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ス マ トラの 低 湿 地 を行 く

古

スマ トラ東岸低地部 の村 はすべて川沿いである｡

川

久

雄*

とま って残 ってお り,かつ多種の生態環境が展開す

ことにムア ラとい う川の合流点が好 ん で 住 ま わ れ

る地域を探 した｡ こちらの考えは低湿地帯を丘か ら

る｡人間がふえるにつれて高床の家 々がやはり川沿

海まで歩 こうということである｡スマ トラの リアウ

いに建増 しされて,村 は次第 に長 くな る.
｡ しか し,

州, ジャンビ州,南 スマ トラが候補地 と してあが っ

川 と川の問の森は依然 として緑の魔境である｡人 々

た｡次 に,野営 しなが ら進むのでキ ャラバ ンを組む

は森林産物を とりに しば しば森に入 るが,森の広 さ

必要がある｡そのための適 当な人間がえ られるか ど

と木 々の成長力に比べ,人間の数 とその破壊 力は現

うか｡ また丘か ら海までず っと森の中だと, いか

在で もなおかつ弱い｡

にも心細い し,携行する食料がふえ大部隊にな って

森か ら抽 出 した産物 は川を通 って村 々‑,また港

しま う｡ 結局, ジャンビ州 の バタ ン‑ リ流域を歩

‑運ばれる｡川を通 って異郷の人間が入 りこみ,異

くことに した｡ ジャンどの町はずれ,バ ンソ村か ら

国の産物,文化が入 りこむ｡川 はまた人 々の生活の

E の針路を とると海岸まで約 6
0km,しか もバ
N2
0o

場である｡水浴,用便,食事の した く,洗いものな

タ ンハ リの蛇行 によ って全体が クンペ,タ ンジュン,

どの家事 は川辺に浮かべた イカダで行 う,
｡川 はまた

プルバ ックの 3地域 に分かれている｡最終 目標地点

漁甥の場である｡イカダの下,木 の下,川岸の くぼ

の海岸 には シンブルナイクとい うブギス人 の新 しい

みにはさまざまの魚篭が しかけ られる｡よ り下流部

集落 もある｡

で は魚柵やえ りがふえる｡ とまれ,熱帯降雨林を二
賢

0月1
3日,バ ンソ村村長に見送 られて 出発
1983年 1

く川筋 は,そ こでの唯一 の開けた空間であ り,最重

した｡キ ャラバ ンは全体で1
2
人である｡いままで に

要交通路であ り,生業の場である事情 は,陸上交通

I
PB の調査 に経験のある農民たちを プルバ ック の

が増 したいま も変 らない｡

移住村か ら1
0
人集めることがで きた｡それ に私 とス

一方,熱帯降雨林の農業生態研究を志す私 は,川

ピア ンデ イ君である｡農民たちの リーダーはパ ソノ

沿いの空間だけでな く,川 と川の間に巨大な空間を
占め,一種不気味な感 じをたたえている森へふみ こ

(ソノ小父 さん) と呼ばれ る30代半ば,ジ ャワの ウ
ォノサ リ出身の男である｡他 の連 中 もいわゆるキ ド

んでみたい気持を以前か らもっていた｡ うまい具合

ゥル山地 出身の愛すべ き人たちである｡年齢構成 は

に偶然がいろいろ重な り,イ ン ドネシア ･ボゴール

30歳代 がふた り,20歳代 5人,1
0歳代 3人である｡

農科大学 (
I
PB) のサタ リ教授か ら,湿地林の土壌

彼 らに比べすでに40
代 の私が果た してついていける

調査経験があるス ピア ンデ ィ君を京都大学大学院の

か,最近 とみにおちて きた体 力を思 うと一瞬不安が

学生 として受 け入れることとな り,彼 とともに湿地

頭をかすめる｡
キ ャラバ ンほかつ ぎ屋部隊 とレンテ ィス班に分か

林を歩 く計画が1
983
年 の1
0月 と11
月 に実現で きる こ
ととな った｡

れ る｡荷物 はまず ボー リング道具｡ これはオ ランダ

これまでの調査報告を検討 し,広大な湿地林がま

製の 比較的軽い 簡易 ポー ラーで, ハ ン ドル と長 さ
1m の丸のみ型切 っ先,1m の継 ぎ手 5本｡ これ ら
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をキ ャンバス ･ザ ックに入れて 20kgほどの重 さに
なる｡ コア試料 はツゾラ箱 に水平 に積 み重ねて入れ
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る｡6m 四方のゴムび きテ ン トが 1
5kg｡パ ンダ ン

た木の根や坂根が地表をはい,その上 にさ らに小技

0
枚｡ 米 1
0
0kg｡ 南京豆, ジャコ,
で編んだゴザ 1

や落葉が積 もっている｡ したが って,お と し穴が無

魚 カ ンヅメ,スーパ ー ミ一,コー ヒー,茶,香辛料,

数 にあるの と同 じで,
‑歩一歩足許を確かめなが ら,

0/
,ス トロ ンケ ン石油 ランプ,
食料 と食器類｡石油 1

しっか りした根の上を歩 く｡ うっか りして踏み外す

ふつ うの石油 ランプ,ポ リバケツ, クワ 1丁,バ ラ

と, どすん と太 ももぐらいまでお ちこむ｡身体を支

ン (
山刀) 4丁｡ これだけの荷物を 8人でかつ ぐ｡

えようと,やみ くもに木 につかまるのは危険 この う

驚いたのはそのかつ ぎ方である｡天秤棒でふ り分 け
荷物に してかつ ぐ｡テ ン ト,ゴザは頭の上 にのせ る｡

えない｡ とい うのは,例 えばス ンパ ヤとい うヤシ｡

これで ジャングルを歩けるのか ?

の と同様 の トゲが群生 している｡また, ロタ ンの類

これはサラカヤ シの一種で,その葉柄 には トゲサゴ

バ ンソの村 はクンペ川の自然堤防上にあ り,家 々

はゆ らゆ らとゆれ動 く薬先 に,つ り針状の トゲを数

のまわ りには ココヤシ,果樹が こい緑陰を作 る｡そ

百 もつ けている｡ル ンガスといううる し科の木 もま

の背後 2k
m ほどはゆる くうね る台地が続 き, ラン

ちかまえている｡ これにや られて,私 は肘か ら先 が

ブータ ン, ドリア ン,マ ンゴ,マ ンゴステイン,バ

1c
m ほどふ くれあが った ことがある｡ じくじくと

ナナ, ライチなどの果樹園とゴム園が帯状 に走 り,

汁が出て実にかゆい｡倒木を くぐり,の りこえ,雨

ところどころにキ ャサバや トウモロコシ畑がある｡

季 は小川 になるであろ う凹みの泥 にも ぐり,ひたす

道 は しっか りとした灰 自粘土であ り,木 もれ 日を浴

0
o
E で進む｡ ともか く 5
0m 歩 くと全身汗ま
ら N2

びなが ら気分のいい散歩を楽 しめる｡ この空間は日

みれ になる｡

本でいうと里 山,人間に手なず け られた ｢
半 自然｣
の空間である｡みんな快言
問にとばす｡ しか し私 はき
ょろきょろと忙 しい｡土をみ,高木をみあげ,畑の

50
0m か ら 1km ごとにボー リングを うつ｡木 の
根 に当たると場所を変える｡1m ずつ試料を とりな
が ら継 ぎ手を足 して 6m の深さまで ボー リングを

スケ ッチをす る｡最後の姐をす ぎると前方に森が現

す る｡せ っか く無事 に貫入 して もカユ状の泥炭 は全

われた｡緑の壁が視 野の端か ら端まで, うっそ うと

く試料が とれない こともしば しばである｡泥炭の下

5m ぐらいで
立 ち,行 く手を阻んでいる｡高 さは 2
それ ほど高 くない｡ しか し,林縁に若木 がび っしり

は灰 白色 に赤褐色の斑紋がま じる,堅 くしま った粘
土である｡台地の土 だ｡泥炭 は 2k
m 地点か ら急激

と立 ち,人間界をま ことに明瞭な境界で断ちきって

4m を こえる｡6km 地点か らはさ らに
に深 くな り,

いる｡いよいよ緑の魔境 に入 るのである｡

深 く,6m 以上 となる｡

一旦森の中‑入 ると,暗 く,見通 しは利かず, ど

最初の 1日を 歩 い て が く然 と した｡わ ず か に

れ も似た木 にとりか こまれて全 く方位が判 らない｡

2km 進んだのみである｡夕方 5時に野営の準備を

そ こを安全に,かつ最 も速 く歩 くには, レンティス

始 める｡ ソノ小父 さんが クワで黒 い泥炭 に井戸を掘

を きることである｡ レンティスは要するに,方位を

る ｡

決めて森の中を真 っす ぐに突 っきることである｡先

に満 ちる｡いわゆるアイル ヒタムである｡ しか し,

0c
m のバ ラ
頭のふた りが とぎすま した刃わた り 6

川のさ らさ らした アイル ヒタム で は な く, アラビ

ンで薮を きり開き,後続 のかつ ぎ屋部隊が通れる幅

ア ･コー ヒーのごとくね っとりしている｡

1 m も掘 ると黒い水 が出て, みるみる穴一杯

を確保す る｡ 2番 目の男 は腰か ら 5
0m の ロープを

生木 に石油をかけて火をお こし,アイル ヒタムを

た らして進む｡ ロープの端が 目印をするす ると通過

やかん に汲んで湯を沸か し,なべで飯を炊 く｡その

す ると,叫び声 がお こる ｢ポ トン (きれ)
｣｡先頭の

,

間,他 の連中は平坦地をえ らんで,椎樹やバ ランの

バ ラン屋が,手近の木の幹の向 こう側の皮をむ き木

多い林床をバ ランで きり均 し,その上にゴザを しき,

肌を出す｡ス ピア ンデ ィ君がその うしろで コンパ ス

屋根だけのテ ン トを張 るoやがて湯が沸いて ｢ア ン

を に らみ針路を指示する｡私は木肌 に番号を書 く｡

ジェニ ヨール (
学士様 )
｣のス ピア ンデ イ君 と ｢ボ

低湿地帯は全体 として は極 めて平坦な地形なのだ

ス｣ の私 に ミルク入 りの コー ヒーが運 ばれる｡色 は

が,森の中を歩 く段 になると,大変起伏 が多いこと

黒 いが,
少 し渋いだけで コー ヒーの味は全 くしない｡

が判 る｡ ちょうど しゃ くとり虫のよ うに盛 りあが っ

パ ソノ, コー ヒーを入れたか ?しま った,忘れてい
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地 通

ま した,水 が もともとコー ヒー色な もので‑‑0

信

の,多分単子葉草本 の茎な どがみ られ る ことがある｡

晩飯を くうと少 し気力を とり戻 してマ ンデーをす

下端近 くの泥炭は,異 なる様相を示す ことがあ る｡

る気 にな る｡ アイル ヒタムをバケ ツに一杯汲んで手

かな り繊維質 が残 り,マ ッ トのよ うに積層 して いる｡

おけをぶ ら下 げ,木陰に入 る｡石 ケ ンを こす りつ け

これ は指 の間 にはさむ と, しっか りした抵抗感 があ

て アイル ヒタムをざぶ っとかぶ り, サ ロ ンをま く｡

り,握 りしめた場合ぬ る っとはすべ らず,ぼ こぼ こ

下着 は赤黒 く染まるが,いた しかたない｡ シ ャツ類

とつぶれ る｡

の汗をすす ぐのにいい方法 はその うちに判 った｡夜

厚 い泥炭の下 には必ず 白い堅 くしま った粘土 があ

の雨 にうたれ るよ うに枝の間にひろげてお くのであ

る｡ これ は沖積世堆積物で はな く洪積段丘面 ,それ

る｡で きあが りは濡れて はいるが, ほどほどに汗が

もかな り古 い地形面を構成す る粘土であろ う｡ ジ ャ

お ち,色 もつかない｡

ンどの町がの って いる,ゆるやかな起状 の丘陵面 と

眠 りにつ くまでのひ と時, ジャワ語で よ もやま話

ほぼ同 じもの と思 う｡そ うだ とす る と,海 に向か っ

に熱 が入 る｡やがて,誰かがブ シ ンデ ン (ワヤ ン芝

てゆるい勾配で下 る丘陵が沈水 し,その上 に泥炭が

居地唄の女義太夫)の物まねをす ると,ガ メ ランの

堆積 して いることになる｡

口歌,ダ ランの声音が唱和 されて,即席 のガメ ラ ン

植物遺体 が完全 に分解す ると何 も残 らな い わ け

が緑 の とば りにひび く｡折 り曲げた膝 ,肘 の関節を

で,泥炭の分解度 とい うのは微妙な ものである｡ こ

ぎこちな く唐突 に開 く,影絵人形芝居の動 きをまね

の微妙な分解のバ ランスを支配 して いる要因は何で

て立回 りを演 じるふた り組 が,皆の笑 いを誘 う｡ス

9
8
4
年 4月末 に湿地林‑再度入 った時 の経
あろ う ?1

マ トラの ジャングルの中にぽつん と浮ぶ ランプの明

4
/8
3
験 は, この点 で実感的解答を与えて くれた｡8

りで, ジ ャワの伝統劇 に興 じる この農民た ち.
/

年の雨季 は例年 にな く長びいて, 4月末で もバ タ ン

木綿布の寝袋をす っぽ り頑か らかぶ って蚊 の攻 撃

‑ リ川の水位 は高か った ｡8
3
年 の1
0
月 に比べて ジ ャ

をかわ しなが ら,夢 うつつであれ これ思 っているう

ンどの町で 4m も高い｡これ は大変か も しれないぞ

ちに,疲れがの しかか って きて朝まで一息 に眠 る｡

0km 下 り,タ ンジュ ン地 区の
と思 いっつ ボー トで 6

朝 は猿の噂声で 目が覚 める｡深い朝寓が立 ち龍め

.
8m
とりつ き地点‑つ くと,案 の定 ,前 回に比べ 1

て,カメ ラの レンズ も濡れて しま った｡地表面 には

は高 い｡バタ ン‑ リの水 が川岸を こえて林 の中に入

自分 の寝姿 の凹みがで きて いる｡泥炭地帯 なのだ｡

りこんでいる｡村人 にサ ンパ ンを借 りて 5
0
0m 森

湿地林 に広がるこの泥炭の構成 は 一 体 何 か ?丸

の中を進んで,木 出 し用 の木馬道 に とりつ く｡水 は

のみ型 ポー ラーで試料が うま くとれ た 場 合 , 直 径

へそまで くる｡木馬道を 2
.
5km 内陸に入 って も,

3c
m,長 さ 11
‑
1の コア試料が地上に現われ る｡次 々

水 はやは り膝まである｡ もちろん森 は水 につか って

と継 ぎ手を足 して 6m まで ポー リング して も,泥

いる｡村人 に聞 くと,雨季 の数 カ月 ,森 は水 につか

炭ばか りで土が現われない｡実 に不思議な感 じを受

るのかふつ うである とい う｡年 間数 カ月の湛水 ,乾

ける｡湿地 林に密生す る木や草の遺体 が数千年間積

季は湛水 しな い が 地下水で 飽和 して いる 状況 の下

み重な って, これだけ厚 い泥炭 が堆積 した ものであ

で,泥炭堆 積の微妙なバ ランスが達成 されてい るわ

る｡ しか し,肉眼的に もとの植物組織を識別で きる

けである｡しか も数千年,この状況が継続 している｡

場合 は少ない｡圧倒的に多いの は,赤褐色のふわふ

しか し,木 の根 はどんな工夫を して この湛水期間を

わ と した細 かい泥状植物遺体である｡ これ は地 上に

耐えているのだろうか ?それ に,水で一杯 にふ くら

とり出 して空気 にふれ ると,表面が速 やか に黒変す

ん だスポ ンジ0
)よ うな地盤 に, これだけの高木 がよ

る｡つま り,化学的な意味での分解が速 やか に進 む｡

く立 って いる ものである｡

この植物泥を撞 ると,黒い水 と一緒 に 9割方 は抱 の

広大 な湿地帯 の中, 1本の トランセク トを歩 いた

間か ら逃 げ出す｡ この中に時折,幹に相 当す る と思

のみで,判 った ことはま ことに少ない｡盲 が象をな

われ る木片 がはさま っている｡それ はかんづ めのま

で る感が強い｡木馬道を どぼん, どぼん,水 にお ち

ぐろにそ っくりの構造 ,手 ぎわ りを もっている｡は

なが ら歩 く｡え らい ものに とりついた感 じが身 にせ

かに も樹皮 が皮膚のよ うに‑ぼ りついた小技,京 平

まる｡ (
京都大学東南 アジア研究 セ ンター助教授)
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