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「なまこ（前）」（２０２１年０７月２１日） 

中国語でナマコは海参とも書かれる。それは海の人参を意味しているのだが、その人参が

あの緑色の野菜でなくて ginseng のことだと言われたなら、中国人のナマコに対する思い入れ

がひしひしと伝わって来るように思われる。ギンセンとは朝鮮人参のことなのだから。そう、海

参とは ginseng of the seaなのである。 

海参の福建読みである haisomをインドネシア人も使うようになったと思われる。インドネシア

人はまた英語の sea cucumberの訳語としてそれを timun laut と呼ぶこともある。しかし本来的

にはムラユ語の teripang がもっとも優勢であるように思われる。つまりインドネシア人はナマコ

を teripang, haisom, timun laut という三つの名称で呼んでいるのだ。ムラユ語の teripangはナ

マコを意味する国際用語 trepang となって現代のナマコ国際市場で使われている。 

 

政府海洋漁業省の解説によれば、ナマコの中の Holothuroidea 綱がティムンラウッであり、

それは世界に１千７百種いて４０～６６種が売買されているとのことだ。インドネシアにいるの

はそのうちの４百種で、５６種が売買されている。 

 
ナマコ Holothuroidea 

 
トリパン Aspidochirota 

一方のトゥリパンはAspidochirota科で、インドネシアにいるのは５４種だけだ。トゥリパンとい

うのはティムンラウッの一部をなす、その５４種類のものを指している。だから正確に言うならト

ゥリパン≠ティムンラウッということらしい。トゥリパンは食用にされるマナマコに該当し、ティム

ンラウッはナマコ類の総称と考えればよいのだろうか？ 

 

ティムンラウッはインドネシアのすべての海に棲息している。そして捕獲量は２０１４年のデ
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ータで次のようになっていた。（数字はトン） 

マルク～パプア １，６２９ 

ジャワ  １，３００ 

スラウェシ  ９３７ 

カリマンタン  ５９９ 

バリ～ヌサトゥンガラ  ５２１ 

スマトラ ４４２ 

 

２００１年以前の１０年間における世界各国の生産状況を見ると、第一位はインドネシアで、

フィリピン、米国、パプアニューギニアと続く。それらの産地からの輸出が到着する先は香港・

シンガポール・台湾の三大輸入地であり、それを追ってベトナムが顔を出す。 

世界最大の消費国中国で、中国人がナマコの消費にのめり込み始めたのは１４世紀半ば

の明の時代だった。フカヒレ・アワビ・魚の浮袋などと共に薬膳珍味として食され始めたのがナ

マコ消費の発端だったようだ。 

言うまでもなく、中国人はまず近海でナマコの採集を始めた。１７世紀ごろまでは中国の海

岸で採れたものが国内消費されていたが、枯渇がそれと背中合わせにやってきた。国内で採

れなくなったら、近隣諸国から買うことになる。 

日本、そして東南アジアが中国人のナマコ食の供給元にされた。中国船が東南アジアに出

かけて、現地人に商品形態を教え、現地人が年中採集して乾燥させたものをモンスーンに乗

ってやってきた中国船が買い集め、逆風の季節に中国へ戻るという商業活動がパターン化さ

れていった。 

それに輪をかけて、東南アジアにやってきたヨーロッパ船が現地人の生産する乾燥ナマコを

買い、それを中国に持ち込んで中国貿易のバーター品に使った。東南アジアの海が育んでい

たナマコも、減少に向かって傾斜を始める。[ 続く ] 
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「なまこ（後）」（２０２１年０７月２２日） 

それらの需要を満たそうとして、ヌサンタラの各地でも乾燥ナマコ生産に熱が入った。こうし

て１８世紀半ばごろには、スラウェシ島のマカッサルが他を抜きんでて、ヌサンタラ最大のナマ

コマーケットにのし上がったのである。中国船とヨーロッパ船とを問わず、どこの商船でもマカッ

サルにやってきて、そこのマーケットでトレードを行うことをマカッサルの支配者と商人たちは

望み、そのためにマカッサル船は近隣諸島一帯からオーストラリアのカーペンタリア湾にまで

ナマコ仕入れのネットワークを構築して走り回った。 

マカッサル船団がオーストラリアまでナマコの獲得に走った物語は、弊著「マカッサル船団

はマレゲを目指す」をご覧ください。1 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（１）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0425_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（２）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0426_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（３）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0427_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（４）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0428_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（５）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0505_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（６）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0506_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（７）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0510_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（８）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0511_1.htm 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（終）」 http://indojoho.ciao.jp/2017/0512_1.htm 

 

バンダ海東部のケイ島から中国へのナマコ輸出は３６トンに上ったという、１８５０年の記録

がある。その量はナマコの個数で６０万から１２０万個と推定される。ケイ島から中国への輸出

という表現になっているが、実態は中国船やヨーロッパ船がやってきてケイ島で現地人からナ

マコを買い上げる形を取っていたということだろう。そのころ、マカッサルでのナマコ輸出は年

間４９０～５５０トンに達していた。オランダ植民地時代が終わるころは６４０トンくらいになって

いたが、最高記録は１９世紀末の年間２，９２８トンだったそうだ。 

２０１６年ごろ、インドネシアのナマコの輸出量が急増した。減っていると言われている５４種

のトゥリパンを考えれば、輸出量の増加は何かがおかしい。インドネシア科学院が調べたとこ

ろ、従来５４種のトゥリパンに含まれていなかった種類のものが輸出されるようになっていたこ

とが判明した。インドネシアのトゥリパンデータは６０種に修正されなければならないようだ。 

インドネシアのナマコも決して無尽蔵なわけではない。昨今、東部インドネシアの島々の住

 

1 この書類の 5ページ以降に掲載してある。 
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民たちは、ナマコの姿が見えなくなったと言う。昔は浅海一面まるでカーペットを敷いたように

ナマコだらけだったものが、いまやまるで宴の後のようなあり様になっている。 

北スラウェシ州の海でもそうだ。１５年くらい前から、ナマコの姿が海から消えた。北スラウェ

シの漁民は Holuthuria scabra の需要が高いので、地元で teripang susu と呼ばれているその

種のナマコを血まなこで探す。だが、もうほとんど見つからない、とさじを投げているありさまだ。 

東ヌサトゥンガラでは、輸出市場向けに需要が大きい大型ナマコを大量に採取する漁民と、

ナマコなら何でもかき集める漁民がいて、その両者が海のナマコを枯渇させている。ナマコな

ら何でも派は、それを地元市場でラワル lawar と呼ばれる食品にする。ラワルとはナマコの生

食だ。 

 

海の掃除人のひとりであるナマコの減少は海洋汚染を悪化させる可能性をはらんでいる。

ナマコの枯渇は単なる生態系の歪みよりもっと大きい影響をもたらすかもしれない。東南アジ

ア諸国はいま、その課題に直面しているに違いあるまい。[ 完 ] 
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「マカッサル船団はマレゲを目指す（１）」（２０１７年０４月２５日） 

オーストラリア大陸北部のカーペンタリア湾を測量していたマシュー・フリンダース船長は、見

慣れない船型の６隻の船団を目撃したことを１８０３年２月１７日の航海日誌に記録した。 

それは南スラウェシのマカッサルからオーストラリア北岸部にやってくるマカッサル人のフィ

ニシ船2だった。 

１７７０年にジェームズ・クックがオ

ーストラリアの南部東岸をイギリス領

に宣言したとき、オーストラリア北部

海岸ではマカッサルの船団がアボリ

ジニと緊密な文化経済関係をはるか

昔から築いていたのである。クック探

検隊も、オーストラリアの北部海岸に

 

2 右の写真の帆船。ピニシとも呼ばれる。編者撮影 2000年 3月 20日、西スマトラ州のムアロパダン港にて 

Pinisi船 
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はセレベスのマカッサン3船団が多数ナマコ漁に訪れていることを報告している。 

１８２８～２９年にも、ラッフルズ湾で動き回っている３４隻のマカッサル船が記録された。か

れらがマカッサルを根拠地にする船団で、そこへはナマコを集めにやってきているのだという

内容が報告されている。 

マッカーサー河口にいたオーストラリア機

船パルマーストン号はナマコ漁をしているマ

カッサル帆船を目撃した。その船は自然の影

響から遮蔽されている海岸部を選んで動い

ている。パルマーストン号のクルーは帆船と

コンタクトし、マカッサル人の航海の実態を知

って開いた口が閉まらなかった。ほんのわずかな航行機器だけを

持ち、陸地と海域についての知識はほとんどなく、船長の勘と技術だけに頼って１千２百海里

ほどもある遠洋航海を果たしてきているのだから。 

 

その航路が開かれたのは１６世紀のことだろうと推測されている。マカッサルを出たフィニシ

船は南西に針路をとってスラウェシの陸地沿いに進んでから南下し、スラヤル(Selayar)島から

タナジャンペア(Tanah Jampea)島を経たあと東南のティモール(Timor)島に向かう。最後にティ

モール島北東端に上陸して水や竹や籐などの資材を積み込み、かれらがマレゲ(Marege')と名

付けたカーペンタリア湾西側のゴーヴ(Gove)半島突端部を目指したのだ。 

もちろん、ダーウィンへ向かう別のルートもあった。スラヤル島からウェタル(Wetar)島に向か

い、キサル(Kisar)島、レティ(Leti)島、モア(Moa)島などをたどってから、舳先を南南東に向けて

ダーウィンに至るというルートだ。[ 続く ] 

 

 

 

 

3 このページの写真参照。詳しくは http://www.earthtube.com/research/peter/02_06.shtml 

マカッサン(proa) 
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「マカッサル船団はマレゲを目指す（２）」（２０１７年０４月２６日） 

スラウェシ島南部の主要な種族はブギス族・マカッサル族・マンダル族・トラジャ族などで、

かれらはたくさんの小王国に分裂しており、ブギス族はボネ、ワジョ、サウィット、スッパ、ソッペ

ン、ルウなどの小王国を、マカッサル族はゴワとタロの王国を設けた。１５２８年、ゴワ王国の

明主カラエン・トウマパリシ・カロナがタロ王国を支配下に置いて強力なマカッサルスルタン国

を樹立したとき、スラウェシ島を中心とする一大勢力が形成される礎が築かれることになった。 

その最盛期の版図はスラウェシ島全域と周辺の島々を中心にカリマンタン島東岸部のキナ

バタガン(Kinabatangan)からプラウラウッ(Pulau Laut)にかけて、今の西ヌサトゥンガラ州ロンボ

ッ島からマルク地方全域、そして南はゴーヴ半島からダンピア(Dampier)半島までのオーストラ

リア大陸北中央海岸部一帯にまで広がった。 

 

マジャパヒッ(Majapahit)王国もそうであったように、インドネシアの場合、この種の広域大王

国というのは支配下に置いた諸王国諸地域が宗主権を認め、貢納を行い、連合軍事行動を

分担し、宗主国からの政治支配に服従するといった緩い主従関係が普通で、西洋人が後に行

った植民地支配というスタイルにはならなかったから、マカッサルの宗主権を認めた諸王国も、

自国の政治経済政策は伝統的なものを続けることが普通だったようだ。だから宗主国の勢力

が衰えれば属国はすぐに自主独立路線に切り替えたし、あるいは叛乱も容易に起こすことが

できた。 

 

中でも文明化の遅れているアボリジニだけが住んでいるオーストラリア北中央部はそこを支

配していた国家体制があったわけではなく、マカッサルスルタン国の船が交易のためにやって

くるだけの地域であり、スルタン国がそこに国家体制を建設させたわけでもない。それはあくま

でも、マレゲの地域までもがわが支配権の下にあるのだというマカッサル王家の主張にすぎな

かったにちがいない。 

ただし、アボリジニたちはその関係が自分たちに利益をもたらすものであることを実感してマ

カッサルスルタン国に服従する姿勢を取ったということは言えるだろう。 
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マカッサル空港にその名をとどめているスルタン・ハサヌディン(Sultan Hasanuddin)の父親、

スルタン・ムハンマッ・サイッ(Sultan Muhammad Said) の１６３９年から１６５３年までの治世のと

き、スルタン自身がマレゲの地を毎年訪れたという記録が残されているが、少なくとも一度は

アボリジニの土地を訪問して自己の支配権の実態をその目で見たのではあるまいか。[ 続く ] 

 

 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（３）」（２０１７年０４月２７日） 

マカッサルスルタン国が一大版図を支配下に置いたとは言っても、お膝元のスラウェシ南部

にあったブギス人のボネ王国には手を焼いていた。ゴワ王国が勢力を強めてスラウェシ南部

の諸王国を斬り従えて行く状況をボネの王族たちは不安と反感で見守った。 

ボネがストレートにゴワの支配に服したわけでは

ない。ボネ宮廷はゴワとの全面対決を避けたが、王

族の一人アルンパラカはゴワの支配から脱するた

めに叛乱を起こした。もちろん王国の方針となった

ゴワへの服従に反対する面従腹背貴族層が表立っ

て反抗するアルンパラカをバックアップしたのは言う

までもあるまい。 

ゴワ王国軍とアルンパラカの叛乱軍の間で戦争

は何度も繰り返された。中でも１６６０年の戦争は大

規模なもので、ボネ王国軍がアルンパラカに従って軍事行動を起こした

が、ボネ王国軍司令官は戦死し、アルンパラカ率いる部隊も窮地に陥った。しかしアルンパラ

カは九死に一生を得て脱出に成功し、一旦潜伏した後、４千人の兵力を集めて再起したもの

の、マカッサルの軍勢を打ち破ることはできなかった。 

 

ゴワがアルンパラカの首に賞金をかけるのも当然だ。アルンパラカはボネを去って密かにブ

トンのスルタンを頼り、３ヵ月ほどブトンに滞在してからバタヴィアに向かった。ＶＯＣと組んでゴ

ワが樹立したマカッサルスルタン国を倒そうというのだ。ゴワはブギス族のワジョ王国と組んで

Arung Palakka 
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１６６６年にＶＯＣに支援されたボネ王国軍と対決し、そして敗れた。１６６７年にはマカッサルの

軍船団とＶＯＣ船隊の間で海戦が行われ、マカッサルの軍船団は壊滅した。スルタン・ハサヌ

ディンが敗軍の将となった。 

ＶＯＣが東インドの強力な諸王国を支配下に置くとき、この

ような現地側の対立構図が頻繁に利用された。ＶＯＣはゴワ

のボネに対する宗主権を放棄させ、ボネ王国を独立国として

扱う形をとりながらも、その心臓部をがっちりと握り、スラウェ

シ南部の諸王国に対するＶＯＣの政策遂行に当たって、その

駒として使った。ボネ王と言えば、その地域では権勢家であり、

小王国には十分に睨みが効いたから、ＶＯＣにとっては利用

し甲斐のある駒だったにちがいない。 

一方、敗れたゴワとワジョはＶＯＣの宗主権を認めて服属

することを強いられたものの、ＶＯＣ自体に服属国を現地で監督するための人数が不足してい

たため、その後も叛乱は何度も繰り返された。そのためスルタン・ハサヌディンは民族英雄に

祭り上げられている。 

[ 続く ] 

 

 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（４）」（２０１７年０４月２８日） 

ＶＯＣは１６０７年にマカッサルに商館を開いて、イ

ンドネシア東部地域の物資集散地のひとつであるマ

カッサルでの物資調達を行っていたが、クローブの

通商センターのひとつであるマカッサルでクローブの

ビジネスを牛耳ることが究極目標だった。東インド諸

島におけるクローブ通商の独占をもくろむＶＯＣは、

マカッサルの主であるゴワ王国をスルタン・ハサヌデ

ィンの代になってやっと軍事力で打倒し、マカッサル

でのクローブ売買を禁止したのである。マカッサル人はクローブに代わる経済性の高い商品を

Sultan Hasanuddin 

クローブ 丁子 
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探さざるを得なくなった。 

 

マカッサルをはじめとするスラウェシ島南海岸部は元々、そこを中心とする諸地域に産する

物資の集散地として発展してきた。海上輸送と通商という分野でその地域のひとびとの能力

が他地方の群を抜くものとなったのは、ブギスやマカッサルの船舶航海、そしてブギス商人や

マカッサル商人と呼ばれて一目置かれた伝統がそのことを証明している。 

ブギス商人はその巧みなビジネス感覚によって、いくつかの地方では「黒い中国商人」と呼

ばれている。加えて操船と航海能力に長けていることが、かれらをしてあらゆる土地に向かわ

せる駆動力となった。 

 

当時、ナマコはアジア大陸で高額商品だった。ナマコは波静かな浅い海ならどこにでも棲息

しているものの、大型で品質の優れた品はなかなか入手できない。 

条件の良い海を探して、そこに棲息するナマコが成長するのを待ち、時期が来たら収穫する

という、一種の養殖活動が東南アジアで進められた。オーストラリア北部海岸地域は特にその

条件に合致していたということだろう。 

ブギス商人やマカッサル商人はスラウェシ島南部海岸、スラヤル、ブトン、スンバワ、ティモ

ール、スルマタ、タニンバル、ケイ、アル、ラジャアンパッ、そしてマレゲからナマコを仕入れて

マカッサルの市で売った。中国船がやってきたし、他地方の商人もやってきた。 

 

１８０３年にナマコビジネスの調査を行ったフリンダースは、カーペンタリア湾にやってくるマ

カッサル帆船の運搬能力は１００ピクル（６トン）で、マカッサル人はナマコビジネスの大家であ

り、かれらは最高級のマレゲナマコを取り扱っている、と書いた。もっとも高価なバトゥ(batu)ナ

マコは価格が４０ダラー／ピクルで、コロ(koro)ナマコはその半額だ。 

クロフォードは１８２０年のマレゲナマコが１９ダラー／ピクルだと記録し、１８３９年にヴォス

マンは１４～１６ダラー／ピクルと書いている。 

またマカッサル船の運搬能力は向上を続け、１８８４～８５年には１４５ピクル（８．５トン）、１

８８７～８８年には３８６ピクル（２２．７トン）まで増えている。[ 続く ] 
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「マカッサル船団はマレゲを目指す（５）」（２０１７年０５月０５日） 

イギリスの人類学者デーヴィッド・マクナイトはマングライの民間伝承を次のように記録 

した。 

１６６７年にオランダとマカッサルの海戦が起こり、オランダ船隊の砲撃でマカッサルの船が

次々と沈められる中で、マカッサルの帆船が何隻か戦場から逃れてカーペンタリア湾に隠れ

た。かれらはしばらくそのマレゲと呼んでいるオーストラリア北部地方に滞在し、上陸した土地

に各船の船主の名前をつけた。 

海の藻屑となったはずの数隻の船が戦争のほとぼりの冷めたころにマカッサルに戻って来

たのを見て、地元民の驚きはいかばかりだったろうか。おまけに、船にはナマコがたっぷり積

まれていたのだから。 

マクナイトはこの口伝が史実を伝えているものと見た。１６６７年の戦争の結果、ＶＯＣがマカ

ッサルのスパイス通商を禁止してＶＯＣの独占事業にしたのである。商権を奪われたマカッサ

ルにはスパイスに代わる商品が必要になる。 

１７世紀はじめごろから東インドの島々には毎年、中国船が諸港にナマコを求めてやってく

るようになった。ナマコの需要が高まって、ナマコは高額商品のひとつになっていたのである。 

 

１６６７年を境にして、マカッサルではナマコビジネスに力が入ったにちがいない。それまでも

ナマコビジネスは存在していただろうが、奪われたクローブビジネスをこれで取り戻さなければ

ならないのだから。 

こうしてマレゲに向かうマカッサル船団の規模が変化していったと思われる。古い時期のマ

レゲ航海との間にどれほどの差異が出て来たのかは、明瞭な記録がない。 

古い時期のマレゲ航海はナマコよりも他の商品が先に目に付いたようだ。そのひとつは亀

甲だ。 

アボリジニは亀の肉を食べるが、亀甲は捨てていた。マカッサル人がナマコに意識の焦点を
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向ける前は、亀甲の方に目が行っていたようだ。 

木材もマカッサル人の需要を満たすものになった。マカッサル人はアボリジニから木材を求

め、乗って来た帆船の修理や船着き場の設営にそれを使った。 

 

帆船の時代の航海は風次第だ。インドネシアからオーストラリアにかけての海域では、モン

スーンの東風と西風の時期が一年を半分ずつに分けている。西風に乗ってやってきたマカッ

サル船団は、東風の時期までマレゲやカユジャワ(Kayu Jawa ＝ キンバリー海岸）に滞在する

のである。 

百人くらいのマカッサン（アボリジニはマカッサルをそう発音した）がやってきたと言うから、マ

レゲやカユジャワにはマカッサル村ができていたに違いない。村には船着き場が必要になる

から、マカッサンはその地にある木材を勝手に切り倒したりせず、アボリジニから買ったようだ。

[ 続く ] 

 

 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（６）」（２０１７年０５月０６日） 

１７世紀半ばごろ、毎年マカッサル人やブギス人は３０隻から６０隻という大船団を組んでマ

カッサルからオーストラリア大陸北海岸部へ向かった。帆船の大型のものは３０人が乗れる規

模だったようだ。１９０７年まで続いたその航海の主目的はナマコ漁だ。 

このオーストラリア北部海域にナマコ漁にやってきたのはマカッサル人だけでなく、ティモー

ルからもやってきたし、ヨーロッパ人も来ていたという報告もある。 

 

東インド諸島原住民がはるか南方に航海して、土着の者たちが住む地域の海でナマコ漁を

行っている情報をＶＯＣが手に入れたのは１７５０年代だった。 

ティモールのオランダ人レシデンが１７５１年に東インド総督に宛てた報告書には、ティモー

ルの商人たちはずっと南方の土地へ航海していることが書かれている。 

そしてＶＯＣ本社からの問い合わせに対して東インド総督は１７５７年１０月１５日付け返信で、
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「ティモール東南方にある地方へは、マカッサルからも、ティモールからも、頻繁に航海が行わ

れている。当方が知っているかぎりでは、その地方で産するものはナマコだけである。１７０５

年に実施した航海報告書を再度貴殿宛てに提出する。また、マカッサルとティモールにはもっ

と詳細な情報を要請する。」と回答している。 

 

マカッサルとティモールからの報告を得たバタヴィアの総督は、再びその地方（オーストラリ

ア北部）への調査航海を命じた。しかしオランダ船はどうやら、マカッサル人がマレゲと呼んだ

アーンヘムランド(現在のゴーヴ地方)ではない別の場所を訪れたようだ。しかもオランダ船の

その地方への航海は数回行われただけで、長続きしなかった。 

 

スラウェシ島北方のスールー海域でのイギリスの通商拡大の可能性を調査したアレクサン

ダー・ダルリンプルは１７６０年に、「ブギス人はニューホランドが黄金の産地だと述べた。ブギ

ス人はイスラム教徒であり、通商を好む。」と書き残している。 

ところが、イスラム教徒のマカッサンたちは宗教を含む文化の強制をアボリジニに対してま

ったく行わなかった。ましてや、アボリジニを征服して土地を奪うようなことは、白人がやってき

てから始まったことだったのである。 

アボリジニは白人のことをバランダと呼ぶ。白人はまずオランダ人であるというオランダ領東

インドのマカッサンであればこそ、かれらが白人をブランダと呼んだのに倣ってアボリジニもそ

う呼んだにちがいない。[ 続く ] 

 

 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（７）」（２０１７年０５月１０日） 

マカッサンはムスリムなのであり、つまりはオーストラリア大陸にイスラムが足を踏み入れる

最初となったわけだが、マカッサンは決まった時間に行う独特の儀式をアボリジニが見ている

前で行っても、アボリジニに対してその儀式への参加を強要することもなかった。 

物好きなアボリジニが見様見真似でそれをやって見せたからといって、礼拝の集団の中に

かれを引きずり込むようなことはしなかったのだ。アボリジニにとっては多分、生れてはじめて
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目にする宗教儀式がそれだったにちがいない。 

反対に、アボリジニたちの中にマカッサンの優れた文明に従おうとする者が出るようになる。

イスラム教徒の義務の中には割礼がある。オーストラリア北部地方に住むアボリジニの中に、

割礼の慣習を持つ部族が存在していることが報告されている。 

 

褐色で精悍な小柄の男たちが大勢船でやってきて、風の替わる時期まで滞在するようにな

ったころ、意志疎通の不充分な両者の間には頻繁に喧嘩が起こった。 

何を考えているのかわからないヨソモノが近くに居座れば、敵意が生れるのは当たり前だ。

しかしこのヨソモノたちは、自分たちの暮らしを乱しにきたのでなく、いろいろ変わった珍しい品

物を持ってきて自分たちのものと交換しようとするだけであり、何も奪わず、何も強制しない、

ということがはっきりと理解されたとき、アボリジニとマカッサンの間に友情と信頼が育ち始め

た。 

 

アボリジニはナマコを食べないから、マカッサンが大量のナマコを海からかき集めても、アボ

リジニはまるで困らない。おまけにかれらが自分で集めたナマコの代償として、バーター品をく

れるのである。捨てていた亀甲でもそうだったし、近辺に勝手に生えている木材でもそうだ。 

マカッサンが持って来た品物の中には、タマリンドの木やガラス瓶や金属製の品物などがあ

り、それらの遺物はまだ残されている。ランタカと呼ばれる手筒（大口径手持ち銃）はマカッサ

ルから運ばれて来たものであることが証明されている。 

他にもバーター品としてマカッサンが持って来たものは、衣類・タバコ・ナイフ・コメ・アルコー

ル・ナマコや他の海産物等々だった。 

ゴーヴという名称になる前のアーンヘムランドに住むアボリジニのヨルグ族はマカッサンが

もたらす品物で経済力をつけ、豊かな暮らしを享受できるようになる。[ 続く ] 
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「マカッサル船団はマレゲを目指す（８）」（２０１７年０５月１１日） 

より優れた文明をもたらしてくれるマカッサンとヨルグの関係は年を追って深まり、異種族間

の結婚さえ行われた。 

ヨルグはマカッサルでレパレパと呼ばれる丸木舟（アボリジニはリバリバと呼ぶ）に乗り、銛

を使って海で魚を獲る。マカッサルでも同じものが同じように使われているのだ。知識と技術が

伝授された一例だと見て、まちがいあるまい。 

アボリジニが持っていなかった習慣のひとつとして、死者の葬礼に帆柱を立てるというもの

がある。これはマカッサル船団が帰国して行くとき、フィニシ船に帆柱を立てた振る舞いをアボ

リジニが取り入れたものだとされている。去って行く者への礼という点に共通性を感じたにちが

いない。 

 

アボリジニは文字を持っておらず、歴史は口伝で親から子に語り伝えられた。善良なマカッ

サンがやってきて、さまざまなものごとが伝えられた。その驚きをアボリジニは民話の中に伝

承させ、さらには巨石に描き、言葉を吸収し、歌や踊りにも反映させた。 

マカッサンは１９０７年を最後にして、やってこなくなった。しかしそれからおよそ百年が経過

した今でも、オーストラリア北部に住むアボリジニの間では、マカッサンがやってくる話が語り

継がれている。 

そのテーマを織り込んで作られた歌や踊りも継承され、更には現代ポップソングまで作られ

るというありさまだ。１９９０年代にノーザンテリトリーのアーンヘムランドで人気を高めたアボリ

ジニのバンドがある。このバンドの自作曲の中に「レンバナ マニマニ」というタイトルの曲があ

った。マカッサンはアーンヘムランドに居住するアボリジニの部族をマニンリダと呼んだのだ。

その曲はマニンリダを歌っているのである。 

 

アボリジニの言葉の中に、マカッサンが伝えたものと見られる単語がおよそ５百見つかって

いる。たとえば白人のことを北オーストラリアのアボリジニは「バランダ balanda」呼ぶが、それ

は belandaに由来する単語なのであり、また貨幣のことは「ルピア rupiah」と呼ばれている。 

カーペンタリア湾のフロートエイラントに住むワニンディルジョグワ族が使うエニンディルジョ
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グワ語の中には、次のような単語が見つかっている。 

ajira   ムラユ語の air 

Balanda  ムラユ語の Belanda 

bara  ムラユ語の barat 

bula  ムラユ語の buluh 

jara  ムラユ語の jara 

jama ムラユ語の kerja 

umbakumba  ムラユ語の ombak-ombak 

libaliba  マカッサル語・ブギス語の lepa-lepa 

[ 続く ] 

 

 

「マカッサル船団はマレゲを目指す（終）」（２０１７年０５月１２日） 

アボリジニは代々、巨石や石の壁あるいは洞窟の壁に絵を描いている。年代分析によれば、

もっとも古いのは１万５千年前のもので、もっとも新しいのは５０年くらい前らしい。 

アーンヘムランドのあちこちに散在する数千ものそのような絵の中には、今では絶滅してし

まったオーストラリアの動物・第二次大戦期の兵隊の姿・自転車・自動車・飛行機などさまざま

な時代のものがあり、その中にマカッサルの伝統家屋・フィニシ船・樹上にサルのいる風景な

ど、マカッサルへ行かなければ見ることのできないものすら混じっているのである。 

つまりマカッサンは帰国するときにアボリジニを何人か誘って故郷に帰り、次のマレゲ航海

の時期までマカッサルに滞在させたことがその事実から推定される。マカッサル人がアボリジ

ニをいかに友好的に処遇していたことを示す実例のひとつとそれを見ることができるのである。 

 

未開人に対する先進民族の文明化の試みは歴史の中に連綿と登場して来るが、このマカッ

サンとアボリジニの関係は一般的に見られる形態から大きくはずれている。それがいったい何

に由来していたのかは、更なる研究を待たなければならないだろう。 
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そんなマカッサンとアボリジニの関係は１９０７年に閉じられてしまった。２０世紀はじめから

オーストラリア政府が領海内における外国人の海産物採集活動への課税を決めたため、マカ

ッサンのフィニシ船も帰国前にダーウィンに寄港して採集したナマコの税金を納めなければな

らなくなったのだ。 

中国でも、国内の動乱のためにナマコ需要が激減した。東南アジア一円ではナマコが大暴

落を始める。商品の価値の低下と経費の増加を無視する事業者はいない。マレゲを訪れるマ

カッサンの船は見る見るうちに減少して行った。 

 

経済力の源泉であり、また文化の先達だったマカッサンが、何百年も培われた交流を打ち

捨てようとしている。アーンヘムランドのヨルグ族の間に恐慌が湧き起った。 

数が激減したマカッサンの最後の一隻が１９０７年にマレゲの海岸を去り、そして地元民の

見慣れていたフィニシ船の姿は二度と見られなくなった。 

そのとき出帆した最後の船のウシン・ダエン・ランカ船長は見送りに来たヨルグの長老たち

に対して、「自分たちが戻って来ることは多分、もうないだろう。」と語った。 

それを聞いてヨルグ族の長老や指導者たちはみんな涙を流した。そのときの、胸の張り裂

けんばかりの悲痛な情景を物語るアボリジニがいまだにいる。数代前の先祖が語ったその話

が子孫の間にまだ伝承されているのだ。 

「マカッサンとヨルグが合法的に結んだ合意を反故にできるどんな権限がバランダたちにあ

るのか？」とその子孫たちは疑念を抱え続けている。 

ヨルグ族はその変化を受け入れることができなかった。「マカッサンまで行って、かれらを呼

び戻すのだ。」一群のひとびとがその決意を抱いて海に乘り出した。しかし、かれら自身が戻っ

て来ることも二度となかった。[ 完 ] 


