代人が

忘れがちな、人間が持っている別の面をそこに見るのは、わたしだけではあるまい。 

そこに育まれた愛を物語るエピソードも少なくない。そういう文民社会とは異なる環境の中で、女たちは

自分の男への忠誠を想像もつかない形で示して見せた。それは、上で述べたような、自分の男に奉仕し、

男を優しく包み込む女性的母性的なニャイの姿からは想像もつかないものだったのである。 

そもそも軍隊というのは男の世界であり、兵員ひとりひとりに物理的な闘争の力を最後の一滴まで振り

絞らせることを目的にしている集団であることが、軍隊内での日常生活を粗野で殺伐たるものにしていた。

その世界に混じりこんだ少数の女たちが、そういった環境を中和させることなどできるはずがなく、むしろ

女たちは生き残るためにそこに適応していくことが必要条件となったのも当然だ。つまり、兵舎の女たちの

日常生活が女の優しさだけで営まれたのでは決してなかったのである。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５３）」（２０１４年０７月０１日） 

兵舎の女たちも、似たような境遇にある別の女との間で諍いが起こるとき、その決着は物理的な力を使

って行なわれるのが常識になっていた。たいていの場合、諍いは競争や嫉妬に由来した。金もスペースも

所有物も、あらゆるものが十分に、また平等に行き渡ることなど決してない兵舎の中で、女たちは自分の

存在の場を確保しなければならない。そこに競争が生まれるのは当然の話であり、競争の勝ち負けはた

いてい力関係で決まったから、女たちはそういう環境の中で雄々しさをたたき上げられていった。 

文民のニャイは他の使用人を統率する女主人の役割だったが、兵舎のニャイには使用人などいなかっ

た。男を世話し、自分の身の回りをも自分が世話しなければならなかったのだ。軍隊は時間が区切られて
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いる世界だ。そんな時間に追われる世界の中で、女たちはてきぱきと仕事をこなさなければならなかった。

自分の身を美しく装う余裕などありはしない。 

だから兵舎のニャイは文民のニャイと同様に白いクバヤを着たが、文民のニャイのような長袖のクバヤ

を着ることができず、短袖を着るのが普通だった。また長い髪を結い上げて髷を作るのも、かっこうをあま

り気にすることなく手早く行なったから、女の魅力を発散させるような滑らかで整ったものにならなかった。

兵舎の男たちは女たちのそんな髷をコンデ・ペルドーム(konde perdom)と呼んだ。ペルドームはオランダ語

の verdoemd に由来している。そんな姿で兵営の雑事を主体的にこなしていく雄々しい兵舎の女たちを、

軍上層部は得がたい好運だと見ていたふしがある。 

兵営から男たちが遠征に出るとき、女たちは残って兵営守備隊を補強した話は先にしたが、場合によっ

ては女たちが軍の出征に従うこともあった。長期の遠征になれば、兵士たちは戦地でのキャンプ生活に不

便をきたすことになる。その無償の戦力増強を規律という名目の犠牲にするほど、軍上層部は形式主義

でなかったということかもしれない。セケリールロフスの小説「飢餓行軍」の一節はこのような文章だ。 

サディナは兵舎の女であり、軍キャンプの女だ。かの女はもう年をとりすぎており、兵舎の中でも人気は

低い。しかし、ここ、軍キャンプの中では、高い価値を持っている。かの女は十年という歳月を鉄条網に囲

まれて兵隊たちと過ごしてきた。時にはここ、時にはあそこ。どこであろうと大差ない。どこも方形で鉄条網

に囲まれ、兵舎があり、墓がある。食事を用意し、男が戻ってくるのを待っていると、帰ってきたのは死体

だったり、瀕死の重傷であったり、また消息を絶ったという知らせでしかなかった。サディナはもう６回もそ

んな体験をしている。・・・・男の分隊がパトロールに出て、ジャングルに呑み込まれてしまう。戦闘の中で、

蛮刀が男の身体を裂き、生命を奪う。男が敵の要塞に突入し、銃弾を胸に受け、腕を斬りおとされ、担架

で運ばれてきたとき、出血多量のために目の前で息を引き取った。・・・・翌日には、サディナの傍らに別の

男がいた。いや、その日のうちにそうなったことすらある。寝所が２４時間以上空いていたためしはない。な

ぜなら、このような軍キャンプにいる女は数がきわめて少ないからだ。・・・・[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５４）」（２０１４年０７月０２日） 

サディナのような女たちが、セックスを含めた男の世話をするためだけに軍キャンプにいたわけでは決

してない。かの女たちは戦闘要員でもあったのだ。リン・スホルトは次のように書いている。 

かの女たちは、戦闘が行なわれている最中でさえ、自分の男に付き添っていた。行軍の中でも、自分の

男たちと一緒に欠乏状態の悲惨さを身をもって体験していた。・・・・かの女たちは、戦没した自分の男やそ

の戦友のものだった銃や刀剣を手にして戦闘に参加した。それはかの女たちのまったく自発的な行為で

あり、自分の男を殺した者たちに向けられた怒りと憎しみに突き動かされてのものだった。かの女たちの

勇気・戦功・忠誠への褒章はない。かの女たちもそこにいたということを示すものとして、男たちと一緒に

暮らすハードな生活習慣をかの女たちは維持した。頭のコンデペルドームにタバコを一本挿し、口には火

のついたタバコを一本くわえ、クバヤの腕をまくり、サロンの裾をたくしあげ、粗野な言葉を恥ずかしげもな

く直接相手に投げつける。かの女たちの姿はそんなものなのだ。 

かの女たちは度胸があり、人間の死を身近に見てきているために、何も、また誰に対しても怖れること

がなかった。かの女たちは前世紀の兵舎の女の特徴的なサンプルであり、次世代の者たちへのお手本だ

った。息子は軍に入隊させ、娘は兵士と結婚させて兵舎の中で一緒に暮らした。・・・・ 

兵舎の女たちが東インド植民地軍に果たした貢献は公式記録に一切載らなかったが、事実にまつわる

話は必ず世に現れるもののようだ。１８５５年３月３１日付け新聞ヤファボドに掲載された婚姻告知広告に

は戦場の女が兵士を敵中から救出したありさまが物語られている。 

 

退役大佐（退役特進）テオドルス・ポランド は 

子供たちの母であるジャワ人女性 フィーン と 

婚姻しました 

この婚姻は、１８３３年にわが身を救出してくれたフィーンの勇敢さへの謝意と褒章として行なわれたも
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のです。・・・アムロゲン要塞からの帰還に際して・・・重傷を負ったわたしを死から救い出すことでフィーン

はその勇敢さを実証しました。助手のひとりに手伝われたフィーンは、わたしを毛布に包んで担架に載せ、

追撃してくる敵を振り払いながら４．５キロの道のりを進み、敵の最前線を突破して安全圏までわたしを運

んだのです。そのとき、フィーンは妊娠後期の身重な体だったというのに。 

１８５５年３月２１日、プルウォレジョにて 

 

その時代、軍内部のヨーロッパ人にとって、プリブミであるニャイを正式な妻にするということはむしろネ

ガティブな見方になっていた。プリブミにとっては、ヨーロッパ人の法的に正式な妻になったからといってそ

のままヨーロッパ人社会に入っていけるわけでもなく、かえってヨーロッパ人の夫の側にコミュニティから疎

外されるというリスクが待ち構えていたのである。下士官ならまだしも、それをあえて犯す将校に対するコ

ミュニティの風当たりは凄まじいものだったにちがいない。だからテオドルス・ポランドは退役するのを待っ

て、命の恩人を正式な妻にしたのだ。退役してから、自分のニャイを正式な妻にした高級軍人は少なくな

い。ポランドは退役してから程なく婚姻し、１８５７年に世を去った。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５５）」（２０１４年０７月０３日） 

文民社会でも、ニャイの風習を社会から駆逐するための強い駆動力となったのが子供の問題だった。ト

アンとニャイの間に生まれた子供たちの運命を社会的な見地から批判する声が、最終的に妾という風習

を閉ざされた世界に封じ込める結果をもたらした。軍隊の中のニャイも、その廃絶を志向するひとびとは類

似の論法で妾という仕組みを追い込んで行ったが、こちらの方は男たちの性行為に関する歪んだ異常な

行動というイメージ的な武器が加わり、反対論者たちの倫理的な怒りは文民社会の比ではなかったようだ。 

面白いことに、文民社会でのニャイ制度を擁護する論調は批判の声が強さを増すとともに瞬く間に世間

から姿を消したが、軍隊のニャイ制度に関しては東インド植民地軍が最後までその存続を擁護する姿勢を
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維持した。兵舎の女たちはそれだけ大きい実用上のメリットを軍隊運営に与えており、文明社会の倫理面

での当不当とは異なる見地から軍上層部もそのメリットが得がたいものであるのを認めていたことがそん

な軍の姿勢を生んだにちがいない。 

兵舎の子供たちは、anak tangsiあるいは anak kolong と呼ばれた。anak tangsiは文字通り兵舎の子供

であり、anak kolongは兵舎の中の父母のベッドの下で寝起きする子供を意味している。プリブミ社会でも、

それらの名称は母親の放縦なセックス行動から産まれた私生児という意味を持たされた蔑称として使わ

れ、兵舎の子供たちは同年代のプリブミ社会の子供たちから、まともでない家庭の子供という見方で蔑ま

れた。 

兵舎の子供たちがすべて兵舎の中で産まれたわけではない。プリブミ社会の中で子供をなしていた女

性がなにかの縁で兵舎内に入るようになったときに連れてきた子供も混じっている。中国人の姿をしてい

る子供を東インド植民地軍の兵舎の中で身ごもることなどありえないのだから。褐色の肌の純血ジャワ人、

切れ長の目をした子、アフリカ人、そして欧亜混血という、現代国際社会を地で行くような社会がそこにあ

った。 

兵舎の中でも避妊は女の責任という考えが根付いていたから、基本的に子供ができるのを望んでいな

い男たちだったとはいえ、性行為の中で男の側に妊娠を避けようとする姿勢はあまり見られず、その結果

妊娠したニャイがトアンに離縁される結末を迎えることも稀でなかった。子連れになった女が別のトアンを

得る機会は大きく低下する。兵舎の中に身の置き所を得られなくなったら、自分と子供が疎外と侮蔑の暮

らしを余儀なくされるプリブミ社会に戻る以外に方法はないのだ。 

そういう立場から抜け出そうとして、子供を売る母親も現れた。もちろん、その時代、激しい貧困のため

に食えなくなったジャワの農村社会では、子供を売ることは一般家庭でも行なわれており、妾だから、私生

児だから、ということだけがその原因になったわけでは決してない。[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５６）」（２０１４年０７月０４日） 

１８９０年の報告によれば、兵舎に暮らす子供は２千５百人いたとされている。１９００年、その数は７千

人に増加した。そのうち１，７４６人は父親がヨーロッパ人兵士であるとされているが、子供を産ませたヨー

ロッパ人兵士の全員が自分の子供について正直に届け出たかどうかは疑問だ。 

兵舎の子供たちは１２歳がほぼ上限であり、１２歳を過ぎると兵舎を出て行くのがかれらのたどる道だっ

た。特に欧亜混血児の場合、父親が子供をヨーロッパの親族のもとに送ることもあったし、あるいは母親と

一緒にコロニーの文民社会の中に送り出すこともあった。そうして父親が軍を引退してから父親と母親が

結婚して一家で暮らしはじめるというケースが多かったが、そうならないまま父親が姿を消したり、母親が

子供と一緒にその家を去るようなケースも起こった。 

たとえしっかりした家庭生活を築くことに成功したとしても、コロニーの文民社会で欧亜混交家庭が経済

的な成功を博すことは稀であり、大勢がマージナルな社会生活を余儀なくされたのである。２０世紀はじめ

のコロニー社会でヨーロッパ人貧困家庭の中の三分の一は主人が軍人あがりだった。コロニー社会は東

インド植民地軍への尊敬の念を抱いておらず、そのため軍人あがりの人間に与えられる就職口はあまり

なかったし、コロニー社会に溶け込むことすらハードルが高く、疎外を感じることのほうが多かった。しかし

かれらは生きて行かなければならない。そうなると、反社会的な隙間に入り込んで行くしか道は残されて

いない。かれらの多くが密造酒の販売や非合法賭博場あるいは売春宿の事業を運営するようになってい

くのも、自然の流れだったにちがいない。 

兵舎の子供たちの行き着く先は、たいていその親と同じものになった。息子は兵士になり、娘は兵士の

妻になって、みんなが同じ兵舎の中で暮らした。教育を受ける機会や個性と能力を高める機会などほとん

どないままに成長した兵舎の子供が文民社会に受け入れられる余地はなかったのである。そもそも軍隊

から出てきた人間を劣等視するのが文民社会の習慣として定着していたのだから、子供がそういう扱いを

されるのも当然だったと言えよう。 

東インド植民地軍の中で生活してきた者は、知能が低く、野蛮で、信用がおけない、倫理の崩壊した人

間であるというのがかれらに与えられた評価だった。そして、そういう評価の根底に置かれていたのが、兵
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舎の中で行なわれているニャイの風習だったのである。兵舎の中はまるで売春宿そのままであり、男と女

が酔っ払ってだれとでも性交する。性病が蔓延し、ヨーロッパ人兵士とプリブミ女たちが交わすフリーセック

スで褐色の肌をした混血児が生まれてくる。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５７）」（２０１４年０７月０７日） 

淫らな乱交が繰り広げられ、その結果娼婦たちが産んだ混血の憐れな子供たちは明るい未来を持たな

いまま、運命の流れにまかせて愚かな一生を送っている。そんな軍隊生活のありさまは東インドの恥部で

あり、兵舎のニャイという風習を即座に廃絶しなければならないという論調がコロニーでも本国でも強さを

増した。 

１８９０年ごろから、オランダ議会でこの問題に焦点が当たりはじめる。植民地大臣は、徐々に廃止させ

る方向にもっていく所存である、と答弁したが、実際には何もしなかった。過熱する反対論者の熱さましを

試みただけだったということだ。その後も、交代した植民地大臣たちは口をそろえて、キリスト教の原理に

反し倫理に背く兵舎のニャイ制度はあってならないものである、と威勢よく答弁したものの、実際には同じ

姿勢が維持された。 

議会での論議は続けられ、現地視察をしてきたという議員が議会報告を行なったが、兵営における性

生活を極度に誇張した内容が更に反対論者の舌鋒を激化させていった。兵舎では１２～１６歳の子供たち

が女たちと定期的にセックスしているといった淫乱な話を聞かされたオランダの民衆が東インド植民地軍

にどのようなイメージを抱くかは明らかであり、そういった効果を狙って事実でなく根拠も薄弱なさまざまな

話が人口に膾炙した。 

１９１１年を過ぎるあたりから、廃絶論者が分厚い層をなすようになり、当事者である植民地軍当局の反

論も強さを増す。キリスト教モラルに関して反論の余地はないが、かといってきわめて大きいメリットをもた

らしている兵舎のニャイをむざむざと捨て去るのは現実的でない、という主旨がその反論になった。ニャイ
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を持っているヨーロッパ人兵士たちの実態について、性病罹患ははるかに少なく、兵営の外に出歩いてお

かしな行為を働く者もおらず、男だけの世界で起こりがちな男色さえかれらには無縁であり、そのようなメ

リットを簡単に放擲するのは過誤のもとになる、と言うのである。植民地軍当局が強い姿勢で反論を加え

たのは、軍司令官自身が兵舎のニャイ制度を擁護していたからだ。 

「ニャイがいるおかげで兵士たちの戦闘意欲が高く維持されている。ニャイの世話を受けている兵士は、

ニャイのいない兵士に比べて肉体的精神的にはるかに充実している。故郷から遠く離れ、愛する家族と別

れて寂しい思いをしている兵士にとって、かの女たちはしばしば大いなる解決を与えることができる。それ

がゆえに、この憐れな者たちが置かれている境遇に変化がもたらされることはよい結果をもたらさない。」 

司令官はニャイのいなくなった兵舎で何が起こったかの実例を開陳した。西ジャワ州ガンバンの兵営で

ニャイを持つことが禁止された際、兵舎内の兵員の半数を超える者が男色を行なったことが判明した。ま

たある守備隊で、一定期間買春を禁止したところ、独身兵士たちの中に近隣住民の女性や子供をレープ

する者が出た。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５８）」（２０１４年０７月０８日） 

もうひとつのポイントとして重要なことは、ニャイを廃絶して正妻のみに変更した場合、既婚者それぞれ

に住居を与えなければならなくなることだ。その経済負担は生やさしいものでない。ニャイはプリブミ女性、

正妻は純血ヨーロッパ女性と考えているヨーロッパ人は、相手がニャイであるから兵舎内の雑居を厭わな

いのであり、ヨーロッパ女性がそういう暮らしを受け入れるわけがないから、プライバシーのある住居を求

めるに決まっている。 

そしてヨーロッパ女性を呼び寄せるための航海費用、さらにはヨーロッパ人家庭にふさわしい生活レベ

ルを与えるための昇給といったことが続けば、軍隊運営は費用面で破綻してしまう。たとえモラル的に劣っ

ていることであっても、そのような大きいメリットがあることを忘れてはならない。東インド植民地政府はモラ
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ル上の障害を蒙りながら、経済的な利益を確保しているのである。 

１８８９年、コロニー内で廃絶議論が盛り上がってきた兵舎のニャイ制度に関する擁護表明を東インド評

議会が発表した。１９０３年、東インド評議会は再度擁護表明を出し、軍司令部が採っている兵舎のニャイ

制度に関する姿勢を全面的に支持し、兵舎内のモラル向上のための新たな法規を定める必要性は見ら

れない、とこれまでの態度を再確認した。歴代の東インド総督も軍司令部の方針を支持した。 

オランダ本国でも、植民地大臣は議会の反対派が動きを起こすつど、植民地政府と植民地軍司令部に

対応を相談したし、また反対派に対抗するために議会でロビー活動を行なった。 

現職議員の中にも東インド植民地軍の軍歴を持つ者が多数いて、かれらは兵舎のニャイの風習を肌身

に感じる体験を持っている上、植民地軍や植民地政府上層部との関係や親しみを維持していたことから、

議会内で反対派が一方的に旗色を強めたということでも決してない。 

１９１２年ごろまで続いた拮抗状態もついに終焉を迎えるときが来た。植民地軍出身で１９０４年から１９

０９年まで第６４代総督を務めたファン・ヒューツに代って第６５代総督の座に就いたイデンブルフは、コロ

ニー社会でますます強さを増す反対の声をこれ以上抑えることはできないと考えたにちがいない。それま

で、この問題に関するかぎり一枚岩だった軍と政庁の間についにひび割れが生じたのである。イデンブル

フは、子供のまだいないトアンとニャイが婚姻するのを禁止し、兵舎のニャイ制度は徐々に廃止していくこ

とを表明した。制度の継続を支持していたひとびとは一斉にイデンブルフを大衆に媚びる人気取り政策者

だとして非難した。しかし世間はもっと以前から、倫理的な見地のみに立脚して廃止させることを決めてい

たのである。 

１９１３年になると、兵舎のニャイは激減した。政庁のバックアップを得た反対派の声が兵舎内を震撼さ

せたのだ。部下兵卒のモラル生活を、部隊の内外を問わず指導するよう士官・下士官に命令が出され、ま

た兵士への慰安娯楽の機会も増やされた。 

１９１８年、コロニー在住のヨーロッパ人に対して、兵役が義務付けられた。かれら文民が一定期間兵舎

内に入って過ごすことによって、これまで培われてきた軍の閉鎖性が粉砕され、こうして兵舎内で女が暮ら

す機会に最期のとどめが刺されたにちがいない。最終的に、１９１９年、第６６代のファン・リンブルフ・ステ



オランダ植民地軍とニャイ制度の衰退 

197 

ィルム総督が兵舎のニャイ制度に引導を渡した。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１５９）」（２０１４年０７月０９日） 

ニャイには、もうひとつ異なるカテゴリーがあることをレギー・バアイ氏は主張する。それは、農園のニャ

イだ。人跡未踏のジャングルを開墾して作られた農園を経営する者は最初、たとえ妻帯していても妻をそ

んな場所へ伴うことをしなかった。妻をそういう土地に連れていくようになるのは、ずっと時代が下って、そ

の周辺が人口稠密になり、文明的な町が作られるようになってからのことである。必然的にトアンの身の

回りを世話する現地の女性が必要となり、ニャイが生まれるという筋書きだ。しかし、その種のニャイは既

に文民社会の中で見てきたではないか、と読書はきっとお考えになるにちがいない。レギー・バアイ氏が

取り上げているもうひとつのカテゴリーというのは、北スマトラ地方東海岸部に作られたジャワとはかなり

性格の異なる農園のことなのである。かれの言う「デリー農園のニャイ」がその第三のカテゴリーなのだ。 

農園を経営するヨーロッパ人トアンがニャイを持つことはジャワやマルクではるか以前から行なわれて

きたことであるから、スマトラのデリー農園がその伝統に倣うことは何らおかしなものではない。西ジャワ

のプリアガン地方に多いコーヒーや茶の農園、中部ジャワや東ジャワに多いサトウキビ農園、マルクのさ

まざまな香料農園など、民間が開発して家族ぐるみで代々経営されていた農園はたいていその家系図の

どこかにニャイの姿が見え隠れしている。ジャワやマルクで先祖代々農園経営者だった一族は依然として

ヨーロッパ系のファミリーネームを用いているところが多く、そしてその一族の構成員はたいてい褐色の肌

をしていることがそれを証明している。 

それら農園用地は政庁が領有した土地を民間に売却した私有地であり、土地所有者は地主としてあた

かも封建領主のような立場に自らを置いた。村長を頭とするプリブミ社会は地主の領民とされ、地主は単

に土地のオーナーであるというだけでなく、プリブミ社会の統治を行い、領民の収穫の一部を取り上げ、領

民に賦役をすら課した。そういう仕組みの中で、ヨーロッパからやってきた男たちが自分の身の回りの世
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話をさせるために領民の娘をニャイにしたのは、きわめて自然の成り行きだったにちがいない。 

文明社会から遠く離れ、ジャングルに取り囲まれた農園での日々の暮らしはヨーロッパ人トアンに寂寥

と孤独をもたらすものだ。ニャイの存在はそんなトアンへの慰藉と身の回りの世話、そして性的欲求の充

足という効用に加えて、農園に関わっているプリブミ社会と地元の知識に欠けるヨーロッパ人トアンの仲介

者として架け橋を設けるという、経営上の大きい効用をももたらしたのである。 

農園で産する収穫物を商う華人商人の娘をニャイにすれば、上のメリットにもうひとつ効用が付加され

る。ニャイが農園と物産流通を結びつけてくれるのだ。ニャイの父親を通してその農園の産物が流通ネット

ワークに載せられていく。そのビジネス上の効用は多くの農園経営者にとって魅力的だったようだ。ジャワ

の農園のニャイの多くは、華人商人の娘か、そうでなければ領地のプリブミ社会の長の娘であったと記録

されている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６０）」（２０１４年０７月１０日） 

１９世紀後半は、政府が経済活動を民間に委ねるようになった時期だ。それはアジアに設けられた各国

の植民地で同じように進行した。国際市場で物産の流通量が顕著に増加し、生産を強化するためにヨー

ロッパの事業家がこぞってコロニーでの農園開発に乗り出した。 

それまで手付かずだった北スマトラの東海岸部に焦点が当たるようになるのも当然の流れだった。北ス

マトラとは言っても、スマトラ島北端のアチェは依然として独立王国であり、オランダ植民地政庁の支配に

屈していないためにその領土に入るのは無理であり、アチェの南側にある現在の北スマトラ州がその対象

になった。 

その地域は内陸部がバタッ人のエリア、海岸部はムラユ人のエリアで、１６３２年以来スルタンを国首と

するデリー王国が存在していた。デリー王国はアチェ王国とシアッ王国に服属していたが、シアッ王国が１

８５８年にオランダ政庁に屈服したとき、デリー王国の宗主権をオランダに差し出したため、デリー王国は
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オランダ政庁の支配を受けるようになる。 

オランダ政庁は１８６１年にデリーのスルタンを独立王国の主として承認した。つまり、デリー王国の土

地利用権をスルタンが自分の一存で与えることのできる環境が作られたということになる。東インドにタバ

コ農園を持とうとしていたＪＦファン・ルーウェン社が調査を開始し、派遣されたヤコブス・ニンホイスが１８６

２年にデリーにのり込んだ。原生林に覆われた湿地帯を貸すことにデリーのスルタンは何の異存もなかっ

たようだ。このデリーのスルタン王家は今も存続している。 

問題は、タバコ農園で働きたいデリー王国の民衆がいなかったことだ。十分に食えていればあとは遊ぶ

だけというのが当時の民衆の常識だったにちがいない。仕方なくニンホイスはマレー半島に渡ってペナン

から中国人労働者を１２０人連れ帰った。連れてきた労働者は最初住居がなかったので、ニンホイスの邸

宅に住まわせたそうだ。農園経営者がどれほど豪壮な暮らしをしていたかを髣髴とさせるような話だ。ムラ

ユ人は２３人しか集まらなかった。 

農園事業が軌道に乗ると、１８６９年にニンホイスはピーテル・ウィルヘルム・ヤンセンと一緒にＮＶデリ

ーマスハペイ（デリー会社）を興した。それからというもの、続々とヨーロッパ資本がデリーの農園産業に参

入し、カールスルーエ、サンシアル、フランクフルト、ペルセヴェロンス、ヘルヴェティア、ガリア、ポロニアな

どといった名称の会社が続出した。どの国の資本が入ってきたのか、それらの名称から想像がつくに違い

ない。デリーの農園会社は普通、取締役が最高経営責任者となり、農園現場は管理長とそれを補佐する

管理助手が統率した。かれらは必ずヨーロッパ人であり、プリブミにせよ他のアジア人にせよ、その職に就

くことはありえなかった。その下に肉体労働者であるクーリーを監督する役目のマンドールやタンディール

がいた。マンドールやタンディールは反対に、ヨーロッパ人がなることはなかった。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６１）」（２０１４年０７月１１日） 

組織内でのヒエラルキーはたいへんシンプルで明白なもので、上から下への罰や制裁は頻繁に行なわ
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れ、しかもたいへん厳しい形で行なわれたため、管理長から管理助手、管理助手からマンドールやタンデ

ィール、マンドールやタンディールからクーリーというヒエラルキーの階段を毎日厳格な罰と制裁が転がり

落ちて行った。 

デリー王国は内陸部に住むバタッ人人口が２万人、沿岸部に住むムラユ人が１万２千人という国民構

成になっていたが、農園会社で働こうとする者はめったにいなかったので、進出してきた農園会社のクー

リー調達はマラッカや中国さらにはジャワで行なわれた。 

スマトラの農園で肉体労働者として働くための契約にサインするのは、今現在の境遇が極貧で、そこか

ら脱け出せる希望がないからだったが、いざデリーへ来て仕事を始めたとき、そこにもかけらほどの希望

がないことを発見して、かれらの大半は愕然とし、絶望したた。最初はマレー半島から中国にまで手を広

げていたクーリーのリクルートは、ジャワの貧困化が進んで出稼ぎ者を調達するのが容易になると、ジャ

ワ島にシフトした。金のない貧困者を縛る縄は金だ。金を貸し、デリー農園で働けば高額の報酬が得られ

て借金はすぐに返済でき、あとは金を貯えて故郷に錦を飾るのだという口説き文句によく似たセリフは、貧

困農村の若い娘を売春ビジネスに釣り出す手管としていまだに使われている。 

働く意思を示した農民に契約書を示してそこにサインさせたが、ほとんどが文盲のジャワ農民が自分で

契約書を読めるわけがなく、雇い主であるデリー農園の意を汲んだリクルート役のジャワ人ブローカーが

読み上げる契約書の条文が本当に言文一致であったかどうか、その保証はどこにもない。集めた人数で

ひとり頭いくらという金をもらえるブローカーがどのようなことをしたか、東インド植民地軍兵員徴募のブロ

ーカーの例は先に見てきた通りであり、ジャワのこのケースでは詐欺と欺瞞が満ち満ちていた。 

契約書には報酬がひと月５リンギットと記されている。いくら文盲でも、数字は読める。文盲というのは、

文字で書かれた文章を読んで、その意味が理解できない人間のことだ。数字や金種あるいは桁表示など

の表記が理解できなければ経済活動に携わることができず、生きていけなくなる。だから、農民たちもそ

の部分は自ら契約書を見て確かめている。ところがそこに落とし穴があった。 

ジャワで１リンギットはオランダ通貨の１レイクスダアルデルと同額になっている。つまり２．５フルデンだ

から、５リンギットは１２．５フルデンになると農民たちは考えた。それはたいそうな金額なのである。ところ
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がいざデリーで労働報酬をもらったとき、かられの手に渡されたのはメキシコドル５枚だった。メキシコドル

の価値は１．１５フルデンしかない。１２．５フルデンもらえると思ってやってきたデリーで実際にもらったの

は５．７５フルデンでしかなかったのだ。苦情を言うクーリーたちに管理助手の怒声が轟き落ちた。「デリー

で１リンギットというのはメキシコドルのことなんだぞ！」[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６２）」（２０１４年０７月１４日） 

クーリーたちがメキシコ銀貨をもらえるときはまだ良かった。雇い主はときに、何の前触れもなく現金で

ないものを代りに支給したのだから。スタートボンと呼ばれるクーポンがそれだ。このスタートボンは農園

内にある売店でのみ通用した。 

雇用契約関係にあるのだから、雇用者はクーリーの生活を支える義務を負っているはずなのだが、現

実にそのような理想論は雲の上の話に祭り上げられ、白人優位の人種差別思想がからまってクーリーは

悲惨な暮らしを余儀なくされた。クーリーの農園内の暮らしにはさまざまな規制が適用され、一方ヒエラル

キー上位者はそのようなものに拘束されず、クーリーが規制に違反すれば処罰が与えられたが、そのよう

なメカニズムが明文化されたものなど何ひとつなかった。 

農園運営上で何らかのミスが発見された場合でも、ミスの責任を負うべき者がヒエラルキーの階段を下

って降りてきて、最下層にいるクーリーが人身御供にされるのが当たり前になっていた。その処罰も上位

者による恣意的な運用が普通で、明文化されているものなどなかった。 

クーリーたちの契約期限が来ると、農園管理者は突然、農園内でさまざまな慰安娯楽行事を行なった。

ワヤンが上演され、賭場が開かれ、酒を飲み、夜っぴてお祭り騒ぎが繰り広げられ、普段中に入ることが

厳禁されている娼婦たちも大っぴらに農園内で商売が許された。クーリー監督者は大量の現金を懐にし、

クーリーの借金申込みを恵比須顔で受け入れた。賭場で勝ち続け、高額の現金を手にして農園を去るク

ーリーが出るような愚かなまねを農園側がするはずもない。もしもそんなクーリーが出現したら、かれは町
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へ向かうジャングルの中の一本道で姿を消したにちがいない。 

しかしほとんどのクーリーはその策略に乗ってまた借金を作り、次の契約書にサインすることになった。

故郷に錦を飾ることなど、かれらはもう諦めていたようだ。 

遠いスマトラの果てのデリーの地に出稼ぎに行った身内を持つジャワ農村の一族は、風の噂に恐るべ

きデリー農園の実態を知ることになる。その話がジャワのプリブミ社会に広まると、新規のリクルートに応

じる者が激減した。そうなると困るのはリクルートブローカーたちだ。かれらは実力行使を行い、働けそうな

少年から壮年までの人間をかどわかすようになった。自動車などめったに通らない田舎の村に自動車が

やってくると、村人たちは先を争って家の奥深く隠れたと言われている。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６３）」（２０１４年０７月１５日） 

ジャワの農園に対する強い姿勢とはうってかわって、植民地政庁のデリー農園に対する姿勢は低いも

のだった。デリーの農園主およそ７０社が１８７９年にデリー農園会社ユニオンを結成し、利益団体としてロ

ビー活動を開始したことがそこに反映されているようだ。政庁はデリー農園の自治を尊重して実態調査も

あまり行なわず、あげくのはてにクーリー布告が出されるに至ったのも、そんなロビー活動の成果だったに

ちがいない。 

クーリー布告では、クーリーの逃亡、従業拒否、怠惰その他さまざまな行為を刑罰の対象にしており、

おまけにヨーロッパ人経営者や管理者に対する名誉毀損、きわめて広範な解釈が可能な反抗姿勢、煽動、

泥酔など、雇用契約から大きく逸脱した人間の行為や姿勢を取締る内容が盛り込まれた。こうして統治支

配者からの抑圧を一身に浴びることになったクーリーたちに対して、威嚇や恐喝あるいは残忍な制裁や虐

待が加えられる方向に傾いていくのは自然の流れだろう。一部特定の人間に政治差別が与えられるとき、

被差別民に暴力を加える者たちはたいてい法の裁きから免れているのが普通であり、デリーの農園会社

もそのままの縮図が投影されていた。 
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１８７０年以後、デリーにやってくるヨーロッパ人は急増した。オランダ・ドイツ・ベルギー・フランス・スイ

ス・オーストリア・ポーランド・ハンガリーなどからやって来たまだ若い男たちは、農園事業を始めるため、

あるいは農園に雇われて働くための者がほとんどだった。農園のヨーロッパ人ヒエラルキーの最下層であ

る管理助手の人数が最大であり、最初の十年間、そこは男ばかりの世界だった。会社が職員に、最初の

６年間結婚を禁止したことも影響している。６年経過すれば結婚が許された。会社がそのような方針を採っ

たのは、まだ若い管理助手がヨーロッパ人女性を呼び寄せ、結婚式を行い、家庭を築いて維持するだけ

の経済的能力を持っていないと判断したためだ。抗議を受けながらもその方針は維持され、１９１９年にな

ってやっと結婚禁止令を解除する会社が出現した。 

ところで、農園が最初は男だけの世界で始められたのだが、長続きするはずがなかった。ほどなく女ク

ーリーがたくさん集められるようになる。労働力需要が増加し、男クーリーが増加すると、性欲処理が大き

な問題としてクローズアップされた。兵営でもそうだったように、娯楽のほとんどない大きな兵舎に大勢の

男が寝泊りすれば、必ず男色が発生する。 

兵舎を移し換えたようなクーリー宿舎でも少年たちが自分のベッドを飾ってサービスをオファーし、男娼

になったかれらにアナッジャウィあるいはアナッサピという呼び名が与えられた。男色は当時のキリスト教

倫理におけるセックス面での大罪だったため、それを放置することがヨーロッパ人経営者や管理者に心理

的な負担をもたらしたにちがいない。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６４）」（２０１４年０７月１６日） 

女クーリーはジャワでリクルートされた極貧層だ。かの女たちは故郷で一条の希望の光も見えない暮ら

しを捨てて、スマトラの果てまで希望を求めてやってきたのだ。農園での暮らしは女たちにとって過酷なも

のだった。ヒエラルキーの最下層にいた男クーリーたちは、やっと自分の下に新たな階層を見出すことが

できた。女はどこへ行こうが、男性優位女性劣位の原則から脱け出すことができない。 
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男女のクーリー間で、期限を定めた契約結婚が行なわれるようになる。これは契約期間だけ仮の夫婦

になるというもので、法的な夫婦よりも拘束力は弱い。 

農園内のクーリー宿舎でノーマルな社会生活や家庭生活が営めるはずがなかったため、だれかの妻に

なった女クーリーも結局はもっと多くの男たちのセックス相手になっていった。そこには経済的な問題がか

らんでいる。だれかの妻ということになっていても、別の男に乗り換えて行く。あるいは自分の身を売って

金を得ようとすれば、もはやだれかひとりの女という立場ではない。 

女たちがそうなっていく原因のひとつは、賃金の性差にあった。ほとんどのデリー農園で、女クーリーの

賃金相場は月額２．５フルデンであり、それは男クーリーの半分に満たない。 

ファン・デン・ブランドの考察によれば、ジャワの女はデリーで一日の食費に１５センを必要としており、

それは純粋に食事だけの費用として消えるからおやつやシリを買うことすらできない。ところが月額２．５フ

ルデンという賃金は一日８センでしかない。つまり、食事すら満足に摂れないことをそれは意味している。

おまけに、農園内にある売店は外の世界の相場よりも高いのが当たり前だから、状況はたいへん過酷に

なる。食事のためだけにでさえ１７センは必要だと、ファン・デン・ブランドは記している。 

更に、女クーリーとの契約書にはたいてい「働かない日は賃金が与えられない」という一項が記されて

いたため、毎月の手取り収入はさらに目減りし、働かない日に他の農園に出かけて日当仕事をするのも

禁じられていたから、農園で女クーリーになるだけではまともに食っていけない状況が作り上げられていた

わけだ。娼婦の道に女を導く状況が故意に作られていたという見方は勘ぐりすぎだろうか？期待にたがわ

ず、女クーリーたちはわが身を売って食を得る境遇に落ち込んでいった。料金は一回６セン程度だったら

しく、一日に客をひとり取れば一日の食費がかなりまかなえるという経済状況だったようだ。 

そのような低賃金で女クーリーが農園内でどうやって生き延びているのかという質問に対してある農園

主は、「それはかれらのやり方にまかせていればよい。農園内には中国人もたくさんいるのだ。」と答えて

いる。[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６５）」（２０１４年０７月１７日） 

農園主の中には、新規雇用されてやってきた女クーリーに宿舎さえ与えない者があった。 

やってきた初日から、女たちは寝る場所を得るために男クーリーへの接近を強いられることになった。

「かれらは本質的に娼婦なのだから・・・」農園主の口からそんな言葉が放たれたそうだ。 

そんな境遇に陥れられたジャワの女性が何人いたのかについての確かな統計は一切ない。１９０３年に

デリーにある１４５の農園をしらみつぶしに当たり、自らクーリーの頭数をかぞえたレムレフが報告したとこ

ろによれば、クーリー総数は９１，９２８人だった。一農園あたりの平均は６３３人と出てくるのだが、残念な

がらかれは男女を別々に数えなかったから、男女比はまったくわからない。確実に言えるのは、男がマジ

ョリティだったということだけだ。 

同じころにデリーマスハペイがいくつかの農園を合算して記録したクーリー数は６万２千人で、女クーリ

ーは５千人おり、すべてがジャワ人だった。 

男たちみんなの女クーリーを性欲処理に使ったのは男クーリーだけではない。たとえば、１９１１年にデ

リークルトゥールマスハペイに雇用されていた管理助手は１８人で、妻帯者はひとりだけだった。一方、最

大規模のデリーマスハペイには管理助手が１１０人おり、妻帯者は１２人だけ。統計によれば、デリー農園

で勤務している管理助手の中で妻帯者は６人にひとりだった。 

農園の事務所にはたいてい特別の小部屋があり、その中には仮眠できるベンチと机、そして鏡と洗面

のためのものが置かれていた。そこで新参の女クーリーたちの検査が行なわれ、魅力的な女が選び出さ

れた。 

女クーリーたちの中には、労働作業中に突然ヨーロッパ人に呼びつけられる者がいた。かの女を何が

待ち受けていたかは言うまでもあるまい。たとえ、かの女がプリブミの夫を持っていたとしても、それを問題

にするヨーロッパ人はひとりもいなかった。農園に暮らしているクーリー男女の間の夫と妻という関係を、ヨ

ーロッパ人はまともな結婚と見なしていなかったからだ。事実、それは上で述べた通りのことがらだったわ
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けだが、それはかの女たちの自由意志による選択ではない。 

しかしひとりの女を自分のものにしていた男クーリーが黙って引き下がっていたかというと、そうでない

ケースがいくつもあった。ましてや、ゴネれば金が転がり出てくる結末もありうるのだから、男クーリーも方

針に頭を使うことになる。もちろん運が悪ければ、痛めつけられてジャングルに放り出されることもありうる

のだ。少なくとも、そういう被害を蒙った男たちの心中に怨恨が巣くったことだけは確かだったろう。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６６）」（２０１４年０７月１８日） 

それが原因で被害者が他のクーリーを煽動し、農園内で暴動の嵐が荒れ狂うことも起こった。それはク

ーリーたちにもっと悲惨な結末をもたらすことになったわけだが、失うものを何ひとつ持たないかれらが破

滅志向に駆られて荒れ狂うとき、農園にいるヨーロッパ人で恐怖に震え上がらない者はいなかった。 

そういった事実を踏まえて、ヨーロッパ人独身者が女クーリーをニャイにして囲うほうが優れたやり方だ

という考えが強まった。ニャイの風習がデリー農園に広まっていくと、それは既成事実とされ、新たにデリ

ーの農園管理助手に雇われて東インドに旅立つ青年たちにとっての基礎知識のひとつになっていった。 

農園で働くには、毎日の過酷な勤務のあと、自分の個人生活のための家事雑用などはやっていられな

い。だから、家の中を整える仕事をさせる女中を持たなければならない。おまけに熱帯の暑い気候と香料

をたっぷり使っている食事は、男の性欲を増進させる。だから、決まった女を夜のベッドの友にしなければ

ならない。ニャイを持つというのは、そういうことなのだ・・・・ 

雇用した管理助手と農園会社が雇用契約書を交わすとき、現地でかれに与えられるファシリティの内容

が契約書に記載されていた。蚊帳のある寝室のついた住居の無償提供から始まり、会社資産である木製

家具の借用も無料で行われた。木製家具の中には必ず風呂おけが含まれていた。そして、会社が雇用し

ているクーリーがひとり無償で付けられる。もしも農園の外から住居の世話をする人間を雇う場合には、

毎月１０フルデンがその代償として支給される。 
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ニャイを自分の家にひとり持ったなら、言葉から始まって東インドに関するありとあらゆる知識をヨーロッ

パ人はそのニャイから得ることができる。会社にとっては、雇用したヨーロッパ人がそれらの知識を求める

ことに応じる必要性がまったくなくなり、ヨーロッパ人は短期間のうちに現場に適応して、ばりばりと仕事が

できるようになる。ニャイに関わる農園経営上のメリットを会社側はそう説明するが、ヨーロッパ人独身男

性の性生活を安定させて周辺環境に波風を立たせないことが本音だったのは言うまでもあるまい。 

かれが結婚するまでの期間、女をひとりあてがっておくことのメリットが実に大きなものであることを、会

社は熟知していたのである。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６７）」（２０１４年０７月２１日） 

デリーにヨーロッパ人女性がひとりもいなかったわけでは決してない。しかし、バタヴィアでさえ希少な女

性がデリーでたくさん見つかるはずもない。１９００年ごろまでは男性４人に女性ひとりの比率だったが、１

９００年を過ぎると男性３人に女性ひとりという比率にアップした。しかし、農園管理助手がその女性たちを

妻にすることは不可能だった。なぜなら、デリーにいる女性は政府機関や軍隊あるいは農園管理上層部

で働くヨーロッパ人の妻だったのだから。 

経済的な条件以前に同胞女性と家庭を持つことが困難なのだから、家庭を築くという意識よりも性欲処

理が若いヨーロッパ人男性たちを駆り立てたにちがいない。かれらの性欲を刺激する女クーリーに選択の

余地は与えられていなかった。都市部の文民社会ではまだロマンチックな感情をくすぐる余裕が残されて

いたが、文明から隔絶された粗野で荒っぽい農園にあったのは、はるかに強く支配と強制に彩られた男女

関係だったようだ。汗を流して働いている女クーリーが見回りにやってきた農園管理助手に「おまえは今か

らわしの家の世話をしろ」と言われたなら、その女クーリーがだれか男クーリーの所有になっていたとして

も、その関係はその場で幕を閉じる。そうやってニャイになったかの女が、トアンである管理助手の帰国に

際してトアンの後輩に譲られるということも起こった。一方、女を奪われた男クーリーにも、それなりの金が
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支払われた。そういうことがらを調整するマンドールやタンディールもいるのだ。女クーリーをいきなり自宅

に連れ帰った管理助手が、後でマンドールに言われて出した金がその全額かどうかわからないにせよ、マ

ンドールは男クーリーに金を渡して慰めるのが常だった。「悲しむには及ばんよ。次にまた若い女たちがや

ってきたら、おまえはその中から次の女を選べばいい。さあ、トアンからのこの金を持って、今日はひとりで

寝るんだな。」 

デリーの農園は完璧な男の世界だった。オスの論理はジャングルの掟だ。支配民族という権威だけで

被支配者を思いのまま動かすことはできない。そこに必要なのは相手を叩きのめす力と生命を含めて相

手を滅ぼすことに臆さない意志であり、それらが一体となって支配者という地位の維持を可能にするので

ある。そんな粗野で荒くれたオスの世界に文明世界からやってきた人間は、そのロジックに同化し、環境

に適応しなければならない。大勢の若い管理助手たちの中には、そんな環境にアンビバレンツを起こしな

がらも空威張りの演技を身に着け、自嘲しながら契約期間を過ごした者もいた。かれらが自分のニャイに

対して本音の姿をさらせるわけがない。必然的に、ニャイに対する過酷で暴力的な取扱が頻発したのも当

然の帰結だろう。かれらには、自分が強いオスであることをニャイを通して農園内に誇示する必要性があ

ったのである。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６８）」（２０１４年０７月２２日） 

ヨーロッパ人農園管理者たちが男らしさと支配の権威を示すために弱い女をその道具に使った。逃亡し

た女クーリーへの仕置き、言いつけた作業の成果が見劣りしたことへの仕置き、ありとあらゆることが女に

対する虐待行為として発現した。女が身ごもっていようが、病気であろうが、そんなことを意にも介さずに

女を籐棒で鞭打ち、高圧電流をかけ、性器に練りとうがらしを塗りこむ支配者たちがいた。程度の差こそ

あれ、デリーの農園に住むヨーロッパ人の日常はそういう嗜虐的な粗暴さに彩られていたと言えよう。 

性器に練りとうがらしを塗り込められ、全裸にされて農園管理者の邸宅の表に縛り付けられた女クーリ
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ー、やはり全裸にされ、高圧電流をかけられて大小の排泄物を垂れ流しさせられた女クーリー、他にも人

知の及ぶ限りの仕置きを与えられたかの女たちの恥辱の大きさは支配者たちに窺い知ることのできない

ものだったにちがいない。それがかの女たちの多くを自殺に導いた。 

女クーリーがニャイになったとき、都市部の文民社会で起こったようなヒエラルキーの上昇はデリーの

農園であまり見られなかった。まるで奴隷のような身分である女クーリー、ヨーロッパ人男性の身近でその

家の家政をつかさどる立場、そして支配者であるヨーロッパ人男性の妾、男性優位女性劣位という社会常

識、そういった複数の要素が渾然一体となり、かの女のヒエラルキーがいったいどれなのかは時と場合で

転変した。 

自分の男になったヨーロッパ人男性が農園のトップの地位にあれば、農園内の環境でかの女はまるで

トップレディのような扱いをされたが、かの女の持ち主であるトアンの目からは、劣位にあるあらゆる要素

のかたまりとしか見られなかった。だから、デリーの農園ではニャイに対する虐待行為が外の文民社会よ

りはるかに多く発生した。しかしかの女たちにとっては、ニャイになったことで個人生活の経済的安定さが

もたらされたのは、東インドのすべてのニャイと同じだ。身を粉にして働き、ろくに食べ物も得られず、自分

の体調など省みずに男の性欲を受入れ、厳しいどん底の暮らしをしていた女クーリーの時代に比べれば、

生きることの困難さは大幅に軽減されたと言えるにちがいない。 

１９１１年になって、ヨーロッパ人男性の自宅の家政を世話する女中はクーリーのカテゴリーに入らない

ことを定める法規が出された。クーリーたちから人間としての自由を奪っていたクーリー布告がニャイたち

に適用されなくなったのである。前歴がクーリーであったとしても、かの女たちはニャイになることで奴隷的

な身分から解放されたということが言える。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１６９）」（２０１４年０７月２３日） 

農園でニャイを持ったヨーロッパ人男性たちにとっても、ニャイという存在は自分が正式に純血ヨーロッ
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パ人女性と結婚するまでの仮初めのものでしかなかった。だからかれらは子供ができることを極度に嫌っ

たが、避妊は女の義務というのが依然として常識になっていた。そんな姿勢で十分な結果を得ようという

のは虫がよすぎるだろう。ニャイが妊娠したとき、即座にニャイに暇を出したトアンもいれば、ニャイの出産

まで面倒を見、それから赤児と共に暇を出すトアンもいた。暇を出されたニャイはたいてい、同じ農園内の

クーリー宿舎に戻って赤児を育てた。 

あるいは少ないケースだが、暇を出さないトアンもおり、認知した赤児が数年して大きくなったとき子供

だけをヨーロッパの親族のもとに送り、そのときにニャイに暇を出すという形を取る者もいた。そうなればニ

ャイはまたクーリーに戻らなければならないが、このような対応を採るトアンの多くはニャイにジャワへ戻ら

せるよう援助を与えたので、この種の好運なニャイはたいていジャワに戻っている。 

スマトラ島北部でも、父親に認知されない欧亜混血児童がたくさん誕生した。２０世紀初頭にメダンに旅

したヨーロッパ人はその旅行記に次のようなことを書き残している。 

ニャイの習慣がもたらした結果は、メダンの市内で顕著に見ることができる。市内はどこへ行っても欧亜

混血児で満ちており、成人した者たちはたいていオフィスで働いている。 

わたしの泊まったホテルのオーナーはたいそう美しい４歳のお嬢さんをお持ちで、何年も前に母親には

暇を出したが、お嬢さんはずっと自分の身近に置き、自分の子供として認知し、洗礼も受けさせたそうだ。

今このお嬢さんは新しい家政婦をママと呼んでいる。・・・・ 

父親に認知されなかった混血児たちを受け入れたのは、母親とそして血族関係を重んじる母親のファミ

リーだけであり、そのファミリーですら血族関係と周辺社会からの反感という価値観の対立に揺さぶられた

ら母親と混血児を見捨てることも十分に起こりうる。そうやって八方ふさがりになった母親と混血児はどん

底の生活に落ち込んで行った。本来、自分たちの文化の中にいるべきプリブミ娘を妾にし、子供まで産ま

せてほうり出した支配者たるヨーロッパ人の血を受け継いでいる混血児をプリブミ社会が保護するいわれ

はない。 

加えて、異教徒との性的関係が固く戒められているイスラム社会の禁を犯したプリブミ娘に与えられた

社会からの疎外という制裁によって、プリブミ社会はその母子に情け容赦ない排斥を行ったのである。ジ
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ャワでもスマトラでも、その点に関する違いは何も無い。そしてデリーの農園には、他の場所よりももっと先

鋭化された特徴があった。そこはレーシズムが強く根を張っている場所だったということだ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７０）」（２０１４年０７月２４日） 

支配する白人と支配される褐色や黄色の者。優れた人種であるヨーロッパ人と劣った人種であるアジア

人。個人の能力でなく持って産まれた特性によって人間が差別されている社会で、その双方の特徴をまじ

えた人間はどの集団に入ることもできない。そんな社会で支配層がニャイを持つのは支配者としての権力

遂行なのであり、愛情や憐憫で被支配層の女と家庭を築くようなことはまともな男のする行為ではないと

見なされる。 

ジャワの都市部でもそういう傾向は強かったが、デリーの農園はそれに輪がかけられたような場所であ

り、ニャイを法的に自分の妻にした男はもはや農園の中に自分の居場所を見出すことができなかっただろ

う。 

しかし、そんな状況もジャワ島での状況の軟化に従って、デリーに新たな風が吹き込んでくるようになる。

農園会社はたいてい、ニャイの風習を強く支持していた。ところがクーリーに対する残酷な扱いへの批判

がニャイの風習をも巻き込んでデリーに流れ込んできたのだ。畢竟、それらのすべてが支配層の被支配

層に対する圧制という特徴を持っていたのだから、ニャイの風習だけが温存されるいわれはない。その批

判の根底にあったのは、世界の文明を主導するヨーロッパ人が野蛮な世界の価値観と拮抗対立するため

に自らを野蛮さの中に落としこむようなことをしてはならないという観念だったにちがいない。オランダ本国

に渦巻いた倫理政策がそこに根ざしていたのだろう。人道的であることを求める呼び声に、デリーの農園

経営者たちも徐々に軟化していった。 

デリーでも、性病の蔓延がニャイの風習に対する批判の根拠に使われた。２０世紀に入るとデリー地方

も荒くれた環境が文明化され、女性の住みやすい環境へ進展するのに伴って、ヨーロッパ人独身女性の
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数も増加し始めた。１８８０年代にはヨーロッパ人男性１００人に対してヨーロッパ人女性は１５人だったも

のが、１９００年には３０人に増え、１９３０年には７６人にまで増加した。 

女性たちはレーシズムに裏打ちされたニャイの風習に強い反感を抱き、その廃絶を訴えるとともにヨー

ロッパ人男性の伴侶探しを同時に容易にしていったため、ニャイがデリーの農園から姿を消す運命がます

ます顕著になっていった。 

１９１９年にデリーマスハペイが職員の結婚規制規則を廃止し、他の農園も次々とそれに倣った。デリー

一円の社会がますます文明化の度合いを強めるにつれて、独身の男だけが集まっていた社会が女性化

の勢いを強めるようになった。農園会社も既婚者を職員に雇用する傾向を強め、夫婦や家族で東インドに

赴任させるための経済的援助を増やすように変化していった。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７１）」（２０１４年０７月２５日） 

そうではあっても、デリーにある農園での白人優位という人種差別に基本的な変化は訪れなかった。ク

ーリーたちが自分らを虐げている人種差別主義者に暴力をふるって襲撃する事件はあちこちで起こって

おり、ヨーロッパ人管理人が生命を落とすこともあった。ただし襲撃への動因はまったく個人的なものであ

り、プリブミクーリーを見下すヨーロッパ人たちの姿勢によって出現した攻撃的な言動にクーリーたちが反

応を返した形になっている。 

１９２３年には農園内でヨーロッパ人への襲撃が３１回発生し、その大部分は管理助手が被害者で、死

者がふたり出た。１９２４年の襲撃事件は１８回で、死者はひとり。１９２５年は２８回の襲撃事件があって、

ヨーロッパ人が三人落命している。襲撃事件はたいていひとりのヨーロッパ人に対してクーリーひとりもしく

は複数名が襲いかかっている。 

襲撃者の意識の中に白人支配が与えている屈辱への報復といったような社会的なものはほとんどなく、

ヨーロッパ人が自分を叱り付け、激しい口調で悪口雑言を浴びせかけたことにカッとして襲い掛かったもの
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が大部分だった。中には管理助手が酔っ払ったクーリーを叱り付けたうえにビンタを張ったため、酒ビンが

吹っ飛んだという状況もあったようだ。 

クーリーが管理助手に殴りかかる状況が揃っていたと言うこともできるだろう。１９２９年にはある農園の

管理助手が男クーリーに生産作業に関することで叱り付けたところ、その男とカップルになっている女クー

リーが一緒になって管理助手に襲い掛かる事件があった。 

デリーの農園主たちは、そのような事件で落命したヨーロッパ人をしのんで１９２５年に石碑を建てる計

画を組んだ。かれらにとっては、プリブミが支配者たるヨーロッパ人に暴力をふるってくる現象が白人支配

への危機であるという意識に駆られてのものだったが、その計画は実現しなかった。ともあれ、プリブミ女

をニャイにすることが白人支配の権力行使という見方を伴っていたことは先に述べたが、その結果として

出現した多数の欧亜混血児、父親に認知されなかったためにヨーロッパ人社会の中に受け入れられない

まま成長した褐色の肌をしながらヨーロッパ人の名前を持つかれらの存在が、プリブミに対する白人優位

とその支配を蝕むものになるという声が２０世紀に入ってから強さを増し、ヨーロッパ人とプリブミとの混交

結婚やニャイの風習、そして欧亜混血児に対する嫌悪感の醸成が進行していった。 

そんな気分の高まりが文民社会、兵舎、そして農園におけるニャイの減少を導いたものの、それで東イ

ンドからニャイが完璧に姿を消したわけでもない。経済的なメリット、責任の放棄に対する社会制裁の希薄

さ、そういった利点を持つものがそう簡単に消えてなくなるはずがない。反対の声が高まれば高まるほど、

それが社会の水面上から姿を隠すことは世の常であり、水面上に見えないから存在しないということでは

決してないにちがいない。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７２）」（２０１４年０７月２９日） 

東インドにおける欧亜混血児の数は１７～１８世紀のＶＯＣ時代と１９世紀後半から２０世紀という時代で

大幅に異なっている。そのほとんどがヨーロッパ人男性とアジア人女性の間に生まれた子供であり、女性



西祥郎著・ニャイ、人生を賭けた女たち 

214 

のステータスは法的な妻よりもむしろ妾であるニャイのほうがいずれの時代も多かった。 

ＶＯＣ時代に生まれた混血児の中には、その父親がコロニー支配層に属す者であるケースが見られ、

父親は混血のわが子を大切に扱い、名前を与え、認知し、４～５歳になったらオランダ本国に送って教育

を受けさせた。自分の親族に預けたケースもあれば、金を払って子供の養育を引き受けてくれる一家に預

けるようなことも起こった。その習慣は２０世紀にまで継続され、東インドで発行されている新聞の広告欄

に、オランダ諸都市に住む家庭から子供の養育を引き受けますという広告が頻?に登場している。ＶＯＣ時

代のそんなゴールデンボーイたちは成長すると東インドに戻り、父親の築いたＶＯＣ内の勢力を維持する

ためにキャリアの階段を上っていった。しかし、オランダで伴侶を得たり、父親が帰国するといったことで、

東インドに戻る機会を失した者も少なくない。もちろん父親は子供の産みの母を連れずに帰国するケース

がはるかに多かったから、子供が実の母親に会う機会は永遠に失われることになった。かといって、東イ

ンドに戻った子供たち、いや青年と言ったほうがよいだろう、にしても同じだが、かれらがその人生の中で

プリブミの母親を必要としたかどうかはわからない。 

そんな階層より低いレベルでは、子供を手元に置いて養育する家庭の方が多かったようだ。子供が将

来コロニーの要職に就き、あるいはキャリアの階段を上っていくように希望する父親は、子供に家庭教師

をつけた。特に地方部の豪邸に住まう一家は、オランダ語やフランス語の能力およびヨーロッパの教育を

子供に完璧に身に着けさせるため、住み込みの家庭教師を雇うことが多く、デリーの農園でもそれは同じ

ように行われていた。メダンとバタヴィアを往復する交通費は雇い主が負担したようだ。中には、子供の家

庭教師とともにその家の家政を取り仕切る仕事を依頼する者もあった。ニャイがその家から既に追われて

いたことは明らかだ。 

家庭教師はヨーロッパから東インドにやってきた、ヨーロッパの最新教育状況を熟知している人間で、教

員免状などの資格を持ち、オランダ語が完璧に話せて且つ語学教育もできる人間が求められた。東インド

のコロニー社会で高いポジションに上りつめるためには、オランダ語が中途半端では望み薄になる。たと

え混血であれオランダ人の子供なのだから自然にオランダ語を身につけるのではないか、と考えるのは

早合点だ。オランダ人の父親の多くは、自分が子供を教育しようという意欲をあまり示さなかった。オラン

ダ語すら子供に教えようとしないのだから、子供は母親べったりになる。プリブミの母親が子供に与える教
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育はプリブミ社会でしか通用しないものだ。その結果、名前も姿かたちもオランダ人なのに、オランダ語は

できず、常識や精神傾向はプリブミ社会のものをたっぷりもった人間が出来上がる。コロニーのヨーロッパ

人社会がそのような人間を仲間として容易に受け入れただろうか？だから、わが子が学齢に達したとき、

父親はその現実を前にして愕然とすることになった。そしてかれはいそいそと、住み込みの家庭教師を求

める広告を新聞に載せるのである。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７３）」（２０１４年０７月３０日） 

東インドの欧亜混血児の大半は、最初から最後まで中流社会階層に属す父親の子供だった。父親が

純血ヨーロッパ人だったケースもあれば、父親自身が欧亜混血者だったケースもある。そしてアジア人もし

くは欧亜混血の女性をニャイもしくは妻にした。職業は下級役人、農園職員、小規模事業主などだ。かれ

らは定期的な収入を得ていたが、決して余裕のある暮らしができていたわけではない。 

そういう家庭に生まれた子供たちは、あまりよい教育の機会に恵まれず、おまけに純血白人に支配され

ているコロニーの中では、職業や社会的地位に対する差別がかれらの人生に障害をもたらした。だから多

くの場合、かれらは父親の事業を手伝い、その事業を一家の資産として代々引き継いでゆくというファミリ

ービジネスへの傾倒が強まったのは言うまでもない。 

しかし、そんな家庭はコロニー内の成功者と言えるだろうが、圧倒的多数の欧亜混血児にとってそんな

成功ストーリーは夢物語でしかなかった。なんとか毎日の生計を立てている父親は子供に関心がなく、母

親に教育され、母方の縁者たちに可愛がられ、そしてそういうプリブミ社会での常識が骨の髄まで染みこ

んだ子供たちが父親の歩んだような人生に追随するようになるのは一種の必然だったと言えるにちがい

ない。 

劣悪な教育あるいはその機会喪失、家族の無関心、貧困、社会から受ける構造的な差別。そんな欧亜

混血者集団の中にフラストレーションと恨みや憎しみが沈殿して行った。かれらはコロニー支配者であるヨ
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ーロッパ人コミュニティからも、そして被支配者であるプリブミ社会からも疎外され、あらゆる社会的なもの

ごとから外れた辺縁部がかれらの生活範囲として限定されていったから、生計を得る仕事はまともなもの

にならないのが当然だろう。アヘンの密輸、盗み、賭博、売春・・・・。多くの娘や少女、そして少年たちが売

春の世界に落ち込んで行った。見た目が西洋人そのものの美しい少女が、金持ち華人に売られるというこ

とも起こった。合法で正当な仕事をして生計を立てている者はほんのひとにぎりにすぎなかった。 

この集団がコロニーの社会秩序と治安を揺さぶる要因になりそうだという不安が行政官たちの目の上

のたんこぶになっていったのも無理はあるまい。そうして、ひとつの解決策が提案された。それは、スペイ

ンが世界の植民地で１９世紀後半に実施し、成功を収めていると見られていた混血孤児対策である。 

スペインの海外植民地で生まれた欧亜混血児で親の庇護が得られなくなった子供たちがコロニー支配

者であるヨーロッパ人社会から疎外されることで社会への敵対者が生まれるのを防止するために、子供た

ちをスペイン本国に送って職人としての技能を身に着けさせ、かれらがコロニーのヨーロッパ人社会の中

で生きていける準備が整ったらコロニーに戻すことが、コロニーをポジティブな方向に向けて発展させる要

となる、というのがその考え方だ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７４）」（２０１４年０７月３１日） 

スペイン植民地で生まれた欧亜混血の孤児は男女ともスペインに送られ、手に職をつけるために職業

教育を与えられる。女子は修道院に収容され、技能を身に着ける。男子は一般社会の中で暮らし、技能を

身に着ける。そしてスペイン人の伴侶を得て故郷に戻ってくる。特に男子がスペイン女性を伴って戻ってく

ることがこの企画の重要な柱であり、その家庭に産まれる子供は最初から母親がスペイン文化に即した

教育を与えるので、次世代も最初からヨーロッパ人コミュニティの構成員となることができる、というアイデ

アがそれだった。コロニーの構造を支えている諸価値に沿った人間が作り出されてくるために、コミュニテ

ィの社会効率や倫理などの規範がプリブミ文化によって犯されることがない、という点がそこでの重要ポイ
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ントになっている。 

しかし、蘭領東インド植民地政庁はその案を却下した。当時の第５１代総督ドイマール・ファン・トゥイスト

は、オランダに送られた欧亜混血児はオランダでの差別といじめに会うだけでなく、かれら自身もオランダ

社会に溶け込むことができないので、かれらは東インドで今のまま暮らすほうがよい、との理由をあげた。

さらに、かれらの生活向上のために職人や農夫としての教育を与えることはヨーロッパの環境の中でしか

できないのだろうか、と反問している。 

その意見に関連してスマランのキリスト教聖職者が行ったスピーチは、植民地政庁上層部の考えを代

弁したものだったにちがいない。「かれら欧亜混血児をいったい何のために職人に教育してやらなければ

ならないのか？この東インドには既にプリブミや中国人の職人が掃いて捨てるほどいるというのに。職人

や農夫が増えれば、ひとりが得る収入は少なくなっていく。増加する労働力に対して与えるべき仕事の確

保はできるのだろうか？」 

東インドにしろ、オランダ本国にしろ、自分の生活環境の中に欧亜混血者を受け入れようとする姿勢は

あまり見られなかった。結局のところ、欧亜混血者の中身がプリブミに近いということが疎外の基盤に置か

れていたのである。姿かたちがどうあれ、抱えている文化がヨーロッパよりもプリブミのものなのだから、か

れらはプリブミ文化の中で生きるほうが順当なのだ。 

スマランの新聞記者ピーテル・ブロースホフトは、社会問題の種になっている貧困欧亜混血者を五つの

パターンに区分した。 

1 ニャイが妊娠したためにトアンがそのまま暇を出したケースで、父親は子供がいつどこで産まれ

たのかに関心がなく、父親にまったく関知されなかった者 

2 ニャイあるいは正妻が産み、父親に認知されたが、その後父親が貧困化、妻子を置き去り、ある

いは死亡した者 

3 父親が子供をヨーロッパ国籍にしたが、父と子の間に親子関係を法的に証明するものがないケ

ース 

4 父親が兵士だったケース 
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5 保護施設・教育施設・仕事場から、素行不良という理由で追い出された者 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７５）」（２０１４年０８月０１日） 

１９世紀が押し詰まって２０世紀に入るころ、かれら貧困欧亜混血者が東インドの秩序を揺るがす火種

になることへの懸念が植民地政庁上層部に深まっていった。東インド評議会議員のひとりが植民地政庁

に対し、強い危機感を開陳して早急に対応策を講じるよう求めた。議会でかれはこうスピーチした。「それ

は国家の義務であると同時にわれわれ自身の利益のためでもあるのだ。貧困欧亜混血層は日ごとに厚

みを増しており、かれらの心中には決して消すことのできない憎しみの火が渦巻いている。その憎しみは

われわれに向けられたものだ。その憎しみをわれわれは引き受けて当然なのである。」 

１９０２年になって、東インドに住むヨーロッパ人の貧困調査を内務省が主体になって編成された委員会

が行った。バタヴィアと周辺衛星都市に住むヨーロッパ人は５３，５８４人おり、貧困者は９，３８１人で大人

が５，９３３人、子供が３，２３４人と報告された。 

バタヴィアのヨーロッパ人貧困者比率は１７．５％だ。他の都市については、スマラン１３．３％、バニュマ

ス１２．６％、パスルアン１４％、スラカルタ１５．４％、マディウン１６．７％、クドゥス１８．８％、マドゥラ１７．

３％という結果だった。貧困欧亜混血者の実態を知るためだったその調査は目標から大きく外れたものに

なり、おまけに貧困者として数えられたヨーロッパ人の多くは、元兵士で退役後貧困生活に陥った者たち

だったから、貧困欧亜混血者のプロフィールはもやの中だ。 

委員会とは別に、ファン・コールも１９０２年に調査を行った。かれがジャワ島とマドゥラ島で数えたヨーロ

ッパ人は７５，８３３人おり、そのうちの５１，３７９人が欧亜混血者だった。貧困欧亜混血者は１万７千人で、

総数の２２％を占めた。欧亜混血者の三人にひとりが貧困だったことがわかる。 
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委員会の分析報告には、欧亜混血者が貧困に陥り勝ちなのは、かれら自身に問題があるためだという

意見が述べられている。世間の常識になっている欧亜混血者の特徴のひとつに、「意志が弱く、意欲が不

足している」という精神傾向がある。その結果、かれらはコロニー社会の辺縁部を自分の世界に定めてし

まい、経済活動もマージナルなものにならざるを得ず、経済的繁栄から遠くはずれた生活を営むことにな

る。だから原因はかれら自身の中にあるのだと言うのである。 

もちろん委員会は、他の要因を指摘することも忘れてはいない。１８７０年にコロニー開放が行われたた

めにヨーロッパから大勢の移民がやってきて、欧亜混血者がそれまで得ていたパンの争奪が始まったた

めにかれらの貧困化が促がされたこと。また、職人セクターに関して言うなら、その分野に参入したヨーロ

ッパ人移住者はプリブミと華人の職人たちに太刀打ちができず、コロニーに勢力を築くには至らなかったこ

とも指摘している。 

委員会が強く主張したのは、かれら欧亜混血児に対する教育の問題だ。ヨーロッパ人としての精神性を

かれらに持たせることが現在問題にされている諸事象への抜本的解決策なのであり、それ以外のかれら

に対する特別な雇用対策は表面的なものにしかならず、問題を根本的に解決する力はないというのであ

る。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７６）」（２０１４年０８月０４日） 

しかしそのような抜本解決は社会一般に委ねられざるを得ない。父と母が協力協働して子供の精神面

から始まる教育を家庭内でスタートさせるのが世界中で一般的な姿であるのであれば、それは政治や行

政がつかさどることがらでなくコミュニティ社会が掌握する問題となる。トアンとニャイの間には、両親が異

文化であるということをはるかに超えた支配者と被支配者という要素が強く漂っており、子供が対等関係

にある両親からしつけや薫陶を受けるという構図が完全に欠落していた。その要因が、往々にして支配者

たる父親の子供に対する意識や関心を弱いものにしていた可能性がある。 
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被支配者の血が濃く混じっている者たちには、被支配者が持っている人格上の汚点がたっぷりと溶け

込んでいるに決まっている。怠惰で信用が置けず、愚かで無神経、そして努力を避け、運命論的傾向を強

く持っているのがプリブミの特徴なのだ。男は安易に嘘偽りを並べていつ裏切るかわからず、科学的教育

で植えつけられる常識を持っておらず、頭が悪いにも関わらず自分の利益には聡く、他人に容赦なく狡猾

なふるまいをして餌食にしようとするといった汚点を持ち、女は外見が美しくて性的魅力も豊かだが、ふる

まいに粗野で下卑た感触がつきまとい、セックス好きで男を有頂天にさせるが、欺瞞や狡猾さで男を食い

物にし、男と遊ぶのが大好きで次々と相手を替える、といったステレオタイプの観念によってヨーロッパ人

は欧亜混血者をそのコミュニティに受け入れようとしなかった。 

そういった社会疎外や社会差別は職業をはじめ社会経済活動の機会均等を失わせてしまう。父親によ

ってヨーロッパ人のステータスを与えられた者とそうでない者の人生は完全に逆の方向に向かって歩みを

はじめる。その負の方向に置かれた者たちが、宿命的な貧困生活に陥り、自分の父親を含めてヨーロッパ

人コミュニティに憎しみを抱くようになるのは当然の帰結だったにちがいない。 

似通った境遇にある者たちが相互扶助を試みるのは、人間に共通の特性だ。１８８０年代にスマランに

発足したスリアスミラッ(Soeria Soemirat)、１８９８年にはもっと広範な地域をカバーするインディッシュボン

ド(Indische Bond)が誕生し、１９０７年にはインスリンデ(Insulinde)が設立されて政治的な運動へと向かう。

そして欧亜混血者のための東インドという過激な政治運動を目指すインディッシュパルタイ (Indische 

Partij)を『マックス・ハフェラアル』の著者ムルタトゥリの甥であるエルネスト・ドゥエス・デッケルが１９１２年

に結成した。エルネスト自身もドイツ人とジャワ人を両親にする欧亜混血者だった。 

東インド植民地政庁は１９１３年にその過激政党を非合法化する。 

言うまでもなく、欧亜混血者の周辺にはプリブミや華人がいる。それらの欧亜混血者の運動に、ヨーロッ

パ人コミュニティの人間が関わることもあれば、プリブミや華人をより強く引きつけたものもある。そのよう

な組織というものはさまざまな思想にとっての容器であり、また思想を乗せて駆るべき馬である。欧亜混血

者もひとそれぞれに趣の異なる思想を育てていた。ヨーロッパ人コミュニティの側に近付こうとするもの、あ

るいは敵対するもの、欧亜混血者だけの未来を描くもの、プリブミや華人と提携する未来の姿を描くもの。 
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そういう渾然一体とした組織活動から、サレカットイスラムやインドネシア共産党の芽が育っていった。

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７７）」（２０１４年０８月０５日） 

１９１９年には、インドヨーロペーシュフェルボンド(Indo-Europeesch Verbond)がインディッシュパルタイよ

り穏やかな政治運動組織として発足し、三年間で会員は１万人に達した。だが、ニャイの風習とそれによ

って生まれた欧亜混血者層が東インドにもたらしていたあらゆる問題は、１９４２年にすべて姿を消すこと

になった。オランダ領東インドが地球上から消滅したのである。 

インドネシアの占領行政を開始した日本軍の軍人軍属の中にインドネシアの女性を妾にした話はインド

ネシアの小説の中に頻繁に登場する。舞台はたいていがジャワ島であり、従って日本人の中にニャイの

風習に倣った者がいた可能性はある。正妻にしたかどうかという点になると、はっきりしない。婚姻という

のは生活コミュニティの中で定められている条件をクリヤーし、コミュニティ内でお披露目の儀式を挙げ、コ

ミュニティに認められることでふたりは正当な夫婦となる。それと役所に届け出ることはまったく別のことが

らだ。 

インドネシアではそういう形で現地女性を妻にしても、日本にある自分の戸籍にその妻を記載したかど

うかとなると、種々の困難があったことは十二分に想像できる。だからポイントは、その軍人軍属が現地女

性をコミュニティが承認する形で自分の女としたのか、それともコミュニティを無視して女性の家族だけを

交渉相手にしたのかというところにあるように思えるのである。コミュニティはもちろん、かれが自分の生活

基盤と認識する場になるのが普通だ。つまり、女性が所属する現地人コミュニティである可能性もあれば、

自分が所属する日本人コミュニティの可能性も生じる。だが、日本人もオランダ人と似たような社会的立場

に就いた。つまり原住民に君臨する統治者だ。それがアジアの現地人を低く見る意識をもたらしたのは言

うまでもあるまい。そこでも、妾にされたアジア人女性たちは被支配者としての位置に身を置かざるをえな
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かった。言うまでもなくこの時代は、過去から連綿と伝えられてきた男性優位女性劣位の男女関係が世界

中でスタンダードになっていたわけで、妾という現象がその結果なのであり、そこに人種差別がもうひとつ

からみついていたという点でオランダ時代とあまり違わないものだったと言うこともできそうだ。日本で語ら

れている話の中に、軍属が持った現地人女性の妾を他のみんなが共用するために供出させたというもの

があり、何が本当で何が捏造なのかわからなくなってしまうので、この先には触れないでおく。 

さて、正妻にせよニャイにせよ、ヨーロッパ人と家庭を築いたアジア人女性とその欧亜混血児たちは、日

本の軍政が開始されたとき東インドにたくさんいた。かれら家族を置いてオーストラリアやセイロンに逃げ

たヨーロッパ人のトアンもいたし、戦争の中で落命し、あるいは逃亡する船が日本軍に撃沈されて不帰の

客になる者もいた。だが、家族と共に東インドに残ったトアンも大勢いたのである。日本軍は、その一家を

引き裂いた。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７８）」（２０１４年０８月０６日） 

アジアから植民地支配者を追い払い、アジア人のためのアジアにするという謳い文句に従うなら、純血

ヨーロッパ人をすべて抑留所に入れても、そのアジア人の伴侶を同じように扱うことはできないし、さらに、

アジア人の血が混じっている欧亜混血者もアジア人のひとりとして扱うほうが筋が通っている。こうして、

日本軍政は欧亜混血者が通常の民生を送ることを許した。もちろんそこには、欧亜混血者にアジア人とし

ての意識を持たせるための計算があったことは言うまでもあるまい。 

見るからにヨーロッパ人の姿かたちをしている欧亜混血者が大勢町中を徘徊している場合、そこに純血

ヨーロッパ人が混じりこんでもよくわからない状況が想定される。だから欧亜混血者には証明書を与えな

ければならない。そのために用意されたのがその者の素性を証明するアサルウスル証明書(Surat asal-

usul)だ。自分の血統をさかのぼってどこかにアジア人が混じっていればよいという原則だったために、居

住地を管轄する役所にそれを届け出れば、アサルウスル証明書が発行されたようだ。その届出内容が真
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実だったのか虚偽だったのかは、役所側に調べようの無いものがきっと多かったにちがいない。 

そのようにして欧亜混血者は市民権を得たものの、日本軍の徴発で社会生活全般が苦しくなっていっ

た時代に、かれらが経済的な繁栄を得るのは不可能だったどころか、プリブミを下回る貧困に陥った者た

ちもいた。ヨーロッパ人コミュニティとプリブミコミュニティの両方からマージナルなエリアに定住していた欧

亜混血者が、日本軍政下に存在感の持てるチャンスを得ることなど、不可能だった。結局かれらはひっそ

りとプリブミ社会の合間に埋もれて目立たない生活を送るしかなかった。妾を求める日本人の目がそのよ

うに貧困化した欧亜混血娘に向けられなかったはずもない。 

ところが、日本の敗戦に伴って、欧亜混血者とそのアジア人の母親たちは、また異なる波にもてあそば

れることになる。オランダ東インド植民地政府の復帰で一家が再び寄り集まることができたのも束の間、イ

ンドネシア独立闘争は妻であり母親であるかの女たちに二者択一を迫った。インドネシア人として独立闘

争に加わるか、それとも敵側につくか、という二者択一だ。日本軍政時代には父親対母親＋子供という構

図だったものが、今度は母親対父親＋子供という構図に変化したのである。そして１９４９年のインドネシ

ア共和国主権承認が、最後の決定打を欧亜混血一家にもたらした。母親が故郷を捨てて見も知らぬ異郷

での暮らしを一家でおくるためにオランダに去ったケースもあれば、自分だけが故郷にとどまり、夫と子供

たちがオランダに去ったケースもある。そのいずれもが、何かが欠けた選択になったのは言うまでもあるま

い。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１７９）」（２０１４年０８月０７日） 

ニャイの風習の中で忘れてならないのは、壮年期になったトアンがまだ少女のようなニャイを持つのが

一般的だったということだ。２０年もの年齢差があるのはざらなのである。 

激動の時代の中で、父親が老齢で、あるいは戦争や事故のために亡くなった一家は、オランダに移る

モメンタムが消滅してしまい、新生インドネシア共和国の国民になるほかなかった。しかしヨーロッパ国籍
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者になっていた子供たちはかれらだけで、あるいは親類縁者や父親と一緒にヨーロッパに去って行ったし、

それでもインドネシアにとどまったニャイたちは、プリブミ社会で新たな生活を始める以外になすすべを持

たなかったが、その暮らしはきっと過酷なものだったにちがいない。前歴を知る者たちからの差別や侮蔑

は避けようもなかっただろうし、そもそもそこにあったのは女ひとりがそれなりに生きていけるという文化で

はなかったのだから。かの女たちがヨーロッパ人社会と完全に縁を断ってから、その足跡はプリブミ社会

の中に埋もれてしまい、その人生の軌跡の後をたどることはほぼ不可能になった。 

一方、オランダに渡ったかの女たちの残り半生は幸福だったのだろうか？オランダに戻ったその一家の

父親が世を去る日は、数年後にやってきた。オランダでの生活に必要な言語や日常の習慣あるいは社会

システムといったことに母親がなじめないまま、子供たちは日々の暮らしの中でオランダ人化していく。子

供たちが伴侶を持ち、孫ができ、そしてプリブミ社会の慣例である大家族が作られていっても、かの女が

感情のこもった言葉で安心して会話できるのはわが子しかおらず、その伴侶も孫も言葉が通じず、心が通

い合わない。 

であるなら、かの女がその大家族の中に抱く寂寥感は何倍もの密度で膨れ上がったにちがいない。こう

してかの女たちの多くは、寒い異郷の地でひっそりと老後を過ごし、寂しく世を去って行った。ニャイの風習

が迎えた終焉は、それほど悲劇的なものだったと言えるにちがいない。 

ニャイの風習は、現在インドネシアと呼ばれているこの地域を往来した商人たちが風待ちの季節に暫定

的に滞在した際の現地妻の風習を遠い先祖にしており、西洋人がやってきてから始まったものでは決して

ない。西洋人が来てから始まったのはニャイという名称であり、蓄妾の実体はもっと以前から存在していた。

帆船の時代に風待ち滞留した異民族商人たちは、インドネシアに限らず各国の港で現地女性と同棲した。

それを正しくないことと見なすのはキリスト教倫理の規範を非キリスト教世界に当てはめている文化的偏

見であって、異文化尊重という視点から見れば現代文明では決して推奨されていない姿勢だと言うことが

できるにちがいない。 

風待ち滞留だけでなく、その土地で物産を買い集め、自国の商船がやってきたときに積み出すことを手

配するために何人かが半定住するような形がそれに続いた。風の季節と物産の収穫期がずれているなら、
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経済合理性から見てそれは当たり前の行為である。そのようにして東からは華人が中国の諸地方から、

西はアラブ人やペルシャ人そしてインド人が太平洋とインド洋を分かつこの多島海にやってきて住みつい

た。当然ながら、各民族は寄り集まって住み、それぞれの居留区を作った。御朱印船の時代に東南アジア

各地に日本人町ができたように、華人町もアラブ人町やインド人町も作られていたのである。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８０）」（２０１４年０８月０８日） 

そこまで発展すれば、各民族町での性生活は自転するようになる。しかしそうなる前の時代に、異民族

が少数のグループで、ある港に何ヶ月も滞留したとき、かれらの性生活がどんなことになっていたのかは

想像に余りあるだろう。その時代は世界のどこを見渡しても、女性は男性のツールとして存在するのが普

通のあり方だった。男性が家庭を設け、それを基盤にして社会生活を営むときに、男性の生活全般に奉

仕するツール、あるいは男性の性欲に奉仕するツール。そういう基本観念、言い換えれば常識、のために、

かれらが異郷の港に住んでも、目にする女性はツールとしてしか認識されなかったにちがいない。そういう

社会にはレイプが多発する。今現在でさえインド洋をめぐる各国の中にそういう社会が存在している事実

が、頭の中に浮かんでこないだろうか？ 

当時の航海は常に死と背中合わせになっており、大自然と人間が脅威をもたらしていた。大自然に殺さ

れ、あるいは他人に生命を奪われるのは日常茶飯事だった。そこは荒くれた世界であるがために、その世

界で生命のやりとりができる人間だけが船に乗るのが当たり前になっていたということだ。男性が保護しな

ければならない人間（いわゆる女子供）が混じるのは足手まといにほかならず、その者たちを守るために

自分たちの戦闘力を割かなければならなくなるのだから、足手まといを同じ船に乗せたがらないのは言わ

ずもがななのである。女が乗った実例がないとは言わないが、その時代に海洋を往来する帆船に乗って

いた人間の男女比は、統計はまったく存在しないものの、誰もが容易に推測できる内容だったはずだ。 

だから異郷の港に滞留したのはもっぱら男たちであり、売春の仕組みが社会システムの中に設けられ
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ているところは大きい問題が起こらなかっただろうが、社会生活の中で男女の性的交際が自由な社会に

は売春という仕組みが必要ないため、その制度が設けられていない土地もあった。買春が行えないなら、

異人の男たちは地元の風習にしたがって夜這いや野合をするしかないが、そういう社会ほど異民族への

嫌悪感あるいは恐怖心がつきまとうものだ。かれらの相手を務める地元娘がいなければ、あとはレイプし

かない。そういう社会秩序を傷つける行為を滞留する異民族にさせないようにするために地元社会の運

営者たちが考え出したのが、現地妻の仕組みだったのではないだろうかとわたしは考える。 

ところで、現代人はその売春という仕組みを嫌悪するように仕向けられてきたのだが、売春を否定する

硬直的な視点をあまりにも安易に鵜呑みにしていることはないだろうか？定期的にメスの体を必要とする

オスに対し、その需要のあるメスの体をレンタルするというビジネスがどうして否定されるのか？人間の性

行為に目的を与え、その目的を子孫を設けるためという一点に凝集させ、且つまた、セックス面における

社会秩序を婚姻と家庭というフォーマットで固定化した宗教にとって、売春も婚外セックスも同性愛もその

構想を破壊する危険な因子であると認識されたのは言うまでもあるまい。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８１）」（２０１４年０８月１１日） 

そのような宗教によって形成された社会でなく、ましてや性行為の目的をその宗教が打ち立てた体系と

はまるで無関係なものにし、おまけにその体系を破壊する因子を野放図にはびこらせているというのに、

売春だけが感情的な嫌悪感を伴って多くのひとびとに否定されている国があるという事実は実に不可解

なもののように思えるのである。 

ラズロ・セケリーは売春という行為が持つ生産性を世間の常識から逆転させて見せた。愛という精神的

紐帯が結び合わせるものであるがゆえに性行為は神聖なのであって、金でセックスを売ることは不純きわ

まりない悪徳だというのが現代文明における価値観とされている。しかし、性行為はもともと子孫を残すこ

とを目的にしていたからこそ神聖なるものとされてきたのであって、ほんの百年ほどさかのぼれば男女が
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性行為をする理由のメインは夫婦であるからというのが第一であり、愛し合っているからという理由は夫婦

関係にないカップルにとってのみ妥当なものになったはずだ。もちろん、それが反社会的行為であるという

前提の下に。 

ましてや性行為がもたらす快楽は付随的なものという枠を超えてはならず、女が男から子供を授かると

いう主目的を忘れて快楽を追求する姿勢は宗教界から強く批判され、それは世間一般に浸透して世の中

から批判される対象となっていた。 

それらの諸要素を横並べにし、どこの文化においても善とされている生産という要素をその間に放り込

んでみたとき、性的快楽追求のための行為は生産性がゼロであることがわかる。子供を授かり子孫を産

むための性行為はもちろん生産的だ。そしてまた、自分の身体を使って男の性欲を発散させてやり、その

代償として金を得るという行為もそれに劣らず生産的なのだ、という盲点に気付いた人間はあまりいない。

東インドにそのような観点が存在していたことをラズロ・セケリーは自著の中で白日の下に曝したのである。 

小説「ジャングル」の主人公「わたし」に雇い主はニャイのルキナを性欲処理のために貸してくれた。わ

たしは７回ルキナとセックスしたあと、自分の感謝の気持ちをルキナに伝えようとして、林の中できれいな

花を集めて束にし、それをルキナに捧げた。ところがルキナは怒り出したのだ。「なぜわたしにそんなもの

をくれるのか。どうしてもっと価値のあるお金をわたしにくれないのか」と。 

ルキナの言葉に「わたし」はムッとした。それじゃあ娼婦と同じじゃないか。あなたがそんなに賎しい劣悪

な女だとは思ってもいなかった。するとルキナはわたしに言葉を返した。 

「わたしが金銭のためにあれをしたのなら、わたしは劣悪な女なの？トアンはなんでそんなことが言える

の？どんな男に対しても自分の身体を自由にさせる女は劣悪な女だわ。でも礼節をわきまえている女は

金のためにだけそれを男にさせる。金でなくて自分のためにそれをする女が娼婦なのよ。」[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８２）」（２０１４年０８月１２日） 
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金のためにそれをする女が娼婦なのだ、と「わたし」が言うと、ルキナが反論を続けた。 

「そんな話は聞いたことがないわ。わたしの世界ではね、トアン、自分の性欲のために男たちとセックス

する女は、みんながつばを吐きかけるのよ。でも、自分の身体を使って金を稼ぐ者はだれであれ、みんな

が敬意を払う。セックスした後で男が女に金を渡すのは、そういうやり方で男が女に愛情を示しているの。

男にとって女の価値が大きければ大きいほど、それだけ大きい金を渡してそれを証明するんです。わたし

の世界では、男はみんな金を払わなきゃいけないの。自分の妻に対しても。地べたに生えてる草や花で女

の価値を証明することなんか、できやしないのよ。」・・・・ 

 

話を戻そう。 

帆船航海時代に港港に置かれた現地妻というのは、一般に想像されているよりもはるかに社会的な存

在だったとわたしは考えている。つまりそれは、ある土地にやってきたひとりの流れ者が自分でひとりの女

性をその土地で選び出し、その女性と正式婚姻はしないまま自分の性生活の相手にする、というようなパ

ターンが一般に想像されているもののようだが、その時代に行われていた現地妻にそのようなパターンが

当てはまる実例はむしろ稀であり、地元社会の有力者が仲介してその男女を結び合わせ、ふたりの関係

に社会的な公認と祝福が与えられていたと見るほうが自然なのではないだろうか。だからニャイ以前の時

代に行われていた現地妻の風習にはそういう社会的な背景が存在しており、ニャイの風習との根本的差

異がそこにあるのではないかというようにわたしには思えるのである。 

イスラム商人がメインを占めたアラブ・ペルシャ・インドなどの諸民族は、そのような現地妻を供されたと

きに相手の女性をイスラム化した。それはかれらの生活原理に置かれている宗教戒律に背かないためで

あると同時に、イスラム教の宣布と宗教拡張という善行をかれらに積ませることになったからだ。イスラム

化した現地女性が自分の子供をムスリムに育てるのはもちろんのこと、かの女は自分の親族や友人知人

にイスラムの布教を行った。 

ヨーロッパ人が行ったニャイ制度には、そういうプリブミ社会の関与がない。プリブミ社会がその主権に

おいてニャイの風習を行ったのでなく、それはヨーロッパ人コロニーの主権の中で行われたものだったの
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である。 

ヨーロッパ人コロニーによる政治支配の下で、それに屈服したプリブミ社会が女性をトアンの性的ツー

ルに差し出した。そして植民地支配者の経済搾取が引き起こしたプリブミ社会の貧困化がその風習の運

営を一層スムースなものにしていった、というのがニャイ制度の本質部分ではあるまいか。そういう構図の

上に出現したさまざまな男女の人間関係というのは、決して特定パターンに一般化され得ないものであり、

十人十色が濃く反映されるものだったにちがいないが、その間にどれほど深い愛情が発生しようとも、そ

の男女の間には容易に乗り越えることのできない溝が横たわっていたにちがいない。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８３）」（２０１４年０８月１３日） 

ヨーロッパ人男性とプリブミ女性の間に長年にわたる共同生活の中でかれらの個性に応じた人間関係

が培われた。そこに見られるのは、男性と女性間の性別の優劣だけにとどまらず、ヨーロッパ人の支配者

としての人種的優位が上乗せされたものであり、支配被支配と奉仕という人間関係の足元を揺るがすよう

な土台が両者間の溝の上を覆っていた。 

そのような場で両者の人間関係が全人格的な接触と結合に至るのは、文化的な諸価値観の差異はも

とより、相互がたがいに相手を把握しあう方法の食い違いのために、きわめて稀な現象になる。ニャイがト

アンの生活環境内に入ることによって、意識するとしないとに関わらずニャイにヨーロッパ化現象が起こる。

たとえニャイがヨーロッパ文化にある習慣や決まり、立ち居振る舞いなどを一分の隙もなく身に着けたとし

ても、そのニャイが対等な仲間としてコロニー社会に受け入れられることはなかった。中でもヨーロッパ人ト

アンがニャイの人格を自分と対等に見なすことなど、ほとんど起こりえなかった。何がどうあれ、ニャイはヨ

ーロッパ人支配者である自分に奉仕するプリブミであるというのが、他に匹敵するもののない大前提だっ

たのだから。その関係は、トアンがニャイを妻という合法的社会ステータスに変えたあとでも、変化しなか

った。その関係は、妻となったかの女たちのビヘイビアからも影響を受けている。かの女たちは、ヨーロッ
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パ人のニャイになろうが妻になろうが、自分の言語や生活習慣を捨てようとは決してしなかった。言語・考

え方・価値観・生活習慣など、自分が先に身に着けていたことがらをすべて継続し、生まれた子供にもそ

のままの形で接したから、子供が精神的にプリブミ化するのも当たり前だった。 

大家族制という生活習慣がもたらした、大勢の人間を自分の周囲にはべらせて互いに依存しあう人間

関係を構築していくこと、噛みタバコの習慣、自分の親兄弟姉妹との往き来を欠かさないこと、そのような

ビヘイビアはかの女がヨーロッパ人の妻になっても変わることがなかった。 

オランダ人トアンがニャイあるいは妻に言語を含むオランダ文化を習得させようと努めることは稀であり、

ましてやその間に生まれた自分の子供すらオランダ人にしようと努めなかったのだから、かれの持った女

子供がプリブミのあり方から脱け出そうとしなかったのは当然の帰結と言えるだろう。ニャイにせよ妻にせ

よ、トアンとの会話は女性の母語とトアンの母語が混じりあった言葉でなされるのが普通だった。そのよう

なレベルの意思疎通で深い全人格的な交わりが起こりうるのだろうか？結局トアンは自分の家で働くサー

バントに対するような態度で自分の女性に接するだけであり、女性がトアンに対して示す姿勢もサーバント

と同じようなものになってしまう。それがベッドの上でも同じなら、トアンの子供を世話している場でも同じも

のになる。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８４）」（２０１４年０８月１４日） 

トアンは自分の女性が家庭内を満足の行く形で保っていればそれで十分だったのであり、その女性が

自分にとってそれ以上の存在になることなど最初から望んでいなかった。だとすれば、その男女の間で必

要とされるコミュニケーションは、そういう目的が達成されているかぎり事足れリとなる。女性がオランダ語

の能力をもっと高めたとしてもトアンがニャイをそれ以上の存在にしないのだから、結局女性の方はトアン

が言うオランダ語の意味を理解して自分の機能を果たせばそれでよいわけで、自分からトアンにオランダ

語で何かを語りかける必要性も意図も持たなかったがために、聞くことは理解するが語ることはできないと
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いう言語能力にとどまるケースがほとんどだった。 

女性の側にも、トアンとの人間関係を屈折した方向に向かわせる精神姿勢が濃く存在していた。幼い頃

から意識の奥底に植えつけられた男性観はプリブミ女性をして、男が女に対して持つ誠実さは実体のな

いものという見解を持たせるのが普通だった。妻を簡単に家から放逐し、あるいは妻の意向などには斟酌

なしに第二妻や第三妻を容易に持つことのできる社会の中で育った少女たちがどのような男性観を持つ

ようになるのかはあらためて言うまでもあるまい。妻が幼い子供を抱えて生活苦の克服に努めているのを

横目に、夫は家に寄り付かなくなって他所に別の女を持つというストーリーは現代インドネシアにもありふ

れたものになっている。 

インドネシア女性と結婚した外国人男性のほとんどが、夫が浮気や女遊びをすることへの過度の不安

や警戒心を妻が抱いている異様な現象に一度は遭遇しているようだ。女きちがい扱いされた外国人男性

たちはそのときはじめて、インドネシア女性が持っている男女観の深部に触れて愕然としたのではあるま

いか。夫の性的な潔癖さに関するそういった不信感は長い長い歴史の中で培われたものであり、精神的

な誠実さで結びつこうとしない夫婦関係あるいは結婚というもののあり方に対して更に家族主義が保護の

手を差し伸べているがために、事態は改善されるどころか、ますます屈折した夫婦間の精神的結びつきを

そこに生み出していくことになる。男は女を、夫は妻を、容易に裏切るのが本性なのであり、ひとりの男が

何人もの女の間を放縦に生きていくのが男というものの真の姿なのだから、婚姻を通して妻という社会ス

テータスを得ても、妻という立場への保証などどこにも存在しないという諦念がそれだ。 

所詮はそういう実体を持たない男女の関係なのだから、いつか破滅のときが来て当たり前なのであり、

そうなれば妻は自分を常に構成員として愛し保護してくれるファミリーの元に戻っていくだけであるという意

識がかの女たちの精神を支えている。当然ながら、離婚慰謝料は厖大な金額が請求されることになる。そ

ういう不信に彩られた半身の構えで夫と誠実な精神的結合ができるわけがないと思うのは、わたしだけだ

ろうか？[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８５）」（２０１４年０８月１５日） 

ニャイになる以前から持たされていたそういう観念に、ニャイになることで人種と肌の色の違いがもたら

す被支配者としての精神が付加される。ヨーロッパ人のトアンは東インドでの任務や契約が終われば故国

へ戻っていく。その先までサーバントに過ぎないニャイの面倒を見ることはありえない。あるいはそのもっと

以前に、トアンがヨーロッパ人女性を正式な妻としてこの家に迎えるとき、トアンが自分との間にベッドの友

という関係を結んでいたことをその妻なる女性にかけらも覚られてはならないから、トアンが自分をこの家

から放逐する日は必ずやってくる。 

そのような実態は、プリブミ社会の男が行っている行動との類似性をニャイたちに印象付けることになり、

従来から抱いていた男性観がトアンたちヨーロッパ人のふるまいによってさらに強化されたことは想像に

あまりある。 

ところが、ヨーロッパ人トアンがニャイの自分を妻にしたいと言い出したとき、かの女たちはその動機が

まったく理解できず、それが自分にどのような利益をもたらすのかということもまったく推測できず、気が変

になった男が言い出した戯言と思って拒絶することのほうが多かった。ヨーロッパ人の文化から見れば、

それは男性からの素晴らしい申し出であり譲歩であって、ヨーロッパ人女性がニャイの立場に置かれてい

れば二言もなく了承したに違いないことがらだ。その文化の違いが見えていないひとびとは、ニャイのそう

いう態度を駆け引きと見なした。コロニアル文学の中に描かれている、妻にしてもらうことを密かに欲して

いるニャイの心理は、ヨーロッパ人の持っている先入観の投影でしかない。 

ヨーロッパ文化では、妻となることでニャイの立場に法的な保証が与えられるようになるという理解が当

然なのに、プリブミ文化の中にいるニャイたちは妻にならないことが自分の立場を保証するものだと考え

たのだ。ウイレム・ワルラーフェンは故郷に送った手紙の中で、イティに結婚を申し込んだ際のやりとりに

触れた。「イティはどうしてわたしがかの女を妻にしたいのかということが理解できなかった。わたしがかの

女を要らなくなる日は必ずやってくるだろうし、そうなれば自分がここから去って故郷に戻るだけのことだと

考えていた。」 

かれはイティが示した反応の奥にある心理について、別の場所でこう書いている。 
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・・・わたしとの関係について、イティがそれを納得して落ち着いた気持ちを持てるようになるまで、何年

もかかった。わたしが誠実さをいつまでもかの女だけに向けると述べても、イティはそれを信用しようとはし

なかった。わたしたちの関係がいつか終焉を迎えることは、常にかの女の念頭にあった。ふたりの間に子

供が産まれ、またかの女が法的な妻のステータスを得たにもかかわらず、その考えを変えることはできな

かった。現実に起こっているすべてが仮初めのものであるという意識はいつまでも残った。今でもそれを信

じきってはいない、とわたしは感じている。・・・[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８６）」（２０１４年０８月１８日） 

元々は外来者であるヨーロッパ人支配者が自分の性生活を満たすために経済的な優遇を条件にして

プリブミ女性をベッドの友にしたニャイという制度は、セックス問題を超えて一部のヨーロッパ人に別の問

題を新たにもたらした。性行為を行うふたりの人間が単に排泄と快楽という肉体的な現象のみを求めてい

るとは限らないということだ。性行為をそのレベルでよしとする人間にとっては、ニャイ制度は金だけの問

題で済んでいただろうが、性行為の中にもっと精神的な要素を求める人間にとっては、全人格的な結合を

希求するがゆえにニャイを自分の特別な人間として遇する姿勢が培われることになる。さらに、意図され

たかどうかは別にして、ニャイが妊娠したとき、生まれてくる自分の子供に実の母親は不要なのだろうか、

ということを自問したヨーロッパ人男性がいなかったはずはない。そのような要素にからめとられてしまっ

たトアンとニャイは、ニャイ制度が意図していた本来のあり方から逸脱しようとする傾向を抱くようになる。 

社会がプリブミを抑圧することに努めていた時代に、そのような逸脱の勇気を持つのは生やさしいこと

ではなかったものの、荒くれていたコロニーが人間に優しい社会に変化していったとき、逸脱して行こうと

する意志に対するハードルは徐々に低下し、１９００年を過ぎてから、ヨーロッパ人男性とプリブミ女性の結

婚は顕著に増加していった。もちろんハードルが下がるのと反比例してニャイの風習に対する批判が声高



西祥郎著・ニャイ、人生を賭けた女たち 

234 

に叫ばれるようになっていったから、実質的にトアンとニャイの関係を続けたいひとびとの間にも夫婦とい

う衣をかぶるケースが増加したことは言うまでもない。しかし中には、ヨーロッパ人男性とプリブミ女性の間

に愛情と尊敬の念を相互に抱き合うカップルが存在したのも疑いのないことだ。 

しかしヨーロッパ人男性が自分のプリブミ女性にどれほど深い愛情を抱いたとしても、文化的な隔たり

がそれだけで乗り越えられたわけではあるまい。異文化婚というものが持つ断層は、価値観が離れてい

ればいるほど簡単には埋め尽くせないものであり、最終的に到達する場所は諦念に満ちた世界だけとい

うことになるのかもしれない。 

プリブミ女性を真剣に愛しながら、異文化の断層をどうしても埋めることができなかったヨーロッパ人男

性の典型例を、われわれはウィレム・ワルラーフェンに見ることができる。 

かれはイティとの間に横たわっている溝について、冷徹な目でそれを叙述しながらも、その文章はかれ

のイティに対する愛情を十二分に感じさせてくれるものだった。残念なことに、イティがその愛情をどのよう

に評価したのかについてわれわれが想像できることは、先にあちこちで触れてある断片に見られるとおり

だ。 

ワルラーフェンはオランダの親族に宛てて出した手紙の中で、言語の問題に触れている。 

「おまけにそこには、わたしの使えない言葉（スンダ語）があった。それはわたしの愚かさでもある。そし

てかの女も、自分の母語でないムラユ語に置き換えなければならなかったのだ。それがわたしたちのコミ

ュニケーションをたいへん複雑なものにした。」 

[ 続く ] 

 

  

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８７）」（２０１４年０８月１９日） 

夫婦が何らかの困難に直面したとき、あるいはイティがワルラーフェンの何かに対して不安を感じたとき、
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イティは黙りこくって一言も発しないくせがあった。ウィレムはそれを『猫と話すようなものだ』と表現してい

る。かれはそれを言葉の問題に関係しているのではないかと見ていた。少なくとも、プリブミ文化が培った

イティの精神傾向のせいだとは考えず、自己表現能力の問題ではないかと見ていたのである。言葉の問

題はイティがオランダ語に始まるさまざまな言語に上達する（書き言葉と話し言葉）に及んで、障害という

区分から姿を消した。 

ワルラーフェンがしばしば問題にしたのは、イティの家計運用の拙劣さだった。かの女はたいへん劣悪

な空財布言葉をマスターしている、とオランダにいる実弟に書き送っている。だが、家庭生活の問題に立

ち至ると、ふたつの異なる文化は激しい衝突を見せた。 

・・・もちろん、わたしがイティに教えることのできなかったことがらはいくつもある。 

衣服の状態を調べて修繕するということは、完璧なゼロだ。シャツを着るとボタンが取れている。急いで

いるときにかぎってそうなる。靴下の穴を修繕するのは、頼んだり命じたときだけ。家の中のあちこちに蜘

蛛が巣を張っているが、そんなことに注意を向けない。 

椅子や家具を掃除することもない。そのことについて、わたしはかの女に何度も注意を促した。しかしわ

たしはその問題に敗れた。そして今ではもう、それを以前のように悪いことだとあまり感じないようになって

きている。心臓麻痺に襲われたくないから、腐るのにまかせている。ここのひとびとの身体も衣服もたいへ

んクリーンだが、かれらの所有する物品ときたら・・・・ 

台所でも、文化の差異は顕著に現れた。ワルラーフェンは伝統的なオランダ料理なしには生きていけな

い人間であり、イティの世界の食卓にはまったく食指が動かなかった。その食卓で見つかるのは、飯を水

分がなくなるまで炊き、せいぜい野菜の汁をかけて肉あるいは塩魚の一切れを添えるだけのもの。そして、

文明から遠く離れてしまったように見える手づかみの食事も、かれの気に入らないものだった。ふたりの間

にできた子供たちは、イティの習慣に従った。 

・・・かれらはヨーロッパ料理を何か奇妙なものでも見るような目で見た。わたしのためにだけヨーロッパ

料理が用意され、わたしの相伴をしてイティもそれを食べたが、食事が終わるとイティは必ず裏で飯を一

皿食べた。それがかの女の本当の食事だったのだ。・・・・[ 続く ] 
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「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８８）」（２０１４年０８月２０日） 

そのような差異は別にして、ワルラーフェンとイティの結婚は評価と尊敬の念、愛情と対等さといった要

素を強く示していた。それを示すことがらの筆頭は、家庭の外の社会に対しワルラーフェンがイティを常に

自分の妻として紹介し、東インドのどこへ旅しようが必ずイティを同伴したことだ。あるいは、故郷のひとび

とに送った手紙にも、イティの善良さや優秀さが頻?に述べられている。弟に宛てた手紙には、「妻はいつ

も正しく、間違った点を見出すことはなかった。ひとつだけ誤っていたのは、わたしを愛しすぎたということ

だけだ。」と書き、また別の手紙にも「イティは完璧な人間だ。」、更に「一緒に旅をする相手としてイティほ

ど心楽しませてくれる人間はいない。わたしはかの女といつまでも一緒に暮らしたいと思う。」とも書いてい

る。ワルラーフェン自身が書いた、ふたりの人間が深く愛し合い、何事であろうと相手に空疎さを感じたこと

がない、という夫婦の関係をかれは甥のフランスにもっと詳細に語っている。ワルラーフェンが自ら選んだ

生き方は故郷の親族との関係を疎遠なものにし、かれの一生でオランダから東インドまでかれが築いた

家庭を見にやってきたのはただひとり、そのフランスだけだった。 

・・・わたしが幸福でないというようには見えないはずだ。わたしの妻はわたしの妻であり、しこうしてわた

しの隠し愛人なのでもある。かの女はもっともきちがいじみたことから、もっともロマンチックなことまでやり

おおせる。日中あちこちを歩き回って、やっと夜に帰宅したり、ウェンディットや、あるいは同じようなロマン

チックな場所へも行く。 

何度も考えて見たが、わたしはきっとかの女よりはるかに劣っている人間だ。かの女はわたしに首を横

に振って見せ、そして冗談交じりに、あるいは半分冗談のようにしてわたしに説明するのだから。 

おまえはとても友好的で暖かい歓迎をかの女から受けたと感じたにちがいない。おまえが次にまたここ

へ来たなら、かの女はおまえに食べさせるためによく肥えた子牛を屠り、そして絶対にそれを言い立てる

ようなことはしないだろう。おまえがかの女に会って話をしたことを、わたしはとても喜んでいる。オランダに
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いるひとびとがかの女に関して作ったイメージがみんなの間に流布している。その中に事実でないものが

混じっているなら、おまえはそれを正すことができる。そしてわたしは、必ずおまえがそれをしてくれること

を確信している。・・・・[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１８９）」（２０１４年０８月２１日） 

東インドコロニアル作家リン・スホルトは異文化の男女が美しく和合している姿を目にしている。父親の

ピート・スホルトは兵士として東インドにやってきた。母親のジュミニはジャワ人のニャイであり、後にピート

がかの女を妻にした。リンの作品には頻繁に両親が登場し、ふたりの間に近接した価値観・相互尊重の

念・相愛といったものが流れていることを感じさせてくれる。ふたりが他のヨーロッパ人と違っていたことを、

リンは鋭く見通しているのだ。 

・・・何年も後になって、かれはかの女をよく知ることになった。かの女がだれか酔っ払い兵士のムンチ

になることを思うたびに、かれは耐えられい気持ちに襲われた。かれに近い兵士仲間たちが何人も、「あ

んたがオランダに帰ったらジュミニを譲ってくれ」と頼んでいたことを、何年も後になってはじめて、かれは

かの女に話した。・・・・ 

のっぽ伍長とジュミニが呼んだ東インド植民地軍伍長のかれは、たいていのヨーロッパ人兵士たちとま

るで違っていたことがわかってきた。かれは注意深い人間であり、篤信で、最初からジュミニを尊重してい

たのだ。ふたりが「合意」したあと、ピートが俸給を持ち帰ってきたとき、美しいできごとが起こった。ピート

は照れくさそうに、俸給をすばやくジュミニの膝の上に置いたのだ。ジュミニはその俸給をつかむと、不審

の目をピートに向けた。「わたしはこれで何をすればいいの？」という言葉がその目に中にあった。ピート

は苦笑いしながら言った。「言うまでもないことだよ。全部おまえのものだ。おまえがいろいろ買物するため

だ。わしには、タバコ葉と紙を買うために一週間１１センあればいい。」 

ジュミニの気弱さが高利貸しをしている兵舎の女たちの食い物にされており、そのころ既に１千フルデン
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もの借金が積み重なっていた。ピートがそれを知ったとき、かれは憤慨した。ジュミニは言う。「もしあんた

があたしに出て行けと言うなら、そうされても仕方ないわね。ほんとにひどすぎるわ。あたしにはもうどうし

ようもない・・・。」 

ピートは声を震わせて怒鳴った。「おまえは気が狂ったのか？おまえはわしの妻なんだぞ。違うか？こ

れはわしらふたりの問題なんだ。ただ、おまえは今ここでわしに約束しなきゃならん。絶対に二度とこんな

ことをしないということを。」 

ウィレム・ワルラーフェンやピート・スホルトだけが特殊な例だったというわけでは決してない。コロニア

ルの偏見に精神が蝕まれていないヨーロッパ人ははるかにたくさんいた。 

かれらは自立的且つ自律的に事態に対処した。かれらはコロニアルの偏見に立ち向かい、プリブミ女

性と共に人生の軌跡を手を携えて歩んだ。プリブミの文化を容認し、自分の人生の同行者がかの女を縛

っていた要素を解き放って自分自身になるための機会を与えた。 

たとえふたりの関係がトアンとニャイのままであったとしても、そのような外面的な形と本質的な人間同

士の関係とが必ずしも直接的関連性を持たないことは明らかだ。そのような男たちは、たいへん大きな心

と勇気を持っていた、とレギー・バアイ氏は特筆している。 

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１９０）」（２０１４年０８月２２日） 

だがしかし、ヨーロッパ文化における愛の観念とその実現形態、そしてそれとはまるで異なる東インドの

文化にあった愛というものが果たして合致できるほど愛というのはユニバーサルなものだったのかどうか、

わたしには確信がない。 

「カルティニが自分自身そして他のジャワ女性について書き記したように、ヨーロッパ人が呼ぶところの
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「Love」についてイティはほとんど知らなかった。かの女の知っている Love はプリアガンの村に関わるも

のであり、苦悩をもたらすものであり、確信をもたらさないものであった。男というものはあらゆる機会に妻

を裏切ろうとする存在であることをかの女は素朴に信仰しており、わたしがどれほど頻?に、わたしの愛情

を、特にかの女への尊重を理解させようとしても、またどれほど頻?に、わたしが妻に不実であれば自分の

心の平穏が粉砕されてしまうからもっと緑の色濃いよその庭を求めることには興味がないことを主張して

も、かの女がそれを信じた気配は少しもなかった。」というワルラーフェンの著作『クラン（一族）』内の一文

にご記憶はないだろうか？ワルラーフェンはそれについて、「西洋的コンセプトにおける Love というものを

ジャワの女は持っていない。 

それはかの女たちが持っているハーレムメンタリティのせいだ。つまり、呼ばれたときにだけやってきて、

そのあとは機械的なプロセスがあるだけ。東洋の女は何百年にも渡って世の中にある多妻的慣習に虐げ

られてきた。かの女は見捨てられたり、あるいは他の女と夫をシェアしなければならなかった。」という分析

を行っている。 

ふたりの人間の間で互いに相手の well-being を願い、そのために相手に尽くしあうという感情的な人格

的接触のあり方が愛と呼ばれるものであるとするなら、ふたりは必ず自分がそうするように相手も自分に

してくれることを期待して当たり前だ。そのとき、ふたりの間に人間の上下関係が混在しているなら、その

愛には何かが欠けているという気がして当然だろう。 

夫の well-beingが、決まった時間にご馳走を食べ、社会生活での体面を損なわないような衣と住のレベ

ルを維持できるように家庭生活の世話が行われ、そして子供のしつけと教育も世間から見劣りしないよう

に行われ、夜は自分のわがままを言わない女との間で男の性欲発散を自由に行うことだと定義され、そ

の義務を完璧に遂行することで得られる充足感満足感が妻の精神的なwell-beingであるとされているよう

な社会における愛というものが、どうして同じような発現形態を持ち得るだろうか。妻が十分にその義務を

果たせるよう経済的な責任を担うことのみが夫の義務であり、あとはせいぜい、妻が自分の義務を忘れな

い程度に好き勝手を行えるよう放任してやることくらいであり、反対に妻は夫を常に上位に据えておかな

ければならず、夫が自分に奉仕するのを妻が求めるのは悪徳であると社会が断罪するような場所で互い

に相手に尽くしあうようなことが起こるとすれば、それは社会から完全に隠蔽された家庭の深窓の中にし
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か求めることができず、人間が持っている社会生活面の希求を押し殺さずには済まないにちがいない。

[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１９１）」（２０１４年０８月２５日） 

コロニアル社会の中に築き上げられた偽善的な観念に、ワルラーフェンは敢然と立ち向かった。真実を

求める人間が自分に誠実に生きようとするとき、たとえ世界中を敵にまわして玉砕したとしても、かれは決

して悔いないにちがいないだろう。そして往々にして、そのような人間を滅ぼそうとかかってくるのは、世界

中のほんの一部でしかないということも起こるのである。 

・・・わたしとイティは時々一緒に出かけた。劇場やカフェあるいはふたりだけでレストランで食事するた

めに。そんなとき、いつもマニアックな市民に出会った。さまざまな場面で東インド女性をもてあそんでおき

ながら最終的にヨーロッパの純血女性と結婚した者たちだ。かれらは労働組合と呼ばれる団体の指導層

で、プリブミとの関係においては純然たる奴隷理論を信奉している。忘れる前に書いておこう。東インドで

もっとも善良なるひとびとはプリブミなのだということを。かれらは地球上で一番優しい民族だ。そして残念

なことに、ヨーロッパ人・中国人・アラブ人はもっとも汚いならず者なのである。・・・ 

ニャイとなった女性たちが決して単一次元単一パターンの人間でなかったことは、これまで見てきたこと

がらからわかるにちがいない。 

ものごとの一般化は論理を進めていく上で免れることのできないことではあるものの、観念的になりす

ぎると事実や実態は雲のかなたに置き去りにされてしまい、論証は具体性を欠く肉付けのないものになっ

てしまう。具体性を持っているものごとを観念的抽象論で論じられたら、われわれは視野の狭い人間にな

りさがってしまうだろう。論者だけが優越感を感じるようなものを読者が得々として受け入れているような社

会の良識には、われわれは疑念を持たないで済ますことができないにちがいないだろう。 

ニャイという言葉を、婚姻制度を経ないでヨーロッパ人のベッドの友となったプリブミ女性という意味に限
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定しても、その人数は１０万人を超えている。女性には学問知識や思考能力は不要であり、男性をはじめ

とする上位者が命じることをただ行っていればよいのだという社会観念の中で育ったかの女たちの中に、

磨けば光る宝石は少なからず転がっていたにちがいない。ワルラーフェンのイティのような女性が、あるい

はプラムの創作したオントソロのような女性がもっとたくさんいたであろうことは容易に想像できる。 

ただ、われわれが誤解してならないのは、インドネシアの民族運動の中でかの女たちが反植民地思想

をわがものとして運動に加わったのではないということだ。それとは反対の、民族運動家たちによって反植

民地思想を高揚するための材料に使われるということが起こったのである。植民地支配者であるオランダ

人を含むヨーロッパ人のほぼふたりにひとりが同胞女性を妾にして性的搾取をほしいままにしているあり

さまが被支配層の怒りを煽るツールに使われたのだ。[ 続く ] 

 

 

「ニャイ、人生を賭けた女たち（１９２）」（２０１４年０８月２６日） 

現実に、その時代にインドネシアにあった女性観はヨーロッパ人支配者たちが同胞女性に行っている性

的搾取とそれほど隔たりがあったわけでなく、反植民地思想が打ち出す抗議の眼目はそれを異民族の白

人が行っているという点に向けられていた。 

ニャイは植民地支配者がかれらに与える苦痛と屈辱のシンボルとなり、貞操を打ち捨てて異人の男に

身を任し、貧困にあえぐ同胞を低く見て豊かな暮らしと享楽に現を抜かす裏切り女というステレオタイプの

女性像が世間一般に流布し、自分より好運な人間に対するお定まりの嫉妬と憎しみがそこにからんでニャ

イたちの人生にアンビヴァレンツな要素をもたらすことになった。そのあたりの社会的メンタリティは、日本

の幕末時代にお鶴やお吉を、あるいは異人の客をとった娼婦をラシャメンと呼んで蔑んだ社会メンタリティ

と相通じているようにわたしには思える。 

自分たちの仲間であるべき女が別世界から来た自分たちの敵である異人に夜な夜な抱かれている夢

想がもたらす嫉妬と、自分たちの世界から逃げ出して豪勢な暮らしに入った裏切り者への憎しみの感情
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は、そうしなかった女たちにかれらが与えていたものが何だったかということに思いをいたすなら、道理に

外れたきわめてエゴセントリックなものにしか見えない。粗雑なたとえではあるが、自分たちのおもちゃを

自分たちが勝てない相手に取り上げられた男たちの憤懣が芬々と臭ってくるように感じるのは、わたしだ

けではないだろう。そういう暑苦しい感情に煽り立てられたとはいえ、そこに生じたのは確かに反植民地支

配に衝突するための民族主義であったことは否めない。幕末の日本でも、類似のメンタリティは民族の思

考を攘夷という方向に向けさせることに成功している。 

ただし、そこに見られる本質は単なるクセノフォビアでしかなく、ムラビトがヨソモノを嫌悪し排斥する心

理からそれほど隔たったものでなかったことは、白人からの性的搾取の被害者となった女性たちが同胞の

男たちからも別の形の搾取を蒙る二重の被害者になった事実が十二分に物語っている。 

サミウンがニャイダシマを殺すために雇った殺し屋のポアサが後の時代に民族主義運動の先駆者とし

てもてはやされたのはそういう要素に立脚していたからであり、プラムディアが描いたニャイ・オントソロに

しても、かの女を取巻いているプリブミ社会からの冷たい侮蔑の視線は通奏低音としてストーリーの中を

一貫して流れている。 

ニャイというのは、植民地支配が生み出したセックス搾取の実例であり、女性の受難史の一幕を飾って

見せるべきものではないだろうか。[ 完 ] 

 


