
「ヌサンタラのフランス人（１）」（２０２０年０８月１０日） 

 

フランスという国が海外覇権競争に出て行くことにあまり熱心でなく、また貪欲でも

なかったのは、その国が持った体質だったようだ。フランスの国家支配者は陸続きの土

地で覇権を打ち建てればそれで十分だったように見える。 

確かにパリの地理的位置はリスボンやアムステルダム、あるいはロンドンに比べて港

からあまりにも遠く、海洋関連活動を指揮するのに困難であるのは確かだ。だがそれを

言うのであれば、マドリードの姿勢は絶賛されるべきものになる。もちろん国としてど

う関わるのかという点に立脚した場合、地理的位置などは山なす諸条件のひとつでしか

ないと言うこともできるだろう。 

フランス民族がそういう体質を持ったのは、食うに困らない農業国であったこと、国

政決定者の恣意が統治行政に方向性を容易に持たせないような統治システムになってい

たことなどの要因をフランス人が説明している。 

かと言って、マクロ的様相がどうであれ、だからフランス人が海に出ることを厭う人

種だったなどというものの見方はパンドラの函に押し込んで鍵をかけ、海の底深く沈め

るべきだ。スペイン王が仕立てたポルトガル人マゼランのスパイス島を目指す地球一周

大航海で、その船隊に乗り組んだ２７０人の船乗りの中にフランス人が１９人いたそう

だ。ひょっとしたら、自分が連れて来たポルトガル人船乗りがスペイン人に変えられた

ため、マゼランはスペイン人を減らそうとしてフランス人を加えたのかもしれないのだ

が。 

 

フランス人がフランス船でスパイス諸島を目指した最初の航海は１５２６年のことだ

った。かれらの方がオランダ人よりはるかに先行している。ヴェラザヌ Verrazane が指

揮する２隻のフランス船が１５２６年６月１５日、ノルマンディ海岸のオンフルール

Honfleur港を出帆した。 

ヴェラザヌはフィレンツェ出身のイタリア人であり、イタリアではヴェラザノ

Verrazanoと称したが、フランスのリヨンに移住して名前をフランス風の発音にしてい

る。ヴェラザヌ兄弟はフランスのルオン Rouen港から１５２４年１月１日に帆を上げて

西に向かい、アメリカ大陸北東岸を発見した。ハドソン湾に至り、マンハッタン島そし

てロードアイランドなどに足跡を印している。ロード Rhodesという島の名称はかれら

が付けたもので、ギリシャのロドス島に似ていたのがその由来だと説明されている。ま

たニューヨーク市の橋のひとつにヴェラザノという名前が使われている。 



ヌサンタラのフランス人 

さて、スパイス諸島を目指したヴェラザヌ船隊は１５２０年にマゼラン船隊が発見し

たマゼラン海峡を通って太平洋に出てから、太平洋を横断してスパイス諸島へ行こうと

もくろんだのだが、マゼラン海峡を探し回ったあげくそれを見つけることができなかっ

た。仕方なく船首を東に向ける方針に変えたところ、相当くたびれていた乗組員たちは

この航海が失敗に終わるかもしれないと考えて、これ以上進みたくないと隊長に反抗し

た。少なくとも一隻は帰国させろという話になり、ピエール・クネイ Pierre Caunay 船

長の船だけが単独航海することになった。 

船はインド洋に乗り入れてマダガスカルの海岸線をはるかに望みながら東航し、１５

２７年の夏にスマトラ島の海岸線を見出した。船が到着したのはアチェの西海岸であ

り、原住民は非友好的だった。乗組員らが上陸すると戦闘に発展して、船長をはじめ多

数の乗組員が死んだ。残った者たちはスパイス諸島への航海をあきらめてインド洋を西

へ引き返すことにした。 

モルディブ諸島を経てマダガスカル島に達し、かれらがマダガスカルの土を踏んだ最

初のフランス人になった。休養と食物を満喫してから１５２７年末にかれらが帆を上げ

て再度帰国の途に踏み出したあと、船は浅瀬に座礁して退き引きならぬ状態になってし

まう。生き残った１２人は船を壊して筏を作り、海流に任せてそこから脱出しようとし

た。そして流れ着いたのがモザンビークの砂浜だったのである。着の身着のままのボロ

ボロの衣服にほんな僅かな、まともには食えそうもない食糧を持った１２人が再び陸地

を踏んだのは１５２８年７月１８日のことだった。かれらがポルトガルの現地守備隊に

捕らえらたのは、避けようもない結末だったにちがいあるまい。それ以後、かれらの消

息は闇に包まれた。 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２）」（２０２０年０８月１１日） 

 

一旦フランスに戻ったヴェラザヌは、新たにフランス船ラマリーデュボンセクール号

を雇ってピエール・クネイの後を追わせた。船長はジョン・ブルイリ・ドゥ・フュメ

Jean Breuihly de Fumay、そしてポルトガル人水先案内人も乗船させた。ボンセクール

号は大西洋を縦断し、喜望峰を回ってザンジバル島まで進んだ。そしてインドに接近し

つつあったとき、海上でポルトガル軍船に拿捕された。乗組員と船中の資産資材は一切

合切が姿を消した。 

惨憺たる失敗に終わった捜索行に、フランスを代表する大型船主のひとりジョン・ア

ンゴ Jean Angoが熱意を燃やした。かれは自分の負担で第二次捜索船を送り出した。 



 

同じ１５２６年にジエップ Dieppe港を出たセバスチアン・カボット Sebastien 

Cabotとパルモンチ―ル Parmentier兄弟の船は好運だった。かれらはフロリダ→西イ

ンド諸島→ブラジル→マダガスカルを巡航してからスマトラに到達した。かれらが上陸

したのはミナンカバウ王国の支配下にある商港ティク Tikuだった。 

かれらの報告によれば、「地元民は柔和で諍いを嫌うが商売には厳しい態度を取る」

のだったそうだ。ポルトガル人が海外のあちこちで行っている行動を観察したカボット

は次のような意見を書き残している。 

ポルトガル人はまったく友好的な態度を示さない。各地でその地の主のように振舞っ

ているかれらは通商面での利益獲得よりも宗教面での勝利者になろうと意気込んでい

る。原住民の半分がキリスト教徒になったとしても、ポルトガル人は原住民に神学の深

い知識を与えようとしない。そんなことをして地元民の愚かさを消失させては、ポルト

ガル民族にとってのメリットがなくなってしまうからだ。・・・ 

１６世紀末に海外植民地に住むヨーロッパ人の人口は２０万人を超えていたが、あれ

ほどアジアの各地に基地を置いてヨーロッパ文明の優位を誇示していたポルトガル人の

アジア居住者人口は１万人を超えたことがなかった。フランス人でさえ、１６６５年に

はカナダに３千人超の植民をしていたというのに。 

 

ジョン・アンゴと言えば、ルオン出身の海運王でフランソワ一世にジエップ子爵の爵

位を授けられたその当時の著名人のひとりだった。かれは海外雄飛の強い望みを抱き、

新世界の探査発見や植民、イベリア諸国のスパイス独占貿易の打破などを行うために持

ち船を駆使し、優れた航海者や海図製作者などと交わり、あるいは育成した。 

１５２９年、かれは自分の船ラポンシ La Penseeとラザクル La Sacreをジョン Jean

とラウル Raoulのパルモンチール兄弟に使わせて香料諸島に向かわせた。三年前にヴェ

ラザヌがレンタルした２隻よりずっと大型の船だ。 

２隻は１５２９年４月２日にジエップ港を出帆した。マダガスカル到着はその年の７

月２６日、スマトラ到着は１０月２日だった。当時の航海としては記録的な速さのもの

だった。当時、各船は水や食料補給と乗組員の休養のためにあちこちの港に寄り、ゆっ

くりそこで滞在するのが普通だったからだ。それを無視して突っ走ったために、乗組員

がバタバタと病気で倒れた。 

２隻はティクに着いて交易し、かなりのコショウを仕入れた。原住民との親善は最初

うまく進んだように見えた。贈り物を交換し、地元統治者がかれらを晩餐に招いた。だ

がそこで、奇妙な原住民の風習に巻き込まれた。シリピナンを噛み、大麻を吸って酔っ

ぱらったのだ。[ 続く ] 



ヌサンタラのフランス人 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３）」（２０２０年０８月１２日） 

 

翌朝目覚めてよくよく観察してみれば、ティクはまるで貧しい漁村のような町でしか

ない。家々は竹造りに海藻をまとわりつかせたような外装で屋根はヤシの葉葺き。家の

中はがらんどうで木製の函があるばかり。煉瓦造りの棚に金属製の粗末な椀が並べられ

ているだけ。ここでもっと多種のスパイスを大量に買いたいと言っても、地元統治者も

港湾長も色よい返事をしてくれない。もっと大きな商港へ行かなければ無理だったこと

をフランス人は知った。 

 

かれらが観察した原住民の姿はこのようなものだ。原住民は概して背が高く、やせ型

だ。顔つきはひとを不安にさせる。話し方はきつく、声音は聞き苦しい。誰もが裸足

で、履物をはいている者はひとりもいない。たいていのひとが赤・茶色・紺青の質素な

木綿のシャツとカインを着ており、村長だけはサルンを肩に垂らし、重い黄金の腕輪を

し、黄金の象嵌が入ったクリスを身に着けている。頭は布を巻くか、わら編みの帽子を

かぶる。かれらの姿は薄汚く、穢れているように見える。村長の服だけは別にして、庶

民の衣服は洗濯されていないようにしか見えない。 

原住民の食事はフランス人にとってそんなに旨い物ではない。毎日毎日、飯と魚だ。

祝祭のときだけ、鶏肉が多少使われる。フランス人なら飽きてしまうだろう。 

ひとびとが携えている武器はクリス以外に槍や弓矢、あるいは吹き矢だ。吹き矢は先

に毒を塗った小さい矢を射る。かれらは攻撃用の武器と防御用の盾で戦う。盾には象や

野牛の厚い皮が使われ、更に蛇や魚の皮で補強したり装飾したりしている。 

ムラユの女は、ヨーロッパで言われている通り、美しい。しかしスマトラに売春の風

習はない。女たちは厳しく貞節を強いられていて、婚外で性行為を行うと男は死刑、女

は体罰を与えられた上で奴隷にされる。そのような厳しい規律順守のために、原住民同

士の間では正直で従順な交際が行われているものの、かれらは外国人に対してこの上な

く狡猾で悪辣な人間になれる。 

女たちは農作業を含む種々の仕事を行うよう義務付けられている。では、男たちの仕

事は何か？男たちはみんな、なすべき仕事を持っていない。せいぜい闘鶏ばくちを行う

くらいがかれらの仕事だろう。この地方は動物の宝庫だ。トラ・サイ・カバ・象・ワ

ニ、そしてさまざまな色と形の鳥。 

 



ティクの住民は排他的でなく、やってきたフランス人を友好的に遇したものの、取引

においては歩み寄りの姿勢を少しも示さなかった。フランス人は結局、期待したほどの

仕入れができないままティクを後にして、インドラプラ Indrapuraに向かった。 

しかし１５２９年１２月３日にジョンが病死し、５日後にラウルもその後を追った。

伝染病は船内に広がって、乗組員の半数が病死してしまう。結局この航海で得られたも

のはコショウ３０樽がそのほとんどすべてをなし、そんなわずかな収穫を携えて１５３

０年７月に、２隻は無事にジエップに帰還した。ジョン・アンゴにとって大損の航海だ

った。 

乗組員のひとりはコメントした。「ムラユ人は態度をコロコロ変える。おべっか、愚

弄、狡猾、嘘、意地悪・傲慢・欲張り。商売相手としてスコットランド人よりもはるか

に嫌気のさす連中だ。」 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（４）」（２０２０年０８月１３日） 

 

１６０１年５月１８日、フランソワ・ピラル・ドゥ・ラヴァル Francois Pyrard de 

Lavalの指揮するコルバン Corbin号とフランソワ・ドゥ・ヴィトゥレ Francois de 

Vitreが船長のクロワソン Croissant号がサンマロ Saint-Maloを出港した。行く先は

東インドだ。 

これはサンマロとヴィトゥレの商人と貴顕たちが企画した通商遠征団であり、遠征団

の指揮は町の名士や貴族らが執った。スパイス流通をポルトガル・スペイン・オラン

ダ・イギリスのほしいままにさせてなるものか、という気概がサンマロに流れたよう

だ。 

 

その年１２月２７日に２隻は喜望峰を目にして陸地に接近した。そこを出た後、１６

０２年２月４日にマダガスカル島の海岸に至ったが、７日に暴風雨に襲われてコルバン

号が姿を消した。５月２３日にコモロ諸島に到着。７月２日、遭難したコルバン号が目

に映った。船は岩礁に乗り上げて動けず、波が甲板を洗っている。人間の姿はなかっ

た。 



ヌサンタラのフランス人 

７月８日、セイロン島を遠望しながら進み、７月１４日にニコバル島、そして７月１

７日に待望のスマトラの島影が見えて来た。船は、陸地に近い島の脇で投錨する。その

島は現在のアチェ州サバンのあるウエー島 Pulau Wehだった。 

７月２３日に小船が一隻、接近してきたので、クロワソン号も短艇をおろして接触す

る。アチェの港の役人が取調べに来たのだ。港にはイギリス船４隻、ベンガルから来た

ポルトガル船１隻、オランダ船１隻が入っている、と言う。「当方の水先案内人はここ

の港に入ったことがない」と言うと、「ならばパイロットを連れて来て、入港できるよ

うにしてやる」と約束した。フランス人は８レアルコインをかれらに与えた。 

夜になって、かれらはまたやってきた。パイロットを連れて来たと言うが、だれも船

に上がって来ようとしない。人質を欲しがっているようなので、船中に監禁している犯

罪者ふたりを役人の船に下ろした。するとやっとパイロットが上がって来た。 

夜明けの一時間ほど前にクロワソン号は帆を張って、アチェの港に向かった。夕方６

時ごろ、船は港内の水深１０メートルほどの場所に錨を降ろした。しばらくすると、王

の使いと名乗る男が身元を尋ねるためにやってきた。 

 

７月２６日、遠征団長であるサンマロの貴族のラ・バルドリエール la Bardeliere が

上陸して王に面会した。王への贈り物はクリスタル製食器と銀製のポットとプレート。

フランス人をはじめて見た王は丁重に客を遇し、どのような航路を取ってここまで来た

のかを質問した。 

王はこの客人にアチェの衣装をプレゼントした。木綿の上着に金糸と絹糸で刺繍のほ

どこされたもので、客はその場でそれを着て見せた。王はさらにアチェで使われている

黄金のコインを５０個、客にプレゼントした。王はまた、自分の監督下にあるこの地の

商品は何であれ、自由に交易して良いと許可を与えた。団長は象に乗って港に戻って来

た。 

その日から、水夫の数人が陸上で寝泊まりするようになった。かれらは鶏を買った

り、アラッ arakを買って飲んだ。アラッはサトウキビ・米・ヤシを陶器の装置で蒸留

して作る飲み物で、かなり強い酒だった。 

７月２８日、団長は王の長男である皇太子に招かれた。皇太子への贈り物はクリスタ

ルのグラスと紅色の布ナプキンで、そのお返しに短剣クリスを頂戴した。クリスには黄

金と宝石で花の絵が象嵌されていた。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（５）」（２０２０年０８月１４日） 



 

７月２９日、王がフランス人遠征団に家を一軒用意してくれた。船から陸に上がりた

い者はだれでも自由にその家を使ってよいとのことだ。それから数日して、船から交易

用の積荷が陸上に下ろされた。 

ここに住んでいるトルコ人は普段からコショウを農民から買って、港にやってきた商

船に販売する仲介業を行っている。かれらがフランス人に熱心に売り込みをかけてき

た。かれらのやり口は、下のコショウを濡らしてその上に乾いたコショウを置き、重さ

を水増しするスタイルであり、フランス人はその手に引っかからなかったから、トルコ

人は最終的にあきらめて、喉から手を出してほしがっているイギリス人に矛先を変え

た。フランス人に対しては、トルコ人は売るのをやめて買う側にまわり、毎日やってき

ては鏡などの工業製品を買って行った。 

９月１７日、オランダ船が２隻入港してきた。１隻は喜望峰で見た船、もう１隻はサ

ンロロン Saint-Laurent で見た船だ。その２隻はセイロンでシナモンと種々の宝石を仕

入れて来ていた。 

１０月６日、アチェ王の部下である港湾長がやってきて、団長にコショウを売った。

１０月１８日から数日間、グジャラート Gujaratとナガパティナム Nagapattinam から

の船が何隻も入港し、木綿布・サトウキビ・インディゴやさまざまな宝石貴石を売りに

来た。 

１０月２２日、ペディール Pedir王国から象に乗ってポルトガル人が陸路をやって来

た。かれらが海路を避けたのはイギリス船を怖れてのことだ。かれらはコルバン号の乗

員２５人が２隻のボートで海上を進んでいるのを見たという情報をもたらしてくれた。 

毎日大雨が降り、川が氾濫して道を歩くことができない。外を移動するには、大木を

くりぬいたカヌアと呼ばれる舟を使わなければどうしようもない。これは毎年同じ時期

に同じような現象が起こる年中行事になっていて、だから地元民は高床の家を作って暮

らしている。 

１０月２８日、ペディールへ行く許可をもらうために、王に贈り物をした。ペディー

ルはここから１２０キロ離れており、王の息子のひとりがそこを統治している。その統

治者がわれわれの団長に黒水牛の肉四分の一頭分とマンゴの果実をたくさん送って来

た。黒水牛の肉は他の肉よりも上等な物とされているようだ。 

ペディール訪問団が編成されて、王への表敬訪問を行い、かの地でニ週間ほど滞在し

て来るように命じられた。一行はペディール王の歓待を受けて、一緒にアラッを飲ん

だ。王はかれらに女が欲しくないかと尋ねたそうだ。王は男色相手を何人も抱えている

らしい。歓待の居心地の良さに呑まれた一行は予定日が来ても帰る気が起こらず、翌日

になって嫌々ながらやっと重い尻を上げた。王は黒水牛一頭、砂糖、さまざまな果実を
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かれらへの土産に与えた。この若王はほとんど毎日、山地や森に象や虎を狩りに行くそ

うだ。 

 

船長はまた、原住民の暮らしの様子を次のように記録している。およそ５カ月間の滞

在でフランス人が実見したスマトラ島北部の原住民はそんな様子をしていたのである。

１７世紀はじめのアチェ人の生活を、われわれはそこから垣間見ることができるだろ

う。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（６）」（２０２０年０８月１５日） 

 

原住民の体格は概して背が高く、中には素晴らしい体躯の者もいる。もちろん全員と

いうわけではない。かれらの肌はギニア人のように真っ黒でなく、鼻がぺちゃんこでも

ない。かれらの肌の色は黄色や茶色であり、大嘘つきのペテン師だ。 

男たちはたいてい、布を腰に巻き付けて性器を隠しているが、他の部分はむき出しに

している。王族や商人は綿や絹の布を巻き付けて膝まで覆い、幅の広い帽子のようなも

のをかぶっている。上衣も袖の幅広なものを着るが、前面は開いたままだ。女性はたい

てい綿布で腰から膝まで覆い、別の布を一枚使って胸から腰までを覆っている。しかし

胸を隠さない女性もいるし、布を肩から羽織って胸の一部を隠しているだけの女性もい

る。髪を短くしているから、頭には何もかぶらない。 

 

ここの王は年齢が６３歳で、在位１８年になる。かれは以前、ただの漁師だったが、

勇気があったので前の王の側近に侍ることになった。そしてしばらくしてから前の王を

殺して王位に就いた。だから今の王は自分が同じ目に会わないよう、側近をひとりも置

かない。王の警護に当たっているのは女の警備兵部隊だ。剣と火縄銃がかの女らの武器

で、その腕前は男と遜色がない。王の身の回りから業務一切の世話をするのはすべて女

性であり、男はひとりもいない。王の世話は一週間に２シフトで交代している。 

王の正妻はふたりいて、子供を四人産んだ。男子二人、女子二人だ。長男は王位継承

者であり、父王がいないときは代理を務めるが、父王がいるときは何の権限も持ってい

ない。次男はペディールを治めている。 

王は全国から娘を手に入れて妾にした。その数は三百人以上にのぼる。ただ、この王

は妾を蓄えないで、伽をさせたら部下に下げ渡した。いくばくかの金をつけてやるが、



財産になるほどのものではない。自分の支配下に金持ちがいるのを王は許せないのだ。

だからどんな些細な手落ちでも、それを罪と言い立てて金持ちから財産を没収する。手

落ちが見つからなければ罪をでっちあげて言い立て、「腕を切り落とす」「ウエー島や

ゴメス島に流罪にする」といった判決を下して財産を没収する。 

 

王は闘鶏が好きで、王族や部下はみんな闘鶏用ニワトリを飼っている。闘鶏が行われ

るとき、王は勝ったニワトリに多額のほうびを与える。王族はステータスを示すために

親指と小指の爪を長く伸ばしている。そうやって肉体労働などしない自分のステータス

を誇示しているのだ。かれらが座る時は床に胡坐をかいて座る。かれらのあいさつは額

の前で手を合わせる形だから、われわれは脱帽したことがない。 

 

原住民の男は経済力があれば７人まで妻を持つことができる。結婚の祝祭を行うとき

に新郎は金を持ってきて新婦の親に渡す。結婚したら妻は厳重に監視されて、他の男と

会うことは許されない。新郎が新婦に愛想を尽かしたら、一週間以内に実家へ返して破

談にすることができる。 

外国人がこの地方に住む場合、同じ方法で妻を持てる。外国人が居留をやめて引き払

うとき、妻を実家に帰すのは問題がない。そのために騒ぎが起こることはないのであ

る。妻たちは毎晩、夜になると木の撥で叩く太鼓のリズムに合わせて踊り、歌う。その

ときに一番上手にできて夫が気に入った妻が、その夜は夫とふしどを共にする。 

夫たちは家庭内で使う者をすべて買う。妻・使用人・奴隷。そしていつでも家から追

い出すことができる。他に妾を持っている場合、妾は別の男に売る。家庭内で使う使用

人には男もいるが、男の使用人はみんな去勢されている。そうしてはじめて、財産や妻

の世話をかれらに任せることができる。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（７）」（２０２０年０８月１６日） 

 

娘たちは結婚前に、相手がだれであろうと好きな男に身を任せてよい。そのときに金

を取る。その婚前性交は娘を妻にと望む相手との結婚の障害にならない。 

女たちは頭に何もかぶらず、頭髪を後で結ぶ。中には短髪の者もいて、男と見分けが

つかない。そのときは胸を見ることになる。かの女たちは結婚したら、夫以外の男に絶
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対近寄ろうとしない。死刑もしくは鼻や耳を切り落とされるのが怖いのだ。不倫を犯し

た男女は、象に乗って操る者の命令一下、象に踏みつぶされるのである。 

路上で女性に出会ったとき、われわれは婦人への敬意を示すことを控えなければなら

ない。それを知らないでその女に近寄ったり、一緒に歩いたりすると、女はその者を罵

り、唾を吐きかけてくる。 

王の妻を見つめてはならず、王妃が乗っている場合はその象さえ見てはならない。そ

んなことをすれば、その男は目玉を繰りぬかれ、性器まで切り落とされてしまう。 

女たちは耳朶に穴をあけて、指四本分の物をそこに通す。また耳の軟骨にも小さい穴

をあけて、そこに花を挿す。かの女たちは銅・ピューター・銀の腕輪を着けている。薬

指に指輪をしている女もいる。 

 

食事は質素だ。主食は水だけ使って炊いた飯で、バナナとヤシが主要果実。それはバ

ナナとヤシが一年中採れるからであり、他の果実は季節性があって同じように扱えな

い。そして水牛の肉を食べる。中でも黒水牛は力が湧くと考えられているようで、特に

好まれているが、われわれ外国人には全然おいしくない。飲み物は一般的に水だ。かれ

らはアラッを作り、それを飲んで酔っ払う。食器はいつもきれいに洗ってある。 

男たちは小便するとき、女のように地面にしゃがんで行う。われわれが違う方法で小

便するのを見たかれらは、まるで悪事が行なわれているのを目にしたかのように怒声を

あげた。まずいことが起こると困るので、われわれもかれらの方法に従うことにした。

かれらは排泄が終わると左手で性器を扱い、左手を洗っている。大便のときも同じよう

にしていた。 

かれらは川で水浴を行う。川の水は澄んでいて、きれいだ。かれらが傷を負ったり、

身体の一部が切られたときも、川の水で痛みを鎮めている。裁判の判決のせいで、身体

の一部が切られるのは、ここでは日常茶飯事なのだ。切られたあと、その部分を一時間

ほど川の水に浸す。そうしてから、薬効のある葉で傷口を覆う。そんなやり方で、傷は

ほんの数日で癒える。 

かれらは毎日、朝夕水浴する。川には常に、何人もの老若男女が素っ裸で水の中にい

る。かれらにとっては当たり前のことで、気おくれや恥ずかしさなどはまったく見られ

ない。楽しそうに水中で遊び、笑い声を立てている。気温が高いときは水から出て、小

さい柑橘類を半割りにしたもので体中をこすり、肌をフレッシュ且つきれいにしてい

る。時間に余裕のある女性たちは、長い時間を川水の中で過ごしている。 

川の水はとても澄んでいる。多分、山から下って来た水は砂漠を通り、さまざまな

木々の生い茂った森林を通ってここまでやってくる間に、森林の中にあるさまざまな樹

種の影響を受けるのだろう。木々の中には乳香 kemenyan、樟脳 kamper、白檀 cendana

などの香木もたくさん混じっている。それがここの水の品質を素晴らしいものにしてい



るのではないだろうか。われわれは帰りの航海にここの水をたっぷり船に積んで使って

いたが、５カ月間の航海で変質は起こらなかった。よその水は木の容器に入れておくと

１２日目に腐り始める。 

女性たちは身体が良い香りになるように、アロエベラ lidah buaya、白檀 cendana、

コブミカン jerukpurutなどの芳香性の植物をすりつぶして水に浸し、それで身体のあ

ちこちをこする。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（８）」（２０２０年０８月１７日） 

 

社会生活では、慣習であれ支配者が出したものであれ、だれもが決まりを厳格に守っ

ている。法を犯した者には裁判が行われて、判決が下される。盗みは、些細な物を盗ん

でも、初犯であれば手を切り落とされる。再犯になれば、両足と残った手を切り落とさ

れる。不倫を行えば、男は性器を切り落とされ、女は鼻を切られたり目をくりぬかれ

る。殺人者はその者が行ったのと同じ方法で殺されるか、あるいは象を使った死刑執行

がなされる。象使いの命令で象は死刑囚を鼻で巻き上げ、口に持って行って歯ではさん

でから、空中に放り出す。そして地上に落ちたその身体を踏みつけるのである。あるい

は、殺人犯がトラの餌食にされることもある。 

王は法を超越しており、裁判などなしに仕置きを与える。使用人が犯した些細な失敗

事に怒った王は、すぐに手を切れ、足を切れ、と命じる。われわれが滞在中に起こった

できごとがある。贈り物にもらった犬の世話をさせていた使用人のひとりが犬を連れて

歩いていたとき、犬と水牛が喧嘩をしてその犬は殺されてしまった。その報告を聞いた

王は即座にその使用人の手首を切り落とさせた。王の命令は絶対であり、だれにも反論

は許されない。またその命令はすぐに実行されなければならない。 

王の部下のひとりは港湾長で、軍司令官と同じ地位にあり、王国の統治行政の細部を

かれらが取り仕切っている。今の港湾長は至って貪欲で、かれに何かを頼もうとした

ら、かれへの代償がなしには絶対に実現しない。 

 

ここの地は東インドの他の土地と同じように、ふたつの宗教が併存している。ひとつ

はおよそ３０年前から始まったムハンマッの教えで、もうひとつは古い昔からの偶像崇

拝だ。 

ムハンマッの教義信奉者は、天地を創造した神はひとつしかないと信じている。この

地上に出現した偉大なる預言者はモーゼ、イエス、ムハンマッの三人だけであり、モー
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ゼは神の啓示を伝え、イエスは奇跡によって神の手となり、ムハンマッは神の啓示を解

釈した。 

ユダヤ人がイエスを磔刑にしたのは、イエスが偉大な預言者だったからだ。かれらが

待っているこの世の終末における最後の審判では、モーゼの信奉者はモーゼと共に、イ

エスの信奉者はイエスと共に去って行くことが信じられている。かれらはアルクルアン

の命を実行し、モスクには大衆の礼拝を指揮する宗教指導者がいて、夜明けから日没ま

で何度も「アッラー」という言葉を口にする。朝は長い時間宗教歌を唄い、夕方も同じ

ようにしている。モスクに入る前はだれもが手・顔・足を洗う。モスクに入る１２歩内

に水溜めがなければ、陶器の巨大な容器に溜められた水を使う。そこからモスクの入口

までは踏み石が置かれていて、洗った足を汚さないでモスクに入るようにしてある。か

れらの生活には休日というものがない。ただ金曜日はわれわれの日曜日のような特別の

日だ。 

 

人が死ぬと、女の一団が故人の家にやってきて泣く。それは商売なのだ。女たちは悲

嘆に満ちた表情で、大声で慟哭するから、われわれは悲しみの深さを思いやることにな

るが、泣くのを休んでときどき一緒に何かを食べたりしており、そのときは笑いながら

ふざけあっている。 

仲間の死を悼む者は数日間、シリを噛んだりアラッを飲むことをやめるという社会通

念があるものの、たいていの者は自宅にいるときや町中を歩くときに、その通念に違反

する。悲しみに捻じられた腹を回復させて消化を良くするというのが言い訳だ。この社

会通念は、仲間たちが故人に向ける尊敬の気持ちを社会に表明することで調和を作り出

すための習慣だ。それに従っていれば多少の違反は構わないが、従わない場合はその者

が故人への恨みや憎しみを抱いていると世間から見られる。 

 

偶像崇拝者は、朝家から出たときに最初に目にした動物がその日の運勢を決めると考

えている。かれらは雄と雌の牛をとても神聖な生物と見なしているため、牛の屠殺は行

わない。かれらは牛の排泄物が落ちている場所すら、神聖視する。かれらはパゴデ

pagodeと呼ばれる祭祀堂を持ち、そこに香料を捧げ、かれらが食べる前の肉を供え

る。食事で残った食べ物は鳥に与える。 

かれらはキリスト教徒が使った水飲み容器を穢れた物として二度と使わない。あると

きわれわれのひとりが原住民の陶器の器で水を飲んだところ、原住民はそれをすぐに地

面に投げ捨てた。かれら自身もその種の器で肉を煮るときは、一回使ったら捨てるのだ

が。 

[ 続く ] 

 



 

「ヌサンタラのフランス人（９）」（２０２０年０８月１８日） 

 

かれらの宗教儀式を率いる者はブラッマネ brahmaneと呼ばれる。ブラッマネが亡く

なると、その妻たちは夫の火葬の火の中に自らを投じる。それをする妻は忠実な妻であ

り、しない妻は不忠実な者というレッテルが貼られる。原住民たちの話によれば、その

慣習は妻が夫を毒殺したという嫌疑を免れたいがために、自ら進んで行うものであるそ

うだ。ブラッマネは飯と野菜しか食べない。 

かれらは何かを決意するとパゴデに向かって誓いを述べる。人間の霊魂が他人の身体

に移動することを信じていて、その理屈を語るのだが、まるで奇妙なロジックが使われ

る。 

父親と娘が、母親と息子が、兄弟と姉妹が、男女の交わりを行うことは少しも禁じら

れていない。それはたいへん大きな罪であるとわれわれが言うと、かれらはこんな説明

をした。ひとはだれでも木を育てたなら、できた実を賞味したいと思うのは自然なこと

だ。妻に産ませた子供が恩を返そうとするようなことは、滅多に起こらないのだから。 

 

東インドにはだれもが理解している美しい言葉がある。ムラユ語というその言語は、

ヨーロッパにおけるラテン語のようなものだ。 

かれらの住居は、大人の背くらいの高さの柱の上にヤシやグラガの葉で作られ、屋根

もそれで葺かれているから、たいへん燃えやすい。われわれが滞在中に起こった火事で

は、６時間経たないうちに３百軒を超える家屋が灰になった。 

火を出した家の主は、当然自宅も灰になったのだが、裁判で腕を切り落とされた。王

は民が石造りの家を建てることを絶対に許さない。謀反者の防御陣地に使われる可能性

があるからだ。 

内陸部に住んでいる者は食人種族だ。かれらは人肉を食べるとき、とても残忍な方法

を使う。かれらは人間を捕まえると四肢を切り落として放置するから、被害者は長時間

苦しみながら死んで行く。人肉を食べる時はコショウが使われる。白人よりも黒人の肉

のほうが好まれているようだ。 

町では、住民のための市場が昼間、数時間だけ開かれる。そこで野菜・果実・魚・緑

の酸っぱい実や葉、ナス、ムンクドゥ、ドリアン、パイナップル、マンゴ、ナンカ、マ

ンゴスチン、ランブタン、バナナ、ヤシ、その他ここに書ききれないくらいさまざまな

果実類を買うことができる。 
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通り沿いにはトルコ風の服を着た商人たちの店がたくさんある。かれらはナガパティ

ナム・グジャラート・コモリン岬・カリカット・セイロン・シアム・ベンガルなど広範

は地域からやってきたひとびとであり、半年間ここに滞在して持って来たグジャラート

製綿布や絹の敷物、植物製手工品、綿糸、焼き物、スパイス、伝統医薬品、宝石などを

販売する。 

かれらは頭にターバンを巻き、トルコ風の衣服を着ている。ここでの６カ月間の暮ら

しのために妻を伴って来た者もあるし、現地妻を買う者もいる。６カ月後に帰国すると

き、次にやってきた者と交代する。かれらだけがここで販売するために他の土地にコシ

ョウを仕入れに行く。そのとびぬけた商売熱心さのために、かれらは東インドのあちこ

ちへ旅することに臆さない。パサルのはずれには、大砲を作っている鍛冶屋があった。

中国で発明されたものだとかれらは吹聴していた。 

 

われわれはアチェに５カ月間滞在し、自由な交易を許されてさまざまなスパイスや東

インドの珍しい品物を入手した。われわれが錨を上げたのは１６０２年１１月２０日の

ことだ。われわれは８人の東インド人を同行させた。かれらはその後、ずっとサンマロ

に住んでいる。 

残念なことに、遠征団長の貴族ラ・バルドリエールが１２月１日に死去した。１６０

３年３月３日、サンテレヌ Sainte-Helene島に到着。そこまでの三カ月間にたくさんの

乗組員が病気にかかり、多くが死亡した。生き残った者たちも疲労困憊していた。食糧

は底をつき、島で捕まえた犬やネズミを食べた。 

一週間後、われわれはベニスからやって来たオランダ船三隻に会い、積荷の一部を進

呈するから乗船させてくれ、と頼んだ。するとオランダ人は積荷を全部取り上げた。つ

まり積荷を全部与えて乗船させてもらったことになる。そのしばらくあと、クロワソン

号は浸水し始め、われわれの眼前で沈没して行った。われわれがオランダ船に乗ってい

たのはおよそ三週間で、７月１３日にプリマス Plymouthに到着し、全員がそこで下り

た。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１０）」（２０２０年０８月１９日） 

 

ヴィトレの訪問から２０年後にアチェを訪れた別のフランス人は、また異なる体験を

した。その２０年間にアチェが大きな変貌を遂げたのは疑いがない。アチェがどのよう



に変わったのか、東インド遠征団の団長が書き残した記録を読み返してみることにしよ

う。 

 

ルオンの商人たちがシャルル・ドゥ・モンモロンシ Charles de Montmorency 提督の

庇護下に東インド会社みたいなものを作ることを希望した。そしてできた団体にモンモ

ロンシ船隊という名前が与えられた。東インド会社を名乗るにはまだまだ早かったよう

だ。 

モンモロンシ船隊の立役者のひとりはオギスタン・ドゥ・ボーリウ Augustin de 

Beaulieuだ。かれは１６１７年に三隻から成るフランス船隊の一船の船長としてバン

テンを訪れた。 

そのときの航海では、バンテン港でオランダＶＯＣがかれの船を含めて二隻を略奪し

た上に燃やしたため、帰りは５千８百袋のコショウを満載した最後の一隻に乗って１６

１８年８月６日にジエップに戻って来た経験を持っている。 

ボーリウはモンモロンシ船隊の名のもとに、２７３人が乗り組んだ三隻の船を率いて

１６１９年１０月２日、オンフルール港からスパイス諸島を目指す航海の途についた。 

 

その時期、バンテンに商館を開いていたオランダＶＯＣはバンテンの属領であるスン

ダクラパを武力征服してイギリスと組んだ統治者を追い払い、ＶＯＣの領地に変えた。

そこは後にバタヴィアという大都市に発展する。 

一方、ポルトガル人はマラヤ半島のマラッカを東南アジアの拠点にし、域内通商に割

り込んできたＶＯＣと各地で争っている。更にスマトラ島北端にあるアチェ王国は１６

０７年に即位したスルタン・イスカンダル・ムダがアチェの最盛期を形成しようとして

強硬路線を邁進していた。スマトラ島北半分はおおむね、アチェの支配下に落ちてい

る。その頃、アチェの王都は７～８千軒を上回る数の住居が町を埋めていた。 

 

１６２０年１２月１日にモンモロンシ船隊の三隻の船団がティクの港に入った時、そ

の地の統治者はアチェ王の許しがないとフランス人にコショウは売れないという返事を

した。ボーリウはアチェに向かわざるを得なかった。 

アチェ到着は１６２１年１月２３日。アチェの港には既に数隻のイギリス船とオラン

ダ船が、交易許可が下りるのを何日も待って停泊している。かれらは互いに礼砲を交わ

し合った。すると何人も役人を乗せたアチェの船がやってきた。かれらは王の使者であ

ることを示す王のクリス（黄金の鞘に入っている）を示して王の使者であることを名乗

り、歓迎の辞を述べてから入港税を要求した。 



ヌサンタラのフランス人 

ボーリウは８０レアルと鏡を一枚、王に献上し、ランカヨラクサマナ Rangkayo 

Laksamanaに別の鏡を一枚プレゼントした。ランカヨラクサマナは王の腹心であり、大

きい影響力を持っている。 

翌日、ボーリウが船から上陸すると、足に鎖をかけられているポルトガル人が数人や

ってきて、「オランダ人とイギリス人があんたを毒殺しようとしているのをわれわれは

知っている。気を付けろよ。」と忠告してくれた。かれらはアチェ王の命令で鎖をかけ

られているのだ。 

２月３日、ボーリウは港湾長に贈り物を献じた。火縄銃２丁、見栄えの良い商品ひと

つ、鏡一枚、バラ水２瓶。港湾長はボーリウに、ティクに倉庫を作りたいなら、わたし

が力になる、と約束した。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１１）」（２０２０年０８月２０日） 

 

２月８日、ボーリウはスルタン・イスカンダル・ムダに謁見することになった。かれは前もって

スルタンに献呈するために、フランス国王からもらっていた王章の付いた白紙用せんに国王か

らの手紙を書きこんだ。また贈り物としてドイツ製サーベル、長銃、槍などから成る騎馬兵の戦

闘装備のレプリカを用意した。レプリカは彫刻入りで、金箔で飾られて 

いる。他には鏡やバラ水などだ。 

 

やってきた港湾長と税関長は、スマトラ島最高の権力を持つアチェ王への贈り物としては物

足りない、と不満を述べた。フランス国王からの贈り物はこれで全部だ、とボーリウは反駁した。 

港湾長は謁見の場に参上するプロセスについてボーリウに説明した。王はボーリウを迎える

ために四人のランカヨと２頭の象を派遣する。かれらは王宮に向かうボーリウの行列に付き添

う。 

先頭を６人のラッパと６人の太鼓、そして６人の道化が賑やかに進み、その後ろに１４～５人

の男たちが王への贈り物をひとつずつ持って歩き、ランカヨとボーリウたちがそのあとに続く。

手紙を捧げ持つ者は象に乗り、ランカヨはアラブ馬にまたがり、そしてボーリウは象に乗る。そ

の後を徒歩でフランス人警護兵１４～５人が従い、最後尾を港湾長と税関の役人たちが徒歩で

進む。宿舎から王宮までおよそ４キロの距離を行列行進するのだ。 

 



その日、行列が王宮前のアルナルン Alun-alun に着くと、ボーリウは象から降りて大門をくぐ

った。フランス人警備兵はそこで待つよう命じられた。だれも中に入ってはならない。王宮に入

ったボーリウとかれの腹心一名は、大門を通ってから、更にふたつの門をくぐった。そのあと、

大きなバレ balaiに案内され、そこで靴を脱ぐように言われた。 

ふたりの王宮の者が両側からボーリウの手を持って宮殿の中を進み、王の部屋の前まで来

た。銀箔を貼られた扉は閉まっている。しばらく待っていると宦官がひとり中から出てきて、今

日スルタンは体調がよくないが、せっかくここまで来たのだから中に入ってよい、と言う。王は中

にいて、ちょっと離れた位置にトルコ絨毯が一枚敷かれており、そこに座るように言われたから、

ボーリウは地元の慣習に従ってあぐらで座った。 

王の使用人が出て行くと、ボーリウは地元の慣習にならって両手を額の前で合わせて少し

頭を下げ、王にあいさつした。帽子は取らない。王は床から１メートルほど高くなった玉座に座

っている。港湾長が王に代わって話し出した。 

たくさんのプレゼントをしてくれたわが兄弟であるフランスの王に対して、スルタンは感謝の

気持ちであらせられる。もし１０バハル bahar の黄金コインを贈り物にもらったなら、あれらのた

いへん素晴らしい武具に比べてどんなに喜ばしいことか。 

ボーリウは港湾長の弁舌が長くなりそうなので、王に向かって言った。わたしの主人であるフ

ランス国王の許しのもとに、わたしはスルタン陛下の手に口づけして、他の外国人が得ている

のと同様の、陛下の支配地における通商の許可をお願いするものでございます。 

港湾長の通訳を聞いてから王は述べた。 

「わたしはそなたの来航を喜んで歓迎する。わが国はそなたに門戸を開く。通商の許可につ

いては、オランダとイギリスはそのような許可のおかげでコショウをとても廉価に手に入れた。

ところがしばらく前からかれらは、以前からかれらを受け入れていたバンテン国王と敵対関係

に入った。感謝の気持ちを持たないかれらの振舞いに対してアチェ国王は、問題の根を断つた

めにすべてのコショウの木を根絶やしにするよう命じた。今、コショウの売買は国王の命に従

わなければならなくなっている。そのためにコショウ価格はバハル当たり６４レアルに値上がり

している。だが、問題はそんなことではないのだ。東インドの資源を盗み奪って利益を漁り、東

インドの通商をその手に握って支配しようとしているかれらの行いを思えば、高い値段で売れ

ばよいということにはならないのだ。」 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１２）」（２０２０年０８月２１日） 

 



ヌサンタラのフランス人 

ボーリウは王の話に対して、次のように答えた。「陛下のお話を聞けば、フランス人

はだれもが不思議に思うことでしょう。もともとかれらは通商以外に生きるすべを持た

ない者たちでしたから。ところが今やかれらは、何という図々しさか、あらゆるものを

我が物にしようとしています。フランス国王はかれらをスペイン国王の横暴から保護し

てきた歴史があり、かれらはフランス人を尊敬して当たり前であるにもかかわらず、今

では知らぬ顔をし、見下し、愚か者扱いをしています。われわれフランス人がこの国を

訪れるのは通商だけが目的であり、だれかを支配しようとか、どの土地に肩入れしよう

などという目的はさらになく、商業上での売買だけが目的なのです。わたしはかれら両

民族と一切関係を持たず、話もしないようにしなければなりません。」 

それを聞くと王は黄金の器に置かれたカプルシリ kapur sirihをボーリウに勧め、銀

の盆に載せられたアチェの衣装をボーリウにプレゼントした。ボーリウは即座にそれを

着用し、フランスの盛装の上に着たアチェの衣装のまま、王の部屋を退出した。 

 

だがそんなことで話がとんとん拍子に進むような土地でないのは明らかだ。フランス

人はティクやアチェで自由に交易して良いという王のお墨付きをもらいたいのだが、王

宮側を代表してフランス人に相対しているランカヨや税関長との話し合いは三回四回と

持たれたものの、希望をスルタンに取り次ぐと約束してそのたびに贈り物を要求し、言

ってくる価格は値上がりする一方であり、もしも弱気になって合意などした暁には、下

に濡らしたコショウを置いて上に乾いたものを積む手口はまだいい方で、下には石を詰

めて上にコショウを置いた樽を大量に持たされるのは目に見えている。かれらの仲介で

取引するのであれば希望する価格を、さもなければ王のお墨付きを、とボーリウは粘っ

た。 

 

２月１８日、午後に港湾長がやってきて、王のお招きであると言ってボーリウを宮殿

に誘った。王は宮殿内の四角い部屋にいて、ボーリウは前回王に謁見したときに置かれ

ていたトルコ絨毯にまた座らされた。 

王がボーリウにヨーロッパのキリスト教の王たちの勢力図について質問し、ボーリウ

が答えていると、三十人ほどの女たちがそれぞれ黄金の大きい容器を持って現れ、王と

ボーリウの前に置いた。容器を覆っている布を開けると、中には多数の小さい黄金の器

にさまざまな料理が置かれている。この招きは王の夕食の相伴だったのだ。 

実に様々な料理と飲み物が供されて、何ひとつ不足のない王者の食事にボーリウは感

心してしまった。もちろん、ヨーロッパ人には訳の分からない、不思議でおどろおどろ

しい飲み物を飲まされたりもしたのだが。 

そうこうしていると２０人足らずの女たちが出てきて壁の前に並び、歌を唄い始め

た。港湾長の説明によれば、それはスルタンがこれまでに勝利したさまざまないくさを

ほめたたえる歌であるそうだ。すると小さい扉からふたりの女、あるいは娘と言えそう

な容姿端麗で優美な女性が入って来て、舞い始めた。かの女たちが身に着けている衣装

はとても変わっていて、ボーリウはいまだかつてそのような姿の女性を想像したことす



らなかったから驚いた。ふたりが身に着けているのはすべて黄金で作られた衣装だった

のだから。 

ふたりはまず王に両手を合わせてあいさつすると、ひざまずいたまま身体を立ててく

ねらせはじめる。そして立ち上がってから音楽に合わせてたいへん美しく舞うのであ

る。舞は半時間近くまで続き、ふたりは舞い終わるとまた王にあいさつをしてから下が

って行った。 

ボーリウはあの黄金の衣装が２０キロはあるだろうと見積もり、それを着て半時間も

舞い続ければ相当な重労働だろうとかの女たちを気遣ったが、ふたりはそんなそぶりを

少しも見せなかった。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１３）」（２０２０年０８月２２日） 

 

芸術についての造詣を人並以上に持っているボーリウも、衣装のことは別にしてその

舞を素晴らしいものだと感じた。フランスの舞踊批評家がここにいたとしても、かれら

はそれを決して野蛮人の踊りとは考えないだろうという確信を抱いた。 

夜のとばりが降り始めたのでボーリウは王にいとまを願って王宮を退出した。帰りの

道すがら、「スルタンは外国人を招いて晩餐を共に楽しむことは普通に行っているが、

その席で妻を踊らせたのはこれがはじめてのことだ。」と港湾長がボーリウに語った。

王の妻がいれば目をつぶらなければならず、その姿を眺めたりすれば災難が降りかかっ

て来るような風土で、王が自分にはその禁を解いた謎をボーリウは、アチェ王の偉大さ

をヨーロッパ文化の最高峰のひとつであるフランスに伝えるように仕向けているのだと

解釈した。 

実際、アチェ王が蓄えている黄金の量はすさまじいものだ。スルタン・イスカンダ

ル・ムダは即位してから既に百バハルを超える黄金を手に入れている。大量の宝石や銀

あるいは高価な品物などはそのほかだ。それが祖先から伝えられたものに加えられてい

るのだ。ボーリウはその総量を１千８百万リーブルと見積もった。ヨーロッパの国主の

中にそれほどの財宝を築いた者はいない。 

アチェという国は興ってからいまだかつて他国に蹂躙されたことがない。つまり先祖

代々蓄えられた財宝は何ひとつ失われることなく残されているということなのである。

スルタン・イスカンダル・ムダはしばしば、わたしに怖い物はない、と公言した。もち

ろん神と、そしてトルコのカリフだけは別にして、という注釈が付いた。 

 

アチェの王宮はアチェ王の居所である。その中では、あらゆる仕事が女によってなさ

れる。男が勝手に入ることは許されない。王宮内で行われている王の私生活および公生

活も、すべての用が女の手で達せられている。話では、３千人の女が王宮内で生活して

おり、かの女らはめったに宮殿から外に出ない。なにしろ宮殿内にパサルがあり、必要



ヌサンタラのフランス人 

な物はたいていそこで買えるのだ。また自分で作った物をそこで売って金を得ることも

できる。 

各部門に長がいて、それぞれが独自に統制されているし、決まりを破る者を裁くため

に裁判所もある。もちろん男の姿があるにはあるのだが、王宮内で働いている男は全員

が宦官であり、総勢５百人ほどいるそうだ。 

王の妻妾は大勢いて、その中の２０人ほどはアチェが征服した国の王女たちだ。最後

に征服した国はペラッで、そこの王妃の美しさは桁外れだったから、アチェ王はそのた

めに病気になったそうだ。 

宮殿にはその他に奴隷が１千５百人いる。奴隷はたいてい外国人であり、王はだれか

に刑罰を与えたり、その者を殺したりするときに奴隷を使う。王宮の警護は女兵士の部

隊が行い、王の気に入らない人間を痛めつけたり殺したりするのは奴隷の役割になって

いる。王宮の奴隷は悪辣残虐な人間として民衆から怖れられている。 

 

アチェの町は城壁に囲まれた都市でなく、そのためにノルマンディの田舎の村のよう

に見える。王宮も金持ちの城のような感じだ。王宮の四周は２キロ足らずの長方形で、

周りは３０フィートの濠に囲まれていて急な斜面と植栽のために通り抜けるのが困難に

なっている。土を盛り上げてあるのは、城壁の代わりにするためだ。盛り土の上は竹が

密生しているため、人間が通り抜けるのは困難で、また内部を見通すのも難しい。内側

からであろうと外側からであろうと、その竹を切ろうとする人間は死罪を覚悟しなけれ

ばならない。 

王の居所に達するまでに四つの大門を通らなければならない。そのうちのひとつは煉

瓦塀で作られ、幅が５０歩ほどあるテラスを支えており、その上にいくつかの建物があ

る。そのテラスは広大なアルナルン alun-alunの上に突き出た形になっていて、ボーリ

ウはそこが武器庫になっているのではないかと推測した。アルナルンは４千人の兵士が

整列できる広さになっており、ボーリウはそこで一度、３百頭の象を集めて行われた儀

式を見たことがある。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１４）」（２０２０年０８月２３日） 

 

だがスルタン・イスカンダル・ムダの軍勢は４万人にのぼるのである。この王はその

兵力をいとも容易に動員することができる。だが兵士は銃を持たない。王は銃・大砲・

火薬を王宮警護兵だけに使わせているからだ。ある情報によれば王は５千門の大砲を持

っているという話だが、ボーリウはせいぜい１千２百門で、すべて青銅製だろうと考え

ている。火縄銃は大量に持っているものの、銃身が短く、また大雑把な出来のものばか

りだ。この軍勢がよりをかけて誇っているものは９百頭の象だ。しかし、象が兵力を強

化するというアチェ人の観念がボーリウにはよく理解できなかった。 



王はそれらの象にすべて名前を付け、もっとも勇敢で利口な象を民に認識させるため

に、その象が街中に出る時には権威を示す傘を使わせるそうだ。また王はしばしば、疾

走する象の背に立ち、一本の杖で象を巧みに操縦する姿を民衆に示すのを好む。 

王の心が愉悦に満たされると、王は美しく着飾った姿で二日間狩りに出る。王宮の厩

には２百頭近い駿馬がいて、すべての馬に豪華な鞍が置かれている。 

 

アチェ王の軍備は海上にも行き届いている。２百隻近い大型軍船を常備している国

は、この近隣には他にひとつもない。その三分の一はキリスト教国で作られる軍船より

も大型だ。船型はアジア型で、ヨーロッパ式設計のものは一隻もない。それらの軍船は

６百から８百人の兵士を乗せることができる。 

王が出陣するときは、すべての軍事力が動員される。すべての民が王の一声で、三カ

月分の食料を自前で用意して集まって来る。かれらは王国所有の武器を借りて使い、い

くさが終わればそれを国庫に返さなければならない。だから、だれが何を借りたのかと

いうことがすべて記録されるのである。 

動員された男たちの妻や子供、あるいはまだ生きていれば親たちも、は兵士の戦場で

の働きに関係付けられる。もしも兵士が戦闘を避けたり、あるいは脱走などしたなら、

その者の家族は残虐な処罰を受けて死ぬ。 

三カ月でいくさの決着が付かなかったときに限って、王は銃・大砲・火薬と米を軍勢

のために送り出す。戦死した民に男児がなければ、王はその一家を王宮に迎え入れる。

もし娘があれば、生き残った民に嫁がせる。娘がそれを望まなければ、王宮に迎え入れ

る。だから王宮にいる女の数が膨大なのだ。父親は一家の遺産を男児にだけ相続する。

男児がいなければ、すべてが王のものになる。人間ばかりか、家から家具に至るまで。 

王はまた、死刑に処した者の遺産をすべて没収する。外国人が領土内で死んだとき

も、その遺産はすべて王の物になる。外国人の遺言書は領土内で無効なのだから。外国

人が病気になったら、それを聞きつけた役人がやってきてまず家を没収する。そして死

去したなら、その者の財産の一切合切を全部王宮に運び込むのである。没した外国人の

使用人・友人・奴隷は、死者の黄金・お金・宝石類がどこにしまわれているのかについ

て尋問される。ただしアチェに商館を設けたイギリス人とオランダ人は例外待遇になっ

ている。 

 

さて肝心のコショウの買付については、民衆から直接コショウを買う許可を求めるフ

ランス人に対して王宮側は、ストックしているコショウが売り切れるまで許可を出さな

い態度に出た。民衆の価格はバハル当たり３２レアルだが、王宮側は６４レアルを崩さ

ない。オランダ人とイギリス人は４８レアルを提示したものの、折り合いがつかない。 

しかし市場では、民衆のコショウが少しずつ流れており、イギリス人がそれを手に入

れている。イギリス人はスラッ Suratの商船に商品を売って黄金を手に入れているた

め、その黄金で市場のコショウを手に入れるという有利な立場に立っている。[ 続く ] 

 

 



ヌサンタラのフランス人 

「ヌサンタラのフランス人（１５）」（２０２０年０８月２４日） 

 

１６２１年５月４日、ボーリウは王に押し付けられて、仕方なくその価格で買うこと

にした。コショウの重さが計量されて、２１バハルをフランス人用に出してきた。とこ

ろがなんと、税関長が７％の関税を払えと言ったのである。「王は税金を払えと言って

いるのか」と港湾長に尋ねると、港湾長は「言っていない」と答えた。市場の倍額で買

わされ、さらに税金をむしられるのが最初から分かっていれば、王の押し付けを呑むは

ずはなかったのに。 

 

税関の役人ひとりひとりも支払いを要求する。かれらは給料をもらっておらず、その

仕事で稼いでいるからだ。おまけに、その稼ぎから王に貢がなければならない。これで

バハル当たり金貨一枚が余分の出費になってしまった。 

コショウを調べたら濡れている。ボーリウはコショウを用意した男に言った。これは

詐欺だ。おまえの王は交易で詐欺を働く者を許さない。おまえは手足を切られることに

なる。 

男は顔色を変えて言い訳した。これは置き場所が悪くて雨が漏ったために濡れたの

だ。たいへん申し訳ないと言い、ボーリウが更に責めると男は自分のコショウ２３５バ

ハルを市場価格でボーリウに売った。ボーリウは救われた思いだった。 

イギリス人もオランダ人も、王に押し付けられたコショウ３００バハルを買わされ、

おまけに税関で追加出費を吹っ掛けられて往生していた。税関はフランス人に与えたの

よりもっと過酷な条件をかれらに出していた。 

 

ボーリウ船団の乗組員は大勢が病気にかかり、１４人が死亡していた。生き残ってい

る者は病人を含めて６５人しかいない。操船に必要な人数にするために、かれはアチェ

で奴隷にされているキリスト教徒をその主人から金で買った。かれらはゴア・コチン・

マラッカから来たヨーロッパ人だ。 

７月２１日、王はフランス国王宛の手紙を大層な行列と共に送り届けて来た。だがそ

れは、税関の役人どもに「王への贈り物」をフランス人からむしり取る機会を与えるだ

けのものでしかなかったのである。 

ところがルイ十三世宛のその手紙には、大王としての称号献辞が見られない。１６０

２年のエリザベス女王からアチェ王への手紙には、女王の大王としての称号献辞が記さ

れていて、これではルイ十三世は大王の膝下にある小王でしかなくなってしまう。ボー

リウはアチェ王にフランス国王の地位を説明するために、また王宮に伺うことになっ

た。 

アチェを後にした船はクダッ Kedahで積荷を増やそうとしたが失敗に終わり、ふたた

びティクに向かった。こうして何とか満足できる積荷を載せた遠征団はスマトラを去っ

て帰国の途に着いた。９カ月の航海の後に１６２２年１２月１日、一隻だけがオンフル

ール港に帰還したのである。 



 

フランス王国は１６６４年になってやっと、ルイ十四世の政府が東インド会社を作っ

た。そしてイギリスとオランダの東インド会社の向こうを張るために、オルムズや中国

の主要港に商館を開いた。だが東インド会社の商船は三隻しかなく、軍事力はライェ

La Haye提督指揮下の６隻の軍船でロシュフォール Rochefortを基地にし、大砲総数２

３８門、兵員２千１百人が商船の警護に当たった。しかしながらこの海上部隊はコロマ

ンデル沖海戦で粉砕されてしまう。 

１６７０年、フランス東インド会社の遠征団は商船ヴォントゥ―ル Vontour 号でバン

テンに向かった。団長はフランソワ・キャロン Francois Caronだ。キャロンはスラッ

で東インド会社所属でない二隻のフランス船を誘い、三隻の船団を組んで１６７１年７

月６日にバンテンに到着した。持ち込まれた商品は小麦粉２百トン、布２千バール、ベ

チバー根百ピクル、アヘン百ピクルだった。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１６）」（２０２０年０８月２５日） 

 

キャロンのその行為はフランスの威勢を見せつけんがための振舞いと解釈された。そ

の時バンテンにいたイギリス人は次のように書き残している。「キャロン氏はたいへん

な華麗さをもって、ここにやって来た。２０人の警護兵と一団のラッパ鼓隊ばかりか、

ご本人は盛装した騎馬隊を引き連れていたのだから。」 

後にポンディシェリ Pondichery を建設するフランソワ・マルトン Francois Martin

は皮肉な口調で、「本当は一隻でやってくれば十分だったのだ。キャロンはバタヴィア

の表門で新しい強大な勢力の出現を演出したかったのだろう。」と述べている。 

 

キャロンはまずバンテンの港湾長カイツーKaytsuの出迎えを受け、船で川をさかの

ぼって王宮に向かった。カイツーはムスリム華人だ。王宮では、バンテンの統治者スル

タン・アグン・ティルタヤサ Sultan Ageng Tirtayasaへの挨拶と贈り物で終わった。 

フランス人は上陸してバンテンのプチナン Pecinan（華人地区）に居所を構えた。７

月１６日、バンテン王は５０人の近衛兵を従えてフランス人の居所を訪れた。キャロン

は百人の水夫を整列させて王を迎える。キャロンはバンテンにフランス商館を開く許可

を願い出た。王はキャロンに尋ねた。フランス人の商業会社の目的は何なのか？船団の

目的地はどこなのか？何を買い付けたいのか？持参した現金はどれほどあるのか？ 

 

翌日からフランス人の商活動に熱が入った。小麦粉はバタヴィア在住のフランス人フ

レイバーガーvrijburger（ＶＯＣの拘束を受けない自由市民）が買った。バンテンでは

アヘンの流通が固く禁じられていたため、かれらはアヘンをどうすればよいのかを思案

した。 



ヌサンタラのフランス人 

キャロンはダマル樹脂、スラッ製大型机ふたつ、大型鏡ひとつ、銃１ダース、ワイン

などの王への贈り物をたくさん持って、王宮を訪れた。そしてフランス人もイギリス人

と同様の待遇と特権を与えられることが約束された。王はフランス人に５軒の小さい家

屋を与えた。もちろんプチナンの中だ。 

キャロンは８月末にヴォントゥ―ル号ともう一隻を率いてバンテンを後にし、スラッ

に移った。船はバタヴィアの華人から買った砂糖が満載された。バンテンの砂糖はイギ

リス人が買い占めたために、バタヴィアまで買いに行かざるを得なかったのだ。残った

もう一隻はコショウが満載されるのを待ってバンテン港にとどまっている。 

フランス商館はランプン産コショウ２千５百バハルを買付て船に積み、船は１０月３

１日にバンテンを出港した。フランス遠征団のお偉方たちもほとんどが去って行った。

商館に残ったのはジョン・バティスト・ギロン Jean-Baptiste Guilhenを筆頭に、もう

ふたりの幹部、そしてふたりの商館員と８人ほどの警備兵だけだった。 

フランス人は粉コショウを作るための風車を建設し、その新テクノロジーが大評判を

巻き起こした。しかしその一方で、オランダとフランスの戦争が始まるだろうという予

想がバンテンに広がって行った。ＶＯＣはバンテン王がフランス人を使ってバタヴィア

に歯向かってくることを想定していたのだから。 

１６７２年３月２９日、フランスとイギリスは、同盟してオランダと戦うことを決め

た。その結果、フランス人はインドとセイロンでオランダと戦争している。そのとき、

トリンコマリーTrincomalee とマイラプール Meilapurの沖で行われた海戦でライェ提

督指揮下の船隊はレイクロフ・ファン・フンス Rijckloff van Goensの指揮するオラン

ダ船隊に敗れ、大勢のフランス人が捕虜になり、捕虜はバタヴィアに運ばれた。捕虜は

バタヴィア港の埠頭で監禁され、またバタヴィア市内に前から居住していたフランス人

もスパイ容疑で全員が捕らえられた。 

華人が寺院を建てて宗教祭祀を行っていることを知ったフランス人は、カトリックの

礼拝所を商館内に作って宗教祭祀を行う許可を王からもらい、ポルトガル人神父アント

ニオ・ドゥ・ジェズ・フェルナンデス Antonio de Jesu Fernandesをその仕事に就かせ

た。この神父はバンテンがオランダに占領されたときにバンテンを退去している。[ 続

く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１７）」（２０２０年０８月２６日） 

 

１６７２年４月３０日、スラッからヴォントゥ―ル号が鉄棒１千本を運んできて、港

湾長カイツーに売った。その船で新フランス商館長ヴィリセル Viricelもやってきた。

新商館長はギロン以外の幹部ふたりを業務に不熱心であるという理由で左遷し、ギロン

を副商館長に任命した。 

６月末に別のフランス船がバンテンに入港し、荷を得て１０月に出港した。そのころ

ＶＯＣは８～９隻の船をバンテン沖に配備して海上封鎖を行っており、トンキンと台湾



から来たイギリス船３隻が拿捕されている。フランス船は一旦は無事にバンテンから遠

くまで離れたものの、船長が病死してしまったためにバンテン港に戻って来た。その行

為はＶＯＣの鹵獲船を増やすだけのことでしかなかった。 

ヴォントゥ―ル号も同じころにバンテンにやってきて、コショウを積み込み、またバ

タヴィアの華人商人から日本産の銅を買ってバンテンを去った。ヴォントゥ―ル号はＶ

ＯＣの海上封鎖を巧みにくぐり抜けている。 

 

そんな事態をバンテン王宮が黙って見ているはずがない。ＶＯＣのバンテン封鎖は交

戦国イギリス・フランスへの単なる敵対行動ではないのである。それは独立王国バンテ

ンに通商目的にやってくる船に対する明らさまな妨害行為であり、ＶＯＣがバンテンの

国力を殺ぐことを副産物にしようとしているのは疑いないことだったのだから。イギリ

ス・フランス以外の船であろうと、ＶＯＣの武装船に捕まるとバンテンをやめてバタヴ

ィアへ行くように強制された。 

バンテン王国は１１月から持ち船の武装強化を開始し、１２月に入ると海岸線に２キ

ロに渡って設けられている石造りの防壁の改修工事にとりかかった。サンゴ岩が焼かれ

て石灰が作られ、それで石をつなぎ合わせるのである。大砲の台座にするため、華人木

工屋に木製荷車が何百台も発注された。イギリス人はスルタンに大砲２７門と火薬を寄

贈した。戦争に従事させるため、身体強健な者の徴兵検査が行われ、同時に戦費を支え

るために社会に新税が課された。バンテン在住のＶＯＣ代表者は閉門蟄居が命じられ、

百人の兵士による厳重な監視下に置かれた。 

そのころ、バタヴィアでは抑留されていたフランス人兵士らが少人数のグループで少

しずつ解放され始めた。まとめて解放すれば反乱を起こすおそれがあるためだ。だがＶ

ＯＣの本音は多分、無料で食べ物を捕虜に供与する費用を惜しんでのことだったのでは

あるまいか。 

かれらは続々とバンテンにやってきたし、またＶＯＣに雇用されていたフランス人も

ＶＯＣを脱走してバンテンに来た。オランダ側に就いて同胞に銃口を向けるようなこと

をしたくなかったのだろう。 

そんなこんなで、１６７４年２月のフランス商館居住者は５０人に達し、更にその年

１０月には１１８人を数えた。その間、事実上ギロンがフランス商館責任者として采配

を振るっている。 

 

だが１６７４年７月末にＶＯＣがバンテンの海上封鎖を解除したことで、大戦争勃発

の危機は回避された。その裏側にはイギリスで議会の突き上げに押された国王チャール

ズ二世がイギリス＝オランダ間の和平条約に調印していた事実があったからだ。だがイ

ギリスが手を引いたからと言って、ＶＯＣのフランス人に対する態度も軟化したという

わけではない。フランス人に対して、更にはバンテン王国に対して、ＶＯＣの圧力は強

まりこそすれ、扱いにたいした変化は見られなかった。バンテンに大量に溜まったフラ

ンス人はイギリス船でバンテンから運び出されて行った。 



ヌサンタラのフランス人 

１６７８年９月１７日にオランダのネイメーヘンで和平条約が結ばれたが、バタヴィ

アのＶＯＣがフランス人への圧力を緩めたのは１６７９年６月であり、和平条約の公表

は８月１日にやっとなされた。実際に和平条約がヨーロッパで結ばれても、ほとんど一

年間ＶＯＣはそれを無視したということだ。バンテンのフランス商館はようやく普通の

商活動ができるようになった。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１８）」（２０２０年０８月２７日） 

 

バタヴィアのフレイバーガーで、バンテンに逃れて来ていたエチエンヌ・ジュアンニ

Etienne Jouanniがジャワでの取引を再開させる意向をギロンに語り、ギロンは始末に

困っていたアヘンをジュアンニに預けることにした。ジュアンニはそれをジュパラで売

り払う計画を立てた。 

ところがその道中でジュアンニの隊商は、マカッサルからマタラム王国を荒らしに来

ていたブギス人戦闘部隊の攻撃を受けて荷物はすべて略奪されたのである。その損害は

フランス商館の損失を肥大させたことから、フランスの本社におけるギロンの評価は悪

化した。 

 

１９７９年１２月末、フランス船到来を前にしてギロンは大量のコショウ、種々の布

類、龍涎香などを仕入れた。最初にやって来たフランス船はトンキン号で、バンテン経

由トンキンを目的地にしていた。他にもヴォントゥ―ル号を含めて二隻がばらばらとバ

ンテン港に到着した。それらの船は陶器・白檀・ミョウバン・銅そして錫と鉛などを積

んで来た。ヴォントゥ―ル号の目的地はシアム Siamであり、シアムにフランス商館を

開設する使命を帯びていた。運よくその目的は達せられ、シアムの使節がフランスを訪

れることになった。 

フランス国王夫妻と宮廷そして政府の要人たちのための大量の贈り物を積んだヴォン

トゥ―ル号がバンテンに戻って来た。贈り物の中には雌雄一対の若い象まで入っていた

のだ。だがヴォントゥ―ル号はそんな大量の人と荷物を積んでインド洋を渡るには小さ

すぎたのである。使節一行はフランスに戻るもっと大型の船がバンテン港を出るまで、

待たされた。 

ギロンはその高貴な一行を処遇するために、またまた心労と疲労を重ねることになっ

た。一行は９月に大型船でバンテンを去った。 

 

ギロンは病気にかかって業務を休まざるを得なくなった。ギロンの心は故郷フランス

への帰心矢のごとしだったものの、また思わぬ事態の変化によって、かれの帰国は混乱

の渦に巻き込まれてしまう。 

王位を息子に譲ったスルタン・アグン・ティルタヤサと新王スルタン・ハジの間で抗

争が始まったのだ。前王は譲位相手を間違えたと思ったのだろう、新王を退位させて別



の息子を新スルタンにしようとしたが、既に新王として即位したスルタン・ハジは王国

の主として父親が強いる退位に応じようとしなかった。 

抗争は武力闘争に発展して、バンテン市内も戦火にさらされてしまう。バンテン王国

を牛耳ろうとしていたＶＯＣがこのチャンスを放っておくはずもない。ＶＯＣがスルタ

ン・ハジをそそのかしたという話もあるくらいで、父親の側に着いた兄弟一族対スルタ

ン・ハジ＋ＶＯＣ連合軍という戦争への道を、事態は歩んで行ったのである。 

１５万人の住民を擁していたバンテンの町から、住民の姿が消えた。家屋は燃やさ

れ、兵隊か、さもなければ命知らずの男たちによって残されていた財貨が略奪された。

バンテンにいた外国人商人の中には、バタヴィアに難を避けた者も少なくない。だがフ

ランス商館を預かるギロンにそんなことはできなかった。バタヴィアにフランス商館を

置かせるようなＶＯＣであれば、バタヴィアの発展など夢物語だ。 

町中にある商館は略奪者にとって絶好のターゲットになる。ギロンは海上の方が安全

だろうと考えて、バンテン港に停泊中の船に頼んで商館の財産を預けた。ところが停泊

中の外国船にまで略奪の手が伸びて行ったのである。こうしてバンテンのフランス商館

はあらゆるものを失い、バンテンにおける短い歴史を閉じた。 

戦火の下を生き永らえたギロン自身も、１６８２年５月２７日にバンテンを去ってバ

タヴィアに移った。ＶＯＣの操り人形になったスルタン・ハジが出した全外国人の追放

命令がギロンのバンテンにおける１４年間の歴史さえ奪ってしまったのだ。スラッから

バタヴィアにフランス人を迎えに来たヴォントゥ―ル号に乗って、ギロンは東インドを

去った。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（１９）」（２０２０年０８月２８日） 

 

フランスに戻ったギロンは、それでも東インド会社から与えられるであろう表彰と報

酬に一縷の望みを託していた。ところがパリの本社でギロンが受けた待遇はかれのあら

ゆる希望を打ち砕いてしまったのである。 

会社役員会はギロンを尋問した。そして全財産を商館に保管してそれを守るための努

力を払おうとせず、財産すべてを外国船に預け、おまけにポルトガル船に預けたために

商館の全財産が失われたのだとギロンの処置を非難した。ギロンは会社に対して全損害

の弁償を命じられ、１４年間のバンテンにおける汗と涙と血の代償は一瞬にして消え失

せてしまった。 

 

まだヨーロッパの知識になっていない土地をこの脚で訪れ、その地に暮らすひとびと

の営みをこの目で見たいという知性の欲求に駆られて、軍船を降りたフランス海軍少尉

が密かな放浪の旅に出た。言うまでもなく、それは脱走行為に該当する。 



ヌサンタラのフランス人 

１７４０年トゥールーズ Toulouseに生まれたピエール・マリー・フランソワ・ド

ゥ・パジェ Pierre-Marie Francois de Pages は１７歳でフランス王国海軍に入隊し、

剣と弾丸の中を何度もかいくぐった経験を持ち、２６歳で少尉に昇進した。 

パジェの乗った軍船ラデデニューズがサントドミンゴに停泊中、かれは船を降りて無

断で旅に出た。１７６７年６月のことだ。最初かれはアメリカ大陸のルイジアナに向か

った。 

次いでヌーヴェルオレオン Nouvelle-Orleansを経て西に向かい、テキサスのレッド

リバーをも渡った。その間かれはアメリカインディアン・クレオール・スペイン人らと

生活を共にし、ひとびとの暮らしを観察した。メキシコに入ったのは１７６８年２月２

８日だった。かれはヌーヴェルオレオン以来３千２百キロを踏破したことになる。 

 

３月２４日にアカプルコに達すると、太平洋を横断する船を探した。船は４月２日に

出港した。百人を超える乗客が乗った船は６月１０日にグアム島に着いた。グアム島は

当時幹線航路から外れた島であり、その船は８年ぶりにこの島を訪れた珍しい船だった

ようだ。船は更にフィリピンを目指し、パジェはサマール島で降りてから６月１５日に

マニラに入った。 

７カ月間のマニラ滞在中、かれは原住民と共に暮らすことを望み、その生活を観察し

た。かれはこう書いている。 

ここでは男も女も半裸で暮らしている。かれらの茶色い肌が天然の衣服のようなもの

なのだろう。家族はたいへん仲が良く、寝る時は全員が同じ部屋で眠る。かれらの顔つ

きは明るく、節度があり、他人に手を貸すことを厭わない。ただ、好奇心があまりにも

強すぎる。暮らしぶりは質素で勤勉であり、礼儀正しく、話す口調も奥床しい。ムスリ

ム海賊の跋扈だけが最大の瑕疵である。 

パジェはほんの数日で原住民の言葉や習慣を理解し、そこでの暮らしにあまり困らな

かったようだ。 

当時のマニラは住民人口８０万人の大国際都市で、東インド人・華人・ムラユ人・シ

アム人・インド人・アルメニア人・ユーラシア混血者・日本人などが入り混じって暮ら

していた。街並みは美しく整然としており、平屋の豪邸の並びにはスペイン人が住み、

別の場所には賑やかな原住民居住地区がある。華人は広東や金門出身者が２万人ほどい

て、カトリック教徒として安全に暮らせるマニラ一帯に移住して来た者たちだ。パジェ

はかれらをトップクラスの商売人と見た。もちろんそこには密輸や闇取引も含まれてい

る。華人は愉快そうなフレンドリー表情で他人を丁重に遇し、どんなことでもすぐに自

分の身体を動かして即座にそれを行う。熱帯に住む人間の怠惰さはかれらにない。 

マニラには毎年、中国のマカオ・広東・金門間を５～６隻の船が往復し、もう一隻は

シアム～インド、更に一隻はバタヴィアに往来している。１７６９年３月７日、パジェ

はバタヴィアに向かう船でマニラを去った。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２０）」（２０２０年０８月２９日） 



 

マニラからバタヴィアに向かった船はどこにも寄港せずに４月１５日、バタビア港に

到着した。パジェがバタヴィアで受けた印象はマニラと大違いだった。マニラで接した

原住民の暮らしぶりは明るく陽気で、楽しそうに生きているというのに、バタヴィアの

町は硬く重苦しい空気に包まれていたのである。 

マニラのスペイン人と違ってオランダ人は原住民と混じり合って生活することができ

ないのだ。オランダ人は虚偽に満ちた、人間性に欠ける極端な統治方法を執り、通商保

全のために硬軟あらゆる手を使い、地元民と頻繁に戦争を行い、バタヴィアの周辺社会

とも緊張状態を続けている。通商に使われるべきエネルギーが抗争で使い果たされたな

ら、オランダＶＯＣは早晩この地から消滅するしかないだろう。 

パジェの観察は決してかれだけのものでなかった。非オランダ人でかれと類似の観察

をした者は何人もいる。 

 

パジェは城壁に囲まれたバタヴィア城市の内外を歩き回った。城市の外を囲む地区を

かれは三つに区分した。ひとつはポルトガル系とインドのマラバルやベンガル系住民の

地区で、道路や家屋はオランダ様式の影響を受けている。もうひとつはたいへん広いエ

リアで、華人街になっている。このエリアはたいへん活発で、また生活技術のレベルが

高い。金持ちの家は別にして一般庶民の家屋はたいへん質素であり、ほんのあり合わせ

で作ったようなものだ。家屋が密集してスラムを形成しているため、道も狭い。住民が

作った物があちこちに置かれている。 

 

三つ目の地区は居住者がまばらな、もっと広大なエリアで、そこに住んでいるのは東

インド島嶼部のプリブミであり、ジャワや他の島々の原住民やインド人商人たちだ。こ

のエリアの家屋や庭園はオランダ人金持ちのものと違わないくらいきれいでよく手入れ

されている。原住民の暮らしはたいへんシンプルで、食事は飯と果物を食べる。衣服も

質素だ。 

オランダ人の家屋は大きく快適で、表にベランダを持ち、庭園は自然が一杯で川が引

かれて小島が浮かんでいる。これまでのやり方に反してパジェは、バタヴィアでだけは

原住民の暮らしに入ろうとせず、ヨーロッパ人の家で暮らした。 

 

アジアの女はあまり家から外に出ない。華人はたいてい結婚相手の女性をほとんど知

らないで妻にする。結婚が決まった娘がいる家は窓に花を生けた花瓶を置いている。 

ジャワ人は身体が大柄で、心優しく、顔つきは柔和だ。フィリピンの原住民よりもジ

ャワ人のほうが高貴な様相をしている。ムラユ人は小柄で太っており、目つき顔つきは

あまりフレンドリーでない。 

オランダＶＯＣがこの東インド島嶼部をあらかた支配下に収めているというのに、オ

ランダ人は落ち着いて統治行政を行い、通商に精を出すことをせず、原住民との抗争や

戦争に明け暮れていることをパジェは不可解な思いで眺めた。かれはフィリピンで見た

こととそれを比較する。 



ヌサンタラのフランス人 

スペイン本国とフィリピンのスペイン人は同一宗教である原住民の民生を保護して、

原住民と一体になったコロニーを作ろうとしている。そのため、スペイン人と原住民の

結婚を庇護こそすれ、阻害したり困難さを与えようとはまったくしない。反対にバタヴ

ィアではオランダ人が優良人種で統治支配者であり、社会の中で劣等人種との間に格式

の差を設けている。その人種差別がマニラの顔とバタヴィアの顔の間に違いを生んでい

る。 

そのパジェの分析はバタヴィアに関する限り、その後の歴史が証明して見せているよ

うだ。１７６９年８月２日、パジェはバタヴィア港からイギリス船に乗ってインドを目

指した。かれの世界一周の旅は１７７１年１２月５日にマルセイユに帰還して終わりを

告げた。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２１）」（２０２０年０８月３０日） 

 

パジェより一足先にバタヴィアを訪れたフランス人がいる。それはルイ・アントワ

ン・ドゥ・ブーゲンヴィル Louis-Antoine de Bougainville。かれは元々パリの弁護士

事務所で弁護士をしていた人間だ。その後、フランス王国軍に入り、ルイ十五世の親衛

隊船長を務め、北米でのイギリスとの戦争に従軍した。 

かれはマゼランの世界周航を真似たいという念願を抱き、純然たる学術を目的とした

世界周航の実現を国王に説いて賛同を得、国家行事として１７６６年１２月に二隻の船

団による世界周航の途に着いた。 

大西洋を縦断してからマゼラン海峡を通過し、４２日目にタヒチ島に到着。そこで十

日過ごしたあと、マルクへは２カ月の航海だった。その途中、頂上が厚い雲に覆われた

５千メートル級の山を擁する山脈が浮かんでいる大きな島の脇を通過した。海岸線は荒

れ地で何も栽培されておらず、果実を育む木も見当たらない。島があると乗組員たちは

その姿を眺めるために船端に集まって来るのだが、なにしろ４５人が壊血病で倒れ、柑

橘類とワインで闘病中だったから、船は静かに進んでいるばかり。その島がパプア島だ

った。 

すると突然、両舷側にアウトリガーを装備した手漕ぎの小舟が出現した。真っ黒い男

がひとりでそれを漕ぎ、男の鼻には黄金のリングがきらめいている。そばに乗っている

数人の男たちは武器として槍を持っている。かれらは少量の水と、かれらの食糧と思わ

れる粉状のものを持って来た。他にも果実や芋類がある。だが残念ながら、それでは少

なすぎるのだ。 

乗組員たちはハンカチ一枚と小さい鏡を一個かれらに代償として与えた。多分かれら

にとっては少しも珍しい物でなかったにちがいない。かれらはゲラゲラと笑い転げてい

た。 

 



８月３１日、セラム島が見えて来たので、二隻はオランダ国旗を掲げた。ところが港

に接近してから、陸上の様子がはっきりとわかった。島の中は戦争状態だったのであ

る。原住民がオランダ商館を焼き討ちしてオランダ人を島から追い出した直後に二隻が

やって来たということだ。二隻は仕方なくブル島カイエリ湾に船首を向けた。そこには

オランダ商館がある。 

カイエリ湾で錨を下ろすと、ＶＯＣの軍服を着た丸腰の兵士がふたり、小舟でやって

きてかれらの規則を言い立て、来航の目的を尋ねた。ＶＯＣの船舶でない船はアンボン

島の行政長官の許可なくこの地域に来航してはならない。 

建前の演技はそれで終わり、ＶＯＣ兵士はここの商館長宛に航海経路・現在の状況・

航海目的などについて手紙を書けと言う。ブーゲンヴィルの書いた説明書を兵士は持ち

帰った。結局ブーゲンヴィルと幹部数名に上陸許可が下り、商館長の事務所兼邸宅に招

かれた。その邸宅はいささか中華風建築様式で建てられ、小川が走る美しい庭園に囲ま

れており、そこから海岸へ小道が伸びている。邸内では中華服を着た商館長の妻と娘た

ちが中を花などで飾るのに大忙しの態だった。家具類も中華風のものだ。 

商館長はバタヴィア生まれで、かれはアンボンの欧亜混血女性を妻にした。晩餐が供

され、たいへん強いビールが出された。一行はそこに滞在中、鹿の肉を堪能した。しか

しパンはなく、飯で代用せざるを得なかった。この地で作られるパンはサゴの粉を使っ

たものしかできない。 

 

９月７日、一行はカイエリ湾を出帆してバタヴィアに向かった。スラウェシ島沖を航

行し、バタヴィア湾に散らばる１千の島々に達してから港に向かい、バタヴィア城市内

の教会の尖塔が視野に入ったのは９月２８日のこと。 

東風の季節から西風の季節に移り替わる時期が疫病の隆盛期であることを慮って、ブ

ーゲンヴィルはしばらく様子を見るためにエダム島の近くで停泊することにした。 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２２）」（２０２０年０８月３１日） 

 

バタヴィア湾にはＶＯＣの船が十四隻ほど停泊している。沿岸警備の小船がフランス

船に近寄って来て、オランダ語の文書をいくつか示し、来航の目的を質問した。 

フランス船の目的を知ったファン・デル・ルイス Van der Luys港湾長はＶＯＣ東イ

ンド総督に会うよう勧めた。港湾長がオランダ国旗への敬意を表して礼砲を十五発撃つ

ようブーゲンヴィルに求めたので、ブーゲンヴィルも同じことをフランス国王に対して

行うよう要求した。港湾長はフランス船のためにさまざまな飲料と食材を用意してくれ

た。 



ヌサンタラのフランス人 

さて、ファン・デル・パラ Van der Parra東インド総督はバタヴィア城市から１２キ

ロほど離れたヴィラで休養中とのことであり、太陽が昇ると暑くなるから、訪問は朝早

ければ早いほどよい、と港湾長は言う。総督はフランス人を歓待してくれた。ＶＯＣ上

級幹部たちもフランス人を公式晩餐に招いてくれた。政務長官、最高裁長官、海軍副司

令官たちだ。フランス人一行は家を一軒借りて住み、バタヴィアで唯一の乗り物である

馬車を使ってその地を見て回った。馬車は二頭立てだった。 

ヤカトラ Jacatra通りにある上級幹部の邸宅は、すばらしい環境の中だ。運河沿いの

広い道路に大きい街路樹が日陰を作って並び、パリの一級道路に匹敵する素晴らしさで

ある。 

 

ＶＯＣ側の歓待は続き、城市内の邸宅や城市外のヴィラで余興にコンサートや演劇鑑

賞まで楽しませてもらった。演劇はオランダ人や華人の芝居だった。オランダ人のヴィ

ラは美しい庭園に囲まれて、中は涼しく心地よい。フランスのヴィラもこれには及ばな

い。ただ問題は城市内の運河を流れる水が腐っていて臭いことだ。おまけに湿気が強く

てヨーロッパ人の健康には最悪である。 

街並みは整然としている。建物はいつやって来るか分からない地震にそなえて、二階

建てのものまでしか建てることが許されない。しばらく前からＶＯＣは社員の私的な取

引を禁止した。社員の行う取引はすべて会社のためでなければならないのだ。更にＶＯ

Ｃのために働いているすべてのヨーロッパ人は、本国送金をすべて会社を通じて行うよ

う義務付けられた。会社はヨーロッパへの送金に上限金額を定め、そして８％の口銭を

かける。もちろんヨーロッパへ行く人間に、密かに現金を委託することは不可能ではな

い。しかし東インドＶＯＣが流通させている現金は独自のものであり、すぐに分かる。

ヨーロッパで使うことはできず、両替が不可欠になるのだが、両替時に２８％が割り引

かれるから、馬鹿なまねをする者はいない。 

 

ブーゲンヴィルが見たバタヴィアの印象は、パジェの受け止めた印象とほとんど違わ

なかった。バタヴィアほど社会階層が明確に区分されている土地は世界のどこにもない

だろう、とかれは書いている。 

ひとりひとりの人間がそれぞれの社会的ポジションに置かれ、社会的にそれを明瞭に

示すシンボルと社会ビヘイビアを世間に表すことが厳格に行われている。ピラミッド構

造の頂点は総督であり、イードゥルヒールズ edel-heersの称号で呼ばれる。その下が

東インド参議会議員、最高裁判事団、宗教機関トップであり、ＶＯＣ幹部社員、海軍士

官がその下にいて、一般の兵隊たちは最下層だ。軍人がピラミッド構造の上部に置かれ

たことはない。 

その理由は簡単だ。ＶＯＣは会社なのであり、軍隊は会社の下部構造における現場の

武力行動を担う機能しか持たないのだから。おまけに兵隊の大半は非オランダ人なので

ある。 

東インド参議会は総督宮殿で週二回、議会を開く。参議院は総勢１８人だが、喜望

峰・セイロン・コロマンデル・ジャワ島東部・マカッサル・アンボンなどの地域行政長

官が含まれていて、全員がバタヴィアに住んでいるわけではない。 



ピラミッドの上部にいるひとびとは黄金で装飾された馬車を持ち、路上を通行すると

きはふたりの使用人が馬車の前を走って路上の人間を脇へよけさせ、馬車の露払いをす

るようなことが許されている。路上でかれらの馬車に出会った下層の馬車は、必ず停車

して通行の邪魔にならないようにしている。路上にいる人間は男も女も必ず立ち上がっ

て、黄金の馬車に敬意を表さなければならない。総督だけが黄金で飾られた馬車を６頭

の馬に引かせている。総督の馬車がやってくれば、自分の馬車に乗っている者も全員が

馬車から降りなければならない。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２３）」（２０２０年０９月０１日） 

 

バタヴィアで一番人気の役職は港湾長だ。港湾長は外務大臣に似ている。バタヴィア

には港湾長がふたりいて、ひとりはキリスト教徒を扱い、もうひとりはインド人や華人

を担当している。つまりはヨーロッパ人とアジア人が区別されているということだ。こ

のバタヴィアというヨーロッパ人コロニーには華人が１０万人住んでいる。 

ジャワ島にはＶＯＣの直接支配下にない、独立している王国が三つある。マタラム王

国、バンテン王国、チルボン王国がそれだ。行政上は独立していても、統治者はＶＯＣ

に服従している。それらの独立地区にはすべてＶＯＣの出先機関が置かれ、要塞を構え

て軍隊が駐屯している。ＶＯＣは米・砂糖・鉛・アラッなどをＶＯＣの求める量と価格

でそれらの独立地区から買い上げ、アヘンをかれらに売る。これは実に大儲けの商売で

ある。 

テルナーテ・ティドーレ・アンボン・バンダ・セラムなどからスパイスがバタヴィア

に送られてくる。そしてヨーロッパの需要を満たすに足る量をたくさんの船に積み込ん

でヨーロッパに積み出す。バタヴィアはその中継港なのだ。その年の分の積み出しが終

われば、まだ倉庫に残っているスパイスはすべて焼却される。 

 

各地のオランダ商館を守護する要塞に駐屯している守備隊の戦力は、アンボイナでは

指揮官の大尉とふたりの砲兵士官が兵士１５０人の指揮を執っている。バンダは大尉ふ

たり、少尉ふたり、砲兵士官ひとりで兵員３百名を指揮している。テルナーテの守備隊

は大尉ひとりと砲兵士官ひとりが兵員２５０人を指揮している。マカッサルでも３百人

の兵員を大尉と少尉が各ひとり、砲兵士官がひとり指揮している。 

ブーゲンヴィルはその戦力図をＶＯＣの弱点と見なした。そんな防衛力では、本格的

な攻撃を受けたときにスパイス産地は容易に敵の手に落ちてしまうだろう。ましてや兵

員の多くは外国人傭兵なのであり、しかも不健康な熱帯での不健全な生活で、戦闘もな

いのに多数の兵士が死んでいる。 

そんな脆さにも関わらずＶＯＣがスパイス貿易を独占できているのは、ひとえにヨー

ロッパ諸国の無知が大いなる援軍をＶＯＣに与えているからだ、とかれは感想を述べて

いる。 



ヌサンタラのフランス人 

 

巨大な島スラウェシとボルネオはＶＯＣに黄金・絹・貴木・ダイアモンドを提供し、

ＶＯＣはインドやヨーロッパ産の鉄や綿その他の商品でそれを手に入れている。 

スパイスに関してＶＯＣは、シナモンはセイロン産をメインにし、ナツメグはアンボ

ン、クローブはバンダで、１２月から収穫期に入る。１月にバタヴィアから船がやって

きて、４～５月にバタヴィアに戻る。 

スパイス生産は世界の需要をしのぐ量があり、そのためにＶＯＣは定期的に産地の木

を伐採して減らしている。それらのスパイス産地で業務に携わっていた社員が退職する

とき、会社は地図・海図・測量図その他の資料をすべて会社に返却させ、文書は何も持

っていないことを誓約させてはじめて退職させている。 

 

１０日間のバタヴィア滞在でブーゲンヴィルは歓待を愉しんだものの、乗組員がさま

ざまな熱帯病に倒れて死亡する者が続出したため、このヨーロッパ人の墓場を早く退去

しなければ世界周航が果たせなくなると考え、かれは早朝５時に出港した。船隊は１７

６９年３月１６日にサンマロに到着し、１７６６年１２月にノンツ Nantes を出て以来

２年４カ月をかけたフランス人の世界周航が完結した。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２４）」（２０２０年０９月０２日） 

 

フランス人文学者もヌサンタラにやってきた。代表格は詩人アルチュール・ランボー

Arthur Rimbaudだろう。ランボーの東インド植民地軍脱走物語は拙作「ニャイ～植民

地の性支配」＜ http://indojoho.ciao.jp/koreg/libnyai.html ＞に述べられているの

で、ご参照ください。 

ランボーの逃走経路について「ニャイ」では、かれはサラティガからスマラン港まで

徒歩で移動し、スマランからバタヴィアへ船で密航してから、オランダ以外の船に乗っ

た可能性が語られているが、かれはもっと危険の少ない方法を選択したそうだ。 

ランボーはスマラン港からブラウン船長が指揮するイギリス船 The Wandering Chief

号にエドウィン・ホームズの偽名で乗船し、９９日後の１８７６年１２月６日にアイル

ランド南岸のクイーンズタウンで下船した。そしてその年１２月３１日、かれは出生地

シャルレヴィーレにある一族の家に姿を現したのである。 

 

オノレ・ドゥ・バルザック Honore de Balzacはジャワ島への旅を著わした。１８３

２年１１月に出版された「パリからジャワへの旅 Vorage de Paris a Java」には、ジ

ャワの様子が詳しく叙述されている。 



折りしも、ジャワ人画家ラデン・サレがヨーロッパの画壇に登場して大センセーショ

ンを巻き起こしていたころであり、ヨーロッパがアジアに目を向けてアジアに関するさ

まざまな情報知識がブームになりつつあった時代だ。バルザックはこう書いている。 

ヨーロッパ人、中でも詩人にとって、ジャワに匹敵する垂涎の地は他にない。まず第

一に、ジャワ女性はヨーロッパ人に首ったけなのだ。ジャワ人の家庭を形成しているジ

ャワ女性という魅惑的な存在を描くなら、かの女たちはたいへん色白できめ細かな肌を

しており、顔も色白で漆黒の眉毛と茶色の目がアクセントを添えている。髪の毛の美し

さは比類がない。ジャワ女性の濃くて香りのよい髪を一度でも撫でて見れば、ヨーロッ

パ女性が帽子の中に隠しているあの髪への尊重心は霧消してしまうことだろう。ジャワ

女性はたいていが金持ちで、未亡人だ。 

ジャワ女性たちの感情を押し隠したりあるいは心中に恨みを潜ませる能力は、ヨーロ

ッパのどの女性よりもとびぬけている。かの女たちはあなたを丸ごとわが物にすること

を望み、自分の競争相手に対してあなたがちらりとでも一瞥したなら、あなたへの赦し

は決して与えられない。そのような快楽はざらにあることでなく、またたいそう危険な

のだから、その快楽の深さは十分に想像がつこうというものだ。 

その奇跡の島では、すべてが調和し、すべてが生を輝かし、それを呑み込み、そこか

ら戻る者に死をもたらす。ワイン・コーヒー・茶・アヘンは腹にもたらされた衝撃を通

して直接脳に作用する、われわれの精神の抽象性にのみ和合する重要な四つの刺激剤で

ある。 

あらゆる快楽はひとつになった。ジャワ女性・花・鳥・香料・太陽・空気・全魂をひ

とつひとつの意味に注入する詩。わたしが東インドから戻って以来、それらはわたしの

言葉に溶け込んだ。 

 

ジャワで死ぬ者は幸いなるかな。言うまでもなく、生の問題は存命期間でなくクオリ

ティ、つまり種々の感覚にある。だから、すべての民族が出会い、永遠の廉価な市場、

自ら何層倍もの楽しさを持つ、いつも緑で多様な魅惑の島には、あらゆる種類の伝説の

場所がある。情緒および快楽と危険に満ち溢れているため、われわれの心は共鳴する。

東洋世界に著作家が少ないのはそのせいだ。 

そこでは、他者と交わることができるように、ひとはあまりにもたくさん自分自身の

ことを考えて生きている。もしもその地にあるのが感情だけなら、考え込んでも何の役

にもたたないのだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２５）」（２０２０年０９月０３日） 

 

バルザックの話は続く。 



ヌサンタラのフランス人 

わたしがジャワでまだ長くないころ、この土地の不思議な話を聞いた。地上にあるそ

の種の樹木ではそれが唯一のもの、つまりウパス upasの木の話だ。その実はジャワで

行われている慣習の中で、きわめて大きい役割を果たしている。ジャワの伝統によれ

ば、その木は煮えたぎっている火山の中心部に植えられる。その場所で自然は火山にた

いへん危険な元素を排出させ、それが含んでいる毒素はその木に吸収されて継続的な同

化作用が進行する。どんな科学者の空想的な頭脳も大自然に、その木に、そのたった一

枚の葉にすら及ばないのだ。 

ナイフをウパスの樹皮に力いっぱい突き立てるだけで、ナイフにはその瞬間にシアン

化水素酸の汚染作用が起こる。その有毒な鋼が人間の皮膚にちょっとでも刺されば、被

害者は痙攣や痛み苦しみを少しも示すことなく、即座に崩れ落ちる。人間に死をもたら

すのは鋼を汚染したその樹脂だけではない。その木全体が絶えず猛毒の気体を吐き出し

ているため、ナイフをその木に突き立てたい人間は素早くそれを行って木から離れない

と、突然死体になっている自分を見出すことになる。そうならないように、風上でそれ

を行うのが常識なのだ。吹き抜ける風がその木を通った場合、風は何百メートルも毒素

を運んで行く。風上でナイフを有毒なものにしようとしていたジャワ人も、突然風向き

が変わったら生きては帰れない。 

鳥も動物も、すべての生き物がその危険を知っており、その死の玉座を冒そうとしな

い。木の根幹から枝が生えて周囲に広がり、恐怖の領域を拡大して行く。周辺を通る人

間はますます減少し、木は自己の領土を確保する。周辺に何もない空間に一本の巨木が

鎮座して辺りを睥睨しているのは、あたかも一瞥で不徳の者の生命を失わせる古代アジ

アの王のイメージを彷彿とさせている。 

わたしはその木を見に行った。わたしは可能な限りの用心深さで風下から向かった。

ウパスの木が持つ死の勢力範囲の境界線から木を見たとき、わたしの心は震え上がっ

た。あんなにすさまじく怖ろしい光景をわたしは見たことがない。聖書に出て来る死体

投棄場所や文学者が描く空想の屍に満ちたシーンなど、ものの数ではなかった。 

あたかも死の大王の権勢を示すかのように、大量の白骨がウパスの木の周りをまるで

壮麗な王冠のようにびっしりと取り巻いていたのだ。幹の近くには、白骨がまるで積み

上げられているかのようなものもあった。屍は分解する地虫もいないまま、ただ風化の

時を待っているばかり。白骨は東インドの強い日差しを受けて、光を反射していた。陽

光はさらにすくみ上がるような怖ろしさを現出している。天を見上げて呪いを発してい

るように見える死体の眼はまるで燃えているように輝き、歯は無念の悔しさをかみしめ

るかのように固く結ばれている。このサーカスの輪に入れ。観衆も、ましてや演者もい

ないこのサーカスに。 

世にも怖ろしい静寂を、白骨の擦れ合う音が破る。こんな光景を世界の他の場所で探

して見るがいい。[ 続く ] 

 



 

「ヌサンタラのフランス人（２６）」（２０２０年０９月０４日） 

 

オノレ・ドゥ・バルザックはジャワへの現実の旅をしたことがないのは、つとに知ら

れていることだ。かれはその時代に集められるだけのジャワに関する情報を集め、椅子

に座って空想の翼を羽ばたかせたのである。 

 

ちなみに upasというジャワ語は毒を意味している。この毒の木 pohon upas の伝説が

はじめて世に登場したのは、１３１８年ごろにローマ法王の命によってアジアを旅した

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 の旅

行記の中だ。 

数人の旅人が休息しようとして、広い場所にある巨木の下にやってきた。ところがほ

んの一分も経たないうちに、ひとりが倒れて死んだ。ほかの旅人たちは蜘蛛の子を散ら

すようにそこから逃げ出したが、ひとり、またひとり、と巨木からあまり離れないうち

に地面に倒れて死んだ。 

その巨木、ウパスの木の話はヨーロッパ人に格別のセンセーションを感じさせたよう

で、何百年にも渡って再生産され続けた。１７世紀後半にはドイツ人植物学者ルンフィ

ウス George Eberhard RumphiusがＶＯＣ社員時代にマカッサルでウパスの木の幹のサ

ンプルを入手した。かれの歴史的大作「アンボンの植物」にもウパスの木が登場する。 

この木の周囲では空気がひどく汚染されるため、鳥が飛んできて木の枝に止まっただ

けで、その鳥は意識を失い、地面に落ちて死ぬ。 

 

ヨーロッパ社会にウパスの木をもっとも広範に広めたのは、１７８３年のロンドンマ

ガジンにドイツ人ファース John Nichols Foerschが書いた記事だった。かれはジャワ

に住んだことがある。 

囚人は頻繁にウパスの木の樹脂を取って来るよう命じられてその場所に赴く。十人に

その仕事が命じられても、戻って来るのはひとりだけだった。 

イギリス人文学者 Erasmus Darwin が１７９１年に出した詩集 The Botanic Garden に

ウパスの木は、死をもたらす怪物を生み出す聖なる木として描かれている。 

 



ヌサンタラのフランス人 

本当にジャワにそんな木があるのだろうか？ジャワを征服したトーマス・スタンフォ

ード・ラフルズはアメリカ人自然学者トーマス・ホースフィールド Thomas Horsfield

にウパスの木について調査を命じた。そして明らかになったのは、ウパスの木はその樹

脂が猛毒を持っているだけであり、周囲の空気まで猛毒というのが大げさな話であるこ

とが分かった。ただし樹脂の毒性はすさまじいものであり、ホースフィールドはその事

実に驚いている。 

ニワトリと犬にその毒を試してみたところ、ニワトリは即死し、犬はおよそ８分後に

死んだ。原住民はこの事実を十分に理解していて、敵を殺すためにその樹脂を使ってい

る。この樹脂の毒に触れたら、ひとは痙攣して死んで行く。原住民はこの毒について熟

知しており、マカッサルやボルネオ、あるいは東部地方の島々の民衆は竹の吹き矢に塗

って敵や獲物を倒す。 

１８１２年のホースフィールドの調査報告には、そのような内容が記されている。こ

のより科学的な観察報告によって、その後の学者たちはヨーロッパに数百年間語り伝え

られてきた伝説が根拠のないものであることを啓蒙し始めた。 

ウパスの木に関するわれわれの知識は、この話を故意にヨーロッパ社会に広めようと

した者たちの怖ろしい虚偽であり、同時に実体のないホラ話を信じようとする、偏見を

抱く者たちの過大な先入観が作り上げたものであると啓蒙者のひとりは述べている。 

インドネシアには、いまだにこのウパスの木が存在している。ジャワでの名称はアン

チャルの木 pohon ancar、学名は Antiaris toxicariaとなっている。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２７）」（２０２０年０９月０５日） 

 

フランス人と言えば、バタヴィアのレイスウェイク通り Rijswijkstraat を忘れては

なるまい。東インドの諸所を占領支配していた会社（ＶＯＣ）が破産してオランダ王国

がその債権債務を引き継いだとき、東インドはオランダの植民地になった。 

 

その辺りの状況をもっと正確に述べるなら、１６世紀後半に近隣諸国の支配下から脱

した低地七州が作ったネーデルラント連邦共和国 Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlandenが１７９５年にフランス革命の影響を受けてバタヴィア共和国 Bataafse 

Republiekに変身した中で起こったことだ。 



オランダ王国の誕生はフランス帝国皇帝ナポレオン一世が弟のルイ・ボナパルトをバ

タヴィア共和国の王位に就けた１８０６年のホラント王国 het koninkrijk Holland 成

立ととらえることもできるが、現在のオランダ王国 Koninkrijk der Nederlanden の王

朝を継承するオラニエナッソーOranje-Nassau公家による王国設立は１８１３年にな

る。 

ホラント王国は１８１０年にフランス帝国の領土とされて、オランダの地にあった独

立国は消滅する。すなわち東インドのジャワ島は最初ネーデルラント連邦共和国の中に

作られた会社であるＶＯＣの支配下にあった。ところがＶＯＣは会社活動の衰退によっ

て民間株式会社として破綻をきたしてしまったために、１７９６年にバタヴィア共和国

が国有化した。ジャワ島はこのときに国有会社を通してオランダという国家の所有物に

なったと言える。 

そして１７９９年１２月３１日に会社は解散してしまうが、ＶＯＣに帰属していた資

産はバタヴィア共和国政府の直接管理課に移される。それはルイ・ボナパルトのホラン

ト王国に引き継がれ、更に１８１０年にオランダの地の直接統治者になったフランス帝

国の掌中に最終的に委ねられたというのがその流れになっている。 

 

１８１０年にジャワ島がフランスの植民地になったというのは形式上の話であり、バ

タヴィア共和国誕生以来、ジャワ島は既にフランスの間接支配下に入っていたというの

が実質的な話だろう。 

フランス帝国がジャワ島を敵国イギリスに渡すまいとしてナポレオンにとっての懐刀

であるダンデルスを総督の座に送り込んだ話は拙作「ヴェルテフレーデン」に見られる

通りだ。イギリス軍は１８１１年にジャワ島でフランス＝オランダ軍を打破して降伏さ

せ、ジャワ島をイギリス領にした。 

１８１５年、イギリスは対ナポレオン戦争の間に奪ったオランダ植民地を新設された

オランダ王国に返還したため、ジャワ島でのイギリス統治時代は幕を閉じることにな

る。２０年間にわたってオランダの統治から離れていたジャワは、あらためてオランダ

植民地時代に入って行ったのである。 

 

レイスウェイク通りはハルモニー社交場が完成した後、モーレンフリート南端からコ

ニングスプレインやタナアバン地区に向かう小道が整備されて作られたようだ。そのこ

ろ、ハルモニー社交場を西端にするレイスウェイク地区は総督宮殿や高級ホテルが立ち

並ぶ新バタヴィアの第一級地区であり、ハルモニー社交場の南側に隣接するいくつかの

商店と住宅地区は当然のようにバタヴィアの第一等地区とされた。その西側を通るレイ

スウェイク通りの向こう側にできた商店街もバタヴィア最高級ショッピング街のステー

タスを与えられた。 
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そこでは、パリ最新流行ファッションを取り入れた軍人や市民向けの服の仕立てか

ら、フランスの薫り高い靴やケーキ、更にはピアノまで買うことができた。それらの事

業主の多くはフランス人であり、フランス人はまたレイスウェイク地区近辺のホテルオ

ーナーにもなった。[ 続く ] 

 

 

  



「ヌサンタラのフランス人（２８）」（２０２０年０９月０６日） 

 

事業が大当たりだったかどうかは別にして、バタヴィアのヨーロッパ人社会で名前の

知られたフランス系一族には、ルロー家 Leroux、パスカル家 Pascal、スフェール家

Seuffert、クレソニエ家 Cressonnier、コメール家 Comert、バスチエール家

Bastiere、ジラドゥ家 Giradeau、ランソン家 Rinchonなどがある。 

レイスウェイク通り商店街北端の店が当時バタヴィア最高の仕立屋だったオジ・フレ

ール Oger Freresだ。フランス人の兄弟がふたりで１８２３年に開店したこの店は正

装紳士服を仕立てるバタヴィア最高の店で、パリ最新流行を敏感に取り入れて最新ファ

ッションを顧客に提供する技術は並ぶ者がいないと絶賛された。オジ・フレールは百年

以上にわたって同じ場所でそのビジネスを継続した。 

ルロー家は１８５２年にパリスタイルのパンとケーキの店を開いた。ジョン・スフェ

ール Jean Nicolas Justin Seuffertは１８５７年に靴屋を開き、ジョン・コメール

Jean-Baptiste Marie Comert にその事業を売った。バスチエールは仕立屋の一家だっ

た。ニコラス・パスカル Nicholas Pascalはパリファッションの靴店だった。バタヴィ

アで唯一の眼鏡店デュレ Optiek J.Duretは１８６６年から１８８８年までレイスウェ

イク通りの一角を飾った。 

ルイ・クレソニエ Louis Cressonnier はエチエン・ショロン Etienne Chaulan がオー

ナーだったホテルプロヴォンス Hotel Provenceを１８６０年に買い取ってホテルデザ

ンド Hotel Des Indesに変えた。バタヴィアでトップクラスのホテルになったデザンド

は、世界各国から東インドを訪れる貴賓たちの宿舎になった。 

 

バタヴィアで一旗あげようとやって来たフランス人の中には、舞台役者や演劇関係者

たちもいた。このひとびとにとっては、バタヴィアのヴェルテフレーデン地区北端でパ

サルバルの南側のブロックに作られたヴェルテフレーデンシアターーSchouwburg 

Weltevredenの存在がきわめて大きい役割を果たした。現在ジャカルタ芸術館 Gedung 

Kesenian Jakartaになっているヴェルテフレーデンシアターは恒久建造物になってか

ら１８２１年に使用が開始されている。 

このシアターがフランス人演劇関係者らのホームグラウンドになるのは１８３０年以

降だ。かれらの中に、フランス語教室やダンス教室を開設する者が何人も出たし、女優

の中にこの第一等ショッピング地区にブティックを開く者もあった。 

「バタヴィアで一旗」組の中に、フランスの演劇人デプラース Z Berger-Deplaceが

いた。かれはヴェルテフレーデンシアターの演劇界情報を中心にした新聞の発行を思い

つき、フランス語新聞ラロルニェット La Lorgnetteを１８７５年１０月１日から１８
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７６年２月２５日まで毎週月曜と金曜に４３回発行した。そのスタートは、折りしもフ

ランスでヒットしたオペラやミュージカルコメディなどをバタヴィアで上演するために

パリから劇団がやって来た時期に当たっている。 

デプラースは最初、その劇団にバタヴィアでのマネージメントをオファーしたが、準

備万端整えて来たのでバタヴィアで新たな人間を雇う必要はないと劇団側はそれに答え

た。かれは仕方なく引き下がったものの、それに代わって新聞発行のアイデアが脳裏に

浮かんできたということらしい。 

新聞には劇評や演題などの案内、あるいは文化関連記事、そして広告が紙面の広い部

分を占めた。１部５０センの値段で販売され、バタヴィアのフランス人やベルギー人、

そして 

フランス語を解する文化愛好ヨーロッパ人たちがそれを買った。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（２９）」（２０２０年０９月０７日） 

 

ラロルニェットはシアターの中や出入り口、シアター内でフランス人が開いているカ

フェなどで販売され、売れ行きは上々だったようだ。「マスク劇の悲劇」と題する連続

小説が掲載されていたり、詩の一節やエスプリの利いたフランス人好みのバタヴィア批

評なども読まれ、さらにコミュニティ内で役立つ広告もあったから、内容的にも悪いも

のではなかったにちがいない。 

ところが第３９号まではとんとん拍子に進んで来たというのに、フランスの劇団が直

近で上演した「ロッシーニ音楽とウイリアム・テル」と題する芝居がデプラースの眼に

たいへんな愚作であると映った。かれの演劇批評スピリットはそれを黙って見過ごすこ

とができず、痛烈で辛辣な批評がラロルニェット第４０号に掲載された。 

劇団側の逆鱗に触れたラロルニェットの流通がシアター内で禁止されることになる。

バタヴィア人にとって文化的クオリティの切磋琢磨よりもビジネス上の成功の方がはる

かに重要事項であったことは疑いもない。それはバタヴィア誕生以来、現在のジャカル

タに至るまで連綿と継続している栄枯不滅の鉄則なのである。 

デプラースは第４３号まで発行を続けたものの、売れなくなってしまったラロルニェ

ットは回復のきざしを見せず、デプラースは終に諦めて休刊宣言を出した。しかし復活

の日はやって来なかった。 



ラロルニェットに掲載された宣伝広告の中には、次のようなものが見られた。 

- オジ・フレールではパリの最新ファッションレース製品、シャツ、靴下、女性

靴などが入荷しています。 

- ガンプチェノガン Gang Petjenonganのマダム・デュフォール店は女性服の仕

立てと、シャツ・カラー・ネクタイ・子供服・仕立上がり服・スーツ・スコッ

トランドスカート・シーツ類など豊富な商品を販売しております。 

- パリの著名テーラー、マダム・タバーディは全バタヴィア女性に日用服やパー

ティドレスの仕立てをお任せくださるよう、お願いします。 

- マダム・コードレー店はフランス製の新着女性下着を取り揃えております。 

- 金箔・絵画・銅加工・絵画と家具修理のＣ．ベイリーで浴室鏡・支え具・透写

紙・大理石・透写用ビロード・皮革などをお求めになれます。 

- 音楽レッスン。ファン・デン・ボシュ防衛線（ブグルブサール Bungur Besar）

の海軍司令部裏の管弦楽団長Ａマルタンはバイオリンと歌のレッスンをお引き

受けします。 

- レイスウェイクの香水店ペクーは女性ヘアデザインの専門家です。 

 

バタヴィア居住者人口の中でヨーロッパ人はヨーロッパ系プラナカンを含めて５％に

満たなかった。人口のマジョリティは東インドのプリブミであり、しかも地元ブタウィ

人よりも外来種族のほうが圧倒的多数を占めた。現代ジャカルタでブタウィ種族がほぼ

消滅しかかっている状況は何百年も前から始まっていたと言うことができるだろう。 

外来種族のムラユ、ブギス、バリ、アンボン人たちはたいていが同一種族コミュニテ

ィを作って居住した。バタヴィア一帯の域内で同種族カンプンは１２カ所に分散した。

一方、非プリブミとしての華人はバタヴィア総人口の２５％に達し、華人コミュニティ

のメインはグロドッ Glodok とパサルスネンを華人カンプンにした。 

インド人コミュニティはパサルバルで絹布を含む布販売の主流を握り、アラブ人コミ

ュニティはプコジャン Pekojan とタナアバンを主テリトリーにした。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３０）」（２０２０年０９月０８日） 

 



ヌサンタラのフランス人 

バタヴィア郊外の私有地はヨーロッパ人とたまに華人がオーナーになり、法外の地と

されて犯罪者に潜伏場所を提供した。私有地オーナーは自己の保安警備のためにジャゴ

アン jagoanを飼って私兵部隊を持てたが、バタヴィア都市部住民にとってそんなこと

が容易にできるわけがなく、かれらは行政が持つ保安機構に頼るしかなかった。つまり

私有地に潜伏する犯罪者たちにとって、バタヴィア都市部は私有地よりもはるかにおい

しい稼ぎ場所になっていたということだろう。したがって私有地制度はバタヴィア都市

部の治安を悪化させる根本要因のひとつだったと見ることもできる。 

都市部で夜間、不審な人間の往来を取り締まるために、バタヴィア行政はプリブミに

身分証明書を持たせ、また夜間外出には必ず灯りを携帯するよう義務付けた。居住地区

では夜間警備のシステムが一般化し、見回り班はクントガン kentonganを必要に応じて

叩きながら担当地区を見回った。 

バタヴィア行政区域内にせよ郊外部にせよ、健康的で安全性も高いエリアは支配階層

であるヨーロッパ人やプリブミ貴族あるいは金持ち階層が占拠したため、一般のプリブ

ミが住むカンプンには湿地帯や地勢の劣る場所しか残されていなかった。流行病がはび

こったとき、圧倒的な数でプリブミがその被害者になったのは単に人口が多かったため

ではない。１８６４年のマラリアエピデミックで２４０人のヨーロッパ人が死んだと

き、プリブミの死者数は二倍にのぼっていた。 

裕福な家庭では西洋料理とヌサンタラ料理の両方に巧みな料理人がもてはやされ、ヨ

ーロッパ純血の御主人と欧亜混血のその妻、あるいは純プリブミであるニャイの舌を満

足させる能力は料理人の就職先を確保するのに役立った。インドネシア料理とされてい

るレイスターフェル Rijsttafel が創造され、完成されて行ったのはこの１９世紀であ

る。 

 

フランス人シャイエ＝ベル J. Chaillet-Bertは１９０７年にジャワ島を訪れて調査

を行った。フランス人は植民地主義にあまり熱心でなかったために世界覇権競争に取り

残されていたのだが、スペインとポルトガル、イギリスとオランダが取り残した土地に

遅ればせながら植民地を作り始めたことから、当然ながら植民地経営の諸技術を会得し

なければならなくなった。そのための先達には事欠かない状況だったから、イギリスや

オランダがどんなことをし、それが現地でどんな形を生み出しているのかを学んで参考

にしようと、シャイエ＝ベルはアジアの各地を巡った。 

オランダ政府植民地大臣もフランス一流の知識人が行う観察報告書に期待をかけてい

たためだろう、ジャワ島でのかれの調査旅行はたいした障害に会わずに終始したよう

だ。折りしも日露戦争の結果、日本が世界覇権競争に強者としての姿を示しはじめた時

期でもあり、西欧列強によるアジアの植民地経営にダークホースが出現したことで現地

にどのような影響がおよぶかについて、シャイエ＝ベルは考察を加えている。 

 



シャイエ＝ベルの記録には、ジャワ人のメンタリティがこのように分析されていた。 

ジャワ人の礼儀作法については、それを実見したことのないひとを誤解に導くだろ

う。われわれのデモクラシーはその比較素材にできないのである。それは切り詰めた衣

服や外した仮面、あるいは色あせた洗練さといったわれわれのデモクラシーが持ってい

る問題とは異質の、精神の中にあって性格の基盤をなすものであり、自己の核に浸透

し、魂に入り込んでいるものであるためだ。退屈さ・性急さ・死・不安あるいは欲望で

すら同様に、ジャワの名士は客人の前に決してそれらを示さない。悲哀や歓喜を表出す

るのに、かれはひとりきりになるときをひたすら待つ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３１）」（２０２０年０９月０９日） 

 

オランダ人の到来にもかれらは元来のその性質を維持し、それどころか自己卑下すら

示して来航者を心地よくさせようと温かい姿勢を見せた一方で、自分の意見はしっかり

と保持した。原住民にとって来航者は大切な対象であるために、かれら生来の習慣にな

っている沈黙で自分の信念を保持するのである。傲慢な言葉や酷薄な振舞いの来航者た

ちはブルジョア的と見なされ、その評価は口伝で広まった。来航者たち自身はそんなこ

とをたいして気にも留めなかっただろうが、時には黄色い顔に浮かべられた微笑みに驚

かされることもあった。それが敗者を包んだ怨恨からの報復だったのである。ヨーロッ

パ人の嘲弄・高慢・侮蔑・粗野な扱いに対するジャワ人の丁重さは、ヨーロッパ人をし

て自らの偽善性に思いを致さずにはおかない。 

ジャワ人は沈黙を選び、自分と一緒にいる人間を好ましい人間に仕立てる。誰しも、

好ましい人間と一緒にいたいものだ。かれらは自分の主人の心をつかむのが巧みだ。ヨ

ーロッパ人はそれを偽善と言い切れるだろうか？偽善とは自分の利益のためになされる

悪行だが、ジャワ人が他人の前で自分の感情を秘匿することは悪行を行っているように

見えない。他人の気持ちを心地よくする意欲や教育はかれらにとって当たり前のことで

あるかのようだ。かれらは本能でそれを行い、自分と一緒にいる人間の心を裸にするの

である。 

卑怯者のモラルに加えて、かれらの最悪の弱点はビューロクラシーへの情熱である。

過去三世紀の貴族性にもっとも誇りを抱く者は一番の金持ちで自分の居所周辺に広大な

土地を有し、富を運営する一族との取引が大好きで、行政面での自分の地位や政府機構

内の職位に少しも満足していないひとびとだ。それを駆るのは民衆の苦難や野望などで

なく、傲慢さなのである。ひとは権力者になったと認められるまで権力を追求する。ひ

とはかつての父親の地位を受け継ぐだけだったり、それより一段上に上昇したくらいで
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は満足しない。同等の者たちの前で自己の威厳を低下させるようなことはしないのだ。

そして誰もがそのような思考パターンの中にいる。 

 

ジャワ社会では、ひとびとは行政やかれらの宗教から教育を受ける。社会階層は過去

の遺物のままだ。三人の息子たちはそれぞれが異なる道を歩む。長男は最初から行政機

構に入って、将来は父親の役職を継承する。次男はモスクの学校に入って将来はメッカ

巡礼を行い、更に聖職者になるためのイマムの大学に学ぶ。兄たちがそれぞれの道を歩

む一方で、末っ子は育った家庭環境の中でただ結婚し、一家の財産を運営管理する。 

社会に大きい影響をもたらす征服者の精神をかれら三人が持っていないなら、かれら

は自由に振舞い、偏見に満ちた上位階層から賞賛を与えられるだろう。自分の階級から

逸脱したと判断された者には、貴族性の評価が低められる。そうなれば、遠い祖先から

受け継いで来た社会への影響力が失われる。 

この社会は農耕を卑しい仕事と考えている。商業も工業も同類項であり、また学問知

識をも重視しない。文学さえも、やむをえず宗教を受け入れるまでかれらは認識してい

なかったと言える。宗教をかれらは外面的に半身で行っているだけであり、迷信を相変

わらず信じている。かれらがありがたがっているのは政治権力だけなのだ。 

かれらと金銭の話をしてはならない。かれらはそれにまったく関心を払わないのだか

ら。かれら以上に金遣いの荒い人間が世界のどこにいるだろうか。最高の地位にいる者

から末端庶民に至るまで、全員が首まで借金に浸かっている。それは内政に影響を与え

るが、しかしながら・・・・。 

かれらが得るのは金銭なのだろうか？商売で得られるものは何か？華人にとってはそ

うだ。利子は？アラブ人にとってはそうだ。工業からは？ヨーロッパ人にとってはそう

だ。貯金からは？マドゥラ人の中に何人かいるが、そんなことを考える人間がどれほど

いるだろうか。違うのだ。尊敬される金、ありがたい金、それは政府から得られる金で

あり、税から得られる金である。それがかれらの信条なのだ。われわれはそれを変えよ

うと努めているが、遅々としてはかどらない。ジャワの最下層はいまだに役人の影響に

満ちている領域なのである。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３２）」（２０２０年０９月１０

日） 

 



宗教者の数はきわめて少なく、ましてやモラルを持つ者においておや。反対に、大部

分が迷信を信じている。歴史と自然が一体と化してかれらを襲ったために、信仰を持た

ない者はいない。ヒンドゥ・ムラユ・中華の伝統によってその三種族が続けざまに形成

された。 

世界でもっとも豊富な空想力と伝説に満ちた三種族だ。かれらの神話がジャワ人に下

って来た。もちろん自然も大きな役割を果たした。獰猛な生き物を擁するジャングルや

火を吐く山々が住民の生命に恐怖を満たし、信じることを容易にした。先祖がワニであ

ることを信じる者。国政指導者たちがトラを尊敬し、部下たちは当然のようにそれに従

う。龍がこの大地を守護している。・・・ 

 

男は優しくて善き夫であるという現象がこの領域での常識であり、妻たちは完璧にイ

スラムの教えに支配されている。しかし仕組みによって定められたものを慣習が壊して

いる。 

同等階層の者同士の婚姻でないケースに出会うことは滅多にない。同じ社会ステータ

スの妻が夫の傍らにはべるのである。東部地方に行けば残酷な男の話に事欠かないのだ

が、ジャワでは部屋の鍵を妻が握る。妻が家庭内を整え、商売し、家計を統括する。妻

が出費を統御し、寄付金を出し、そして不平を言い立てるのである。 

かの女たちの歩く姿を見てみるがいい。閉鎖的なひとりの女の姿。時にはショールで

頭を包み、イタリアの処女たちのような優雅さを示すが顔は隠さない。短いサルンは脚

と腕と腰を歩きながら垣間見せる。この地方の宗教がイスラムであっても、イスラム国

家の女奴隷とまるで異なるものをあなたはそこで目にするだろう。そこにはキリスト教

の影響が及んでいるようだ。 

 

これから述べるヨーロッパ社会とオランダ植民地生活というのは多分大げさすぎる表

現のように思われる。ヨーロッパと呼んでいる内容のほとんどがオランダ人なのだか

ら。範囲をもっと狭めてみよう。１千人台のドイツ人、２～３百人のイギリス人、フラ

ンス・スイス・ベルギーなどはだいたい同数で、残りは全部オランダ人なのだ。それで

すら、２千５百万人を数えるジャワ島総人口のどれほどと言えようか？ 

オランダ人の存在は三世紀に渡っているが、植民地化はおよそ６０年前に始まったば

かりなのだ。オランダ人のジャワでの活動は昔からＶＯＣの名前で呼ばれていた。公式

な植民地化は１８３０年以降であり、本質的なそれはファン・デン・ボシュ総督の有名

なシステム1が危殆に瀕し、東インドに移住するオランダ人が増加するようになる１８

 

1 強制栽培制度 
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６０年からである。移住者は最初少なかったが年を追って増加して行き、今や６万人と

なってヌサンタラ全域に場所を得、ジャワ島だけでも５万人を数えている。 

ジャワ島の５万人の中には、植民地官僚や軍人だけでなく、商人や農園主なども含ま

れている。１８９５年の統計調査によれば、行政官僚４，９３４人、公証人・医師・弁

護士など独立プロフェッショナル３７６人、商人・実業家・工業技術者３，３４４人、

農業関係者４，１４３人、その他諸職種１，３４９人、東インド政庁元高官や元役人の

年金生活者３，１０１人。軍人は１万８千人が全国に散らばっている。 

フランスの植民地であるコーチシナと比較すると、あちらはヨーロッパ人が２，４０

０人いて、１，１００人が行政官僚だ。しかもサイゴンというひとつの町に１，７００

人が住んでいる。それは何を意味しているのか？フランス人は植民地で新たな人生を始

めようとしていない。かれらは商業や役人といったそれまでと同じような仕事をし、植

民地に土着してその豊かな自然を踏まえた暮らしをしようとしていないのである。[ 続

く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３３）」（２０２０年０９月１１日） 

 

ある島を端から端まで行き当たりばったりに歩いてみると、オランダ人がオーナーに

なっている農園に遭遇する。広大な土地の所有者は遺産としてそれを受け継いでおり、

たいていは会計士・ＶＯＣ・ダンデルス総督・イギリス時代に土地の権利を譲渡された

ものだ。中には政府のコンセッション下にある場合もある。 

数千ヘクタールの土地を所有し、その土地が何千人もの農民から地代をかき集める。

もっとも一般的なのは一年ごとの借地耕作だが、数年間の契約も行政の許可を得て行わ

れる。土地を持っている原住民は、自分の土地を他人に譲渡することができない。かれ

らはその土地でタバコやサトウキビを栽培する。土地持ち、長期借地人、短期借地人の

すべてがたいていその土地に家を建てて住む。 

 

贅を尽くした御殿に住む農園主の日常生活はまるでおとぎ話のようだ。かれらの暮ら

しにまさるものはきっとこの世界のどこにもないだろう。澄んだ水と太陽の光が作り出

す美しい大自然の中で、邸宅からそれほど遠くない農園と、そこからほど近い場所にあ

る工場を監督するのがかれの務めである。そこでの暮らしはかれの健康を最適状態に保

ち、かれの知性は適切に満たされ、かれの創造性も農園と工場経営の中で妥当に発揮さ

れる。 



かれの一日は早朝から始まる。朝起きると、オランダ人ニョニャが愛情をこめて用意

してくれた素晴らしい味わいのコーヒーを飲む。トアンはあたかもそのすべての味わい

を一杯のコーヒーにこめて、そのカップからすすっているようだ。 

厩舎から引き出された馬にまたがると、農園内の数カ所ある要所を見回るために出か

ける。農園を回ったあと工場に立ち寄り、工場内の様子を観察し、技術者やマンドルと

親しく会話して冗談を言い合い、そのおよそ二時間の日課を終えて帰宅する。 

その間ニョニャは台所で料理人たちに豪勢な朝食を作らせ、トアンが戻る時間を見計

らって大きな食卓に料理を並べさせる。食卓の上には白い蓮の花が飾られ、それが表す

歓びと清楚な白が幸福な一日の始まりを感じさせてくれる。 

フレッシュな生命と快活さを発散する子供たちを目にすることもトアンに歓びをもた

らすものだ。子供たちの肌は貧血症を思わせるものの、血液自体は健全だ。 

 

使用人のひとりが邸宅からほど近い事務所へ行って、手紙を取ってきた。外界の様子

を伝えて来る今日最初の情報だ。特定の日にはヨーロッパからの手紙や新聞、新刊書な

どがもたらされる。読書サークルに入っていれば、多種の刊行物や書物が回覧されてく

る。娯楽としてはもとより、それらは知識を涵養するための重要な源泉になっている。 

朝食を終えると、トアンは再び農園を巡回して早朝に与えた指示が適切になされてい

るかどうかをチェックし、追加の指示を与える。更にもう少し離れた農園に見回りに行

ったり、あるいは新たに開墾している場所の様子を見に行ったりして数時間を過ごす。 

仕事を終えて帰宅する途中、かれは隣人の家に立ち寄って世間話をし、その日の晩餐

に隣人を招く。他にも招きたい知り合いがあれば、家に帰ってから電話する。同じ階層

のひとびとは互いに自宅に招きあって親睦を深めるのである。広い食堂、大きな食卓、

テラスの安楽椅子の脇に置かれた小テーブルにはよく冷えた飲み物。贅を競うようなメ

インホールには、さまざまな芸術品がセンス良く並べられている。家によってはすべて

偽物という所もあるのだが。 

パーティともなると、どこで葉巻を吸おうがだれも苦情せず、ウイスキーソーダやパ

イッ pait（ジャニパーとビターを混ぜたアルコール飲料）が休みなくグラスに注が

れ、客室には音楽が流れて娘たちがそこに集まる。客人たちが乗って来た馬は表庭につ

ながれて、落ち着きなくいなないている。雲の切れ目から銀色がかった月が現れて、ま

もなく黄金の魔法の光を浴びせるぞと予告している。あたかも、静かな明るい夜は愉し

い夢を見ながら眠れ、と誘うかのように。オランダ人はそのような穏やかさを愛してい

るのだ。[ 続く ] 
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「ヌサンタラのフランス人（３４）」（２０２０年０９月１２日） 

 

かれらは農地の地主兼商人になった。かれらがジャワにやってきたとき、ジャワ人は

みんな農民だった。それがオランダ人の進路に影響を与えた。オランダ国民の中に、都

市生活者であるにもかかわらず農園主の暮らしに憧れる者がたくさんいた。と言うよ

り、農園用地など欲しくないと言う人間はいなかったのだ。 

都市部でも、村落部と同様に広大な土地の上で生活が営まれているものの、あれほど

の贅沢さとは無縁だ。かれらは有り余る豊かさの上で生活しているが、生活そのものは

シンプルで、すべてが計算しつくされている。 

都市部から数時間離れた村落部に住んでいる、とある植民地官僚の昼食メニューをご

紹介しておこう。チキンスープ、白ワインとライムで茹でた貝、飯とフライドチキン、

仔牛とキノコ、ローストビーフ、サヤインゲンとアスパラガス、ジンジャーソース、果

物、コーヒー。そしてデザートのアイスクリーム。夜も似たようなメニューで、夜には

モーゼルやボルドーのワインまたはシャンパンが出る。 

島の果てから山地に至るまで、どんな遠隔地であっても、男の使用人がまったく感情

を表情に表さないまま、色の塗られた大きなヤシの葉を休まずに動かして風を起こして

いる。女性たちは一様に、ライムの葉を浮かべたフィンガーボールにそっと指を浸し、

濡らした指の腹で唇を拭く。わたしの知っていることは他に何かあっただろうか。 

 

この二十世紀にアジアに住んでいるヨーロッパ人の弱点は次のようなものだろう。ヨ

ーロッパが信じて疑わないことのひとつに、オランダはこの熱帯の地に作った植民地を

維持し続けて行くだろうというものがあるが、それは間違いだ。６万人という十分大量

の人口を擁しているとはいえ、インドの植民地にいるイギリス人は１０万人を超えてい

る。インドシナのフランス人は６千人だ。ジャワ島を巡っているときわたしは、２５年

間ヨーロッパの土を踏んでいないと言うひとびとに何人も会った。かれらはそれを誇っ

ていた。 

わたしがヴェルテフレーデン軍大病院を訪れたとき、アチェから移送されて来た負傷

者たちを大勢目にした。かれらは身体を洗われ、治療を受け、最善の医療技術とたっぷ

りの同情心に包まれ、何ら不自由のない環境に置かれているというのに、かれらの表情

には哀しみの色が浮かんでいた。わたしは案内の医師に尋ねた。「かれらはなぜあんな

に哀しそうにしているんですか？」医師はふたつの言葉を口にした。「故郷の喪失で

す。」 

かれらはヨーロッパへの望郷の思いに焦がされ、しかし心は東インドをもさまよって

いる。かれらは帰国するとき、ジャワにさよならを告げる。そのとき、後悔が心をよぎ



る。オランダへ帰ってから、ジャワで体験したような楽しい暮らしが果たしてできるの

だろうか。オランダで待っているのはどんな暮らしなのだろうか。 

 

ヨーロッパ人がジャワで暮らすとき、本人は適応する意志があるのだから問題ない

が、子供たちはどうなる？教育を受ける年齢に達したとき、芸術・高い文化・宗教・理

想・祖国などに欠けている社会の真っただ中に置かれた子供たちの将来は不安に包まれ

る。だから子供たちをオランダに送って高い教育を受けさせ、愛国主義を、ナショナリ

ズムを心に植え付けるのである。東インドでの暮らしの空虚さを埋めるために、子供た

ちはオランダに帰す。子供の教育という名目が親たちを祖国に引き寄せる。 

ジャワに住む植民地主義者や行政官僚は永続性のない客人だ。かれらは滞在期間をで

きるだけ短くしようと心掛ける。巨額の報酬、年金生活のための先掛け、そして帰国。

微笑みあふれる、広範な生活が可能な、容易に成果が得られる東インドを惜しむ気持ち

などさらさらない。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３５）」（２０２０年０９月１３日） 

 

ところがほんの数年前までヨーロッパ人がめったに話題にしたことのない日本という

国が、世の関心を集めるようになった。それまで日本人というのは何人かの個人的知り

合いや、曲芸師、娼婦しか見たことがなかったというのに、今やその数は急激に増加し

ている。曲芸師はまだいるにはいるが、娼婦は激増し、商店を開く商人も増加し、経済

面以外の分野にまで不安を拡大させている。 

日清戦争で日本が勝利したことにヨーロッパ中が驚き、他国を征服したことでその極

東の民族が西洋パワーのレベルを突然凌駕したことを認識した。ヨーロッパ人は警戒心

を向け、心は不安に包まれた。 

ジャワには強力な軍隊がおり、知性豊かな指導者がいて、要塞と軍事基地が散在し、

鉄道線路網が走っている。２万５千人であろうが５万人であろうが、いかなる敵が進攻

してきても、ジャワ島を奪うことはできない。それはわたしひとりの意見ではない。と

はいえ、欧亜混血のリーダーたちが日本を特別な位置に祭り上げる可能性も計算に入れ

なければならない。日本人への監視を強めることは、十分に理由のあることなのだ。し

かしまた、別の要素もある。 

最近日本は通商分野でいくつかの大国と重要な条約を結んだ。日本人はヨーロッパ人

並みの待遇を受けることになった。その条約の結果、日本はヨーロッパ諸国と相互に拘
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束し合える立場に立った。こうして日本人が滞在しに来たり、会社を設立しに来ること

を阻む理由がなくなり、日本人に特別の課税をすることも、日本人の活動分野を制限す

ることや大っぴらに監視を行うことすらできなくなった。オランダは日本と条約を結ん

だ国のひとつである。 

日本が台湾を併合したことに関連して、その状況は特別の意味を持つようになった。

台湾が日本領になったために、台湾の中国人が日本国籍を持てるようになった。その中

国人が日本と条約を結んだ国に滞在するとき、かれらは日本人として契約を行うことが

できるのである。相手が原住民でもヨーロッパ人でも同じように。 

台湾に住んでいる一部中国人が、在来の中国人と同じような性格とプロセスとチャン

スを持ってジャワにおけるビジネスを行うとき、中国人に対して行っているような取締

りをかれらには行えなくなり、ヨーロッパ人と同じ取扱いをしなければならなくなる。

ジャワに近い台湾は危険な場所になった。 

 

ジャワに１万７千人、外島部に８千人いるアラブ人は経済分野でも宗教分野でも不運

を嘆いている。経済分野については、いくつかの点を華人と比較することができるだろ

う。農業や商業で成功する者もある。かれらが何も産しない土地に住んでいたとはい

え、それでも資金の運用はできるのだ。物品を仕入れ、金利を乗せてそれを売るクレジ

ット販売で利益を増やす。時に金利はとてつもなく高かったりする。かれらはヨーロッ

パ人に依存することもあるが、ジャワ人への依存はもっと確実だ。そのどちらの状況に

おいても、宗教が役立つツールになる。かれらアラブ人のほとんどはイエメンから移住

して来た。イエメンはメッカに近く、宗教的な意欲はたいへん強い。かれらは自分を有

利にする教義を前面に押し出して、あらゆる分野に宗教をからめる。 

 

宗教に対するかれらの信仰はあまり純粋なものでないようだが、イスラム社会におい

て宗教は、それが正統であろうが異端であろうが、自分たちが上位に立つためのツール

であるということが熟知されており、それがために敬虔な信徒である姿をかれらは情熱

的に誇示しようとする。経済と商業の分野でそれは大きなチャンスをかれらにもたら

す。 

プリブミはあのような暮らしをしており、教義実践を厳格に、時にはファナティック

に行っている。それは時としてヨーロッパ人支配者に不安をもたらす元凶になってい

る。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（３６）」（２０２０年０９月１４日） 



 

華人問題はさまざまなアスペクトを抱えている。ヨーロッパ人よりも勤勉・倹約・技

能優秀であらゆる面での競争相手になっているという唯一の欠点を持つかれらを敵視す

るための理由付けに傾くわれわれの偽善性は、もっと広い心で対処するように変えるべ

きだ。われわれがかれらを性質の頑なさ、生命力の旺盛さ、モラル欠如型ライフスタイ

ルや強要的といった角度から批評するのは、抑圧され恐怖におびえている種族に対して

行われる悲劇だろう。 

華人はたくさんの能力を持っており、東インドでわれわれが見出す様々な状況にすぐ

に自己を適応させる。かれらが就く職業のもっとも一般的なものは職人と商人だ。しか

しカリマンタンでは苦力になり、スマトラでは鉱夫にもなり、そして庭師もすれば土砂

運び人足もし、村落部で建築作業者にもなり、またそのオーナーにもなっている。 

トンキン、香港、上海に住む者の中には、サービス業従事者や家庭プンバントゥにな

ってヨーロッパ人社会の中に身を置く者もいる。かれらは雇用者に対してとても注意深

くまた巧みに仕えるので、かれらのサービスを知った後、他の種族を雇うヨーロッパ人

はいなくなる。 

ところがジャワ島にいる同じ種族の人間はヨーロッパ人に仕えることを拒む。ホテル

の職員やルームボーイになる者はいない。反対にかれらはスタッフ、会計係、監督人な

どになる。オランダ人はかれらを怖れている。政府はかれらに対して警戒している。と

ころが銀行や大会社で華人の掌握する支店を地方部に持たないところは、真の大会社や

大銀行とは言えないのだ。華人たちはそんな場所で、適切な注意を払い、妥当なサービ

スを穏やかに行っている。 

華人が就く仕事の中で、ジャワ人やヨーロッパ人と競合しない分野もある。それは阿

片農園であり、馬交換ポストや貯水槽を持つ農園、ギャンブル性が高く忠実さを求めら

れる職業、家畜屠殺場などだ。われわれはそのような分野における原理を知っている。

コンセッションや入札によって、たいてい政府に一定の税を納めるのがその特徴であ

り、農園主には独占権が与えられる。政府が農園から税を徴収するときはたいへんな苦

労が待ち受けている。そのような方式を執らない場合は国有会社が取って代わったり、

あるいは直接税方式にされる。 

プリブミ社会と混じり合って生活する巧みさで、華人の右に出る者はいない。プリブ

ミの言葉を話し、分かち合い譲り合って生活し、信頼を受けるのである。かれらは自己

の欲求の充足に向かって精力的に動き、挙句の果てに決まりを破るためにより重い条件

が課される結果を招くのが普通だ。 

 

もっとも嫌気がさすのは、華人大商人たちだ。かれらはたいてい、この地にやって来

て最底辺の仕事からキャリアを開始し、そしてたいがい新興成金になり上がった。 



ヌサンタラのフランス人 

故国を去ってジャワのどこかの地方に移住し、そこの華人社会に入って同種族の者た

ちと一緒に苦力になったり、見習い奉公をしたりして、移住に要した旅費その他の借金

の返済にあてる。それは１８カ月から２４カ月かかる。その間にかれらは仕事の要領を

覚えてしまう。借金が返済され、見習い奉公が卒業できたら、次は貯蓄に移る。自立す

るための商売の元手を作ろうとして、倹約生活に励む。そして一番売れ行きの良い商品

を華人やヨーロッパ人から仕入れるのである。現金一括払いもあれば、分割払いもあ

る。 

それからは、その商品を担いでいくつかの地方を巡回販売する。重い荷を担ぐ苦労

も、門前払いする消費者も、かれの意欲をくじくものではない。かれは朝から晩まで歩

き回り、微笑みを絶やさず、消費者の心をつかもうと努力し続ける。そうしてもっとも

人気のある巡回商人として、その地方で定評を得るに至る。[ 続く ] 

 

「ヌサンタラのフランス人（３７）」（２０２０年０９月１５日） 

 

そうなれば、次のステップは自分の店を開くことだ。加えて別の店への商品供給も行

う。そうやって商売仲間を作り、そのうちに仲間の仕入れや販売に影響力を振るうに至

る。ヨーロッパの産品を売って利益を得、プリブミの製品を買って利益を取る。金がう

なり始めれば、遊ばせておく法はない。かれらは銀行分野や金貸し分野に入って行く。

遠慮もなければ自主規制もなく、へどを吐く職種もなければ軽蔑するべき職業も存在し

ない。大きいビジネスを追求するのは当然のことだが、細かいビジネスを軽視すること

もない。 

ヨーロッパ人は事業が成功して財が蓄えられたなら、その事業から離れる。しかし華

人はとどまる所を知らない。自分の職業で世の通常でない巨額の財を築くために、かれ

は真剣に働く。資産は往々にして不動産の形を取る。都市部にある美麗な大邸宅はたい

てい華人のものだ。ただし外見はそれほど華麗な姿にしない。一見、質素な装いになっ

ているものの、中に入れば贅沢この上ない内容が現れて来る。バタヴィアやスラバヤの

路上で何台もの高級大型車を目にしたなら、そのオーナーはまず華人だと思って間違い

ない。 

 

わたしにとって幸運だったのは各地の行政官僚の手助けを得たことであり、そのため

に言葉の問題が大きい障害をもたらす事態に遭遇しなかったことだ。オランダ政府が各

地の行政官僚に担当地域の地元言語を修得することを命じていたのは、個人生活や職業

生活でかれらが与える諸指示のための便宜といったものをはるかに超えた、政治的な意

味合いを強く持っていたのではあるまいか。つまり政庁は原住民が統治者の言語をマス



ターすることを好まなかったというのがその意味するところだ。あらゆる真理を述べる

ことが常に良いとは限らず、書かれたものがすべて読解されるのが常に良い結果をもた

らすとも限らない。オランダ語の書物・パンフレット・新聞の中に、虐げられている原

住民に読ませるべきでないものは有り余っているのだから。 

オランダ人のやり方はフランス式とまったく異なっている。フランスでブルジョア階

級の子供たちはすべて中等教育を受け、そこでヒューマニズムに触れる。オランダで

は、その種の子供たちはブルジョア教育の学校で小学校レベルから上級中等レベルまで

学ぶ。 

それはフランスの大臣が提唱した特別教育とよく似ている。言語と科学のふたつの柱

を根底に置いた教育だ。どんな職業であれ、将来部下としての仕事をするだけの生徒た

ちに適切なものであり、もしも知識や能力をもっと拡大して幹部や上級の位置に上ろう

とする生徒たちや、アントレプルヌールとして成功しようとする生徒たちにも、それは

将来の発展性を助けるものになる。 

だが平均的な頭脳の持ち主で、社会や行政の最前線で活躍したい希望を持つ者には適

切でない。実用的知識がかれの思考パターンを形成するがために、適用と調整の能力に

欠けてしまう。行政機構で働く者にとって必要不可欠な哲学を修得するのに困難が生じ

る。政治教育は与えられないのだ。 

 

東インドの官僚候補者は行政官としての知識をほんの少ししか与えられない。そんな

知識だけで行政機構の末端から中級までの役職に就くのである。一方、頂点の座に着く

べきひとびとは政治と行政の十分な知識を持たずには済まない。かれらの役割はただ組

織を統率するだけでなく、もっと広いスケールにおいて命令を下さなければならないの

だ。そんな知識は小学校でも、オランダのブルジョア階級向け実業学校でも教えていな

い。東インド上級官僚向けの教育は技術面の教育だけでなく、実際面におけるものでな

ければならないのである。 

イギリス・フランス・スペインの各国に、かれらが植民地にした土地の原住民に何を

してやったかを尋ねてみなさい。教育を与えようとしたのか、そしてどのような教育

を？この直接的な質問に対して、かれらは直接的な回答をしない理由を常に持ってい

る。かれらは原住民を愛おしみ、監督し、教育したいと思っている。ところがその実行

を阻むいくつかの障害に遭遇するのだ。かれらは宗教のプロパガンダと聖職者たちの世

俗権利を尊重する。原住民社会からの偏見や憎悪がどうあれ、かれらは征服と平穏を優

先する。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのフランス人（終）」（２０２０年０９月１６日） 



ヌサンタラのフランス人 

 

ところがオランダだけはそんな障害から免れている。オランダ人は欲するがままに、

何でも行うことができる。かれらは三百年にわたってジャワを支配してきた。かれらの

財政は長期間繁栄し、今でも満足できる状況にある。オランダ本国は教会の支配を受け

ない。 

イスラムを信仰する原住民は科学に心惑わすことがない。教育を受けた唯一の階層は

オランダ人と徹底的な抗争をしたことのない指導者層であり、争いどころか、かれらは

友好的な姿勢を示す。 

 

ダンデルスはジャワ人への教育構想を抱いた。１８０８年に出された決定書には、ジ

ャワ島の各地方行政長官は青年層に対する社会教育・慣習・法・宗教知識に留意し、必

要な学校を建設し、有能な教員を職に就かせるようにという指示が出されている。しか

しそれは紙に書かれた命令でしかなく、そして紙の上での命令にとどまった。各地方行

政長官はその命令にまったく意を払わず、その命令に拘束されていないように振舞った

のが実態だ。民衆への教育事業を本気で手掛けることがかれらにできただろうか？ 

教員をどこで探せばよいのか？学校運営をどのようにさせればよいのか？１８０８年

の決定書の内容はいまだに紙の上から地面に降りてこない。１８１８年、１８２０年、

１８２７年、１８３０年・・・同じことは何度も繰り返されている。地方行政長官にで

きることはなく、かれらは何もしない。１８４９年にジャワ島にあった政府の学校はわ

ずか二軒だけで、その主導性で名を知られた行政長官がいた地方でのみ起こったこと

だ。ジュパラとパスルアンである。１８５１年になっても、ジャワ島内の政府の学校は

５軒にしかならなかった。 

それらの学校はどんな様子だったのか？教育内容にはクオリティがなく、生徒たちは

学習意欲を持たず、教員たちは教育指導能力が不十分だった。真の意味における学校と

いうものはひとつもなかったということだ。 

子供たちは行政長官邸に定期的に集められ、教員や知識人父兄、あるいは長官の友人

が子供に本を読み聞かせたり、あるいはアルクルアンの内容を説明したりした。その集

まりは長官の私費で営まれた。長官の私費は、建てた学校の営繕費にも使われた。住民

も学校維持のための会費を負担した。生徒は金を納めなくてよいというのが原則だ。金

持ちの子供は教員にプレゼントをあげた。貧しい子供たちは教員のために手伝い仕事を

した。 

その動きは徐々に進展して、教育現場に広がりが見られるようになる。１８５２年に

は１５校になり、１８６５年には５８校に増えた。国がそれらの学校に補助金を与え、

教員雇用の責任を持つようになる。１８７３年から１８８２年までの間にジャワで１１

１、外島で１３８、合計２４９の新設校がオープンし、１８８４年に政府の学校は５１



２校になった。しかしジャワ島の経済状況の悪化から後退現象が起こり、１８９６年の

学校数は４０７に減少した。 

その４０７の内訳は政府の運営する学校２０５、生徒数３７，１０３、政府から補助

金を受けている学校１１６、生徒数１４，２１２、補助金を受けていない学校８６、生

徒数７１，１７６。東インドの子供たちの何パーセントが教育を受ける機会を得ている

のだろうか？ 

 

最後にシャイエ＝ベルは次の文章でこの報告書を締めくくった。オランダ政庁はあら

ゆるものを監視しようとしている。公的通商から私的通商、原住民の商売から植民地行

政に至るまで。ヨーロッパから来た行政官僚たちは瑣末事の中に溺れており、祝福を忘

れたかのような見方で問題を眺める。植民地の地方トップ層は自分の用事を邪魔する監

視を受け入れることができず、また問題解決をややこしくするだけの中央集権を嫌悪し

ている。 

原住民の大半も、政庁がかれらに与えている保護をありがたがらない。いまだに継続

しているファン・デン・ボシュ制度が生み出した高物価がかれらの懐を軽くすることへ

の不満の方を強く握りしめている。 

原住民貴族層も先祖伝来の諸権利が取り上げられたことで不満をかこっているように

見える。地方部の県令たちだけは、かれらの必需品を部下たちが満たしているために今

のところ満足しているようだ。しかしその部下たちが今の県令に成り代わって県の統治

者になろうと考えて動き出している現状から、県令は部下が自分の競争相手に変化しつ

つある状況の進展を不安の眼で眺めるようになっている。現県令たちの仕事がこれまで

のように安楽に行えなくなる不安、そして自分の地位が動揺していく不安・・・・

[ 完 ] 


