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「ウシ ウシ ウシ（１）」（２０２１年０９月０６日） 

バリに住みはじめたころ、自分の印象にある牛の鳴き声とバリ牛のそれがあまりにも違って

いることに驚かされた。腹の底を共鳴させるあの印象的な牛の声でなく、バリ牛はもっと軽くか

すれた声で鳴いていた。まあ、バリに住むまで牛がいる風景とは無縁の暮らしを生まれた時か

ら続けて来たのだから、わたしの持っている牛の鳴き声の印象が何から作られたのかは明白

でないわけだが、牛が身近にいる環境というのは慣れない者に違和感をもたらす方が多い。 

特に夜中に村の中を歩くのは、街灯がないだけに、路上に落ちている牛の糞を踏みがち

で、リスクが高かった。ところが、十年間で村の中から牛がまったくいなくなってしまった今も、

糞を踏むリスクだけは続いている。ただし昨今路上に落ちている糞は犬のものだ。１９７０年代

にバリ島に遊びに来て、ホテルの周囲に犬がめったやたらといるのに驚いたものだが、あれ

から半世紀が経過した今でも、バリのこの村の中では家屋の数よりもっとたくさんの犬がうろ

つき回っている。 

村の中の街灯もいまだに設置されないままではあっても、各家が外塀に設置している個人

負担の電灯が煌々と周囲を照らしているので、夜の暗さは大違いになっている。 

 

 Bos sondaicus という学名のバリ牛はバリ島

の原生種だ。古くからバリ島に棲息していた野牛

Bibos banteng が飼いならされて紀元前３千５百

年ごろからバリ牛になったという話だ。長い歴史

の中で、バリ牛はバリ島農民にとっての重要なパ

ートナーになっていた。農耕作業と耕作用肥料の

助けを農民は牛から得ていたのである。 
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バリ牛は気候の変化にあまり影響されないで生きている。そのおりおりの気象に応じてでき

る食べ物をなんでも食べて生きていくし、乾燥状態がひどくなっても健康を損なうことがないの

は、体内に蓄える水分の量が他の牛よりも多いためだそうだ。 

１８００年代にバリ牛がオーストラリア北部に放牧されたことがある。１９８３年に発表された

データによれば、妊娠適齢期の雌バリ牛３，５５４頭が一年間に１，９９９頭を出産した。これは

生産数だけを数えたもので死産は含まれていない。雌バリ牛は平均して生涯に１２頭の子供

を産む。 

そんな旺盛な繁殖力のために１９世紀のオーストラリアでは頭数が急増し、自然環境に悪

影響が及んだために結局、現地行政が企画を取りやめた。そんな事例があったのなら、バリ

牛を全国で増やせばインドネシア政府の牛肉政策から大量の輸入を減らすことができるよう

に思うのだが、バリ牛はバリ州政府の政策アイテムになっていて、州外への販売にはクオータ

制が採られている。なにしろ、１９６０年代ごろまでバリ牛は香港・シンガポール向けの優良輸

出商品だったのだ。それが今では、州政府が囲い込む生き物になってしまった。州内でのバリ

牛飼育は土地面積の関係で７５万頭が限界と言われている。 

 

バリ島でのバリ牛飼育は、牧場や大規模飼育場でなく農家や田舎の一般家庭が投資活動

としての肥育を行うのが普通の姿だった。仔牛を買い、毎朝近辺の草葉が繁った場所に連れ

て行き、夕方になると家の庭に連れて帰るのが肥育者の日課で、家の庭に牛小屋などはな

く、牛は家屋の壁の傍らでゴロゴロしているのが普通だった。 

わたしの住んでいる村でも、農業をしている住民はほんの一握りしかおらず、たいていが非

農家だったが、農家でないのに牛を飼っている家は何軒もあった。そういう家が朝夕牛を連れ

て集落内の道路を歩くわけだから、路上に牛糞がゴロゴロ落ちるのも当然だ。 
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仔牛を買って何年も肥育してやれば、身体が数倍大きくなったとき、買値の数層倍で売れる

商品になる。飼料は自分の住んでいるエリアの草葉を食わしているのだから、肥育コストは限

りなくゼロに近いのではあるまいか。 

そんなバリ牛のいる風景がもう何年も前にこの村から消えた。草葉の場所が減少したことは

確かだが、この界隈ではそれほど極端に減ったわけでないから、自然環境の変化のせいとは

思えない。あのころは壮年だった飼主たちが今では老年に達していて世代交代が進んだはず

であり、若い世代が牛を飼うという投資活動を嫌った可能性をわたしは感じるのである。[ 続

く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（２）」（２０２１年０９月０７日） 

ともあれ、バリ牛は昔から小屋に繋がれる飼育方法が採られなかったためにその習性が身

に染みついているので、ジャワや他の地域でバリと同じような飼育方法を執ろうとすると、それ

ができる場所が限られてくるのだという声もある。 

 

インドネシアで牛を飼う行為は古くから、農家が農耕作業のために行うことと、非農家が換

金物品への投資を行うことのふたつの目的で行われて来た。食肉市場への商品供給サイク

ルの一環としての意識はそこに存在しなかった。 

もちろん現実には、そのサイクルの一部分を形成していることに間違いはない。しかし牛や

カンビン1などの肥育活動が食肉市場向け供給サイクルの一部分であるという事実とは無関係

に、その流れの中で肥育当事者たちの意識からそのような考えがすっぽりと抜け落ちていて、

 

1 ヤギの類 
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市場の需給関係に応じた飼育家畜の出荷調整などというのはその部分に関してまったく存在

しなかったということだ。 

世界中のたいていの牧場や大規模飼育場は完全に食肉市場への供給サイクルのひとつと

して回転しているとわたしは思うのだが、インドネシアでは全国的にその種の事業がたいへん

に少なく、個人が少数の牛やカンビンを飼育する形態がマジョリティを占め、しかも飼育者の

目的が市場オリエンテーションでなくて換金物品の保有になっていたから、飼育者が市場サイ

クルの流れに牛やカンビンを戻すのは、自分が金を必要としている時だけになった。子供の学

校や大学入学費用、通過儀礼祭事、あるいは宗教上慣習上のしきたりなどで大きい金が必要

になると、市場での相場の高低とは関係なく、飼育者は育てて来た家畜を売った。 

 

投資活動として資産を持つ場合、その資産を常に手元に置いておかなければならない理由

はない。信頼できる人間に預けることは、誰だってする。家畜を自分の資産として持ったとして

も、自分が牛やカンビンの世話をしなければならないという必然性はない。 

土地だってそうだ。将来の経済発展によって値上がりするだろうと見こんだ田舎の二束三文

の土地数ヘクタールを買って、その時期が来るまでその土地に養魚池やドリアン畑あるいはコ

ーヒー園などを地元農民に作らせ、自分は地主になって年に一二度その土地へ遊びに出向き、

自分の土地で得られた収穫の一部を大量にジャカルタに持ち帰って来ていた普通の都市中

産階級の人間をわたしは何人も目にしている。 

地元農民は地主の土地を第三者に勝手に使われないよう見張るだけで、その土地を利用

して上がる収穫を地代なしに自分のものにできるのである。地主が見張り賃をかれに与える

必要性など皆無だろう。 

当時まだ二十代のわたしにランプンのコーヒー園を共同で買おうという話が舞い込んで来た

ことがあったが、人生の先行きが五里霧中のわたしには手が出せなかった。もし手を出してい

たら、今ごろはランプンの高原で本物のルアックコーヒーを飲む毎日を送っていたかもしれな
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い。 

家畜も同じだ。都市生活者が家畜への投資を行い、家畜は田舎の農家に預けて肥育させ

る。その農家が農耕作業の便やミルクを自由に享受できるなら、肥育労賃を農家に渡す必然

性はなくなる。 

 

だから食肉市場で需要過多が発生し、牛肉が大幅に値上がりした時ですら、市場への牛肉

サプライヤーが肥育牛を早めに出荷しようと考えて買付け人を牛がいる村々へ送り出したとし

ても、どんなに高い買値を提示されても牛のオーナーはなかなか首を縦にふらないのである。 

 

家畜オーナーのそれぞれが、大量の金を必要とする時期が自分にいつ訪れるかを知って

いるからだ。子供の割礼の祭事がいつなのか、子供の大学入学が何年先なのか、メッカ巡礼

をいつ行おうとしているのか、そういった予定のための資金として持っている資産を何年も前

に売ってしまえば、その時期が来たときに十分な金が用意できなくなるかもしれない。市場オリ

エンテーションを持たない、投資資産としての牛やカンビンの実態がそれなのである。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（３）」（２０２１年０９月０８日） 

国民のそんなあり方を転換させるべく、政府は努力を続けている。家畜の飼育をビジネスと

して行わせることで、需給関係にアンバランスが発生した時に肥育牛の早めの出荷が行われ

るようになり、価格の暴騰を抑えることができるだろう。市場相場に応じて資産を回転させるこ

とで、飼育者も得られる利益をより大きくすることができる。 

たとえば、肥育牛オーナーが集まって共同飼育方式を開始した例がある。複数に分かれた
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資産所有者が集まってひとつの大規模飼育場を運営するような形だ。集落から離れた場所に

大きい牛小屋を建て、家庭生活から牛を切り離した。部落での家庭生活は清潔なものになっ

た。飼料の共同購入、排泄物の包括処理などにコスト面でのメリットが発生し、更には流通機

構側からの接触が容易になってビジネスとしての効果も向上した。しかし牛肉や肉牛輸入を減

らして国内産でまかなうには、政府の長い努力がまだまだ必要とされている。 

 

ヌサンタラでは実に、さまざまな生き物に格闘の機会が与えられている。闘鶏や闘羊は言う

に及ばず、チュパン魚の闘魚・コウロギの闘蟋・イヌの闘犬・ウシの闘牛まで多岐にわたって

いる。イヌの闘犬は１０年くらい前から知られるようになったものであり、インドネシア人にとっ

て伝統催事ではなかった。ジャワやバリで暴力の興奮と賭博を好むひとびとが密かに始めた

ものだそうだ。１０年くらい前に始まったのか、それとももっと古くから行われていたものが１０

年くらい前に明るみに出たのか、実態はよく分からない。 

イヌに関しては、猟犬とイノシシを闘わせる adu bagong が西ジャワで１９６０年代から行われ

ている。 

ヌサンタラの伝統的な闘牛は牛同士を闘わせるものであり、スペインで行われているような

人間と牛の闘いではない。ヌサンタラでは、牛同士の闘牛はアチェと東ジャワのバウェアン

Bawean が有名だ。バウェアン島の闘牛は地元でトットッ toktok あるいは thokthok と呼ばれて

おり、二頭の牛が角突き合わせて力を競う闘技である。闘牛をさせることによって牛の筋骨を

鍛え、力強い牛に育てることが目的だと言われている。 

アチェの闘牛はアチェ語で adu lembu、インドネシア語で adu sapi と呼ばれる。マレーシア語

とインドネシア語における lembu と sapi の違いは拙著「インドネシア語とマレーシア語」の中に

説明があるので、下のページでご確認ください。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-

54Indonesia_Malaysia.pdf 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-54Indonesia_Malaysia.pdf
http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-54Indonesia_Malaysia.pdf
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１８～１９ページにあります。 

格闘の他には走り競争の機会も設けられていて、マドゥラ島では karapan sapi や karapan 

kambing、更には karapan kelinci まで担ぎ出されて大賑わいの態だ。カラパンカンビンは東ジャ

ワ東岸のプロボリンゴにもある。西ヌサトゥンガラ州では barapan kebo が行われている。水牛

kerbau を使うところがミソだろう。バリ島ジュンブラナ県では同じような競争がバリ牛を使って行

われていて、名称はマクプンランピッ Makepung Lampit となっている。 

ミナンカバウ王国の中心であるタナダタル県で行われている牛の競争は Pacu Jawi という名

称だ。こうして見ると、牛や水牛を走らせてスピードを競う催しはヌサンタラのほぼ全土に存在

していることがわかる。 

「牛は人間より走りが遅い」「馬は速いが牛は鈍重」などという日本人の持っている牛のイメ

ージとヌサンタラにある実態とはかなりの落差があるように思われる。なにしろカラパンサピは

２２５メートルのトラックを２０秒未満で走る抜けるそうで、並の人間が走って追いつけるわけが

あるまい。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（４）」（２０２１年０９月０９日） 

マドゥラのカラパンサピで疾走するランナーは

オス牛だ。一方のメス牛にはメスのためのコンテ

ストがある。sapi sono（あるいは sonok)と呼ばれ

ているそのコンテストはなんと、メス牛のビューテ

ィコンテストなのである。人間が美牛を評価してだ

れがもっとも美しいかを決めるのだ。もしもオス牛に評価させたら、果たして同じ結果になるだ

ろうか。 

Sapi Sonok Semenap 
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１９６０年代から行われるようになったこの美牛コンテストは、種の改良の一環として始めら

れた。オスは健康で強い者が優秀、メスは美しい者が優秀で、優秀者同士を交配させることで

子孫は優れた者ばかりになる、という発想に根ざしているように思われる。 

オスは二頭がくびきで繋がれてトラックを疾走するのと同じように、メスも二頭が美しく飾り立

てられたくびきにつながれ、美しい布を首に巻き、広場をキャットウオークさながらにゆらゆらと

優美に歩くのである。 

大会が始まると、まずマドゥラの伝統音楽隊サ

ロネン saronen が演奏を開始する。クノン奏者三

人、クンダンひとり、ゴンひとり、トゥロンペッひと

り、ケチェルふたりから成るサロネンが賑やかに

音楽を奏で、コンテスト参加者、つまり美牛を操

作するジョッキーの全員が会場の広場で踊り始

め、踊りながら自慢の美牛を連れて会場をひとめぐりする。 

数十対にのぼる美牛のお披露目が終わると、いよいよ審査会が始まる。三人の審査員が

着席し、三対の美牛が審査員席の前に組み立てられてあるガプラ gapura（大門）に向かって音

楽に合わせながらゆらゆらと歩を進める。 

美牛のカップルが先頭を進み、カップルのそれぞれに付けた７メートルの紐を左右の手に持

ったジョッキーが踊りながら牛を操作しつつ後に従い、その後ろをサロネン楽隊が華やかにお

囃子音楽を奏でながら付き従う。美牛も音楽に合わせて足取りゆらゆらと、まるでリズムに合

わせて揺れるか踊るかというように進む。そして最終的に仮設ガプラに達すると、ガプラの下

枠の木の上に前脚をそろえて置き、行儀よく直立不動の姿勢で審査員の評価が終わるのを待

たなければならない。前脚を動かしたり、身体を揺らしたりといった落ち着きのない姿を見せれ

ば減点される。 

審査員はその間の姿態・動作・雰囲気などから牛の健康度合いや従順さ、頭の良さなどを

Saronen 
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見極めるのだろう。優れたサピソノの姿については、背こぶが大きく、胸郭が広く、尾が黒く、

胴が長いのが美しいと言われている。 

 

サピソノで優勝すれば、美牛に四輪自動車並みの値が付く。美牛をそのようなお宝に変身

させるために、飼い主はメス牛を子供のころから特別扱いして育て上げる。なにしろ生後三カ

月から美しく直立させる訓練が開始されるのである。１５時から１８時まで特別に用意された繋

ぎ場所に置かれる毎日を送り、姿勢の良い、たいへん優美に見える姿に作り上げられる。肌

の健康を増進させるために、二日に一度水浴し、住まいも常に清潔な状態が保たれて、美し

い肌を損なうことが起こらないように気配りされる。 

健康維持のために食べ物も特別の配慮がなされる。トウモロコシ粉・ヤシ砂糖・バワン・ワケ

ギ・タマリンド・ヤシ果肉・卵を混ぜて作ったジャムゥが月に一度与えられ、２５個の卵黄と牛乳

を混ぜたものが半月ごとに与えられる。 

何頭も自分の牛を美の女王にしたてあげた経験を持つ、地区サピソノ連絡会役員のひとり

はこう語っている。「幼いころからかれらを育てて、５回優勝しました。優勝した牛たちはわたし

の妻のようなものですよ。そんな成果を出すためにかけた費用と優勝の賞品とはまるでつり合

いが取れません。しかしこれは誇りの問題なのです。」 

 

サピソノ催事の元になったのは、昔から行われていた飼育者間での品評会だった、と郷土

史家のひとりは述べている。マドゥラは稲作農耕社会であり、牛が住民の生活からいなくなる

ことがなかった。住民たちは寄り集まって自分の牛を見せ合い、優れた牛の種を融通し合うこ

とを行ってきた。それが県、そして島の規模に拡大したのが現在のサピソノなのだそうだ。 

今から十年ほど前、生後４カ月の仔牛は一頭４百万ルピアだったがサピソノの子供は３千

万ルピアで売れた。優勝経験を持つ大人のサピソノは１．２５億ルピアの値が付いた。サピソノ
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飼育は一種の社会的マネーゲームの趣を感じさせるものではあるまいか。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（５）」（２０２１年０９月１０日） 

マドゥラ島の外の世界の人間は、マドゥラ島はカラパンサピのイメージが強いため、すぐに

牛を連想することになる。ところがマドゥラ島人にとっての牛は、サプディ Sapudi 島が最初に連

想されるものなのだそうだ。 

マドゥラ島の２０キロほど東方に浮かぶ、面積１２８平方キロの島がサプディ島で、東ジャワ

州スムヌップ Sumenep 県に含まれている。マドゥラ本島のドゥンケッ港とは３時間ほどの航海

で往来できる。サプディ島沿岸部の住民はたいてい漁労で生活しており、内陸部は農業と牛

やカンビンの飼育だ。サプディ島地元行政者は、ここは牛の島だと自認している。牛の繁殖と

肥育が島の重要な産業になっているのだ。 

サプディの牛は赤っぽい茶色の皮をしていて、角は見えないくらい小さく、額に盛り上がりが

ある程度のものだ。マドゥラ島のカラパンサピに出場するオス牛はたいていサプディ島出身者

だと言われている。 

サプディ牛の島外への積み出しは毎週二回行われている。その数は週当たり２百から４百

頭にのぼり、ジャワ島へはシトゥボンド港、マドゥラ島へはスムヌップ港で陸揚げされる。時おり、

牛をカリマンタン島に運ぶ船も出る。 

それほど大量の牛が送り出されているというのに、島内の牛が枯渇することはない。１９７０

年以来、牛の繁殖活動を行っている住民のひとりは「毎年子供が生まれる」と次のように語っ

た。「牛は二歳になると妊娠できる。妊娠期間は１０カ月だ。妊娠適齢期に入ってから１５年後

くらいに一生を終えるから、生涯出産数は１５頭くらいになる。実際に、だいたい毎年子供が産

まれている。」 
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サプディ島ガヤム郡では、ほとんどの家庭が住居からほんの数メートル離した牛小屋で牛

を飼っている。牛をつなぐ杭が道路から見えており、杭の本数が飼われている牛の数を示して

いるので、わざわざ各家を見に行かなくても牛の数はすぐにわかる。どの家もたいてい杭は２

本だが、多い家は５頭くらい飼っているところもある。仔牛はつながれないので、杭の数の勘

定外になる。 

 

サプディ島では、牛を島外から持ち込むことが禁止されている。サプディ牛の種の劣化を怖

れているからで、島内では純血種を維持することが昔から守られて来た。それほど昔から牛の

繁殖と飼育が行われて来たというのに、モダンな飼育法に関する指導が行われたことがない。

つまりこの島は、古来からの方法がいまだに連綿と続けられている場所なのである。 

たとえば、この島には獣医がいない。へき地なので医療体制も充実していないが、マントリと

呼ばれる民間医はいて、人間の患者を扱っている。土地柄が土地柄であるだけに、マントリも

多少は獣医の心得を持っているから、牛が病気になれば注射を打ってくれるのだが、島の経

済レベルが極めて低いために、その治療費を負担できる家があまりない。だからたいていの

飼育者は医者を訪ねないでまじない師を訪れ、呪文を吹き込んだ水をもらって牛に飲ませる

だけだ。 

飼育者はみんな、牛を健康に育てるためのジャムゥとして水・ヤシの汁・鶏卵・ヤシ砂糖を混

ぜたものを週一回牛に飲ませている。これは何代も昔の先祖から伝えられてきた処方なのだ

そうだ。 

またいかにも牛で生きている社会にありそうな、異界にある牛の王国神話が信じられていて、

巨大な牛の大王が１１月１２月の毎週木曜の夜に地上に降りて来る話が語られ、その足跡を

見たと言う住民も多数存在している。木曜の夜と言うのはインドネシア人がよく物語っている、

魔界の扉が開く malam Jumat のことである。 
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サプディ島もマドゥラ島と同様の乾燥気候であり、乾季には牛の飼料が減少する。それが激

しい年には、牛の食糧をジャワ島から買わなければならない。それでも、牛はまだ良い待遇を

受けている。サプディ島で飼われているカンビンは乾季になると、自分で餌を探すように原野

に放たれる。誰のカンビンなのかが分かるように目印の布を首に巻いて放すのだが、行方不

明になる者も出る。牛が常に人間の手に届くところに置かれているのとは大違いだ。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（６）」（２０２１年０９月１３日） 

西ジャワ州チアミス県ランチャ Rancah 郡にはオランダ時代からローカル種の牛がいて、植

民地政庁高官が視察に訪れたり、オランダ人農園主がパーティを催すときにはランチャ牛のス

テーキがたいそう好まれた。 

マドゥラ牛に似て身体が赤レンガ色のランチャ牛はオー

ストラリアから輸入される肥育牛よりも小型で、餌を選ば

ないために飼育コストも低い。一頭が一日当たり草葉を３

０～４０キロ食べる。背中に黒い筋が一本通っていて、そ

れがランチャ牛を見分ける目印になっている。成長すると

体重は３百から４百キロに達する。 

輸入牛よりも低価格なために住民の投資先として昔から人気が高かった。仔牛を買って９カ

月間肥育すると、二倍の価格で売れた。廉いのだから、購入も楽だし、売るときに買い手もす

ぐに見つかる。一頭当たりが高額な輸入仔牛に投資しても、売りの話を出してから買い手が付

くまでに長い期間がかかるから、ランチャ牛は資金回転の面からも地元民からの高い人気を

誇っている。 

ダルルイスラム／インドネシアイスラム軍反乱の時期、西ジャワは反乱軍と国軍の戦争の

ランチャ牛 
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舞台になった。そのころ、ダルルイスラムは村にやってきて食糧調達を行い、非協力的な村は

火をかけて灰にした。ランチャ郡は牛を提供したために村を焼かれる被害から免れることがで

きた。村人たちはそのできごとについて、村々は牛に救われたと語っている。 

ランチャ牛は出産後また交尾期に達するのに４～５カ月あればよく、繁殖効率もたいへんに

すぐれている。オーストラリアからの輸入牛が１８カ月もかかるのに比べれば繁殖効率はとて

もよいと言える。 

 

牛やヤギの飼育者にとっての魔物がいる。炭疽病だ。英語の anthrax がインドネシア語化さ

れて antraks になっていて、オランダ語の miltvuur と異なっているから、現代インドネシア語の

アントラクスはオランダ語に由来していないと判断できそうだ。 

ならば、病理学上の知識もオランダ人からインドネシア人に伝えられなかったのだろうか？

そんなことはたいへんに考えにくい。東インドのオランダ人たちはどの分野であろうとすべてプ

リブミに手伝いをさせ、秀でた者は助手に使い、自分の活動の便宜を最大限に高めていたの

が実態だから、医学病理学の分野だけがプリブミを排除していたとは考えにくいのである。 

１９世紀末からジャワ島に原住民医師養成の声がかかって STOVIA が設けられ、大量のジ

ャワ人医師が島内の疫病対策を行うようになっていった事実を見るかぎり、オランダ人が原住

民行政機構を通じて炭疽病の知識と対策を指導していただろうことは大いに推測されるし、そ

んな場でオランダ人ドクターたちが手塩にかけたプリブミ助手たちが大活躍しただろうことは十

二分に想像されるのである。 

なにしろ炭疽病がヌサンタラではじめて発見されたのが１８８４年のランプン州トウルッブトゥ

ン Teluk Betung であり、翌１８８５年にはバリ島ブレレンとパレンバンそして再度ランプンでの

発症が報告された。１８８６年にはカリマンタンからの症例報告まで加わった。 

アントラクス研究者の論文によれば、１９０６年から１９５７年までの間に牛・水牛・ヤギ・羊・
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豚のアントラクス発症が報告された土地は Jambi, Palembang, Padang, Sibolga, Bengkulu, 

Buktitinggi, Medan, Jakarta, Priangan, Banten, Cirebon, Bogor, Tegal, Banyumas, Pekalongan, 

Surakarta, Madiun, Bojonegoro, Sumbawa, Purwakarta, Sumba, Lombok, Flores, Bali, 

SulawesiSelatan, Menado, Donggala, Palu と実に広範な地域にわたっている。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（７）」（２０２１年０９月１４日） 

現代インドネシアでも、全国３４州の中でアントラクス発症報告がいまだかつてなかった州は

存在しないとのことだ。散発的な発症報告と流行が猛威を振るう状況はマッシブな影響という

面から違いがあっても、メディアに単発の発症報告が登場するだけで食肉市場は大きい混乱

に見舞われがちだ。 

インドネシア保健省は西ジャワ州・中部ジャワ州・東ヌサトゥンガラ州・西ヌサトゥンガラ州の

四州をアントラクス風土病地区に指定している。この病魔の流行は多雨と洪水が引き起こす

面がよく語られているものの、乾燥した東ヌサトゥンガラ州ではまた異なる様相が流行を引き

起こすようだ。 

２００５年に書かれた評論を読むと、西ジャワ州ボゴール県がアントラクス風土病地区になっ

ていて、ボジョングデ・チビノン・チトゥルップ・ババカンマダン・スカラジャ・ジョンゴル・スカマッ

ムル・チルンシ・クラパヌンガルの９郡が中心をなしている。 

２００１～４年の人間の発症記録では、２００１年にスントゥル村、２００２年カドゥマグ村、２０

０３年はスントゥル・カラントゥガ・カドゥマグ・チタリングルの四村、２００４年はカドゥマグ・チパ

ンブアン・チタリングルの三村で罹患者が出た。症状は皮膚炭疽症だった。 

一方家畜の発症記録では、ヤギとヒツジが罹患していて牛の発症例はひとつもなかった。２

００１年にハンバラン・カラデナン・クドゥンバダッ・チマッパルの四村、２００２年はハンバラン村、
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２００３年チトゥルップとタナサレアルの二郡となっている。 

 

世界の医学史において炭疽病が初めて発見されたのは１７５２年３月とのことで、ドイツ人ロ

ベルト・コッホが１８７７年に発表したコッホの原則によって理論化された。その防疫の先端を

切ったのがフランス人ルイ・パストゥル Louis Pasteur であり、１８８１年にかれが初めてアントラ

クスのワクチンを作った。 

バンドンにパストゥルという名のエリアがあることは有名だ。そのパストゥルは間違いなくル

イ・パストゥルの姓に由来している。果たしてパストゥルがオランダ領東インドのバンドンで一時

期、研究生活を送ったのだろうか。答えは否。パストゥル本人がやってきたのでなく、パストゥ

ル研究所 Instituut Pasteur がやって来たのである。 

 

パストゥルがさまざまなワクチンを開発したことから、オランダ植民地政庁はワクチン研究と

接種普及の本拠地として１８９０年にワクチン接種パーク Parc Vaccinogene をバタヴィアのヴ

ェルテフレーデンにある軍大病院内に設けた。１８８７年にパリに設立されたパスツール研究

所がそのバックアップをしたのは言うまでもない。 

１９２３年、オランダ植民地政庁が首都をバタヴィアからバンドンに移すことを決めたために、

政府機関や植民地軍総司令部などがバンドンに移った。ワクチン接種パークもバンドンに移り、

そのときに公式名称が Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur と変わった。そして、その

本部敷地の前を通る大通りが Pasteurweg と命名されたのである。 

１９５０年３～４月にオランダ式道路名称はインドネシア式に変更され、Jalan Pasteur と変わ

った。 

その本部は日本軍政期にバンドン防疫研究所となり、終戦後オランダが復帰してまた昔の

機能に戻した後、インドネシア政府がオランダ資産接収を行って国有機関に変え、現在は国
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有事業体 PT Bio Farma となって国産ワクチンの開発と生産に携わっている。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（８）」（２０２１年０９月１５日） 

久保さんがインドネシアで自己紹介するとよく笑い声が起こるのは、日本人一般のクの発音

がはっきりした u 音でなく、曖昧な e 音に近いからだろうと推測される。ジャワ語の kebo は水

牛を意味している。インドネシア語 kerbau がムラユ語由来のように思われるのは、オーストロ

ネシア語族の中で語彙の共通性が感じられるからだ。ジャワ語のクボはその転訛ではあるま

いか。 

 

学名を Bos Bubalus とする水牛はアジアの原産

で、南アジアの水牛 B. bubalis bubalis をインドネシ

アでは kerbau sungai、東南アジアの水牛 B. 

bubalis carabauesis を kerbau rawa と呼んで区別

している。

つ ま り

kerbau rawa は術語であって rawa が形容詞として用い

られているわけではなく、ゆえに具体的な棲息場所と

して関連付ける必要性がまったくないということだろ

う。 

 

東南アジアの水牛はインドの野生水牛 Bubalis arnee が広まって５千年くらい前に家畜化さ

れたのがその歴史だそうで、人間との関りはたいへんに古い。インドの野生水牛は水中にどっ

B. bubalis bubalis 

B. bubalis carabauesis 
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ぷり浸かることを好んでいたため、それが川水牛という名称をもたらしたのかもしれない。東南

アジア水牛はその嗜好が弱まったために川にどっぷり浸かる傾向が低下したが、しかし依然と

して水のある浅い湿地帯を好んで生活の場にしているためにラワという言葉が添えられてい

るように推測できる。 

それはあくまでも傾向の問題であって、インドネシアにいる水牛は川水にどっぷり浸からな

いと言っているわけではないので、誤解ないようにお読みいただきたい。現実にヌサンタラの

あちこちに棲息している水牛の群れが、洪水後まだ水かさの高い場所で頭だけ水上に出し、

時おり潜って水底に沈んだ草を食べている姿は当たり前のように目にすることができる。 

 

人間との長い歴史の中で、水牛は人間の精神生活にもさまざまなアイデアを提供して来た。

ことわざや決まり文句の中に水牛が顔をのぞかせることもある。 

北スマトラのバタットバ人は水牛を完璧さのシンボルとして扱った。ひとりの人間が生涯を閉

じた時、その者の子供たちが男も女もすべて結婚して子供を作ったのを賞賛して saur matua

の誉れが世間から与えられ、それを賞して水牛が屠られるのである。南スラウェシのトラジャ

人は水牛を聖なる動物と見なして繁栄のシンボルにした。そのためにトラジャ人は水牛を買う

のに数千万から億の単位にのぼるルピアを支出することを厭わない。他の土地でも、水牛に

高い地位を与えている社会はいくつも見られる。 

menghambat kerbau berlabuh という文句の中の水牛は、善き事良き物のシンボルとして使

われている。その一方で、水牛を悪者に見立てた表現もある。kerbau runcing tanduk は悪逆こ

の上もない人間を形容する表現に使われる。 

水牛は概して動作が鈍重な印象を与える結果、愚鈍のシンボルにもされた。Kerbau punya 

susu, sapi punya nama.ということわざは、ある者が効用をなしたり、その努力をしたにも関わら

ず、その手柄が他人のものにされるということを意味している。あるいは水牛の群れはおとな

しく、また従順に人に従うので、番人を困らせるようなことは起こらないというのに、人間はたっ
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たひとりでも番人（保護者）を困らせるものだという時空を超越した真理を述べる Kerbau 

seratus dapat digembalakan, manusia seorang tiada terkawal.という警句もある。この文句の解

釈に「女のひとりさえ」という説明を付している性差別的解説もあるのだが、それは遊び好きな

女を娶った夫のケースでしかなく、もっとユニバーサルな真理のあることが忘れられているよう

に見える。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（９）」（２０２１年０９月１６日） 

水牛の習慣が人間に時を告げるものとされた例に kerbau turun berendam という表現もある。

一日の活動を終えた水牛が夕方５時ごろに川に降りて行って水に浸かることを述べている言

葉である。2水牛が、優しく荒ぶれない生き物であることを物語る表現もある。たとえ水牛が自

分の子供に角を突き付けても、水牛が本当に子供に暴力を振るうことはなく、単にそんなふり

をしているだけだということを意味する kerbau menanduk anak がそれだ。 

 

２０２０年の統計によれば、全国の水牛総頭数は１１８万頭いる。東ヌサトゥンガラ州がトップ

の１９万、西ヌサトゥンガラ州が二位で１２．６万、それを追って南スラウェシ１１．８万、北スマト

ラ１０．４万、他に１０万台に乗る州はない。 

ちなみに牛の総頭数は、肉牛 17,466.792-、乳牛 568,265-で、合計１千８百万頭になってい

る。東ジャワに５百万頭いて、二位の中部ジャワ以下が１百万頭台であるのを大きく引き離し

ている。 

水牛は１９２５年ごろ全国に３２０万頭おり、１９９２年には３３０万頭が記録された。しかし１９

 

2 編者が東ジャワ州で聞いた話だと、スイギュウは朝 5 時から 11 時まで水田で働いてその後は川で水浴びするとのことであ

る。人間が夕方まで働かないのにスイギュウだけ働かせることはないだろう。 
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６９～７３年は平均年４％の減少が起こり、反対に１９８３～８８年は５年間で３３％増加してい

る。昨今の百数十万頭という数字を見るなら、インドネシアの水牛も希少化の道を歩んでいる

ことは間違いあるまい。自然死亡率は年間４．５％で比較的高いことから、水牛の増産は手が

かかりそうだ。 

 

イスラムマタラム国の王都ソロでは、クボブレ kebo bule が飼育されている。現在行われてい

るブレという語の用法をクボブレに当てはめて白人と関係があるように思ってはいけない。ま

るで関係などないのだから。 

白人を意味するブレを最初にはやらせたのはインドネシア学

者クリフォード・ギアツ教授だった、というエピソードを読んだ記

憶がある。かれがインドネシアに留学していたころ、インドネシ

ア人は白人のことをロンドと呼んでいた。Belanda を意味してジ

ャワ人が使う Walondo の短縮形だ。 

米国人である若かりしギアツ教授がきっとその待遇を快く思

わなかったのだろう。インドネシア語ジャワ語のよく分からない

白人たちなら、単に白人を意味するインドネシア語と思うだけだ

ったろうが、その双方を究極まで自家薬籠に押し込んだギアツ青年だから、米国人なのに「オ

ランダ、オランダ」と言われてムッとしたのかもしれない。 

かれは白子を意味するブレをロンドの代替に選択した。インドネシア人知識層もそれをバッ

クアップしたのではあるまいか。オランダは既に世界の覇権競争から何歩も遅れてしまった民

族であり、それをいつまでも白人の呼び名にしているのは時代錯誤だとインドネシア人が考え

たとしてもおかしくはない。 

おまけに白子は特異体質であることから、差別感が生じるのはインドネシア人にとっても同

じだった。わたしはそのポイントに一癖が含まれているように感じるのである。現実に、ブレと

Prof. Clifford Geertz 
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いう言葉に侮蔑感を感じるインドネシア人が存在していて、失礼な行為であると常日頃から感

じているらしく、コンパス紙に掲載されたそのひとの投書には、「白人をブレと呼ぶのをやめて、

別の言葉に替えましょう」という呼びかけが書かれていた。 

ギアツ青年がそんなことを知らなかったはずはないだろうとわたしは思う。それをあえて「自

分たち白人を白子と呼べ」という方向にインドネシア社会を誘導したかれの心中に何があった

のか、インドネシアを愛した人間のそんな心理を考証してみるのも面白いテーマになりそうだ。

[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１０）」（２０２１年０９月１７日） 

ソロ王宮で飼育されているクボブレは白子水牛である。キヤイスラムッ Kyai Selamet という

家職名を与えられている白子水牛の群れは、先祖代々伝えられてきた王宮の伝統の一部で

あり、王宮を現在の王宮たらしめている秩序と繁栄を成り立たせる聖なる力を持つものと認識

されている。 

ジャワ暦新年であるスラ月一日の前夜、つま

り大晦日の夜に、クボブレは王宮を出てソロの

街中を練り歩く。パレードの開始時間は決まっ

ておらず、水牛が外に出歩く気になるまで待機

状態が続く。街中では大勢の市民や外来者が

パレードを待ちながら時間を費やし、やってき

たクボブレからご利益を得ようとして身体に触ったり、排泄物を拾って大切に持ち帰る。 

 

クボブレの伝統はパクブウォノ二世のときに始まったそうだ。このマタラムスルタン国開祖パ
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ヌンバハン・スノパティから数えて第９代目に当たるスルタンのとき、華人街大騒乱 Geger 

Pecinan が発生した。騒乱は尾を引いてジャワ島内の各地に飛び火し、華人民兵軍とＶＯＣ軍

の戦争にジャワのプリブミ軍が巻き込まれて戦火が広がり、パクブウォノ二世の王都カルタス

ラも灰燼に帰した。 

戦争が終わった後、パクブウォノ二世は新たな王宮を建設するために、ポノロゴの太守から

贈られた霊力を持つ白子水牛に土地を探させることにした。キヤイスラムッと名付けられた白

子水牛はどんどん歩き続けて、最後に止まった場所に新都が築かれ、その新都はスラカルタ

と名付けられた。そのときキヤイスラムッが止まった場所に現在のソロ王宮が建っている。 

 

南スラウェシ州トラジャでは、水牛に特別の意味が与えられている。トラジャでは毎年クリス

マスから新年にかけての期間に慣習上の祝

祭であるランブソロ Rambu Solo とランブトゥカ

Rambu Tuka が催される。ランブソロは葬式で

あり、ランブトゥカは昔建てられた伝統家屋ト

ンコナン tongkonan の補修がなされたことへの祝

いである。それらの儀式は、その一家一族の祭

りにとどまらず、生活共同体である所属社会の

全員参加で行われる。つまり、主催者である当

事者一家が地域社会を招いて儀式を行うという

スタイルだ。そこで豚や水牛が屠られて地域社

会の全員に対する饗宴に使われる。 

非現代的社会の多くが葬式や伝統儀式に巨額の出費を行う慣習を持っているのは、元々

存在した原始共産社会の平等秩序の維持が目的だったように思われる。突出した富者が出

現してその一族が社会支配を行うようになることを避けるために、金持ちほど多額の出費を強

Rambu Solo 

Rambu Tuka 

../../../Homepages/FC2Omdoyok/Ah_Indonesia/Aind-81/Aind-81.htm
../../../Homepages/FC2Omdoyok/Ah_Indonesia/Aind-81/Aind-81.htm
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いられる方向付けがそこでなされたのではあるまいか。バリ島ヒンドゥ社会に関りを持った外

国人の、その面の嘆きを耳にすることは稀でない。 

そこには見栄と呼ぶことのできる精神作用がからんではいても、それが閉鎖的な社会内に

おけるステータスと待遇に深く関わっているために、それを守らなければ現在置かれている社

会的な位置付けから転落してしまうことになる。転落は問答無用で劣悪・醜悪な事態と見なさ

れ、そのような社会における悪評は社会生活における致命的な結果を招くことになりがちだ。

封建社会と呼ばれる、閉塞的で狭い社会に育った人間の姿がそれだろう。 

水牛を屠って肉の饗宴を行うことが社会ステータスと結びついた時、水牛価格は経済合理

性から逸脱してしまった。上等な水牛は高級四輪車並みの価格にまで上昇して行ったのであ

る。わたしはおいしい水牛肉の話をしているのでなくて、生きている水牛が上等かどうかという

ことを述べている。肉の美味不美味と関係なく、外見が珍しくまた目に美を感じさせる生きた水

牛の価格のことを言っているのである。 

見目に値打ちがあり、実際にパサルでも目の玉が飛び出るような高額で売買されている品

をいともあっさりと屠って、「さあ皆さん、どうぞお食べください」という行為がどれほど見栄を際

立たせるかは、その肉の美味不美味という要素を消し飛ばして余りあるのではないだろうか。

[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１１）」（２０２１年０９月２０日） 

ランブソロの儀式では、多数の共同体構成員が手をつないで大きな輪を作り、一斉にマッバ

ドン Tari Ma’badong と呼ばれる踊りを演じて死者と遺族を慰める。あるいは余興として高級四

輪車並みの支出をした水牛に闘牛をさせたりする。ところが闘牛は暴力と賭博の興奮が葬儀

列席者を別世界に連れ去ってしまい、何百万ルピアもの掛け金を張った牛が負けそうになると
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おかしな動きをする者が続出して現場は不穏な状態に包まれる。 

ランブソロやランブトゥカの儀式がかなり古くから観光資源になっていたから、現場の防犯と

秩序維持は昔から官憲が関わっていたが、闘牛が行われるとなると治安担当の人数はおの

ずと増大する。おまけにこの催しは主催者が行うものなのだから、官憲の費用負担も主催者

のところに回って来る。そんな諸事情をすべて呑み込んで、涼しい顔をして闘牛を行わせる一

族の見栄も天まで届くにちがいあるまい。 

そうやってランブソロの儀式が終了すると、遺体は岩山の崖に運ばれて墓に納められる。そ

の埋葬方式が珍しいと言って、これまた昔から観光資源になっていた。トラジャ人に言わせる

と、岩山の崖に遺体を納めるのは、限られた地面を最大限に生産活動に使うためだそうだ。大

地はすべて農耕と家畜飼育のために使うのが良い。死者は崖の上からそれを見下ろすだけで

よいのだ。死者が大地を占拠するには当たらない、と。 

 

トラジャ人はまた、人間が一生をかけて築いた富を葬式できれいさっぱり使い果たすのはも

ったいないのではないかという声に対して、次のように答えている。 

人間が一生をかけて集めた富は、死ねばまた社会に還元されるべきものだ。子供たちが遺

産に頼らず、自分もまた無一物から始めて財をなす人間になろうという意識を涵養させるため

にも、それは意味のあるものになる。 

 

ところが現実問題として、父や祖父が死亡した貧しい家庭はランブソロの儀式を借金して行

っている。かれらは無一物どころか、マイナスからスタートしなければならないのだ。おまけに、

高級自動車並みの価格の水牛を７頭も８頭もつぶす貴族階級の子供は無一物になるはずが

なく、遺産をあてにして生きている。支配層が築財のための仕事に精を出せば、被支配層の

受ける苛斂誅求が強まって、巷に悲鳴と怨嗟の声が高まるばかりになるだろう。 
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ランブトゥカの場合は、マッバドンと異なる踊り、マニンボン Manimbong が演じられる。マッバ

ドンもマニンボンもそれらの儀式のときだけ演じられるものだ。こちらは主に豚が屠られて供さ

れる。ランブトゥカは太陽が天中に達する前に行われなければならず、屠られる豚は特別な印

が身体に見受けられるものに限られ、屠りは東方に向かって行われる。トラジャ人の宇宙観で

は、神は東方に座しているものだからだ。 

 

その慣習祭事のシーズンが近づくと、トラジャの家畜市場は大賑わいになる。地域ごとにあ

る家畜市場は市日が違っていて、毎日開かれるものではないが、トラジャの外から水牛を売り

に来た売人が市日の何日も前から商品を送り込んで当日を待つ。クリスマス後の祭事開催期

間に市日になるところは、まるで芋の子を洗うような状態になる。 

東ヌサトゥンガラのクパン Kupang から水牛を百頭運んで来た売人は、一頭７百万から１千５

百万ルピアの値付けをしている。他にもバリやカリマンタンから売りに来た者がおり、あるいは

もっと近場の南スラウェシ州ルウ Luwu や東南スラウェシ州のクンダリ Kendari から来た者まで

さまざまだ。もちろん、トラジャの住民でトラジャ水牛を売りに来る者までひしめいている。水牛

はと言えば、インドネシア産ばかりか、フィリピン・ベトナム・タイ産のもので、輸入されてはるば

るトラジャまでやってきた者もいるありさまだ。 

マカッサルのハサヌディン大学畜産部教授は、ランブソロとランブトゥカの祭事が毎年水牛９

千頭の需要を生んでいると語る。トラジャ水牛は年間の出生数が１千頭しかおらず、地元でま

かない切れないのは明白で、おのずと県外や島外から水牛が集まって来ることになる。[ 続

く ] 
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「ウシ ウシ ウシ（１２）」（２０２１年０９月２１日） 

それらの外来の水牛とトラジャ水牛は

明らかに違いがある。トラジャ水牛は概し

て身体が大きく頑丈であり、体重はだい

たい３百キロを超える。中には身体が白

と黒のまだらになっている者もいる。その

まだら水牛が、珍しいがゆえに人気を集

め、価格が高騰するのである。おかげで金持ちは自分のステータスを示すために高価なまだ

ら水牛を買い、そして屠る。貴族の家系は、要人の死にだれも真似のできない豪勢な振舞い

をすることがある。そんな特別なランブソロでは、百頭近いまだら水牛が一時に屠られるのだ。

トラジャの水牛年間需要９千頭のうちの１割がまだら水牛だと言われている。 

普通のトラジャ水牛は角も長めで、大人が両手を

広げたくらいの長さに達する者もいる。その長い角

が下向きに湾曲していれば、また値が上がる。まだ

ら水牛でまだら模様が全身を覆い、角が長く、しかも

下に向かって湾曲していれば、高級四輪車の上位

クラスと太刀打ちする価格が付くことは間違いなさそうだ。 

そういう特別な特徴を持たない普通のトラジャ水牛は、体重と価格が正比例する。飼育者は

仔水牛を購入すると、それをお宝に成育させるために涙ぐましい努力を払う。体躯を発育させ

るために毎日ミルクとアヤムカンプンの卵十個を与え、角を長くするためにライムの搾り汁と特

製の液体を耳の傍から出て来た骨に塗るのである。そんな日課が、水牛が５歳になるころまで

続けられる。 

トラジャのトンコナンの外壁に飾られる水牛の角は、そんな社会的な意味合いを示すものな

のである。意地の悪い言い方をするなら、高級四輪車を何台つぶしたか、という財力をそれに

トラジャ水牛 
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よって誇示していると見ることもできるだろう。 

 

数十頭の水牛が巨躯を連ねて湖面を泳

いている。パンガン Panggang 湖の浅瀬に

打たれた杭に重ねた丸太で床を作った檻

を出た水牛たちは、小舟ジュクンに乗った

牧童に率いられて百メートル以上離れた

餌場に泳いで向かう。午前７時過ぎ、南カ

リマンタン州フルスガイウタラ県奥地の湿

地帯の空気は爽やかだ。 

パンガン湖は県都アムンタイから２３キロ離れているが、パンガン湖に面したパミンギル郡タ

ンパカン村はアムンタイから５０キロ離れていて、交通は川を船で往来する以外に方法がない。

その地方は州都バンジャルマシンから２４８キロも離れている。 

水牛を１２０頭保有しているタンパカン村民ファッリさんは、集落から少し離れた湖の浅瀬に

５ｘ４０メーターの檻を作っている。檻と言っても床とフェンスがあるだけの簡素な構造だ。村民

たちが作っている檻は互いにたいへん離れて作られている。必然的に、水牛の行動エリアも

ほとんどクロスすることがない。 

雨季になって湖の水嵩が増すと、青年から大人の年齢の水牛は牧童が毎朝檻から出して

餌場に連れて行き、毎日１７時ごろ檻に連れて帰る。雨季の場合、仔水牛は檻から出さず、牧

童が草を檻に持って行く。仔水牛の檻の床は低く作られていて、乾季でも常に水が被る状態

になっている。 

だから、雨季になると牧童の仕事はたいへんになる。毎朝、水牛を檻から出してかなり離れ

た餌場に連れて行き、仔牛のための餌を刈って檻に戻り、夕方また水牛を迎えに行って檻に

連れて帰るのである。雨季の水嵩が増した湖面を水牛たちは泳いで往復する。 
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乾季の場合は水位が低いので、連日、湿地の中で生活させる。水牛たちは群れを作って草

を食い、泥浴びをしたり湖水に浸かることを楽しむ。すべての水牛が常に群れの中で行動して

いるわけではない。餌場に散らばって三々五々小グループで行動している水牛もいれば、一

頭だけで孤高を滲ませている者もいる。時には、夕方牧童が全員集合をかける前に、一頭だ

けで先に檻に帰って来る水牛もいるそうだ。まるで人間のようではないか。 

 

水牛たちが主に食べているのはパディヒヤン padihiyang と呼ばれている穀草で、稲のように

先端に穀物ができる。サイズは稲より大きい。水嵩が増してパディヒヤンが水中に沈むと、水

牛は泳ぎながら水中に頭を突っ込んでパディヒヤンを食べ、また頭を水上に出す。だがそれは

水牛たちがパディヒヤンを見つけたからできることだ。増水が長期に及んで湖上が一面濁った

水面に変わってしまったあと、水中のパディヒヤンを探し出そうとすることまではしない。[ 続

く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１３）」（２０２１年０９月２２日） 

それは水牛たちの食糧欠乏を意味することになる。かれらは水面上に姿を見せている樹木

の葉や皮を食べるが、たくさんいる水牛の食欲を満たしてやれるだけの量はない。そして悲劇

的な結末が、つまりかれらに餓死がやってくるのである。 

そんな事態が訪れると、飼育者は水牛をもっと遠く離れた、水位の低い場所へ連れて行く。

パンガン湖の水深は１～１．５メートル、パンガン湖に水をもたらし、また運び去るパミンギル川

の水深は３メートル。ジャワ島なら、洪水が起こっても数日間で水が引くのだが、カリマンタン

の湿地帯は２カ月半ほど高い水位が続き、やっと引き始めても元の水位に戻るまでに２カ月

半かかる。高い水位が乾季の中まで食い込んでいくことも稀でない。 



28 

 

パンガン湖地方にいる水牛 kerbau rawa は南カリマンタンの原生種と見られている。パンガ

ン湖周辺には七つの村があって、皆お互いに近い距離にある。その総面積６．１万 Ha の地方

に地元民がクルバウラワと呼ぶ水牛が太古の時代から棲みついていた。総面積６．１万 Ha と

は言っても、その４．１万 Ha がパンガン湖とその周辺に広がる湿地帯なのだ。 

地元民が呼んでいるクルバウラワの「ラワ」は形容詞として使われていて、ハビタットが湿地

であることを意味している。かれらは水牛をハビタットに応じて陸水牛 kerbau darat や川水牛

kerbau sungai などに区分して言葉を使っている。 

パンガン湖地方のクルバウラワは他の場所にいる陸水牛や川水牛と外見的にたいした違

いがない。泥の中で暮らすことが多いので、皮膚の色が他の水牛ほど黒くなくて茶色がかって

おり、また角が陸や川の水牛より長目で湾曲しているくらいが特徴だろう。身体はがっしりと頑

丈で、筋骨たくましく、みんなよく肥っている。 

この一帯には７千頭近いクルバウラワがいると推定されている。しかし住民の中には、まだ

人間の手から免れている野生水牛がもっとたくさんいる、と確信を持って語る者もいる。どうし

てこの地方にだけ南カリマンタン原生のクルバウラワが昔から棲みついていたのかは謎だ。 

 

七つの村の２百家庭ほどがクルバウラワを飼っている。多い家は１００から１５０頭にも達す

る。たいていの家庭に語り継がれている話では、６～７代前の先祖が野生水牛を飼いならしは

じめたのだそうだ。 

野生水牛を飼おうとする村人の間では、「オレが見つけた水牛はオレの物」原理が執られた

そうだ。持ち主は売上金分配方式で水牛を世話人に委託した。世話人はたいてい親族の若者

がなったが、別の村人に委託するケースもあった。委託は無給であり、飼育に関する報酬など

存在せず、生まれた子供が売れたり、あるいは当の水牛が売れた時に手に入った金がシェア
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された。 

水牛の世話もたいへん簡単で費用のかからないものだった。世話人は水牛の日常行動エリ

アの中に檻を作り、日中はその辺りに放しておくだけ。檻は水牛が夜帰って来て寝るための場

所でしかない。それを習慣付けるために世話人は、夜間、水牛が入った檻に施錠し、早朝開

錠して餌場に連れて行く。夕方になると餌場にやってきて、水牛を檻に連れ帰り、施錠する。

夜に施錠するのは、逃走を防ぐのが主な目的だ。 

そんな経験を十数年積んだ世話人はまさに牧童であり、世話する水牛が数十頭になろうと

も、かれの命令一下、水牛の群れは従順にその指図に従うのである。たとえ檻に５０頭入って

いても、牧童が手を挙げて合図をすれば、水牛たちはゾロゾロと水に入って行って泳ぎ出すの

だ。 

もちろん、そんな関係が築かれるまでに、世話人は水牛と仲良くなることに努める。水牛が

泥浴びをするときに、世話人も一緒に泥を浴びるのである。seekor kerbau berkubang,semua 

kena lumpurnya ということわざを世話人は seekor kerbau berkubang, penggaduh juga kena 

lumpurnya と言い換えている。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１４）」（２０２１年０９月２３日） 

そんな関係が築かれたとき、水牛は世話人以外の人間をたいそう嫌う。だから水牛を人間

のたくさんいる場所に連れて行くとき、水牛の目を覆って周囲がよく見えないようにしなければ

ならない。あるとき、世話人の甥が遊びにやってきたら、世話人の水牛はつかつかと甥に歩み

寄って必殺の一蹴りを甥に加えた。甥は敏捷にそれを避けたから事故にならなかったが、女

性や年寄りであったなら不測の事態に至った可能性は小さくない。 

タンパカン村で飼育されれている水牛は２千頭を超え、飼っている家は最低でも十頭くらい
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を保有している。この村の主産業は漁労であり、水牛飼育は副業という感触が濃厚だ。この村

の水牛飼育は５代前くらいから始まって、先祖代々の家業のひとつになった。この村の住民も

たいていが投資としての飼育を行っており、何代にも渡ってメッカ巡礼を行い、子供たちを大学

に上げている。ほとんど毎日水牛を買うひとがこの村にやって来るそうだ。そのほとんどは解

体して肉をパサルで売るのを目的にしている。 

 

東カリマンタン州にももちろん、たくさん水牛がいる。サマリンダから直線距離で８０キロ離れ

たマハカマ河流域のスマヤン Semayang 湖周辺湿地帯には、近辺の村々が飼っている水牛が

放牧されている。同じマハカム流域のムリンタン Melintang 湖やジュンパン Jempang 湖も水牛

の棲息地になっている。 

スマヤン湖にはたくさんの漁獲のための仕掛けが設けられていて、周辺村々の住民の生計

が漁労で営まれていることを物語っている。この地方でも水牛飼育は副業にされており、大き

い出費が起こったときの販売資産として用いられるケースが大半だ。 

スマヤン湖の湿地に群れている多数の水牛の中の一頭を案内人のエラムさんが指差して、

自分の水牛だと言った。かれは１６頭の水牛を持っている。この地方では、生後一カ月くらい

の水牛の耳に傷をつけて印を描き、持ち主が分かるようにしている。 

昔はアメリカで行われているような焼き鏝で持ち主の印を付けることが行われたが、水牛に

合わないことが分かって廃止され、現在の方法に変えられた。水牛がいつも水の中にいてや

けどの後が乾かず、化膿して健康を害するデメリットがはっきりしたからだ。 

 

エラムさんが住むスマヤン村には、昔８百頭の水牛がいた。檻を十分に作りさえすれば、１

千頭でも可能だった。ところが今では、３百頭を超えないように村民たちが頭数調整をしている。

自然環境がそれ以上の頭数を支えられなくなっているのだ。洪水が起きると、水はスマヤン湖
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からあふれて周辺の湿地帯を深みに変える。人間は屋根裏に上って生活を続けるが、水牛の

檻は水没する。水牛に週日泳ぎ続けさせることなどできはしない。長時間泳がせれば、疲れて

溺死するのである。 

大きい洪水が起これば、飼っている水牛たちを泳がせて湖を横断し、遠い森の中に連れて

行って放さなければならない。泳ぎ切ることができずに溺れる者も出る。昔は少なかったその

ような洪水が、年々増加する一方なのだ。 

洪水が起こると漁労も難しくなる。乾季が長引いて湖面が低下しても同様だ。そんな時期に

は穀物も値上がりする。物価が上昇し、魚を獲ることができなくなれば、住民の生活は逼迫し

てしまう。水牛が、そんな状況に陥った住民の救いの神になる。最悪の状況はおよそひと月続

く。水牛を一頭売れば、そのひと月間の生活費はなんとかカバーされるのである。 

マハカム河流域も、農園開発や炭鉱などの鉱山開発が進展する中で、水牛たちにとっての

自然環境はますます反誘導的になっている。乾季にはスマヤン湖をはじめ三つの大型湖の水

が干上がって広大な陸地が出現し、小さい池やくるぶし程度の深さの湿地帯になる。雨季に

は流水が増加し、表土流出を伴って湖に流れ込むために湖底が浅くなる。増加した水は貯水

能力の低下した湖に蓄えられきれずに、人間と水牛の生活領域に押し寄せる。水のコントロー

ルを忘れた人間に飼われる水牛の前途は多難であるにちがいあるまい。 

[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１５）」（２０２１年０９月２７日） 

水牛の頭数でヌサンタラ第四位にいる北スマトラ州も、水牛のいる人間の暮らしの一典型だ。

バタットバ人にとって、水牛は暮らしに欠かせないものになっている。水牛のミルクを飲み、ま

た料理のおかずに使い、肉も日々の食事や祭りの饗宴に使われる。婚礼・葬儀・マゴンカルホ
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リなどの伝統祭礼には水牛が屠られる。 

マゴンカルホリというのは一族の先祖代々の墓を建てる行為で、既に没したひとびとの個別

の墓を掘り起こし、新たに設けた先祖代々の墓に埋め直す行為だ。インドネシア語では

upacara penghormatan tulang belulang と呼ばれている。 

 

トバ湖南岸を擁するサモシル県では、たいていの家庭が水牛を飼っている。子供が結婚す

る、あるいは大学に入る。そういった特別な支出が起きるとき、飼っていた水牛が売られる。体

重６０～１００キロくらいの生後５～１０カ月の仔水牛を買って１～２年育てると体重は３００～４

００キロになる。売値は購入金額の二倍を超える。 

自分で育てるひともいれば、他人に預けて飼育させるひともいる。他人に預ける場合には売

れた時の収入をシェアする。比率は前もって合意される。水牛の世話をすれば、売値の４分の

一くらいが手に入る。メス牛が大きくなると、子供を産ませるためにオス牛を融通し合う。メス牛

の飼育者は知り合いからオス牛を一週間借りてきて種付を行い、オス牛を無料でオーナーに

返す。 

水牛は毎日餌場に連れて行って、夕方連れて帰るだけだから、その世話を子供にさせる家

庭も多い。子供は学校へ行く前に水牛を妥当な餌場に連れて行き、その後で学校へ行く。学

校が終わると水牛を別の餌場に移し、夕方になると檻に連れて帰る。兄弟やいとこ同士で十

数頭の水牛を毎日世話している子供たちがたくさんいる。子供たちは水牛を率いる仕事を通し

て、リーダーシップを身に着けるようになる。 

昔はたいてい、広い草地に連れて行って一週間くらい水牛を放っておいたものだ。今でもそ

れを続けている村もあり、その期間は村人が交代で水牛の番をする。そんな広い草地も減っ

て行く一方であり、そんな習慣もなくなりつつある。 
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南スマトラ州オガンコメリンイリル県パンパガン Pampangan 郡は水牛の棲息地だ。プラウラ

ヤン Pulau Layang 村は水牛の村である。名前はプラウだが島ではない。 

パレンバンの街から９０キロほど南にあるこの村は２百ヘクタール超の広大な湿地帯の中

にある。場所によってまるで湖のような深みの広がるこの湿地帯が７百頭の水牛のハビタット

なのだ。 

まだ日の出前の暗い時間に、深みの岸に並ぶ水牛の檻に牧童たちが小舟でやってくる。檻

の柱につながれた水牛の乳を搾りに来る村人もいるし、牧童も乳搾りをする。乳搾りが終わる

と水牛の綱が解かれ、牧童たちは檻の中の水牛を水面に放つ。 

２百頭ほどの水牛が角のある頭だけを水上に出して泳ぐ。水牛の長い列が水面を進む。深

みの中央部まで来た水牛は浮かんでいる植物を食べ始める。群れの番をする牧童たちは自

分一人が乗っている小舟にその日一日分の飲食物とタバコを置き、水牛の群れの進行を見守

る。群れから離れてひとり別方向へ行こうとする者をまた群れに戻らせる。 

５０人ほどがオーナーになっている７百頭の水牛は、毎日餌場と檻の間を泳いで往復してい

る。牧童は村人が交代で務める。この村では水牛の繁殖と飼育が主活動になっていて、乾季

のときだけ副業として稲を植える。 

夕方になると、牧童が餌場から檻に連れ帰る。朝と逆方向に水牛の長い列が進行する。檻

まで戻って来ると、水牛たちは自発的に自分の檻に入って行く。自分の檻がどれなのかをか

れらはよく知っているのだ。小舟の上の牧童たちは、その動きをじっと見守る。牧童たちも、ど

の水牛がだれのものであり、どの檻に入らなければならないのかを知っているのである。それ

が終わると、夜中に檻の周辺を小舟で見回る牧童を残して、その日の水牛当番の村人は１キ

ロほど離れた集落に帰って行く。[ 続く ] 
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「ウシ ウシ ウシ（１６）」（２０２１年０９月２８日） 

村人の水牛の檻が集まっているエリアの夜の見回りは、水牛泥棒への防犯をも兼ねている。

プラウラヤン村でも、あるいはちょっと離れたバニュアシン県ランブタン村でも、水牛泥棒は増

加している。昔は年間で３～４件しか起こらなかった水牛泥棒が、天然ゴム価格の低落のため

に増加傾向にある。 

３２人のランブタン村民が飼っている７百頭超の水牛を餌場に何日も放しておくと、集めに行

った時に見当たらない者がいることがある。探しに行くと、農園の中で解体された残骸が見つ

かる。犯人はたいてい、運びやすい脚だけを持ち去るのだそうだ。 

プラウラヤン村の水牛もしばしば泥棒の被害を受け、被害者オーナーがもっと安全な地方

に水牛を移したこともあって、村内の頭数は減少傾向にある。村民の檻が集まっているエリア

の夜警当番はときどき不審な人間集団が接近して来るのを見かけることがある。集団の中に

刃物や銃を持っている人間が何人もいる。 

だが、離れた距離ではあっても夜警と遭遇したその集団は、ほどなく踵を返して去っていく。

力づくの行動になった例はまだないそうだ。水牛肉を祭礼の饗宴に必須のものと位置付けて

いる地方は南スマトラ州にもまだ多く、そのために祭礼シーズンと水牛泥棒シーズンはほぼ同

期している。 

 

スマトラ島の各地では、水牛が祭礼になくてはならないものになっているために、水牛が屠

られて水牛肉の饗宴が行われなければ祭礼にならない、と地元民の多くは感じている。水牛

は伝統と慣習に培われて来た祭礼の中の重要な要素なのだ。関係者に大切な意味を持つ祭

礼の重要な一こまであり、そして祭礼主催者の社会ステータスを確認させるためのものでもあ

る。 

南スマトラ州ムシ河口の漁村、スンサン村でも祭礼の場には常に水牛がいる。この村でも、
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婚姻・割礼・赤児の命名などの祝祭のとき、必ず水牛を屠る。「どうしてこの慣習が生まれたの

かよく分からないが、遠い先祖から伝えられてきた風習だ。たとえ他の肉があったとしても、水

牛肉が振舞われなければ何かが欠けているという印象をみんなが抱く。」スンサン村の長老

のひとりはそう語っている。水牛一頭の価格は牛一頭の２倍する。より高額な品物を共同体構

成員に振舞う社会的効果がそこにも顔を出すようにわたしには思われる。 

パレンバン南部の水牛センターのひとつであるランプタン村に、プラブムリ周辺の村々から

しばしば祭礼用の水牛を買いにひとが来る。イスラムカレンダーの正月にあたるムハラム月が

近付くと、それらの村々から sedekah adat 祭礼のために必ず水牛を買いに来る。高い水牛を

やめて牛に変えたらどうかという話をしても、水牛でなければ祭礼にならないと村人たちは言

い張るそうだ。 

南スマトラのこの湿地帯でも、白子水牛が産まれる。白子水牛ともなれば、普通の水牛の

倍以上の値が付く。そんな特別な水牛が屠られたなら、関係者にとってはたいへんな誉になる

ことだろう。 

 

南スマトラ州でもっとも有名な水牛センターであるパンパガン地方は元々、水牛の原生地で

なかった。商人が１９００年ごろマラヤ半島から水牛を持ち込んだのが始まりだったと州畜産局

は説明している。 

南スマトラの食肉と労働力需要のために、数十頭が運ばれて来た。地元民は１９２０年ごろ

から水牛のミルクを加工することを始めた。グロプアン・サゴンプアン・サミン油などが産物にな

った。この地の水牛たちは十分に環境に適応したために、ミルクに含まれているたんぱく質が

他の土地の水牛よりも豊富であると言われている。[ 続く ] 
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「ウシ ウシ ウシ（１７）」（２０２１年０９月２９日） 

東南アジアの野牛の名称はジャワ語由来の banteng が世界の共通語になっているようだ。

学名の Bos Javanicus がそれを証明しているように見える。英語ウィキぺディアには別名とし

て tembadau という名称が出て来るが、トゥンバダウはマレーシア語ウィキにボルネオの野牛と

説明されており、またカムスデワンでも同じような説明が見られるので、地場名称の違いと思

われる。つまりインドシナの諸国語でも、地元言語ではバンテンでない別の単語が使われ、国

際共通語としてバンテンが使われているということだろう。 

世界にいる野牛は５種類だそうで、バンテンはミャンマー・ラオス・ベトナム・タイ・カンボジャ・

ジャワ・カリマンタン・バリに分布している。インドネシアでは家畜化された野牛がバリ・スラウェ

シ・スンバワ・スンバなどにいる。家畜化されたものはインドネシアで sapi と呼ばれていて、牛

総頭数の四分の一くらいを占めている。 

ボスジャ ヴ

ァニクスは亜

種 が 三 つ あ

り 、 Bos 

javanicus 

javanicus はジ

ャワ・マドゥラ・バリ

の も の 、 Bos 

javanicus lowi は カ リ マ ン タ ン 、 Bos javanicus 

birmanicus がインドシナにいるものとなっている。 

野牛の身体的特徴は性別で大きく異なっており、オ

スは黒あるいは黒茶色の皮膚だがメスは明るい茶色

をしている。しかしオスでも若い時期はメスと同じ色をしており、成長することで黒色になる。オ

Bos javanicus javanicus 

Bos javanicus lowi 

Bos javanicus birmanicus 
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スメスのどちらも臀部は白い。オスには背こぶがあるがメスにはなく、体重は７～８百キロから

１トンに達するオスがいる一方、メスは体が小さめでほっそりしている。角はオスもメスも６０～

７５センチの長さで、湾曲しながら真上に伸びる。日本で通常描かれている鬼面の角に似てい

て、それが野牛の勇壮な凄絶さを印象付けているように思われる。 

野牛もハーレムを作る。数十頭にのぼる多数の小柄な茶色い野牛たちの群れの中に一頭

だけ色黒で巨大な者がいて、それが群れを統率しているのが野牛ハーレムだ。自分のハーレ

ムを作るのは、強さという実力なしには不可能だ。他のオスを押しのけることができなければメ

スは集まらないし、その座を維持するために他のオスの挑戦を打ち砕かなければならないの

だから。 

 

インドネシア人にとってバンテンは特別の意味を持っており、パンチャシラの国是をシンボラ

イズした国章の左上にバンテンの頭が描かれている。パンチャシラ第四項の「英知に導かれ

る合議制と代議制方式の人民主権」をバンテンで象徴しているのだ。 

スカルノ大統領はしばしば、「インドネシア民族はバンテン民族であり、テンペ民族ではない」

というセリフを演説の中で使った。今のバンテン広場を国民が、オランダ時代の呼称であるラ

イオン広場と独立後も呼び続けていたことを嫌ったスカルノ大統領は、そこをバンテン広場と

いう名称に変えた。 

１９３９年に開かれたインドネシア民衆会議 Kongres Rakyat Indonesia でインドネシア国旗の

デザインが議論されたとき、野牛の頭を描いたデザインが提案されている。提案は却下されて、

シンプルな二色旗が採択された。スカルノの衣鉢を継ぐＰＤＩＰ党の党旗は当然のようにバンテ

ンの頭が描かれている。 

 

かつて東南アジアの代表格の座を占めていたジャワ島のバンテンは、いまや絶滅の扉の前
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に立たされている。西ジャワ州パガンダラン Pangandaran のパナンジュン自然保護区には１９

７４年に５百頭を超えるバンテンがいたというのに、１９８０年には８０頭に減り、そして１９８８年

には１０頭を残すのみになってしまい、その後は姿が消えた。２００２年に３～４頭分の排泄物

が観察されている。２０１２年に１頭だけが保護され、バリ牛に人工授精させて遺伝子を残す企

画が進められているが、子供が小型化するために効果がないとして反対する声もある。[ 続

く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１８）」（２０２１年０９月３０日） 

インドネシア科学院ＬＩＰＩ専門家によれば、西ジャワではウジュンクロン国立公園、パナンジ

ュン自然保護区、ガルッ県ルウンサンチャン Leuweung Sancang 自然保護区にバンテンが生き

残っているとの談だ。ルウンサンチャンでは１９９８年に２百頭が報告されたが、２０００年には

１０頭に減少し、２００３年に絶滅したと発表された。だが、専門家は生き延びている者がいると

言う。水牛の唯一の捕食者だったジャワ豹が絶滅したにもかかわらず、バンテンが急激に減っ

ているのは皮肉としか言いようがない、と専門家はコメントした。激減の原因はバンテンのハビ

タットがひとつの大きなエリアから小さい多数のエリアに細分化されたためであり、総面積の縮

小よりもっと実質的な狭隘化が起こったからだ。 

広大な森林原野のあちこちに人間の集落が作られ、同じ生活エリア内での人間との共存を

嫌うバンテンが狭いハビタットに封じ込められたためにそんな結果に至った。バンテンは人間

に対してたいへんアグレッシブになる動物なのである。 

 

西ジャワ州西端のウジュンクロン国立公園では、また状況が違っている。７万６千 Ha という

広大な大自然の中で、バンテンは威勢を振るい、わが世の春を謳歌しているのだ。１９７２年
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には２百頭ほどしかいなかったバンテンが、１９９９年には８百頭近くまで増加した。ところが、

国立公園運営者にとってそれは、少しもめでたい話にならないのである。なぜなら、この国立

公園の目玉がジャワサイであるためだ。 

ジャワサイもバンテンも、だいたい似たような植物を餌にしている。バンテンが少ない時代は

サイも食べ物に困らなかった。ところがいまや、その両者の間で食べ物の奪い合いという状況

になってしまった。頭数ではるかにまさるバンテンがみんな腹いっぱい食べたなら、マイノリテ

ィのサイは空腹を抱えることになる。バンテンはジャワ島の他の場所にまだいるものの、サイ

は全ジャワ島でここにしかいない。ウジュンクロン国立公園管理館はバンテンの一部を他の場

所に移して頭数調整を行う方針を立てている。 

 

ジャワ島東部最南端のバニュワギ県アラスプルウォ Alas Purwo 国立公園にもバンテンはい

る。そこにはかつて８０から１００頭が棲息していると言われていたが、２００４年４月に行われ

た調査では、公園内のサバンナ草原で５７頭が数えられた。人間による狩猟がこの国立公園

内におけるバンテンの減少に一役買っているものと見られている。 

乾季になって公園内の自然水が干上がると公園の外に水を求めて出て来るバンテンを狙っ

て、密猟者は罠を仕掛ける。密猟者は罠にかかったバンテンを屠って、その肉を食肉として販

売するのである。 

 

反対にジャワ島東端の北側にも総面積２万５千 Ha の国立公園があって、バンテンが棲息し

ている。ジャワ島とバリ島を結ぶフェリー港クタパン Ketapang がそれら南北の国立公園の間に

ある。多分昔は、ジャワ島東端地方はバンテンで満ち満ちていたのだろうが、いまでは南北の

端に追いやられてしまった印象だ。 

この北側のバルラン Baluran 国立公園には大草原があってアフリカのサバンナに雰囲気が
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似ているため「ジャワのアフリカ」の異名を取っている。野牛の棲息地としてはもってこいの自

然環境だ。１９９２年にはこの地に３３８頭のバンテンが棲息していた。それが２００６年には１５

頭まで減少し、２０１２年に２６頭まで回復した。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（１９）」（２０２１年１０月０１日） 

そこにはバンテンの他に野生水牛やティモール鹿、キジャンやカンチル、そしてジャワ豹も

いるそうだが、豹の姿を目にすることはなかなかできない。また、森の中にはオナガザルやル

トゥンも棲息している。 

元々１万 Ha あったサバンナはアカシアの樹が猛然たる勢いで生え広がって草原を森林に

変えており、６千 Ha がアカシアの森になってバンテンの餌になる草が生えなくなった。国立公

園管理館側はアカシアの森を伐採して元の草地に戻す努力を続けている。あくまでも人力で

その作業が行われているため、草地の復元は緩慢にしか進まない。 

 

イギリス人ジョン・ジョセフ・スコッツデールが著わした Island of Java には１８０５年にクタパ

ンからパナルカンまで旅した際の記録が記されている。そのときかれはバルランのサバンナを

通過した。道の両側は密生したススキがフェンスをなし、かれは草原・砂漠・川を横切った。ト

ラの足跡も随所に見られたそうだ。 

２０１３年にはバルラン国立公園の森林の中で女性の姿を彫刻した小型の石像が発見され

ている。古代遺跡保存館はその像を、マジャパヒッ王国時代に作られたラッスミ女神 Dewi 

Laksmi の像であると鑑定している。 

サバンナは乾季に４０℃にも達し、乾燥気候のためにしばしば自然火災が起こった。最初、
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公園管理館は防火林としてアカシアをサバンナの端に植えた。防火林としての役割をアカシア

の並木は確かに果たしたのだが、激しい繁殖力のためにサバンナが森林に変わって行ったこ

とが失敗だったのである。 

 

一方、公園管理館はパスルアンのプリゲン Prigen サファリパークの協力を得て、公園内の

バンテンの繁殖活動を行っている。公園内バンテン棲息エリアに０．８Ha の土地を仕切ってサ

ファリパークに飼われていたバンテンのオス一頭とメス二頭を放し飼いにし、かれらに子供を

作らせた上で、公園内の群れに混じらせようという計画だ。 

２０１５年にはそのメス二頭が子供を三頭生んで育てている。この一家に、公園内で棲息し

ている子連れのバンテンのグループがときどき接近してきており、計画遂行に関わっているひ

とびとに大きな期待を抱かせている。将来、それぞれの一家の子供が大きくなったとき、ネズミ

算式に次の世代が増加して行くだろう。だがしかし、プリゲンサファリパークにどうしてバンテン

がいたのか？ 

２００９年７月２４日夕方、ジュンブル Jember 県クシリル村に四頭のバンテンが侵入して来

た。集落の中に入ろうとしたので、村人たちは集落の入口を固めて入れないようにし、その四

頭を追い払った。その四頭は森林公社プルフタニ直営の保護林に棲息しているバンテンの群

れの一部だろうと推測された。その保護林はジュンブル県メルブティリ国立公園からだいぶ離

れている。 

翌日、四頭はまた同じ集落にやってきた。村人たちはまた前日と同じことを行い、三頭は追

い払うことができたものの、一頭だけは言う事を聞かずに暴れて三人の村人に軽い傷を負わ

せたために、ひとびとはいきり立った。しかし最終的に殺されるまでに至らず、捕らえられてサ

ファリパークに委託されたのである。 

サファリパークはこのオスバンテンをバリ牛と交配させて１１頭の子供を得た。その子供たち

の中の三頭がバルランにやってきたということだ。他の子供たちも他地方のバンテン棲息地で
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繁殖の務めを果たすことが期待されている。[ 続く ] 

 

 

「ウシ ウシ ウシ（終）」（２０２１年１０月０４日） 

サファリパークのこのプロジェクト責任者は、将来的にバリ牛の品種改良を行う意向である

ことを明らかにしている。バリ牛はバンテンの子孫であるというのに、長い期間にさまざまな相

手との交配がなされて小型化し、また病気に対する耐性も弱まってしまった。大人のバンテン

は体重が８百キロに達するのに反して、バリ牛は３５０キロ程度にしかならない。バリ牛の体躯

をバンテンのようにすることによって、国内食肉市場への供給は大幅に増加するにちがいない。 

 

このバルラン国立公園の中央に海抜１，２４７メートルの死火山バルラン山が鎮座している。

ジャワ島北岸を走る国道一号線を通ってバニュワギ県クタパン港へ行くとき、必ずバルラン山

西側斜面に作られた道路を通過する。わたしもジャカルタとバリを車で十数回往復したとき、

南回りでバニュワギ市内を通過する時以外は、必ずこの小さい山を横切った。 

たいていは昼間に通ったが、早朝に通ったこともあれば、深夜に通ったこともある。深夜の

山越えは満点の星空に包まれており、運転席からチラチラと見える星空があまりにももったい

なく、車を道路脇に止めて下車し、しばらくうっとりと眺めたことを記憶している。あれほど星に

満ち満ちた夜空を見たのははじめての体験だった。 

山道に街灯はなく、ヘッドライトだけが頼りの運転であり、通行車両は少ないがみんな高速

で走るため、止まっている車はリスクが高い。同乗者に促されて、そそくさとまた出発したのだ

が、わたしの残された人生にあの夜空を見る機会はもう二度とやってこないだろう。 
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シトゥボンドの街を抜けてから長い道を東に向かって走り、シドムリヨの村でいきなり南に折

れて山の上り坂に入って行く。山腹をしばらく走ると、突然大きい奇岩がごろごろ転がっている

のが目に入り、驚かされることになる。バルラン火山が生きていたころに吐き出された大岩な

のだろう。かなり広範なエリアに散らばっていることに、また驚かされた。 

ジャワのアフリカはこの道路を通ってもまったく見えない。サバンナ平原はバルラン山の向

こう側に広がっているのであり、そこへ行くには山を下りきったウォノレジョ村側から山の向こう

側へ入って行かなければならない。 

ジャワのアフリカをハビタットにしている動物たちも、壁であるはずのバルラン山を越えて国

道の通っている側へやってくることがある。そのために壁のこちら側に来る動物を捕えようと罠

を仕掛ける者がいる。国立公園管理館にはなかなか目の届きにくいエリアであるため、国立

公園の中で保護されているとは言いながら、悲劇的な事件も時おり起こっているようだ。 

 

いるいると言われながらも足跡や排泄物しか見ることのできなかった中部カリマンタン州ラ

マンダウ県ブランティカン Belantikan 郡の森林で２０１３年７月、ついに野生バンテンの姿が監

視カメラに写った。群れで行動している者や単独行動している者が写っており、野生動物保護

活動家たちを喜ばせた。 

カメラが設置されたのは野生動物が頻繁に訪れる塩沢のあるエリアで、地元民が sopanan

と呼ぶ塩沢は人間にとっても重要な天然資源であるため、慣習がそのエリアを統制している。

ブランティカンの森林には塩沢が２５カ所あるが、特に大きいパンガラマンとパシランの塩沢が

ターゲットにされた。 

オランウタン保護団体が２００５年にブランティカンの森林を調査したとき、塩沢にバンテン

のものと思われる足跡と排泄物が見つかり、地元民に尋ねたところバンテンをときどき見かけ

るという返事が得られた。 



44 

２００７年の調査のときもふたつの異なるサイズの足跡がブキッドゥリアン丘の竹やぶの近く

で見つかった。 

２００８年４月、イノシシ狩りをしていた地元民がスガイトゥンカパン地区でバンテンの母子に

遭遇し、母牛を殺して子供は飼育するために村に連れ帰られた事件があった。またその年の

１月ごろ、猟師が１０頭から成るバンテンの群れをパシラン塩沢で目にしている。 

それらの諸情報が、監視カメラによって最終的に真実であったことが証明されたのである。 

[ 完 ] 

 


