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マ ラヤの旅 にはどことないけだるさ, もの うさが あ

えた ものにすぎぬo それ はジャングルのひとつの開発

る｡ あふれ るばか りの緑の色,そのなかにハイ ビスカ

8
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6
年,ブラジルか ら輸入 された ゴ
の六法であった｡1

スや, ブ‑ゲ ンビリヤ,さてはツルメ リヤな どの花が,

ム雷 は, ロン ドンのキ ュー熱帯植物園に栽培 された｡

あざやかな色彩をたたえて開いてはい るが,そのどれ

2株
ついで シンガポール植物園に移植 された｡わずか2

もがかわ らない気候の中でたえず開 き,たえず散 りつ

の ゴム苗が, この新 しいジャングルの最初だったので

づける｡緑の色だ って同 じことだ｡いつ もみ どりは濃

ある｡ それが今 日,全国土の1
2% をおお う存在 にな っ

いが,同時 に黄ばんだ葉,また散 ってゆ く葉 もたえ る

たとは誰が想像 したろ う｡1
9
61
年度の輸 出量 は8
0
万ト

ことがない｡ ここで は季節 とい う時間は停止 している

ンとい う｡す くな くとも成功 したジャングル開発の一

かのよ うだ｡

例なのだ｡

その止 って しまったような時間のなかに,かわ らな

しか し, その背後 には重厚 な ジ ョンブル の 眼があ

い風景,す さま じいばか りの生命力 にみちた植物の世

る｡黙 々と利潤を追いつづけ,植民帝国の建設 に努力

界が展開す る｡それはいわば充実 した虚無なのだ｡ ど

したジ ョンブルの眼がある｡ シンガポールの海をのぞ

こ‑い って もすべて生 きている｡だが, それ らは時の

んで, ラ ッフルズの銅像 は,依然 たる凝視をつづけて

流れを感 じさせない｡いわば永遠 に生 きている物ばか

いた｡む っと腕を組んだままで｡そ して前 にひろが る

りによ って埋 めつ くされ た空間だ｡ そこには私がかつ

美 しいグ リー ンの芝生では, ク リケ ッ トのゲームが盛

て経験 した西 アジアの砂漠のなかの,完全な無 と静寂

んに進行 していた｡それ もラッフルズ以来の遺産なの

にみたされた虚無はない｡だが, あま りに もみた され

だ｡セ ン ト･ア ン ドリュウスのチ ャペルの鐘が鳴 る｡

た空間,あま りに も動かず変わ らぬままに充実 した空

そ して港 には夜が来た｡
I
だが,私 の今回の旅行 の目的 は,そ うした感懐や思

間は,かえって深い虚無の様相を もつ｡
このジャングル といわれ る緑の空間のなかに開けた

いを追 うべ きものではなか った｡新 たに開始 されたマ

灰色 の道 は長 く, どこまで も果て しないようにつづい

レー シア･
イ ン ドネシア･
プロジェク トの中心計画 と し

ている｡ そ して,たまさかめ ぐりあうちい さな町, ち

て,適 当なフ ィール ドとなるべ き村を求めることで あ

いさな村の,無表情 に走 り去 る車を見送 る人 々の眼つ

った.だか ら本題 に戻 ろうoそれが私 に与え られた課

きは,た しかに西 アジアのオアシスに住む人びとと同

題なのだか ら｡

じ眼付 だ った｡なんの変化 も事件 も起 こることな く,

1
9
6
4
年 6月 1日,朝羽 田を発つ｡暑 い夏 に似 たひざ

ただその人たちの上 に人生が流れてゆ く｡私 どもとは

Lが しずかに羽 田の沖を輝かせていた｡そ して数時間

全 く異な った人生が｡

のちには,私 ど もはバ ンコ ックのむ っとした熱 っぽい

だか ら,究極の ところ, ジャングルはあの砂漠 と同

3o
C｡
空気のなかになげこまれていた｡快晴,気温は 3

様の存在なのだ｡ それ は人間を絶望 させ,人間の存在

バ ンコ ックの記憶の白 日のなかで崩解をつづける旧

を虚 しくすることか らい って,全 く同 じものなのだ｡

王朝の町, アユチ ャ｡ くずれかか った煉瓦のワ ッ トの

それに して も,その ジャングルを ゴム園 と化 したイギ

なかに,黄衣の僧 たちがい くつ ものささやかな僧房 を

リスの努力 はとにか く偉大だ った｡ び っしりと整然 と

いとなんで暮 していた｡太鼓が鳴 る｡風 もない草 いき

植えこまれ たゴム園は,それ 自体一個のジャングルで

れのなかに,白いセメン ト製 の新 しい奉献仏が,無限

ある｡ ジャングル とい う雑多な植物の無限 に も似 た集

の沈黙をたたえている｡

合を, ゴムとい う単一植物を要素 とした集合 に置きか

王宮の白い塔 は, ただ緑のなかで衰滅の歌を歌 う｡
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ふ しぎなほ どの静寂,黄色 の寝仏 は,アル カイ ック ･

満 し,い ささかのつかれ さえ も覚 えている人間 たちが

スマイルをたたえて,孤独な姿を横 たえてい る｡ もえ

ながめてゆ くとい うこと｡ タヒチに生 の充足を求 めよ

さか る太 陽のなか で,近 くの小学枚か ら授業の最後 に

うと した ゴーガ ンの好労 に似 た ものを,船 のなかの私

となえ る経文 の斉 唱が ひびいて きた｡やがてそれ はす

どもは感 じる｡か しこにあるのは,真実の生活 の リア

っか り晴れ上 った青空のなかに吸われて消えてい って

リズム, こち らにあるのは,ただ暗い疲労｡ ロマ ンチ

しま う｡ 巨大 な 寝仏 の上 にただひろが る 青 と緑 の世

シズムにみ ちた旅行者 は もうどこに もいそ うもない｡

界｡ それ は人間を恐怖 させ るよ うな時間 と空間の無言

バ ンコ ックに黄金 のパ ゴダを まばゆいばか りに輝か

の音楽 だ った｡線香 を売 る老婆 も昼寝 のままだ｡ はげ

す ワ ッ ト,プ ラケオ｡ エメラル ド色 の仏像が,はの暗

かか った 衣裳, こわれ たよ うな 冠 をつ けた 少女 たち

い堂 のなかで ちいさ く光 っていた｡多 くの壁画で飾 ら

が, まだ らに化粧 して観光客 のために,舞踊をみせ,

れ た堂 内を埋 めるひとたちは,一様 に合掌 しつつ,半

何が しかの金を得てい る｡ ひ とりの少年 が,小 さな鼓

ば睡 ったよ うな表情で,朗 々と堂 内にひび くパ リ語 の

を前 に置いて, まのび した調子で それを打つ｡ そ こに

経文 に聞 きい っている｡堂 内 もまた外 の回廊 も石だた

もしずかな旅情 にみ ちた真昼 の陽が あった｡

み とな って, ひんや りと涼 しい｡菩提樹 のふかい木か

フローテ ィング ･マーケ ッ ト｡バ シュ ックの周辺 を

げ｡ どこに も多 くの人 たちが じっと座 って聞えて くる

とりま く多 くの ク リー クのなかには,早朝か ら近在 の

経文 に耳をすませ る｡それ はふ とあの西 アジアのイス

物売 りの舟が あつ まる｡ ここで は水路が唯一 の交通路

ラムのモスクで祈 る人 々を対称的 に思 い出 させ た｡彼

なのだ｡米か ら野菜 ,果物,負 ,肉の類 ,い っさいの

等 は声高 らかにア ラーの名を詞 しなが ら,身を投 げ出

生活必需品が 小 さな舟 に 積 まれて 家 々に 売 りこまれ

して祈 りつづ けていた｡い くつ もの動 きを と もな うあ

る｡ どの家 も小 さな舟 を必ず もち,入 口はク リー クに

のイス ラムの祈 りに集 まるひ と.それ に比べて この地

向か って開かれ る｡

のひとは, ただ うたわれ るよ うな経文 に,身動 き もし

その間を好奇 の眼 と多 くの レンズの眼をのせ た観光

ないで平和な表情で聞 きい っているのみだ｡ ちよ うど

船がゆ きか う｡ これ はいわゆ る名所で もなければ,す

グ レゴ リア ン ･チ ャン トに聞 きい る トラピス トの修道

ぼ らしい風景 とい うわけで もなんで もない｡それ は じ

士 のよ うに｡ しか しモスクも炎熱のオアシスのなかで

かに タイのひ とび との生活 のなかを無遠慮 にのぞ きこ

は,涼 しい世界だ った｡そ このみが,人を冥想 にさそ

み,その生活 の表情 をか ぎまわ る三時間の コースで あ

い こみ,祈 りに挺身 させ る場所 だ った｡その条件 はこ

るっ

の南方仏教の寺院で も全 く同 じことだ,熱帯 のなかの

だか ら,そ こにみ ちているのは,なまなま しい生活

い こい と和 らぎと安 らいの場所 として‑

｡

の匂 い,生活 の現実なのだ｡ほとん ど泥水 に近 いク リ

ナ シ ョナル ･ミューゼ アム も忘れてはな るまい｡建

‑ クの水で顔 を洗 っているひ とび と, とびこんで体を

物 はまだ貧 し く,採光 も悪 いが,すぼ らしい収集だ｡

洗 うもの もいる｡やがてはい っぱいの物売 りの舟, ま

多 くの仏像 はい うまで もない｡各種 の民具の豊富 さ,

あた らしい魚が切 りさかれて家 に運 び こまれ る｡果物

ス コタイ,サ ンカロー クのすぼ らしい陶磁器,武器 の

を買 う家っ ドリア ンの匂いが たちこめ る舟 ｡水路を進

類 , 多 くの ワ ッ トか ら集 め られ た 経典, 什器 の類 な

む につれて,朝食を とってい る家が現われ るO流れ と

ど, とにか くところせ ま Lとな らぶ大収集 に,私 はた

ともに時 もたつ｡やがては食器 を洗 っている家｡ また

だつかれ たのだ った｡

6月 5日, クアラル ンプールに飛ぶ｡空か らみ るマ

竹製品な どの手仕事 に女 たちが働 きは じめている家 も
つ ぎつ ぎに展開 され るのだo

ライ半 島はい ちめんの暗 い緑｡ ところどころに白茶 け

その現実の生活が, まるで 自分 たちとは無関係で あ

た地肌がみえるのは, 錫山だろ う｡ 雲が去来 して海

るかのよ うに, 観光船 の なかか ら私 ど もは 眺めてい

はけぶ ったよ うだ｡ そ こか らはげ しい熱気がわ きお こ

る｡異郷のひとたちの暮 しの リア リズムを, ひとつの

るよ う｡ しか し自動車が クア ラル ンプールの町 に入 っ

‑だてを もって タバ コを吸いなが ら観客席か らみ るこ

て も,い っこう別 の国に来 た感 じは起 こらない｡商店

とは,い ったい何なのか｡ いわゆ る現代文明か らはま

の看板 にめだつのは,バ ンコ ックと同 じ く多 くの漢字

だまだ遠 い暮 しを しているひ とたちを,現代文明に飽

だ｡華僑 の店 の連続O東南 ア ジアの軸心 とな って連続
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性 を保つ華僑 の存在がまざまざと感 じられ る｡華僑,

の尖塔 と ドームは コバル ト色 に塗 られて,夜 にな る と

そ して彼等 によ って代表 され るシナ文化 はず っと連続

照明 されて青 白 く浮かぶ｡ それをかすめてス コールが

す る｡そ してその間 にタイ,マ ラヤの文化が辛 うじて

来 る｡ そ してふ るき ヨー ロ ッパ の残照のよ うな, ホテ

残存 している感 じ｡ そ してその夜の宿 もや は り華僑 の

ルの ロビイは しずかだ った｡

宿O あた り一帯 はすべて シナ町だ.芝居 もみんな シナ

しか し, そ うしたイギ リスの名残 りの建物 の間 に,

の もの. ｢トム ･ジ ,‑ ンズの華麗 な冒険｣がかか っ

今新 し く建設 されているのは, どれ も前衛 的な建築ば

ている｡訳 して ｢
風流公子 ｢
｡ そ して三船敏郎演ず る

か りだ｡ 国会議事堂 を中心 とす る政府諸官庁の建物,

ところの ｢
大海賊｣の映画 は, ｢サムラ イ パ イ レ‑

広大 なマラヤ大学 の建物 の どれ も,現代建築 のパ ター

ツ｣ と訳 されて満員札止 めの盛況だ った｡ シナ町の夜

ンブ ックをぶ ちまけたよ うに,多彩な前衛性 を発揮 す

はおそい｡

る｡た とえ現在政治権力はマ ラヤ人の手 中にあ って も,
建物の形式 は例のネグ l
) ･ス ンピラ

経済 の 実権 はすべて 華僑 に独 占されている｡ とすれ

ン州 に残 る ミナ ンカバ ウの家を模 した ものだ｡屋根 の

ば, この 国 家の 伝統文化 とはい ったいなんなのだろ

棟が ぐっと弓な りに両 は しにそ りあが るあれだ｡外壁

う｡単純な民族文化を こえた総合 的な文化 とは何 だろ

い ちめん にはマ ラヤの歴史が壁画で現わ されている｡

う｡ そ う問いかけてゆけば,答 えは もはや普遍的,抽

茶褐色 を主調 とした大 きな壁画 は,つ よい外光 のなか

象的な前衛性 に しか求 めることがで きない｡ マ ラヤ大

で,なかなか印象的で ある｡収蔵品 は民族学関係 が多

学 には もちろん国教 たるイスラムのモス クが金色 の ド

いが, とにか くマ ラヤの文化史を簡単 に分 か らせて く

ームを空 に光 らせ る｡ しか し,その塔 の もつ曲線 は,ち

れ るのは有難 い｡最古のマ ラヤのイス ラム碑文 は‑ ジ

はやモス クの塔 の線 か らははみ出 している｡ さらに1
2

ラ暦 7
0
2
年 (
1
3
0
3A.
D.
)の銘 のある もの｡ トレンガヌ

億を投 じて建設 中のナ シ ョナル ･モス クは鉄筋 コンク

州のテ レサー ト河畔で,今世紀の初 めに発見 され た も

リー トの壮大 きわま りない ものだ｡ しか もその屋根 は

のだが,それ も今 はここに列べてある｡ Sr
iTaduka

つ いに ドー ムを捨て去 って, ちよ うど傘を半 ばつ ぼめ

Tuban な る者が建てた もので, 表面 にはイス ラムの

たよ うな,鋭 い波型を きざんだ屋根 とな ってい る｡ こ

戒律を記 す｡ イ ン ドネ シアか らの影響で あった｡美 し

うした前衛性 のなかに未来 のイメー ジを求 めよ うとす

い ク リス剣 も多い｡ あの波打つ ク リスの刃 はい ったい

るその姿 は,ほかの地でい くらもみ られ た｡ クワンタ

何 によ って着想 され た ものだろ う｡むか しの シナ書 は

ンの新 しいモスクは,首都 の もの とは反対 にほ とん ど

火鳩刀 と記録 した｡ 3
,5,7とい う奇数でゆれてい る

半球を地上 に伏せ たか と思 うほど ドームを強調 した も

連邦博物館‑

鋼鉄 の 線 は, た しかに 神秘な匂 いをひそませ る曲線

のだ ったO そ して壁 は低 いO こうした新 しいモスク建

だ｡

築が, ことごと く勇敢 に伝統的なモスクのスタイルか

マ ラヤには今 も少数 のネグ リー ト,サ カィ, ジャク

ら脱却 しつつ あること,それ は多彩な民族構成 に苦 し

ウ等 の原始民族が住む｡彼等が今 も用いるさまざまの

む新興国家が,統一 を求 めるイメー ジをえ らび とった

m に も及ぶ名高 い
民具 もよ く集め られていた｡長 さ 2

姿 として考え させ られ る ものだ った｡

吹矢 もあ った, イポー と呼ばれ る毒をつ ける軽快 な毒

6月1
2日, マ ラ ッカ｡ 沿道 はことごと く深 い ゴム

矢, また弓,楽器な ど, 自然の児 たちの工夫が しのば

園｡ ヒンズー教の寺院が,奇怪な表情 と色彩 に富んだ

れ るいい収集だっ

姿をその間にみせ るO そ してマ ラ ッカは歴史 の町だ｡

夜のホテルのテ レビで はブラームスが鳴 っていたっ

二宝亭,宝山寺,古い城 門,要塞 のあ と, オ ランダ東

この地 のテ レビは 4種 の時間を もつ｡ マ ラヤ語 ,
英語 ,

イ ン ド会社 の遺跡,ザ ビエル教会等 々｡ どれ もこの地

タ ミー ル語, シナ語｡ それ はそのままこの地 の複雑 な

をかすめ去 ったい くつかの勢力, い くつかの文 化の流

民族構成を意味す る ものだ. シナ人4
4% ,マ ラヤ人 42

れの痕跡 だ｡ そ して今 も厳然 として連続性 を主張す る

%,イ ン ド人 1
0
%, あ とその他 とい う構成 がそのまま

のは,華僑 のみで ある｡

反映 したのが このプ ログラムなのだ｡ ホテルの向 こう

クア ラル ンプールか らゲマスを経て コタバ ルに至 る

はクア ラル ンプールの停車場｡ 1日数本 しか動 かない

縦貫鉄道 は1
9
3
1
年 に完成 した｡ これによ って西海岸 と

汽車 の汽笛が時折, さび し く鳴 っている｡ イス ラム風

2
時
東海岸 は, は じめて完全 に結 ばれ た｡ 所要時間2
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間, 1等寝 台車で 6
8ドル50セ ン ト｡

位 は ミス ･シンガポール, 3位 はベ ラク, ともに シナ

夜, 8時 3
0
分,汽車 は動 き出 した｡窓 の外 にい ちめ

人｡ マ ラヤはつ いに選ばれなか ったO ミス ･セ ランゴ

ん にひび くのは虫 の声｡ ほそい月が 中天 にひ っそ りと

ール も私 どものホテル にいた｡ぱ っち りした眼の,小

かか って いた,窓 の外 は全 くの暗黒, それ は深 い ジ ャ

柄 のひ とだ った｡ いつ もダ リ‑ ンの服 を着 けて,余 り

ングルや ゴム園がつ らな ることを意味す る｡灯 の光 は

めだたぬ人 だ ったが, や は り美 しい と 私 は 思 って い

ひ とつ もみえな い｡ そ して たまに明 るい灯がみえ る と

た｡ だがその美 しきは,すで に私 ど もがみなれ た西欧

駅 とちい さな町,駅長 は純 白の折 目正 しい制服 を着 け

的な美 しさだ｡ この熟柘 の匂 いにつつ まれ た美 しさで

て荘重 だ ったっ窓 か らふ きいる風 は夜 がふ けるにつれ

はな い｡ そ う した意味で,私 は数 のない浅黒 いマ ラヤ

て よ うや くつ めたい｡

の少女 たちの幸運 をねが っていたので ある｡

8時 ごろめ ざめた｡窓 の外 は相変 わ らぬ ジ ャングル

コタバ ル, この 東海岸 の タイの 国境 に 近 い所 に来

の連続 , そのなかに折 々そまつな小屋 が点在 してみえ

て,私 はは じめてマ ラヤに旅 して来 た と思 った｡漢字

るっ いわ ゆ る原始民族 の住居で もあるのか｡

の看板 は表通 りか ら退 き,マ ライ語 の看板が大 き くか

パ ‑ ン河がみえは じめたっ河 にそ うて水 田が開 け,

かげ られ ていた｡ 町 に シナ人 の姿 はほ とん どな く, マ

水牛 もい る｡農家 はすべてニ ッパ郁子で屋根 をふ き,

ラヤ人 がのびやか に歩 いて いる｡英語 はほ とん ど通 じ

貧 しげな風情 だ ったO 華僑 の 姿 は しだいに 減 ってゆ

な くな り,私 どもは うろ覚 えのマ ライ語 で用を足 さね

き, ゴム園 のイ ン ド人 の集落, マ ラヤ人の村が い くつ

ばな らな くな った.

もみえて くる｡ サ ロ ンを ま とい, はだ しの姿 も多 い｡

日中の コタバ ルの町 は白 くもえ るよ うだ った｡ ひ っ

誰 も彼 もじっと走 りす ぎる汽車 を見送 ってい るだ けだ

そ りと した町なみ, そのなかに名 高 い コタバ ルの銀細

っ た｡

工 の工房 が い くつ もあ った｡明 るす ぎる 日光 と暑熱 を

コタバ ルの対岸 に着 いたのは午後 の 4時半っ コタバ

さけて工房 は薄 暗 く,1
0人 に もみ たぬ工人 たちが,だ

ルまで フ ェ 1
)‑.泥 にご り したパ ‑ ン河 を渡 るっ小 さ

ま って仕事 をつづ けていた｡ その工房 に無遠慮 に入 り

な舟 で漁をす る男 が二 ･三見 えた｡長 い柄 の先 につ け

こみ, カメ ラを向 けるこの異邦人 に,彼等 は黙 って に

た網で しき りに 魚 をす くいあげ るっ 小 雨 がふ ってい

っこ りと笑 いか け, また眼を仕事 に当て るのだ ったう

たっ河 の面 は うすねず み色 に夕方 の色 で あるっ しずか

その視線 ,その姿 は どれ も私 が い く人 もなれ親 しんだ

な河 の夕暮｡漁舟 はす こ しも動 かな い｡

日本 の職人 たち と全 く同 じ表情 の動 きだ った｡

私 ど もが クア ラル ンプールを 出たその夜, ミス ･マ

鋳 こみ,打 ちだ し, ろ うづ けによる銀線細工 , タガ

レー シアの コンテス トが行 なわれ たはず だ った｡各州

ネによる切 り出 し,すべての技法が ここで は 自在 に扱

か ら選 ばれ た ミスたちが, い く人 も私 ど ものホテル に

われて,デ リケー トな細工物が い くつ もつ くり出 され

泊 ま りこんで いた｡ この国の民族構成 をその まま反 映

てい る｡ ただ鋳型 に c
ut
t
l
ef
i
sb の骨 を使 ってい る

して, ある人 はマ ラヤだ った｡ ある ものは シナ人 だ っ

のが珍 しい｡ それ に水牛 の角 を た くみ に組 み合 わせ た

た し, ある ミスは混血風 のス タイルだ った｡ い ったい

仕事 も多か った｡ ろ うづ けは bo
r
ax だ とい う｡

こう した土地で の美 の標準 は何 なのだろ うO いわゆ る

とある遺ば たの家 の前庭 には,花やかな色彩 が ぎ

8頭身美人 は, ローマの ウ ィ トル ･ウイウスが, その

っ しりとつ ま った,バ チ ックが干 されて いた｡ それ は

著書 ｢建築書｣ のなかで与 えた,人 休美 の カノ ンにす

花壇 のよ うに,熱帯 の花 の よ うに華麗 だ｡木枠 に張 っ

ぎない｡ それ はギ リシャ ･ローマ系 にのみ通 用 した標

た布 に,老婆 が ひ とり筆 を動 か してい る｡伝 え られ る

準 だ ったのだっ

チ ャンチ ンの使用 は見 られず,粗末な小型 の筆 が彼女

ある L
]この ひ とりとい っしょにな ったっ大 きな眼 と

の唯一 の道具 だ った｡ そ して まだ あどけない顔立 の少

浅黒 い皮膚｡ もちろんマ ラヤだ った｡面長 で黒 く長 い

年 が, しきりに布 を張 った り外 した りして手伝 って い

髪｡ しか しず いぶんやせ だ ちだ｡ ｢あな たの幸運 を祈

るので ある｡
しか し, この地 のバ チ ックはや は りイ ン ドネ シア0
)

る｣ ｢あ りが とう｣｡ しか しコタバ ルでみ た新 聞の結
果 で は, この少女 に幸運 の女神 はほほえんで は いなか

ものには劣 る｡ イ ン ドネ シアのそれ は表裏 か らろ う描

った｡ 1位 は ミス ･セ ランゴール, ヨー ロ ッパ系 っ 2

き して染 め るために, 揖来上 りはほ とん ど表裏 の区別
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がないO しか し,マ ラヤのバ チ ックは一面 か らしかろ

浅黒 い大 きな眼の女がや って きた｡大 きな金 の腕環｡

う描 き しないので,文様 には っきりと表裏がでて しま

うす もののサ ロンはいかに も涼 しげで ある｡

う｡ そのためにマ ラヤ ものは,イ ン ドネシアのバ チ ッ

この地 は コタバ ル とな らぶ東海岸 の漁港だ｡夕暮れ

クに 比べて, 5分 の 1とい う 安値で 取 引きされてい

の海 には落 日がま っか に もえていたO この地特有の,

る｡

あのす っぱ りと斜 めに‑ さき とともを切 り落 したよ う

ここの市場 は巨大 な ものだ｡一方 は野菜や果物や魚

な型 の舟 が,い くつ も浮かぶ｡ その向 こうになが く岬

な どの生鮮食料品 .
一方 は保存の き く食料品や米な ど｡

がのびて,郁子の木立が逆光を あびて くっきりとめだ

市場 のなかは人 と品物で うず まっている｡ そこに熱帯

つO海岸 の護岸 には,町のひ とび とがあちこちに腰 を

の西 日がま っかに差 しこんでいた｡濃 い原色 に染 め ら

おろ して,海風 に吹かれていた｡心地 よい風がははを

れ たサ ロンの女 たちがい っぱいに群 らが る｡夕碁が近

かすめて背後 にながれてゆ く｡大 きな魚市 らしい建物

づ くと,店 は閉 じられは じめ,売 りあせ る人 の声がい

もあったが｡ しか しそのなかは もうす っか りしず ま っ

っぱいにこだます る｡バ ナナの黄色がそのなかで こと

て暗か った｡銃 眼を残 した古 い砲台のあと｡それ も今

にあざやかに輝 き,薄暮 の空気 を熱 っぽい ものに染 め

は使われぬ とみえて,住 宅 と化 している｡ モスクの古

あげている｡ この地 の真鎗細工 もす ぐれている｡むぞ

雅 なはの白 さ｡

うさに打 ち出され た スプー ンや s
i
r
e
h 用の道具 など

3
4マイル｡ これ も全
トレンガヌか らクワンタン, 1

のけず り出 した器 な ど, どれ も素朴ないい味わいを も

くの海岸 の道｡漁村が左 に点在 す るばか り｡ どの家 も

っていた｡

ニ ッパでふ いたさび しい ものだ｡ その合 い間 に ココ梯

ほ とん どの商店 が しめて しまった夜 に も,映画館 だ

子 の茂み｡ だが このあた りも人 は少ない｡ そ して坦 々

けは明 るか った. プ レス リーの ｢アカプル コの‑ E
l
｣

とした道が, きれ いに舗装 されてはるかにのびている

がかか っていた｡訳 して ｢
桃源青春｣｡ レス トランで

ばか りだ｡西ア ジアの砂漠の旅 と同 じこと｡ ある もの

は若者 たちや家族づれが盛ん に出入 りし,
食事 を し,か

はただ植物 にみた され た一様 に連続 した緑色 の空間ば

き氷を食べ る｡か き氷 はマ ラヤ中 どこに もある｡全 く

か りである｡そのなかに風 防の垣をめ ぐらして, じっ

日本風 の ものだ｡ そのなかにま じって,私 どもとマ ラ

と自然 の圧力に耐 えて生 きている人 たち｡ それ も荒涼

ヤ産のア ンカー印の ビールを飲んでいた｡ややつ よい

とした砂 漠のなかの,小 さな島のようなオアシスのな

ビールの味が しみ るよ う｡ コタバ ルはまことに生 き生

かにむ らが って,身をよせ あうよ うに暮 している人 た

き したマ ラヤの町だ った｡

ちと同 じ表情だ った｡

コタバルか ら トレンガヌ‑,ひたす ら海岸 ぞいを南

クワンタンも寂 しい港市だ った｡ しか しここは もう

下す る｡ ここに も多 くの水 田が開けていた｡ そ して水

クア ラル ンプール と半 日で結 ばれ る｡ そのためで あろ

牛の群｡その向 こうにはジャングルの緑｡梯子が空 に

うか｡ 町の 主部 は 漢字 の 看板 にみ たされは じめてい

す っきりとのびて,ふかい樹林をつ くっている｡海 は

た｡ さまざまの船具, 海産物を 売 る 店 がな らぶ こと

まばゆいばか りにきらきらと光 っていたO漁夫 のちっ

は,いかに も港市 らしい｡夜,ホテルで新 聞を開 く｡

ぽ けな家が点在 す る｡ だがほ とん ど人影 はみえない｡

新潟地震の報 をみたO漢字 はいかに もシ ョッキ ングに

静寂の道だ｡灰色 の舗装道路が,私 ど もの眼の前 を無

その惨状を訴 える｡ いっか も西 アジアを旅 していると

限 のよ うに空 にのび, また うね うね と屈曲 してやがて

き,私 ど もは伊勢湾台風 のニ ュースを聞いた｡ こうし

ジャングルのなかに消えて しま う｡ そ こを折 々す さま

て異郷 にあるとき,故国の被害 のニ ュースはなん とな

じい うな りを あげて 自動車がすれ ちが う｡ そ して一瞬

く心をいたませ る｡ ｢
英狂人楽隊｣の文字が あ った｡

の間に, どれ も視界か ら立 ち去 って しま う｡

例 の ビー トルズ 4人組 の ことだ｡ ビー トルズの動 きは

トレンガヌ, ここもきび しい暑熱 の町だ った｡宿 は
ここで は華僑 の経営, レス トランはが らん としてほ と

しょ っち ゅうクア ラル ンプールのテ レビで報道 されて
いた もので ある｡

ん ど人気 もない｡ ここもやは り英語 は通 じない｡筆談

6月1
8日,朝 8時 にクワンタンを出発｡車 はまあた

だ一漢字でO結局文字 の交流がい っとう確かなのだろ

らしいベ ンツO なかなかよ く走 る｡ この国で もベ ン

うか｡経営 は華僑だが,使用人 はマ ラヤ人 とシナ人｡

ツ, フ ォル クス ワーゲ ンの人気 はやは りすぼ らしい｡

‑
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日本 の トヨペ ッ トや ブルーバー ドもずいぶん使われて

開窟 らしいO しか し私 を驚かせ たのは,十数年前か ら

いるが,セカン ド･プ ライスが問題 にな らぬ くらい安

開かれ,今 も建設がつづいている爵震洞だ った｡辞塵

くな って しま うとい う｡ それで もマ ラ ッカゆ きの車 の

r
ak に当てた字｡
は Pe

運転手 は盛ん にブルーバー ドをはめた｡ もちろん私 ど

大 き く深 くのびる洞穴 のなかには, また巨大 な仏像

も‑のおせ じもい くぶん含 まれていたろ うけれ ど｡海

が安 置 されていた｡ その光背が電灯で組み たて られ,

外 にいると,人間誰 しもちょっぴ り愛 国者 にな る もの

明 々と輝いてい るのほ何 とな く微笑を さそ う｡洞穴 の

だ｡

なかにはい くつ もの道が開かれ,至 る処 に金色 の仏像

道 はマ レー半 島の中央 の山地 を東西 に横断す ること

が奉献 され, また白い石灰岩 の壁 には,いろんな壁画

にな る｡深 い ジャングルを うね ってつ け られ た道はな

が画かれてい た｡ ことごと くイポー附近で錫で 巨利を

かなかの難 コースだO それで も舗装 はいい し, ひどい

得 た華僑 たちの寄進 で ある｡

蛇行 の道 は切 りとってつ けかえ る工事が あちこちで進

そのなかで ｢
南 島敦煙｣ とい う字 もあ った｡ あの西

行 している｡ さすが山地 に入 り,雨 もよいの 日だけあ

域へのルー トにあ った敦燈 の千仏洞 も, こうした発生

って,久 しぶ りですず しい空気が窓か ら流れ こむ のだ

を もったのだろ う｡敦燈 の建設者 はシル クロー ドによ

った｡ふかい森 の底 には,河 の瀬音が あ らびて鳴 って
いる｡

が今 も くりかえ されてい る｡

私 に与 え られ た旅 の 日数 ももう半ばをす ぎて しまっ

って利益を得 た貿易業者 たちだ った｡ それ と同 じ事情
老人 たち も,サ ングラスをかけはそいス ラ ックスを

た｡残 る 日数で北方 に旅 し,米作地帯 のなか に調査 の

はいた当世風 の若 い娘 たち も,みな線香を抱 えて洞 内

フ ィール ドを早 く決定せねばな らない｡ そ うして 6月

を巡拝 してゆ く｡ ひろい洞 内にはちょ っとした喫茶 の

2
0日,私 ど もはイポー路 を北へ,車 を走 らせ たので あ

設備 もある｡ そ こで人 び とはのんび りとつ めたい もの

フ
ー＼っ

をすす った りしていた｡大 きな鐘が鳴 らされ,洞 内に

暑 い 日だ｡ クア ラル ンプールを出はずれ るとい きな

す さま じい反響を呼ぶ｡

り白い荒涼 とした地 に出る｡錫山なのだ｡強 い真昼 の

敦塩 もオア シス都市のひ とつだ った｡ そ してやは り

太 陽に照 らされて,その白い土地 はなにか砂漠の只 中

洞穴 のなか に多 くの仏像や壁画が安 置 され た｡ しか も

のよ うにさえ思 われ た｡ マ ラヤの特徴 は白い土 と緑 の

何 よ りも洞穴 のなかは涼 しい レク リエー シ ョンの場 で

ジャングルの 2色 に染 めわ け られているとい っていい

ある｡焼 けつ くよ うな砂 漠や熱帯 の太 陽の光か らのが

のか もしれぬ｡ それ ほど, このイボーを通 ってペナ ン

れて, このほの暗 く涼 しい広大 な洞 内に入 り,至 ると

に向か う道路 の左右 は, ゴム園 とジャングル と,む き

ころを埋 める極彩色 の壁画や,金色 に光 り輝 く仏像 を

だ しとな った錫鉱山が交代 に現 われ る｡南米 のボ リビ

仰 ぎみ るとき,そ こは間違 いな く浄土の世界 であ った

ア とな らんで世界 の 2大産地 で あるマ ラヤの錫｡ これ

ろ う｡ イ ン ド, あるいはアフガニスタン, また中国 と

は単純 な鉱業だ｡水 で洗い流 した土砂 のなかか ら,比

発達 した多 くの洞穴寺院 は, きび しい 自然のなかか ら

重差で錫を分離 す るだ けの こと｡ 日本 の砂鉄採取業者

のがれ,心地 よい浄土世界 を現実 の ものに しよ うと し

が, ｢かんな流 し｣ と称 して,か って中国地方で盛ん

た知恵 にちがいない｡ そ して ここ南島には今 も新 しき

に行な った もの と同 じ原理, 同 じ方法で ある｡ しか

敦燈が建設 されてい る｡

し, これ は土地 を荒廃 させ る｡首府 クア ラル ンプール

しか もそ こには国家 を背景 とす るイス ラム, またモ

もそ うした荒地 に開かれ た町なのだ｡ この掠奪産業が

ダ ンなモス ク建築 に対 す るひそかな対立感がふ くまれ

マ ラヤの 自然景観 を今後 どのよ うに変化 させてゆ くか

てい るよ うだ｡ マ ラヤ人 と華僑,政治 と経済, こうし

‑ あの白い土 の領域 は, これか らのちどのよ うな姿 と

た対立が,宗教 とい うシンボルによ って争われてい る

な ってゆ くのだろ う｡

のだ｡国費を投 じて建設 され るモスク｡華僑 の寄附だ

イポー あた りか ら右手 には, 巨大 な石灰岩 の岩壁 か
つ らな りは じめる｡ そ して大 きな洞穴がぽ っか りと開

けで造 られ拡大 してゆ くこの種 の洞穴寺院問題 は深刻
で ある｡

く｡ そのひ とつ に 三宝洞 と 呼ばれ る 仏教寺院が あ っ

夕方,ペナ ンに入 る｡ 自由港ペナ ンの町の夜 はたい

た｡ 明の三宝太監鄭和 に因んだ もの とい う｡清朝末 の

‑んな賑わい｡ ここ もまた華僑 の町だ｡ そ して近郊 に
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ある極楽寺 は,や は りシナ人 たちがい っぱいだ った.

してい られ る,佐本氏 のたいへんな援助が あ った｡佐

多 くの奉献仏,寄進 され た建物, はなやかな壁画,美

本氏 はマ ラヤの米作 における 2期作用の品種 を固定 さ

しいパ ゴダ, どれ もあの洞穴寺院 のよ うに, シナ人 た

れ たひ とだOみ ごとな成功｡ その品種 は ｢マ ]
)ンジャ

ちの精神 的な連帯感の中心 とな っている ものばか りだ

ー｣ となず け られている｡ マ ラヤ,そ してイ ンジヤ,

った｡若 い青年 たちのアベ ックがい っぱいだ｡盛んに

ジャポニ カの名 が組 み合 わ されて生 まれ た ものだ｡ こ

写真を とり,賑やかに歩 きまわ る｡ ここで彼等 はひ と

うした 日本人技 師 たちの, ほ とん ど故国に も知 られて

し く同胞意識,民族意識を新 に し, またふ りかえ って

いない血 のに じむ ような努力が,マ ラヤの 日本 に対 す

いるよ うに思 われ る｡

る信頼 を生む根本的な要素で あることを,い ったい誰

ペ ナ ンか らさらに北方 ケダー州 の首都 ア ロール ･ス

がは っきりと認識 してい るのだろ う｡

ター‑｡ そ こか らさらにア ロール ･ジャングス‑｡ そ

その佐本氏 によ って私 どもはケダー州 の農務部長 の

してよ うや く調査予定地 は きまった｡村 の中央を一条

援助 を受 けることがで きた｡ そ して, ジャ ミール氏 が

の水路が流れ る｡ その両側 にず らりとな らぶ農家群｡

推 したア ロール ･ジャングスの村 に足をふみいれ たの

その奥 にひろが るのはことごと く水 田ばか り｡米作単

である｡ ひ とつ の村 の選定 はそ う簡単 に進む ものでは

作地帯 の ささやかな農村 だ った｡ しか し, ここに も華

ない｡多 くの現地 のひ とたち,また多 くのバ イオニヤ

僑 の商店 がい くつ も進 出 しているのだ った｡

ーたちの仕事が あ って こそ,は じめて新 し く来 た者 も

村 には病院 もあ った｡ ひ とりの医師がそれを切 りま

異郷 の地 に 自分 の求 める条件 にかな う村 を得 ることが

わす｡パ イプを さかん にふか しなが ら彼 はマ ラヤの後

で きる｡ ア ロール ･ジャングスは当初考えていたよ り

進性, 教育 の 普及 のおそい ことを 歎 息 しっづ けてい

もやや戸数が多いようだO しか し,その他 の事情 は 日

た｡ い ささか世 をすね たよ うにみえる彼 の姿勢 は, 日

本 の 米作単作地帯 の 村 に, い くぶん 似 た ところが あ

本 の村 をたずね るとしば しば出会 う村 の老医,その村

る｡ は じめての調査者 たち も親 しみ易 いだろ う｡

の指導 的な知識人 として, しか もたえず 中央 と比較 し
ないではい られない人 たちのお もかげを思わせ た｡

だが同 じ北部 の米作地帯 とい って もず いぶんの違 い

5
% の普及率 だ｡ ち
が ある｡ベ ラ州では もう 2期作 は7

平和 な農村 だ った｡ 白い帽子をかぶ った‑ ジたち,

ょうど出穂期に当た った田は,穂 を風 になびかせてい

村 の長老 は毎朝のよ うに村 の入 口の コ‑ ヒ〜店 に集 ま

た｡ しか し一歩 ケダー州 に入 るとここは単作地帯, 田

っている. そ こで コー ヒーをすす り.談笑 の うちに閑

は盛ん に水牛が曳 くスキで うなわれているO あるとこ

雅 な時が消えてゆ く｡英語 はほ とん ど通 じない｡ けれ

ろでは種子 まき, あるところでは田植 え,仕事 の ピ ッ

ど も村 のひ とたちの眼は,ふいに入 りこんで きた異邦

チは必ず しもそろ っていない｡ その幅 は一月 ほど もあ

人 たちを,好奇 の眼でみつめるとともに,人 のよさそ

るとい うことだ った｡

うな微笑 をたたえるのだ った｡木造 の ささやかなモス

この地方 の田植 えはククカ ンビンとい う一種 の田植

ク,その裏 は墓地 とな っている｡名 も記 されていない

器 を使 う｡み じかい鉄 の棒 の先が二又 に分 かれ

小 さな墓石が草む らに埋 もれている｡ この熱帯 の太 陽

に苗 をは さんで使 うとい う｡ アロール ･ス ターの町で

のなかで, ただ水 田をつ くりなが ら一生を終 えてい っ

金物屋 に入 って きいてみた｡す ぐ出 して きて くれ た｡

た 多 くの人 たちの 安息の 地 がそ こにあ った｡ 土 に帰

25セ ン ト｡ それ に手中に もって使 う小 さな手鎌 もほ し

り,土 に帰 してゆ く人 たち,人生 とはそ うい うものな

い と思 ったO ピイサ ウとい うはずC しか し出 して きて

のだ｡ そ うい う寂 しい歌 にみ ちた ものなのだろ う｡

くれ たのはふつ うのノ コギ リ鎌だ ったO もうどイサ ウ

そこ

だが,私 ど もが この村 にたどりつ くまでには,ず い

は使わない とO その店 には鎌や鉄製 のスキ先や,柵子

ぶん多 くの人 々の尽力が あ った｡偶然 クア ラル ンプー

の実を割 る道具 だ とか さまざまの農具が山のよ うに積

ルで同宿 したア ジア経済研究所 の萩原氏 の, まことに

まれて あった｡ 日本 の農村 の近 くの町の農槻具屋 と用

厚意 にみ ちた忠告が あ った｡ そ して農務局長 の ジャ ミ

じ風景である｡

ール氏 が, このア ロール ･ジャングスを推 した｡ それ

ア ロール ･
スターのモスクは,ク リーム色 の壁 と,巣

を実見 す るための私 ど もの北方の旅 には,バ タワース

い屋根 の対照がなかなかにいい｡ その前 はいちめんの

に住み, ブキメ ラの試験場 でマラヤの稲 の育種 に努力

広 い芝生, い くつ もの大 きな老樹がゆ った りと枝をの
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ば し,葉を茂 らせてい るっ夕暮れのモス クには, うす

]用品だ って,新 しい改善 と改良 が無限 に
さまざまの t

いヴ ェールをま とった女性がい っぱいにな り, コー ラ

な されて,私 どもの近 ごろの装備 は,1
9
世紀 ごろの人

ンの読雨が,広場 の芝生をながれてい った｡芝生 に腰

々とは 比べ ものにな らぬ 完全 さとな って いる, しか

をおろ して じっと動かないひ とも多い｡家族づれの散

も,交通機関の発達は,多 くの肉体的な負担をはるか

歩 のひ とたち｡ またフ ッ トボールに興ず る少年 たち｡

に軽 くして しまった｡今 日の海外調査者 たちは,ほ と

それは しずかで, しか も平和 に時間が消 えてゆ く地方

ん ど国内にいるの と変わ らない生活条件の もとに働 く

都市 の点景だ った｡ タバ コを吸 う人の火が赤 々とみえ

ことがで きるのだ｡ その上 に 日常の多 くの些末な事 は

る｡ふ りかえると町には灯が きらめき,背後 には夜の

い っさい彼の肩か らとりのぞかれて しま う｡現代の侮

空が暗か った｡ このおだやかな空気 と時間 とそれはあ

外調査 は,煩雑か ら単純 に戻 り,人間的な生活 に帰 る

わただ しい暮 しに追 いま くられ る私 どもの 日々の塵労

ぜいた くなチ ャンス といえるか もしれぬ｡早 い話,臥

か らほ,遠 い世界の像 だ った｡ そ うした芝生のひ とと

だ って この 8月か らふ たたび酉 アジアに向か う｡そ し

きを私 どもはいつ もつ のだろ う｡

て私 はこの秋のオ リンピック, 日本のマス コ ミがい っ

1
9
世紀 までの海外の調査や探検 は,いつ もあたたか

せいに騒 ぎたて るであろうあのす さま じい騒音か ら逃

い媛炉 の火や, 白 く清潔で糊のきいたテーブル クロ‑

れ うることを,ひ とつの幸福 と考えているO スポーツ

スの生活 を見すてて行なわれた. それは快適 な生活か

とい う人間 の生理的な闘争が,最高の神のよ うに 日本

ら, 辛苦 の多い 生活‑ 白か ら突入 してゆ くことだ っ

に君臨する期間に, 日本にいないことを幸福 と思 うり

たう その彼等を支 えるものは, ただ未知なる ものを

そ して ある友人は私 にいった｡ ｢た しかに,それは最

招 き,未知なるものを世 に示す とい う使命感に も似た

高のぜいた くだろう｣｡
旅路 のはて, シンガポール, この博物館 は見事な収

ものだ ったよ うだ,

0
世紀, ことにこの後半 は, もはや海外調査
しか し2

集だ った｡かつて中国か ら南方へ輸 出 された明 ･清の

はそ うした ものではな くな った｡ ある場合 にはそれは

染付の大量が,ガラスケースのなかで, しずかに過去

む しろ新 しいぜ いた くで あるとい っていい｡ タヒチに

の歌を奏でている｡そ してボルネオやスマ トラ,マラ

のがれ たゴーガ ンのよ うに, この目ま ぐる しく煩雑な

ヤの民具の多 くが きれ いに整理 されて,壁面やケース

現代生活か ら逃れて, 自然 と人間がおだやかに調和 し

を飾 る｡窓外か らは多 くの教会 の尖塔がみえて,かつ

ている 暮 しの 世 界にどっぷ りとひたろ うとす る 願い

てのイギ リス時代を しのぼせ た｡

が,む しろ今 日の海外調査者の心の支え とな っている

海 はおだやかに暗か った｡てい泊す る船の灯が海面

のではないか｡ ここには空をおお う媒個 もな く,スモ

い っぱいに広が って きらめいた｡岸壁 にひたひた寄せ

ッグもな く,交通戦争 もない｡ こうるさ くどこまで も

る披,海岸道路 を疾駆 する自動車のライ トが,まばゆ

私 どもを追いか ける電話 のベル もなければ,たえずせ

い 光 の帯 となる｡ しか しそのなかをゆ きか う人たち

きたて られ るような周 りのはげ しいス ピー ドも眼に映

は, ことごと くシナ人O シンガポールの人 口の8
5
%は

らな いo

華僑で ある｡ そ して連邦政府 とシンガポール政府の対

しか も,かつての調査者 たちが苦 しんだような条件

立 は,連邦の大 きな問題であるっその問題 はすべて こ

はほ とん ど消えてゆ こうとして いるOマ ラ リア予防 も

の華僑 たちの もつ巨大 な経済的機動力か ら生まれて き

1週間 に 1度の服用ですんで しまう｡1
0
年前 の酉 アジ

ているのだ,

アの旅 のころはキニーネ一点は りだ った｡ あのにがい

そ うして 6月3
0日の深夜,私 は水 田に立 っていた｡

錠剤を私 どもは毎 日のみつづけていた｡ それで もなお

あわただ し く過 ごした 1か月の 日が潮騒のように頭の

マラ リアには十分 に安心す るわ けにはいかなか った｡

奥に鳴 っているのを感 じなが ら‑

0

(
1
9
6
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