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「イギリス人ウォレス（２８）」（２０２１年０５月２０日） 

 

マヨールの父親はここの部族の酋長であり、木の皮の衣服を着て高い柱に載った家に

住み、その家は人間の頭蓋骨が至る所に飾られていた。その息子がここまで変わったと

いうのは、驚嘆すべき変化だろう。もちろんウォレス一行はできるかぎりの最良のもて

なしを受けたわけだが、マヨール側はこのようにヨーロッパ化してヨーロッパ人と交際

できることにたいへんなプライドを感じているのが明白だ。 

食事とコーヒーの後、監視官のベンスナイダー氏はトンダノの自宅に向かったので、

ウォレスは自分の荷物が到着するのを待ちながら、トモホンの町を散策した。結局、荷

物が到着したのは真夜中だった。 

夕食も昼食と同じように、豪華な食事が供された。そして休息する段になって、たい

へん小ぎれいで快適な寝室に案内された。 

翌朝起きてベランダの温度計を見ると華氏６８度になっていた。ここは海抜２千５百

フィートであり、普通の最低気温なのだそうだ。ウォレスはバラ・ジャスミンその他の

良い香りの花々の匂いに包まれて、ベランダで新鮮なバター付きパン、卵、コーヒーの

朝食を摂った。そして午前８時、十数人に担がれた荷物と共にトモホンを出発した。 

 

海抜４千フィートの高い峠を越えた後、道は下り坂になって５百フィートほど降下

し、ミナハサで最も高所にある村、ルルカン Rurukanに着いた。スラウェシ島でもきっ

と最高所ではあるまいか。ここはほんの十年くらい前にできた村で、ウォレスがここま

での道中に見て来た村々と同様の、きれいで清潔な様子をしている。高所が生物体系に

どのような変化を及ぼしているのかを観察するため、ウォレスはしばらくここに滞在す

ることにした。 

この村は山岳斜面にできたあまり広くない平地に作られており、ここから斜面は眼下

のトンダノ湖めがけて、緑の絨毯となって下降して行く。村の周囲はコーヒー農園で、

農園は政府が開き、農作業は首長に統率されて村人たちが行っている。 

草取りの日や獲り入れの日が定められていて、その日にはゴン gongが打ち鳴らさ

れ、総数７０軒の村人たちがそれを合図に農園に向かう。各戸からその仕事に出た時間

数が記録されて、収穫を政府に納めて得た金はその時間数に応じて各戸に分配される。

政府のコーヒー収集倉庫は各地区の中心部に設けられ、各村が産物をそこへ納入すると

政府が定めた低い固定価格で買い上げる。マヨールや首長には一定比率で給付がなさ

れ、それ以外の報酬は村人の間で分配される。このシステムはたいへん円滑に機能して

いる、とウォレスは書いている。原住民の生活秩序を確保するのにこれは優れた方法で

あり、だれかれ構わず自由市場原理に従わせることが良いことであるとはかぎらないの
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だから、オランダ領東インド植民地政庁はミナハサ土着民の文明化をすぐれた方法で行

っているというのがウォレスの意見だった。ここの村人はかなり広い水田を営んでい

て、毎年、数百ポンド相当のコメの収入も得ている。 

ルルカンでの滞在でウォレスは村の端にある家に住んだ。絶壁から下の谷川を覗き込

むようにして建っている印象だ。そのベランダからの風景は実にすばらしい。朝はたい

てい温度計が華氏６２度を指し、日によって８０度まで上昇する日もあれば、ほとんど

終日変化しない日もあった。熱帯用の衣服で毎日過ごしているウォレスは、日によって

涼しいばかりか、寒く感じることすらあり、外の湧水で水浴するときなど、まるで氷の

ようだと思うこともあった。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（２９）」（２０２１年０５月２１日） 

 

このような高所で下界と異なる動植物相を見ることができるかもしれないと考えてい

たウォレスはたいへん失望した。気温が低くて高地であるという地勢的特徴が暑い低地

とは異なる生物相を見せてくれるのではないかというかれの期待は、当てが外れたので

ある。鳥や四つ足動物は単に低地より数が少ないというだけで、特別変わった種は見出

せなかった。植物でさえよく似たありさまで、低地では見ることができないというもの

などまるで見当たらなかった。コメですら、この華氏８０度を超えない土地で豊かに実

っているのだから。それでも昆虫だけは低地より多少とも異なるものを見つけることが

できた。 

ウォレスはミナハサの山岳地帯が急斜面でさえ肥沃な土壌の土に覆われていることに

着目した。ミナハサの山岳部にそのような現象を生んでいる原因がそこにあるのではな

いかという見解だ。ヨーロッパや他の地方にある、岩が露出して土の乏しい山岳地帯で

見られる現象は、それがゆえにミナハサに当てはまらないのではないかとかれは考え

た。 

 

数日後、ウォレスはルルカンを後にしてトンダノ湖に下った。そこには人口７千人の

トンダノ村があり、ベンスナイダー監視官が住んでいる。夜は監視官の家に泊まり、翌

朝９時にトンダノ湖をボートで縦断する旅に出た。１０マイルほど離れた対岸のカカス

Kakas村に向かう。 

カカス村の首長の家で昼食を摂ってから、４マイルほど南のラゴワン Langowan村に

案内された。そこが生物採集のためには適地だろうとみんなが推薦したのだ。ウォレス
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は村の来訪者用ゲストハウスを宿舎に与えられた。ふたりの地元民が鳥撃ち役と森林案

内役の仕事を与えられた。 

 

翌朝、森を目指したウ

ォレスは、森に到達する

ためにコーヒー農園の中

を４マイルも歩かなけれ

ばならないこと知った。

これでは採集と観察活動

に使える時間がかなり狭

められるため、時間がも

ったいない。かれはもっ

と森に近い場所に移るこ

とを希望した。 

ベンスナイダー監視官

と隣の地区の監視官がウ

ォレスの希望に合う場所

として、ラ~ゴワンから更

に６マイル南に下ったパ

ンフ Panghu村を推薦し

た。ウォレスは火山の温

泉を見に行ったあと、そ

の翌日にパンフ村に移った。パンフ村の旅人用の宿がウォレスの宿舎になった。その建

物は旅人が休憩したり夜を明かすために建てられたもので、ベランダと部屋がひとつず

つの小さいものである。だが確かにその建物からは森が近いために立地条件は悪くな

い。ウォレスの期待は高まった。 

ところが、鳥撃ちの助手が、ひとりはトンダノで熱と下痢に倒れて同行できなくな

り、もうひとりもラ~ゴワンで胸部に炎症が起ったために置いて来ざるを得なくなっ

た。パンフ村の地元民を最初は当てにしたのだが、この年は雨季が早まったために稲の

獲り入れで村人たちは大忙しの態であり、ウォレスに付き合える者などひとりもいな

い。しかし地元の子供二人が吹き矢の名手で、粘土の弾丸を使って小鳥を獲り、頻繁に

ウォレスのところに持って来た。珍しい鳥も中にはあったものの、鳥のコレクションは

停滞気味だった。 

反対にウォレス自身が集める昆虫は大いに成果が上がった。量的にも質的にも満足で

きるものだったようだ。もちろん、いくつかの新種も手に入っている。 
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雨季に入って活動があまりできなくなり、しかも鳥撃ちの助手もいない状態でパンフ

村に 

長居をしても仕方ないため、ウォレスはマナドに戻った。マナドでは、２週間使って

コレクションを乾燥させて送り出し、助手を新たに雇って再出発の準備を整えた。今度

はマナドから東方にあるクラバッ Klabat火山の麓のルンピアス Lempias村を目指すの

である。 

荷物担ぎ人は自分の村から隣村まで運ぶだけ。隣村に着いたらその村の者にバトンタ

ッチする。おかげで、荷物の引き継ぎのたびに出発が遅れ、１８マイルの距離なのに一

日がかりになってしまった。最終的に荷物が全部届いたのは真夜中だった。 

ウォレスはルンピアスでバビルサとアノアの頭蓋骨を手に入れた。またマレオも手に

入れた。この地域へやってきたのは、それが目的のひとつだったのである。１０日ほど

採集活動を続けてから、ウォレスは北スラウェシ半島部の先端リクパン Likupangへ移

動した。そこはバビルサやアノアの宝庫だ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３０）」（２０２１年０５月２４日） 

 

リクパンの気象は山岳部と大違いであり、四カ月間、雨が一滴も降らない。それでウ

ォレスは一週間、ビーチに泊まることにした。マルク行政長官であるゴールドマン氏の

長男が塩の製造プロジェクトのためにリクパンに来ており、ウォレスの来意を知って、

狩猟パーティを行うことを提案した。 

ウォレスはゴールドマン氏の子息、リクパンのマヨールとその配下の男たち十数人、

そして二十匹ほどの猟犬に付き添われ、人里離れた猟場へ出かけた。最初はボートで移

動し、上陸してから徒歩で森の中を進む。目的地に向かっているとき、一行はすでにア

ノア１頭とイノシシ５匹をしとめた。ウォレスはアノアの頭部を確保した。 

目的地に着くと、数日間滞在するために小さい小屋が作られた。ウォレスはマレオを

狩って皮をむくのに専念し、ゴールドマン氏の子息とマヨールはイノシシ・バビルサ・

アノアを狩ることにした。 

一行は三日間で大量のイノシシとアノアを２頭獲得したが、アノアは猟犬のために標

本にできるような状態でなかったため、ウォレスは頭部だけをもらった。狩猟パーティ

はお開きになり、一行はリクパンに戻ることになったが、ウォレスはもう三日そこにい

てマレオをもっとたくさん狩ることにした。 
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最終的に状態の良いマレオが全部で２６羽採集され、毎日マレオの肉と卵を飽きるほ

ど食べることができた。三日後、マヨールが約束通りボートを送って来たので、ウォレ

スは荷物をそれに託し、ウォレスと助手ふたりは地元民のガイドに付き添われて陸路を

リクパンに向かった。およそ１４マイルの距離を、密林を抜けて帰ったのである。 

数日後、ウォレスはリクパンからマナドに馬で戻った。そして、次のアンボン行き郵

便船が来るのを待った。 

 

ウォレスがマナドを去ったのは１８５９年９月で、１０月にアンボンに入り、アンボ

ン湾の奥にある小さい家を借りてひと月滞在した。かれはそこで北スラウェシ・テルナ

ーテ・ジャイロロで集めたコレクションの梱包を行った。１１月にテルナーテに向かう

郵便船がアンボンに来ることになっていて、コレクションをそれに託してテルナーテに

送り、ウォレスはアンボンからセラム Seram島の探査にかかることにしていたからだ。

ウォレスはセラム島を Ceramと綴っている。 

かれが求めていた蝶がそこで豊富だという話を聞いていたためにウォレスはパッソ

Passoに家を借りたのだが、シーズンが外れていたことが分かってがっかりした。鳥も

豊富でなかったものの、珍種を手に入れることができた。また美しく珍しいコガネムシ

を手に入れることもできた。 

パッソのその家はアンボン湾と東側の海を切り離す地峡になっていて、東側からやっ

てきたボートはその砂州の上を引きずられて地峡を通過し、アンボン湾に入って行く。

ウォレスが借りた家の前を右から左から、引きずられたボートが往来しているという図

だ。 

パッソに滞在中、パンの実を豊富に食べることができたのはたいへんな贅沢だった、

とウォレスは書いている。パンの実は種も果肉もおいしいので、種が植えられることが

あまりなく、結果的にパンの樹はどこへ行っても少ない。おまけに結実シーズンも短い

ために、外来者にとってはきわめて珍しい食べ物になる。たまたまその村は周囲にパン

の樹がたくさんあって、ウォレスは毎日その実を食すことができた。 

スライスして揚げたり、カリやシチューにもしたが、一番おいしいのは丸ごと熾火で

焼き、中身をスプーンですくい出して食べる方法だとウォレスは書いている。ウォレス

に言わせると、ヨークシャープディンのようだそうだ。甘味をつけても、塩味でもおい

しい。肉と一緒にグレービーソースで調理すると、けっこうな野菜になる。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３１）」（２０２１年０５月２５日） 
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１８５９年１０月２９日午前３時、セラムに向かう船がアンボンを出た。数日前に出

港を予定していたファン・デル・ベック船長は、やって来ない乗組員を探し回って、や

っと全員を集めた。これで出発できると思いきや、今度はウォレスの助手がふたり姿を

消すという難儀が続いた。 

ひとりは別れの盃で酩酊していたのが見つかったが、もうひとりは湾の向こう側へ行

ってしまったという話で、連れて行くのを諦めるしか仕方なかった。出発した後、船は

アンボン東側の村に立ち寄って宣教師の住宅建設用の木材を積み込み、三日目にセラム

島のハトスア Hatosuaに到着した。そこには船長の所有する農園があり、ウォレスはそ

こに滞在して観察と標本採集を行うことにしていた。 

広さが２０エーカーあるその農園は主にカカオとタバコが栽培されていて、作業者が

住んでいる小屋がある一方、屋根付きのタバコ乾燥場もあって、ウォレスはその一画を

使わせてもらうことになった。テーブル・イス・ベッドなどを配置して数週間滞在する

構えを作ったものの、数日で期待外れであったことが判明した。 

甲虫はたくさんいるが、バラエティに乏しく、しかも既にアンボンで見ている種ばか

りであり、近くの森も踏み分け道は皆無で、おまけに鳥も蝶もあまりいない雰囲気だ。

ここに長居をしても、セラム島のことは分からないと考えたウォレスは場所を変えるこ

とを計画した。 

知り合ったポリグロットのファン・デル・ベック船長は物知りで愉しい男であり、か

れと別れるのは残念だったが、採集と観察のほうが重要なのである。サパルア Saparua

の副レシデンに手紙を送り、移動のためのボートの手配を依頼したところ、乗組員が２

０人もいるかなり大型のボートがやってきたので、夕方エルピプティ Elpiputiに向け

て出発した。エルピプティは現在 Elpaputihという県名になっている。 

 

エルピプティ

で数日滞在する

つもりだった

が、二日かけて

着いてみると付

近に処女林もな

く、ここも時間

の無駄になりそ

うだったので、

ウォレスは移動

を続けることに

した。 
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更に１２マイル進むと、カカオ農園の建設が真っ最中のアワイヤ Awaiya村があっ

た。多分、現在 Awayaという名称の村がそれだろう。ヨーロッパ人農園マネージャー氏

が付き添ってくれて村の首長に会いに行き、ウォレスが滞在するための家を世話しても

らった。ボートと２０人の男たちはそこで解放した。 

 

アワイヤ村は最近できた村で、住民は内陸部から移り住んだ土着民がほとんどを占め

ている。セラム島の海岸沿いの村々は、内陸部の土着民を教化するためにアクセスの便

の良い場所に引っ越させる受け皿として植民地政庁が作っている。同時にそこに農園を

設けて移住した土着民の仕事場を用意し、生産物は政庁が集めて経済資源にするとい

う、実に巧みな好循環システムが行われている。 

アワイヤ村には学校があり、アンボン人プリブミが校長で、毎朝たくさんの生徒がや

ってくる。学校は宣教団の布教活動の一環として営まれていて、原住民のキリスト教化

が図られている。大きい村にはたいてい、宣教団の人間が駐在している。しかし外から

見た限りでは、キリスト教化がなされた村と、未教化村の違いはあまり目立たない。セ

ラム島北部や東部沿岸の村々はムスリムであり、南西部がキリスト教徒のエリアになっ

ている。 

アワイヤ村の住民は褐色の肌に縮れ毛で体格の良いパプア系のひとびとが大半で、裸

に近い姿で暮らしている。キリスト教化した原住民は服を着るようになるので、それが

目印になっているようだ。 

ファン・デル・ベック船長はキリスト教徒村の住民を、救いがたい怠け者である上

に、泥棒で嘘つきで酔っ払いだとこきおろした。アンボン在住の友人やヨーロッパ人居

住者あるいは商人たちも、まったく同じ批判をした。サーバントに雇うのなら、たとえ

前科者であってもイスラム教徒の方がましなのだそうだ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３２）」（２０２１年０５月２７日） 

 

イスラム教徒は宗教の中で自制を習慣付けられ、決まりを破らないことが実生活の中

で身に着いている。豊かな欲望に加えて犯罪や怠惰への誘惑に包まれているひとびと

と、そうでないひとびとが一緒にそこにいるというのが現実の姿なのである。それに加

えてもうひとつある別の要因としてウォレスが感じたのは、原住民キリスト教徒が持つ

傾向として、キリスト教徒になったことでヨーロッパ人とほぼ同等の地位を得たのだと

いう意識に浸り、それがイスラム教徒に対する自分たちの優越感をかき立て、その結果
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として商売をしたり自分の土地を耕作して生きる努力をするのを見下すオリエンテーシ

ョンを持たせていることだ。 

文明化のまだ未発達なレベルのひとびとにとって、宗教とは儀式的形式的なものがほ

ぼ全体を占める。キリスト教ドクトリンの理解も、モラルの教えへの服従も弱い。そん

なキリスト教徒原住民の中で、ポルトガル人プラナカンであるオランスラニはまだ優れ

た階層だろう。より文明的であり、勤労的・生産的であって、ムラユ人とあまり遜色が

ない。ただし酔っ払い傾向という大きい弱点が長所を割り引いている。 

 

アワイヤ村でも、ウォレスのコレクションはたいした進展がなかった。そこから数マ

イル先にあるマカリキ Makariki村から、セラム島を縦断して北海岸に抜ける道があ

る。アワイヤ村で三週間過ごしたころ、ニューギニアで知己を得たローゼンベルフ氏が

ウォレスを訪ねて来た。同氏はいま、セラム島のその地域の監督官をしている。そして

セラム島内陸中央部の山中の清流で捕まえた珍しい蝶をウォレスに見せ、その場所に数

日滞在すればウォレスにとって大きい成果が上がるかもしれないと勧めた。 

翌日、ローゼンベルフ氏はウォレスを誘ってマカリキを訪れ、ウォレスがセラム島中

央山岳部への徒歩旅行を行うための荷物担ぎ同行者を集めるよう、マカリキの首長に指

示した。クリスマスが近づいているため、早急に出発する必要がある。二日間でひとを

集めることで合意がなされ、ウォレスはアワイヤ村に戻って旅の準備を行った。 

ウォレスが雇ったアンボン人鳥撃ちはアワイヤに残して、鳥を撃って皮をはぐ仕事を

続けさせることにした。ウォレス自身は６日間の旅程に必要な最低限の荷物を持ち、蝶

の捕獲が上手なアワイヤの若者ひとりだけを連れてマカリキに向かった。 

 

１８５９年１２月１８日、同行を命じられたマカリキの６人の男たちとともに、ウォ

レスはマカリキ村を出発した。男たちはウォレスの荷物と自分のための荷物を担いでい

る。最初の一時間、たくさんある泥穴を隠している濡れてもつれた下草の上を一行は元

気よく歩いた。いくつか小川を越えてから、セラム島で一番大きいルアタン Ruatan川

の岸に出た。この川は深く、流れが速い。しかし迂回路はないのだ。 

男たちは荷物を頭の上に載せて流れを越えて行った。水はほとんどかれらの腋の下ま

で達している。中のふたりがウォレスの渡河を助けるために戻って来た。ウォレスは川

に入り、腰の上まで流水に浸った。深みでウォレスが前進しようとして脚をあげたあ

と、なんと足を川底に下ろすことができなかった。ふたりに助けられて、ウォレスはな

んとか渡河に成功した。いつも裸足で出歩いている原住民の足の裏の握力はたいへんな

強さだとウォレスは感心した。 

そのあとしばらく進んでから、半時間ほど朝食を摂り、ふたたび正午ごろまで歩き続

けた。地層が砂礫から岩石に変わって低い丘に囲まれた窪地から山峡に入り、水流を渡
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り、あるいは森を横断しているうちに午後三時になって、空が雲に覆われ、山の方から

雷の音が聞こえて来た。嵐が近付いているのだ。早急にキャンプの準備をしなければな

らない。キャンプに良い場所を探していると、ローゼンベルフ氏が前に使った小屋が見

つかった。 

かれが寝るために作った小屋の枠だけが残っているので、すぐに枝葉を伐り集めて屋

根を葺く。そのときにはもう雨が降り始めていた。男たちはウォレスのための寝屋を用

意してから、それぞれが適当な場所を探して嵐が通り過ぎるのを待った。嵐の後は至る

ところで小川が激流に変わるため、いずれにせよ、前進するには水が引くのを待たなけ

ればならない。嵐が去ったので火を熾し、ウォレスはコーヒーを愉しんだ。男たちは魚

とバナナを焼いて夕飯だ。すぐに闇が降りてきて、初日の夜はゆっくりと休んだ。[ 続

く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３３）」（２０２１年０５月２８日） 

 

１９日の朝は午前６時に出発した。前日と同じような行程を３時間ほど続け、その間

に三十数回、膝までくらいの深さの小川を渡った。朝食の後、また前進を続けて、山越

えの長い道を通過した。山は海抜１千５百フィートくらいの高さだ。その急な斜面を下

ったところに小川があり、そこが島の中心部だった。ウォレスはそこでニ～三日、採集

活動を行うことにした。 

男たちはウォレスのために寝屋を作り、かれら自身は前の旅人が作った寝屋を使っ

た。ウォレスはそこに二日半いて、全部で６０匹近い蝶を採集することができた。ウォ

レスはひと月ほど、このような山の奥深くに滞在したいと思ったものの、山奥には村が

ないため諦めざるをえない。もしも人里があれば、クリスマスを終えてからかれはまた

やってきたことだろう。 

６日間の旅を終えてマカリキに戻ったウォレスは、その足でアワイヤに向けてボート

で出発した。ところが海上で嵐に見舞われ、その日夕方遅くずぶ濡れの状態でアワイヤ

に帰着することになった。 

セラム島に滞在中、ウォレスはひっきりなしに超小型のダニに噛まれて、頭から足ま

で炎症だらけになった。目に見えないのだから、蚊や蟻などの害虫より始末に悪い。ア

ンボンに戻った後にそれが重篤化して、二カ月間、外を出歩くことができなくなった。 

 

１８６０年２月２４日、体調を回復させたウォレスは二度目のセラム島探査に赴い

た。マルク行政長官から全村落首長に宛てたウォレスへの協力要請状をもらって、ウォ
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レスはまずアマハイ Amahaiにボートで向かった。アワイヤが現在のエルパプティ湾の

ほぼ入口に位置しているとするなら、マカリキは湾の一番奥深く、アマハイはマカリキ

からずっと南方の湾の端にあり、アワイヤと湾をはさんで対面している。 

ウォレスはアマハイに到着して首長に舟の手配を頼んだ。このような状況に直面する

とあれやこれや理由をつけてすぐにできないことを言いだすのが普通の展開であるとい

うのに、アマハイの首長は稀に見る傑物だった。なんと即座に舟の手配を命じ、必要な

人数を集めてその夜のうちにウォレスの荷物を積み込ませ、マストを立てて帆を張ら

せ、いつでも出発できる手はずを整えた。プリブミ首長の中にこのような人物がいるこ

とに、ウォレスは感銘を受けた。 

舟は翌朝５時に出発し、東方に向けてセラム島南岸を進む。途中セパ Sepaに立ち寄

ってからタミラン Tamilanで夜を過ごした。翌日昼ごろ、ハヤ Hayaに到着。アマハイ

から乗って来た舟はここまでしか行けないので、ハヤでボートを手配しなければならな

いのだが、十分な大きさの舟がない。 

だったらハヤにあるボートを２隻使えば十分に事足りるわけだが、ハヤのラジャは４

隻使うよう主張した。多分、ラジャの配下にある四つの村のふたつだけに義務を与える

のが難しかったのだろうとウォレスは解釈した。アマハイを出てから上陸した村々はす

べてムスリムの村だが、どの村でも酒を分けてくれと求められた。本当に名前だけのイ

スラム教だとウォレスは書いている。 

翌日、ハヤを出てトゥルティ Teluti湾に入った。海上からセラム島中央山系の姿が

よく見える。総勢６０人が操る４隻のボートは速い太鼓のビートに合わせて元気よく櫂

漕ぎを続ける。太鼓の喧噪と漕ぎ手の唄、そして叫び声。４隻の船団は穏やかな海上を

順調に走った。 

トゥルティに到着すると、地元のオランカヤとラジャの部下が一行を出迎えた。ウォ

レスが数日間滞在するための宿舎が用意されていて、そこで歓迎会が開かれた。しかし

鳥に関する情報を地元民に尋ねてみると、珍しい鳥の情報はない。ラジャがトゥルティ

に珍しい鳥がいるという話をしたのでやってきたが、どうやら長居する価値のない場所

のようだとウォレスは思った。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３４）」（２０２１年０５月３１日） 

 

トゥルティ村は人口が多いが、乱雑で汚い。サゴの樹は普通、低地の湿地帯で成育す

るものなのに、ここでは珍しくサゴ林が山の斜面にできていた。ウォレスが細かく観察
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したところ、多雨のために斜面にできた湿地にサゴ林があって、特殊な要因がその現象

を起こしているのでないことが判った。 

トゥルティの原住民はほんの狭い土地にトウモロコシやサツマイモを植える程度で、

大した栽培活動を行わず、サゴを主食にして生きている。それがここの地における昆虫

類のバラエティを狭いものにしている。 

村のオランカヤはきれいな服を着、上等のランプや高価なヨーロッパ製調度品を持っ

ているものの、日々の食生活は他の貧困者と同様のサゴと魚を食べているだけだ。 

 

ウォレスはトゥルティに三日逗留してから、ハヤから来た時と同じサイズのボート２

隻でトボ Toboに向けて３月６日に出発した。トボにしばらく滞在するつもりだったの

で、その間中ボートをずっと使わせてほしいと依頼し、トゥルティ側は強い難色を示し

たものの、最終的になんとか了承させることができた。 

３月７日夕方、バトウアサ Batuasaに到着。ここからトボのラジャの領地が始まる。

トボ村そしてオソン Osong村で漕ぎ手を増やし、オソンからはトボのラジャまでが乗り

込んで一緒にキサラウッ Kisalautに進んだ。ラジャはキサラウッに家を持っていて、

ウォレスにそこを使うよう勧めた。キサラウッで三日過ごしたウォレスは、そこに長居

しても意味がないのを確信して、ゴラム Goram島へ行きたいとラジャに要請した。その

ために、プラフと乗組員を貸してほしい、と。ウォレスが Goramと書いた島の名称は、

原住民が Goromと呼んでいたものであり、マジャパヒッ時代のナガラクルタガマには

Gurunという名前で登場する。インドネシア人にとって母音の音がいかに融通無碍であ

るかを端的に示す一例だろう。 

 

ウォレスの要請に対してラジャは手元にある一隻を使わせようとせず、数マイル離れ

た場所にあるものを取り寄せようとした。数日かけてやっと届いたそのプラフは小さす

ぎて、ウォレスの荷物を全部載せることができない。ラジャは即座にもう一隻用意せよ

と命じ、三日間で持って来させるとウォレスに約束したが、三日が六日になっても影も

形もない。最終的に隣村のプラフを使うことになった。それなら、最初からそうすれば

すぐに出発できたではないか。そして舟の再手入れ作業が行われ、更に舟の持ち主とラ

ジャの用人の間の激しい口喧嘩が伴われて、十日以上が無駄に費やされた。ウォレスは

その間、何ひとつ仕事をすることができなかった。鳥も昆虫も普通のものばかりだった

から、珍しい種の個体をたくさん集めて商品を増やすことすら不可能だったのだろう。 

４月４日、ウォレスは終にキサラウッを後にした。乗った舟は積載量４トンの小さい

舟であり、ウォレスの大量の荷物を積み込むとき、寝るのと料理のためのスペースを残

しておかねばならず、たいへんな苦労をした。舟の乗組員は４人きりで、かれらは船首

と船尾に設けた３ｘ４フィートの草ぶきのスペースを交代で使うだけ。この舟でバンダ

海北部を航行しようと言うのである。 
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４月５日、舟はセラム島東端を通過し、さらにまっすぐ東方に向けてゴロン Gorong

群島最大のマナウォカ Manawoka島を目指した。現代インドネシアでマナウォカと呼ば

れている島をウォレスはマノウォルコ Manowolkoと書いている。ちなみに、ゴロン群島

はマナウォカ島・ゴロム Gorom島・パンジャン Panjang島および周辺の小島で構成され

ているというインドネシア語の解説がある一方で、少々ややこしいことに、Gorom島を

Gorong島と書いているインドネシア語記事もあり、本著では群島名をゴロン、単独の

島名をゴロムと使い分けておくことにする。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３５）」（２０２１年０６月０２日） 

 

ところがマナウォカ島に接近したころ、逆向きの強い海流に押されて櫂漕ぎがはかば

かしくなくなった。このままでは、マナウォカへの上陸を諦めなければならないかもし

れない。だがもっと危険なのは、バンダ海の大海原に押し流されてしまうことだ。舟に

ある飲用水は一日と持たないのだから。 

舟が危ないポジションになったと感じた時、ウォレスは櫂を漕ぐ乗組員に酒を飲ませ

た。いきなり元気を取り戻した櫂漕ぎ人たちの釈迦力の活躍で、舟は危機を脱して陸地

に近付いて行った。 

 

マナウォカに上陸したウォレスは、屋根のある広いスペースを提供され、そこで休ん

だ。そのとき、地元のラジャはゴロム島に出かけていてマナウォカにいなかったが、客

人到来のニュースを使いが届けて来たので、夜中にも関わらずマナウォカに戻って来

た。 

翌日、ウォレスはラジャの来訪を受けた。この地のラジャについて、ウォレスは３年

前にアル島を訪れた際に会った人物ではないかと予測していたが、その予測が正しかっ

たことが証明された。ラジャはたいへん親密にウォレスを遇した。 

ケイ島へ行きたいので船と乗組員を用意してほしいとウォレスが頼んだところ、そり

ゃ難題だとラジャは顔をしかめた。この時期、島の船と男たちは総出でケイやアルに出

かけており、そこへ行くのが困難な船と男たちしか残っていない。ラジャは、一応は当

たって見る、と約束した。その間、ウォレスはマナウォカ島の観察に歩き回った。 

マナウォカは長さおよそ１５マイルのサンゴ礁でできた島で、内陸部は直立したサン

ゴ礁の崖になっており、島内には異なる組成の岩もなく、また自然流水も皆無だそう

だ。崖の上に登る道が何カ所ができていて、その上が島民の野菜畑になっている。 
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ここの主流派島民はセラム島のムスリム村民よりも純粋なムラユ系の特徴を示してい

る。ムラユ系のひとびとがここへ定住するためにやって来たとき、先住民は多分いなか

ったのだろう。セラム島ではパプア系アルフロスの要素が優勢でムラユ系の特徴はあま

り強く出ていないのに対し、ここはちょうどその正反対という印象だった。ムラユやブ

ギスの特徴をベースにして、その上に薄くパプア系の特徴が混じった外見は、見映えの

良い姿を作り出している。マナウォカの下層のひとびとは近隣諸島の先住民ではないか

と思われ、パプア系の外見が濃い。 

ゴロム語はセラム島東端地域から近隣の小島までもが使っている。セラム語との類似

点はたくさんある一方、東インド島嶼部のどこの言語にもない要素もゴロム語に含まれ

ていて、独自の個性を有しているように思われた。 

 

最終的に舟一隻と５人の男たちが用意され、ウォレスは４月１０日にマナウォカを出

発した。舟は島の海岸沿いを東航する。１１日朝、島の東端を通過した。西南西の強風

のために、舟はワトゥベラ Watubela諸島の方角へ舳先を向けることを余儀なくされ

た。現代インドネシアの地名 Watubelaはウォレスの著書にマタベロ Matabeloと書かれ

ている。 

ワトゥベラまでの距離は２０マイルもない。５人の男たちは悪天候と荒波を嫌って航

行を続けることに反対した。ウォレス自身も嫌な感じがしたものの、今回のこのケイ島

行きのチャンスを無駄にするにしのびず、行ってみようと主張した。 

乗り出してみたはいいが、激しい舟の揺れにウォレス自身がダウンしてしまうありさ

ま。三四時間してから、舟板に伸びているウォレスに「ほとんど乗り切った」という男

たちの声がかかった。しかし舟は揺れ続けているから、ウォレスものびたままだ。二時

間ほど経過して揺れが穏やかになって来たので、ウォレスが起き上がって観察して見る

と、陸地はまだまだ遠い。海流は逆方向に強く流れていて、前進がはかどらない。夜に

なって追い風が出たので帆を張り、追い風が止むとまた櫂漕ぎを行う。こうしてカシウ

イ Kasiui島に午前４時に到着することができた。ウォレスはカシウイをキシウォイ

Kisiwoiと綴っている。３マイル進むのに１２時間を要したことになる。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３６）」（２０２１年０６月０３日） 

 

上陸して休息し、朝になって朝食を愉しんだ。前日の朝以来、何も食べていなかった

のだから、やっと人心地がついたようだ。食事を終えるとまた舟に乗り、海岸線を航行

する。ワトゥベラ諸島の最南端にあるウタ Uta島までやってきたものの、ケイ Kei群島
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の手前にあるテオル Teor島を通過するために好都合な追い風が吹くのを待って、二日

間風待ちを行った。 

南風を頼りにウタを出発したところ、風は突然北東風に変わり、ボートは南に戻らざ

るを得なくなった。テオル島の方角に一時間進んだあとで西南西の風を受けたため、ボ

ートは大きくコースから逸脱した。夜になって、ボートが目的地からたっぷり１０マイ

ルも風下の大海に入ってしまったことを知った。このままでは、大量の荷物のために水

面ぎりぎりまで沈んでいるボートで大海の中を一週間も進まなければならない。５人の

乗組員は不安をあからさまに示した。下手をすればニューギニアの海岸に流れ着き、蛮

人の手で皆殺しにされる可能性もある。 

口々に戻ろうと提案する５人の男たちを、この風では出発地に戻ることは不可能だと

ウォレスは説得した。その場所からだと、ウタ島よりもテオル島の方が近い。ともあ

れ、風と海流に翻弄されているボートが１０時ごろ、幸運にもサンゴ礁に乗り上げたの

である。おかげで風と潮に流されるリスクは回避できた。翌１８日朝、風がウタの方角

に向かって吹き始めたのを幸い、ボートはワトゥベラへと走り、ワトゥベラに上陸して

数日過ごした。その間ウォレスは状況を子細に検討し、最終的にケイ島行きを諦めてゴ

ロンに戻ることにしたのである。 

セラム島探査がたいへん大きな不満に終わったのと同じくらい深く、ケイ島行きの放

棄もウォレスに残念の思いを抱かせた。アル島で有頂天の成果をあげることができたの

だから、ケイ島にもその再現の可能性は大いに存在していたとウォレスは信じている。

それがセラム島～ウタ島という動物相の貧困な場所を往来するだけに終わってしまった

のだから、仕事をしてその成果を得るという行動論理のバランスシート上ではじかれた

数字は、悲惨としか言いようがなかったのではあるまいか。 

 

サンゴ礁でできたワトゥベラ島はあらゆる場所にココナツヤシの木が生えていて、原

住民はヤシの木で生きている。真水を得るのがたいへん困難であるため、飲料は若いヤ

シの実の液体であり、それは島のどこへ行こうが、ヤシの木に登りさえすれば、いつで

もいくらでも手に入る。果肉が固まって来ると、その上にゼラチン質の層ができる。そ

れが原住民にとってのご馳走になっている。成熟したヤシの実の水は捨てられる。 

ワトゥベラ原住民はそのヤシの実からヤシ油を作り、買い付けに来るブギスやゴロン

の商人に売る。商人たちはそれをバンダやアンボンに運んで売る。ヤシ油作りが島をあ

げての産業になっているのだ。 

ココナツヤシ以外にはアレンヤシの樹があり、その実はシリの葉を噛むときの副素材

に使われる。実はスライスし、乾燥させてペースト状にこねる。シリの葉を噛むのはム

ラユ族やパプア人の伝統的な習慣だ。やっとひとりで走れるようになったくらいの幼児

が口に赤いペーストの塊をはさんでいるのを目にするのは、その年頃の幼児がタバコを
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吸う姿を目にするのよりはるかに大きな違和感をもたらすものである。とはいえそれが

かれらの習慣なのであり、乳離れしていない子供にすらそのようにしているのだから。 

ココナツヤシの花穂から採集した液体を発酵させると、パームワイン palm wineがで

きる、とウォレスは書いている。パームの語がココナツを含んだものとして使われてい

る用法だろう。それをココナツワインと呼ぶ人もあるだろうが、ウォレスが単語を誤用

したわけではあるまい。 

ワトゥベラのパームワインは実においしい飲み物で、ビールよりもサイダーに近い

が、ビールくらい酔わせる力がある。ウォレスにとって、ワトゥベラでの数少ない贅沢

品がそれだったようだ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３７）」（２０２１年０６月０４日） 

 

原住民の食べ物はココナツとサツマイモ、時たまのサゴケーキ、そして加熱して油を

採ったあとの残りかすなどがメインであり、その貧しく偏った食事がしばしば発疹や壊

血病を招き、また子供たちの顔にただれを起こさせて醜いものにしている。 

住民の居住場所は島の高所に設けられており、狭く急な斜面や階段を登って行く。生

活環境は腐った殻や油粕などの廃棄物に満ちていて、住居も暗く、油っぽく、きわめて

不潔だ。生活状態も不潔で野蛮であり、衣服も洗濯しないぼろ布を身に着けているだけ

で、洗濯するということは思考の中に置かれていないようだ。 

そんな惨めな日常生活をしているにもかかわらず、かれらは金持ちであり、生活必需

品ばかりか贅沢品すら購入できる原資と方法を持っている。女たちはみんな重い黄金の

イヤリングを着け、どの村もブロンズの小型砲を十数門持ち、村の首長はウォレスに会

うときに花柄のサテンと絹のローブを着用した。だが首長のような上流層のひとびとで

すら、住居は一般庶民とたいして違わず、また食べ物にも差がない。各村に鶏はたくさ

んいて、ウォレスは鶏卵をプレゼントされた。しかし村人たちは鶏や卵を自らの食用に

せず、ペットや商品として扱っている。 

 

南東風が毎日吹くようになったので、ウォレスは４月２５日にマナウォカに戻った。

そして翌日、ゴロム島の首府オンドル Ondorに移動して、そこにひと月滞在した。ウォ

レスはラジャの家を間借りした。 

ゴロム島住民は商人である。かれらは毎年、タニンバル Tanimbar、ケイ、アルの島々

やパプア島西部のウタナタ Oetanataからサルワティ Salwattyまでの北海岸一帯、ワイ
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ゲオ島、ミソオル島（現代インドネシアの綴りは Misoolで、ウォレスはオランダ式の

Mysolと書いている）などを訪れる。そして西方へはティドーレ・テルナーテ・バン

ダ・アンボンまで航海ネットワークをつないで商品の流通販売に従事している。 

ゴロム商人が頼りにするプラフは船作りの達人、ケイ島民が作ったものばかりであ

り、その造形美と制作技術の巧みさにかけて他に非類のないものだ。ケイ島では毎年、

大小の船が数百隻作られ、この島の代表産業になっている。 

ゴロム島からの輸出品はナマコ、マソイ樹皮、野生ナツメグ、べっ甲などがあり、セ

ラムラウッ Seram Laut島やアル島に運んでブギス商人に売る。 手工産品としては帆

布・粗い綿布・パンダンの箱などもあるが、陸上での生活は概して怠惰であり、アヘン

吸引に金と時間を費やすために生活クオリティは貧困だ。 

 

このわずか１０マイル程度の島に十数人のラジャがいる。ラジャの生活レベルは一般

庶民と大差なく、形だけの統治者として座しているだけだ。ところが植民地政庁からオ

ーダーが下って来ると俄然、首長としての動きを展開する。自分より高位のオーソリテ

ィが背中に付いたとたん、権力を振るい始めるのである。 

ゴロム島内アマル Amar地区のラジャの話によれば、植民地政庁が島内の統治に干渉

し始めたのは数年前からで、それ以前は島内各ラジャの領地ごとにお互いが商売敵にな

って暴力的な争いがひっきりなしに起こっていた。商売敵のプラフ同士が海上で戦争し

たり、商売に訪れた島の同じ村を目指していた別々のグループが途中で出会って戦争す

るというようなことは普通だったそうだ。 

 

ところがより文明な上級統治者が原住民の頭上に乗って破滅的な闘争の抑止を図るよ

うになってから、どのような諍いも平和的に解決することが習慣化してきた。ヨーロッ

パ人による蛮族の土地の領有支配がもたらす優れた効果がそこにある、とウォレスはそ

れを評価している。 

しかし決して諍いがなくなったわけではないし、暴力による解決が消滅したわけでも

ない。ある日、ウォレスの滞在している村で、長銃と重い弾帯を持った５０人ほどの男

たちが村の中を通過して行った。かれらは村の境界線に関する諍いについて、相手方と

交渉するために協議の場所に赴く途中、その村を通過したのだ。 

協議が穏やかに進展せず、交渉が決裂して戦争する必要性が起こった場合のために、

かれらは万全の備えで交渉に臨むのである。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３８）」（２０２１年０６月０７日） 
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ウォレスはマナウォカで小型プラフを一隻、１００フローリンで購入した。かれはそ

れを自分の航海に最適な形に改造する意向だった。ゴロム島にケイの船作り職人が数人

移住しているから、改造作業はゴロムで行う方が楽だというアドバイスに従って、その

プラフをゴロムに運ばせた。 

ウォレスがこの船で長い航海をするための最適な仕様にするのがプラフ改造作業の目

的だったのだが、作業が始まったとき、ウォレスは自分の採集活動を中止しなければな

らなくなったことを悟った。かれ自身が改造現場に常にいなければ作業が行われないこ

とが判明したからだ。おまけに船の内部改造はウォレス自身が行わなければならないこ

とも明らかになった。ふたりの助手に手伝わせて、ウォレスは内装作業に取り組んだ。 

自分たちの船がこれまで見たこともないような形に改造されていること、白人がそれ

を自力で行っていること、それらの信じられないような事実が展開されているのを知っ

て、大勢の原住民がたいへんな興味を抱いて見物にやって来た。 

改造作業のために雇った者たちはたいへん時間にルーズであり、あれこれさまざまな

言い訳を用意して、半日くらいしか働らかない。そもそも、食べ物が何もないからとい

う理由で、全員が給料の前借を要求するのである。ウォレスが前借を与えると、翌日は

必ずやって来ない。ニ～三人を超えて揃う日は滅多になく、ウォレスが二度と前借を了

承しなくなると、二度と顔を出さなくなる者が少なからずいた。ウォレスは月給でかれ

らを雇っているから、月給を取りながら一日も働かないのは犯罪行為だ。ウォレスは村

警察に訴えて、犯罪者への措置を行った。金を返すか、それとも働くか、である。 

そんな苦労をして、プラフの改造はやっと終わった。ケイ人船作り職人５人が改造作

業の最後まで残った者たちだった。いったい何人がウォレスのプラフ改造作業に関わっ

たのだろうか？ 

 

悲惨な突発事件が起こったのはそのころだった。数カ月前にパプア貿易に出たこの村

のプラフが土着民に襲われて１４人が殺されたのである。その一行はパプア島南西部の

エッナ Etna湾にあるラカヒア Lakahia島対岸の村に上陸して、現地の村人とナマコの

取引をしていたところ、襲撃されて皆殺しにあった。プラフの番をしていた６人はすぐ

さまボートで海上に逃走した。飢えと渇きにさいなまれながら海を渡ったその６人が村

に帰って来てその事件を報告し、村中が悲嘆にくれた。 

殺された１４人の中にラジャの息子もいた。他の者もすべて村人や奴隷たちであり、

夫・兄弟・息子や遠縁の者を奪われた女たちが立てる嘆きの合唱が夜中まで村の中に満

ちた。言うまでもなく、ラジャの家は夜遅くまで混雑した。ウォレスはかれらに同情し

た。 
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パプア島南西部海岸のその地域はプリブミ商人たちに Papua Kowiyeeあるいは Papua 

Onenと呼ばれており、反逆的で血に飢えた部族が住んでいることでよく知られてい

る。探検時代の初期にその地域を訪れたヨーロッパ船の指揮者や乗組員もしばしば殺さ

れた。昨今でも、犠牲者が出ないまま一年を終えた年はほとんどない、とウォレスは書

いている。 

生還した者たちの報告によれば、一行は数日前にその地に上陸して海岸で野営し、プ

ラフは近くにある小さい川に乗り入れて停泊した。そして土着民とナマコの取引の商談

を行っていたとき、襲撃が始まったそうだ。 

一行はその地域の特徴を熟知しており、土着民の性質も十分に知っていて、たいてい

は毎年同じ村にやってきて商売するから、相互に顔見知りという信頼感が商売の中に反

映される。ゴロムやセラムの商人たちはあまり攻撃的でなく、誠実に商売を行ってお

り、相手を威嚇したり騙したりして法外な利を得ようとするようなことをしない。まし

てやそこの土着民の性質を熟知しているのだから、相手を怒らせればどんな結果がもた

らされるかは容易に想像がつくはずだ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（３９）」（２０２１年０６月０８日） 

 

とはいえ、被害者全員が殺されており、また加害者を捕らえて法廷に引き出すことも

できないのだから、襲撃の前に何かがあったのか、襲撃が計画的に行われたのか、その

あたりの事情は推測の域を出ない。しかし歴史をたどって見るなら、４年前にちょうど

同じその村でゴロンのプラフ商船の５０人超が皆殺しにされ、プラフに載せられていた

商品や装備・艤装品の一切が奪われた事件があり、ゴロンのプラフがそこを訪れるかぎ

り、適当な期間を置いて同じことが繰り返される可能性は高い。 

その状況を改善して、より文明的な通商を行えるようにするためには、その村に対す

る報復が不可欠であり、そのような蛮行は長期のレンジでバランスシートが黒字になる

ことはありえないという教訓を学ばせる必要がある。ところがかれらに罰を与えようと

しても、かれらは外来者の容易に進入できない山岳部の密林奥深くに逃げ込んで、裁き

を免れることができる。かれらはいかに蛮人であっても、そのような因果関係と結末を

十二分に検討したうえであらゆるチャンスを利用して強奪や殺人を行っているのであっ

て、蛮人だから物事を論理的に思考する能力を持たず、後先の考えもなしに暴力だけを

ふるっているという見方はあまりにも的外れだろう。 
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原住民首長を使って強奪者・殺人者を捕らえさせる方法がないわけでもあるまいが、

オランダ植民地政庁が行っているシステムは自分の考えとあまり一致していないように

ウォレスには思われた。 

 

ウォレスのプラフが完成して進水し、その日に荷物の積み込みを終えると、即座にそ

の翌日、一行は出発した。１８６０年５月２７日のことだ。その迅速な動きに地元民は

呆気に取られた。乗組員は三人のゴロム人と少年ひとり、そしてアンボン人の少年助手

ふたり。 

翌日、ブギス人集落のあるキルワル Kilwalu島に到着した。キルワルはセラムラウッ

島の北西にある小さい砂州島で、ブギス人の東方の要港であり、島中が集落でいっぱい

になっている。島の大きさは５０ヤードもなく、高さも満潮線の３～４フィート上でし

かない。ところが素晴らしい真水が湧く泉があって、他の島とつながっていることを想

像させてくれる。 

ゴロム商人はここへやってきて、ナマコ、マソイ樹皮、野生ナツメグ、べっ甲などか

れらの物産を衣服・サゴケーキ・アヘンと交換する。他地方の商人も、真珠や少量の極

楽鳥を運んで来る。バリの帆船はコメを運んできて、パプア人奴隷を買って帰る。セラ

ム島からサゴ、バリやマカッサルから米がもたらされて、あまり高くない値段で売られ

ている。 

ゴロム商人のここへ来る目的の大きい部分はアヘンの仕入れだ。ゴロム島内自身も大

きい市場になっているが、ミソオルやワイゲオも発展しているアヘン市場だ。そこへア

ヘンを紹介したのもゴロム商人であり、島の首長や金持ち有力者らがアヘンに没頭して

いるため、アヘンはゴロム商人にとって強い商品になっている。 

はるか遠いシンガポールからブギス人は、華人の工作物やインド人の雑貨品、さらに

ランカシャーやマサチューセッツの織機までをもここに持ち込んでくる。パプアのあち

こちで交易して来たブギスのプラフがここに集まって来て、貨物を乾燥させたり揃え直

したりし、更にスラウェシへ戻る航海のために船の手入れを行っている。 

ウォレスがキルワルへやってきたのは、集めた標本をマカッサルの船に託してテルナ

ーテの家へ送ること、ならびにバーターのための商品を仕入れることが目的だった。ナ

イフ・水盤・ハンカチなどをバーター用に仕入れ、斧・布・ビーズなどを自分用に買

い、さらに乗組員が海賊対策に絶対必要と言い張ったので長銃を二丁購入した。他には

スパイスや航海中の食料などで、最期のドゥイッがなくなるほぼ直前まで行った。 

それらの用事のためにキルワルに二日間滞在したあと、６月１日早朝にウォレスは出

発した。強い東風に押されて正午にはセラム島東端を通過したものの、天候が悪化して

きたためにセラム島北東海岸部のワルスワルス Warus-warus村対岸にあるサンゴ礁に入

って停泊し、天候の回復を待った。そして夜が来て、スコールに見舞われ、翌朝目を覚

ましたとき、ゴロム人クルー全員とプラフが姿を消していた。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（４０）」（２０２１年０６月０９日） 

 

ウォレスはアンボン人助手に銃を撃たせた。遭難信号だ。その結果、村の首長が迎え

のボートをよこした。逃亡者が出たことを近隣の村々にすぐ連絡するよう、ウォレスは

首長に要請し、それは即座に実行された。ウォレスのプラフは小さい川の中で、引き潮

の泥の中に立っているのが見つかった。ウォレスの当座の滞在のために、首長は村人の

家に間借りする世話までしてくれた。 

ゴロム人乗組員がどうして全員逃亡したのか、ウォレスは考えあぐねた。かれらが望

むものはすべて買い与え、ウォレス自身もかれらに親切にしてきたので、待遇の不満か

ら起こったとは思えない。かれらは多分、ヨーロッパ人のご主人様に仕えることに慣れ

ていないため、その気詰まりと漠然とした恐れがこの結果を生んだのではないかとウォ

レスは考えた。 

 

今ウォレスが滞在している、このセラム島東部地域はサゴの宝庫だ。ウォレスは一週

間動きが取れなかったが、その間じっくりとサゴについての観察を行った。サゴはセラ

ムだけでなく、近隣一帯の島々の住民たちにとっても重要な食糧になっているのであ

る。 

全長２０フィート、胴回り５フィートにも達するサゴの幹をどのように食料に加工し

ているのか、しかもそれが意外に簡便な道具と軽い労働作業でなされている、といった

実態を旅行者が自分の目で見る機会はそうざらにあるものではあるまい。 

生えているサゴの木の一本一本に持ち主がいる。場所がどこであれ、生えているサゴ

の木を勝手に伐り倒せば盗難事件になるということだ。持ち主は必要に応じてサゴの木

を伐り、幹を食料に加工する。その結果得られた、少し赤みがかったでんぷんの塊が生

サゴで、それはおよそ３０ポンドくらいにまとめてサゴの葉で包み、円筒形にする。た

いてい、一本の樹から円筒形の生サゴが３０個くらいできる。 

その生サゴをゆでると、少し渋みのあるゼラチン質の塊になる。ひとびとはそれを、

塩・ライム・とうがらしなどと一緒に食べる。それをケーキ型に入れて焼くと、サゴケ

ーキができる。 

サゴケーキ製造用の粘土製の焼き型は、幅４分の３インチ、広さ６～８インチ平方の

スリットが６または８横並びに空いているオーブンだ。生サゴを砕いて天日乾燥し、篩

で細かい粉末にする。それをスリットの中に軽く詰め、サゴの木の皮でふたをし、熾火

の上で５分ほど焼くとサゴケーキができる。 
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熱いサゴケーキはコーンフラワーケーキのように柔らかく、その表面にバターを塗

り、砂糖とココナツパウダーをふりかけると、絶品のおやつになる。精製されて売られ

ているサゴ粉を使っても、それに匹敵するうまさが味わえない。 

サゴケーキは数日間天日乾燥させて、保存食にすることができる。その場合は２０枚

重ねて一包みにする。乾燥させたサゴケーキはカリカリに乾いて硬くなり、数年間の保

存に耐える。それを食べるときは、砕いたものを口に入れて噛み続ける。幼児でさえ、

そのようにして食べている。 

それを水に浸してからトーストすると、焼き立てのような状態に戻る。ウォレスはコ

ーヒーの友として、それにバターを塗って愛用した。水に浸したまま加熱してやると、

プリン状になる。米が得られなかったり、あるいは高価になった場合に、その代替品と

しての役割をサゴプリンが務めることもしばしばだ。 

サゴケーキは一回の食事に２枚食べれば十分であり、大人一人の一日当たりの需要は

５枚と考えられる。円筒形の生サゴひとつからサゴケーキが６０枚できる。つまり、一

本のサゴの樹からサゴケーキが１千８百枚作れるという計算になる。それを一日５枚食

べて行けば、３６０日食いつなぐことができる。ほぼ一年間の食料がサゴの樹一本を加

工することで手に入るのである。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４１）」（２０２１年０６月１０日） 

 

一年分の食料を手に入れるためのコストはどうか？サゴの樹を生サゴに加工するの

に、男ふたりが５日間働けば十分だろう。しかも５日間に作業プロセスを分けること

で、一日当たりの労働は軽いものになる。続いて生サゴをサゴケーキに焼く作業を行う

場合、５日かけて１千８百枚を焼くのなら、一日のノルマは３６０枚で焼き型の６０回

転分になる。型を複数持てば実労働時間は短くなる。もちろん、生サゴも日持ちがよい

ので、一気に一年分を焼き上げる必要などまったくなく、サゴケーキ作りは一年中のい

つでも行うことができるから、一年の中のその日数だけ働けばよい。 

「一年を十日で暮らすよい男」という日本のことわざは、セラム島人の生活にも十分

に当てはまるものだったようだ。しかしそれでセラム島人がよい男になったかどうかは

分からない。 

サゴの樹のオーナーにとっては上のような話になるが、サゴの樹を持っていない者は

金で買わなければならない。樹を一本、丸ごと買うのは７シリング６ペンスの出費にな

る。労働力を買う場合は一日５ペンスでひとり雇える。樹のオーナーが行っている上の

ような作業を全部金で買おうとすれば、１２シリングで終わる。一年間の食費が１２シ
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リングでまかなえるのだ。つまり、サゴの食費はきわめて廉価であると言うことができ

る。 

この食料の廉さは決定的な不利をもたらす。サゴの産地の住民は、コメ産地の住民ほ

ど裕福でない。かれらは野菜や果実を食べず、食べ物はサゴと小魚ばかりだ。家での物

作りといった換金的仕事もほとんど行わず、小規模な商売や魚取りのために近隣の島々

を巡るだけで、暮らしの中の慰安や娯楽はボルネオの内陸ダヤッ族やヌサンタラのもっ

と未開な種族よりも貧しい。 

ウォレスはそのお気に入りのサゴケーキをたくさんのイギリス人に知ってもらいたい

と考えたのだろう。かれはもちろんサゴケーキの標本をイギリスに送った。４枚のサゴ

ケーキは完璧な状態で、いまだにイギリスのキュー王室植物園に保存されている。キュ

ー王室植物園には、ムルベイ murbei樹の木の皮で作られた衣服も保存されている。そ

れはウォレスがバチャン島で入手したものだ。 

 

そのたいへん経済的な食糧であるサゴが、政府方針によって非常食の地位に追いやら

れてしまった。オルバレジームは全国民に食を与えるためのツールとして米・トウモロ

コシ・大豆を選択し、コメの生産とコメの消費を根幹に置く一元的な国民食糧自給政策

を推進したのである。 

言うまでもなく、コメ栽培にあまり適していなかった東部インドネシア地方にもその

波は押し寄せた。行政は全国民が同じようにコメを作りコメを食べるように導いた。そ

のために、惜しげもなく国費が支出された。おかげで、マルクにはブル島やセラム島と

いう米どころが生まれた。ところが、実際にそれらの土地でコメ作りに従事したのはジ

ャワ島から来たトランスミグラシ農民がメインを占め、原住民が行った耕作との間に大

きな差が開いたのである。原住民はコメ生産に熟練することなく、生産の場にあまり関

わらなくなって、消費者の役割だけを担うことになった。政府が廉くした貧困者用米が

順調に送られて来ればそれを買い、その供給に問題が起こったときにだけサゴに手を出

すようになってしまったのだ。 

マルク州食糧自衛局データによれば、州民のサゴ消費はひとり一日当たり３．２グラ

ムしかなく、コメ消費量はひとり一日３１０．７グラムという大きな差がついた。州民

がサゴを顧みなくなるとともにサゴ林面積も減少し、５０年前に１０万ヘクタールあっ

たサゴ林は三分の一になってしまった。 

インドネシアに１２５万ヘクタールのサゴ林があって、そこから年々３，７５０万ト

ンの乾燥サゴが生産されるなら２億人の食糧自給は万全である、と言われている。その

サゴが、ただむなしくジャングルの一部を形成するだけになってしまっているのが現状

だ。 

[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（４２）」（２０２１年０６月１１日） 

 

ところが、ウォレスの愛したサゴケーキを作っている住民がいまだにいた！！ジャイ

ロロのドディンガ村にロティサグ roti saguを昔ながらの手作業で作り、販売している

村人が何人かいるのだ。ウォレスがサゴケーキと書いた品物は原住民がロティサグと呼

んでいたものであり、ウォレス自身も自著の中でそれに倣ったサゴブレッド sago read

という表現を併用している。 

サゴの樹の加工をほとんどやめてしまったマルク人の中に、ロティサグを作るために

それを続けている者がいるのだろうか？残念ながら、その答えはティダッだったのであ

る。昔ながらのロティサグの形をしている品物を、材料を替えて作り、昔の名前で売っ

ていたということで、世間ではよくある話だ。 

ドディンガ村のアルウィヤさんは、キャッサバの粉をサゴの代わりに使い、仲間とふ

たりで一日にロティサグを３百枚作る。作った製品は乾燥させた上で、ロティサグの名

前で近隣の商店に卸し販売しているのだ。 

 

朝午前４時から、サゴケーキの型を熱し、その中にキャッサバ粉を軽く詰め、２～３

分焼いて食パンの形にし、作ったものを１～２日間天日乾燥させる。乾燥させたものは

ひと月持つが、乾燥させないものは一週間しか持たない。 

ドディンガ村のアブドゥラさんはシンコン製ロティサグの愛用者だ。朝はこれを食べ

るのが一番だとアブドゥラさんは言う。主食はもちろん、もう米の飯に変わっている。

ただ、子供のころから培った朝食のロティサグを続けることが、材料や味が変わって

も、かれにとっては意味のある人生なのだろう。 

 

ワルスワルス村は低地の湿地帯にあり、住民は栽培らしいことをしないから、森林へ

入って行く道もなく、ウォレスはその地で鳥や虫の採集ができなかった。ウォレスにと

ってセラム島はあくまでも採集活動に向かない土地であった。 

村の住民を長期に雇って遠方まで行くことができなかったため、セラム島北岸中央部

にあるワハイ Wahaiまでという条件で乗組員を集め、５日かけてワハイに移動した。ワ

ハイはセラム島北岸のオランダ人本拠地であり、軍事基地がある。６月１５日にワハイ

に到着したウォレスは、基地司令官と旧知のローゼンベルフ氏に迎えられた。ローゼン
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ベルフ氏は業務出張でワハイに来ていたのだ。ローゼンベルフ氏はクルーに払う金をウ

ォレスに貸してくれた。 

ウォレスと契約して各地で標本採集活動を行っているチャールズ・アレンからの手紙

もワハイに届いていた。そのとき、かれはミソオル島のシリンタ Silintaにいて、コメ

などの必需品や標本用ピンなどが欠乏しており、おまけに病気になったために、ウォレ

スの援助を求めていた。ウォレスが来られなければ、かれはワハイに移動すると書いて

いる。 

現代インドネシアのミソオル島にシリンタという地名は見られず、あるのは東南海岸

部のレリンタ Lelintahという地名だが、ウォレスが書いた地図にあるシリンタはずっ

と西の位置にあり、本当に同一なのかどうか確信が持てない。しかし英語版インターネ

ット記事には、そのふたつが同一地であるように書かれている。 

 

ウォレスはミソオル島を経由してパプアのワイゲオ島へ行くことにした。その航海の

ためのクルーが３人と水先案内人ひとりが集まった。鳥撃ち用に雇ったアンボン人少年

ふたりも、ウォレスの助手としてその航海に同行する。セラムとミソオルの間は６０マ

イルの大海だ。その大海の上を東からの強いモンスーンが吹き付けている。それを考慮

したウォレスは、航路をまずセラム島北岸のはるか東方まで進み、北上する時西に流さ

れてもシリンタに着けるように設定した。 

６月１７日にワハイを発ち、沿岸を東に進んだ。１８日の夜明けを迎えたとき、プラ

フはろくに東方へ移動しておらず、まっすぐ北上できたとしてもミソオル島西端部近辺

にたどり着けるような位置にいることが明らかになった。水先案内人の不手際だったよ

うだが、本人はここから北上してもシリンタに着けるから大丈夫だと太鼓判を捺す。

[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４３）」（２０２１年０６月１４日） 

 

北に向かって大海に乗り出すと、風が強まり波は荒れ、すさまじい揺れにウォレスは

ダウンした。日没時、ミソオルの山がはっきりと見えたが、プラフはまだ半分も海を渡

っていない。一夜明けて見ると、プラフはもっと西に流されて、ミソオル島西端の海岸

に着けることすら至難のわざであるように思われた。プラフを東に向けようとしても、

風と海流がそれを許してくれない。 

こうして船は１９日午後、ミソオル島から１０マイルほど北西に離れたカナリ Kanari

島に到達し、ミソオル島南岸に上陸するのは不可能なことが確定した。しかしそこから
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東航できるなら、ミソオル島北岸部のワイガマ Waigamaに上陸する可能性はまだ残され

ている。 

場所がどこであれ、ミソオル島に着きさえすれば、小型ボートで海岸線を回り、シリ

ンタにアレンの必要な物資を届けることができるのである。ウォレスは風待ちをしよう

と考えた。 

カナリ島に上陸して食事とコーヒーで一休みしようと思ったにもかかわらず、自然は

それすら手を貸そうとしない。その位置からミソオル島への接近も既に不可能になった

と判断したウォレスは、カナリ島の北にあるポッパ Poppa島へ向かうことにした。ウォ

レスの言うポッパ島とは、多分現代インドネシアのコフィアウ Kofiau島と思われる。 

 

２１日夜明けごろ、ポッパ島に近付いた。島に上陸するべく努めたにも関わらず、風

向きがころころ変わって島の西に流された。こうなれば、できるだけ早くワイゲオ島に

着いてミソオル島へ行く船を探し、アレンへの荷物をそれに託す方が合理的だ。ただ、

ワハイを出てから四日間、どこにも上陸して休息を取ることをしておらず、全員が疲れ

切っている。ウォレスの地図にはポッパ島の２５マイル北方に三つの島が描かれている

ので、そこへ上陸して１～２日休むことにした。 

苦労の末に、その島のひとつの南岸に達して投錨することができ、そのまま夜を明か

した。朝起きて見ると、プラフを錨だけでそこへ置いておくわけにいかないことが明ら

かになった。プラフを大岩に縛り付けておかなければ、プラフがいつの間にかどこかに

消えてしまうことになりかねない。上陸して休んでいる間にそんなことが起これば、悲

劇的な結末が一行を待ち受けている。 

岩場に向かうために錨を上げて動き出したが、またまたプラフは陸地から離れてしま

い、少し深い場所で投錨することになった。パプア人とムラユ人のクルーふたりがそれ

ぞれ手斧を持って海に飛び込んだ。泳いで浜に上陸し、ジャングルに入ってプラフと岩

をつなぐためのロープに使える蔓を取って来ようというのである。 

およそ１時間後、プラフの錨が緩んで引きずられはじめた。すぐにスペアの錨を投げ

込み、状況は収まったが安心はできない。上陸したふたりに、すぐ戻るよう銃で合図し

た。ふたりは浜辺に戻って来て、食用になる貝を集め出した。ちょうどそのとき、また

錨が緩んでプラフはゆっくりと沖に流され始めたのである。プラフにいる者はすぐにオ

ールを手にして船を戻そうとしたが、何の役にも立たないことを悟って諦めた。声を限

りに叫んでみたものの、浜にいるふたりの耳に届いた気配はまったくなかった。 

浜にいるふたりはプラフに視線を向けた。現在起こっている状況が何であるのかをし

ばし考える姿を示し、突然狂ったように海に走り込んで泳ぐそぶりを見せたものの、考

え直したようだった。ふたりは再び森の中に走り込んだ。ウォレスはふたりが森の中の

柔らかい木を伐って筏か何かを作り、まだ浜から三分の一マイルほどしか離れていない

プラフを追いかけて来るつもりだろうと期待した。ところが、もう追跡の準備ができた
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だろうと思われるタイミングで、浜辺に煙が上がったのを見た。ふたりは集めた貝を焼

き始めたのだ。 

 

プラフは浜から１マイルほど離れてしまい、西に向かって流されている。だが、ふた

りが置き去りになった島の反対側に上陸できれば、ふたりを収容することはまだ可能

だ。そう考えて努力してみたものの、船を東に進ませることは不可能だった。ウォレス

の船がふたりを収容するための動きはもう残されていなかった。ふたりがこのプラフを

追って来ることだけがクルーの完全な復元の道であり、ふたりがその意志を持つことを

ウォレスは深く期待した。そのために隣の島に上陸して数日待ち、ふたりにチャンスを

与えなければならない。いやそればかりか、プラフ内の飲用水はあと二日しか持たない

のだ。水の補給も不可欠である。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４４）」（２０２１年０６月１５日） 

 

その夜、プラフは隣の島の沿岸で停泊し、全員が船内で眠った。翌６月２３日朝、ウ

ォレスはふたりを伴って上陸した。船内にもうふたりを残したのは、朝食を作らせるこ

とと緊急事態発生に備えてのものだ。緊急信号用として長銃に弾丸を込め、プラフに残

る者に渡した。 

島の海岸沿いを歩いて東端へ行くと、焚火の跡が見つかった。薪に付いている葉はま

だ緑色で、きわめて最近のものであることが分かる。ジャングルを切り開いて島の高台

に上ってみたが、ジャングルがあまりにも濃くて遠くを見渡すことができなかった。 

低地に降りて泥と朽ち葉の水たまりを見つけたので、湧水かも知れないと思ってすべ

てを取り除き、プラフに戻って朝食を摂った。そのあと、その場所へ戻ってみたが、や

はりただの雨水溜りでしかなかった。ウォレスは島の反対側へ行って、ふたりのクルー

が置き去りになった島から見える場所に、かがり火を用意した。夜に大きいかがり火を

燃やして、ふたりに待っていることを知らせるためだ。 

翌日、ウォレスは再び飲み水探しを行い、幸運にも数ガロンの真水が溜まっている岩

穴をふたつ見つけた。プラフからすべての水桶やコップを持って来させ、真水を全部汲

み上げて水桶をいっぱいにすることができた。 

 

２５日夜８時ごろ、プラフはワイゲオに向けて出発した。翌朝、プラフはワイゲオ島

西端から２０マイルほど西の地点まで来ていることが分かった。２６日、ワイゲオ島の
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前に散らばる小島の間を、サンゴ礁の上に出たり離れたりして不安におびえながら、ま

すますワイゲオ島に近付いて行く。夜になって、ワイゲオ島の水域に入ったと思われた

が、何をどうすればよいのか見当がつかない。ワイゲオ島を知っている唯一のクルー

は、あの島に置き去りになってしまったのだから。ウォレスはプラフの帆をすべて下ろ

し、ただ流されて行くにまかせた。 

また夜が来て、プラフはサンゴ礁に乗り上げた。風が強ければプラフは粉々になった

かもしれないような危機をなんとか脱し、２７日には帆を揚げて航行を続け、午後に良

さそうな島を見つけて停泊し、上陸した。翌朝また出発してワイゲオの南海岸線に達し

たので、島を分断している狭い海峡を目を皿にして探したが見つからない。村はその海

峡の奥にあるのだ。 

ワイゲオ島の中央部は巨大な湾になっていて、湾の北の奥が地峡になっている。南海

岸からその湾までの間はまるで川のような狭い海峡であり、湾岸の村々へ行くには海峡

を通過しなければならない。 

船は奥まった入り江に入って行った。ここに海峡があるのではないだろうか。しかし

夕暮れが迫っていたから、停泊することにした。プラフの飲み水はもうなくなってしま

い、コメを炊くことができない。 

 

２９日朝、上陸して真水を見つけたから、不安はひとつ取り除かれた。そのあとは、

海峡を探すか、あるいは海峡を知っている原住民を見つけ出して案内してもらうことに

努めるばかりだ。ワイゲオ島南岸を航行して来た三日間、家もボートも人間の姿も、そ

して一条の煙すら見ることがなかった。一度だけ、一艘のカヌーを目にしただけだ。 

入り江の東端まで来たので、西に引き返すことにした。そして夕方ごろ、幸運にも海

上に建てられた７つの家屋があるだけの集落を発見したのである。そこの部落長である

オランカヤは多少のムラユ語を話すことができた。 

部落長の話によれば、海峡はまちがいなくウォレスが通って来たこの入り江の中にあ

る。しかし密生したジャングルのためにその入り口が分かりにくく、海岸近くまで接近

してはじめてはっきりそれが分かるのだそうだ。 

海峡の中にある最初の大きい村はムカ Muka村で、その先の村を三つ通り越してから

やっとワイゲオ村に達する。ここからムカ村までは二日の行程だ。ウォレスはオランカ

ヤに依頼した。ここからムカ村まで案内してもらうために、住民ふたりに手伝ってもら

えないだろうか。親切なオランカヤはその用意のために一日待つように言い、ウォレス

はその間、そこで鳥を撃った。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（４５）」（２０２１年０６月１６日） 

 

７月１日朝、ふたりのワイゲオ人を加えたプラフは、そのふたりがムカから戻るため

の小舟をつないで出発した。一日がかりで到着した海峡の入口は小さい川のようであ

り、おまけに出張った土地で隠されていて、密生したジャングルが海岸線まで覆ってい

るワイゲオ島をよく知らない人間には、見つけるのがきわめて困難だ。 

他所では見ることのほとんどない風景を両岸に見ながら海流に運ばれて海峡を進んで

来たプラフは途中で進行を停止した。海流が弱まったのである。櫂漕ぎを始めたが、重

く短いウォレスのプラフは緩慢にしか前進しない。三日かけて広まった湾の入り口まで

たどり着いたところ、正面から吹く風に足止めされて、動けなくなってしまった。この

ままだと何日も、いや一週間以上もそこで足止めのまま日を重ねることになりかねな

い。 

すると何と素晴らしいことに、奇跡が起こった。ムカ村から迎えがやってきたのだ。

ムカ村の首長のひとりが、ウォレスがやってきていることを神秘的な方法で知った。か

れはすぐにひとを集めて、ウォレスを迎えるためにココナツと野菜のプレゼントを持

ち、自ら船に乗って来たのである。 

湾内の状況を熟知した多数の人手の助力によって、ウォレスのプラフは難関を抜けだ

すことに成功し、その日の夜にムカ村の港に到着した。ウォレスのプラフがゴロム島か

ら処女航海に出て以来、ちょうど４０日目のことだった。ワハイを出てからの苦難に満

ちた航海、ワイゲオ海域に入ってから５０マイルを８日間漂った末の大団円だった。こ

うして苦しみは癒され、思い出話に変質して行った。 

 

ムカ村に着いてからウォレスはすぐに、途中の島に置き去りになったクルーふたりの

捜索隊を組織して出発させた。ムカ村住民三人とウォレスの部下ひとりが小さいボート

で出発した。ところがこの一隊は遭難者を連れないで、十日間で戻って来た。あの島一

帯がたいへんな悪天候になっていて島を望むことはできても接近することができず、６

日間天候の回復を待ったが同行したウォレスの部下が病気になり、また水と食糧も欠乏

して来たために諦めざるを得なかったのだ。 

しかしウォレスは諦めなかった。ウォレスはナイフ・ハンカチ・タバコそして十分な

食糧を与えて再度のトライを促した。かれらは目指すべき島をもう知っている。この第

二次捜索隊が７月２９日にムカ村に戻ったとき、島に置き去りになったふたりがその中

にいた。 



 

83 

ふたりはひと月間、あの島で世の中から隔絶された生活を送っていた。飲み水を発見

し、島に生えている植物と貝や亀の卵を食べ、病気にもかからず、着の身着のままで生

き延びていたのだ。痩せて体力が弱ってはいたが、しかし健康だった。 

ウォレスが向かいの島で三日間ふたりを待っていたことをかれらは知っていた。だ

が、海を渡ることをしなかったのは、途中で海流に運ばれて大海に流されたなら、破滅

が待っているだけであることを理解していたからだ。ふたりはウォレスが必ず助けをよ

こすだろうことを確信していた。そしてその通りの結末になったのである。 

 

湾の南岸にあるムカ村は、浅い海の上と岸に貧相な小屋がおよそ半マイルに渡って不

規則に散らばっている貧しい村だ。その周囲をいささかの畑地と二次林が取り巻き、そ

の半マイルほど向こうに処女林が広がっている。処女林の端は１～２マイル中にまで家

屋や農園が作られて、そこへ行くための道がある。土地は平坦で湿地もあり、海に向か

う流水が小川を作っている。 

ウォレスはしばらくムカ村に滞在しようと考え、仕事のしやすさを考えて処女林の中

に家を建てることにした。しばらくの期間のつもりであって、ドレの時のような長期滞

在はしない意向だったから、たいした家屋は必要がない。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４６）」（２０２１年０６月１７日） 

 

処女林の中の小川と道からあまり遠くない場所に巨大なイチジクの樹が一本生えてい

る。イチジクの樹だけを残してその周辺を切り開き、そこに家を建てることにした。柱

の高い方が７フィート、低い方が４フィートの長く狭く低い小屋を建て、帆布と村の廃

材アタップで壁を作り、ヤシの葉のマットを屋根に張った。６人ほどの村人がその家を

建てるのに協力してくれ、三日間で完成した。 

家の中を快適に整え、そこでの生活を始めた初日の夜、激しい雨が降って雨漏りが家

の中をびしょ濡れにした。昼間は太陽が十分に照って、濡れた物は乾く。屋根に上がっ

て雨漏り対策を講じて見たものの、翌夜もまた同じことが繰り返された。結局また廃材

アタップ板を買い、ヤシの葉マットを増やして屋根を二重構造にしたので、やっと雨漏

りがなくなった。 

 

ウォレスは極楽鳥の情報を村人から集めてみた。ワイゲオ島に来たのは、極楽鳥の収

集が最大の目的だったのだから。極楽鳥がいるのはベシル Besir村であり、ここにはい
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ないというのがムカ村住民の答えだった。だがウォレスはこの村で極楽鳥の鳴き声を聞

いている。ウォレスがそれを主張しても、村人たちは信じなかった。しかし事実は事実

だ。 

処女林の中に入って行くと、極楽鳥はたくさんいた。だが人間を怖れて姿を隠す。ウ

ォレスはそれをシャイ shyと表現している。美しい極楽鳥を何羽も目にし、撃ち落とそ

うと射撃したというのに、他の鳥ならほぼ確実に地上に落ちるものが、この鳥に限って

落ちないで飛び去る。動きはたいへんに迅速で、あっと言う間に姿を隠すのである。 

家の横にあるイチジクの樹に実がなると、その実を食べにたくさんの鳥たちが集まっ

て来た。極楽鳥がそこに混じっていた。ウォレスがコーヒーを飲んでいるときに極楽鳥

を見つけ、すぐに銃を手にして樹の下に立つ。動きがとても速いために狙いをつけるの

が難しい。あれよあれよと思っている間に、飛び去ってジャングルの中に消えた。 

それ以来、数羽の極楽鳥が毎朝イチジクの樹に朝食を摂りに来るようになった。だが

どの鳥も動きが迅速で、しかも長居をしないから、撃ち落とすのは至難のわざだ。ウォ

レスはじっくりとかれらの動きを観察し、一二度失敗を経験し、数日かけてやっと一羽

を撃ち落とすことができた。結局、イチジクの樹にやってくる多数の極楽鳥の中でウォ

レスの手に入ったのは二羽だけだった。 

イチジクの実が残り少なくなったためか、それともこの樹は危険だということを覚っ

たのだろうか、極楽鳥はその樹にやってこなくなった。しかし森の中に入れば、鳴き声

を聞き、飛ぶ姿を見ることができた。一カ月が経過して、ウォレスも鳥撃ち助手たちも

極楽鳥の個体を増やすのが困難になってきたので、ウォレスはベシル村に行くことを考

えた。ベシル村にいるパプア人の中に、極楽鳥を捕まえて剥製にし、それを売る者がい

るのである。 

 

ワイゲオの原住民は先住的土着民でなかったようだ。この島に元々その種の人間はお

らず、ハルマヘラからムラユ人、パプアからパプア人がやってきて居住し、いずれもサ

ルワティやドレの女性を妻にして人種混交が進んだようだ。ウォレスがサルワティ

Salwattyと書いている島は現代インドネシアのサラワティ Salawati島のことだ。 

各地からこの島にやってきて定住するひとびとが人種混交を複雑にしたことで、ワイ

ゲオ島人というのは純粋ムラユから純粋パプアまでを両極端にするあらゆる段階の外見

を持つに至った。言語はパプア島北西部・チュンドラワシ湾の島々・サラワティ・ミソ

オルなどの沿岸部で共通的に使われているパプア語だ。 

それらの現象がパプアとマルクの間の多島海でどのような移住と植民のプロセスが起

こったのかを推測させてくれる。ワイゲオ・ゲべ Gebe（ウォレスの綴りは Guebe)・ポ

ッパ・オビ・バチャンやハルマヘラ島の東と南の半島のような元々先住的土着民のいな

い無人だった地域に雑種的放浪的なムラユ人とパプア人というふたつの特徴的な種族が
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住み着き、相互に混じり合いながらそれぞれの土地の原住民を形成したというプロセス

が起こったであろうことが、強く推測されるのである。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４７）」（２０２１年０６月１８日） 

 

ムカ村住民の生活は、食料をサゴに頼っている他の島の住民と同様、赤貧と言い得る

状態にある。サゴ林のある場所へ行くと、たいていここの村人が住んでいる。かれらは

野菜や果樹を植えて育てようとせず、サゴと小魚だけを食べている。そして時おりナマ

コやべっ甲を獲って売り、必要な衣服を買う。どの家庭もパプア人奴隷をひとりふたり

持っていて、生活に必要な労働はすべて奴隷を使い、かれら自身は怠惰な日常を送って

いる。時に、漁労やいささかの商品を持って商いの旅に出るが、それがかれらの単調な

生活の慰めにもなっている。この島の住民はティドーレのスルタンの支配下にあるた

め、極楽鳥・べっ甲・サゴなどを毎年の年貢に差し出さなければならない。それを手に

入れるためにかれらはパプア島に渡り、セラムやブギスの商人から物品をクレジットで

仕入れて原住民にふっかけ、年貢と多少の利益が残るくらいの商売をして帰る。 

そのような余剰物のない社会は、暮らしやすい場所でない。小さい菜園を作り、使用

人が頻繁に魚を獲って来る、ムカ村在住のセラム商人がいたおかげで、ウォレスの食は

なんとか確保された。鶏・果実・野菜はムカ村で滅多に買うことができない贅沢品であ

る。ウォレスたちは食用になる鳥や、島にいるイノシシ以外の唯一の四つ足動物である

クスクスを狩って食べざるを得なかった。 

 

ウォレスはアウトリガー船を一隻雇い、ひとりのクルーだけをムカに残して借家と収

集品とプラフの番をさせ、残りのクルーと助手を全員連れてベシルに向かった。悪天候

に妨げられて数日間出発が遅れ、ついにある朝ムカを離れることができた。やっとその

日夕方、島の岸辺の海上に作られたベシルの村に到着したのである。それはムカにやっ

てくる時に通過した狭い海峡の南側にある島だった。 

一行は首長の家で夜を過ごし、翌朝、ウォレスが住むのに適した土地を探すために島

に上陸した。アウトリガー船は白い砂浜に引き上げた。ベシル村のひとびとは貝を主食

にしているのが明らかで、家々と浜の間の浅い海は貝殻の山がいくつもできており、未

来の考古学者のための貝塚が作られつつあった。 

上陸地点のすぐ上はヤムイモ畑とバナナ畑になっていて、そこに小さい番小屋がひと

つ建っている。首長はそこを使ってよいとウォレスに言ったが、こりゃ小人の家だとウ

ォレスは思った。地面から４．５フィート高の４本の柱で持ち上げた８フィート四方の
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屋内の高さは、一番高いところで５フィートしかない。ウォレスは身長６フィート１イ

ンチだから、もっと良い物件はないかと他を当たって見た。そして他の家屋が水場から

遠く、汚く、しかも大勢が中で暮らしているのを見たとき、かれの選択は確定した。 

高床にせず、その床を外せばウォレスは立ったまま家屋の出入りができるが、そうす

ると使えるスペースが半減する。ウォレスは高床の屋内をそのまま使うことにして、荷

物を運びこみ、居所と仕事場を整えた。こうしてその小人の家がウォレスのベシルにお

ける６週間の快適な拠点になったのである。 

高床の下ももちろん荷物を整頓し、椅子やテーブルを置き、風を防ぐすだれを付け、

夜はそこでクルーと助手がマットを敷いて眠った。ウォレスは高床の屋内で、何度も頭

を天井にぶつけながら、自分のプライバシー空間を得ることができた。 

 

ウォレスはベシルの村人の中で極楽鳥の捕獲をよくする者を呼び集めてビジネスを開

始した。手斧・ビーズ・ナイフ・ハンカチなどの対価を示し、死んだばかりの極楽鳥を

もってくればそれらと交換することを告げた。一羽につき、何がどれだけというのが価

格交渉になる。この種の交渉は前払いが国際常識だから、ひとりが二羽分を取った。も

ちろん、本人もそれが二羽分であることを承知している。他の村人はこの地をはじめて

訪れた白人が示す奇妙な誘いに戸惑ったか、様子見を決め込んだ。ウォレスのビジネス

に乗ったのはそのひとりだけだった。ウォレスの助手たちも森に入って極楽鳥を撃ち、

持ち帰って来る。ウォレスは助手たちの猟果に大いに満足した。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（４８）」（２０２１年０６月２１日） 

 

三日後、ウォレスとのビジネスを受けた男が生きた極楽鳥を持って来た。だが極楽鳥

は袋に入れられていたため、大いに暴れて尾や羽がたいへん傷んでおり、標本にはでき

ない。ウォレスはその男と６人の仲間たちに、これではだめだと事細かに説明した。自

分が何を望んでいるのかを懇切に語り、死んだもので構わないのだが、もし生きている

ものを渡したいと思うなら、木の枝に足を縛って身体が壊れないようにしなければなら

ない、とかれらに告げた。 

その男についてきた６人の仲間たちはやっとウォレスの希望を呑み込み、またこれは

どうやらフェアビジネスのようだという印象を得て、全員が前払い品を取った。数人が

一羽分、もう数人はニ～三羽分、ひとりは６羽分を持って帰った。 

自分たちは極楽鳥を捕まえるために遠くまで行かなければならないが、手に入れたら

すぐに戻って来るとかれらはウォレスに約束して行った。そして数日後から、かれらは
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五月雨式にウォレスのところに極楽鳥を持って来たが、袋に入れる者はもういなかった

にせよ、外観のどこかが破損していた。 

かれらの中には、捕まえた極楽鳥の足を木の枝に縛って家に置き、そうやって数羽た

めてからウォレスに渡したから、その間に鳥たちは逃げようとして死にものぐるいで暴

れまわり、中には不安や飢餓で死んだものもあった。 

かれらの極楽鳥の捕らえ方は、尖った矢で射るのでなく、実に知能的な方法で生け捕

る。極楽鳥が大好きなアルムの実を鳥がよく止まる木の枝に細い紐をつけて仕掛け、鳥

が止まると紐を鳥の足にからめて地面に落とすのである。 

仕掛けた人間は紐の端を手にして、鳥が止まるのをじっと待つ。ニ三日間、飲食なし

にじっと待つこともあれば、時には一日に二羽三羽と手に入ることもある。土着民のそ

のような狩猟方法をウォレスが見たのはベシルだけであり、他の土地でそのような技が

使われているのを見たことがない。ベシルですら、その方法を使って極楽鳥を生け捕っ

ているのは十人足らずだ。 

ウォレスはベシルで極楽鳥の数を大幅に増やすことができた。最終的にこのワイゲオ

の旅で素晴らしい標本個体が２４羽も得られたのである。だがしかし、ベシルでは食料

に事欠いた。畑を含めた周辺環境から得られる野菜果実は住民の需要すら満たしておら

ず、そのためまだ十分に熟していない段階で収穫され消費される。ニワトリはおらず、

住民が獲った魚も売ってもらうことができなかった。だからウォレス一行は食べられる

鳥を撃ち落とし、コメやサゴと一緒に食べたが、時には鳥が得られない日もあった。プ

ラフに積み込んで来た食料は既にスパイスやバターが使い果たされ、ウォレスは痩せこ

けて奇妙な病気にかかる始末だった。 

 

９月末が近付いてきたため、ウォレスはムカに戻ることにした。東風の季節が終わる

前に西に向かって出帆しなければならないのだから。ウォレスと極楽鳥のビジネス契約

をした住民はだいたい取った対価に見合う数の極楽鳥をウォレスに渡した。中に猟果ゼ

ロの者がいて、かれは先に取った対価の手斧をウォレスに返した。６羽分の対価を取っ

た者は、ウォレスの出発予定日の二日前に５羽目を持って来た。そしてすぐに森の中に

引き返した。 

出発の時が来たが、その男は姿を見せなかった。ウォレス一行がプラフに乗り込み、

いざ出発しようとしたとき、かれが極楽鳥を手で掲げながら走って来たのである。かれ

はウォレスに鳥を渡し、「これであんたへの借りはない」と言った。たとえその男がそ

こまでしなかったとしても、ウォレスがかれにその責任を取らせることなどできないこ

とを、かれ自身も十分に分かっていたはずだ。文明人の多くが期待していない未開人の

そのような正直さや誠実さを目の当たりにして、ウォレスは感動を覚えた。[ 続く ] 
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「イギリス人ウォレス（４９）」（２０２１年０６月２２日） 

 

ウォレスのプラフがムカを去ったのは９月２９日だった。ワイゲオ島の海域を脱して

大海に出るまでに四日かかった。通常のこの季節に吹く風向きに反して、風は南南西か

ら吹いてくる。南南東の風を期待していたというのに、風と潮流がウォレスのプラフの

進行を妨げる。 

遅々として西航がはかどらないため、飲み水の不安が出て来た。ふたりのクルーが置

き去りになったあの島で水を補給しようと考えたが、その方角に向かわせることさえで

きない。しかたなく、ベシル島の真西にあるガグ Gag島を目指した。ウォレスはガグ島

を Gagieと書いている。 

ガレラ人の舟がガグ島で水が得られることを教えてくれたので、ウォレスのプラフが

湾内に入ろうとしたが、逆風で入れない。ウォレスはハンカチを報酬にしてガレラ人の

舟に乗せてもらい、上陸してたっぷり水を汲んで来た。ガレラ人はガグ島の北岸にキャ

ンプしているので、ウォレスのプラフもそこへ向かい、食料を買おうとした。しかし手

に入ったのは黒い石炭のような亀の燻製肉だけだった。そのキャンプの先にはゲべ島住

民が所有する農園があり、オーナーはパプア人奴隷にその世話をさせている。ウォレス

は翌朝、野菜やバナナを買ってハンカチとナイフで支払った。 

 

１０月４日、ウォレスはそこを出発しようとしたが、錨が深い海底に引っかかり、結

局引き上げるのを断念して切り離した。風は相変わらず南南西で、ハルマヘラ島南端に

接近するのは困難であるように思われた。苦労してハルマヘラ島に接近し、海岸に上陸

しようとしたが、強い海流に押し戻されて海上を行ったり来たりという状況に陥った。 

７日の夜にサンゴ礁の端にたどり着き、錨を下ろして夜を過ごし、翌朝上陸した。鹿

やイノシシを狩っているガレラ人がいたが、かれらはムラユ語を話そうとしなかったた

めに役立つ情報は得られなかった。ふたたび海岸と沖の間で行ったり来たりが始まる。

通りかかったボートから、もっと先に港があってそこにガレラ人が大勢いるから、舟漕

ぎ仕事に雇えるだろうという情報が得られた。 

１０月１０日午後、やっとのことで港の入口までやってきた。「ああ、良かった」と

船上の一同が喜び合ったのもつかの間、またまた風が真っ向から吹いてきた。そしてス

コールに襲われて、プラフはまた沖へ流された。実に容易に流されてしまったのは、ス

ペアの錨がスコールで荒れた波のおかげで切れてしまったからだ。プラフは錨を持たな

い、まるで水上に漂う枯葉のようになってしまった。逆風と逆流を乗り切るためには櫂

漕ぎしか手段がなくなってしまったわけだが、プラフ上のクルーと助手たちの櫂漕ぎの
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力は既にこの帰途航海の初期から証明されていた。何しろウォレスのプラフは重く、三

人のクルーでは、たとえ年寄りの水先案内人を加えたとしても自然の猛威とバランスが

取れそうもなかったにちがいない。 

穏やかな入江を見つけてそこに駆け込んだ一行は、急場をしのぐために、プラフのバ

ラスト用の石を籐で編んだ袋に詰めて急ごしらえの錨を作った。この錨は、次に上陸し

てクルーが重い木と石でムラユ式錨を二個作るまで、プラフの航行を助けた。 

 

１１日、ウォレス一行はついにハルマヘラ島南半島部のガネルアル Ganeluarに上陸

した。その地の首長は西岸部のガネディダルム Ganedidalemに住んでいるので、ウォレ

スが助力を求めていることを伝えるためにガネルアルから村人が使いのために出発し

た。半島を横断するのは半日かかる。ウォレスはサゴ・鹿の干し肉・ココナツを買って

飢えと渇きをいやすことができた。ウォレスの著作ではガネルアルは Gani-diluar、ガ

ネディダルムは Ganiと書かれている。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５０）」（２０２１年０６月２３日） 

 

１２日午後、ガニの首長がやってきて、ウォレスのプラフに乗れるだけの櫂漕ぎ人を

用意することを約束し、また卵とコメをウォレスにプレゼントした。１６日夜明けと共

に、１０人の漕ぎ手を加えたプラフはガネルアルを離れた。その日夕方、半島南端との

ほぼ中間まで来て、夜は休んだ。南端を回ると、進行方向が完全に逆転する。櫂漕ぎを

続けて、プラフは１８日夕方ガニに到着。ガニの首長と在住ブギス商人の歓迎を受け

て、一行はしばしの休息を取った。 

テルナーテへの航海に、天候が予断を許さないため、ウォレスは漕ぎ手を更に４人増

やして２０日午後、ガニを出発した。２２日正午前、バチャン島とハルマヘラ島間の海

峡にある狭まった航路を抜けようとしたが、海流が速くて渦を巻き、容易に通過するこ

とができない。風向きは転々と変化し、時に死に絶えることもある。難所を切り抜けて

２５日には沖合に出、深夜にカヨア島南端に達した。カヨア島で数日休息し、その間昆

虫採集をしようとウォレスは考えたが、雨季に入ったためだろうか、昔の時ほど昆虫は

いなかった。 

ウォレス一行が付いた翌日にテルナーテに向けて出発したボートが、悪天候のために

戻って来た。１０月３１日、天候が良くなったように思われたので、ウォレスはプラフ

を泊めてある河口に移動し、１１月１日朝、バチャンを出港した。だが風向きはどこへ

行こうが逆風が続く。海流は時に前進を妨げて押し戻したり、時には進行方向に流れて
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航行を誘導してくれるが、ワイゲオを出て以来の風向きの異常さはクルーに大問題とい

う印象を植え付けた。 

今は南東の風が吹く季節であるにもかかわらず、南東の風が半日以上吹いた日は一日

もなく、ほとんどが逆風になってこのプラフを苦しめている。これは不吉がこの船にま

とわり付いているためだから、それを祓う儀式をしてはどうかとクルーはウォレスに勧

めた。それは船底に穴を掘り、そこに聖油を注ぎ込むのだそうだ。 

 

１１月２日の夜明け、プラフはカヨア島とマキアン島の間にいた。午前中は雨が続

き、午後は風が凪いだ。その後、弱い西風が起こったので、マキアン島に上陸して夜を

過ごした。３日、南風が来たので喜んだものの長続きせず、すさまじいハリケーンに急

変した。それはワイゲオからの航海で出会った最大の猛威だった。水先案内人は「アッ

ラー、イラッラー！」と大声で叫び、神の救いを求めた。ハリケーンが過ぎ去ったあ

と、さっきの嵐はこれまでに体験したことのないすさまじいものであり、このプラフが

不吉にしがみつかれているのは疑いないから、ブギスのプラフがみんなしているよう

に、このプラフに付いている不吉を祓う儀式を行うべきだと水先案内人もウォレスに主

張した。あんなハリケーンだったのに大過なく通過できたのは、自分が主アッラー

Tuwan Allahに助けを求めたからだ、とかれは語った。そのあと、二日かかってやっと

テルナーテに到着した。凪・スコール・逆風そして到着直前には最後の最後に突風を受

けて吹き戻された。 

最終的にテルナーテの家に戻って来ることはできたものの、ウォレスが判定したゴロ

ム島から処女航海に出た後の全行程の総括は、ローカルのプラフでこのような航海はす

るべきものでないという結論だった。ゴロム⇒セラム⇒ワイゲオ⇒テルナーテという５

カ月と一週間の旅の中で、実にさまざまな事件が起こった。最初に雇ったゴロム人クル

ーが全員逃亡し、ワハイで雇ったクルーふたりが名もない島に置き去りになって一カ月

漂流者暮らしをしたこと。サンゴ礁に１０回も乗り上げ、４回錨が失われ、ガニで買っ

たボートが嵐で粉々になり海の藻屑と消えたこと。１２日で十分踏破できるワイゲオ⇒

テルナーテの航海に３８日が費やされ、海上で何度も渇きと空腹に悩まされ、終日順風

に恵まれた日は一日もなかったこと等々。ウォレスが自前の船で行ったはじめての航海

は、どんな船乗りに言わせても運の悪い旅だったことは間違いあるまい。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５１）」（２０２１年０６月２８日） 
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１８６０年のクリスマスをウォレスはテルナーテで送り、年が変わった１８６１年１

月、かれは南方のティモール島ディリ Diliに向かった。ティモール島西半分のオラン

ダ領は１８５９年５月に２週間、クパンと近隣の数カ所に合計二週間滞在して調査と採

集を行ったことがある。ポルトガル領ティモールのディリでの調査は初めてだ。ウォレ

スはディリを Delliと綴っている。 

１８６１年１月１２日にウォレスと助手の一行はディリに到着し、イギリス人のキャ

プテン・ハートに迎えられた。ハート氏はポルトガル領ティモールの物産を商い、また

自分でもコーヒー農園を経営しているディリの長期居住者だ。ハート氏は友人のギーチ

氏をウォレスに紹介した。ギーチ氏は銅の鉱脈を発掘するためにそこに二年も滞在して

いる鉱山技師である。 

ディリの家屋が泥土と草で作られているのを目にしてウォレスは、オランダ領の極貧

の町よりまだ過酷な、悲惨な土地だという印象を受けた。要塞でさえもが泥土の壁で作

られている。教会も税関役所も何ら違いがなく、おまけに見映えをよくするために飾っ

たり小ぎれいにしようという意欲も見られない。まるで貧しい土着民の町であり、おま

けに町の周辺に栽培や耕作が行われている雰囲気もない。 

総督邸だけが他の建物に比べて風格を見せているとはいっても、他の土地へ行けばた

だの貧相なコテージかバンガローのたぐいでしかない。町は少し離れた距離にある湿地

と泥沼に囲まれていて、ひとは容易にマラリアに罹る。ハート氏はその対策として、夜

はいつも町から２マイルほど離れた高原部の家に帰って寝る。ギーチ氏も同じエリアに

自分の家を持っていて、わたしの家をシェアしましょうとウォレスを誘ったので、ウォ

レス一行はしばらくギーチ氏の家に同居した。 

 

体調がすぐれなかったために、ウォレスはハート氏の農園の近辺で昆虫や鳥を採集し

た。２月に入って、山上海抜２千フィートにあるバリバ村を一週間ほど訪れようという

ことになり、馬で７マイル足らずの距離を登った。半日の登攀でバリバ村に到着。 

村には家屋が３軒だけあり、数フィートの柱の上に載った低い壁の家屋で、草ぶき屋

根はかなりの高さがある。ウォレスたちはまだ建築中の家を貸してもらった。そこから

は眼下にディリの町と海の美しい光景が見渡せた。 

今は雨季の真っただ中であり、一日に太陽が十分照る時間はほんの１～２時間しかな

い。多分その天候のおかげで、鳥や他の動物も昆虫も貧しい様相を呈しているのだろ

う。鹿は一頭もいなかった。 

ジャガイモは海抜３千から３千５百フィートという山の高所にまで植えられていて食

料には事欠かず、また家畜の羊も二日に一頭が屠られて客人の食糧にされた。ジャガイ

モと共に高品質の小麦も栽培されている。そこで採れた小麦粉で作ったパンは、ウォレ

スがこれまで食べた美味しいパンと少しも遜色のないものだった。ヨーロッパやアメリ
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カから輸入された小麦粉で作ったパンと比較しても、決して劣るものではない。またコ

ーヒーも１～２千フィートの高所でたくさん収穫されている。 

ディリの町は海岸の低地にあり、マラリアの汚染地区になっている。ところが、ポル

トガル人が植民地にしてから三百年間、この地にいるほとんどのヨーロッパ人は不健康

なディ 

リの街中に住み続け、高原に家を建てて住もうという動きは起こらなかった。今で

も、ヨーロッパ人の半分は不健康なディリの街中に住み続けている。ハート氏のよう

に、より健康な生活が営める高原に住み、ディリの町との間によい道路が作られたな

ら、馬で１時間ほどの通勤時間にしかならないというのに、ディリのポルトガル人はそ

れをしようとしない。 

道路について言うなら、ポルトガル領ティモールには道路らしい道路が作られていな

い。おまけにハート氏の農園は別にして、ここの広大な丘陵地に農園らしい農園もまっ

たく存在しない。農園の収穫物を港や消費市場に輸送するために、良い道路は不可欠で

ある。道路がなければ農園は十分に成り立たず、農園がなければ道路を作る必然性が低

下する。原住民が自発的にそういうことを行わないのであれば、政庁が指導すればどの

ようにも実現させることができるのではあるまいか。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５２）」（２０２１年０６月２９日） 

 

政庁が住民の経済活動を促進させ、インフラを整備して経済効率を高めることで、領

地は発展し、住民は植民地統治がメリットをもたらすことを認識する。イギリスもオラ

ンダもそのようなことをしているというのに、ここはまたいったいどうしてこうなのだ

ろうか、とウォレスははなはだ訝しんだ。 

 

２月２４日にギーチ氏がティモールを去った。ギーチ氏を雇ったのはポルトガルの鉱

山開発会社であり、シンガポールにいるポルトガル商人が会社資本金の大部分を担っ

た。そのプロジェクトの発端は、かなり昔にディリの東方にある山で銅塊が発見され、

山全体が銅の塊であるという話を政庁上層部以下が信じていたことに始まる。 

ポルトガル人は、まず鉱脈探査を、などという悠長な話は時間と金の無駄だと考え

て、イギリス人鉱山技師を二年契約で雇った。その人間に採鉱事業を請け負わせて、必

要な機材・資材の一切および数人のメカニックを請負者の責任の下に用意させたのであ

る。 
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すべてがディリに揃い、ディリから総督・軍司令官・判事長のお歴々、現地周辺地域

の原住民首長たち、そしてハート氏が通訳として付き添ったギーチ氏とメカニックらが

現地に集まって鉱山オープニング式典の運びとなる。ところが銅の塊だと言う山をギー

チ氏が見た時、「銅の鉱脈など、どこにもありませんぞ。」という話になった。 

「そんなはずはない。ありえない。」と言われれば、多勢に無勢。ギーチ氏は銅の鉱

脈を探して歩き出す。ところが、行けども行けども銅の山などという様相に出くわさな

い。見つかるのはせいぜい、採算性のない貧弱な銅原石程度だった。 

ポルトガル側は、銅鉱山の掘削をどこで開始すればよいか、その地点を指示してほし

い、とギーチ氏に要請したが、「ここに銅はないので、そんなことをするのは金と時間

の無駄だ。」とかれは主張した。しかし総督はギーチ氏の言を信用せず、「鉱山技師の

あなたは場所を示すだけでよいのだ。やるやらないはわれわれが決めることだ。」と決

めつける。 

ギーチ氏は再度同じことを言い、あるかないか判らない地底の銅を探すために峡谷を

削り取って行かなければならず、そんなことに時間と金を使うことはできない、と説明

した。通訳の言葉を聞いたお歴々一行は突然背を向け、何の一言もなしにその場から帰

って行ったそうだ。その後、この事件に関してポルトガル人の間では、イギリス人技師

は銅を掘り出す意志がなく、このプロジェクトは陰謀がらみのものだった、という話が

広まったと言う。 

ギーチ氏はシンガポールのポルトガル商人に手紙を書き、メカニックは帰国させるこ

と、自分は契約期間をティモール領内の鉱物資源探査に当てることを説明して同意を得

たものの、ディリのポルトガル政庁はギーチ氏をディリから出さないように努め、かれ

の行動をさまざまに妨害した。しかし最終的に鉱物資源探査行動は許可され、ギーチ氏

は助手と共に東部地区を調査して回った。そして得られた結論は、鉱山として採算の合

うものは何ひとつないということだった。銅鉱も数カ所で見つかったものの、低品質で

ビジネスになるものでなかった。 

たとえ何かマシなものが見つかったとしても、まず道路建設から始まり、更に必要な

機材・資材・人材をすべて輸入して採鉱活動に入ることを思えば、採算性がきわめて厳

しいことは想像がつく。この地がもっと文明化した後でなければ、鉱業ビジネスは成り

立たないだろうというのが最終結論だった。 

 

これは無知盲信の徒と、権力に押されて無恥猛進する愚挙を拒否した人間の姿を浮き

彫りにしたような話だ。山を切り崩して地底の底まで見せてやれば、ディリのお歴々は

最終的に銅がないことを信じただろう。ギーチ氏にとっては、自分の意見が正しいこと

を証明する方法がそれだったように思われる。だがそんなことをすれば、ギーチ氏の契

約報酬はすべてが吹っ飛び、自分の財産をその愚挙のためにつぎ込むことになりかねな

い。 
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その愚挙に合わせて契約内容を変え、契約金額を上増しするような契約主がいるわけ

があるまい。契約主にもっと金を出させるためには、ギーチ氏は嘘をつくしか方法がな

かったのではあるまいか。だが、かれは自分のプライドを護るために詐欺行為を行うこ

とも拒否した。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５３）」（２０２１年０６月３０日） 

 

無知盲信の徒というのは、迷信や偽言虚言を信じて頑なになっているものだ。かれら

に真理真実を「信じさせる」のがいかに困難なものであるかということは、現代社会に

おいても何も変化していない。その種の人間に真理真実を「信じさせる」ことは、エベ

レストの山頂からチャレンジャー海淵に至る千差万別の知性レベルを持つ人間への大い

なる挑戦であり、真理真実の敗北という挫折が常に足元に大きな口を開いてひとを待ち

受けている。直立歩行するようになったサルがたいへんな進化を遂げたと言われている

中にあって、この問題はいまだに栄枯不変の障害を人類に与えているようだ。 

だからこそ人類は、その無知盲信の徒を手玉に取るために、実体を言葉で描き出すこ

とがほぼ不可能な「社会」という、人間でできた空気のようなものを操作する方法を使

って来た。個人を相手にすると失敗する確率の大きいその障害が、社会という空気の膜

でかれらを包むことによって失敗の確率が大幅に減少したことをわれわれは歴史の中に

多々見出すことができる。実に、進化したサルの扱い方を十二分に心得た超進化したサ

ルが歴史の中で世界中のあちこちに出現したのである。われわれの周囲にもきっとそん

なサルがいるにちがいあるまい。だからこそ人類は社会性を低下させて個人主義の方向

へと邁進しているように見えるのだが、それが超進化したサルの手管を知り尽くした無

知盲信の徒の反撃なのかどうかは別にして、社会性が深まる以前の段階に展開された人

類生活形態への回帰がそれであるなら、もちろん全く同一になるわけがないのだが、人

類の進化とはいったい何なのかという疑問に襲われるひとも少なくないだろう。閑話休

題。 

 

ポルトガル領ティモールの中央山岳部に住む土着民はパプア系だ。一方、海岸部の住

民はムラユやインドあるいはポルトガルが混じっていて、パプア系より背が低い。山岳

部で家屋は３～４フィートの高床にするが、海岸部では土間になっている。 

死者の遺体は地面から６～８フィートの高さに敷かれた板の上に載せられ、露天のま

まに置かれているものもあれば、屋根が設けられているものもある。埋葬の際に宴を開

かなければならないので、遺族がそれを行えるようになるまで遺体はそのままだ。 



 

95 

ティモール人は概して偉大なる泥棒であるものの、血に飢えている者たちではない。

かれらは常にかれら同士の間で抗争し合っていても、ヨーロッパ人に危害を加えること

はない。機会があれば他部族の保護されていない人間を誘拐して奴隷にする。町中に住

む混血者を除いて、キリスト教徒原住民はいない。 

原住民は自分たちを支配しようとする人間をたいへん嫌い、自分たちの自由独立を維

持しようと努める。だからポルトガル人にせよオランダ人にせよ、かれらに受け入れら

れて共生できるような雰囲気は見られない。 

 

ポルトガル領ティモールには、過去三百年間の植民地時代を通して、ひとつの道路も

作られていない。街と近隣の村や何らかの関りを持つべき土地をつなぐ道路がひとつも

ないのである。それは領内の発展を望む者がポルトガル側にも原住民側にも、ひとりも

いないという状況を示しているようだ。政庁の官僚たちは原住民から搾り取り奪い取る

ことだけを考えている。その一方で、原住民が反乱を起こして攻めて来たときのこと

は、たいして想定されていない。 

この地は土壌も気候も農栽培を助けるものでなく、植生も単調であまり魅力的でな

い。特に乾季はたいへんに厳しく、自然水の水流が涸れてしまうこともしばしば起こ

る。しかし高さ２～４千フィートの高所は十分な湿気があり、ジャガイモや小麦を繁茂

させることができる。 

産業と呼べるほどの産業がまるでないティモールでは、輸出商品は小馬、白檀、蜜ろ

うなどくらいだ。白檀は主に中国に輸出されて、寺院や富裕層の邸宅で消費されてい

る。 

ウォレスは１８６１年４月２５日に期待外れだったディリを去って、セラム島の西に

浮かぶ大きい島、ブル Buru島に向かった。オランダ植民地政庁の郵便船は５月４日に

ブル島のカイェリ Kayeli港に入り、ウォレス一行を下ろした。ウォレスは自著の中で

ブルを Bouru、カイェリを Cajeliと綴っている。Cajeliはオランダ式綴りだろう。

[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５４）」（２０２１年０７月０１日） 

 

カイェリは２０世紀初めごろまでブル島の首府だった。オランダ要塞が造られ、オラ

ンダ政庁行政官が駐在していた。ところがすさまじい洪水のためにカイェリが壊滅した

結果、政庁は１９１９年に首府を湾の対面にあるナムレア Namleaに移転させたのであ

る。 
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ウォレスはブル島に二カ月滞在する予定を組んだ。郵便船はマルクの島々をひと月か

けて巡回するからだ。ウォレスの乗った郵便船が港に入ると、ブル島要塞指揮官が原住

民の小舟でやってきて郵便物を受取り、ウォレス一行と荷物を積んで陸地に引き返し

た。郵便船はそのまま港を出て行った。 

要塞指揮官が直々に郵便物を受取りに来るぐらいだから、ブル島要塞とは言ってもわ

ずか１２人ほどのジャワ人兵士と指揮官付き副官がいるだけの小世帯である。それでも

要塞建物は堅固に作られ、ちゃんとした装備を持ち、戦争の役には立つようになってい

る。ディリのポルトガル要塞には少佐・大尉・中尉などの士官や兵士が大勢いて、兵力

を比べれば比較にならないものの、そのあまりにも見すぼらしい姿を比べれば、戦闘力

の大きさは一気に逆転するようにウォレスには思われた。 

指揮官は郵便物をブル島取締官 Opzeinerの居宅兼事務所に運んだ。ウォレスもそれ

に付いて行った。ブル島は副レシデンが置かれるほどの要所でないために、もっと下級

の植民地官僚が現地の監督者として駐在している。ブル島取締官はアンボン生まれの混

血者だった。 

取締官が手紙を呼んでいる間、ウォレスはガイドを付けてもらって借家を探しに村に

出かけた。村は沼地の中にあって、地面は水と泥でいっぱいだ。家は１フィートほど水

面から高く盛った土の上に作られ、周囲を湿地が取り巻いている。家の木製の枠組みは

たいてい上手に作られているものの、床は土間であり、外の道と床の間には段差がな

い。床は湿気に満ちている。 

 

ウォレスは最終的に道路から１フィートほど床が高くなっている家を見つけて、家の

主と交渉した。家主は家財道具を置いたままで家を空けることを同意し、ウォレスはそ

の夜、屋内を片付けて自分の好む配置に自分の荷物を整頓し、自分のライフスタイルを

その家で満喫できるようにした。家主はどこか親戚の家に転がり込むだけで数個の銀貨

が手に入るのである。たいていの原住民はその簡単な金稼ぎを否とは言わない。 

ブル島のいくつかの土地を見た後でウォレスはブル島民について、人種面で優勢な特

徴はスラウェシのムラユ型だと考えた。ウォレスがバチャン島で見た東スラウェシのト

モレ人に類似している者がしばしば見つかる。次いで優勢な特徴はセラム島のアルフロ

ス型だった。ブル島人の外見にそれらの特徴の混在を見出すことができる。 

東スラウェシのスラ Sula島からブル島北岸までは４０マイル足らずの距離、セラム

人にとってブル島への航海はマニパ Manipa島から簡単に行える。その仮説は、使われ

ている言語からも証明できるものだ。 
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ウォレスはカイェリに家を借りて近辺を探ってみたが、どうやらブル島に早く来すぎ

たことが明らかになった。ここはまだ雨季が終わっておらず、生物相がたいへん貧しい

ことが判明したのである。もっと奥地に入ってみたらどうだろうかと考えて、ウォレス

は５マイルばかり川をさかのぼったアルフロスの村への訪問をアレンジした。するとカ

イェリのラジャが、その村はわが支配下の村だからということで、ウォレスの訪問に同

行することになった。ラジャはたいへん落ち着いたひとがらの老人だった。 

泥まみれになりながらの奥地訪問もたいした成果が上がらなかったため、情報を集め

ることにした。島の北側は丈の高い草に覆われた沼地や湿地だらけだが、南部海岸はワ

イポティ Waypotiから森林が続いていることが分かった。但しペラ Pelahから向こうの

海はモンスーンに直接さらされるので危険であるため、プラフでペラまで行き、そこか

ら徒歩で進まなければならない。 

現代インドネシアには Waepotihと Pelaという場所がある。Pelaは位置的につじつま

が合うのだが、Waepotihはブル島北岸にあってウォレスの文に従うとおかしなことに

なる。昔は別の場所がその名で呼ばれていたと理解せざるを得ないようだ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５５）」（２０２１年０７月０２日） 

 

徒歩となると荷物担ぎ人が必要になるため、オランカヤが一日先行してペラへ行き、

荷物担ぎのアルフロスを集めておくことになった。計画は順調に進んで、ペラから海岸

沿いに１０マイル歩き、５月１９日にワイポティに到着した。そこには、村はなく、家

屋と農園が散在しているだけだ。 

ウォレスが使える家は屋根の腐った背の低い小屋だけだった。幸運にもその夜は雨が

降らず、翌日すぐに屋根の修理を行った。その家から半マイルほどのところにきれいな

水流があり、その向こうが森林に包まれた丘になっている。水流を越えて丘に入ってみ

たところ、その辺りには踏み分け道も何もないようだったから、採集はあまり期待でき

ない場所だとウォレスは考えた。 

丘にはトウモロコシやバナナの畑がたくさんあるのだが、新開地が見当たらない。そ

れでウォレスは自分で森林の一部を切り開くことにし、ふたりの原住民を雇って適当な

広さの空き地を作った。しかし、他の島で得られたほどの種類と量をそこで得ることは

できなかった。特に、美しい種類の虫があまりいなかった。 

 

ウォレスはブル島での二カ月間で甲虫を２１０種類得たが、１８５７年にアンボン

で、かれは三週間で３００種の甲虫を採集しているのである。ブル島での採集活動も、
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行く前に期待していたほどのものでなかった。ウォレスがブル島で得た鳥は６６種で、

その中に新種が１７種あった。そのひとつがヤイロチョウ Pitta科の美しい小鳥だ。 

ウォレス自身も、かれの鳥撃ち助手たちも、週に何度かこの鳥を目にしているという

のに、深い茂みの奥で鳴き声が聞こえてもすぐに飛び去ってしまったり、時には近すぎ

る場所にいたために撃てば鳥の身体が砕け散って標本にしようもない状況だったりし

て、なかなか手に入らないままワイポティを去らなければならない日が近付いてきた。 

助手のアリはこの鳥を手に入れることができないのをたいそう気に病み、ワイポティ

出発予定日の二日前の夕方、植物のトゲで負傷した足をかばいながら森の中に入って行

った。数マイル離れた森の中の小屋で休み、夜明け前に起きて日の出を待ち受けるため

だ。日の出と共に森の鳥たちは餌を食べるためにやって来る。アリはこの最期のチャン

スを見過ごすことができなかったのだ。 

翌日の夕方、アリが戻って来て土産をウォレスに渡した。アリは念願のその鳥を二

羽、持ち帰った来たのだ。一羽は頭が吹き飛ばされ、身体も傷んでいたので標本にでき

るものでなかったが、もう一羽は完璧な姿をしていた。ウォレスはこの鳥が他の島にい

るものとは異なる、全くの新種であることを確認した。 

 

翌日、ウォレス一行はカイェリに戻り、すべての荷物を梱包して郵便船が来るのを待

った。ウォレスがテルナーテの家に戻るのは、このときが最後だった。ウォレスと助手

たちはテルナーテの家に二日間滞在してすべての荷物を梱包し、すべての友人たちに別

れを告げ、１８６１年７月７日、マナドに向かう郵便船に乗った。 

１８５６年９月にはじめてマカッサルを訪れてから、ウォレイシアを中心にした東部

インドネシア地方での４年１０カ月の旅の終幕がそれだった。ウォレスは二度と訪れる

ことのないマルクの島々に永遠の別れを告げたのである。 

船のスケジュールに従ってマナドとマカッサルにそれぞれ数日間滞在し、そして７月

１８日に郵便船はスラバヤに到着した。ウォレス一行はスラバヤで降りると、集めたコ

レクションをそこで二週間かけて梱包し、ロンドンに向けて送り出した。身軽になった

ウォレスはジャワ島での採集活動に励む。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５６）」（２０２１年０７月０５日） 
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ジャワの都会は自然から離れすぎている。大自然の中にある絶好の狩場へ行きたいの

はやまやまだったが、いかんせん、ジャワは交通費が高すぎた。ジャワ島内の旅は、豪

華だが金を食うものなのだ。 

遠方へ行こうとするなら、馬車を雇うか借りなければならない。そして、６マイルご

とに置かれている替え馬の常設交換所で馬を取り換え、１マイル当たり半クラウンの金

を支出しなければならない。このシステムを使うことによって、ジャワ島の端から端ま

でを時速１０マイルで走り続けることができるのである。一方、標準外の荷物は牛車や

荷担ぎ人に運ばせなければならない。ウォレスの活動とこの移動方法はまったくのミス

マッチングだったから、行き先はできるだけ近い森林にしようと考えてウォレスはアル

ジュナ山麓の森を行き先に選んだ。 

スラバヤの郊外はまったくの平坦地で、あちらこちらに耕作地がある。開けた平地に

道路が数マイルの距離にまっすぐ伸び、その両側にタマリンドの並木が列をなしてい

る。１マイルごとに警備ポストがあり、警官がそこで任務に就いている。そこには木製

のクントガン kentonganが吊り下げられて、非常事態を周辺住民に告知するために使わ

れている。時おり通過する集落は、竹の群生、白い建物、製糖工場の煙突が単調な風景

を見せている。 

ウォレスはスラバヤの南方４０マイルにあるモジョクルト Mojokertoの町に住むイギ

リス人、ボール氏の家を訪れて紹介状を差し出した。ボール氏はジャワでの滞在が長

く、夫人はオランダ人だ。良い借家が得られるまでここに住んではどうか、とボール氏

はウォレスに勧めた。 

 

モジョクルトには副レシデンと原住民首長であるレヘントが住んでいる。街はこざっ

ぱりしていて、巨大なブリギン beringinの樹の下にはパサルが作られ、終日、住民が

集まって来る社交場になっている。 

翌日、ボール氏はウォレスを誘ってモジョアグン Mojoagung村を訪れた。かれはそこ

に住居とタバコの取引所を建てているのだ。続いて、古都モジョパヒッ Majapahitの遺

跡を見に行った。半ば崩れた巨大な煉瓦の塊がふたつあり、明らかにジャワ風ゲートの

遺跡であることが分かる。モルタルやセメントのような煉瓦を接着させる素材の跡が見

られないことから、ウォレスはジャワの煉瓦建造物の精密さに舌を巻いた。煉瓦の一個

一個が緻密で硬く、正確な角度と均一の表面をしている。これほど驚嘆されるような煉

瓦作りをこれまで見たことがない、とウォレスは書いている。そこから数マイルに渡っ

てあらゆる方向に建物の跡が見られ、道路や小道はその下に煉瓦で基盤が敷かれている

ことがわかる。多分それが古都の舗装道路だったのだろう。 

モジョアグンのウェドノ Wedana（ウォレスは Waidonoと綴っている）宅を訪問し、そ

こで溶岩石に彫られた美しいロロ・ジョングランの彫像を目にした。その彫像は村に近

い場所で地面に埋まっていたものが掘り出されたそうだ。ウォレスはボール氏に、この
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ようなものはどこで買えるだろうかと尋ね、ボール氏がウェドノにそれを取り次ぐと、

ウェドノはためらいもなくそれをウォレスに進呈した。その高さ２フィートでかなり重

量のある彫像は、翌日、ウェドノ宅からモジョクルトのボール氏宅に運ばれた。 

 

ウォレスはアルジュナ山西側斜面にあるウォノサラム Wonosalamにしばらく滞在する

ことにした。滞在許可をレヘントから現地のウェドノに出してもらうために、副レシデ

ンにそのことを依頼し、一週間後にウェドノの許可が下りたので、ウォレスはモジョア

グンから荷物と助手を伴ってウォノサラムにやってきた。 

折りしも、ウォノサラムではウェドノの弟と従兄弟たちの割礼の祝宴が開かれている

最中だったため、ウェドノ邸は住民で満ち溢れており、ウォレスは別棟の小さい部屋を

使うよう案内された。ガムランが夜っぴて演奏され、ウォレスはガムラン音楽を堪能し

た。 

しかしこの場所は標高１千フィートの高所にあるものの、森林はコーヒー農園のずっ

と向こうにあって、毎日そこへ往復するわけにいかない。他の方角には、ウォレスにと

って良い狩場は存在しなかった。鳥撃ち助手たちはその一帯で豊富に見られる野生の孔

雀を狩った。孔雀肉は白身で七面鳥並みの柔らかさとデリカシーがあり、ウォレスたち

の舌を楽しませたようだ。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５７）」（２０２１年０７月０６日） 

 

ウォノサラムの滞在三日目にボール氏が様子を見にやってきた。ボール氏が物語るに

は、一昨日の夕方、少年が路上でトラに食い殺されたそうだ。牛車に乗って帰宅する途

中の少年に、村から半マイルも離れていない場所でトラが飛び掛かった。そして少年の

身体を近くのジャングルにくわえこんで食い殺した。翌朝、骨になった少年の遺体が発

見され、ウェドノは７百人近い住民を指揮して人食い虎を狩り、ついに発見して殺し

た。 

このようなケースでは、原住民は槍だけを使い、広範なエリアを取り囲んで獲物を追

い立て、その輪を狭めて行って、最終的に槍を構えた人の輪がトラを串刺しにしてしま

う。トラは逃げ道が無くなったことを知ると、ジャンプして槍の輪を跳び越えようとす

る。そのときに十数本の槍が突き立てられて、トラはたいてい即死する。ズタズタにさ

れたトラの皮はもはや何の値打ちもない。頭骨は切られて歯が取り出され、それがひと

びとのお守りにされるのである。 
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ウォレスはウォノサラムを一週間で切り上げ、麓のジャパナン Japanan村に下った。

ウォレスは Djapannanと綴っている。その村は周囲が小さい森で囲まれており、ウォレ

スを期待させるに十分な姿をしていた。村長はウォレスのために、自宅の中庭に竹造り

の部屋をふたつ用意してくれた。ウォレスの役に立とうという意気込みが村長の姿から

感じられた。 

気候はたいへん暑くて乾燥しており、数カ月間雨が降っていないから、昆虫の採集は

不可能と諦め、全員が鳥の採集に取り組み、満足できるコレクションができあがった。 

ある朝、ウォレスが村長宅の中庭で標本作りを行っていると、ここで裁判が開かれる

と突然言われた。４～５人の男が入って来てマットにしゃがみ、続いて村長と事務員が

やってきてその対面に座った。マットにしゃがんだのは囚人・告発者・警官・証人たち

で、それぞれが自分の話を物語った。ウォレスがじっくり観察したところでは、中のひ

とりの手首にひもがからめられており、それが囚人を示す合図であることが判った。ひ

もは緩くからめられているだけで、まったく縛られていない。 

これは強盗事件の裁判らしく、証拠品が示され、村長がいくつかの質問を行い、告発

者が何か言い、そして村長の判決が下された。罰金刑だったのである。しゃがんでいた

連中が立ち上がり、和気あいあいの雰囲気で去って行った。その裁判進行の中で、だれ

ひとりとして激情に駆られたり、気分を害して不愉快になった姿を示した者はおらず、

実にムラユ的性格を絵に描いたようなものだとウォレスは思った。 

 

ウォノサラムとジャパナンでのひと月間の滞在で、ウォレスは９８種の鳥を採集し

た。昆虫の標本は貧弱そのものだった。東部ジャワはこれでもう十分だと考えて、ウォ

レスは西部ジャワに向かうことにし、モジョクルトからスラバヤへ戻るのに川をボート

で下った。 

ゆったりしたボートにウォレスと助手たち、そして多くの荷物を積み込んでの優雅な

この旅にかかった費用は、スラバヤからモジョクルトへ来る時に支出した費用の５分の

１で済んだ。 

 

スラバヤへ戻って数日後の９月１５日、一行は蒸気船でバタヴィアに移動した。バタ

ヴィアでは、一週間ほどホテルデザンドに宿泊してバタヴィアを見て回り、これからの

活動計画を練った。このホテルは居間と寝室およびオープンのベランダが付いており、

たいへんに快適だ。朝のコーヒーと午後のティ―はそのベランダで愉しめる。方庭の中

央には大理石の浴槽がいくつもあって、いつでも利用することができる。１０時の朝

食、６時の晩餐も素晴らしい食事であり、そして宿泊料金はたいへん妥当な金額だ。 

バタヴィアの街は訪問者にとって不便な所だ。ビジネスセンターは港の周辺にある一

方で、公職者やヨーロッパ人ビジネスマンたちの住居、あるいはホテルなどは港から２
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マイル南の地区に集中している。その地区には広い道路や広場が設けられて、広大なエ

リアになっている。 

訪問者にとっての不便というのは、何よりも移動の足が賃貸しの馬車しかないことで

あり、その二頭立ての馬車は最低でも半日５フルデンかかるので、午前中の一時間のビ

ジネスでも、また夕方の私邸訪問でも、半日分の金額を二回出費しなければならなくな

る。 

バタヴィアでひとは誰も歩かない。道路は砂利道だが、置かれている石は粗いもの

で、そこを歩くと足が痛くなる。みんな馬や馬車に乗るのが普通であり、庭を歩くひと

さえいない。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５８）」（２０２１年０７月０７日） 

 

バタヴィアから４０マイル離れた奥地にある、標高１千フィートのバイテンゾルフを

ウォレスは乗合馬車で訪れた。有名な植物園は、確かに素晴らしい植物が集められてい

るのだが、レイアウトが決して素晴らしいと言えるものになっておらず、ウォレスは大

した感銘を受けなかったようだ。おまけに園内の遊歩道は砂利が疎らに撒かれた道だっ

たために、歩くのに疲れて足が痛くなった。世界に名高いこの植物園はどうやら、素晴

らしい植物類の世話を正しく行える人間の数が不十分なのではないかとウォレスは感じ

た。 

バイテンゾルフを後にした一行は、ダンデルスが造った峠越えの郵便道路に向かっ

た。荷物担ぎ人を雇い、ウォレスは借り馬に乗って上り道を進む。馬と人足は６～７マ

イルごとに交代する。現在のプンチャッ Puncak街道であるその道は徐々に高度を増し

て行く。 

果樹に囲まれた原住民の村や瀟洒なビラがあちこちにある。農園主や退職したオラン

ダ人公職者たちが住んでいるそれらのビラはこの地域一帯が文明化された快適な土地で

あることを物語っているようだ。だがそれにもまして、ウォレスは道の両側に開かれた

棚田の風景に感動した。棚田はバリとロンボッで初めて目にし、大いに感嘆したものだ

が、ここで再び目にした棚田のシステムを世界に二つとない優れたものだとウォレスは

思った。山の斜面をある高さまで棚田が取り巻き、かなりの距離にまで奥地につながっ

て数百平方マイルの土地が原住民の生産活動に使われているのだ。ウォレスはそのシス

テムがインド人によってもたらされたものではないかと推測した。 
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その峠越え郵便道路をバイテンゾルフから２０マイルほど上って行くと、海抜４千５

百フィートのメガムンドン Megamendong峠に達する。現代インドネシアでその峠はプン

チャッパス Puncak Passという名称になっており、メガムンドゥン Megamendungはプン

チャッ街道チアウィ Ciawi入口から近い別の土地の名称になっている。 

ダンデルスが大郵便道路建設に際してグデ＝パンラゴ山系を突っ切るルートを選択し

たとき、オランダ人はスンブル峰をメガムンドゥン山と呼んだようだ。多分、原住民が

そう呼んでいたからだろう。 

山越えの道路建設工事を視察しているダンデルスの姿を描いたラデン・サレ制作の肖

像画には、ダンデルスが持っている地図にメガムンドゥンという文字が記されている

し、１９０４年に作られた地図にも、現代のプンチャッパスはメガムンドゥンと記され

ている。 

その現象から、グデ＝パンラゴ山系の全体が昔はメガムンドゥンと呼ばれていたので

はないかという憶測が生じるかもしれないが、グデ＝パンラゴ山系は正しくグデ＝パン

ラゴ山と称されており、ウォレスも著作の中で Pangerango and Gedehと書いているか

ら、どうやら現在のスンブル峰がメガムンドゥン山と呼ばれていたのではないだろう

か。 

 

峠から５百フィートほど下ったところに道路番の住居があり、ウォレスはその半分を

二週間借りて採集活動を行った。確かにその一帯は鳥も昆虫も豊かな場所で、ウォレス

と助手たちは一週間に２４種の鳥を手に入れ、二週間でそれは４０種に増えた。大型で

美しい蝶もかなりいて、珍しい蝶もコレクションに加えられた。 

峠から道路を４マイル下ったところにチパナス Cipanas村があり、そこには植民地政

庁総督用カントリーハウスがあって、そこにバイテンゾルフ植物園の支所が設けられて

いる。カントリーハウス管理人は一晩、ウォレスの宿泊を許可してくれた。 

庭には美しい木々灌木が植えられ、また総督の食卓に載せられるヨーロッパの野菜が

植えられていた。一方には蘭の咲き乱れる一画もあって、露天のその蘭園は珍しい風情

を見せていた。ウォレスはこのグデ＝パンラゴの山中でニ三泊したいと考え、荷物担ぎ

人をふたり雇い、助手二人と一緒に登攀を始めた。チパナス植物園はグデ山の麓に位置

しており、そこからグデ山登山道が伸びている。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（５９）」（２０２１年０７月０８日） 
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しばらく登ってチブロン Tjiburongの高原に達し、そこの山小屋で昼食を摂る。更に

上って高度７千５百フィートのカンダンバダッ Kandang Badakと呼ばれる地点にまた山

小屋があった。ウォレスはそこをベースにして数日間、熱帯の高山の登頂を愉しんだ。

グデ山の火口もかれは観察している。その一帯はほとんど毎日、雨と霧の悪天候で、ほ

んのわずかな鳥の採集しかできなかった。昆虫も同様であり、一匹の蝶も手に入れるこ

とができなかった。ここは乾季に来るべきだったとウォレスは口惜しんだ。 

その後、プンチャッ峠の西側にあるトゥグ村に場所を移し、数マイル北側のコーヒー

農園で鳥と虫を探したが、雨季の始まった天候のためにたいした猟果は得られず、西ジ

ャワを去ることにした。バタヴィアに戻って標本をロンドンに向けて送り出すと、ウォ

レス一行は１１月１日に出港するシンガポール行き郵便船に乗った。 

 

バンカ島のムントッ Muntok港で下船した一行は、パレンバン Pelembangへ行くため

の船を求めて、数日滞在した。帆船でムシ Musi川の河口まで行き、漁村で櫂漕ぎボー

トを雇って川をおよそ百マイル遡った。ウォレスはムシ川のことをパレンバン川と書い

ている。 

パレンバンの町に着いたのは１１月８日で、町に住む医師宛の紹介状を持って来たウ

ォレスは医師の家に泊めてもらった。良い採集場所を教えてもらおうとしたが、川の両

側はどこも洪水で水浸しになっており、乾いた地面の森はずっと奥地へ行かなければな

い、と誰もが言う。それでウォレスは、行き先を決めるためにもっと情報を集めようと

考えて、パレンバンに一週間滞在することにした。 

パレンバンの町はテームズ川ほどの広さがあるカーブした川に沿って、４～５マイル

広がっている。しかし川岸には杭に乗った住民の家が並び、場所によっては筏に乗った

家が列をなして、川幅を少し狭めている。それらの家のほとんどは店舗であり、川面に

向かって開いている。客は舟で買い物にやってくるのだ。 

ここの原住民は真のムラユ人だ。かれらは住むことのできる水辺があれば乾いた土地

に家を建てることをせず、行こうとしている場所がボートで行けるのなら、決して歩こ

うとしない。他にはかなりの数の華人とアラブ人がここに住んであらゆる商売を行って

おり、ヨーロッパ人は政庁の文民と軍人の職員がもっぱらだ。 

 

情報を集めた結果、期待できそうなことが分かった。ムシ川を一日遡ると、山越えを

してブンクル Bengkuluまでつながっている軍事道路があるという話だ。その道を進ん

で行けば良い採集場にたどり着けるだろう。 

ウォレスたちは軍事道路の出発地点になっているロロッ Lorok村目指して朝早く出発

したが、到着したのは真夜中だった。ロロッ村へは、ムシ川の支流を遡る。その村の様

子をよ 
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く観察するため、ウォレスは数日そこに滞在した。しかし村の周辺は耕作地になって

おり、わずかな森は湿地の中にあった。ロロッ村で新種の鳥をひとつだけ得ることはで

きたが、そこで採集活動を行うのは無駄が多すぎる。村人たちはウォレスに、軍事道路

をどこまで行こうが、いずこもこの村の周辺のようなありさまであり、一週間かけても

ウォレスにとって格好の狩場は見つからないだろう、と熱心にアドバイスした。だった

ら、何日も移動に時間を費やすことになるだけであり、これほど馬鹿々々しい話はな

い。 

しかし、良い場所があるとウォレスに教えてくれる者がいた。その村から３０マイル

足らずの距離にあるレンバン Rembangへ行ってはどうかと言うのである。それなら一日

の距離だ。ウォレスはレンバンへ行くことにした。 

道路は１０～１２マイルで規則的に区切られていてステーションがあり、常時６～８

人の村人が警備に就いている。道路の区切りは荷担ぎ人が一日に進める距離であり、ス

テーションで荷担ぎ人もすぐに手配されるので、たいへんに便利だ。その報酬も定価が

決まっている。近隣の村々が回り持ちで警備と荷担ぎの者を出す。一回の勤務は５日

間。またステーションには旅行者の宿泊設備があり、料理場も付属している。[ 続く ] 

 

 

「イギリス人ウォレス（終）」（２０２１年０７月０９日） 

 

ウォレスはその一区間を午前中に歩き、午後は近隣の村々を回って借家を探した。逗

留するのにも、煩雑な手続きなど何もない。そうやって三日間道路を歩き、レンバン地

区の最初の村、ムアラドゥア Muara Duaに着いた。地面は乾いており、森が波打って続

いている。そこに二週間滞在したが、昆虫は貧しく、鳥もマラッカのものとたいてい同

一で、独特のものは稀にしかいない。 

 

次の村、ロボラマン Lobo Ramanに移動した。スマトラのムラユ村は個性的で絵にな

る。数エーカーの土地が高いフェンスで囲まれ、そこに家屋が規則性など一顧だにされ

ずに散在している。家々の間に背の高いヤシの木が満ち溢れ、地面は踏み均されて滑ら

かだ。家屋は６フィートほどの柱の上に板材と竹を使って建てられている。家屋外面の

板や横桁はたいてい趣の深い装飾が彫り込まれているが、この辺りの家屋の装飾はミナ

ンカバウの家屋ほど凝ったものではない。屋根は急傾斜で、破風の上に突き出してい

る。 
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床は割竹で、いささか危なっかしい。屋内に家具と呼べるようなものは存在しない。

椅子などまったく見当たらず、ただマットを敷かれた平らな床があるだけで、住人はそ

こに座ったり寝転がる。 

村の外見はこざっぱりしていて、掃除が行き届いているが、臭い。それは、各家が建

っている下の土地にある汚水穴のせいだ。高床の上での生活から生じた汚水や汚物が、

床の穴から下の地面に落とされる。 

ムラユ人の生活習慣はだいたいにおいて清潔度が高いのだが、この不潔な習慣はきわ

めて例外的なものと言える。ウォレスはこの習慣について、ムラユ人は元来、水上生活

者だったことに端を発しているのではないかと推測した。 

元々は海中に杭を打って、その上の家屋で生活していたかれらは、徐々に内陸部に移

って行った。最初は川岸で同じようにした。水上生活であれば、生活排水は床の穴から

下に落とせば事足りた。暮らしの清潔さは維持されただろう。ところが、徐々に陸上に

家を建てるようになったとき、先祖代々の生活習慣をかれらは変えようとしなかったの

ではないだろうか。村の中に下水システムを設けるアイデアが生じないまま、内陸部に

おける村でのライフスタイルがそのように固定されて行ったのかもしれない。 

 

スマトラ島の雨季に、ウォレスは食べ物に難渋した。野菜も果実も採れなくなる。せ

いぜいバナナくらいだ。ニワトリも出回らない。原住民はコメの飯だけでその間生きて

いる。飯に塩とトウガラシだけの食事を一日に二回摂る。これは決して貧困の象徴では

ない。単なる生活習慣なのである。その証拠に、妻子たちは銀の腕飾りや銀貨を束ねた

ネックレス、あるいは銀の耳飾りを着けている。 

このレンバン地方は昔からアブナイ地域として名が知られていた。旅人はしばしば強

奪や殺害の被害者になった。村の境界線や女がらみの問題で村戦争も頻繁に起こり、住

民の生命が失われた。しかし植民地政庁の行政システムが開始され、監視官が村々を巡

回して住民の不満を聞き、係争を決着させることに努めるようになると、アブナイでき

ごとは徐々に姿を消して行った。ウォレスが東インドで見聞したオランダ植民地行政の

優れた実例のひとつがここにもあったのである。原住民の実情に合わせて、公平な法執

行を厳格に行うことが、東インドの各地で原住民の尊敬を招く結果をもたらした。 

 

ウォレスと助手たちはまたパレンバンに戻り、１８６２年１月１６日にバンカ島に向

かった。バンカ島で二日過ごしてからシンガポール行きの船に乗り、１月１８日から２

月８日までシンガポールに滞在したあと、ウォレスはイギリスに向かう船に乗った。イ

ギリス人ウォレスのほとんど８年間に及ぶマレー諸島の旅は、こうして終わりを告げた

のだった。 

[ 完 ] 
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