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「８人のトラ（１）」（２０２１年０４月０９日） 

 

かつてミナンカバウ Minangkabau の地にパガルユン Pagaruyung 王国が栄えた。現在パガ

ルユンという地名は村の名称として残っている。そこは西スマトラの州都パダンPadangの北北

東に位置しており、直線距離なら６０キロ足らずだが中間をクリンチセブラッ Kerinci Seblat 山

系の北端が横切っているため、麓を大きく迂回しなければ行けない。現在のパガルユン村はタ

ナダタル Tanah Datar県タンジュンアメ Tanjuang Ameh郡パガルユン部落連合という行政地域

名称にその名をとどめている。 

 

部落連合と書いたのは村の語感と区別するためである。現代インドネシアにおける地域行

政単位としてのそれは村と同格であるものの、現地語でナガリ nagari と称される制度はひとつ

の地域にある部落が連合して一個の地域行政単位を形成したのがその由来であり、村の語

が持っているトップダウンのニュアンスはナガリに薄い。域内の部落が連合してひとつのナガ

リを形成するというボトムアップ意識はきわめて自治的であって、封建文化色の薄さを感じさ
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せるものだ。ミナン人はたいてい、この話をすると喜ぶ。 

更にそのナガリが連合してルハッ luhak になり、より大規模な自治領域が作られた。パガル

ユン王国が誕生する前は、ルハッやルハッに属さないナガリが連合して統治行政組織を作っ

ていたと考えられており、王国形態への移行は元々形式的なものだったという見解も出されて

いる。しかし王国に変化すれば、民の意識も変化して当然だろう。 

ナガリという言葉はインド由来の印象がたいへんに強い。インドでナガリそのものが地名に

なっているほかに、nagar, nagara などの町や邦を意味する言葉から devanagari という文字の

種類の名称にも使われていて、地域行政区画の名称としてミナンカバウで使われているこの

ナガリが古代ミナンカバウの地に南インドからの大規模な移民が行われた可能性を物語る傍

証にもなっている。 

 

高原の町バトゥサンカル Batusangkar から旧街道を南東に向かえばパガルユン王国の壮大

な宮殿イスタノバサパガルユン Istano Basa Pagaruyungが５キロほどの距離にある。 

Istanoは Istana、Basaは Besarがそれぞれ訛ってミナンカバウ語になったことを感じさせる。

往来の穏やかな、緑濃く、明るく落ち着いたその旧街道に、その王国が持った豊かさをわたし

は感じた。 

パガルユン王国は領内で採れる黄金を大量に保有し、また米・コショウ・シナモンその他の

物産を豊富に産して豊かに栄えた国であり、古い時代には黄金境のひとつと見なされていた。

北スマトラのマンダイリン Mandailing やリアウのロカンフル Rokan Hulu などもパガルユン王国

の支配下にあったようだ。 

パガルユンとは元々パガルルユン pagar ruyung が語源で、ルユンという樹木のパガル（垣）

の意味だったと言われている。パガルユン王国はムラユ王国のひとつとして興ったらしいが、

建国説話ははっきりしたものがない。１４世紀中葉に盛名を鳴り響かせたアディティアワルマン

Adityawarman 王がパガルユンの王座に就いた時期があり、かれはまた諸ムラユ王国を従え

たマラヤプラ Malayapura王国の大王にもなっている。 

アディティアワルマンの没後、１４０９年にマジャパヒッ王国の軍事侵攻があって、ソロッ

Solok の東方にあるパダンシブスッ Padang Sibusuk で壮絶な戦闘が繰り広げられ、戦場は死

体で満ち溢れた。その腐乱死体がそこの地名の由来になったという話だ。地元説話はジャワ
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の軍勢をミナンカバウ人が打ち払ったと語っている。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（２）」（２０２１年０４月１２日） 

 

パガルユン王国のイスラム化は遅かった。スマトラ島北端に興ったイスラム国アチェがイス

ラム布教と政治支配の拡張を二本柱にした南下政策を推進し、軍隊とイスラム布教者が続々

と南へ下って行ったこと、スマトラ島西岸のシンキル Singkil、バルス Barus、シボルガ Sibolga、

ナタル Natal、ティク Tiku、パリアマン Pariaman などの主要な商港でインド洋を渡って来たイス

ラム商人や布教者たちが定住し、イスラム化がミクロレベルの緩慢な進展を起こしたことなど

が、スマトラ島北部地域での宗教面における主な様相だろう。 

商港なら個々人の必

要性に応じてイスラ

ム商人が住み着くの

は当たり前のことで

あり、外国人イスラ

ム商人が地元の女を

妻にしてその港にお

ける自分の家庭を築

く姿は普通のものに

なっていた。ムスリム

の家庭ができると、

その家の妻と子供は

必ずイスラム教徒に

なる。子供が成人し

て家庭を持てば、またそれが繰り返されて人間のネズミ算が起こる。 

それとはまた別に、イスラム布教を目的にする外国人ムスリムも容易に港に住み着くことが

できた。階級差別を持つヒンドゥ文化へのアンチテーゼになる神の前の平等原理がヒンドゥ低
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階層の者を引き付ける魅力作りに使われたことはよく言われている。布教者たちは十分に豊

かなイスラムの学識を持っていて、イスラム神学を深めたい者にとっても、重要な教師になっ

た。 

このレベルはまだ個人レベルのイスラム化であり、社会の中でムスリムと非ムスリムが混在

している段階である。イスラム教義の完ぺきな実践はイスラム社会の成立を前提にしており、

社会全体がイスラムの原理で動くときにその構成員は全きムスリムとして生きることができる。

そのイスラム原理で動く社会がウンマーと呼ばれるものであり、ムスリムと非ムスリムの混在

社会が完全なるウンマーになるためには、社会統治者が自らイスラム化し、社会全体をウンマ

ーにならしめるために被統治者全員をイスラム化に向かわせるように指導して行かなければ

ならない。 

ウンマーが、あるいはイスラム王国が、他の土地の社会をイスラム化するに際して常に力に

よる闘争という暴力的流血的な方法に向かったのは、その原理のなせるわざだったのではな

いかとわたしには思われる。宗教とは個人の精神的思想的なものでしかなく、社会のあり方と

は関係がないという観念はイスラムと無縁のものだ。ハラル・ハラムは個人が決意して実践す

るような問題でなく、社会が個人（つまりは家庭）にその方向へ向かわせるように圧力をかけ、

社会がその実践を監視するという形ではじめて神の前の平等が実現するというのがイスラム

の平等であり、このポイントはもっと地に着いた理解がなされるべきではないだろうか。 

 

パガルユン王国の民衆レベルには、１４世紀終わりごろから

イスラムの影響が浸透し始めたようだ。そしてパガルユン王家

の中に、イスラムを奉じた王も出た。しかし、トメ・ピレスが１５１

２年から１５年までの間に書いた東方諸国記 Suma Oriental に

は、パガルユンでは１５年間でムスリム王はひとりだけだったこ

とが記されている。 

ミナンカバウでは１６世紀を通してイスラム化が進展した。特

にアチェのウラマがパガルユンの民衆と統治者にイスラム広宣

を強く推進した結果、１７世紀にはパガルユン王国のイスラム化が果たされて王国からスルタ

ン国に変わった。だがいつからスルタン制が行われ始めたのかは明確にわからない。文献と

して最古のものはパダンのレヘントであるヤコブ・ピッツ Jacob Pits がパガルユンの王宮宛に

Tome Pires 



8人のトラ 

5 

書いた１６６８年１０月９日付けの手紙に記された「黄金豊かなミナンカバウの支配者スルタン

アッマッシャ Sultan Ahmadsyah」という賛辞だ。それ以後のパガルユン王宮は連綿とイスラム

色が継続している。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（３）」（２０２１年０４月１３日） 

 

統治支配者のイスラム化によってミナンカバウの慣習はイスラム教義に即したものに変えら

れた。とは言っても、それまでライフスタイルの柱になっていた慣習とその基盤を成す価値観

がまるで異なるものにそう簡単に入れ替えられるわけがない。 

個人のイスラム化はその傾向を持つひとびとに容易に起こっただろうが、社会のイスラム化

はその種とは毛色の異なるひとびとへの説得・懐柔・強制がなされなければ不可能なのであ

る。従来から伝えられてきた慣習とその中を流れている生きる事に関連する価値観を入れ替

えなければ、毛色の異なるひとびとのあり方を変えさせることはできない。それを強制的に行

なわせようとするなら、流血を避けて通ることはできるまい。 

結果的に建前と実態の二分化が起こり、「双方の良いとこ取り」という姿に向かって行った。

この傾向はヌサンタラのイスラム化において、いたるところで見受けられたものだ。 

総本山のメッカにあるライフスタイルが真のイスラムであり、それに全面服従しないイスラム

は似非イスラムだという見方をする人間はムスリムにも、おまけにどうしたことか非ムスリムに

もいるのである。非ムスリムに批判されるイスラム教徒のあり方というのは、奇異なものでは

あるまいか。非ムスリムがイスラムの理想像を描くという図は、わたしには信じがたい気がす

る。それはともあれ、イスラムヌサンタラを標榜する現代インドネシアが直面している問題は、

宗教論による批判でなくサウディ文化宗主国思想を持つ人間の存在のように見える。 

ミナンカバウの慣習の大きい柱をなしている母系制は、その核部分から枝葉が派生して日

常社会生活の細部にまで入り込んでいる。イスラムの観点からそれを見れば、許すべからざ

る社会制度になることは容易に想像がつく。だが社会に住んで生きている人間のほぼ半分は

女性であり、母となるひとびとである。葛藤が起こらないはずがあるまい。 
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１８０３年、西スマトラのミナンカバウの地でイスラム純化運動が起こった。メッカから帰って

来た三人のハジがメッカで強まったワハブ派の復古運動に影響されて、故郷ミナンカバウのイ

スラム生活のあり方が教義の本質から逸脱していることに改めて憤慨し、ミナン社会で行われ

ている根本制度から諸行為の末端に至るまで、イスラム教義に全面服従した日常生活を社会

の中に実現させることを決意して、意識改革の呼びかけをミナン社会に開始したのである。と

いうのがパドリ運動あるいはパドリ戦争の序説に書かれている内容だが、実相はもっと深いも

のなのだという話もある。 

スマルディアンタの解説によれば、その三人のハジは生命を引き換えにしてヌサンタラにイ

スラム勢力の基地を設ける任務をサウディ王アブドゥラ・イブン・サウッ Abdullah Ibn Saudから

与えられたとなっている。 

アラブを支配下に置いていたオスマントルコの軍勢を１８０２年にワハブ軍が破ってサウディ

アラビアの独立を成し遂げた。ワハブ軍がメッカを奪取したとき、トルコ軍の軍人になっていた

三人のミナンカバウ人ハジ・ピオバン Haji Piobang大佐、ハジ・スマニッ Haji Sumanik少佐とハ

ジ・ミスキン Haji Miskin は捕虜になって鞭打たれた。しかしサウディ王は三人の敵対者を死刑

にせず、故国に帰ることを許した。三人に与えられた放免の条件が故郷にワハブ運動の支部

を設けることだったのである。その支部を発展させてヌサンタラから異教徒オランダ人を追い

払い、遥か東方にサウディの同盟国を作るのがサウディ王の目論見だったことは歴然だ。 

サウディ王にとって自国の軍隊の近代化は急務であり、ハジ・ピオバン大佐を処刑しなかっ

たのはそのための有用なコマのひとつと考えたからだ。ハジ・ピオバンはオスマントルコ軍のイ

ェニチェリ軍団の将校であり、ムハンマッ・アリ・パシャ Muhammad Ali Pasyaが指揮する１７９８

年のエジプトにおける対ナポレオン軍との戦闘で活躍した軍人だ。そのときの戦功を讃えて、

ムハンマッ・アリはピオバンに名刀を授与している。[ 続く ] 
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「８人のトラ（４）」（２０２１年０４月１４日） 

 

三人のハジはミナンカバウに戻ると、イスラム純化運動1を旗印に掲げた。この運動がパドリ

運動 gerakan Padri と呼ばれ、その運動に加わったナガリやルハッの宗教指導者たちとそれに

追随する民衆はパドリ衆 kaum Padri と呼ばれた。 

聖職者を意味するポルトガル語 padre をパドリの語源に求める説もあるが、イスラム純化運

動を行うひとびとの精神構造には即していないような気がする。別の説によれば、アチェのペ

ディール Pedir 王国（現在のピディ Pidie）でイスラムを学んだウラマたちがパドリと呼ばれたそ

うで、こちらの説の方が受け入れられやすいのは確かだろう。 

その一方で三人のハジはワハブ運動推進の母体となる軍隊編成に取り掛かった。かれらは

トアンク・ナン・レンチェ Tuanku Nan Renceh と知り合い、強い支持を得た。トアンクとはミナン

語の敬称、nanは yangの同義語、rencehはインドネシア語の lincahで、この人物は多分戦闘

の達人だったのがその名の由来のようだ。案の定、かれはパドリ軍の司令官になった。 

三人のハジはワハブ運動を広げるために、編成した軍隊によるバタッ Batak 人の土地マン

ダイリンへの侵攻作戦を計画した。アラブのワハブ運動の支部をミナンカバウに設けることは、

ハンバリ・ゼアロッツ Hambali Zealots のラディカリズム実践の先鋒になることであったという見

解を、書物トアンク・ラオ Tuanku Raoを１９６４年に著わしたバタッ人マガラジャ・オンガン・パル

リンドゥガン Mangaradja Onggang Parlindunganは書いている。 

 Mangaradja Onggang Parlindun 

三人のハジはハンバリの急進的理論を基盤に据えてミナンでのパドリ運動の様式を作り上

 
1 当時現地で信仰されていたのはシーア派でかなり堕落した宗派であったので、宗教の浄化運動を行った。 
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げた。その様式が世間を震撼させたのは、１８０４年にトアンク・レロ Tuanku Leloが行ったスロ

アソ Suroasoでのパガルユン王宮親族の虐殺事件だった。 

王宮親族がパドリ運動に賛同しなかったことを理由にして、トアンク・レロの部隊はそこにい

た大王の親族全員の首をはねた。かれのその行為は司令官トアンク・ナン・レンチェの「できる

かぎりの残虐さを見せつけて、世間を震え上がらせよ」という指図に従ったものだ、とトアンク・

レロの子孫に当たるオンガン・パルリンドウガンは述べている。トアンク・ナン・レンチェのその

言葉がテロリズムの本質論であることは今や語り尽くされたものになっているではないか。 

ハジ・ピオバン大佐がムハンマッ・アリ・パシャから拝受した名刀は、パドリ戦争における軍

功を賞してこのトアンク・レロに与えられた。 

 

パドリ運動指導者の中核、つまりは初期パドリ軍の主要指揮官を成したひとびとが８人おり、

かれらはハリマウナンサラパン Harimau nan Salapan、つまり８人のトラと呼ばれた。ミナン語の

salapan はインドネシア語の delapan だ。トアンク・ナン・レンチェ、トアンク・パサマン Tuanku 

Pasaman、トアンク・ラオ、トアンク・タンブサイ Tuanku Tambusai、トアンク・リンタウ Tuanku 

Lintau、トアンク・マンシアガン Tuanku Mansiangan、トアンク・パンダイシケッ Tuanku Pandai 

Sikek、トアンク・バルムン Tuanku Barumunがその８人である。 

 

トアンクとは高貴なご主人様を意味する敬称であり、私のご主人様というプライベートな関係

を示す意味で使われたのではない。ミナンカバウではこの言葉が元々、王や王族の男性に使

われていたが、イスラム化のあとイスラムを極めた偉大な宗教者に対する敬称にも使われた。 
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トアンクに似たトゥンク Tengku という言葉もある。トゥンクはムラユ文化の中の貴族の称号で

あり、貴族の子供は男女ともにトゥンクの敬称を使った。ただし、父親がトゥンクであれば子供

は無条件でトゥンクを名乗ったものの、母親がトゥンクであっても父親がトゥンクでなければ、子

供はトゥンクを名乗れなかった。 

アチェではそれに似た Teungku が成人男性の敬称として使われた。貴族であるかどうかと

は関係がない。アチェには "Aceh teungku, Meulayu abang, Cina toke, kaphe tuan"ということわ

ざがあり、トゥンクはアチェ人男性であることを示す敬称として使われている。アチェでは、ムラ

ユ人はアバン、華人はタウケ→トケ、ヨーロッパ人はトアンが敬称にされた。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（５）」（２０２１年０４月１５日） 

 

パガルユン王国の各ナガリの宗教指導者がパドリの旗下に続々と馳せ参じて社会改革戦

線を形成する一方で、古来からの慣習を容認するイスラムを維持しようとするひとびとが急進

的なパドリ衆と対立するようになった。この勢力はアダッ（慣習）衆 kaum adat と呼ばれ、民生

を掌握する民事行政がその中核を成した。王国なのだから、国内統治行政の要所要所は王

族に握られている。こうしてパドリ運動は現行政治制度に対する革命の様相を帯びて来たの

である。 

ついに１８１５年になって、トアンクパサマン率いるパドリ軍がパガルユン王宮を焼き討ちし、

王宮は灰燼に帰した。近代装備と訓練の行き届いたパドリ軍に対抗できるパガルユン王国軍

ではなかったということだろう。 

パガルユンの大王スルタン・アリフィン・ムニンシャ Sultan Arifin Muningsyah はインドラギリ

Indragiri のルブッジャンビ Lubuk Jambi に逃げて、王都はパドリ衆の支配下に落ち、長期に渡

って王権が空白状態になった。１８１８年にパガルユンを訪問したラフルズは、焼け落ちた王宮

を見るばかりだったと書き残している。 

 



8人のトラ 

10 

パドリ戦争の矛先は北スマトラのバタッ人にも向けられた。バタッのイスラム化が三人のハ

ジの目標のひとつを成していたのである。これは宗教純化運動とはまったく無関係の、ワハブ

運動としてのイスラム拡張方針だ。 

バタッ人に対するイスラム化の動きは長期に渡って行われて来た。古来からのバタッ人の

伝統信仰はパルマリム Parmalimと呼ばれるものだ。北側のアチェ、西側のミナンカバウ、東側

のムラユによるバタッ領土内隣接地域へのイスラム化の動きは絶えることがなかった。更には

バタッのイスラム化を危惧したオランダ人もキリスト教化を図るようになる。 

インド洋に面した中部タパヌリ Tapanuli地方の商港バルス Barusがバタッ人にとって最古の

イスラム化の震源地だったようだ。マンダイリン Mandailing の商港ナタル Natal でもイスラム化

が進行した。ナタルがミナンカバウ人にとってイスラム学習センターになっていたことは、トアン

ク・リンタウの経歴からもうかがい知ることができるだろう。 

パドリ衆８人のトラのひとり、トアンク・リンタウはシナマル渓谷のリンタウに住む富裕者で、

イスラムを学ぶためにナタルに赴いた。更にそれを深めるためにパサマンに行って師についた。

１８１３年ごろ、かれはリンタウに戻り、タナダタルでイスラム純化の動きを開始する。 

アガムのトアンク・ナン・レンチェが行っているパドリ運動に感銘したかれは、即座にパドリ衆

に加わった。最初かれはパガルユン王宮が自分の活動のパトロンになることを希望したが、そ

のうちに王宮のありさまを変えなければならないと思うようになり、大王の説得にかかった。と

ころが大王の動きはかれの期待に反するものだったのである。こうして最終的にパガルユン王

宮への焼き討ち攻撃がかけられた。その攻撃を率いたのがトアンク・リンタウでなかったことは、

その攻撃がかれの本意でなく、強硬派に押し切られたものだったことを想像させる。 

パドリ運動以前のイスラム布教は、穏やかで家族的な方法で行われたと言われている。布

教者は教義とその理を説き、個人の心に訴えることで理解させ、入信させた。王国統治者のイ

スラム化もその方法が採られたようだ。しかしそのやり方では、イスラムに近寄る気のない人

間をムスリムにすることはできない。パドリ運動がそれ以前の布教方法と対照的だったのは、

パドリが暴力を使う急進的なものであった点に明白に現れている。[ 続く ] 
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「８人のトラ（６）」（２０２１年０４月１６日） 

 

バルスやナタルから内陸部へのイスラム布教の動きは古くから起こっていた。タパヌリ南部

地方でも、ミナンカバウ商人がやって来て商売を行った。住み着けば、地元の女を妻にする。

そこでも、家庭レベルのイスラム化がバルスやナタルと同じように起こった。 

アチェは北からイスラム布教を進めて、タナカロ Tanah Karoやパッパッ Pakpakにイスラムを

浸透させ、東海岸部のムラユ人はシマルグン Simalungunにムスリムを増やした。 

 

そんな状況の中でバタッ侵攻を計画していたパドリ衆中枢はひとつの奇貨に出会った。捨て

られたバタッの王族である。その名をポンキナゴルゴラン Pongkinangolngolan と言う。ナゴルゴ

ランとはバタッ語で「不明なものの到来を待ちわびる」という意味だそうだ。この男はバタッ王シ

シガマガラジャの王女ガナ・シナンベラと王の兄ギンドポラン・シナンベラの間に生まれた不義

の子で、罪を背負った恥さらしという烙印を捺されて捨てられた。 

アンコラ Angkolaとシピロッ Sipirokで密かに成長したかれは、見つかればバタッ王宮に抹殺

されるだろうと考え、自分の運命から逃れるためにミナンカバウに向かった。ミナンに逃れたら、

王宮からの刺客にいつ襲われるか分からない不安を抱える暮らしから解放されるにちがいあ

るまい。 

ミナンでかれはダトゥ・バンダハロ・ガンゴに仕えた。ダトゥの親友であるトアンク・ナン・レン

チェがこのダトゥの使用人の境涯を知ったとき、かれは目をみはったのである。なんと、バタッ

侵攻にうってつけの人物ではないか。 

トアンク・ナン・レンチェはダトゥからこの使用人をもらい受け、ウマル・ビン・カタブの名を与

えてムスリムにした。更にウマル・カタブをパドリ軍の将校にし、トアンク・ラオの称号で指揮官

にしたのだ。 

 

１８１６年、白の長衣に白いターバン姿のトアンク・ラオが率いるパドリ軍は騎兵５千人、歩兵

６千人の大軍団でマンダイリンのムアラシポギ Muarasipongi になだれ込んだ。ルビス Lubis 一

族が住んでいるムアラシポギでは、ほどなく要塞が陥落し、住民は一人残さず皆殺しにされた。 
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マンダイリンの各地区もひとつひとつとパドリ軍に蹂躙されて、すべての住民に対する殺りく

の嵐が吹き荒れた。タパヌリの中部と南部の境界に位置するシピロッでは住民をイスラム化し

てパドリ軍の兵力を増強した。現在シピロッのパサルになっている場所で騎兵と歩兵の訓練が

行われたとのことだ。増強された兵力は一千人を超えた。 

パドリ軍はいよいよ、バタッ王国の中心部に進撃を開始する。ブキッバリサンとトバ湖渓谷

に囲まれた天然の要害も、パドリ軍の進撃を阻むことはできなかった。パドリ軍が装備した多

数の大砲と高性能銃はバタッ王国の軍隊をいとも容易に打ち破ったのである。 

 

１８１９年、シシガマガラジャ王朝の首都バッカラ Bakkara の征服を果たしたポンキナゴルゴ

ランはシシガマガラジャ十世の首をはねた。別の説では、王都での戦闘でバタッ軍を率いてい

た王が戦死したという話になっている。シシガマガラジャ十世は１７８５年生まれで、３０歳で王

位に就き、３４歳で没した。トアンク・ラオすなわちポンキナゴルゴランは１７９０年生まれであり、

ふたりの年齢はそれほど違っていない。 

バタッ人の歴史にとってのパドリ戦争がそれだった。パドリ軍はバタッ社会に恐怖を広める

ために血塗られた残虐さを存分にふるい、パドリ軍に殺されたバタッ人は１０万人を超えたと

言われている。バタッ社会にとっての地獄が出現し、バタッ史の暗黒の一ページとなった。オン

ガン・パルリンドゥガンはそれをバタッ語で Tingki Ni Pidari と書いた。パドリの災厄がその意味

だ。しかし歴史は、パドリの目的が達成されなかったことを物語っている。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（７）」（２０２１年０４月１９日） 

 

パドリ軍はバタッの地を征服した。だが、山野を埋め尽くした人間の死体が戦争の勝利者に

復讐をはじめた。バタッの地をコレラ菌が覆ったのである。バタバタと死んで行く兵員に困惑し

たパドリ軍首脳はミナンに戻ることを提案した。結局パドリ軍はバタッ人を殺し尽くしただけで

去って行ったことになる。トアンク・ラオはミナンに戻り、その後の対オランダ戦に従事して１８３

３年１月に戦死した。 
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１７世紀初めごろ、パダンをはじめとする西スマトラの海岸部はアチェの南下作戦によってそ

の支配下に落ちていた。パガルユン王国にとっては領土を奪われた形になっていたのだ。 

最初にパダンを訪れた西洋人は１６４９年のイギリス人だった。１６６３年にＶＯＣがやってき

て商館を開き、ミナンカバウ内陸部との通商を始めた。１６６８年にＶＯＣは武力でアチェの駐

留部隊を追い出して、パダン地区の支配権を手に入れた。アチェはパリアマン Pariaman を重

視してパダンの防備を手薄にしていたため、ＶＯＣにとっては赤子の手をひねるようなものだっ

たにちがいあるまい。 

パダンのレヘントになったヤコブ・ピッツはパガルユンの王宮に手紙を送り、最新状況とＶＯ

Ｃの立場を説明して黄金の取引を要請した。パガルユン王国は大量の黄金を保有する豊かな

国として知られていたのである。 

ＶＯＣはパダンに港を開き、内陸部で産するコショウなどの物産や黄金を買い集めてバタヴ

ィアに送った。パダンはオランダ人のコロニーになった。ＶＯＣはパダンから南に向かっての地

域を独占し、かれらの商売敵になる者はそこでの取引を許さなかった。ＶＯＣの独占に反抗す

る商人が反乱を起こしたこともあったが、成功することはなかった。 

 

パガルユン王国の内戦としてのパドリ戦争はオランダ植民地政庁にとって対岸の火事だっ

たが、イスラム急進派の優勢が黙認できないものであったのは明らかだ。極端にイスラム化し

たプリブミ王国は取扱いが容易でないことを植民地政庁は知り抜いていた。オランダ側の利を

得るために王国形態は残しながら人間を懐柔して操り人形に変え、原住民に示す顔はあくま

でも王国にし、裏側で実利を得る方式を玉条にしていたオランダ人にとって、基本原理に西洋

人への敵視を置くイスラム支配者は難儀な相手だったのである。 



8人のトラ 

14 

パドリ軍の攻勢にさらされたアダッ衆を統率するス

ルタン・タンカル・アラム・バガガル Tangkal Alam 

Bagagar は万策尽きて、ついにオランダ植民地政庁

への支援要請を決意した。オランダ側が前から誘い

をかけていた可能性は十分すぎるほど推測される。

プリブミ支配者の内紛に乗じてその地の実権をかす

め取ってしまう手法はＶＯＣ時代から続けられていた

のだから。 

１８２１年２月２１日、スルタン・タンカル・アラム・バ

ガガルはパガルユン王国代表者としてオランダ植民

地政庁との覚書にサインした。オランダ側は軍事支

援の対価として、王国の実権を受取る形にしていた。つまり、そのときにパガルユン王国が消

滅したのだ。バガガルにそのような契約を行う権限は与えられていなかったと見る意見が当時

から強く、後にタナダタルのレヘントに任じられたバガガルを売国奴と見なす見解が今でも語

られている。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（８）」（２０２１年０４月２０日） 

 

１８２１年４月、パダン駐留オランダ植民地軍の出撃が開始された。攻撃目標地はタナダタ

ルのシマワン Simawan とソロッ Solok のスリッアイル Sulit Air だった。その年１２月には、パド

リ軍への全面攻勢に出るべく、植民地軍部隊が続々とパダンに到着し始めた。 

パドリ軍の制圧下にあったパガルユンの王都は１８２２年３月に植民地軍が奪還した。植民

地軍はバトゥサンカルにファン・デル・カペレン要塞 Fort Van der Capellen を築いて王都防衛

の態勢を固め、一方のパドリ軍はリンタウ Lintau に拠って対オランダ戦の戦力再編に当たっ

た。 

王都の保安が確保された後、オランダは逃走していた現役スルタンのアリフィン・ムニンシャ

Tangkal Alam Bagagar 
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に王宮へ戻るよう要請し、１８２４年に実権のないスルタンがパガルユン王宮に戻った。かれは

タナダタルのレヘントになった甥のスルタン・タンカル・アラム・バガガルに迎えられて王宮に入

ったが、翌年８月に８０歳の生涯を終えた。パガルユン王国最期の王が没したのである。 

 

１８２２年６月、王都を確保した植民地軍部隊はアガムAgamに向けて進軍した。戦闘を続け

て前進して行ったものの、８月１４日にバソ Baso で行われた攻防戦で苦戦に陥り、指揮官の

戦死も重なって、バトゥサンカルへの後退を余儀なくされた。パドリ軍はトアンク・ナン・レンチェ

指揮下での戦闘で戦意を大きく高めた。 

１８２３年４月、植民地軍は再びリンタウ攻略に出撃したが、この時もパドリ軍の勢いが強く、

植民地軍は敗退して要塞に戻っている。１８２４年９月、オランダ軍はアガムの一画を占領する

ことに成功した。しかしそれ以後の戦況は一進一退を繰り返し、決着のつかない持久戦に入っ

てしまった。 

パドリ軍の手ごわさに手を焼いた植民地政庁は休戦に方針を変えた。おりしも、ジャワでデ

ィポヌゴロの反乱が勃発し、軍事力をジャワに集中させなければならない状況に陥ったためだ。

その頃、パドリ衆の指導者になっていたのはトアンク・イマム・ボンジョル Imam Bonjol だった。

１８２５年１１月１５日に両者の間で和平協定が結ばれた。 
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かつてパドリ軍の司令官を務めていたのはトアンク・ナ

ン・レンチェで、かれがムハンマッ・シャハブをボンジョルの

イマムに指名した。それ以後、ムハンマッ・シャハブはイマ

ム・ボンジョルという名で呼ばれるようになる。トアンク・ナ

ン・レンチェが戦死したあと、トアンク・イマム・ボンジョルが

その後継者になった。イマム・ボンジョルは軍司令官ばかり

か、パドリ衆全体の指導者に祭り上げられた。 

イマム・ボンジョルはその休戦期間を利用してパドリ軍の

戦力再編を行った。オランダ側の状況が良くなれば、またミナンカバウ征服にやってくることが

目に見えていたためだ。このまま両者共存に移行することなどありえない。オランダの野望は

そんな程度のものではないのである。 

そう書くと、オランダ植民地主義を一面的に悪の位置に据えるインドネシアの一般論調と同

期することになる。インドネシア民族は平和愛好主義という主張をとやかく言うわけではないの

だが、パドリ運動がワハブ運動だったことを忘れてはなるまい。戦備をやめれば逆十字軍は成

り立たないだろう。 

それと並行して、イマム・ボンジョルはアダッ衆に対し、反オランダ闘争に加わるよう呼び掛

けを行った。問題は既に、宗教と慣習という二極対立から、オランダの参戦によって反植民地

運動という政治的なものに性格を変えていたのだ。呼びかけの結果、アダッ衆にいた者がパド

リ衆に加わって、パドリ軍の中に組み込まれる者も出た。パドリ衆の内部は厳格なイスラムの

規律に支配されている。元アダッ衆はそれを受け入れなければ、対オランダ反植民地闘争に

加われない。オランダが共通の敵になったとたん、アダッ衆もイスラム純化の方向に足を踏み

出していたのは間違いあるまい。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（９）」（２０２１年０４月２１日） 

 

ジャワのディポヌゴロ戦争が終結して植民地軍が体力を回復すると、軍靴の足音がミナン

Imam Bonjol 
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の地に戻って来た。パドリ戦争が最初のままのパドリ衆とアダッ衆の宗教生活純化運動に関

する内戦でしかないのなら、この時点でそれはすでに解決済みになっている。ミナンの地はよ

りイスラムがかった生活を平和に営んでいる民衆の地になっていたのだから、パドリ戦争の関

連でオランダ側に戦争を再開させる理由など存在しなかった。 

元々、パドリ戦争という内戦にオランダが関わったのは、領土支配と物産独占が最初からの

目的だったのであり、それは内戦が終わろうが終わるまいが、何の違いもなかったのである。

その政治と経済の方針を実現させるにあたってパドリ軍の存在が邪魔になるということだけが

オランダ側にあった戦争再開の理由だ。 

植民地軍は軍事行動を開始して、まず銃器と火薬の生産地であるパンダイシケッを攻撃し

て占領し、ブキッティンギ Bukittinggi にデ・コック要塞 Fort De Kock を建設した。まったく一方

的な休戦協定の破棄である。 

 

１８３１年８月にパドリ軍の根拠地のひとつリンタウが陥落して、タナダタルは全域がオラン

ダの支配下に落ちた。１８３２年７月、ミナンカバウ平定の決着を急いだバタヴィアは大兵力を

投入してパドリ軍を一気に殲滅する方針に出た。アガムも植民地軍に制圧されて、年末にパド

リ軍はボンジョルに追い詰められた。 

１８３３年１月、植民地軍はパダンマンティンギ Padang Mantinggiで砦の構築にかかったとこ

ろ、トアンク・ラオ率いるパドリ軍に攻められて多くの死傷者を出し、後退した。１月２９日のアイ

ルバギス Air Bangis での戦闘でトアンク・ラオは重傷を負い、植民地軍に捕まった。かれは船

で運ばれる途中で死去し、遺体は海に投げ込まれたそうだ。 

この１月には、タナダタルでアダッ衆が植民地軍に突然銃口を向けて襲い掛かる事件が起

こった。オランダ側はレヘントのスルタンバガガルに嫌疑をかけ、逮捕してバタヴィアに流刑し

た。敵がパドリ軍だけでないことが明らかになったとき、植民地軍に動揺が走った。ボンジョル

のパドリ軍を攻撃しようにも、いつ背中から撃たれるかわからない状況になったのだから。 

 

１８３３年８月にはファン・デン・ボシュ総督がパダンに督励に赴き、ボンジョルへの力攻めを

命令した。大部隊がボンジョルに向けて進軍を始めると、パドリ軍ゲリラ部隊が植民地軍を大

いにかく乱し、大量の武器弾薬兵糧を奪うのに成功したため、植民地軍は結局大攻勢を諦め
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た。ファン・デン・ボシュ総督はミナンカバウ平定に失敗したことを認めて次の総督に交代した。 

１８３４年はあまり大規模戦闘の起こらない年だった。オランダ側はボンジョルのパドリ軍要

塞総攻撃のために、大部隊の進軍と大型砲などを通すための道路と橋の建設にかかってい

たのだ。その工事のために地元民が強制労働に駆り出されたとのことだ。 

 

１８３５年４月、ボンジョル域内のあちこちのパドリ支配地区を制圧する戦闘が始まった。

徐々に徐々に、ひとつまたひとつと、パドリ支配地区が植民地軍に奪われて行った。６月には

ボンジョルの丘の上にあるパドリ要塞がほとんど丸裸にされ、植民地軍の大中さまざまな大砲

が丘の上めがけて砲弾を打ち上げた。 

２千人の増援部隊が到着したので、植民地軍は６月２１日にパドリ要塞突入攻撃を敢行した

ものの、不成功に終わった。要塞は完全な植民地軍の包囲下にあったというのに、兵糧攻め

は成功せず、それどころかボンジョル近辺のナガリからパドリ要塞支援の戦力や兵糧が要塞

に届くようになる。 

時にはパドリ軍が要塞から出撃して植民地軍の陣地を破壊し、また逃げ戻るというようなこ

とも繰り返された。１２月には近隣のナガリ住民がパドリ要塞を包囲している植民地軍を後方

や側面から攻撃することも起こった。[ 続く ] 

 

 

「８人のトラ（終）」（２０２１年０４月２２日） 

 

１８３６年、ボンジョルのパドリ要塞攻城戦は一進一退を繰り返した。その１２月３日、植民地

軍は総力をあげての一大攻撃を開始する。そしてついに要塞の一角が崩れ、植民地軍部隊

が中への侵入に成功した。しかしパドリ軍も全力をあげて応戦し、最終的に侵入した植民地軍

部隊を追い払ったのである。 

こうしてまた小規模な戦闘の繰り返しというにらみ合いに戻った。このボンジョル要塞攻城戦

にオランダ側が注ぎ込んだ戦力はヨーロッパ人将校１４８人、プリブミ将校３６人、ヨーロッパ人

兵員１，１０３人、プリブミ兵員４，１３０人で、植民地軍プリブミ部隊はジャワ・マドゥラ・ブギス・
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アンボンなどの種族から成っていた。 

１８３７年７月にはさらに黒いオランダ人、ガーナやマリで雇われたアフリカ人兵士１１２人と

下士官５人がオランダ人指揮官に率いられて到着している。そのような大軍団がパドリ要塞を

包囲して少しずつ要塞の戦力を消耗させ、８月１５日に総攻撃をかけてついに要塞を陥落させ

た。８月１６日にはパドリ側の抵抗が完全に終息した。だがトアンク・イマム・ボンジョルは捕虜

の中にも死者の中にもいなかった。かれは少数の従卒を伴ってマラパッ Marapak 地方に逃れ

たのである。 

トアンク・イマム・ボンジョルは隠れ場所に逃れたあと、パドリ軍の戦力再編を試みた。だが、

ボンジョルのパドリ要塞から逃亡できた者は数少なく、新たにパドリ軍に参加しようという人間

も少なかった。かれを待っていたものは絶望だけだった。 

 

１８３７年１０月、トアンク・イマム・ボンジョルはオランダ植民地政庁に投降した。かれが投降

の条件に出したのは、共に戦火の中を歩んで来た息子ナーリ・スタン・チャニアゴを植民地政

庁の行政高官に採用させることだった。 

１８３８年１月、政庁はイマム・ボンジョルをジャワのチアンジュルに流刑し、年末にアンボン

に移した。そして１８３９年１月にアンボンから北スラウェシのミナハサに移し、そこがトアンク・

イマム・ボンジョルの末期の地になった。かれは１８６４年に死去するまでの間、回想録を書い

た。その中にはワハブ運動宗教者の残虐さに対する遺憾の意が記されている。 

ところで、ボンジョルのパドリ要塞陥落がパドリ運動の終幕だったのではない。リアウ州ロカ

ンフル Rokan Huluのダルダル Dalu Daluに作った要塞でトアンク・タンブサイの指揮下に行動

していたパドリ軍が撃滅されて、やっとスマトラの大地からパドリ軍なるものが姿を消したので

ある。ダルダル要塞陥落は１８３８年１２月２８日だった。トアンク・タンブサイはマラヤ半島ネグ

リスンビランに逃亡した。植民地政庁はそれをもってパドリ運動の完結としたのである。 

 

パドリ戦争が何であったのかという命題を眺めるとき、単純なものの見方は許されないだろ

う。オランダとの戦争を反植民地戦争という一辺倒の視点で見るよりも、互いに通商独占権を

握ろうとして相手を蹴落とすために行った戦争という点を見落としてはならないと論じる西洋人

歴史家もいる。 
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戦争が軍費なしに行われることなどありえないし、軍費を支出するのはもっと巨大な収入を

得る目的がその裏側に付きまとっているのが世界の常識であるのも忘れてならないことだ。オ

ランダ側がパダンからその南部にかけての一帯でパドリ衆を完全に閉め出したことが、パドリ

衆がパダンの北側にあるマンダイリンやラオの黄金の産地を握りしめることを促した。パドリ衆

もその地域での商売を独占し、商売敵が通商することは許さなかったのである。 

パドリ衆が軍費を必要としていたことは明らかであり、パドリ軍が攻撃を行えばたくさんの人

間が捕まって奴隷にされた。軍事攻撃でなくとも、女を拉致誘拐することは日常茶飯事だった

ようだ。捕まえた人間は奴隷にして売り払った。だが、そればかりでなく、軍事行動の労役に使

ったりもした。おまけに戦闘員予備軍にさえしたため、パドリ軍の兵員がまるで無尽蔵のように

現れたのである。あれほど長期に渡った戦争でパドリ軍の兵力が長続きしたのはその仕組み

のおかげだったそうだ。[ 完 ] 

 


