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「イギリス人ウォレス（１）」（２０２１年０４月０９日） 

 

進化論という言葉を聞くと、たいていのひとはダーウィン Charles Robert Darwin の

名前を連想するように条件づけられてきた。おまけに進化論を提唱したり、発表したと

いうような、あたかもかれが発見者であるような印象を与える書き方が使われているた

めに、学校生徒はそういう印象に呑まれてしまう結果がもたらされているようにわたし

には思われる。 

進化論というものは古代ギリシャから連綿と人類史の中に培われて来たものであり、

ダーウィンが見つけ出したものでは決してない。ダーウィンは進化論の方向性をより真

理に近いものに向けさせた功績において賞賛されるべきであろう。かれが進化論そのも

のをどうこうしたと言うのは言い過ぎではあるまいか。 

更に付け加えるなら、ダーウィンの名前を一躍不朽のものにした歴史的大著『種の起

源』の核をなす自然淘汰あるいは自然選択が生物進化の鍵をにぎる仕組みであるという

論証も、同時代の生物学者ウォレス Alfred Russel Wallaceの理論に大きい影響を受け

て成立したものであるという評価を下すひとびともいる。 

特に、インドネシアのひとびとはウォレスの方により深い親しみを抱いているよう

だ。ガラパゴス諸島を調査研究の主舞台にしてヌサンタラの土を一度も踏まなかったダ

ーウィンよりも、ヌサンタラを広範に渡渉してさまざまな原住民の暮らし・地形・事

物・風物を書き残し、当時のヌサンタラの様子を世界中に知らせたウォレスの方にイン

ドネシア人が親しみを感じるのは当然のことではあるまいか。 

 

１８０９年２月、イギリスのシュロップシャ州シ

ュレイスブリでダーウィンが生まれた。父親はかれ

を牧師にしようとしてケンブリッジ大学クライスト

カレッジで学ばせたが、かれの興味は生物学に傾倒

して行ったようだ。 

１８３１年にダーウィンは大学の恩師の推挙で測

量船ビーグル号の世界周航に参加することになる。

ビーグル号がプリマスを出港したのは１８３１年１

２月２７日だった。南米を回ってガラパゴス諸島に

達したのは１８３５年９月１５日で、ビーグル号が

そこを後にしたのは同年１０月２０日だったから、

およそひと月間そこにいたことになる。 ダーウィン 
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そこからの帰途は速く、オーストラリアのシドニーが３６年１月、それからココス島

経由でインド洋を横断し、ケープタウンには同年５月、そしてフォルマス帰着は３６年

１０月だった。 

ダーウィンが神学を学んでいたころ、生物界の頂点に神がおり、生物界はすべてが神

の創造した姿でこの世界に出現したものであって、美醜すら神の思し召しであるという

思想をダーウィンは信じていたそうだ。それを打ち壊す役割を自分が果たすようになる

とは、思いもよらなかったのではあるまいか。 

ダーウィンが試行錯誤しつつ生物進化のメカニズム解明に新説を投げかけようと研究

にいそしんでいたころ、オランダ領東インドで調査研究を行っているイギリス人学者か

ら２０ページの論文が送られて来た。差出人はウォレスで、学術界で旧知の間柄であ

り、生物進化に関する見解に共通性があったために、お互いに興味を抱きあっていた。 

ウォレスはダーウィンを通してその論文が学会に提出されることを望んでいた。ダー

ウィンはもちろんウォレスの希望を満たしたのだが、かれはウォレスの論文を読んで打

ちのめされ、一時は自分が書きかけの論文を破り捨てようとまで考えたという話もあ

る。ウォレスが組み立てた仮説がダーウィンのロジックの一歩先を行っていたというこ

となのだろうか。 

ふたりは１８５８年に共同発表を行い、ダーウィンの名前を世界史に遺るものにした

著作『種の起源』は１８５９年１１月２４日に出版された。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２）」（２０２１年０４月１２日） 

 

ウォレスは１８２３年１月にウエールズのマンモッシャ

ー州リャンバドックで出生した。青年期は測量や土木技術

の見習いからはじめて技師の仕事をも行うようになった

が、科学と世界の見聞、そして昆虫への興味などが若きウ

ォレスを探検博物学へと向かわせた。昆虫学者ヘンリー・

ベイツと共に１８４８年にブラジルに向かい、１８５２年

までブラジルで探査と標本採集を行って珍しい標本をイギ

リスの愛好家に販売した。 

続いて１８５４年からオランダ領東インドに向かい、広

大な地域を探検して数多くの生物標本を集め、また各地の

状況や風俗習慣、原住民の生活状況などを記録した。１８

６２年に帰国するまでに、かれは 125,660種の標本を集め

ウォレス 
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たそうだ。鳥類だけで 8,050 種、7,500種の貝、哺乳類 310種、両生類 100 種、甲虫類

83,200種、他の昆虫は 13,400 種を占めた。東インドに滞在中も、かれはさまざまな標

本をイギリスの仲介者に送ってコレクターや博物館に販売した。 

イギリスの自然史博物館、大英博物館、キュー王室植物園やエジンバラの王室植物

園、大英図書館などにはウォレスが送ったもの、ウォレスの没後に家族が寄贈したも

の、あるいはウォレスから買ったコレクターの遺族が寄贈したものなどが収められてい

る。 

ウォレスは自分用の標本コレクションを作り、余分なものは販売した。その膨大なコ

レクションの分析はいまだに終わっていないそうだ。４千７百種は新種として確定され

ているが、まだまだ全部が片付いたわけではない。たとえば、キュー王室植物園にある

ウォレスコレクションでまだ片付いていないものは摂氏２０度未満の涼しいハーバリウ

ムで保存されているものの、分析専門家がいないためにかなりのものがそのままになっ

ている。キューのハーバリウムに置かれている標本は７百万件にのぼる。 

 

ウォレスは種の起源と自然淘汰に関して副次的な位置付けに置かれ、極端なケースで

は進化論という題目がダーウィンのひとり舞台にされてしまった印象があるが、ウォレ

スは動物地理学の分野でウォレス線というものにその名を遺した。 

かれがロンボッ海峡～セレベス海～マカッサル海峡をつなぐ線の東と西で棲息動物と

植物の相が異なることに気付き、それをヨーロッパ社会に発表したのは１８５９年のこ

とだった。かれにその見解を抱かせたのは、スラウェシ・マルク多島海・ヌサトゥンガ

ラが動植物の宝庫だったことによる。かれはそこで多種多様な生物に出会い、それをジ

ャワ・バリ・カリマンタンのものと比較した結果がウォレス線の提唱につながった。お

まけに「劣る個体は滅び、優れた個体が生き残って、その種は自然環境に適したものへ

と変化する」というダーウィンの進化論の骨格をなす適者生存原理をその地で考えつ

き、その仮説をダーウィンに手紙で相談したのである。 

ウォレスがいなければダーウィンの進化論はどうなっていたかわからない、という評

価が起こるのも無理はあるまい。世界は今、スラウェシ・マルク多島海・ヌサトゥンガ

ラで形成される地域を英語でウォレイシア Wallaceaと呼んでいる。ウォレイシアこそ

が進化論を生み出した土地であるという見方がインドネシア人に誇りを持たせたことは

疑いないだろう。ただまあ、そこまでの知識をインドネシア社会全般が持っているかど

うかという話になると、わたしの声もトーンダウンせざるを得ないのだが。 

ウォレイシアには６９７種の鳥が棲息していて、そのうちの３６％にあたる２４９種

が原生種だ。哺乳動物は２０１種おり、１２３種が原生種である。このような場所は世

界にざらにあるものではない。 

ウォレイシアはアジア大陸およびパプア島～オーストラリア大陸から深海によって切

り離され、その地理的な絶縁が動物の種の変化を促した。自然の変化への適応の優れて
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いたものが生き残り、うまく行かなかったものは滅びた。そしてその適応が種に変化を

起こさせた。新種の誕生が起こったのだ。ウォレスのロジックは的確だった。 

ウォレスはウォレイシアを中心に置いた東インド旅行記を The Malay Archipelago と

いうタイトルの本にした。出版されたのは１８６９年だ。 

それは旅行記であり、各地の動植物の観察記録であり、またさまざまな現地人の生態

であり、社会状況の記録でもある。１５０年前のインドネシアの状況がつぶさにうかが

える深い意味を持ったこの書がインドネシア語に翻訳されるまでに１４０年の時間を待

たなければならなかった。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３）」（２０２１年０４月１３日） 

 

ウォレスがシンガポールの土を踏んだのは１８５４年４月１８日で、３カ月近く滞在

してからマラッカを訪れ、そのあと１１月にサラワクに入った。ボルネオ島の奥地まで

転々と移動を続けて１８５６年２月１０日まで調査と採集を行い、再びシンガポールに

戻ったのは２月１７日。かれはシンガポールをたいそう気に入ったようだ。人種と宗教

と文化のるつぼであり、あらゆるものがイギリスよりはるかに廉価で売られているなど

とかれは書いている。 
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１８５６年５月２３日、ウォレスはシンガポールから船でバリ島に向かった。かれの

目的地はマカッサルであり、シンガポールから直接マカッサルへ行くこともできたのだ

が、途中でバリとロンボッに立ち寄ることにした。そうしたために、たいへん有意義な

発見をすることができた。なにしろバリとロンボッの間では、地形も土壌もたいへんよ

く似ているというのに、生物相が異なっていることを発見することができたのだから。 

シンガポールから中国人商人の持ち船クンバンジュプン号に乗ったウォレスは、６月

１３日にバリ島のメインポートであるブレレン港に到着した。ブレレン Buleleng をウ

ォレスは Bilelingと綴っている。当時の現地人の発音がそうだったのだろう。 

イギリス人船長とジャワ人乗組員が操るスクーナー1のクンバンジュプン号はバリ島北

岸の穏やかでない海で投錨し、かれは船長と華人荷主と共に上陸すると、まず地元の華

人バンダル bandarの家を訪れた。バンダルとは港の管理をゆだねられている大商人の

ことだ。そこには良い服装のバリ人が何人かいて、かれらは全員が黄金や象牙で飾られ

た柄のクリスを持っていた。木製の鞘もよく磨かれ、木目の美しいものだった。 

その家の華人は中華式服装をせず土着民の服装をしていたため、ウォレスには見分け

がつかなった。近所で女の物売が綿製品などを販売しているのを見て、ここがヒンドゥ

教の土地であることをウォレスは再確認した。かの女たちは自分の夫のためにその仕事

をしているのであり、イスラム文化の土地では絶対に起こらないことなのだから。 

客に果実・茶・ケーキ・甘いものなどが供された。そのあと、バリ人の村を見に行っ

た。村には高い土塀が取り巻いている竹製の住居が並び、住居の間を狭い道が通ってい

る。かれらが訪問した数軒の家は、突然の訪問にも関わらず、いずれも親切丁寧な応対

をしてくれた。 

 

1 一般的には複数マストの帆船を指すが、ここでは二本マストの帆船であろう。 
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二日間の滞在中、かれは町の外に生物採集と土壌調査のために出かけた。これほどま

でに土地を隅々まで耕し、美しい姿にして利用している場所をわたしははじめて目にし

たとかれは著書の中で述べている。そのときまだジャワを訪れていなかったウォレス

は、ヨーロッパのどこにもこのような場所はない、と書いた。 

多少の起伏を伴った平地が海岸から内陸部へ１０～１２マイルほど伸びて、その先の

森林と耕作地で満たされた丘陵部に続いている。ココナツやタマリンドや他の果樹が密

集して目印を作っている家屋や集落が四方に散らばり、ヨーロッパで最高の耕作地帯に

も誇り得る整った灌漑システムが潤している豊かな水田がその間を埋めている。 

水田は土地の起伏に合わせて、きわめてばらついた大きさに仕切られ、広い水田も狭

いのも完璧な水平面に作られて、しかも隣り合う水田は互いに高さを変えてある。各水

田は給水が自由に調節できるようになっていて、田ごとに水を満たしたり、水を干した

りすることができる。こうして同じ時期に、ある田では田植えをし、別の田では刈り取

りを行うようなことが行われている。 

土地が広範囲に利用され尽くしていることから、野草は生育する場所がほとんどなく

なってしまい、海辺に野草を求めるしかなかった。昆虫のバラエティを求めるウォレス

にとって、自然の植生が必須であることは言うまでもない。現代のビーチ観光時代とは

異なって、当時のバリ人にとって海辺海浜は放置されて当たり前の場所だったのだろ

う。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４）」（２０２１年０４月１４日） 

 

クンバンジュプン号は１８５６年６月１５日にブレレンを発って、１７日にロンボッ島のアンペナ

ン Ampenan2に着いた。ウォレスはアンペナンを Ampanam と綴っている。かれはマカッサル行

きの便船が得られるまでロンボッに滞在することにした。アンペナンからはバリ島とロンボッ島

にある８千フィート級の双子の火山が日の出と日没時に霧や雲の間から示す壮麗な姿を眺め

ることができて、熱帯の一日に素晴らしい魅力を添えた。 

ウォレスはバンダルのひとり、イギリス人のカーター氏を訪問して知己を得、カーター氏は滞

在中の世話を引き受けることをウォレスに約束した。カーター氏の家は敷地内に住居・倉庫・事

務所などが高い竹のフェンスに囲まれて建っており、建物もすべて竹で作られ、屋根は草ぶき

だった。それらがこの土地で得られる唯一の建築資材だったのである。 

 

2 現在のマタラム市の海岸沿いの一部 
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数カ月前に町が大火災で燃えてしまい、建物再建のために建築資材需要が高騰して品薄高

値になっているとの話だった。実に、建てるのにたいへんな時間とエネルギーをかけるのだ

が、燃える時には１～２時間あれば十分だったそうだ。 

アンペナンで毎日路上を青少年が細長い棒を持ってうろうろしている。棒の先にトリモチが付

いていて、それでトンボを採るのだ。コメの開花期になると、トンボが猛然と増える。トリモチでト

ンボを捕まえた子供は、羽をむしって籠に入れる。１千匹を捕まえるのに長い時間はいらない。 

捕まえたトンボは油で揚げて食べるのだ。バワンと蝦調味料を混ぜて食べることもあるし、揚

げただけで食べることもする。かれらはそれを美味だと確信している。ボルネオやセレベスその

他の島々ではハチの子を食べる。巣から出してそのまま食べたり、あるいはトンボのように揚

げる。マルクではヤシオオオサゾウムシの幼虫を集めてパサルに持って行き、食用として販売

している。ありあまるほどの昆虫のおかげで、かれらは昆虫食を生活習慣の中に持っている。 

 

アンペナン周辺であまり採集成果があがらないため、ウォレスは湾沿いのずっと南にあるト

リン湾 Tring Bayのラブアン Labuanへ行くことにした。そこにはシカやイノシシが豊富にいると

言う。 

ウォレスは助手を連れている。ボルネオで雇ったマレー人少年アリと鳥の剥製作りの技術を

もったマラッカポルトガル人マヌエルのふたりだ。三人は現地のアウトリガーボートを雇って海

岸沿いに南へ下った。ウォレスはラブアンに住むアンボイナマレー人インチ・ダウッ氏への紹介

状を持って行き、快く迎えられた。その地は話にたがわず動植物の宝庫であり、しかも珍しい

動物がたくさん見つかった。 

しばらく滞在してたくさんの標本を集めたのに満足し、そろそろマカッサルへ向かおうと考え

てかれはアンペナンに戻った。ところがマカッサルに向かう船はいつまでたってもやって来な

い。それで内陸部へ旅をしてみようということになった。 

カーター氏は快く馬を貸してくれ、また付添いとしてココス諸島生まれのイギリス人、ロス氏

が同行することになった。ロス氏は植民地政庁に雇われて、破産したロンボッのキリスト教宣

教団の後処理を行っている人物だ。 

ロンボッの平坦な地形を４マイルほど進んで、ロンボッの首府マタラム Mataramに着いた。こ

こは大きな村であり、巨木の並木に沿って大通りがあり、土壁の塀を背にして竹造りの家屋が

並んでいる。ここは地元土着民ササッ Sasak族のラジャ（王）が住んでいて、その向こうはバリ

島からやってきてた征服者の領地カランガスム Karangasemだ。ウォレスはその綴りを

Karangassam と書いている。 

マタラムの中では、下層の人間は馬に乗ることが禁じられているため、ウォレス一行の中の

ジャワ人サーバントは馬から下りて徒歩で進んだ。ラジャや高僧の住居は赤レンガの柱で見映

えよく造られているが、王宮は普通の民家とあまり違わない姿をしている。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（５）」（２０２１年０４月１５日） 

 

マタラムを抜けると、道は緩い上り坂になった。一行が美しい棚田の間の道を登っていると

き、コメを背に負った馬を引く地元民の長蛇の列とすれ違った。コメはアンペナンに運ばれて、

輸出されるのである。バリとロンボッの主要輸出産品はコメとコーヒーで、コメは平地で作られ、

コーヒーは高地で作られている。コメの輸出量はたいへん大きく、ヌサンタラの諸島からシンガ

ポール、更には中国にまで送られている。 

毎日、島の各所からアンペナンにコメが集まって来る、カーター氏の領分だ。原住民が受取

る金は中国の銅銭で、千二百個で１ドルになる。バリからは干し肉とオックステールも輸出され

ている。ロンボッからはアヒルと仔馬だ。 

 

午後１時ごろ、一行は目的地コパン Kopang村に到着した。ウォレスは Coupang と表

記している。現在 Desa Kopang はロンボッのプラヤ国際空港の北側にあってリンジャ二

火山の麓まで続き、島の中央部に位置している。 

ロス氏がコパン村のプルブクル perbekelと面識があったことで今回の旅の内容にな

ったわけだが、着いてみるとプルブクルはラジャを訪問しにマタラムへ行ったとのこと

だった。 

プルブクルは村長を意味するバリ語だ。現代語はその形だが、昔はプンブクル

pembekelという異なる接頭辞が使われていたのかもしれない。ウォレスは Pumbuckle

と書いている。 

ウォレス一行は馬をつないでから、表の日陰になっている竹製の床で待つように言わ

れた。しばらくするとプルブクルのマレー語通訳がやってきて用向きを尋ね、プルブク

ルはしばらくすると戻るから待つようにと言われた。まだ朝食を摂っていないので何か

食べるものを欲しいと頼むとすぐに用意すると返事されたが、ほんの気持ちだけのもの

がそれから２時間後に届いた。二皿の白飯と小さい揚げ魚四尾、そして野菜が少々。 

食後、ウォレスとロス氏は村の中を歩いてみることにした。ほどなく村人の男や子供

たちがやってきて、周囲を取り囲んで一緒に歩き、軽い会話などを交わして友好を示し

た。家の中からは、扉を少し開いて夫人やお嬢さんたちが顔を覗かせ、視線をまじわ

せ、微笑みを交わした。 

午後四時ごろ、プルブクルがやっと姿を現わした。ウォレスが、標本採集の活動を行

いたいので数日間滞在させてほしいと頼んだところ、プルブクルはたいへんな迷惑が降

りかかって来たという空気を漂わせ、質問して来た。アナアグン Anak Agung の手紙は

あるか、と。アナアグンは地元民が使うラジャの別称だ。 
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ここに滞在したいのならアナアグンの許しを得なければならないとかれは言い、すぐ

さまマタラムに引き返した。そんな小うるさい手続きなぞ必要ないと考えてやってきた

ロス氏とウォレスはこの対応に戸惑った。 

そのプルブクルは王族出身であり、現在のラジャに対する謀反の嫌疑をかけられるこ

とにたいへんな気遣いをしていることがその様子からうかがわれた。ロス氏とウォレス

も自分たちがそんな疑惑の中に巻き込まれる可能性に思い至り、不安を抱くことになっ

た。 

 

陽が沈んで夜になったが、プルブクルは戻って来ず、おまけにだれひとりとしてこの

一行に近付く者もいない。夜９時ごろになって、やっとプルブクルが戻って来た。ラジ

ャと高僧たち、そして大勢の付き人たちが一緒だった。 

ウォレス一行とラジャたちはすぐさま握手を交わしたものの、完全な沈黙が数分間周

囲を包んだ。それから一行は質問攻めにあい、逐一説明したがそのまま信じられた気配

はなかった。一時間ほど話し合いが続き、夜食が出て食事をしたが、昼にもらった食事

並みのもので、揚げ魚のない飯と野菜だけだった。その後また話し合いが再開され、深

夜一時ごろにお開きになり、ラジャの一行は帰って行った。 

ウォレス一行は翌朝日の出と共に目覚めて様子を見た。一時間ほどしてマレー語通訳

が来たので、立ち去るからプルブクルに挨拶したいと言うと、プルブクルはラジャの所

へ行ったと言う。一行が出発しようとすると、通訳はプルブクルが戻るまで待てと言っ

た。またその伝で一日を無駄にされてはたまらないとウォレスは立ち去ることを決め

た。通訳は泣き顔になっていたそうだ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（６）」（２０２１年０４月１６日） 

 

ロンボッでササッ人の生活を統治している慣習法は血なまぐさいものだ。盗みは死刑

である。カーター氏はかつて、自宅の金属製コーヒーポットを盗まれた。盗人は捕ま

り、コーヒーポットは戻ったが、官憲がカーター氏のところに盗人を連れてきて、妥当

と思う方法で罰せよと言う。かれらは、その場でクリスで突き刺せとカーター氏にアド

バイスした。そうしなければ、そいつはまたあなたから何かを盗むに決まっている、と

言う。しかしその実行はカーター氏に容易にできるものではない。 

カーター氏は、もう一度わたしの敷地に入ったら射殺する、と盗人に警告して放免し

た。ところが数カ月後、同じ盗人がまたカーター氏の馬を盗んだ。馬は戻ったが、盗人

は捕まえられなかった。 
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日没後、家の中にその家の主が知らない人間がいたら、その者はクリスで刺殺され、

死体は家の外や海辺に投げ捨てられる。そのことを問題視する人間はひとりもいない。

それがロンボッの慣習法になっている。 

 

妻になった女性の倫理は厳しい社会監視下に置かれている。もちろん、人間の嫉妬が

その社会倫理を作り上げたことは疑いがない。誰かの妻になった女は、タバコであれシ

リの葉であれ、どんなつまらない品であれ、夫でない男から受取ってはならない。その

倫理を犯せばクリスが女の生涯を閉じるのである。 

数年前にイギリス人商人がバリ人上流層の女性を伴って移住してきた。その女性は現

地のラジャの一族とも関わりのある人間で、原住民からは高貴の女性と敬われていた。

何かの祭りのときに、その女性が夫でない男性から花か何かを受取ったことがあった。

それが世間で話題になりラジャの耳に入った。 

ラジャはすぐさまイギリス人商人に使いを送り、バリ女性を差し出すよう命じた。イ

ギリス商人は罰金をいくらでも払うから赦してほしいと言い張り、ラジャはイギリス人

の名誉を重んじてこの問題を取り下げる姿勢を示した。 

ところがしばらくしてから、ラジャの使いがイギリス商人の家を訪れ、ラジャからの

贈り物があるから直接渡したいとバリ女性を表扉まで来させた。そして何が起こった

か？使者はこれが贈り物だと言って女性の心臓をクリスで一突きした。 

もっと重い不倫にはもっと重い罰が与えられる。姦婦姦夫は背中合わせに縛り上げら

れて、海に投げ込まれるのだ。海に棲んでいる巨大なワニが死刑執行人になるのであ

る。ウォレスがロンボッに滞在中もそんなできごとがあったそうだ。 

ウォレスが鳥の剥製作り作業に雇ったマヌエルは、そんな血なまぐさいロンボッでの

暮らしに嫌気がさしたのだろう。ホームシックも手伝って、かれは契約を打ち切ってシ

ンガポールへ帰ると言い出した。マヌエルが去ってから数日後、マカッサルへ向かう小

さいスクーナーがアンペナンに入った。ウォレスは８月３０日にロンボッを後にした。 

 

スクーナーは９月２日にマカッサルに入港した。ウォレスにとって、はじめて訪れた

オランダ人の植民都市である。この町がきれいなのには訳があった。オランダ行政はこ

の町のヨーロッパ人社会に規則を定めていた。家屋は白塗りにし、家の前の道路に毎日

午後４時に水を撒くこと。道路は掃き清められ、ゴミは覆われた排水溝に落とされて、

大きいゴミ集積場に向かう。満ち潮のときゴミ集積場に海水が流れ込み、引き潮になる

とゴミが波に運び去られる。 

ウォレスはマカッサルに住むオランダ人メスマン氏およびデンマーク人商人への紹介

状を持って来ていた。両氏はウォレスを歓迎し、助力を惜しまないことを申し出た。ど
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ちらも英語がとても流暢だ。オランダ人の多くはフランス語に長じているが、英語が流

暢な者は珍しい。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（７）」（２０２１年０４月１９日） 

 

翌日、ウォレスはデンマーク人商人の同伴でマカッサル行政長官を表敬訪問し、長官

の丁重な歓迎を受けた。ウォレスは長官とフランス語で会話した。オランダ人高官はみ

んなフランス語を達者に話す。 

ウォレスは街中から２マイルほど離れたメスマン氏の持ち家に住んだ。小さいコーヒ

ー園や畑があり、メスマン氏の住むカントリーハウスから１マイルほど離れている。家

は高床式の竹造りで７フィートの高さがあり、地階は半ばオープンになって台所なども

ある。この家の周囲にある小屋はメスマン氏の雇い人が住んでいる。 

ところがその近辺には野生の生き物が閑散としていて、そこでいくら頑張ってもたい

した採集はできない。遠出しなければならなくなったために、ウォレスは行政長官を訪

れてゴア Goa王国のラジャ宛の紹介状を書いてもらった。この人物の自由な行動を許

し、身柄の安全を保障するように要請するという内容の手紙だ。 

長官はすぐに手紙を書いてくれ、メッセンジャーを呼んでウォレスに同行するよう命

じた。ウォレスはメスマン氏に付き添われてゴアの王宮に行った。メスマン氏はゴアの

ラジャと親しいとのことだ。 

王宮に着いたとき、ラジャは外にいて、上半身裸で建物が立つのを見ていた。西洋人

のために椅子がふたつ用意されたが、王の家臣や従者たちは全員地面に座っている。メ

ッセンジャーがラジャの足元にひざまずいて長官の手紙を差し出すと、秘書の者が封を

開いて手紙をラジャに渡した。ラジャは一読してからそれをメスマン氏に渡し、ふたり

の間でマカッサル語の会話がなされた。メスマン氏はウォレスが必要としていることが

らを細大漏らさず話し、許可はすぐに下りた。ゴアの領地内では自由にどこへでも行っ

て良いが、どこかに滞在することを決めたらすぐに王宮に連絡してほしい。それはラジ

ャが人を送ってその場所の安全を確定させるためである。 

そしてワインが供され、さらに甘い物とコーヒーが出された。コーヒーの産地で地元

民が飲んでいるコーヒーにうまいコーヒーはないとウォレスは書いている。 

 

メスマン氏が鹿撃ちに行く森へ行ってみると大いに期待できそうだったので、ウォレ

スはその森の近くに寓居を建ててもらおうと考え、ラジャに依頼した。しかしラジャは

森の傍の村の家を一軒空けさせるから、そこに住めと言う。 
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二日後、ウォレスは王宮へ行って、その家を見たいので案内してくれと頼んだ。ラジ

ャはすぐに用人のひとりに案内を命じた。村に着いて、かなり良い家に案内された。と

ころがそれは村長の家で、用人は村長と話し合いを始める始末。村長の側は何も用意を

していなかった。ウォレスはかれらを動かす方法を知っていた。「こんなことではラジ

ャに文句を言わなければならないが、もしすぐに家が見つかるなら、ちゃんと家賃を払

い、あんたがたの損にならないようにする。」 

さっそく家を探しに行こうということになった。数軒見て、良さそうな家が見つかっ

たので、そこの住人に家を空けてもらうことにした。約束の日に助手をそこへ行かせる

と、住人がまだ住んでいて、引っ越す様子はまったくなかったが、助手たちが来たので

不平たらたら、やっと重い腰を上げたという報告だった。 

村人に嫌われると不都合が起こるかもしれないので、もうちょっと印象を良くしよう

とウォレスは考え、その家の住人と村人仲間たちをその家に招いた。全員にタバコを配

り、自分が何をしに来たかを話し、この家を無理に空けてもらった事情を説明し、追い

出した住人にひと月分の家賃だと言ってルピー銀貨を５枚渡した。そして食材の卵やニ

ワトリ、果実もすべて金を払うと約束し、更にいくつかの標本を示して、こんな物を持

って来れば金になるぞ、と語った。 

お開きにしたその日のうちに、十数人の子供たちが次から次にカタツムリを持ってや

って来た。そして銅銭を一個もらい、信じられないような顔で、しかしうれしそうに帰

って行った。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（８）」（２０２１年０４月２０日） 

 

村人たちの暮らしは、他のムラユ種族とあまり違わない。女たちは日がな一日、毎日

食べるコメを搗いて洗い、薪と水を家に持ち帰り、綿を紡ぎ、洗い、染色し、それでサ

ルンを織っている。織る作業はきわめて簡易なフレームを床に広げ、糸をそろえて模様

を作りながら織っていく。一日にできるのはせいぜい１インチくらいだ。男たちはシリ

の木や野菜を育て、年に一度田を耕してコメを植える。コメは収穫されるまで、多少の

世話をしなければならない。あとは必要に応じて家の修理を行い、マットや籠などの家

庭用品を作る。しかしたいていはブラブラしている。 

ムラユ語を話せる村人はおらず、せいぜいムラユ単語をいくつか知っているだけで、

ウォレスとは会話が成り立たない。おまけに西洋人をはじめて見たものだから、ウォレ

スに恐怖症を抱く者が出た。人間だけならまだしも、動物までがウォレスを怖がる。 
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村のどこへ行こうが、犬が猛然と吠え、子供は泣き叫び、女たちは走って逃げ、男た

ちはまるで人食いモンスターでも見たかのような目で凝視する。駄馬までが、ウォレス

がやってくると脇へ寄り、ジャングルの中に駆け込んだ。おかげでかれは村の中で、極

力人目につかないように、こっそりと行動しなければならなかった。いや、村の外でさ

え、道を歩いていて向こうから水牛や馬に乗ったり、荷物を載せたりしてやってくる者

があると、かれの方が藪の中に隠れて通り過ぎるのを待つのである。そうしないと、動

物がパニックを起こせばたいへんなことになるからだ。 

 

その年は雨季の到来が早かったために、１１月にかれはメスマン氏の持ち家に帰るこ

とにした。だが雨季になると、スラウェシ島南部は常に水浸し状態になる。生物採集活

動などできはしない。ウォレスは避雨を考えた。幸いにして、自分がいるのはこの地域

一円の交通と物産の十字路だ。雨季の間、もっと条件の良い土地へ行って採集活動を行

い、雨季が明けたらまたこの宝庫マカッサルに戻ろう。 

カリマンタンから籐、フローレスやティモールから白檀や蜜ろう、カーペンタリア湾

からナマコ、ブル島からカユプティ kayu putih油、パプアからナツメグやマソイ

masoi樹の皮などがマカッサルに集まり、そして散っていく。マカッサルの華人やブギ

ス人の商店では、地元で産するコメやコーヒーと共にそれらの商品がいつも売られてい

る。 

中でもパプア島の胸に抱かれたアル Aru諸島から送られてくる真珠・真珠母・べっ

甲・ツバメの巣・ナマコなどはヨーロッパに、中国にと送られて行く。ただ、マカッサ

ルとアル間の交易と交通に従事しているのはすべてがローカルの人間であり、ヨーロッ

パ人もヨーロッパの船も皆無である。リンネが手に入れた極楽鳥の標本はそこから送ら

れて来たものだ。ウォレスはアルへ行くことにした。 

 

マカッサルから船は一年に一回、アルに向かう。西風が最強になる１２月～１月だ。

そして逆向きに吹く東風の強まる７～８月にかけて、アルを出てマカッサルに戻って来

る。マカッサルの現地人ですら、アルを訪れた者はあまりおらず、アルへの旅の体験談

を物語ればひとびとはその人間に一目置いて、賞賛した。 

ウォレスは数日後にアルに向けて出帆する予定の大型プラフ perahuの持ち主に紹介

された。持ち主はジャワ人で、若い美人のオランダ人の妻を持つ、穏やかな物腰の知性

的な男だった。乗せてもらうにあたってその金額を問うと、戻って来たときにあなたが

払いたいと思う金額を払ってくれたらそれで良い、と言う。１ドルであろうが百ドルで

あろうが、それ以上くれとは言わない、とのことだった。 

二本マストの大型プラフは１２月１３日早朝にマカッサルを出帆したが、豪雨の中の

出帆はうまく行かず、故障が起こって港に戻り、１５日に天候が回復して再度準備にか

かり、船はやっと涼風の下を出帆した。オーナーと船長以下、５０人ほどの乗組員が乗
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った船は航海を続けて１２月３１日にケイ島に接近し、そこで数日間滞在することにな

った。ウォレスは生まれてはじめて、パプア人の生活領域に踏み込んだのである。[ 続

く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（９）」（２０２１年０４月２１日） 

 

ウォレスはパプア人とムラユ人の違いについて、ただの外見の違いだけでなくビヘイ

ビアがまるで異なっていることを強く感じた。パプア人の立居振舞に、活力に満ちてま

るでやんちゃな小学生のような印象を得たようだ。ケイ島の住民はパプア系土着民と外

来種住民がいて、外来系はたいていムスリムであり、かれらの先祖はポルトガル人がバ

ンダ島に住み着いたときにそこから追い出されたひとびとだったそうだ。ケイ島で話さ

れるムラユ語の語彙の中に、ポルトガル語源と見られる単語が混じっていることをウォ

レスは発見している。 

翌日、ウォレスも船長らと共に島に上がった。海岸で木造船が造られており、また完

成品も並べられているのを見た船長は即座にそこの小舟を二隻買いたいと商談を始め

た。いくつかの銃・ゴン gong・サルン・ハンカチ・斧・金属盆・タバコ・アラッが船

と交換された。ここではマネーは通用しない。バーターに使われるのはナイフ・布・ア

ラッなどであり、タバコが小銭の役割を果たす。取引はタワルムナワルが当たり前であ

って、喋り合いが取引の重要な内容を成す。吹っ掛けと値引きを言い合い、商談には時

間をかける。 

 

ウォレスはここでも標本採集を行ったが、同時に村人に昆虫を持って来るように言

い、薫りのよいタバコでそれを買った。 
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船長の買った小舟が完成したので、１８５７年１月６日午後４時、ウォレスの船はケ

イ島を後にした。アル諸島のドボに到着したのは１月８日。ドボはアル諸島に交易に来

るブギス人や華人たちの滞在地としてできた町だ。立ち並んでいる家はやってきた交易

者が住むためのもので、ウォレスたちが来たときはほとんどがら空きだったが、翌日か

ら交易船が続々と到着したので、ほどなく空き家状態の家は減少しはじめた。交易者は

建築資材を持って来て、空き家の間に傷んだ家屋を修理した。 

ドボでバーターに使われるマネーはタバコ・ナイフ・サゴケーキ・オランダの銅銭貨

ドゥイッ duitなどだ。魚や果実などの物売には、それらで支払う。 

ウォレスはそこで極楽鳥の採集を大いに期待したのだが、羽が生え変わってもっとも

美しい姿になるのは９～１０月であることがわかり、この旅では諦めることにした。そ

れを得ようとすると、もう一年ここに滞在しなければならなくなり、そんな時間の浪費

をする気はウォレスにない。ただしキングオブパラダイスだけは、成長すれば一年中も

っとも美しい姿で飛び回っている。そしてかれは、アルの内陸部への旅でついにそれを

手に入れたのである。 

 

３月１３日、ウォレスは内陸部への探検に出発した。水路を舟でさかのぼる。２時間

ほどの行程のあと、乾いた広い土地に建物がある場所に着いた。大きな納屋のような小

屋で、壁はない。ドボで雇った案内人はそこで滞在すると言う。中には十数人の男女と

子供たちが住んでいて、料理用の火が二カ所で燃えている。 

周辺を見分してから、期待できそうだと思ったウォレスはその家の持ち主と交渉し

た。５フィート幅の一面を一週間借りる条件で家賃を尋ね、鉈刀一本で合意された。 

 

数日、雨模様の天気が続いたあと、晴れた朝が来た。そして採集に出かけた助手が美

しい小鳥を持ち帰ったのである。ウォレスは有頂天になった。ついにキングオブパラダ
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イスの完全な標本を手に入れたのだ。ヨーロッパ人の誰一人としてその完璧な姿を見た

ことのない、天然の美の極上のものが、今かれの手の中にある。 

はるか遠い古代から、この美しい鳥たちが暗く陰鬱な森の中で生まれ、暮らし、死ん

で、世代交代を重ねて来た歴史をウォレスは思った。この未開世界の中に、その美を愛

でる知性の目は存在しない。これほど優美な生き物が未開のジャングルの中に住む野蛮

で知性の未発達な人間にその美と魅力を示すしかないという美の浪費の不合理さの一方

で、文明化した人間がこの遠隔地の処女林に光を当て、住民にモラルや知性を教えたと

き、それまでバランスの取れていた自然の関係が乱されて、この鳥たちが持っていた美

しさが低下し、あるいは個体数が減少し、絶滅に向かうかもしれない。かれはすべての

生き物が、そして大自然が、人間のために作られているのではない、という考えをその

とき抱いた。 

[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１０）」（２０２１年０４月２２日） 

 

ウォレスはその場所に二週間滞在して、同居している土着民の生活を間近に観察し

た。未開人の生活は単調さそのものだったとウォレスは書いている。まず食物に関して

は、アルのひとびとはコメやトウモロコシやサゴやパンなどの主食を持っていない。か

れらが食べるのは野菜・バナナ・ヤム・サツマイモ・未加工サゴなどで、サトウキビや

ビンロウジ、ガンビルやタバコを頻繁に噛んでいる。海岸部であれば、魚介類をよく獲

るが、内陸に住む者が魚介類を獲りに行くのは稀であり、また時にはイノシシやカンガ

ルーを狩ることがあっても、それはもっと稀だ。野菜と果実だけで生きているかれらは

たいてい皮膚病や脚関節の潰瘍を持っている。ムラユ人のようにコメを主食にしている

者たちにそのような疾病傾向は見られない。 

ビンロウジとタバコ以外のアル人の贅沢はアラッで、外部から商人が持ち込んで来

て、とても廉く売る。一日の漁労や籐のカット仕事で、半ガロンのアラッが手に入る。

収穫期に集めたナマコやツバメの巣は半ガロン瓶のアラッ１５本分になる。それが手に

入ると、家中の人間がそれを飲みつくすまで昼も夜も飲み続けるのだそうだ。 

男たちはたいてい何時間も、時には日がな一日何もせず家の中で座り込む。野菜やサ

ゴなどの食べ物を外から持ち込んでくるのは女たちだ。男はときどき狩りや魚取りを行

い、あるいは家やカヌーを手入れしても、かれらは働くことを最小限にして、何もせず

にただブラブラしているのを愉しんでいるように見える。日々の暮らしの単調さにバラ
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エティを持たせたり、愉しみと呼べるようなものを持つことなく、ただブラブラしてお

しゃべりすることのみを人生の愉しみにしているようだ。 

実際、かれらのおしゃべりはたいへんなものである。叫びや喚きや狂ったような笑い

を中に挟んで、騒々しいおしゃべりが続く。ウォレスには何が話されているのか少しも

わからないが、ウォレスが蚊帳の中に入って寝込んでしまっても、男と女と子供たちの

狂騒曲は終わらない。助手のアリは、こんなにおしゃべり好きな種族を始めて見た、と

ウォレスに語っている。 

 

アル人はパプア人より艶のある巻き毛を持ち、外見的にパプア人と異なるヨーロッパ

的な繊細さを備えた容貌を持っていることにウォレスは気付いていたが、かれはその原

因と思われる要素をそこで発見した。かれらが会話の中で使う「アカボ」という言葉の

意味を尋ねて、「終わった」の意味であるとの説明を聞いたとき、ここでもポルトガル

人の姿がウォレスの頭をよぎった。「ジャフイ」という言葉もしばしば耳にしたし、

「ポルコ」という人名もウォレスの頭の中でつながった。 

ポルトガル人はこの地までやってきて地元民と交わり、子孫を残すと共に文化の一部

も残した。アル人の中には、ムラユ人・オランダ人・華人との混血子孫の特徴を示す者

もたくさんいる。ドボには、ジャワ人やアンボン人がアル人の妻を持ち、家庭を築いて

混血の子供たちと暮らしているケースも見られた。そのような人種的混交がアル人の種

族の外見的な特徴を作り出してきたことは大いに想像されるものだ。それはポルトガル

人が来た三百年前よりもっと古い時代から起こっていたかもしれない。 

 

アルはアンボンのオランダ行政府の所轄になっていて、オランダの砲艦がパトロール

にやってくる。このような辺境の土地には折にふれて海賊が横行し、島の住民を襲って

金になる物を奪って行く。だから島民たちもバジャッ bajakを恐れ、対抗するために武

器を取る。 

ウォレスがドボを発つ前にパトロール艦が到着しており、海賊はそれを恐れて鳴りを

潜めていることを知っているウォレスは、その場所から島の裏側へ行くことを考えた。

舟の漕ぎ手を募ると、みんな海賊を怖がって志願する者がいないから、海賊の話を一笑

に伏してともかく漕ぎ手を雇い、出発した。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１１）」（２０２１年０４月２３日） 
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ウォレス一行は島の中央部にある村に行って滞在することにした。そこの住民は鳥を

捕まえて海岸部に持って行き、バーターを行っている。また混血が進んだ海岸部よりも

アル土着民の要素をたくさん残しているにちがいあるまい。 

確かに内陸部の住民は混血要素がたいへん少なかったので、間近でじっくり観察する

ことができたが、おしゃべり好きなのはまるで同じだ。朝から夜まで、休みなしに大声

でしゃべり、叫び、笑っている。 

男たちから子供までが、弓矢の名人だ。動き回るときには必ず弓矢を持っている。あ

らゆる種類の鳥を、時にはイノシシやカンガルーを射る。それらの肉を食べるので、野

菜と果実だけの食事をしているひとびとよりも身体が健康だ。あるとき、狩ったクスク

スを見せてくれた。ウォレスが買おうとすると、ダメだと言った。かれらは肉を食いた

いのだ。ウォレスはその皮を買い、すぐに皮をはいで肉をかれらに渡した。 

 

村人たちはウォレスの国の名前を知りたがった。はじめて見た白人の国の名前が言え

なければ、それを話題にすることさえ難しい。つまり話のタネの価値が半減してしまう

のである。ウォレスが England と答えると、みんなその言葉を真似したが、うまく発音

できない。するとひとりの老人が、本当の名前を教えろと言い出した。「このわしの国

はワヌンバイで、わしはオランワヌンバイ。ほら、誰にでも言えるだろう。ところがあ

んたの国は何だって？ Ang-lang? Anger-lang? N-glung? そんな誰にも言えないような

国があってたまるか。あんたはわしらをからかっているのか？それとも何かわけがあっ

て本当の名前を隠したいのだろう。」 

ウォレスは本当だと言い張ったものの一座は信用せず、本当の名を隠したいのだとい

うことに落ち着いたようだ。更におなじみの質問が来た。「あんたはここで捕まえた鳥

や虫などの生き物を丁寧に剥製にして箱に詰めているが、いったい何のためなのか？」 

それはどこでも受ける質問であり、この村に来たときからも何人もが尋ねていた。ウ

ォレスはいつものように答えた。「わたしの国に持って帰ってみんなに見せるのだ。生

きている時のような姿にして飾ると、みんなはこれを見るために集まって来る。」しか

し同じ老人が反論した。「あんたの国はキャリコやガラスやナイフなどのもっと素晴ら

しいものを作っている。ひとが見に来るのはそういうものだ。鳥や虫を見たってしよう

がないではないか。ひとはもっと良い物を見たいのだ。そもそも、どうしてそのように

厳重に箱に入れるのか？あんたがそれを持って海に戻ったら、箱の中のものに何が起こ

るのか？」 

ウォレスは冗談交じりに反問した。「何が起こると思う？」得たりとばかり、老人が

答えた。「みんな生き返るのだろう。あんたたちは海の上で食べ物に困らない。」老人

は続けて言う。「あんたが来る前、何日も雨が降り続いた。ところがあんたが来てか

ら、好天続きだ。わしにはもうよく分かっている。あんたはわしを騙すことはできな

い。」ウォレスはついに魔法使いにされてしまったようだ。 
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ここでは毎年９～１０月が乾季のピークになる。その時期になると水が得られなくな

るために村人は森の中の水が残っている場所へ移動して暮らす。あるいは大きな竹筒を

持って水を汲みに何キロも通う。持ち帰った水は貴重品のように大切に扱う。 

その時期には、数百もの鳥や獣が渇死することもある。水のある場所に網を張った

り、そこで見張っていれば、珍しい生き物が捕り放題だ。ぜひ、ここでの滞在を延ば

せ、と村人が言ってくれたのだが、ウォレスはそれに応じることができなかった。[ 続

く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１２）」（２０２１年０４月２６日） 

 

ウォレスはワヌンバイで６週間滞在し、大量の成果を得ることができた。しかも、そ

こでの滞在は快適な人間関係の下で行われ、かれは未開人オランワヌンバイとの交際に

深い人間的なつながりを築き、かれらの人柄を愛した。そこを去るにあたって、またこ

こに戻って来たいと本心から思った。 

村人たちはウォレスが去るのを悲しんでいるように見えた。たとえその悲しみの大部

分を、自分たちにたいした値打ちのない虫や鳥を畑や農園の往復のときに適当に捕まえ

て帰ればタバコやビンロウジ、あるいはビーズや銅銭になるという、かつて一度もなか

った幸運、さらには時にコメ・魚・塩などを分けてくれと頼むとそれが手に入った便利

さなどが、その地にはじめてやってきた白人が去ることによって消滅してしまうという

失望が占めていたとしても、長期間、起居を共にして気心の知れた人間との別れがもた

らす悲しみがこの素朴なひとびとの心に混じっていなかったはずはないだろう。 

ウォレスは残った塩やタバコをみんなに分け与え、家のオーナーにはアラッを与えて

餞別にした。５月９日の夜明け前に舟は出発し、追い風のおかげでその日夕方遅く、一

行はドボに到着した。 

 

ドボに戻ると、そこは人間であふれかえっており、空き家はすべて埋まり、更に家が

建てられているありさまだった。ウォレスは巡回監視官が来た時に審問を行う建物に入

った。監視官はすでに去っていて、次に来るまでそこは使われないからだ。 

ドボはとても活気のある場所に変わっていた。船はすべて浜に引き上げられて帰りの

航海を待っている。たくさんの小舟が島の周囲を巡って交易し、故郷へ運ぶ商品を持ち

帰ってくる。 
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今年ドボに来たマカッサルからの大型プラフは１５隻、そしてセラム、ゴラム、ケイ

などから来た小型船は数百隻に上った。それらの船がアルから持ち帰る品は真珠母とナ

マコが最大で、べっ甲はそれよりちょっと少なく、さらにツバメの巣・真珠・装飾用樹

木と木材・極楽鳥などで占められている。それがアルの輸出商品である。一方でアルに

輸入されるものはアラッ３千箱（半ガロン瓶が１５本でひと箱）、それがアル人の年間

消費量になっている。セレベス産衣料品は強靭なために人気が高い。加えてイギリス製

キャリコとアメリカ製無漂白綿布、普通の陶器類、粗悪な家庭用刃物類、銃、火薬、ゴ

ン、小型黄銅砲、象牙など。最後の三つはアル人が結婚する時に必要とする財産だ。妻

をもらうとき、それが結納に使われる。 

 

薪が山積みされた家の裏で、帆布や船の部品の修繕が行われている。また商品の真珠

母は紐を通して一括りにされ、燻されたナマコは乱雑に並べられて天日干しされてい

る。セラムやゴラムから来た船は戻り航海のためにサゴケーキをたっぷりと船に積み込

み中だ。 

色とりどりのさまざまな美しい鳥が家の表につながれてさえずり、放し飼いのカスワ

リが歩き回り、森で捕まえられたカンガルーがもう人間に馴れてじゃれついてくる。夕

方になれば、タムタムやジョーズハープ、そして時おりバイオリンの音が遠く近く音楽

を奏で、メランコリーなムラユ曲が夜半まで続く。 

ひとびとは昼間、闘鶏で興奮し、籐作りのボールを蹴って遊ぶ。あるときは、何の行

き違いか、喧嘩が起こりそうになり、一対一でなくそれぞれの二十人近い仲間がナイフ

やクリスを手にして対峙した。仲裁が入って長時間の話し合いのあと、何事もなく解散

して緊張はほぐれた。そのあと、そのときの怨恨による喧嘩は何も起こらなかったよう

だ。 

[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１３）」（２０２１年０４月２７日） 

 

風向きが変わるまで、ウォレスはドボ近辺の自然の中で標本採集を行ったが、最初来

たときよりも生き物が減っている印象を受けた。極楽鳥をもっと手に入れようと考えた

ウォレスは助手のアリをワヌンバイのかれらが泊った家に送った。その代金としてかな

りの枚数の銀貨を持たせたが、アリは熱病にかかって数日間その家で手当てを受け、病

気の癒えたあと、素晴らしい極楽鳥を１６羽持ち帰って来た。しかもそれに見合うだけ
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の銀貨と交換され、残りの銀貨は騙されたり強奪されたりしないでそのままウォレスの

手に戻ったのである。ウォレスは再び、ワヌンバイの未開人たちの人柄に感動した。 

いよいよ６月の終わりになった。東からの強風が吹くようになれば、ドボに集まって

いたひとびとはすべて船に乗って故郷に帰る。そしてドボは無人の境になるのである。

みんなが一斉に帰り支度をはじめ、通りは大いに混雑した。船に帆を立て、貨物を積み

込み、水や食糧を積み込んで出帆の準備に余念がない。 

そして毎日、アルの島々のはるかな遠隔地からアル人が舟に乗ってやってきた。バナ

ナやサトウキビをタバコやサゴケーキなどとバーターするためだ。かれらにとってはこ

のシーズンの最期のチャンスなのだから。 

７月２日、マカッサルから来た１５隻のプラフは一斉に出帆した。船団を組んで帰る

ことに話が着いていたのだ。船団はバンダ島の南を通過してから西に進路を取り、ブト

ン西方の島影を見るまで三日間、大洋の中を南東からの持続的な風を受けながら走っ

た。マカッサルに船が到着したのは７月１１日夕方だった。 

ウォレスはこのアルの旅をたいへんな満足で終えた。１千６百種９千個の標本がかれ

の成果だった。極楽鳥の標本を多数得たことがかれに大きい満足を与えた。それらの標

本の生態とともに、ヨーロッパ社会にとってまったく未知だった未開種族の暮らしを実

観察できたことも、かれの満足度をさらに高めることになった。 

 

メスマン氏の持ち家に戻ったウォレスは、アルの旅で集めた標本の整理に没頭した。

それが終わった時、ひと月が経過していた。それをシンガポール向けに発送し、シンガ

ポールからロンドンに送られた。ロンドンのエージェント、サムエル・ステイ―ブンス

宛に送られたそれらの標本は、１０万米ドル相当の価値を持っていたそうだ。 

ウォレスはまた、自分の銃を修理し、イギリスから送られて来た新しい銃ならびに採

集と標本作りに必要な種々の器材を受取った。そして、年末までどうしようかと考え

た。 

いろいろと情報を集めた末に、ウォレスはメスマン氏の兄が住んでいるマロス Maros

を訪れることにした。マロスはマカッサルから３０マイルほど北にある土地だ。マカッ

サルのレシデンから通行証をもらい、舟を雇って夕方マカッサルを後にした。舟は夜中

に海岸沿いを走り、夜明けごろマロス川に入った。村に到着したのは午後３時ごろだっ

た。 

かれはすぐに副レシデンを訪れて荷物運び人を１０人集めてもらい、ウォレス自身の

ために馬を貸してもらった。夜のうちに運び人が来る手筈になっていたので、明朝早く

出発するためにウォレスは舟の中で眠った。ところが夜のうちに来たのは一部分で、朝

になってやっと全員がそろい、しかもみんなが軽い荷物を抱きしめようとしてひと悶着

あって、荷物を公平に分けるのに手間取った。やっと８時ごろになって、メスマン氏の

兄の農場への行進が始まった。 
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兄氏はウォレスを丁重に歓迎してくれ、滞在する間に住む家を数日で建ててくれた。

兄氏は農場暮らしをたいへんエンジョイしていた。イノシシやシカ、野鶏、サイ鳥、ヒ

メアオ鳩などが豊富にいて、かれの銃と犬が毎週１～２頭の食材を作り出す。野牛のミ

ルクもたくさん採れ、自分でバターを作っている。ウォレスはそこに滞在中、毎朝その

ミルクを心行くまで堪能した。農場の一部でコメとコーヒーが作られ、またタバコすら

育てられており、完璧な自給自足が行われている。ニワトリやアヒルを飼っていて、そ

の肉や卵もたっぷり手に入る。たくさん生えているアレンヤシからはニラが得られ、そ

の砂糖はちょっとした甘いおやつに最適であり、またニラをトゥアッにしてビール代わ

りに飲む。ウォレスはニラあるいはトゥアッのことを saguierと書いている。北スラウ

ェシのミナハサ地方では今でもサグエル saguerという言葉が使われているが、南スラ

ウェシではどうだろうか？[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１４）」（２０２１年０４月２８日） 

 

現代のマロスは蝶の宝庫として世界に知られているバンティムルン Bantimurung を東

の山系に抱くマカッサル郊外の村だ。世界のだれもがそんなことを知らない時代にウォ

レスがそこへやってきたということは実に、奇跡的なできごとのように思われる。ウォ

レスは自分の家を出て、助手やガイドと共にバンティムルンに向かった。ただしバンテ

ィムルンという地名はウォレスの著書に書かれていない。９月末の、雨季が始まりかか

った季節の中を、３時間かけてかれは蝶の宝庫にたどり着いたのである。ウォレスはそ

の一帯で美しい新種の蝶を多数捕獲した。 

１０月に入って雨がちの天候が続くようになると、昆虫が増えるために採集は大いに

期待できるのだが、いかんせん、ウォレスの家は乾季用に建てられているために、大量

の標本に水濡れのリスクが高まる。マロスでの活動を諦めたかれは、１１月初めにマカ

ッサルに戻った。そしてマカッサルからアンボンへ行くために、１１月１９日にオラン

ダ政庁の郵便船に乗ったのである。ウォレスはその地名をアンボイナ Amboyna と書いて

いるが、現代インドネシア語のアンボンで通すことにする。 

 

郵便船は蒸気動力で走り、好天のときで時速６マイルだった。この船に乗った客はウ

ォレスの他に三人しかおらず、余裕満天のスペースと丁重な待遇を心行くまで楽しめ

た。これまで、こんな愉しい旅は経験したことがないとウォレスは書いている。 
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客室係サーバントはおらず、乗客が自分で連れて来ることになっている3。給仕係は

食堂やサロンで食事に関連したサービスをするだけ。船の中では、午前６時にティ―か

コーヒーが希望者に提供される。７時から８時の間にティ―と卵やサーディンなどの軽

い朝食が供される。１０時には、マデイラワイン、ジン、ビターズが１１時の本格的な

朝食の食前酒としてデッキに用意される。この朝食は夕食と違わない内容で、ただスー

プだけがない。 

午後３時にはティ―とコーヒー、５時にビターズなどが出て、６時半にビールとクラ

レワイン付きの夕飯、そして８時のティ―とコーヒーでその日の締めとなる。またビー

ルとソーダ水はいつでも頼めるので、航海の日々をひもじく過ごすことは起こらない。 

船はマカッサルからティモール島西端のクパン Kupangに１１月２４日に入り、更に

島の北岸沿いを東航してディリ Diliに泊まった。１１月２６日にディリを出ると、次

は一路バンダ Banda島を目指す。 

バンダ島到着は１１月２８日。そしてその翌日、船はついにアンボンに向けて出港し

た。バンダ島の住民についてウォレスは、人口の四分の三は混血であり、ムラユ・パプ

ア・アラブ・ポルトガル・オランダがさまざまな割合で入り混じっていると見た。ムラ

ユとパプアがベースだが、パプアの方がウエイトが大きい。多分パプア系が最初の土着

民であり、ポルトガルがバンダを占領した時、かれらの一部がケイ島に移って現在に至

っているというのがウォレスの見解だった。 

 

バンダ島から２０時間で船はアンボンに到着した。ウォレスはドクター・モーニケ宛

の紹介状を持って来た。モーニケ氏はドイツ人で、モルッカ Moluccas（現在のマル

ク）の筆頭医療担当官である。かれは英語の読み書きはできるのだが話せないので、ふ

たりはフランス語で会話した。夕方、モーニケ氏はモルッカ行政長官の官邸にウォレス

を案内し、行政長官は滞在中の便宜をはかることをウォレスに約束してくれた。 

 

 

3 客室係に用事がある時は乗客が客室係を呼びに行く。 
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島の北側内陸部の農園の小屋を３週間借りる手はずを整えていざ向かおうとしたもの

の、舟と人手を雇おうとして手間取ってしまった。アンボン人はまったく働こうとしな

い。やっとの思いでそこにたどり着き、採集活動を開始した。午前中は出歩き、夕方は

たいていベランダで読書し、陽が落ちてから灯火に集まって来る虫を捕る。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１５）」（２０２１年０４月２９日） 

 

ある夜９時ごろ、部屋の頭の上で何やら重い動物が這っているような音がした。しか

し音はすぐに止み、ウォレスは床に就いた。翌日の午後、採集活動で疲れたかれは夕食

前のひととき、カウチで横になり、本を読んでいた。目が天井に行って、そこに何か塊

りがあるのに気付いた。最初は棟木と屋根の間に置いた亀の甲羅と思ったが、じっくり

と見つめているうちにはっきりした。それはとぐろを巻いた巨大な蛇だったのである。

昨日の怪音の正体がいま判明した。パイトンが柱のひとつをよじ登り、屋根の下を心地

よい居場所を探して移動していたのだ。 

ウォレスが屋根の下に蛇がいることを助手の少年たちに知らせると、ふたりはすぐに

家から飛び出してウォレスに早く家から出るように言う。ふたりは怯えて何もできそう

にないことを見て取ったウォレスは、農園の作業者を呼んで来させた。 

６人の作業者がやってきて家の外で相談し、ブル Buru島人がひとり進み出て来た。

ブル島は蛇の多い島だ。かれは籐でしっかりした輪を作り、他方の手に棒を持って、パ

イトンに近付いた。棒でパイトンを突くと、パイトンはとぐろを解いて身構える。する

と籐の輪をパイトンの頭から通して胴まで下げ、そうやって床に引きずり下ろした。 

人間と大蛇の格闘が始まった。パイトンは柱やいすに身体を巻きつけて抵抗する。し

かしブル島人はついに蛇のしっぽをつかむのに成功し、全速力で家の外に飛び出した。

５フィートくらいの高さの家の床から地面に飛び降りると、パイトンを振り回して近く

の木に頭を叩きつけた。しかしそれはうまく行かず、蛇は近くの倒木の下に潜り込ん

だ。再び棒でつついて追い出し、しっぽをつかんでスイングをかけ、木に頭を打ちつ

け、ぐったりしたところを手斧で頭をはねた。体長１２フィートで胴の太いパイトンが

地面に横たわった。犬や小さい子供なら、きっとひと呑みだろう。ウォレスはそいつの

下で一晩ぐっすりと眠りこんでいたのである。 

 

ウォレスはクリスマスイブにアンボンに戻り、モーニケ氏の邸宅に１０日間滞在し

た。農園での滞在は二十日間で、そのうちの５～６日は天候や体調のために十分な活動

ができなかったにもかかわらず、ウォレスは十二分に満足できる採集成果をあげた。 
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アンボンでの西洋人の生活についてウォレスは、熱帯の条件に適応した習慣が作られ

ていると述べている。たいがいのビジネスは朝７時から１２時までの午前中に行われ

る。暑熱の日中は緩い綿の衣服を着て休息し、夕方に薄い洋服を着て訪問し合う。しば

しば日没後に帽子をかぶらないで散歩する。クリスマスはあまり賑やかにせず、新年に

年賀の挨拶訪問をし合い、夕方に行政長官の開催するパーティに集まる。 

町に住んでいるアンボンの土着民はポルトガル・ムラユ・パプアまたはセラムの三つ

が混じり合い、更に華人やオランダの血が混じっている者もいる。古くからのキリスト

教徒はポルトガルの影響を外見や慣習の中に強く漂わせている。ましてやポルトガル語

の単語が現在の地元言語であるムラユ語の中に頻繁に使われるのだから、なおさらだ。 

男たちはふだん、白いぴっちりしたシャツに黒いズボンをはき、シャツの上に黒いフ

ロックを着ているが、祭りや聖なる日には燕尾服とシルクハットで集まる。女たちは黒

ずくめのドレスを着る。今は全員がプロテスタントになっていても、祭りや結婚の儀式

などでは、カトリック式のやり方や音楽が使われ、音楽にはゴンが混じり、踊りは土着

民風のものが行われている。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１６）」（２０２１年０４月３０日） 

 

１８５８年１月４日、ウォレスはアンボンからテルナーテに移動した。テルナーテの

土を踏んだのは１月８日の朝。ここでウォレスが頼ったのは土着したオランダ人のダウ

フェンボーデン氏だった。紹介状を持って同氏を訪れたウォレスは、同氏に家を一軒世

話してもらった。 

キングオブテルナーテの異名をとるダウフェンボーデン氏は大金持ちだ。テルナーテ

の街の半分はかれの地所であり、多数の船を持ち、百人超の奴隷を有している。当然、

テルナーテのラジャと親しく、ラジャとラジャの家臣への影響力も小さくない。ラジャ

を動かしたければキングにアプローチすればいい、という意味でかれがその異名をとっ

ているのかもしれない。 

ダウフェンボーデン氏はイギリスで教育を受けたために、完璧な英語を話し、文学や

科学に造詣が深く、この地域一帯では稀有な知性だと言えよう。 

世話してもらった家はオーナーが中華系土着民で、ウォレスはその家を三年間の借家

契約にした。その間ウォレイシアのあちこちに出向いては戻って来るベースキャンプの

役割をその家に持たせたのである。テルナーテは西洋人の生活をかなりのレベルで満た

してくれる町だ。近辺各地の未開の土地で３～４カ月暮らしたあとにこの家に戻って来
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ると、ミルクや焼き立てのパン、魚・卵・肉・野菜をいつでも食べられて、休養と栄養

補給に努めることができる。 

 

その家はポルトガル人が海岸に建てた要塞のすぐ傍にあり、街に近く、通りを５分も

歩けばパサルと海岸に着く。山に向かう逆方向の道に西洋人の家は一軒もない。ここか

ら北東に向かって１マイルほどが原住民の居住地区になっていて、山や街の外へ出かけ

る場合も気を遣わないで行える。家の中は十分な広さがあって、荷造りや開梱、標本の

仕分けや整理が楽に行える。 

この平屋建ての家は広さが４０フィートの方形で、表と裏にベランダがあり、中央ホ

ールの左右に部屋が四つある。家屋の周囲は果樹で囲まれ、常に冷たい水が汲める深井

戸が裏にある。家の屋根は高さ３フィートの石の壁の上に立てられた頑丈な角材の柱で

支えられている。ベランダを除いて、柱の間はサゴヤシの葉脈が整然と並べられた枠が

張られていて、天井も壁と同じようになっている。床はスタッコ造りだ。 

その家は現在、テルナーテ市中央テルナーテ郡サンティオン町ジュマプアサ通りに位

置する家屋だとされていて、家の横をアルフレッド・ラッセル・ウォレス小路が走って

いる。２００８年にインドネシア科学院 LIPIに所属するウォレス財団がその家に記念

碑を建てることを計画した。そのときの住人はパウ~ガ・チャンドラ氏で、その家は１

９８４年に前の住人から買ったとのことだった。ウォレス財団が訪れるまで、チャンド

ラ氏はウォレスのことをまったく知らなかった。 

財団がこの家をウォレスの住居と判定したのは、かれの著書に述べられている位置と

周辺環境、そして家の裏手に井戸があることなどが一致したためだ。だが郷土歴史家の

ひとりは、「調査から決定までが早すぎる。もっと念入りな調査が行われるべきだ。」

と述べて、その判断に全幅の信頼が置けないことを指摘している。 

記念碑の定礎式がテルナーテ市長列席の下に行われたものの、２０１２年のコンパス

紙記事によれば、記念碑はいまだに建っていない。財団とチャンドラ氏の間での土地の

移管問題が決着していないためだそうだ。 

現在ジュマプアサ通りという名称になっている表通りは２００８年にそれまでのヌリ

通りからウォレス通りに変えられた。ところが２０１０年になって、ウォレス通りはジ

ュマプアサ通りにまた名称変更されたのである。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１７）」（２０２１年０５月０３日） 
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ウォレスが印した足跡は現在のテルナーテのどこを探しても見つからない。チャンド

ラ氏の自宅をときどき西洋人学者が訪れることがある。ウォレスがウォレイシアでの調

査活動のための本拠地を置いたテルナーテに、ウォレスの足跡を求めてやってくるよう

だ。 

チャンドラ氏の家がそうだと言われているだけであって、チャンドラ氏にそんな確信

はない。しかもチャンドラ氏は自分の家族の暮らしの便宜のためにその家に手を加えて

いる。裏の井戸は既に閉ざされて、もう使われていない。１５０年超も昔の家屋と設備

をいまだに使っている人間など、いるはずもあるまい。やってきた訪問者たちはたいて

い、不満そうな顔でチャンドラ氏の住居を辞去するばかりだったそうだ。 

ところが２０１９年のコンパス紙に、ウォレスの家論争に対抗馬がいることが報道さ

れた。ジュマプアサ通りの第一候補者は現在空き家になっていて、オーナーのチャンド

ラ氏はマルクに住んでいる。第二候補者はテルナーテ王宮に近いソアシオ地区にある家

で、王族のひとりが住んでいて、ウォレスが描写した家によく似ており、裏に井戸があ

る。しかし、その二者は１キロほど離れているのだ。ソアシオ地区のその家も近くに要

塞があるが、それは放置されたポルトガル要塞でなく、オランダのオラニェ要塞なので

ある。オラニェ要塞は１６０７年に古いポルトガル要塞を壊して建てられたものだ。 

 

ともあれ、活動のための基地を手に入れたウォレスはテルナーテのレシデンと警察に

挨拶に訪れてテルナーテ住民のひとりになり、このベースキャンプを中心にしたマルク

の他の島々やニューギニアへの探検旅行の長期計画を組む愉しみを満喫した。 

テルナーテ住民についてウォレスは、テルナーテムラユ人、オランスラニ、オランダ

人の三種類だと書いている。オランスラニ orang seraniは現代インドネシア語でキリ

スト教徒を指す言葉で、ナザレのひとびとを意味する Nasraniに由来している。ウォレ

スは自著の中で orang Sirani と書き、ポルトガル人キリスト教徒の子孫を意味するム

ラユ語と説明している。 

テルナーテにやってきたもっとも古い種族はマカッサルと組んだムラユ人だったよう

だ。かれらはジャイロロに王国を築いて在来土着民を駆逐した。現代インドネシアでの

地名は Jailoloが標準になっているものの、ウォレスは Giloloと綴っていて、多分当

時の地元での発音がジロロだったように思われる。ウォレスがジロロと述べている島の

名称はハルマヘラ島のことであり、今ジャイロロという言葉が示すものは島内の郡の名

称、および人と文化そして王国名に関して使われている。 

テルナーテとジャイロロではムラユ語ベースのたいへんよく似た言葉が話されてお

り、外来ムラユ人たちは原住民の女を妻にして子孫を残し、ムラユ語を使う混血の種族

を作ったにちがいない。その後、ポルトガル人がやってきて既に混血している地元の女

性を妻にし、キリスト教徒の家庭を作ったのがオランスラニの先祖だ。更に華人やアラ

ブ人もやってきて土着化し、血と文化が入り混じった。 
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それ以外にも、パプア人や域内他島の者が奴隷としてテルナーテに定住している。こ

のテルナーテで、奴隷とご主人様という関係からは想像もつかない、常識からまるで外

れたありさまをウォレスは実見した。 

ウォレスはテルナーテに居を構えるとさっそく、ジャイロロを訪れることにした。す

るとダウフェンボーデン氏の息子ふたりと借家オーナーの弟の三人が同行してくれるこ

とになった。かれらが船とクルーを用意してくれたのだが、午前３時出発のオーダーを

したのにクルーは誰ひとりやって来ず、４人は暗闇の中で待ちぼうけを食わされた。ク

ルーはかれらが所有している奴隷だ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１８）」（２０２１年０５月０４日） 

 

５時になってやっと出現した奴隷たちをご主人様が叱ったが、その叱り方はいかにも

甘ったるく熱のないもので、奴隷たちからは笑いと冗談だけが戻って来た。いざ船に乗

り込もうとすると、リーダー格の男が「自分は行かない」と言い出した。ご主人様はそ

の奴隷を何とか従わせようと説得し、懇願するありさま。そして最後に「行けば客人が

きっと何かくれる」とウォレスを釣り針にくくりつけたのである。 

向こうに着けば、飲み食いは思うがままで、しかも大してすることはない、という説

明とその釣り針が効果を発揮して船はやっと出発し、３時間の櫂漕ぎと帆走でセディン

ゴレ Sedingoleに到着した。しかしそこは鳥や虫の貧しい地区だったため、ウォレスは

ドディンガ Dodingaへ移ることを希望した。 

セディンゴレで二日間、一行は鹿や鳥を狩ったが、たいした成果はなかった。いよい

よドディンガへ出発しようとしたとき、また奴隷の反乱が起こった。「ドディンガ？俺

たちゃそんなとこへ行かないよ。テルナーテに戻るんだ。」ご主人様たちはそれに従う

ほかなく、ウォレスとふたりの助手そして荷物はセディンゴレに残され、テルナーテの

ひとびとは自分の町へ帰って行った。 
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幸運にも、ウォレス一行は

そこで小舟を雇うことがで

き、その夜のうちにドディン

ガに到着した。ドディンガは

テルナーテのちょうど対岸に

位置している。ウォレスはす

ぐに村長を訪ねて空き家を求

めたが、一軒もない。仕方な

く、荷物を下ろしてあった浜

辺で茶を飲むしかなかった。 

うまい具合に、ひと月５フ

ルデンの家賃を払えば家を空

けてくれると言う住民がい

て、屋根の雨漏り対策をきち

んと行うことを条件に、ウォ

レスはその家に入った。家主

は毎日ウォレスを見に来て、

話をした。ウォレスが条件の

屋根改善をその都度要求して

も、返事は毎回「ヤー、ナン

ティ」だけであり、しびれを

切らしたウォレスが家賃に条

件を付けた。それがなされるまで、一日当たり四分の一フルデンを家賃から引き、自分

の物が濡れたら１フルデンを引く。家主はさっそくその仕事を半時間ほど行い、必要最

小限のことだけをして帰った。 

 

ドディンガに近い場所にポルトガルの要塞が壊れかかった姿で建っており、そこには

オランダの一部隊が駐屯している。ひとりのオランダ人伍長に率いられた４人のジャワ

人兵士がその兵力で、それがこの島でオランダ政庁を代表している唯一の存在だ。 

村人はテルナーテ人ばかりであり、原住民がアルフロス Alfurosと呼んでいる土着民

の姿を見ることがない。アルフロスは島の東岸部や北側半島の内陸部に住んでいるの

で、ウォレスはアルフロスを見に行きたがったが、このときは果たされていない。 

 

１８５８年２月、ウォレスはドディンガでの活動の合間に、その借家で「原種から無

限に離れようとする変種の傾向について」と題する２０ページにわたる論文を、発熱の

状態下に書いた、とコンパス紙の記事のひとつは述べているが、別の記事では、マラリ

アのせいと考えられている発熱状態下にウォレスはドディンガの家で適者生存原理の構
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想をまとめ、テルナーテに戻ってからその手書き論文を書き上げた、と記されている。

その論文の作成場所名としてテルナーテと書かれていたために、ウォレスの論文は後に

テルナーテペーパーという名称で人口に膾炙した。 

ウォレスの論文は、東インドにおける実地調査を基にしてかれが考えた、生物の種が

変化するプロセスとその傾向に関する概要を仮説にまとめたものだ。その仮説の根本を

なす理論は、強い種が生き残り弱い種が滅びるという大自然の摂理だった。その原理は

いま自然淘汰・適者生存という名称で呼ばれている。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（１９）」（２０２１年０５月０５日） 

 

その論文をダーウィンに送って、ロンドンの学術界に発表してもらおうとウォレスは

考えたのである。テルナーテからシンガポール経由でロンドンに送られたその論文にダ

ーウィンは強いショックを受けたという話がある。ダーウィンと友人たちは生物進化の

理論について、ウォレスが看破したものと同じような説を立てていたのだが、ウォレス

の論文はその内容の明快さにおいて、ダーウィンたちの一歩先を歩んでいたというコメ

ントもネット上に見られる。 

１８５８年７月１日に行われたロンドンのリンネソサエティ会合でダーウィンはウォ

レスからの依頼を果たした。それから１５カ月ほど後に、ダーウィンの著作「種の起

源」がヨーロッパの学術界を震撼させることになる。 

 

パプアへの旅からテルナーテに戻った後の１８５８年９月に、ウォレスはまたジャイ

ロロを訪れた。この二度目の訪問では、北の半島部のジャイロロ村へ行った。そこは８

０年くらい昔にテルナーテのスルタンが住んでいた土地で、オランダ政庁がスルタンに

現在のテルナーテの街に移るよう要請した結果、失われた都になった。 

そこには鳥や虫も少なく、成果が期待できなかったためにウォレスはもっと北にある

サフ Sahu村へ移った。海岸沿いに１２マイルほど北にある場所だ。ウォレスが著書の

中でその地名を Sahoeと綴っているのは、オランダ語綴りをそのまま書いたからではあ

るまいか。 

サフにはムスリムとアルフロスがたくさん住んでいて、郊外一円に住んでいるアルフ

ロスが毎日食べ物を売りにサフ村にやってくる。またサフ村の富裕層（たいてい華人や

テルナーテ人商人）がかれらの労働力を買うため、それを目的にして来る者も多い。ウ

ォレスはそこでアルフロスの人種的特徴をじっくり観察した。かれらはムラユ系よりも



イギリス人ウォレス 

40 

パプア系の特徴を多分に持っている人種だった。身体的特徴に加えて、振舞いもムラユ

系のような控えめさがなく、声も傍若無人のうるささだった。 

ウォレスはパプア島の鳥の頭の鼻先の北にあるワイゲオ Waigeo島から戻った後の１

８６０年にまたジャイロロ島を訪れ、今度は島の南部へ調査に行ってアルフロスの姿が

ほとんど見られないことを知った。そこは完璧にムラユ系種族の舞台であり、アルフロ

スは北部にしか住んでいないのである。 

ウォレスの思考がたどりついたのは、この島はムラユ系種族の土地であり、パプア系

はもっと後の時代にやってきて島の北側に住み着いたのではないかという推論だった。

元々、そこはパプア系種族の領域になっていなかったということだ。 

 

ドディンガからテルナーテに戻ってから、ウォレスはいよいよパプア本島に向かう準

備に取り掛かった。原住民とのバーターに使う品物を仕入れ、また助手を４人に増やし

た。今やウォレスの懐刀になったアリが助手仲間のリーダーになる。助手とは言って

も、必要に応じて何でもしなければならないサーバントだ。 

１９５８年３月２５日、

ダウフェンボーデン氏所有

のスクーナー、へスターヘ

レナ号がテルナーテを出帆

した。パプア島北岸沿いに

通商を行うのである。４月

１１日朝、,この船はドレ

Dore湾の外島マンシナム

Mansinam島沖に停泊した。

パプア本島側のドレとマン

シナム島は海を隔てて３キロほどの距離にあり、マンシナム自体は全長４キロほどの細

長い島である。ウォレスが Doreyと綴っているドレはマノクワリ Manokwari の旧名だ。 

マンシナム島にはふたりのドイツ人宣教師が住んでパプア人へのキリスト教の布教活

動を行っている。そのひとり、オットー師はすぐにへスターヘレナ号にやってきて、ウ

ォレスを朝食に招いた。 

パプアにおける福音伝道の事始めが１８５５年２月５日にマンシナムに上陸したオッ

トー師とガイスラー師のふたりの宣教師なのである。今マンシナム島はパプアのキリス

ト教伝道発端の地としていくつかの施設が作られている。オランダ政庁がそこに蒸気艦

船のための石炭デポを設けていたので、宣教師は最初そのデポに建てられた水夫用の粗

末な小屋を住居にした。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（２０）」（２０２１年０５月０６日） 

 

ふたりはティドーレのスルタンからの紹介状を持って来たのだが、原住民はそれを信

用しなかった。紹介状には、このふたりは善良な人間であり、善良なる意図と目的を持

ってパプアを訪れると書かれているが、スルタンが言う善良という言葉が信用できない

ということだったのだ。 

歴史的にパプアは古い時代からテルナーテ・ティドーレ・バチャンとのつながりを持

っていた。１４世紀ごろにはパプアの鳥の頭地域がティドーレスルタン国の支配下に落

ちて、乱暴な徴税が行われ、諸権利の執行においてもパプア人に不公平な扱いが行われ

がちだった。毎年税金を取り立てに来た者が徴税と称して略奪を行い、人間を捕まえて

奴隷にした。 

ティドーレのスルタン自体がパプア人にとって善良さの欠如した存在と見られていた

のだから、善良でない人間が善良という言葉を使っても、なかなか信じてもらえないの

も当然だろう。宣教師ふたりはそのあおりを受けたことになる。 

放っておけばそのうちにいなくなるだろうと考えて、地元民は宣教師を相手にしなか

った。まったく言葉の分からない土地に投げ出されて、しかも住民が相手にしてくれな

ければ何が行えるだろうか？男たちがみんなそっぽを向けば、あとは女と子供にアプロ

ーチするしかない。それでもふたりは相手にしてくれる人間から言葉を学び、ウォレス

が来たとき、オットー師はたいへん流暢に現地語を話していた。 

ガイスラー師は踵に潰瘍を患い、半年ほど家から出られない状態になっていたので、

オットー師だけが船にやってきた。ウォレスは宣教師の家に案内され、ガイスラー師と

そのドイツ人の若い妻と一緒に朝食を摂った。夫人は英語もムラユ語も話せなかったの

で、ウォレスとは何も会話ができなかった。 

宣教師たちは聖書の現地語への翻訳を進めているものの、現地語はあまりにも語彙が

貧しく、ムラユ語の単語をたくさん使ってその穴埋めをしなければならない。そこでの

宣教師たちの活動に原住民があまり好意的でない理由を、ウォレスはかれらが行ってい

るビジネスにあると考えた。もちろんウォレスはティドーレスルタンに関わる背景を知

らない。 

教団はかれらへの給料が低いことの埋め合わせとして、物品売買を許可した。商行為

なのだから、廉く買って高く売るのは当然のことだ。どこの未開人もそうであるよう

に、パプア原住民も将来のことを考えない。食糧が豊富なときは無駄使いをし、食糧が

減ると飢える。コメが収穫されると、その大部分を宣教師に売って、ナイフ・ビーズ・

斧・タバコその他の必要品に交換する。数カ月後、雨季になって食糧が減ると、コメを

買い戻すために宣教師のところにやってくる。そのためにべっ甲・ナマコ・野生ナツメ

グなどの品を持って来るのだが、かれらが売ったときの価値よりもはるかに高い。 
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ビジネスだから当然であり、自分が将来のことを考えないで行った結果がそれなのだ

というように、果たしてパプアの未開人が考えるかどうか。そうは思えない、とウォレ

スは書いている。商業的福音伝道に対して原住民が抱く印象は、教えられる内容への信

ぴょう性を傷付けるのではないか。 

われわれが来たのはあなたがたにより良いものを与えるためであるというイエズス会

式のやり方が未開人への布教に際して採られるべきものだろう。未開人から利益を得な

がら宗教上での人間のあるべき姿をいくら教えても、うさん臭さが付きまとうのではな

いだろうか、とウォレスはコメントしている。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２１）」（２０２１年０５月０７日） 

 

ドレとマンシナムの海岸部居住者たちは海の上に家を建てて住んでおり、家と陸地の

間を橋で往来する。ウォレスの住む家をオットー師が原住民に頼んでくれたものの、居

住者がいつ海中に落ちるかもしれないような家が用意された。仕方なくウォレスはドレ

村側の陸地に家を建てることにした。原住民が手伝いに来てくれて、ウォレスと助手た

ちと一緒に働いたが、原住民の中にムラユ語を話せる者がひとりもおらず、工事は難渋

した。 

ウォレス一行が来たのは雨季の終わりごろで、十日間は毎日午後雨が降り、夜中も雨

が降り続いた。それから段々と雨が減った。しかし、そのうちにドレは鳥類や虫の貧し

い土地であることが分かり、ウォレスは大いに失望した。 

周辺の土着民の村を訪れて、鳥や虫を持って来れば買うことを村長に話したが、たい

して効果はなかった。野生の鳥・イノシシ・カンガルー・クスクスなどがいるにはいる

のだが、普段から土着民はほとんど狩りをせず、したがって白人のために獲物を狩って

報酬を得ようとする者も現れなかった。 

ドレの住民が交易に訪れる百マイルほど西のアンブバキ Amberbakiにウォレスは助手

二人を送って極楽鳥を買わせようとした。ところが、助手が持ち帰って来たものは全く

売られていないという報告だった。かれらはアンブバキの森に入って鳥を撃とうとして

みたが、ウォレスの喜びそうな鳥は影も形もなかったそうだ。 

 

ドレ滞在中、ひっきりなしに誰かが病気や怪我に倒れ、助手のひとり、ブトン出身の

１８歳くらいの青年が死んだ。ウォレス自身もしばしば、家から出られない日々が散発

的に発生した。ここへ来ることを熱望した時と同じくらいの熱意で、このパプアから去

りたいと思った、とかれは書いている。 
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外へ出られるとき、鳥を得ることを諦めたウォレスは新種の昆虫探しに没頭した。ド

レを去る日が近付いてきたころに、かれはたくさんの甲虫を採集することができた。６

月１日には生涯最大の成果になった一日で９５種の甲虫類を得て、帰宅後ピン刺し作業

に６時間を費やしている。 

 

１８５８年７月２２日にへスターヘレナ号がドレに戻って来た。船はドレに数日間滞

在し、２９日にウォレス一行を乗せてテルナーテに向かった。たいていの土地では、そ

こを去るに当たってウォレスは残念な思いを多少なりとも感じるのだが、ドレについて

はそのような感傷は少しもなかったそうだ。憧れのパプア行はどうやらかれに、失敗の

評点を与えさせたように思われる。 

へスターヘレナ号は１７日間かけてテルナーテに到着した。普通はその時期、東ある

いは南よりの風が吹くのに、このときはどうしたことか西からの微風が続き、普通の時

期の三倍もの時間がかかってしまった。早くテルナーテに戻って新鮮なミルク入りのコ

ーヒー紅茶、焼き立てのバターパン、うまい鶏肉や魚料理を満喫したかったウォレスに

とっては、最後までケチの付いた旅だったと言えよう。 

 

しばらく休養を取ったウォレスは１８５８年９月にふたたびジャイロロを訪れた。こ

のときは、テルナーテのレシデンが北側半島部にウォレスのための家を用意するよう指

示を出してくれたので、家探しの必要がなかった。そのとき、ジャイロロ村では成果が

得られず、かれはサフ村を訪れた。その話は上に書いた。 

サフ村からテルナーテに戻ったウォレスは次にバチャン Bacan島を訪れることにし

た。この旅は他のだれも通らないルートなので、舟を借りて自力で航行しなければなら

ない。テルナーテの現地人居住地区へ行って貸し舟を探したところ、小さいボートと大

きい船が見つかった。小さい方が廉いことは決まっている。島々を海岸線伝いに航行す

るのは小さい方が楽であり、安全だ。 

ウォレスは四人の助手を同行させることにしていたので、荷物を積み込むと人間が入

る余裕のほとんどなくなる小さいボートにもうひとりだけ、水先案内人を雇って加え

た。雇ったのはパプア人奴隷で、粗野でなく、注意深いところがウォレスの気に入っ

た。ボートはラウ・ケントンという華人からひと月５フルデンで借りた。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２２）」（２０２１年０５月１０日） 
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１８５８年１０月９日朝、一行は海に乗り出した。ところが百ヤードも進まないうち

に風が正面から吹いてきたので、仕方なく陸地に寄せる。午後３時ごろ、やっと前進が

可能になった。日没時に砂浜に上陸して食事を摂り、夜７時ごろ移動を再開した。その

ときドナティ彗星が出現したのを見て、全員が驚いている。 

１０月１０日、風向きが悪く、ティドーレの村近くで時間を過ごすことになる。鳥や

昆虫を探してみたものの、珍しいものはまったく見つからなかった。日没ごろやっと出

発して隣のマレ Mare島に達し、朝までそこにいた。 

 

１１日、モティ Moti

島に到着。更に移動を

継続して夜８時ごろに

マキアン Makian 島に着

いた。１２日はマキア

ン島を海岸沿いに南下

し、上陸して採集活動

を行う。夕方には島の

南端に到着し、そこか

ら次のカヨア Kayoa島

への１５マイルの海峡

を渡ることになる。と

ころがまた風向きが悪

くなったために、炎天

下に櫂漕ぎを強いられ

る破目になった。なん

とか海峡を渡って対岸

に着いたのは夕方。１

３時間をかけて１５マ

イルの海をやっと越え

た。 

ウォレスはマレを

Mareh、モティを

Motir、カヨアを

Kaioa、バチャンを

Batchianと綴っている。 

 

１４日はカヨア島を海岸沿いに南下する。その途中でサンゴ礁の浅瀬に出くわし、全

員が海中に降りてボートを引っ張る破目に。夜中に港村に着いたので、そこで一泊する
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ことにした。浜辺に近い場所に建物があり、そこはテルナーテのレシデンが業務で訪れ

るときに使用する宿舎だそうだ。そこにはプリブミ商人たちが泊っていたが、ウォレス

はかれらに混じって寝た。 

翌朝、ウォレスは村長を訪れて、数日滞在したいからレシデンの宿舎を開けさせるよ

うに依頼した。村長がそこへ行くと、ウォレスがそこを使うという話を聞いてプリブミ

商人たちはみんなどこかへ引っ越し、空き家になっていた。 

ウォレス一行は荷物をその宿舎に入れて仕事をしやすいようにアレンジし、終わると

さっそく採集活動にかかった。ウォレスは昆虫をたくさん採集して、午後、その整理を

していると、大人も子供も総出で村中がウォレスのしていることを見物に来た。 

１６日、ウォレスは処女林の中に分け入って素晴らしい場所を発見した。さまざまな

甲虫が実にたくさん棲息している。７０種くらいを捕獲した。そのうちの１２種ほどは

新種のものであり、それから数日間、かれは毎日そこへ通って新種の数を増やして行っ

た。鳥はたいして魅力的なものが得られなかった。 

ウォレスはカヨアの土着民に興味を抱いた。ムラユとパプアのミックスで、テルナー

テやジャイロロと同種なのだが、使っている言葉が違っている。周辺の土着語と似ては

いるものの、明白な違いがある。ひとびとはムスリムであり、したがってテルナーテに

従属している。 

この土地で採れる果実はパパイヤとパイナップルだけ。コメ・トウモロコシ・バナナ

は豊富だ。水質の良い湧水はウォレスたちが上陸した場所から近いところにひとつだけ

あるそうで、全住民がそこの水を飲んでいる。ここの男たちは優れた船大工であり、良

い船を作って他の種族に販売している。 

 

カヨアで５日間過ごした後、ウォレス一行はバチャンに向かい、１０月２１日夕方、

最終目的地に到着した。バチャンにもテルナーテのレシデンの宿舎がある。バチャンの

スルタンの秘書と名乗る人物にレシデンの紹介状を渡すと、秘書氏はその宿舎を使うよ

うに勧めた。ところが、そこは水の便が悪く、また建物の構造がウォレスの仕事の便に

即しておらず、おまけに原住民居住区の中にあるために、ウォレスはそこを遠慮し、原

住民居住区の外の、自然に近くて大自然に出入りしやすい場所にある家を使いたいと依

頼した。 

すると、村から炭鉱へ行く道路沿いにスルタンの持ち家があるから、明日それを見に

行こうという結論になった。炭鉱から４マイルほど手前の道路脇にあるその家に入るこ

とに決めたウォレスは、助手たちに建物を修理させて、翌日そこに入った。その日午後

にウォレスはスルタンに面会し、家を借りることの謝意を表明した。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（２３）」（２０２１年０５月１１日） 

 

このスルタンは感受性に満ちた老人で、ウォレスの仕事に興味を抱き、ウォレスのコ

レクションを見に来ることを約束した。バチャンは鉱物資源の豊かな島であり、黄金も

埋蔵されていて、住民人口が多ければこのスルタン国ももっと経済発展が可能なのに、

人口が少ないために鉱物資源の開発が一向に進まないことを、スルタンはたいへん嘆い

た。 

石炭が見つかったのは数年前で、それをオランダの蒸気船で品質検査するために港ま

で運び出すべく道路が作られた。結果的に品質があまり良くないと評価されたことか

ら、この炭鉱は見捨てられた。しかし最近、別のスポットでの採掘が開始され、囚人を

中心にして８０人がそこでの採掘に投入されているものの、いかんせん、人数が少なす

ぎる。道路のメンテナンスだけにでも何人もの作業者が必要なのだから、採掘作業にか

かる人数はおのずと減ってしまう。もしも品質が十分であると判定されたなら、線路を

設けてトラムで港に搬出する計画になっているそうだ。 

翌朝、採集活動が開始された。助手は鳥を撃ちに森に入り、ウォレスは虫を探しに別

の場所を探査した。そして戻って来た助手のアリが持ち帰った鳥を見たウォレスは狂喜

した。これまで見たことのない極楽鳥の一種、standardwing bird-of-paradise だった

のである。両翼に長い一対の白い羽があり、鳥はそれを自由に動かすことができる。後

にこの鳥は発見者であるウォレスの名前にちなんで Semioptera wallaciiという学名が

付けられた。日本語ではシロハタフウチョウと呼ばれている。 

 

バチャン島には土着民がいない。内陸部は無人の境であり、海岸部にいくつか村があ

るだけだ。バチャンの住民をウォレスは四種に分類した。最初にやって来たムラユ系バ

チャン人はテルナーテのムラユ系とほとんど違いがないが、言葉はテルナーテよりもは

るかにパプア系言語の影響が深く及んでいる。次にテルナーテやアンボンと同様のオラ

ンスラニで、ポルトガル系の外見を残していても、肌の色はムラユ系よりも暗い。祖先

の伝統的習慣を顕著に持っており、また言葉はムラユ語に多数のポルトガル単語や熟語

を含めている。三つ目はジャイロロ北部に由来するガレラ Galela人。パプア系の特徴

を持つ背の高いガレラ人はこの地域一帯を放浪し、大型のアウトリガープラフで別の島

に渡り、海岸部に住み着いてシカやイノシシを狩り、干し肉を作り、森を切り拓いてコ

メやトウモロコシを栽培している。四つ目はスラウェシの東半島部に由来するトモレ

Tomore人。かれらは別の種族に皆殺しされるのを避けるために、バチャンに移住して

来た。背は低く、言語はブギス系の言葉を話す。かれらは野菜を栽培して、村人に売り

に来る。 
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バチャンに着いてからほどなく、植民地政庁は従来からのドゥイッ銭を新たにセント

銅貨に変更したことを広報した。セントに交換するためにドゥイッはテルナーテに送ら

なければならない。ウォレスは持って来ていたドゥイッ貨６千個を送った。かれは一日

に５～６百個を使うのだから、バーター経済でない土地に行く場合は大量に小銭を持参

することになる。 

そんなことをしたためだろう、ウォレスの住居に泥棒が入った。泥棒が入ったと思わ

れる時刻の前後にウォレスの住居の方に行って戻って来た男を目撃した者がいたので、

その証言を元にウォレスは容疑者を告訴した。ところが、その容疑者はウォレスの住居

に近い川へ水浴びに行っただけであり、帰りに何かをサロンに包んでひっそりと持ち帰

ったのは、ココナツの実を二個取って来たのだが、他人に見られると恥ずかしいから見

られないようにしただけだと釈明し、結果的にその容疑者は無罪放免された。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２４）」（２０２１年０５月１２日） 

 

１２月半ばに、ウォレスは村の中に引っ越した。今度は村の西側の調査を行おうと考

えたためだが、テルナーテに戻りたくなった時も行動に移しやすい。オランスラニの部

落に手ごろな大きさの家が見つかった。オランスラニの日常生活習慣を知るのにも好都

合だ。 

オランスラニはキリスト教徒であり、クリスマスと新年を絶え間ない銃撃・ドラム・

バイオリンの音の中で祝う。音楽とダンスが大好きなかれらが習慣的に行っている社交

の集いを訪れたヨーロッパ人は驚くこと請け合いだ。 

暗い家の中の床は土間で、薄暗い明かりが二つ三つ、闇をほのめかしているばかり。

楽団はバイオリンと笛、太鼓とトライアングル。そして白と黒のポルトガル風衣装を着

た大勢の若者男女が集まって、カドリル・ワルツ・ポルカ・マズルカなどをたいへん活

発に、しかも上手に踊る。供されるのは泥っぽいコーヒーと甘いスナック類。ダンスは

何時間も続けられ、すべてが秩序と礼儀正しさの中で進行する。この種のパーティはコ

ミュニティの主要メンバーの回り持ちで週一回程度開かれる。来たい人が自由にやって

きて、あまり仰々しくない雰囲気で参加している。 

三百年もの間にかれらは言語を替え、ポルトガルに関する知識もほとんど消失してし

まったというのに、かれら自身の本質がいかに厳然と維持され続けているかということ

については、実に驚き以外のなにものでもない。かれらは見かけから立居振舞まで、ほ

とんど純粋ポルトガル人そのものだと言える。かれらは家財道具の貧しい家に住んでい

ても、ヨーロッパ風のドレスや日曜日のための黒づくめのスーツを必ず持っている。か
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れらは額面上でプロテスタントになっているのだが、日曜日の夕方は音楽とダンスの華

麗なる一時になるのである。 

 

男たちは良い腕前のハンターであり、週にニ三回、鹿やイノシシの獲物を部落に持ち

帰り、魚やニワトリの食事に豊かさを加えている。ここの島々でフルーツコウモリを食

べるのはほぼ、このオランスラニだけで、その醜怪な生き物をかれらはたいへんなごち

そうだと思っている。 

そのフルーツコウモリは年の初めに大群をなして果実を食べに飛来し、日中は小島の

枯れ木に数千匹が集まってぶら下がる。そこを棒で叩き落すと、たいへん容易に籠一杯

のこうもりを収穫できる。料理の際にはたいへん注意深い処理が必要とされる。皮は強

烈なキツネ臭を発散するので、皮をはぐとき、慎重な作業をしなければならない。料理

には大量のスパイスや薬味を使い、できあがった肉は野ウサギのような味わいがある。

オランスラニはムラユ人より料理が巧みであり、味付けのよいご馳走のバラエティには

圧倒的な差がある。バチャンのオランスラニはサゴをパン代わりの主食にし、たまにコ

メを食べ、野菜と果実はたいへん豊富だ。 

ポルトガル人がアジアの土着民女性との間に作った子供たちが、その両親のどちらの

系統よりも色黒になっているのはまったくの不思議である、とウォレスは書いている。

マラッカのポルトガルプラナカンもそうだったし、マルクのどこへ行っても同じように

なっている。南米でウォレスが見たポルトガル人子孫とそれは正反対の現象なのであ

る。ブラジルでは、ポルトガル人とインディオの子孫は肌の色がインディオのそれより

も明るい。バチャンの女性は外見的に男よりも柔和であるにせよ、粗野でいかつい印象

が強く、オランダとムラユの混血女性の美しさにはとても及ばない。純血ムラユ女性と

比較しても、たいていの場合負けている。 

 

バチャン村周辺を調べ尽くしたウォレスは、１８５９年３月２１日にカシルタ

Kasiruta島へ向けて出発した。カシルタはバチャン島の北西にほぼ横並びになってい

る島だ。そこにはバチャンスルタンの持ち家もあり、ウォレスはその家を使う許可を得

ていた。 

すべての荷物を積み込んだウォレスのボートは翌早朝にカシルタの小さい川に入り、

一時間ほどでスルタンの持ち家に着いた。その日はほぼ終日雨が降り、午後遅くやっと

上がったので、ウォレスは周辺の散策に出てみたものの、唯一の踏み分け道は泥沼にな

っていて前進不可能。まわりの処女林はあまりにも深く、暗く、湿っていて、鳥も虫も

期待できそうにない。ここの住民はサゴ・果実・魚・狩猟で生きており、処女林を開墾

して何かを栽培するようなことをしない。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（２５）」（２０２１年０５月１７日） 

 

翌日、助手を丘の方に送って鳥を狩らせたが、ありふれた鳥しかいなかった。明日出

発する、とウォレスは即座に決めた。翌早朝、ボートは川を下って河口に出てから、海

岸沿いに北へ向かった。およそ２時間後に、ガレラ人の住む小屋がいくつか建っている

ラグンディ Langundi村に到着した。 

ガレラ人はここでダマル damar（英語で dammar gum）を採集している。砕いたダマル

はほぼ１ヤードほどの長さのヤシの葉のパイプに詰めて、たいまつを作る。この地方に

住むたいていの原住民にとっては、それが唯一の夜間照明になっている。 

ウォレスたちはラ~グンディに１０日間いたが、鳥も虫も新種のものが見つからない

ため、４月１日にそこを引き払った。舟は早朝にラ~グンディを出発して、夕方にはバ

チャン島側の川に入り、川沿いに良さそうな家が建っているのが見えたので、そこに泊

まってみることにした。家のオーナーは尊敬できるムラユ人であり、寝室を貸してく

れ、またベランダを使うことも許可してくれた。周囲の森林に包まれたその場所が期待

を抱かせるものだったため、ウォレスはしばらくその家の一部を借りることにした。 

翌朝、家の周囲を歩いてみたウォレスは、珍しい昆虫をいくつか捕獲した。しかし数

日間の滞在で、鳥と蝶があまりいないことがはっきりしたため、そこを去ることに決め

た。ところが、そこでの滞在の最後の日に素

晴らしいことが起こったのである。 

ウォレスはバチャンに来て以来、ニコバル

ピジョン Nicobar pigeon（日本語はミノバ

ト）を手に入れることを期待していたのだ

が、その日までこの鳥の姿を見かけたのはカ

ヨア島でただ一度きりだった。ところがここ

での最後の日に、助手がついにニコバルピジ

ョンを持ち帰って来たのだ。ウォレスのバチ

ャン旅行が満足できるものになったのは間違

いあるまい。 

 

ウォレスはテルナーテに戻ることにした。

テルナーテからバチャンまで来るときに使っ

た小さい借りボートは、荷物を積んで水先案

内人と助手数人が乗り、先にテルナーテに向

けて出発した。ウォレスは政庁のボートでテル

ナーテに帰る手配をしたのである。 

ニコバルピジョン(ミノバト） 
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政庁のボートはバチャンの植民地軍守備隊にコメを届けるためにやってきていた。そ

のボートがテルナーテに帰る時に同乗させてほしいとウォレスは指揮官に依頼して了承

された。バチャン出発は４月１３日であり、ウォレスはちょうど６カ月マイナス１週

間、テルナーテを離れていたことになる。 

このボートはコラコラ kora-koraと呼ばれるマルク地方土着のもので、左右に竹のア

ウトリガーが付いており、舷側は低く、悪天候にはきわめて弱い。舷側には１２人の漕

ぎ手が座り、中央部はキャビンがあって荷物や同乗者を収容することができる。 

櫂漕ぎが行われるとき、木製ドラムが打ち鳴らされる。ドラムのビートに合わせて漕

ぎ手が動きをそろえるのだが、なんともすさまじい喧噪が船内に満ちる。ドラムを叩く

のはふたり、そして漕ぎ手もかれらもテルナーテスルタンに命じられてその仕事に従事

している者たちである。 

ほとんどがテルナーテのムラユ系である漕ぎ手はマットを持って舷側に座り、寝る時

もそこで眠る。食べ物は乾燥サゴと塩魚、漕ぐ時は滅多に唄わないが、目的地に着くと

きに気分が高揚すると唄ったりする。かれらはあまりしゃべらない。 

同乗者はジャワ人兵士が３～４人、刑期を終えた犯罪者ふたり、学校長の妻と使用

人、華人商人。コラコラはテルナーテへの帰路にあちこちの場所に立ち寄ったので、三

日間の航海になった。その間、同乗者は狭いキャビンの中で雑魚寝した。 

船首に小さい調理場があって、そこでコメを炊いたり、湯を沸かしてコーヒーを淹れ

ることができる。もちろん材料は全部自前だ。しかも大勢がその場所を使うから、各自

がもっとも妥当と思う時間にそこを使うことになる。だから食事の時間はひとによって

大違いになった。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２６）」（２０２１年０５月１８日） 

 

テルナーテに到着する前日、コラコラはマキアン島に立ち寄った。大勢が浜に上陸し

てたくさんのバナナや果実を取って来た。その夜、みんなが眠りに落ちた直後に蛇騒動

が起こった。二匹の毒蛇がキャビンの中にひそんでいたのである。蛇退治を終えて、み

んなは安心して眠りに落ちた。 

翌日、ウォレスと助手は懐かしいテルナーテの家に戻って来た。バチャンの旅で得た

すべての物は無事にその家に届いた。 
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１８５９年５月にウォレ

スは、かつてマカッサル

からアンボンへ行く時に

一日滞在したことのある

ティモール島クパンを訪

れたあと、６月に北スラ

ウェシのマナド Manadoに

向かった。マナド到着は

６月１０日で、マナドに

昔から定住してビジネス

を行っているイギリス人

のタワー氏に迎えられ

た。 

キングオブテルナーテの

異名を取るダウフェンボ

ーデン氏の息子のひとり

がマナドで事業を行って

おり、タワー氏の友人で

もあった。タワー氏はま

た、友人のネイス氏も紹

介してくれた。ネイス氏はマナドのネイティブであり、インドのカルカッタで教育を受

けた人物で、英語・オランダ語・ムラユ語がかれの母語である。 

マナドの小さい町はたいへん小ぎれいなところだが、周辺が何マイルにもわたってコ

ーヒーとカカオの農園になっており、ウォレスの採集活動に適した場所を探すのはたい

へんだ。マナドの新たな友人たちはそんなウォレスにさまざまな助言や支援を惜しまず

に与え、ウォレスの仕事を大いに助けてくれた。 

 

ミナハサの土着民はヌサンタラ島嶼部の住民の中で、ちょっとした変わり種だ、とウ

ォレスは書いている。肌は明るい黄色や褐色でヨーロッパ人に近い。背は低めだが頑健

な造りであり、顔つきもオープンで見目が良い。加齢が頬骨を高めるために顔の相が変

化する。頭髪はムラユ系と同じで黒い直毛だ。 

内陸部に住んでいるのは純血種であり、男女共にハンサムだが、海岸部の住民は混血

が進んでいて、周辺地域の土着民とあまり違いがない。 

精神面やモラル面の特徴も、ミナハサ族はたいへんな特異さを持っている。もの静か

で柔和な姿勢が顕著であり、自分より上位にあると思われる相手に対して服従的になる
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ため、より高度な文明に出会うと、その習慣を学び、見倣おうとする。かれらは頭の良

い工人であり、かなり高い知能教育を受容する能力を持っているように思われる。 

ミナハサ族は比較的最近まで蛮族であり、いくつかの部落には酋長に率いられた部族

が住んで、互いに殺し合いをしていた。家屋は高い柱の上に作られ、敵が攻め込めない

ようにしたいた。かれらは首狩り族であり、また人食い族だったと言うひともある。酋

長が死ぬと、その墓には新しい首が二個備えられた。敵の首が得られないときには、奴

隷が敵の身代わりにされた。 

人間の頭蓋骨は酋長の家の最高の装飾品だった。集落の外にあるのは道なき道の土地

にいささかの水田や野菜畑、果樹林などだけ。かれらの宗教は大自然の特殊な現象が未

開人の精神に湧き起こさせるたぐいのものであり、燃える山・奔流・湖などが神のすみ

かであり、ある種の樹や鳥が人間の行動や運命に影響をもたらすと考えた。神は人間

を、存命中あるいは死後に、動物に変える力を持っていると考えられ、神を慰撫するた

めに祭りを行った。 

周囲のすべてを敵にして戦争し合う隔絶された小コミュニティが、生活改善やモラル

の進歩への欲求も展望もなしに他律的な状況の中で代々生き続けて来た、という真の野

蛮さの姿をわれわれはそこに見ることになる。そんな歴史に変化が起こったのは、１８

２２年にコーヒーの農園開発とそのトライアルが行われたときだった。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２７）」（２０２１年０５月１９日） 

 

海抜５百フィートから４千フィートまでの高地でコーヒー栽培が驚異的な成功を示

し、酋長たちにコーヒー栽培の勧誘が強く行われ、ジャワからプリブミ指導員と種が送

られ、農園作業者には周辺部落で栽培される食糧が用意され、生産されたコーヒーを政

府買取所に引き渡すと政府の定めた価格で買い取られ、マヨール Mayorの地位を与えら

れた酋長にはその５％が支給された。 

その後、マナド港と高地を結ぶ道路が作られ、村々の間も小さい道路網でつながれ

た。宗教伝道団が町にやってきて布教を行い、また学校が作られた。土着民がコーヒー

栽培で得た金を目当てにして、華人商人が衣服やさまざまな品物を販売しにやってき

た。その一方で地域は行政地区に分割され、ジャワで優秀な業績をあげたヨーロッパ人

もしくはヨーロッパ系プリブミ監視官が送り込まれた。監視官は担当行政区の総合的監

督を行い、今やマヨールとなった酋長の相談役になり、民衆の保護者になり、酋長とそ

の配下の民衆が植民地政庁との間に行うあらゆる関係の仲介者にもなった。 
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監視官はその職務のために毎月一度所轄地域内のすべての村を訪れ、月報を直属上司

であるレシデンに提出した。村と村の間で戦争の種になっていたあらゆる諍いは、より

文明的なシステムを行う監視官によって調停され、土着民はその決定に服従する傾向を

持ち、実力抗争が消滅していった。そうなると、敵の攻撃への防御として作られてきた

砦のような住居は不便さばかりが目立つようになり、監視官が持って来た家屋構造の住

居に一律に建替えられた。ウォレスがやってきたのは、そんな野蛮時代からまだ四十年

も経過していない時期だったのである。 

 

６月２２日午前８時、ウォレスはロッタ Lotta村の訪問に出発した。タワー氏が最初

の３マイルを馬車で送ってくれ、そこからネイス氏が馬でウォレスをロッタ村に案内し

た。巡回視察を終えたトンダノ Tondano地区監視官がそこにいて、ウォレスが観察のた

めに村々を回るための案内兼付添い役を買って出てくれた。 

南へ下るほど高原は上昇して涼しさが増し、美しい景観が楽しめる。村を三つほど通

過したが、どの村も小ぎれいで清潔さに満ち溢れ、ウォレスを感嘆させた。木造の家々

は６フィートほどの高さのしっかりした青色の柱の上に作られ、どの家にも手すりで囲

まれたベランダがあり、家の周囲はオレンジの樹や花をつける灌木で囲まれている。そ

してこの地の景観は、美しいと言われてウォレスが想像していたものをはるかに凌駕し

ていた。 

午後１時ごろ、トンダノ地区の中心地トモホン Tomohonに到着した。一行は土着民マ

ヨールの家で食事することになった。マヨールの家は風通しの良い大きな家で、地元産

の硬い木で作られ、優れた職人の手で形よく組み上げられていて、ウォレスはその完成

度に驚かされた。家具調度品はヨーロッパ風に整えられ、見映えの良いシャンデリアラ

ンプが吊り下がり、テーブルも椅子も地元の腕の良い職人の手で作られたものだった。 

きれいに櫛の入った黒い頭髪にこざっぱりした白い正装のふたりの少年が客人ひとり

ひとりに水の入った容器と清潔なナプキンの載った盆を渡し、さまざまに調理された鶏

とロースト・シチュー・フライのイノシシ肉、そしてコウモリ肉・ポテト・米・野菜の

フリカッセが上等の陶製食器に置かれて供され、豊富なクラレワインとビールが添えら

れた。スラウェシ島の山の中の土着民首長の食卓にそのようなあり様を見出したこと

に、ウォレスは信じられない思いを抱いた。 

マヨールは黒のスーツにパテント皮の靴を履き、自然で優雅にふるまった。ホスト席

に着いて歓待してくれたが、あまり多弁でなかった。会話はすべて地元の公用語である

ムラユ語でなされた。監視官は東インド生まれの混血であり、かれにとって流暢な言葉

は唯一ムラユ語だった。[ 続く ] 

 

 


