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西祥郎さんの著作の「スエーデン人 リンネ」「ドイツ人 ルンピウス」「イギリス

人・ウォレス」の 3編の作品を一挙にまとめて掲載します。脚注と挿絵は編者が追加し

たものです。(編者) 
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スエーデン人リンネ（前）」（２０２１年０４月０５日） 

 

タクソノミーtaxonomy という学問体系がある。生物学の一部門としての分類学だ。

何事によらず、国が違えば言語が変わり、土地が変われば名称が異なる。日本にも「難

波の葦は伊勢の浜荻」という諺があり、「所変われば品変わる」とも言う。インドネシ

アで bunga matahariという花はスエーデンで太陽のバラ solrosと言い、スエーデンで

は天使のラッパ anglatrumpet と呼ばれる花がインドネシアで kecebung gunung となっ

ている。インドネシアの kucaiはスエーデンで中国草バワン kinesisk graslokにな

り、スエーデンのシトロン草 citrongrasはインドネシアで seraiだ。 

それらの違いを克服するために国際共通語を作ってやれば、外国人同士であっても意

思疎通が楽だ。こうしてラテン語を使った共通語が作られた。上述の四種は順番に

Helianthus annus、Brugmansia svaveolens、Allium tuberosum、Cymbopogon citratus

である。 

それら「学名」と呼ばれる名称は盲滅法に作られたのでなく、個々の類似性や関係を

明らかにするために目・科・属・種などの階層構造を設けて名称のシステム化が行われ

た。このシステムのおかげで世界中の人間が、自分の母語における名称と学名を知って

いれば、世界中の相手との情報交換を行えるようになった。こうならなかったなら、世

界中の人間を相手にする場合、相手になる人間の言語の数だけ言葉を知っていなければ

情報交換ができないことになる。 

これは確かに効率がよい。しかもラテン語が選択されたというのは、当時のヨーロッ

パで学術言語がそれであったからという理由が大きい要因だったにせよ、どこかの民族

の生活言語でなかったという帰結がもたらされたことは、平等という観点から見たと

き、われわれを心地よくしてくれるものになっている。 

現代世界では英語が国際共通語にほぼなっているから、同じではないかと考える人も

いるだろうが、英語の場合は話が違う。世界人口の４％強が英語を日常生活の言語にし

ている。英語という国際共通語は、外国語学習をしなくても

困らないひとびとがそれだけいるということだ。その不公平

さが感じられないひとびとは幸いなるかなだろう。 

 

タクソノミーの父と呼ばれるスエーデン人カール・フォ

ン・リニア Carl von Linneは、１７６１年にノーベル賞を与

えられて貴族に叙せられたあと、ラテン語式に Carl 

Linnaeus（ラテン語読みリンナイウス、スエーデン語読みは
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リニウス）と書かれることもなされた。日本語ではリンネと呼ばれているので、本稿で

は日本語一般名称を使うことにする。 

１７０７年にスエーデンのラスルツ Rasultで生まれたリンネは幼いころから植物に

強い興味を持ち、しかも蓄えた知識が大人を驚かせるほどのものだったことから、息子

を自分の跡継にしようと考えていた牧師の父親も、自身が植物への深い造詣を持ってい

たために、息子を神学校にやらず、医者として生きる道を歩ませた。 

リンネはルント Lund大学とウプサラ Uppsala大学で医学を修得した。だが植物への

興味に駆られてかれはスエーデンの島々を渉猟し、珍しい植物を採集することを好ん

だ。１７３２年５月にはラップランド Lapplandへの調査旅行を行って、Flora 

Lapponicaというタイトルの記録を残している。 

ドーラナ Dalarnaの知事が域内の有用資源発見のための調査を行ったとき、リンネも

それに参加し、かれはそこで運命の女性サラに出会った。ところが、サラの父親がふた

りの恋の成就に条件をつけた。リンネに博士号を取れと言う。 

リンネは博士論文を書き上げると、オランダのハーダーウェイク Harderwijk 大学に

自分の著作「自然の体系」Systema Naturaeと植物標本を合わせて持ち込み、博士号を

求めた。博士号が下りるのに一週間もかからなかったと言う。 

オランダで「自然の体系」が出版されて、リンネはオランダで一躍著名人になった。

かれはオランダのあちこちにある植物園でひっぱりだこになり、それに応じるのに大わ

らわだったようだ。オランダで新進気鋭の植物博士になったリンネは１７３８年にスエ

ーデンに戻り、運命の女性サラと婚約した。サラの父親は再びリンネに求めた。家族を

養うためには職業を持たなければならないと。 

リンネはストックホルムで医者の看板を掲げたが、スエーデン人は気心の知れた相手

しか医者として信用しない。患者になってもらうためには、まず友達にならなければな

らないということだ。オランダでは植物学のプリンスと呼ばれて世間で知らぬひととて

ないこのわたしも、スエーデンに戻れば形無しだ、とかれは愚痴っている。[ 続く ] 

 

 

「スエーデン人リンネ（後）」（２０２１年０４月０６日） 

 

リンネの才能は、世間一般のひとびとよりも先に、社会的な高位者が目を向けた。カ

ール・グスタヴ・テシン Carl Gustav Tessin伯爵がバリスコレジオ Bergs Collegio の

講師にかれを抜擢した。王宮と政界に暮らす伯爵の人脈がリンネの未来への扉を開いた
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のである。王宮執事長がリンネをお抱え医師に任じた。１７３９年、かれはスエーデン

科学アカデミーを設立した。 

こうなっては、サラの父親ももはや何も言うことはな

い。早く娘をもらってくださいと頭を下げるばかりだろ

う。二年後、かれはウプサラ大学の医学部教授になっ

た。 

ウプサラ大学で教鞭を取りながら、リンネはその時代

の植物学の先端を歩み続けた。生徒の間からこの教授の

信奉者が続出した。世界をその手の中で操るようになっ

たヨーロッパのその時代、生物学も世界に目を向け、視

野を広げるのは当たり前のことだった。知識欲はおのず

とヨーロッパの外の世界に向かってほとばしって行った

のである。 

 

リンネ自身が世界に乗り出すことはなかったようだが、

かれの弟子たちがその役割を果たした。そのひとりがカー

ル・ピーター・テュンバリ Carl Peter Thunbergだ。テュ

ンバリは１７７５年５月と１７７７年６月の二回、ジャワ

を訪れている。テュンバリがアムステルダムで学業中に、

教授がアジアアフリカの保有地である南アフリカ・セイロ

ン・ジャワに調査に行くよう勧めた結果だ。かれは１７７

１年１２月、ＶＯＣの船でオランダを発った。 

テュンバリはボゴールのメガムンドゥン Megamendungに

ある洞窟を訪れて、ツバメ waletを採集した。中華料理の

食材になる「ツバメの巣」を作る、あのツバメだ。このツ

バメには Aerodrums fuciphagus という学名が付けられた。 

 

スエーデン東インド会社のヨテボリ号が１７４３年に広東に向けての航海途上でバタ

ヴィアに寄港した話は「ヌサンタラのスエーデン人」（２０２０年０９月３０日）で既

述した。そのときもリンネの弟子が乗り組んでいたようで、弟子は各寄港地で目にした

動植物を記録し、あるいは標本を持ち帰ることに努めた。それに加えて、広東から茶木

をスエーデンに持ち帰る使命をも与えられていたそうだ。リンネは茶木をスエーデンで

育てることを夢見ていたらしい。 

Carl Gustav Tessin

伯爵 

Carl Peter Thunberg 
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しかしそう簡単に茶木をスエーデン人に持ち帰らせてくれる土地はなかったようで、

弟子たちはたいてい茶木の標本を持たずに帰国した。弟子のひとりパール・オスベッキ

のプリンスカール号による旅行は大きい成果の上がった旅だった。オスベッキは多数の

記録や標本を持ち帰ってコレクションを増やし、リンネを喜ばせた。しかしリンネの夢

だった茶木はどうしたことか、オスベッキが手に入れて船に積み込むよう手配してあっ

たにも関わらず、船の中に持ち込まれていなかったという話になっている。 

 

植物だけでなく動物についても分類体系を作る以上、そこに人間も含まれて当然だ。

リンネは人間に Homo sapiens という名称を与え、その下部分類を americanus, 

asiaticus, afrikanus, europeanusとした。 

そして各項目の特徴を次のように書いた。 

アメリカヌス： 皮膚は赤色。頑固で怒りやすい。 

アシアティクス： 皮膚は淡色。吝嗇欲張りで戸惑いやすい。 

アフリカヌス： 皮膚は黒色。緊張感なく、粗野。 

ヨーロピアヌス： 皮膚は白色。優美で想像力を持つ。 

 

これがヨーロッパ人の白人優越主義の形成に一役買ったのは疑いあるまい。ただし、

そんな言葉に触発されてヨーロッパ人が有色人種の征服と支配、そして暗黒世界の文明

化にまっしぐらに突進するようになったとは思えない。単に自らの行為を正当化する材

料にされただけのように思われるのだが。 

ともあれ、人間をサルの仲間の最高位に位置付けた分類法が宗教界から猛烈な反発を

受けたことは想像に余りある。「アダムとイブが食べた木の実がリンゴだって？そんな

はずはない。かれらが食べたのはバナナだったのだよ。」というのはそのときの反論だ

ったのかどうか？ 

リンネが１７７８年に生涯を閉じたとき、７千７百種の植物と４千４百種の動物が学

名を持っていた。[ 完 ] 
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「ドイツ人 ルンピウス（前）」（２０２１年０４月０７日） 

 

１６２７年、ギョーグ・エバハート・ルンフ Georg 

Eberhard Rumpfがドイツのヘッセン州ヴェタオクライスに

生まれた。かれの名が世界の植物学界に遺されたのは生涯を

賭けた大著『アンボイナ植物誌』Herbarium Amboinense に

よるものである。その歴史的大作の著者名がゲオルギウス・

エヴェラルドゥス・ルンフィウス Georgius Everhardus 

Rumhiusとラテン語で書かれたために、ラテン語名の方が高

い知名度を得ることになった。インドネシア人はルンフィウ

スをルンピウスと発音するので、本稿ではそれを使うことに

する。 

 

ルンピウスの母親がオランダ語を話したために、かれにとってオランダ語は身近なも

のだったようだ。学業を終えた若きルンピウスはオランダへ行き、ベニスとの通商に従

事するという名目でオランダ西インド会社に雇われたものの、１６４６年に De Swarte 

Raef号に乗組まされてブラジルのペルナンブコに向かった。当時オランダはブラジル

でポルトガルと戦争状態にあり、どのような経緯だったのか不明だが、かれはポルトガ

ルの捕虜になってポルトガルに送られたのである。 

ポルトガルを離れることができたのは１６４９年で、かれはその足でドイツに帰り、

父親の仕事を手伝っていた。母親が１６５１年に没すると、ドイツを去ってオランダに

向かい、ＶＯＣに雇われた。１６５２年２月、かれは軍務社員の最下級オフィサーとし

て Muyden号に乗組み、東インドに向かう。 

バタヴィア到着は１６５３年７月、そして５４年に憧れのアンボイナに赴任した。ア

ンボイナとは現在のアンボンのことだ。ルンピウスはＶＯＣの軍務社員を嫌い、文民社

員への転向を願い出て許可された。手始めは二級商務員としてアンボン島北部のヒトゥ

Hitu王国を担当することだった。 

１６６２年に一級商務員に昇格したかれは、長年の夢だったスパイスアイランドの植

物研究に取り掛かった。１６６６年にルンピウスの植物研究の重要性を見込んだヨア

ン・マーツァイカーJoan Maetsuycker１２代総督はルンピウスをアンボンの総督代理の

地位に据えた。その仕事に専念できる態勢をルンピウスに与えたのである。 

Georg Eberhard Rumpf 
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かれはアンボンの娘を妻にし、妻の助力を得てアンボンの植物図鑑を作り始めた。最

終的にかれが完成させたアンボイナ植物誌には、２千を超える植物が精緻な画像に特徴

や効用などが書き添えられて掲載されている。 

そのころ、かれはヨーロッパの学術界と頻繁に通信を行い、そこからさまざまな手引

きを得たようだ。後にリンネが分類法を確立させたとき、アンボイナ植物誌は多大なヒ

ントをリンネに与えたと言われている。 

 

１６７０年ごろまで、ルンピウスの仕事はたいした障害もなく、とんとん拍子に進ん

で来た。だがその後、不運とそれを乗り越えるための不撓不屈の意志を証明することに

なる悲劇の時期がかれにまとわりついてきたのである。 

かれの視力を低下させてきた緑内障によって、かれはついに失明してしまった。かれ

の一家はそれまで住んでいたヒトゥからアンボンに引っ越した。かれの妻と子供たちが

かれのライフワークの完成に協力し、バタヴィアからも支援の手が差し伸べられて、か

れの植物研究の完成をサポートした。給料が停止されることもなく、それどころか秘書

とイラストレータが派遣されてルンピウスの仕事を助けたのである。植物の特徴や効用

をイラストに添えるために、かれは原住民から話を集め、それを子供や秘書に筆記させ

た。 

その次にかれを襲った悲劇は、かれの仕事の重要な協力者だった妻スザンナ Suzanna

と娘の死だった。１６７４年２月１７日午後７時半ごろ、穏やかな月明の下で中国正月

前夜の祝祭気分に包まれていたアンボン島一帯を猛烈な地震が揺さぶった。ルンピウス

家の建物が崩れ、失明したかれを励まし、助け続けていた妻と娘がその下敷きになって

しまったのである。[ 続く ] 

 

 

「ドイツ人ルンピウス（後）」（２０２１年０４月０８日） 

 

そして大型の津波が陸地めがけて襲い掛かって来た。インドネシア史上最大と見られ

ているこの地震で２千２百人超が死亡したと言われている。ルンピウスが書き残した実

体験談によれば、地震の揺れはきわめて強く、まるでこの世の終わりが到来したと思わ

せるほどのものだったそうだ。 
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丘が崩れ、土地が割れた。だれもが立っていられずに地面に倒れ、ヴィクトリア要塞

の鐘が、だれも打ち鳴らさないというのに、一斉に鳴り始めた。ルンピウスのその記述

が、インドネシアで起こった大型天災の最古の記録になっている。 

三つ目の災いは１６８７年１月１１日に起こったアンボンの大火災だった。ルンピウ

スの家も燃え上がり、かれが秘蔵していた多数の作品の多くが失われた。再びバタヴィ

アはルンピウスの汗と歳月の結晶である作品の復元のために、イラストレータと書記を

派遣して来た。 

 

１６９０年、ルンピウスの大図鑑が完成し、バタヴィアに送られた。受取ったヨハネ

ス・カンパウス Johannes Camphuys１５代総督はそのコピーを作らせた。インドネシア

語ウィキには、コピーが出来上がるまでに、なんと７年の歳月が流れ去り、１６９７年

にＶＯＣ本社に送られたと書かれている。一方英語ウィキでは、すぐにオランダに送ら

れたが運んだ船が襲撃されて沈没し、カンパウス総督がコピーを作ってあったのが幸い

して１６９６年にＶＯＣ本社に送られた、となっている。 

ところが、取締役会ヒーレン１７は協議の末に否定的な結論を出したのだ。スパイス

アイランドにあるスパイス類やその他の有用植物の情報が世界中に筒抜けになれば、世

界中の盗人どもが照準を明確に据えて集まって来るに決まっている。オランダの国益の

ために、この情報は社外秘にしなければならない。こうしてルンピウスが生涯を賭けて

作った大作は、ＶＯＣ本社倉庫の奥深くにしまいこまれてしまった。 

１７０２年、自分のライフワークがどうなっているのかはっきり分からないまま、作

者のルンピウスは世を去った。アンボンを愛したこの人物の墓がどこにあるのか、コン

パス紙特集調査班が現地を訪れて取材したときにも、はっきりした場所を知っている人

間を見つけることができなかった。 

アンボンのパティムラ大学研究院長によれば、ルンピウスの名を聞いたことのある地

元民はたくさんいるが、かれが何をしたのかという詳細まで知っている者は少ないそう

だ。「ルンピウスの研究をベースにして、それが３百年後の今、どのように変容したの

かということを調べるのは興味深いことだが、学生の中にそのような観点を持つ者が出

て来ないのは、ルンピウスの業績が十分に認識されていないことを示しているように思

われる。」 

さしずめルンピウスは、郷土史に書かれない世界の偉人ということになるのだろう。

だが偉人の定義を誤って、「どんな駄人もだれかの偉人」という定理に走ってしまえば

偉人列伝は世界人名録になってしまうから、不用意に偉人という言葉で人間を形容しな

いほうが良いのかもしれない。 
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ＶＯＣ本社は１７０４年にアンボイナ植物誌の社外秘を解除したものの、出版社が見

つからないまま社会への公開は延び延びになり、１７４１年になってやっと６分冊の大

図鑑がヨーロッパの学術界に驚きで迎えられたのである。 

大図鑑の中に登場する白蘭の名前が Flos Suzannaeとなっていて、われわれにロマン

チシズムを感じさせてくれる。現在の学名は Pecteilis susannaeだ。かれは愛する妻

にそのもっとも美しい花を捧げたのだ。スザンナは純血アンボン娘でなくて、華人系の

娘だったという説もある。 

息子のパウル・アウグスト Paul Augustも父親を助けてたくさんのイラストを描い

た。ルンピウスの肖像画を描いたのもかれだそうだ。父親の没後、かれはＶＯＣ社員に

なり、アンボイナ担当商務員の職に就いた。 

ＶＯＣはルンピウスのために記念碑を建立したが、その下に黄金が隠されていると考

えたイギリス人によって破壊された。１８２４年にファン・デル・カペレン４２代総督

が再建したものの、第二次大戦の爆撃でふたたび破壊されてしまった。ルンピウスの不

運は延々と継続している。[ 完 ] 
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