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西祥郎さんの著作の「ヌサンタラのイタリア人」「ヌサンタラのポルトガル人」「ヌ

サタンタラのフランス人」「ヌサンタラのスエーデン人」「ヌサンタラのドイツ人」、

「ヌサンタラのスイス人」「ヌサンタラのイギリス人」「ヌサンタラのロシア人」の八

作を一挙にまとめて掲載します。脚注と挿絵は編者が追加したものです。(編者) 
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「ヌサンタラのイタリア人（１）」（２０２０年０７月２４日） 

ＶＯＣが地域支配を開始する何百年も前から、ヨーロッパ人はヌサンタラを訪れて見

聞記を書き残した。歴史を通して見るなら、やはり支配者民族の見聞記がマジョリティ

を占めるのが当然であり、オランダ人・イギリス人・ポルトガル人の数が圧倒的だ。そ

の中にイタリア人が混じっている。 

フランス東洋学界の重鎮デニス・ロンバール氏の著作 Nusa Jawa Silang Budaya によ

れば、西暦紀元前からヌサンタラとローマ帝国の間に交通があったようだ。カエサル・

ティべリウス・クラウディウスの時代は元より、もっと古いカエサル・アウグストゥス

の時代から始まっていた可能性が氏の視野に入っている。ヌサンタラから出発した使節

はセイロン島経由でローマに達したようだ。 

大プリニウスが紀元一世紀に著わした博物誌には Mons Maleusの話が掲載されてい

る。「その地では、寒い時期に６カ月間、影は北に伸び、暑い時期の６カ月間は南に伸

びる」というのがモンスマレウスについての説明だ。 

マレウスという語はタミール語で山を意味する Malaiに由来し、それはタミール人の

ヌサンタラに関する限られた知識の中で、赤道に近い唯一の山、西スマトラ海岸のイン

ドラプラ Indrapura山1を指していた。 

 

クラウディオス・プトレマイオスの作品「地学」には黄金半島 Chryse Chersonesos

がムラユ半島を指して示され、更にギリシャ文字で記された Iabadiouという名称も見

つかるが、これはサンスクリット語の Jawadwipa が翻字によってそうなったものと見ら

れている。 

イタリア人のヌサンタラ見聞記の事始めは偉大なるマルコ・ポーロによる。かれはヨ

ーロッパ人がアジアへの道程を探りはじめた初期の時代に属すひとりだ。ヴェネツィア

の商人だったかれは元王朝に仕え、故郷と中国間を往復してアジア域内の旅行記を残し

た。ただし、出版されたのはマルコ・ポーロが１３２４年に没してから二百数十年後の

１５５０年代で、やはりヴェネツィア人のジョヴァンニ・バティスタ・ラムジオが行っ

た。 

マルコ・ポーロの見聞記には、実態にそぐわないものも混じっているとはいえ、現実

に即して詳細に記述されたものも見られる。その長い道程で通過したたくさんの国々に

ついての見聞をかれは記した。かれが中国からヨーロッパに戻るために海路を利用した

 

1 西スマトラ州とジャンビ州の州境にある Kelinci山の別名 
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とき、船はスマトラ島のサムドラパサイ Samudra Pasai2に寄港している。ジャワ島に足

を踏み入れたことはなかったにせよ、ジャワという土地に関する伝聞も書いている。 

 

続いてヌサンタラを見聞したイタリア人の記述は、

フランシスコ修道会の修道士オドリコ・ダ・ポルデノ

ーネ Odorico da Pordenone の手になる。かれはロー

マ法王の命によって１３１８年にアジアに旅立った。

当時カトリック教団はアジアの各地に拠点を既に置い

ていたから先駆的な動きということではないが、それ

ぞれの土地で少数の布教者たちが生命を賭けた布教宣

教を行っていた時代だ。 

オドリコはパドゥア Paduaの町を発って黒海に向か

い、更にペルシャへ進んでからカルカッタ～マドラス

を経てセイロンに達した。そこから海路ニコバル諸島

を通り、スマトラ島に到着した後ジャワ島に行き、続

いてカリマンタン島のバンジャルマシンを訪れた。更にチャンパ3に進んでから中国に

入り、１３２４年に北京に到着している。１３２７年にかれは北京を去り、イタリアへ

の帰途に着いた。西方へは内陸部のルートを取り、１３３０年ごろに帰国したようだ。

かれは１３３１年に故郷で没した。 

オドリコの見聞記も、ヴェネツィアのジョヴァンニ・バティスタ・ラムジオが１５７

０年代に出版した。もちろん元になった記録や報告書はオドリコが存命中に提出したも

のであり、パリやローマの文書館に収められている。出版されることによって、社会に

とっての共通知識が育まれて行くのである。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのイタリア人（２）」（２０２０年０７月２７日） 

オドリコのジャワ島見聞記の中には、かれが訪れたとある国の王は七つの王国を従え

た大王であり、そこの島々ではクローブ・ナツメグ・コショウや他のスパイスが豊富に

産出されている、と述べられている。その王は広大で豪華な宮殿に暮らし、階段や屋内

装飾は黄金と銀で飾られていて、屋根も黄金で葺かれている。そしてモンゴルの王はこ

 

2 アチェ州南東部の Lhoksmawe 郊外にあった王国で、遺跡としては墓石のみが残存している。 

3 現在のベトナム中南部にあった貿易で栄えた王国。 
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の国を何度も征伐しようとしたが成功せず毎回撃退されたという話も。それらの話か

ら、オドリコが訪れたのはマジャパヒッ王国だったのではないかと推測されている。 

オドリコの見聞記にたくさんの地名が登場するが、オドリコが本当にそれらの土地を

自身で訪れたのかどうかについては疑問であるとの声が強い。そうではあっても、出版

されたこの書物が当時の地理学者たちの重要な資料とされたことは疑いがない。 

オドリコが残した記録がイタリア語・フランス語・ドイツ語・英語で書物になった。

最初の出版物はペサロで出され、１８６６年にユールが Cathay and the way Thither

というタイトルの英語版を作った。２００６年にはシンガポールの書籍店で Travels 

of Friar Odoricというタイトルの古書が見つかっている。 

 

その次に登場するのは、ヴェネツィア商人ニコロ・コンティ Nicolo Conti の物語だ。

ニコロ・コンティは１４１９年にダマスカスに移ってアラブの言語と文化を習得してか

ら東方への旅に立った。アジア西部地方の通商交易はアラブ人が勢力を誇り、アラブ文

化が浸透していたから、そのエリアを渡るのに必要なツールをかれはまず身に着けたわ

けだ。当時２４歳前後のかれが西から東へと旅していたころ、中国から鄭和が西方への

航海を行っており、鄭和の航海に従った馬歓 Ma Huan が１４３３年に著わした瀛涯勝覧4

や費信 Fei Xinが１４３６年に出した星槎勝覧5に記されている情報との突合せが可能に

なっている。 

ニコロ・コンティはダマスカスから砂漠を越えてバグダッドに至り、ペルシャを横断

してインドに達した。インドからスマトラ北岸のペディール Pedir6に渡り、かれはそこ

で一年間暮らした。かれはペディールで黄金の精錬法やスパイスに関する知識を吸収し

た。そこからマラヤ半島に渡って諸国各地を訪れ、最後にミャンマーへ行ってからジャ

ワ島に下った。 

ジャワで９カ月を過ごした後、かれは海路ベトナムに向かい、そこから陸路でイタリ

アへ戻った。ニコロ・コンティの大旅行記を世に著わしたのは、その当人ではなかっ

た。かれが１４３７年にイタリアへ帰国する直前のシナイ山で、スペイン人貴族で旅行

家のペロ・タフル Pero Tafur がかれの体験談を聞いて書き留めた。 

 

4 えいがいしょうらん 

5 せいさしょうらん 

6 アチェ州の Sigli と Bieruen の間の海岸沿いの町 
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もうひとりはローマ法王庁の国務枢機卿ポッジ

オ・ブラッチョリーニ Giovanni Francesco Poggio 

Braccioliniで、ポッジオはニコロの話に強い興味を

示し、ニコロから事細かに話を聞き、それを De 

varietate fortunae と題する書物にまとめた。タフ

ルが書いた物語よりも、ポッジオがまとめた内容の

方がはるかに地理学的価値を持っていたようだ。当

時ヨーロッパにあまり知られていなかったアジア南

部の状況にこの書物が光を当てることになった。ポ

ッジオはそれを意図してニコロの話をその方向にま

とめたのかもしれない。この書物は１４９２年にク

リストフォロ・ダ・ボラーテ Cristoforo da Bollate

が公にした。 

ニコロ・コンティはジャワについて、ジャワはふ

たつの島から成っていると語ったことから、１６世紀に作られた地図には大ジャワ

Iava Maiorと小ジャワ Iava Minor が描かれている。それらの島の住民はたいへん残虐

で、他の地の原住民とはくらべものにならず、またネズミやネコなどの汚らしい動物を

食べている。借金をした者が借金を返済できなくなると、金を貸した者の奴隷になる。

住民の娯楽のメインは闘鶏で、闘鶏用の鶏飼育を職業にしている者がいる。などという

のがニコロのジャワ評だ。 

アジア南部の情報に飢えていた当時のヨーロッパで、ポッジオの書籍は引く手あまた

となった。言うまでもなく、そのイタリア語版が英語・ポルトガル語・スペイン語など

に続々と翻訳された。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのイタリア人（終）」（２０２０年０７月２８日） 

だが、中世にアジアを旅したイタリア人がかれらのみだったとは考えにくいことだ。

もっとたくさんのイタリア人が旅行記を書き残した可能性は大きいのだが、それらの手

記は各地方の古い文書館や図書館にひっそりとしまい込まれているのかもしれない。古

いインドネシアの情報がもしもそんな中に見つかったなら、インドネシアの歴史学をも

っと発展させる重要資料になるだろう。 

言うまでもなく、そこに書かれた情報がバイアスのかかっているものである可能性も

ある。反対に、われわれが既に共有している上述のひとびとの見聞記がバイアスから免

れているという保証もないのだ。資料が増加することによって、バイアスは平準化され
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ていくことになる。そのためにも、もっと多くの資料が発見されることが期待されてい

るのである。 

 

もっと最近、とは言っても百数十年前のことなのだが、イタリア人人類学者が蘭領東

インドのニアス島で調査を行った。１８８６年４月２２日から９月１５日までの１４６

日間、フィレンツェ出身の人類学者で動物学者でもあるエリオ・モディリアニ Elio 

Modiglianiがニアス島に暮らして調査研究を行ったのである。 

当時のニアスでは首狩りなどの伝統的慣習がまだ

行われていたが、今では文明化されたためにその慣

習は姿を消してしまった。モディリアニは人間の頭

骨２６個を含むニアス原生種の動植物標本多数をイ

タリアに持ち帰った。それらの資料はジェノヴァの

自然史博物館 Giacomo Doriaとフィレンツェの人類

学民族学博物館 Antropologia ed Etnologia に今で

も保存されている。 

モディリアニはそ

の時の体験記を

Viaggio a Nias と題

する著作にして１８９０年に出版した。イタリア語で書

かれたその書籍には、ニアスのひとびとが歩んだ文明史

が詳細且つ包括的に記されていて、内容は手工芸品・伝

説・伝統歌謡・戦争技術・伝統医療など広範囲に及んで

いる。さらにかれはニアス語＝イタリア語の辞書まで作

成した。 

 

モディリアニの著書「ニアスへ

の旅」の原書の一冊がシトリ Sitoli山の博物館に長期間保管さ

れていたのを、２００４年の津波と２００５年の地震のあと、

罹災復興とリハビリのために派遣された国際機関作業者ヴァン

ニ・プッチオーニが知った。かれにそれを教えたのはカプシン

修道会のヨハネス牧師だった。 

かれはモディリアニの業績を跡付けることを決意して調査を

開始し、Tanah Para Pendekar - Petualangan Elio Modigliani 

di Nias Selatan Tahun 1886 と題する３７６ページの大作をも
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のした。インドネシア語のこの書はジャカルタで製作され、イタリア文化センターが発

行者になった。 

 

当時首狩りの風習をたっぷり残していた南ニアスに入り込み、調査を果たして無事に

文明社会に戻って来ることのできたモディリアニの前代未踏の業績は人類が持った多様

性に対する人類の知的好奇心のたまものだったと言えるにちがいあるまい。 

プッチオーニによれば、ニアスから戻って来たモディリアニはその後スマトラ北部の

バタッ Batak族や母系制社会のエンガノ島の調査を行い、ニアスを再訪することはなか

ったそうだ。モディリアニは１８９２年と１８９４年に Tra i libri Batacchi（自由

なバタッ族の間で）と Lisolla delle donne（女たちの島）と題する著作を出してい

る。[ 完 ] 
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「ヌサンタラのポルトガル人（１）」（２０２０年０７月２９日） 

テジョ川(Rio Tejo 英語名はテイガス川 Tagus River)

に向かって立っているアフォンス・ドゥ・アルブケルケ

Afonso de Albuquerque の像はリスボン市内ベーレム

Belemのアルブケルケ庭園にある。１５世紀後半からア

ジアに向けて続々と出帆して行った船隊の旅立ちの出発

点をアルブケルケの像は永遠に見つめ続けているのだ。 

ポルトガル船隊は大西洋を縦断し、喜望峰を回ってイ

ンド洋を渡った。何カ月もかかる航海の末に、かれらは

インドのゴア Goaに達し、更にマラッカ Malaka、そして

マルク Malukuのスパイス諸島にたどり着いた。 

アルブケルケ庭園から北西に５百メートルほど離れたサンジェロニモ礼拝堂 Capela 

San Jeronimoで旅立つすべての船と乗組員にカトリック司教と国王が祝福を与えた。

１５０２年に建てられたその礼拝堂は今、考古学博物館と海洋博物館になっている。国

王マヌエル１世がヴァスコ・ダ・ガマ Vasco da Gama の東方航海に合わせて建てたもの

だそうだ。 

海洋博物館 Museu de Marinha がオープンしたのは１８６３年で、国王ルイス１世の

時代であり、ポルトガルの大航海時代の歴史がそこにたっぷりと集められている。この

博物館にもアフォンス・ドゥ・アルブケルケの肖像画が飾られ、「１５０９－１５１５

インド総督、オルムズ・ゴア・マラッカを基軸にしてインドにおけるポルトガル王国の

基盤を築いた。 

海洋政策を王国の発展センターに据えた先駆者。」という説明が添えられている。そ

してポルトガル船隊がアジアから運んできたさまざまな物産もこの博物館に展示されて

いる。 

あるデータによれば、１５００年から１６３５年までの間にアジアに向けて出帆した

船の数は９１２隻で、目的地に到着できた船はそのうちの７６８隻、目的地での用向き

を終えて故国に帰還しようと出帆した船は５５０隻で、祖国の土を踏むことができた船

は４７０隻だったそうだ。 

ポルトガルがアジアに向けて進出した動機は、単一ではない。ポルトガル人はそれを

三つにまとめて説明した。feitoria通商、fortaleza 征服、igreja宗教がそれだそう

だ。つまり物産や富による支配、軍事力による支配、宗教による支配がその意味すると

ころだろう。国威発揚が戦争と支配によって行われていた人類史の一ページなのであ

る。 
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アフォンス・ドゥ・アルブケルケは第二代インド総督としてゴアに赴き、スパイス交

易で当時最大の中継港だったマラッカを攻略するために自ら大型軍船１５隻を率いて１

５１１年７月初めにマラッカへの侵攻を開始し、翌８月１０日にマラッカ王国を陥落さ

せてしまった。続いてその年の１２月に三隻から成るマルクへの船隊がアントニオ・ド

ゥ・アブリウ Antonio de Abreu の指揮下にマラッカを出帆する。フランシスコ・セハ

ウン Francisco Serraoが中の一隻を指揮し、フェルノウン・ドゥ・マガリャエンス

Fernao de Magalhaes（マゼラン）はこの遠征隊の一員として船隊の中にいた。 

船隊はマラッカを出てスマトラ島⇒ジャワ島⇒バリ島⇒ロンボッ島⇒スンバワ島⇒フ

ローレス島の海岸線をたどり、北上してバンダ島に達したのが１５１２年半ば。この遠

征隊は更なる航海の任に堪えないと判断したアブリウはマラッカへの帰還を決断する。

目的地とされたテルナーテ訪問は次の機会に譲ることにした。ところが皮肉なことが起

こったのである。 

フランシスコ・セハウンの船がアンボン湾まで漂流したあげく、そこで沈没したの

だ。セハウンと乗組員を救出したのはアンボン島のヒトゥ Hitu王国の民衆だった。セ

ハウン一行はヒトゥの賓客として遇せられ、更に一行の希望を聞き入れたヒトゥ王国が

かれらをテルナーテに運んでくれた。 

テルナーテのスルタンは一行を受け入れた。テルナーテが行っていた周辺諸国との間

での地域覇権を争う戦争でポルトガル人の助力が大きな効果をあげた結果、テルナーテ

の優位が域内に確立されるようになり、セハウンはスルタンの公私にわたる助言者とな

って絶大な信頼を得、スルタン宮廷内での最大の実力者にのし上がる。このテルナーテ

とポルトガルの合作が、テルナーテ王国最大の敵、ティドーレ Tidore王国にスペイン

との合作を誘うことになり、四勢力が入り乱れての北部マルクの動乱へと発展してい

く。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（２）」（２０２０年０７月３０日） 

マゼランは南米南端を回って太平洋を西向きに進めばテルナーテにアクセスできるヒ

ントをセハウンがマラッカ宛に送った手紙からつかみ、マゼランの世界周航という偉業

の種が蒔かれることになった。 

マゼランはポルトガル王が拒否したそのアイデアをスペイン王国に持ちかけて最終的

に承諾させ、スペインの事業としてポルトガル人が総指揮官になるという異様な形式下
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にその壮途に就いた。マゼランが連れて行った多数のポルトガル人はスペイン人に入れ

替えられたため、かれの航海はさまざまな障害に出会うことになる。 

結局フィリピンまでたどり着いたマゼラン船隊は、地元セブ島の王が行っていた戦争

に助力を与えることになり、マゼラン自身はその戦争の中で生命を落とした。残された

船隊はほうほうの態で西への航海を続行し、何とかテルナーテまでやってきた。しかし

ポルトガルが握っているテルナーテ王国のセハウンと渡りを付けられる唯一の人間マゼ

ランはもういない。おまけに、その数カ月前にセハウン自身も、かれが東ジャワのグル

シッ Gresikで船の修理を行ったときに娶ったジャワ人の妻とふたりの混血の子供を残

して、世を去っていたのである。 

そんな状況の中でスペイン船隊を拾ったのがティドーレ王国だった。こうしてティド

ーレとスペインの関係が築かれ、後にスペインがフィリピンを支配下に置くまで、スペ

イン軍はメキシコのアカプルコから遠路はるばるティドーレ支援（スパイスの土産は言

うまでもあるまい）のために何度も派遣されてきている。 

ティドーレ王国がマゼラン船隊を拾わなければ、マゼランによるスペイン船隊の世界

初周航が実現しなかった可能性は小さくないように私には感じられる。マゼランの大成

功を支えた要因のひとつに、この北マルクの地域内動乱が貢献していたことがもっと語

られてよいのではあるまいか？マゼラン船隊の惨憺たるありさまは、 

「マゼラン世界周航五百年（５）」（２０１８年１１月０２日） 

http://indojoho.ciao.jp/2018/1102_1.htm 

「マゼラン世界周航五百年（６）」（２０１８年１１月０５日） 

http://indojoho.ciao.jp/2018/1105_1.htm 

に詳述されているので、ご参照ください。 

 

１５１１年から１５２６年までの１５年間、ヌサンタラの各地はポルトガル人にとっ

ての重要な中継港になった。ポルトガル船は定期的にスマトラ、ジャワ、バンダ、マル

クを目指して航海した。その間、インドネシアの各地にはポルトガル人が滞在し、かれ

らがそこで暮らしながら通商と布教を行うことでプリブミの生活にヨーロッパ文化の影

響が混じりこむようになっていく。 

ヨーロッパ勢力として初のポルトガル人が東インド諸島と呼ばれていたこの海域にや

ってきたころ、この諸島では林立する諸王国間の覇権争奪があくことなく繰り返されて

いた。その状況がヨーロッパ勢力の牙をその地に打ち込ませることに大いなる助力を与

えたことは言うまでもあるまい。 

ポルトガルがマラッカを奪取してマラッカ海峡を自分の池に変えたとき、東インド諸

島一帯の地域交易を支配していたイスラム商人はマラッカ海峡をボイコットしてスンダ
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海峡からインド洋に出、スマトラ島西岸部を北上してベンガルやインドシナ地域に向か

う航路を新設した。そのおかげで、バンテンとアチェという新興勢力が育まれることに

なった。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（３）」（２０２０年０７月３１日） 

ジャワ島では、ヒンドゥブッダ文化のスンダ王国が東に興ったイスラム王国7からの

侵略を受けて苦境に立たされており、ポルトガルマラッカと軍事同盟を結ぶことは相互

にメリットのある話だった。軍事同盟を結ぶことが通商関係を深化させるのは当然過ぎ

る話だろう。 

ましてや昔のマラッカの賑わいの一部が、通商路が変化したことでバンテンに移った

のなら、ポルトガル人がバンテンでの交易に参加し、あわよくばそこを支配下に組み込

むことで得られる富を最大化させようと皮算用するのも無理はあるまい。 

ジャワのイスラム勢力が指をくわえてそれを見ているわけがない。ドゥマッ Demakと

チルボン Cirebonのイスラム連合軍が大軍を海路バンテンに向けて進発させ、バンテン

港とその後背地をスンダ王国からもぎ取ったのは、当時の政治軍事情勢に対して最大の

効果を発揮する戦略だったにちがいあるまい。 

 

あるいはスマトラ島では、ラムリ王国の辺境の地でしかなかったアチェがその支配下

から脱して新興中継港に躍り出た。昔はラムリが中継港の位置を占めていたのだが、イ

スラム通商ルートがマラッカ海峡ボイコットによってスマトラ島西岸に移って来たこと

から、そのルート沿いにあるアチェに棚ボタ効果が降って来たのだ。 

国力を強めたアチェは南に向かって支配権の拡大に取り掛かる。現在のアチェダルッ

サラム特別州であるスマトラ島北端部を伐り従えたアチェは続いてバタッ Batak族の北

スマトラ州とミナンカバウ Minangkabau族の西スマトラ州へと南下して行く。それに対

抗するために、バタッもミナンもマラッカのポルトガル人に軍事支援を求めた。 

北マルクと同じようなことがヌサンタラの各地で展開されたことになる。問題はポル

トガルがヨーロッパのマイナーな国でしかなかったことだ。至る所からポルトガル人に

軍事支援の話が持ちかけられたにもかかわらず、かれらはそれらの要請に逐一応じられ

るだけの余力を持っていなかった。つまりは、スンダ王国も滅亡し、バタッやミナンカ

 

7 Demak 王国。 
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バウもその後、それぞれの領土を蚕食された上に通商支配権をアチェに握られてしまう

時期を余儀なくされたのである。 

ともあれ、地元プリブミの世界でそのような状況が起こっている一方で、マラッカか

らやってくる宣教師や兵士、あるいは商人などの集団は各地に取りついて一時期を過ご

し、地元民の暮らしの中に混じりこんだ。アチェとポルトガルマラッカが敵対関係にあ

り、戦闘が頻繁に起こったものの、ゴアからポルトガル使節がアチェを訪れたこともあ

れば、ポルトガル商人がアチェの町に住み着いて物産買付を行っていたこともある。敵

民族は見つけ次第皆殺しという現代感覚とは異なる空気が昔は流れていたようだ。国家

主義民族主義下の民族団結が成立するための社会条件がきっとまだ確立されていなかっ

た時代なのだろう。 

 

異文化間の接点で相互の言葉が影響し合うのは自然なことだ。既に上で挙げたポルト

ガル語 igreja（教会）はグレジャ gerejaとなってインドネシア語に入り込んでいる。

教会へ行く日である日曜日は domingoというポルトガル語が Mingguというインドネシ

ア語を生んだ。 

１９７０年代に駐インドネシアポルトガル大使を務めたアントニオ・ピント・ダ・フ

ランサ氏が在任期間中に調査してまとめた「インドネシアにおけるポルトガルの影響」

と題する書物には、歴史の中でポルトガル人がインドネシアに持ち込み、残したものが

いろいろ取りまとめられている。 

トマト・キャッサバ・セロリ・レタス・唐辛子・パイナップル・パパヤ・サツマイモ

などはポルトガル人がブラジルからヌサンタラに持ち込んだものだ。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（４）」（２０２０年０８月０１日） 

言語もそうだ。１６世紀にはヌサンタラの各地でポルトガル語がリングアフランカの

ひとつになった。いや、もっと広く東南アジアでの、と述べても過言ではあるまい。オ

ランダ人がヌサンタラにやってきた初期のころ、各港で有利な交易を行うためにかれら

はポルトガル語を学ばなければならなかった。バタヴィアは最初から人種のるつぼとし

て建設された町であり、１８世紀ごろまでバタヴィアでのリングアフランカはムラユ語

とポルトガル語が使われていた。オランダ語はオランダ人が関わっている場でしか使わ

れなかったようだ。 
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だからたくさんのポルトガル語彙がヌサンタラ居住民の語彙の中に浸透した。氏は８

０個近くのインドネシア語を確実にポルトガル語源だと見なしている。その一方で、面

白いことに、インドネシア語の Belandaというオランダの国名がポルトガル語 Holanda

に由来しており、またインドネシア語 Inggrisというイギリスの国名も Inglez という

ポルトガル語に由来しているという定説をかれは確信が持てないとしている。 

理由が書かれていないので同氏の見解が分からないのだが、日本語のオランダもイギ

リスもポルトガル語源が定説であるという話を聞いたら、かれはどう反応するだろう

か？インドネシアではオランダの国名が

Holanda→Olanda→Wolanda→Bolanda→Belanda と変化した 

とされており、最初の Holandaはポルトガル語だというのが定説になっている。 

同じポルトガル語彙がインドネシア語になり、また日本語にもなったと見られるもの

がいくつかある。 

ポルトガル語 ⇒  インドネシア語 ：  日本語 

bolo ⇒  bolu ：  ボーロ 

caldeira ⇒  kaldera ：  カルデラ   

sabao ⇒  sabun ：  シャボン 

tabaco ⇒  tembakau ：  タバコ   

veludo ⇒  beludru ：  ビロード     

 

インドネシア語の大砲 meriamがポルトガル語源であるのは有名な話であり、その語

がマリアのアラブ語マリアムを強く連想させるために、大砲を撃つときにポルトガル人

がマリアの言葉が入った何らかの句を叫んでいたのではないかということが推測されて

いた。フランサ氏もこのインドネシア語は戦争時にポルトガル人が行った雄叫び por 

Santa Mariaに由来しているのではないか、と推測している。 

 

何世紀も昔にポルトガル人が足跡を印した地方を巡って祖先が残した遺産が地元文化

にどれほど生き残っているかについて調査したフランサ氏のこの論文からわれわれは、

ポルトガル人がそれぞれの地方にどれほど深く関わったかということを知ることができ

そうだ。 

それはたとえば、それぞれの種族語／地方語の中に残っているポルトガル語源の単語

の多さにも出現する。氏が挙げている語彙数は次のようなものだ。 

ブタウィ  ２ 

中部ジャワ  ４ 

アンボン市内  ７７ 
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アンボン市外  ３６ 

スラウェシ  ２７ 

フローレス  ２２３ 

ブタウィの中にカンプントゥグ8は含まれていない。トゥグでは最初からポルトガル

語がコミュニティの日常言語になっていたのだから、それを収録すれば辞書が一冊でき

あがる。 

ただし現代のトゥグは種族色の消滅したインドネシア社会に変質しており、非ポルト

ガル系住民の大海にポルトガル系子孫の海流が混じっているようなありさまになってい

る。かれらはインドネシア人としてのアイデンティティを強く持ってインドネシア社会

の一部になりきっているため、かれらの祖先たちが使っていた言葉を使える人間は現在

ほぼいなくなっているのが実態のようだ。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（５）」（２０２０年０８月０２日） 

またスラウェシについても、歴史を見るかぎりその地へやってきたのはポルトガル人

だけでなくポルトガルの文化を濃く受容したテルナーテのプリブミが大勢混じっていた

わけで、おまけにポルトガル人がヌサンタラから引き揚げた後もテルナーテ人とマカッ

サルとの交流が消滅したわけでもなく、そういう長い時間のレンジと核から広がった周

辺部分の動きを視野に含めるなら、マカッサルやマナドとポルトガル人の関わりを語彙

の数で評価することは困難になる。 

 

ならば、ポルトガル系の姓を名乗る人間がインドネシア人として各地に暮らしている

ことを、そのかかわりを示す別の要素と受け止めるのはどうだろうか。氏の調査報告に

よれば、その様相は次のようになっている。 

南スマトラ  １ 

バンテン  １ 

アンボン及びスラウェシ  ２７ 

フローレス  ４９ 

 

 

8 タンジュンプリオク港の南東に位置する古い集落。クロンチョン発祥の地といわれている。 
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ちなみに政府教育文化省の北ジャカルタ市トゥグにおけるポルトガル文化に関する説

明（２０１８年）を読むと、インドネシア共和国成立直後のトゥグ村には１５０戸およ

そ１千２百人が居住し、２５の姓で構成されていた。しかし今現存しているのは６姓

で、アンドリース Andries、コルネリス Cornelis、ミヒュールス Michiels、キーコ

Quiko、ポルトガルとドイツ混流のブロウネ Broune、ポルトガルとアンボン混流のアブ

ラハムス Abrahamsがその内容だ。 

フランサ氏が他地方で使ったと同じ手法でこの実態に対処するとき、この中にポルト

ガル系の姓だと識別できるものが果たしてどれだけあるだろうか？ 

＜ バンテン ＞ 

フランサ氏は、イスラム化したバンテンにポルトガル人が多数居住していたと書いて

いる。ポルトガル人はバンテンのスルタンと契約を結び、商館開設の許可を得た。後に

なってスルタンは要塞を建てるようポルトガル人に要請したという話もあるが、真偽は

不明だ。要塞建設場所は後にオランダが要塞を建てた所だったそうだ。ポルトガル人は

毎年やってきて、少なくとも数十人が次の来航までそこに留まった。 

フェルノウン・メンデス・ピント Fernao Mendes Pinto の書き残した記録によれば、

１５４６年１月に東ジャワのパスルアン Pasuruan に進軍するバンテン軍にポルトガル

人も４０人加わるように、との命令をスルタンが出した。これは義兄弟にあたるドゥマ

ッのスルタンがイスラム化していないパスルアンを征服するために行う出兵だったそう

だ。しかしその戦争は失敗し、パスルアンは陥落せず、反対に同盟軍に加わったスラバ

ヤスルタンの王子がドゥマッスルタンの生命を奪い、イスラム軍は解散することにな

る。現代インドネシアでその事件は仕組まれた陰謀だったと解釈されているが、ピント

はそこまでの推理を行っていない。 

１５９６年にハウトマン率いるオランダ船隊がバンテンにやってきて、スルタンと契

約を結んだ。ポルトガル商館の命運は尽きることになる。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（６）」（２０２０年０８月０３日） 

＜ ジュパラ ＞ 

マタラム王国スルタンの支配下にあった中部ジャワ州ジュパラでは、１６００年から

１６４０年まで多数のポルトガル人が滞在して栄えていた。その間ドミニコ会が布教と

宗教行事を行い、また１６３２年にはポルトガル要塞が建設されて軍隊が駐屯した。こ
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の要塞はクリン郡ウジュンワトゥ村の海岸にあり9、東縁３３．５メートル、西縁３７

メートル、南縁２８，５メートル、北縁２０．３メートルの不等辺四辺形で、城壁は既

に朽ちていて南だけが高さ２．１メートル、他の面は７０センチほどしか残っていな

い。残っている部分は依然として強固なままであり、砲座が海をにらんでいる。 

１６３８年に東ヌサトゥンガラの

ソロル Solorへの赴任途上にあった

フラーテル・マヌエル・ドゥ・サン

タマリアの乗っていた船がジュパラ

港で沈没した。時のマタラム王スル

タン・アグンはフラーテル・マヌエ

ルがジュパラの町に教会を建てて宗

教活動を行うことを許した。フラー

テル・マヌエルはスルタン・アグン

に対し、バタヴィアでオランダ人に迫害されたカトリック教徒が逃れてきたらそれを受

け入れ、あるいはかれらの行きたいところへの通行の自由を保証してほしいと求め、ス

ルタン・アグンはそれも承認している。ところが１６４１年にオランダがポルトガルマ

ラッカを陥落させて領土を奪いポルトガル人を追いはらったことで、スルタン・アグン

にとってのポルトガルの価値は消滅してしまった。ジュパラもポルトガル人にとって安

泰な土地でなくなっていく。 

 

＜ パナルカン ＞ 

ジャワ島東端の港町パナル

カン Panarukanにもポルトガ

ル人のコロニーができた。１

５６０年にドミニコ会がそこ

での活動を開始している。ゴ

アのインド総督はこの地にお

けるミサのために、毎年ワイ

ンを１トン送って来ていた。

１５８０年、地元為政者がポ

ルトガル人に居住と交易活動

のための土地を与えている。だがここも最終的にイスラム勢力に屈したために、ポルト

ガル人は居場所を失ってしまうことになる。 

 

 

9 Ujungwatu, Donorojo, Jepara  6.403457S 110.918041E 
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＜ バンジャルマシン ＞ 

テルナーテとマラッカ間の航路発見は最初フローレス諸島の東端から北上するルート

だったが、テルナーテから北上してカリマンタンを通過する航路が発見されるにおよん

で、この近道を取る方が好まれるようになった。ポルトガル船はカリマンタン島の北を

回ってブルネイを中継港にし、あるいは南を回ってバンジャルマシン Banjarmasin を中

継港にした。 

バンジャルマシンにはポルトガル人コミュニティが作られた。イエズス会の牧師は地

元スルタンから内陸部に入る許可を得て、６年かけてダヤッ Dayak族への布教に励んだ

結果、３千人をカトリックに受洗させたという記録が残されている。 

 

＜ マナド ＞ 

スラウェシ島北端の地マナド Manadoには、テルナーテのフランシスコ会からたくさ

んの布教者がやってきた。かれらは地元諸種族の首長と部下たちをカトリック教徒にし

ている。テルナーテとミナハサ間の交通は、こうして密度を増した。 

昔、ヨーロッパ人がスラウェシ島の名称としたセレベス Celebesはポルトガル語源だ

ったという説がある。二コラ・デリオン Nicholas Desliens の１５４１年製作の世界地

図に描かれているスラウェシ島北端の名称が Ponta dos Celebres となっており、それ

が後にこの島全体の名称にされたというものだ。北スラウェシの海は難船事故が多い所

として有名だったために、世界地図にそのように記載されたと考えられている。 

ミハナサのケマ村から遠くない小島のひとつに、ポルトガル人の墓地があるという話

もある。ミナハサにはポルトガル系の姓を持つ者も目立つし、地方語の中にもポルトガ

ル語源と思われる語彙が見受けられる。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（７）」（２０２０年０８月０４日） 

＜ マカッサル ＞ 

スラウェシ島ではマカッサルとブギス Bugis族の国々がポルトガル人の優先目的地に

なった。最初の訪問が行われたのは１５２５年だ。ポルトガルが前進基地を置いたテル

ナーテとマカッサルの交通が盛んになり、１５３６年にはブギス族の兄弟が洗礼を受け

るためにテルナーテにやってきた。ふたりに洗礼を与えたのはテルナーテ行政長官（カ

ピトゥン）アントニオ・ガウヴォン Antonio Galvao で、ふたりにアントニオ・ガウヴ

ォンとミゲウ・ガウヴォンの名を与えている。 
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マラッカは１５４４年にアントニオ・ドゥ・パイヴァをマカッサルに派遣して白檀の

木を探させたとき、マカッサルの北にあるスパ Supa 王国の王をパイヴァはカトリック

教徒にした。プリブミの王侯たちから平民までを対象にして布教活動は熱心に行われ、

カトリック教徒は増加した。 

 

マカッサルは徐々に力を付けて域内の有力勢力にのし上がり、周辺諸国への商活動に

加えてカトリック布教のセンターになる。それに対抗するかのようにイスラム布教も強

まり、ゴワ Gowaの王は１６世紀初めにイスラム化した。とはいえ、この地域での宗教

の自由は守られていたため、それぞれの信徒は自由な環境下に共存していた。ポルトガ

ル人ももちろんその風の中にいた。 

ポルトガル人はマカッサルに商館を持った上に、マカッサルの王がパナクカン

Panakukangに要塞を作るように勧めた。この王はポルトガル語を話し、また読み書き

さえできたが、１６３８年にかれの王子がその後を継いだ。この王子は父親に輪をかけ

たようなポルトガルびいきで、ヨーロッパの歴史や現代事情を熟知し、ヨーロッパで作

られる世界地図のコレクションが趣味だった。 

 

１６４１年にポルトガルマラッカが陥落したとき、一大恐慌が各地のポルトガルコミ

ュニティを襲った。マラッカから逃れたポルトガル人とムラユ人カトリック教徒の大集

団が手を携えてマカッサルまでやってきた。その中にはマラッカ教会の司教と教団も混

じっていて、かれらはマラッカの教会で使われていたさまざまな聖具を携えて来た。 

１６５１年にマカッサルにいたカトリック教徒は３千人に達したそうだ。マラッカか

ら来た教団、マカオのフランシスコ会、イエズス会の地域指導部、マラッカ風の組織に

なったドミニコ会のそれぞれの教徒の合計がそれだ。 

マカッサルのカトリックコミュニティでの最有力者は王の姉妹のひとりと結婚したポ

ルトガル商人フランシスコ・ヴィエイラ・フィゲイレドだ。かれの妻になった王の姉妹

は以前からカトリック教徒になっており、ドナ・ジャシンタ・ダ・コスタの名をもらっ

ていた。その妻が没したためにフィゲイレドは王のカトリック教徒になっている別の姉

妹ドナ・カタリナ・ドゥ・ノロンヤを後妻にした。 

 

オランダは１６６０年、マカッサルに支配の手を伸ばし、ポルトガル要塞を奪取して

マカッサル王に条約を受け入れさせた。すべてのポルトガル人をマカッサルから追放さ

せることがその中の一項に記されていた。マカッサル王は不承不承それを呑んだため、

ポルトガル人はマカッサルを去ることになる。 
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２千人のポルトガル人と多数のムラユ人カトリック教徒は新たな居住地を求めてマカ

オに、シャムに、そしてフローレス島のララントゥカ Larantukaへと旅立った。ララン

トゥカへ向かった一行のリーダーになったのはフランシスコ・ヴィエイラ・フィゲイレ

ドで、ドミニコ会聖職者のひとりルカス・ダ・クルズ Lucas da Cruzが宗教面の指揮を

執り、いくつかの聖具を運んで行った。フローレス島東部の数カ所にある教会には、そ

のときに運ばれた聖具とおぼしいものが今でも置かれている。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（８）」（２０２０年０８月０５日） 

＜ テルナーテ ＞ 

フランシスコ・セハウンがテルナーテの土を踏んだのは１５１２年で、１５２１年に

マゼラン船隊がテルナーテ海域に姿を見せる前にかれは没した。最初北マルクの諸島で

はテルナーテとティドーレが二大勢力を構え、他の域内諸国は合従連衡の中で揺れてい

た。ポルトガル人の登場はテルナーテとティドーレの双方に、通商上のみならず域内覇

権争奪の戦いの面でも大きな期待を抱かせた。テルナーテにやってきたセハウンにティ

ドーレも誘いをかけたようだ。結局セハウンはテルナーテ側に付いた。 

当時のテルナーテもティドーレも、王は既にイスラム化していたが、ティドーレのス

ルタンの方が信教の自由に寛大な姿勢を執り、テルナーテのスルタンはその点で狭量だ

ったようだ。カトリック布教の面から見れば、セハウンはティドーレに移った方が良か

ったかもしれない。 

マゼラン船隊の出現でポルトガルの威勢は減退した。威勢ばかりか、現実の力関係に

も影響が及んだ。スペイン＋ティドーレ連合はまだ潜在性でしかなかったが、現実化す

る日が来るのは目に見えていた。その結果テルナーテスルタンが勧めていた要塞建設

に、ポルトガル人はいそいそと取り掛かった。 

 

テルナーテのスルタンタバリジ Sultan Tabariji はポルトガル人カピトゥンのヴィセ

ンテ・ダ・フォンセカ Vicente da Fonseca とそりが合わず、ことごとにいがみ合った

結果、ポルトガルの敵と決めつけられて１５３６年にインドのゴアに強制連行された。

フォンセカは空席になった王座にタバリジの異母兄弟であるスルタンハイルン Sultan 

Khairunを就かせた。 

スルタンタバリジはゴアでカトリックに改宗し、ドン・マヌエル Dom Manuel の名を

与えられた。かれは更に洗礼の代父になった貴族ジョルダン・ドゥ・フレイタス
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Jordao de Freitasにアンボンの地を進呈したので、帰郷してよいとの許しを与えられ

た。しかしかれは帰郷途上にマラッカで病没した。 

かれが残した遺言書の中にテルナーテの王位をポルトガル国王に譲ることが記されて

あったものの、ゴアのインド総督はその遺言を拒否し、ジョルダン・ドゥ・フレイタス

を牢に入れ、テルナーテの王位にはスルタンハイルンが就くことを再確認している。 

 

＜ アンボン ＞ 

テルナーテを含むマルク全体のカトリック布教のために、多数のポルトガル人布教者

がやってきてあちこちに住んだ。しかし組織立った布教活動が行われるようになるの

は、フランシスコ・ハヴィエル Francisco Javier（ザビエル）の到着する１５４６年

を待たなければならなかった。 

ザビエルはセラム Seram やヌサラウッ Nusa Laut の島々まで精力的に巡遊し、テルナ

ーテの王妃や民衆をカトリック信徒にしたが、スルタンハイルンを帰依させることはで

きなかった。ハイルンはザビエルにこう語ったそうだ。「神父、わたしがカトリックに

ならなかったことを気に病むことはない。われわれの神は同じものなのだから、われわ

れは必ず天国で再会するであろう。」 

翌年マラッカに戻ったザビエルはマルクのイエズス会の礎石を作り上げた。１５５７

年にアンボンでは９つのカトリック教団が活動し、テルナーテは別にしてアンボンで２

万人、モロで２万人の信徒を擁する状況になっていた。 

１５６２年、アンボンに初代カピトゥンが置かれてアントニオ・パイス Antonio 

Paisが初代の長官になった。１５６９年、ヒトゥに交易所が設けられ、アンボン湾の

向かい側にハティウィ Hatiwi 要塞が建設された。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（９）」（２０２０年０８月０６日） 

１５７２年にアンボンのカピトゥン、サンショ・ドゥ・ヴァスコンセロス Sancho de 

Vasconcelosがアンボン市内に要塞を作り、要塞の中には教会が三つ建てられた。１５

７５年、アンボンカピトゥンの甥がテルナーテのスルタンハイルンを殺害したため、ハ

イルンの皇太子がテルナーテ人を率いてアンボンの要塞を攻撃し、要塞は破壊された。

殺害犯人はゴアまで逃げたが、リスボンのポルトガル国王がテルナーテで裁きを受けさ

せるよう命じたため、手鎖を付けて海路テルナーテへ連行された。しかし護送途中のジ

ュパラで闘争が起こり、犯人はそこで殺された。 
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この事件はどうやら、テルナーテから悪辣なポルトガル人が追放されたことに関連し

ており、その悪辣な一派は１５７８年にテルナーテの敵であるティドーレに入り込んで

要塞を作り始めた。もちろんティドーレのスルタンと渡りをつけて行われたのは間違い

がない。 

しかしそのごたごたは長続きすることなく終わってしまった。１６０１年、オランダ

はヒトゥのハティウィ要塞を奪取した。１６０５年にはアンボンとティドーレの要塞も

陥落して、ポルトガルのマルク防衛軍はオランダＶＯＣ軍に降伏してしまう。 

オランダ人からポルトガル人への降伏勧告の中には宗教の自由を保証する一項が入っ

ていたものの、実態は大違いであり、アンボンの支配権を手に入れたオランダは重要政

策のひとつとしてアンボン人のプロテスタントへの改宗を強力に推進した。その結果、

ポルトガル人の布教によってカトリック教徒になったひとびとの子孫で、今日いまだに

カトリックであるという人間は存在しなくなった。 

アンボンの町から去る意志をまったく持たずに最後まで残っていた３２家族のポルト

ガル人はその強制に耐えかねて終に町を去ることを決意したが、かれらはアンボン島か

ら出ず、ソヤ王がかれらに与えた山中の土地を目指して去って行ったという話が残され

ている。 

しかしかれらは何代も世代を重ねる間にその地の地元社会の中に溶け込んで、最終的

にはすべての家族がプロテスタントに改宗して今日に至っているそうだ。 

 

＜ ヌサトゥンガラ ＞ 

ヌサトゥンガラへのポルトガル人の初来航がテルナーテを目ざすアントニオ・ドゥ・

アブリウ船隊の寄港だったことは上で述べた。それ以来ポルトガル船は頻繁にこの島嶼

部に寄港して、水や新鮮な食糧の供給源として利用し、加えて白檀の調達も行った。東

ヌサトゥンガラを構成する四大島のひとつフローレス島は花を意味するポルトガル語に

由来しているというのが定説になっている。元々はポルトガル人が島の東部を cabo de 

floresと呼んだことに端を発しており、１６３６年にオランダ人（ＶＯＣ）が島全体

の名称として Floresと呼ぶことを決めた。 

しかしわれらがレミ・シラド氏は例によって、「Floresをみんなが花に結び付けて

いるのだが、その語源が floresce, florescer, floresta のどれであったのかをいった

い誰が立証できるというのか？その最後の語彙でなかったことを誰が証明できるの

か？」と世の常識なるものへの安住をいましめる言を放っている。 
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１５２２年にはカトリック布教者がティモールやソロルに何年も滞在して大きい成果

をあげている。１５６１年にマラッカ司教はドミニコ会宣教師４人を派遣して、恒久的

宣教組織を現地に作らせた。 

１５６６年、アントニオ・ダ・クルズ神父はマカオからの寄金を元に、ソロルで要塞

の建設を開始した。イスラム界はジャワで既に強い勢力を築きあげ、またスラウェシで

は強力な布教活動を行っている状況から鑑みて、かれらがソロルに矛先を向けて来たと

きの安全保障に、というのがその要塞建設の目的だった。 

要塞の中には教会が四つ作られ、要塞の防壁沿いに地元民が集まって来て居住した。

この要塞の軍事力はすべてが傭兵で賄われた。要塞防衛軍司令官も傭兵であったが、さ

すがに司令官の人選だけはマラッカの承認を得なければならなかった。 

１５７７年にヌサトゥンガラのカトリック教徒は５万人に達している。アントニオ・

ダ・クルズ神父はララントゥカの町の外に神学校を設けた。１５９６年には５０人の生

徒がそこで学んでいる。その同じ１５９６年にはエンデ Endeで要塞が建設された。要

塞の中には教会が三つ作られている。[続く] 

 

 

「ヌサンタラのポルトガル人（１０）」（２０２０年０８月０７

日） 

ポルトガル人の居留が始まると、シッカ Sikka とララントゥカの王族は学習のために

マラッカへ送られ、カトリックに入信すればドンの称号の付いたポルトガル貴族の姓を

与えられた。その子孫は現代までその姓を名乗り続けている。 

１６１３年にオランダはムスリム勢力と連合してソロル要塞を陥落させたため、ポル

トガル人はララントゥカに逃れた。１６２９年にオランダの占領軍司令官が脱走してラ

ラントゥカに入り、カトリックに改宗してポルトガル側に付いた。それからほどなく、

オランダ軍はソロルから撤退した。ソロルには商業価値のある物産が何もないことが明

白になったため、ソロルの占領は無意味だと判断されたからだ。 

１６３０年にソロルのポルトガル要塞は回復され、１２人の宣教師が新たに到着し

た。しかしエンデではポルトガル防衛軍の暴動が発生したため、宣教組織は崩壊した。

エンデで起こったその暴動というのは、傾城の美女がからんだできごとだったように伝

えられている。 
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フローレスでよく知られた伝説によれば、要塞防衛軍司令官がフローレスの美少女に

心を奪われた。しかしこの娘は神父のひとりを恋慕していた。嫉妬心から、司令官はそ

の神父が娘に言い寄っているのだと地元民と軍内に言いふらした結果、教団と神学校生

徒に対する虐殺へと発展した。事件の展開に恐れをなした娘とその家族は別の地方へと

逃れたが、娘は生きる気力を失って死んでしまった。この娘の墓は多数のフローレス島

住民にとって、参詣するべき場所になっている。しかもどうやら、異なる部族が異なる

場所をその娘の墓としているようだ。 

 

１６３６年、ソロルの宣教組織はソロルでの活動を永久放棄することを決め、全員が

ララントゥカに移住した。１６６０年、ララントゥカにたくさんのポルトガル人家族が

やってきた。フランシスコ・ヴィエイラ・フィゲイレドの率いる、マカッサルを追われ

たポルトガル人たちだ。かれらは先にマラッカから逃れてここに来ていたひとびとと合

流し、ララントゥカ、コガ Konga、更にアドナラ Adonara島のヴレ Vuleに居住地を広

げて行った。地元民はそれらを Kampong Malaio（カンプンムラユ）と今でも呼んでい

る。 

１６７９年の記録では、その地方で活動している宣教師は１５人になっている。既に

長期にわたってこの地方に対する組織的なミッショナリー活動推進は途絶えてしまい、

政治的軍事的な後ろ盾を持たない個人の動きだけになっていた。 

ある場所では、二十年間たったひとりの神父が宗教活動を行っていただけで、かれが

没した後は二十年間神父不在の場所になり、そしてまたやっとひとりの神父がやってく

る、という状況だったそうだ。 

そのような時期にやってきた神父はたいていひとりの軍人がガードとして随行した。

階級は軍曹レベルだった。軍人は神父の身辺の安全警備を任務にして、神父に付かず離

れずの保護を与え続けた。軍人は聖職者でないから妻を持つ。地元の女性を妻にして、

最終的にその子孫が地元民として今日まで続いている家系が、この地方には少なくな

い。言うまでもなく、かれらはポルトガル系の姓名を名乗っている。 

１８５６年、オランダとポルトガルが条約を結んだ。それによれば、ポルトガルがラ

ラントゥカ一帯の領有権を含む一切の権利を放棄する条件として、その地方に築き上げ

られた人間を含むカトリック文化の維持保存、つまり地元民の信教の自由を侵さないこ

とにオランダ側が責任を負うという合意だ。 

その内容はポルトガル側が地元民に徹底的な情報公開を行った。ディリ Diliのカピ

トゥンロペスがシッカ王に書簡を送って、事の成り行きに関する詳細な説明を与えてい

るのがその一例だ。[続く] 
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「ヌサンタラのポルトガル人（１１）」（２０２０年０８月０８

日） 

フローレス島東端に位置するララントゥカの東側に連なるアドナラ島。マラッカがオ

ランダに征服されたためにマカッサルに落ちのびたポルトガル人やムラユ人らが、オラ

ンダが更にマカッサルを支配下に置いたために再びララントゥカへと落ちのびて行った

ことは先に触れた。 

既にポルトガルのコロニーになっていたララントゥカが突発的な人口増を受け入れき

れなかったのは明白で、かれらは周辺諸地域を開拓してコロニーを増やして行った。そ

のひとつがアドナラ島のウレ Wure村だ。だからこの村はアドナラ島原住民の村と違っ

ている。 

住民の中には、ダ・コスタ、フェルナンデス、ドゥ・ロサリなどポルトガルの姓を持

つ人たちがいる。たいていはポルトガル人がマラッカで地元民女性に産ませた子供の子

孫であり、かれらはポルトガル人とムラユ人の遺伝子を受け継いでいる。いや、もっと

複雑であるのかもしれない。 

かれらとフローレス人を自称する地元アドナラの人々との外見的な違いはほとんど見

つけることができない。黒っぽい肌の色、黒い直毛や縮れ毛の頭髪。かれらがポルトガ

ル人と呼んでいるマラッカ住民だった先祖が既に、アフリカやインドやムラユとの混血

者であった可能性はきわめて高い。オランダ人はかれらを純血ポルトガル人と区別して

ブラックポルトガル Zwart Portugezen と呼んだ。 

ポルトガル人が政治的宗教的な目的を遂げるために航海で訪れた先の各地でメスティ

－ソ作りに精を出したことは、セックスもしくは生殖がそれらの目的達成のための効果

的な手段であるとかれらが見なしていたことを赤裸々に示すものとえることができる。 

自分と家庭を作った女、そして自分の子供たち。かれらにポルトガルの国益へのオリ

エンテーションを注入することで、それらの土地におけるポルトガルへの傾倒が促進さ

れて行く。これはまるでＳＦ並みの構想ではあるまいか。 

 

「わたしらはこの島の住民ですが、アドナラの地元民じゃありません。わたしらはア

ドナラ語を使わず、ムラユ語で生活してます。わたしらの先祖はマラッカのポルトガル

人で、１７世紀にここへ移って来たのです。だからアドナラやフローレスの慣習である

ブリス belisをわれわれは行いません。わたしらの婚姻プロセスはもっと簡素で、西洋

人のやり方のほうに近いですよ。」東フローレス県西アドナラ郡ウレ村の村長ヨセフ・

フェルナンデス氏はそう述べた。 
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ブリスとは結納のことで、婚姻儀式の前に果たされなければならないことがらだ。東

ヌサトゥンガラでは一般的に、女性の側が男性の側にブリスの内容を決めて要求する。

果たせなければ婚姻はお流れになる。アロル島ではモコと呼ばれる銅鼓、マウメレでは

巨大な象牙、スンバではマモリ／マムリと呼ばれる装身具などがブリスとして使われ

る。 

 

ウレ村の長老のひとりが物語ったかれらの祖先の縁起譚はゴンザレス王に関わる伝説

だった。１７世紀はじめごろ、ポルトガルのコロニーだったマラッカがオランダ人の侵

攻で陥落し、ゴンザレス王とそれに従う１千人の民衆がオランダ人の捕虜になるまいと

してシンガポールに逃れた。その１千人は軍人・宗教者・商人をはじめさまざまな階層

と職業から成っていた。 

１０隻の帆船とコラコラと呼ばれる櫂漕ぎ木製ロングボート５隻でシンガポールまで

達したものの、オランダ人の追跡が続いたために再びマカッサル、そしてアンボンへと

逃れた。しかしそれらの地も安泰でなく、最終的にフローレス島までやってきた。そし

てひとびとは１６０３年にアドナラ島西海岸部にあるウレに定住した。 

ウレを見出したゴンザレス王とひとびとはその地を気に入り、そこに自分たちの生活

基盤を建設した。村を作り、教会を建て、生きて行くための活動に便宜をはかった。何

世代も経過したあとの今日、この村の住民はウレ族と呼ばれてアドナラ人と区別されて

いる。現在のウレ族はたいていが漁民であり、また一部はコプラ・コーヒー・カシュー

ナッツ農民になっている。 

 

この話は史的事実と合致しない部分がある。ポルトガルマラッカの陥落はもっと後な

のであり、１７世紀はじめにゴンザレス王がマラッカを逃げ出す必要はまるでない。更

にポルトガルマラッカの最高執政官はカピトゥンであり、マラッカカピトゥン名簿の中

にゴンザレスという名前の人物は見当たらない。ましてやカピトゥンを王と表現する神

経がマラッカ生活者たちの間にあったのかどうか？ 

住民の姿を目にするかぎり、ウレ族がフローレス人と違っている印象は特にない。違

いが顕著に見受けられるのは、宗教上の慣習だ。ポルトガル人が行ったセマナサンタの

儀式はララントゥカで継続的に行われている一方、ウレでも同じ儀式が独自に行われて

いる。ウレの教会や礼拝所の名称も、カペルセニョール、カペルクルスコスタ、グレジ

ャサンドミンゴのようにポルトガル語が使われている。 

だがウレ族の日常生活からポルトガル風生活習慣の香りは希薄になっている。ウレ村

長の話によれば、１９世紀に大幅に減退したのだそうだ。ポルトガル系の子孫だと自認

するひとも、今では７百人ほどしかいない。[ 続く ] 
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「ヌサンタラのポルトガル人（終）」（２０２０年０８月０９日） 

フランサ氏は中部フローレスのマウメレ Maumere を訪れて、現存するシッカ王に面会

した。インドネシア共和国には、独立以前に各地を支配していた王たちが大勢存在す

る。かれらはいまだに王統の系譜を守り続け、第何代目の王という形で先祖伝来の一族

の資産である王宮に暮らしている。だが、共和国独立時に領土領民をインドネシア共和

国に提供したかれらに、住民に対する支配権はない。かれらはただ、誇るべき王家とい

う家系を維持するために王位に就いているのである。 

シッカ王ドン・センティス・アレイス・ダ・シルバ Dom Sentis Aleixu da Silva は

先祖がカトリックに入信して以来ポルトガル人にもらったさまざまな衣装とシンボルを

身に着けてフランサ氏と対面した。それらは何百年もの間、相伝されて来たものなの

だ。 

１６０７年の年号が記された黄金の兜、大粒の黄金球を繋ぎ合わせたネックレス、支

配者の象徴である黄金の指揮杖。王家一族の宮殿であるその屋敷には、象牙で作られた

子供姿のキリストの像が置かれている。 

 

シッカで祝われるクリスマスは、ポルトガル文化そのものだ。朝からポルトガル語の

芝居が上演される。フランサ氏がもらったその脚本は、全編がポルトガル語になってい

るのは疑いようがないのだが、正しいポルトガル語表記から外れている綴りの単語や、

あるいは文全体がブロークンなものになっていて、意味がつかめないものなどが入り混

じっている。 

数百年間、何世代にもわたって継承されて来た芝居のセリフに文化的な癒着が起こっ

たことは想像にあまりある。長期に渡ってポルトガル人がやってこなければ、言語が崩

れても修正されることがない。だがそんな枝葉のことよりもっと重要なのは、シッカの

民衆がポルトガル文化をうち捨てることなく、伝統として維持し続けていることだ、と

フランサ氏はこの事実を受け止めている。 

芝居の内容は、ひとりの娘がどのような男を夫に選ぶべきかということを風刺的に描

いたものだ。娘を妻にと申し込んでくる男たちが入れ替わり立ち代わり登場する。画

家・貴族・船乗り・酔いどれ・金細工師・ギャンブラー・王子・・・娘は最後にやって

きた商人を夫に選ぶ。「楽しい人生を送るために、わたしはお金を持っているひとの妻

になるのよ。」が幕閉めのセリフだった。 
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シッカ王の王位継承が行われるとき、民衆はひとつの長い決まり文句を口にする。

Viva Altissima Senjhor Don Alexius Alexoe Ximones da Silva El Rei sei boa 

saudi El quam Deus nosa Senjhor de longa wida permanosa El Rei reinjho da 

Sikka. Da blaixo de Lisboa. 

フランサ氏はこれを、リスボンのポルトガル王がシッカ王に宛てて書いた手紙の一節

ではないかと推測している。一生の間に何度も起こるわけでない王位継承儀式の際に口

にするために、民衆はその文句を覚え込むようだ。 

 

ララントゥカやアドナラでも、フランサ氏はたくさんのポルトガル文化の遺産を見出

している。１６～１７世紀にかけての１５０年間にひとつの勢力としてアジアにやって

きたポルトガル人が、アジアにとって初めての西洋文明をもたらした。そんな形で始ま

った西と東の融合が、数百年かけてひとつの遺産を作り出した。 

しかもポルトガル人をヌサンタラから駆逐したオランダ人が、ポルトガル人が植え付

けたものを徹底的に消滅させようと努めたにもかかわらず、それらの疾風怒濤の数世紀

を越えた今日、われわれの目に映っている姿はこのようなものなのであり、それは文化

を仲介にした人間同士のつながりが産み落とした遺産であるとフランサ氏は論説を締め

くくった。 

[ 完 ] 


