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東南 アジアの森 と野 と海
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は

じ め

に

東南 アジアの核心部 は森 と海 の世界であ る｡地理的にい って森 と海 の面積が広 い とい うだけ
ではな く,森 と海が生業や社会 ,人 の考 え方 な どを支配 している｡ この小論 ではそのあた りの
ことを記述 したい｡もっとも東南 アジアには野 もあ る｡だか らよ り律儀 に記載 しよ うとす ると,
森 と野 と海 の三つを カバ ー しなければな らない｡

Ⅰ 東南 アジアの森
帯状構造
世界 中 どこで もそ うだ ろ うが,東南 アジアで も決 して単質 な森がその全域 を覆 っているので
はない｡それ は海岸線か ら山稜 にかけて帯状 の変化を見せ る｡最 も標準的 な ものは海岸か ら,
マ ング ローブ,湿地林,熱帯多雨林,山地多雨林 とい った変化 の様相を見せ る｡
マ ングローブは潮間帯 にあ る｡その背後 にあ って,潮汐は侵入 しないが,低平 さの故にいつ
も湛水 してい るよ うな所 に発達す るのが湿地林であ る｡そ して, さらに内陸に入 り,傾斜が現
れて排水が よ くな った所 に現れ るのが,熱帯多雨林 であ る｡ ここは植物 の生育 には最 も適 した
所 で,何万種 とい う樹種 がお互いに競 い合 いなが ら,最 も豊かな森 を作 ってい る｡やがて さら
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に,内陸に進み,標高が 700‑ 800m に も達す ると気温が降下 して くる｡ こ うなると森は温帯
のそれ の よ うに種類 を減 じ, また樹高 も低 くな って くる｡ これが山地多雨林 であ る｡ (
森林専
門家 の間では,山地 多雨林 の下限は標高 1,
000m ぐらい とされ ているが,土地利用を議論す る
時は, ここに示 した よ うに も う少 し低 くした方が都合が よい｡ 山田勇 , 1991『熱帯多雨林世界』
参照｡)

熱帯多雨林
マ ングローブは海岸線沿 いに きわめて狭 い幅で しか発達 しない｡その背後 の湿地林 もふつ う
はそれほ ど幅広 くは発達 しない｡ 山地多雨林 の面積 もあ ま り広 くない｡だか ら,面積的にい う
と熱帯多雨林が圧倒的 に広 い範 囲を 占め ることにな る｡東南 アジア, と りわけ島峡部東南 アジ
アは熱帯多雨林地帯 だ とい って も過言ではない｡
この熱帯多雨林は生物学的には きわめて豊かな森 であ る｡ しか し, この豊か さは人間に対 し
ては次 の よ うな性質 を もって立 ち現れ ている｡ まず第一は ここは森林物産 の宝庫 であ る｡そ こ
の何万種 とい う樹種 の中には香木が ある｡沈香や龍脳 はその代表 であ る｡栴檀 のある森 もあ る｡
東 イ ン ドネ シアだ と,丁子や ニ クズ クを出す森があ る｡その他に各種 の樹脂や ゴム頬,それ に
蜂蜜,蜜蝋 な どが到 る所 にあ る｡熱帯多雨林は こ うして人間に とっては きわめて魅 力的な所 な
のであ る｡
しか し, この同 じ熱帯多雨林 は人 の接近 を許 さない｡療病 の地 だか らである｡熱帯多雨林 に
入 る と人は熱病 にかか ってい とも簡単 に死ぬ｡だか ら,昔は,熱帯多雨林には痔気が漂 ってい
るとい って,人 々は森 を恐れた｡ マ ラ リア蚊や, ツツガ虫がいて病気を うつ したのであ る｡ こ
の年 中多湿 な森 には,そのほかに もあ りとあ らゆ る病原菌が充満 してい る｡不用意に熱帯多雨
林に入 ると,そ うい う病原菌 にや られ て死んで しま うのであ る｡
それに も うひ とつ悪 い ことは, この熱帯多雨林は食料 に し うるものがほ とん どない とい うこ
とであ る｡ これは異様 に聞 こえるか も知れ ないが,事実 であ る｡熱帯だか ら野生 イモ類が多い
だろ うと想像す るか もしれ ないが,そ うではない｡確かにイモ類 は多いのだが,板 にデ ンプ ン
を貯め るイモはない｡通年高温湿潤 な熱帯多雨林 では,寒冷李や乾燥李がな く, したが ってエ
ネルギ ー貯蔵 の必要がないか らイモは デ ンプンを貯めないのであ る｡熱帯多雨林 で人間が食料
に し うるもの と言えば,僅かに,ヤ シや膝や シダの新芽 ぐらいの ものである｡ これ では充分 に
食料 を確保 しうるとい うわけにはゆかない｡
熱帯多雨林はか くして, きわめて魅力的な宝庫 ではあ るが,そ こ‑侵入す る ことは きわめて
危険 な場 として存在 しているのであ る｡
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マ ング ローブ と山地 多雨林
それ では人間は この東南 アジアでは どこに も住めないのか とい うと,そ うではない｡住め る
所 は二 カ所 あ る｡ ひ とつはマ ングローブの前面 であ り,い ま一つは山地多雨林 であ る｡
マ ングローブ前面 とい うのは,マ ング ローブの さらに先 の海 の ことであ る｡そ こは普通は遠
浅 にな っていて,結構 よい住み場所 にな る｡ こんな所だか ら,長 い杭 を用 いて海 中に高床家産
を建 て,住む のであ る｡
ここが良好 な居住地 であ るとい うのは, まず何 よ りもここの衛生環境 の良好 さに よる｡ マ ソ
グ ローブ林 の中だ と,蚊が きわめて多い｡ だが,一歩海面上 まで出て しま うと蚊は一挙 にいな
くなる｡ そ こは マ ングローブの 日陰 と違 って燦 々 と陽が照 ってい る し,海風が吹いている｡ こ
うい う所 には蚊 はいないのである｡危険 な病原菌 もいない｡
マ ングローブ前面 の遠浅地帯は また食料 にな るものが多い｡ エ ビが非常 に多い し, カニや貝
も多い｡ こ うした ものを多用す るか ぎ り, ここでは食料 には事欠かないのであ る｡
海中に杭上家畳 を建 てて住む とい うことは私たちの よ うに陸に馴れ親 しんだ者 には大変 な こ
との よ うに思 えるか も しれ ないが,実際にや ってみ る とそれほ ど大 した ことではない｡ もちろ
ん舟が足がわ りであ る｡ 大変 な どころか,む しろ快適 です らあ る｡
山地多雨林 が今一つの居住可能地だ とい うことは,そ この気候が既 に温帯的であ り,病原菌
の活動 が低下 しているか らであ る｡ ここは しか し,食料確保 とい う意味ではそれほ ど楽観 を許
さない｡食料 は耕作 に よって確保 しなければな らない｡ しか し, とにか く病原菌 とい う大敵 の
少 ない ことは きわめて大 きな利点であ る｡ そ こに跨み とどまって耕作 をす ることが可能 になる
わけだか らであ る｡
こ うして見 てみ ると,東南 アジアにおいては居住可能 な地域は巨大 な熱帯多雨林 を避けた二
つの縁辺部だ とい うことにな る｡

熱帯多雨林 と汎神論
熱帯多雨林 は人を近づけない宝 の山であ る｡ これが第一 の特徴 だが, も うひ とつ大 きな特徴
がある｡ それは ここが勝れ て汎神論的な世界であ る とい うことであ る｡ これは熱帯多雨林 の性
格 とい うよ りも常緑林 に共通 した特性 なのだが,次 の よ うな ことである｡
常緑林 の中は暗 い｡そんな暗が りの中に大小の樹幹 が突 っ立 っていて,不気味 であ る｡そん
な ところで最初 に覚 え る ものは恐怖 であ る｡ その暗 が りの樹 幹 の背後 に何 かが潜 んでい るの
じゃなか ろ うか と不安 になる｡その うちに垂れ下が った蔓や 曲が った幹が化け物 の よ うに見え
て くる｡
そんな時 ,私たちは, ど うか魔物 よ悪 さを しないで くれ, 自分 は何 も悪 い ことを していない
のだか ら, と身を こわば らせ, ど うか カ ミサマ私 を守 って くだ さい と必死 で祈 る｡ これはす で
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に汎神論 の世界その ものである｡森が暗ければ暗いほ ど, よ り私た ちはそれを強烈 に感ず る｡
暗い常線林 はそ うい う所 なのである.
こ うい う森 の中では 自分 とい う存在は また極めて小 さい ものだ と思わせ られて しま う｡ 何せ
闇 の中か ら不意 に出て くるか も知れ ない力は, 自分 の能 力な どでは全 く対処 の仕様 もない よ う
な巨大 な ものであ る｡異質な ものである｡こ うした森 の中で生 きる人 が持つ人間観 とい うのは,
だか ら,人間は万物 の霊長 だ,人間万歳 な どとい うもの とは全 く違 う｡む しろ 自分 は無 に近 い
小 さい存在 で,かろ うじて宇宙 の中に生かせて もらってい るのだ, とい った感 じであ る｡
ところで, こ うした闇か ら一歩林外‑ 出ると,そ こにはパ ッと全 く別 の世界が展開す る｡太
陽の照 りつけ る林辺 では線 の葉がキ ラキ ラと輝 いてい る｡花が咲いている｡蝶や蜜蜂 が飛び交
い,蟻達が忙 しげに動 き回 ってい る｡そんな ものを見た時,私 たちは,おお,君達 !とい って,
声 をかけた くな る｡彼 らと生の喜びを分かち合 いた くなるのであ る｡闇か ら帰還 したばか りの
自分はその とき, ここの線 の葉や花や虫達 と同 じくらいに,心がつつ ま しくな っていて,彼 ら
に同類意識 を覚えるのである｡ この時,私たちは草木虫魚 と共 に生 きている とい って もよい｡
常緑林 とい うのは人 々を して こ うい う体験を させ る所 なのである｡熱帯多雨林 では, この こ
とが最 も純粋 に,そ して もっと頻繁 に起 こっている｡
熱帯多雨林 とは人 々を して,いた る所 に カ ミガ ミを感 じさせ,草木虫魚 との共生 を実感 させ
る所 なのである｡

Ⅱ 東南 アジアの野
ここで野 とい っているのはそ こで農業が行われ る開けた空間の ことである｡ふつ うは落 ちつ
いた農村があ り,その まわ りには農地が開けている｡ 日本 の盆地や谷筋 は典型的な野 の空間で
ある｡

山地 多雨林 の野
先に述べた森林 の帯状分布か ら見 る と,東南 アジアの森林帯で, まともに陸上 で住め るのは
山地多雨林地帯 だけ とい うことにな る｡実際 ,山地多雨林帯にだけは, ちゃん とした居住があ
り,農業 の確立 している ことが多い｡主だ った実例を拾 いあげて見 る と,次の よ うな ものがあ
る｡
まず,スマ トラのバ タ ック地帯｡ ここでは巨大 な伝統家屋が軒 を連ね て集落を作 り,焼畑 に
加 えて,いわゆ る蹄耕に よる水稲耕作や,イ ン ド系の型 を用いた水稲耕作 がある｡一部 の所 で
は,イ ン ド渡来 と思われ る条播機使用の畑稲作 もあ る｡要す るにそれぞれの条件に応 じて多様
な技法がち ゃん と確立 してい る｡ 同 じスマ トラ高地 の ミナ ンカバ ウもバ タ ックに似た よ うな豪
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華 な家屋 とよ く発達 した稲作を持 っている｡ ス ラウェシの トラジ ャは これ また著名な山地多雨
林 の居住者 である｡ トンコナ ンと呼ばれ る伝統家産 は,その厚 くて重 々 しい屋根 と丹念に彫 り
込 んだ壁や柱 の彫刻が素晴 らしい｡ ここの人達が また よ く完成 した稲作技術を持 っている｡ 彼
等は,蹄耕稲作をす るのだが,その他 にペ レコ (
巨大 な‑ ラ状 の耕起具)やルイサ ン (
土運 び
兼地 な らし用 の棲) とい った極めて特異 な農具を駆使 して水稲耕作 を行 な っている｡ この特殊
な農具は ここ以外 ではその類縁を見 出せない｡多分 , この高地 で独 自に発 明 され完成 させた も
のであ る｡ ロンボ クの 1,
000m を超す高地 で も同 じよ うに完成度 の高い稲作が存在 してい る｡
東南 アジアの山地多雨林帯での よ く発達 した農業展開は枚挙 にい とまがない｡
こ うした山地多雨林 の農業 に特徴的 な ことは,いずれ もそれが相当強 く,それぞれ の地点 で
特殊展開 した ものだ とい うことであ る｡古 くに山頂近 くに登 りつめて,行 き場 を失 った技術が
そ こで一種 のイ ソポ リューシ ョンを起 こしてい るのである｡
山地多雨林帯 の野は こ うした極めて興味深い農業 の諸相を見せ てい る｡ただ,いかんせん,
その面積 となる と,極めて微小な ものにな って しまってい,広 い東南 アジアの中ではほんの局
部的現象 とい う恰好 にな って しまっているのであ る｡

熱帯多雨林 の焼畑
先に熱帯多雨林 はその痔病性 の故 に人間は居住 しえなか った と書いた｡ しか し, よ り正確 に
い うと,それは基本的 にはそ うだ とい うことであ って,例外的 な場所 もないではない｡熱帯多
雨林 で も高位 の ものや ,尾根筋 で風通 しの良い所 には古 くか ら人 間は侵入 し,耕作を行な って
きた｡
ただ,そ こでの耕作 は山地多雨林 の場合 の よ うな定着的,恒久的な ものではな くて,移動 的
な焼畑 であ った｡熱帯多雨林帯 の農業 が移動的な耕作 にな った ことには理 由があ る｡それは水
稲耕作 を行 えなか ったか らであ る｡水稲耕作を行 お うとす る と,ただで さえ不健康 な熱帯多雨
林地帯 で,一段 と危険 な谷筋や凹地 に降 りなければな らない｡ さすがにそ こまでほ人 々は よく
な しえなか ったのであ る｡
尾根筋 での耕作 になると, これは も う焼畑 にな らざるをえない｡ この植物 の旺盛 に繁茂す る
条件 の下 では,湛水下 での雑草の除去 を行わ ない限 り,雑草対策 の方法はただひ とつ焼畑 で し
かあ りえない｡森 を焼 き,耕作は 1年 だけで止めて, また新 しい森 を焼 き,か くして,雑草の
侵入を防止す る とい うのが,唯一可能 な方法であ る.
熱帯多雨林 で もその一部 では こ うして耕作をや ってい る｡ しか し, こ うした焼畑 の行われ る
所を本 当に野 として よいのだろ うか｡ これは問題 であ る｡ こ うした所 では,景観的には圧倒的
な大部分が森 であ る｡ そ して,耕地 はその中に まるで ケシ粒 の よ うにポ ッソポ ッソとあ るだけ
であ る｡
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さ らに加 えて,そ の耕地 が これ また切株 の無数 に残 る,お よそ耕地 ら しか らぬ耕地 であ る｡
焼畑 ではふつ う腰 の高 さ ぐらいの所 で樹木 を伐 りたお してゆ く｡ これ は伐開作業 を仕易 くす る
ためであ る｡ それ と同時 に こ うしてお くと切株か らはいち早 く萌芽が でて,森林 の回復 を早 め
る｡ だか らこ うす るのであ る｡要す るに焼畑 では,本来 そ こは耕地 を含めて全体 が森 なのであ
る｡ただ,耕種 をす る区画だけは,その 1年 に限 って地上部 を伐 り倒 し,日当た りを よ くして,
まだ充分 に生 きてい る切 り株 の間で作物 を作 る とい うのであ る｡焼畑 とはい ってみれば,森 の
中で,森 を破損 しない よ うな方法を用 いて行 な ってい る極め て特殊 な耕作 なのであ る｡
こんな耕 作法 , こんな景観 の所 を野 とい うこ とはや っぱ り出来 ない｡熱帯多雨林 には焼畑耕
作 はあ るけれ ど,野は ない｡

例外的 な低 位 の野
東南 アジアの大部分 は熱帯多雨林 で覆われ ていてそ こには野 はない｡野 は熱帯多雨林 の上 に
突 き出た高冷 な山地多雨林 にほんの小 さい ものが局所 的 に存在す るだけ であ る｡ これが東南 ア
ジアの基本的 な構 図であ る, と言 って もまず間違 いは ない｡但 しこの基本的 な構 図 を破 る例外
が東南 アジアには 3カ所 あ る｡
第‑ の例外 は ジ ャ ワとバ リの二つ の島であ る｡ この両 島は赤道直下 にあ りなが ら, まわ りの
島 々 とは全 く違 って,広 く野が開けてい る｡それ は稲 と トウモ ロコシとキ ャ ッサバ を広 く作 る
野 であ る｡何故 ここが こんなに広大 な野 を持つ よ うにな ったか とい うと,理 由は二 つあ る｡最
も大 きな理 由は, ここが周辺 の地域 に比較 して寡雨 で健康上好環境 を もっていたか らであ る｡
オース トラ リアの島陰 に位置 した この両 島は, こ うい う好条件 に恵 まれ ていたのであ る｡
もっとも, こ うした好条件 に もかかわ らず ,島民達 は なおかつ多大 な犠牲 を払 って ここを野
に変 えたのであ る｡ この島が多大 な犠牲 を払 ってで もなお野 を開いた とい うことには理 由があ
る｡ それが第二 の理 由であ る｡ それ は まわ りの熱帯多雨林 の森林物産搬 出をね らった冒険者達
が多大 な犠牲 を も顧みず , この二 島の積み 出 し基地化 を計 ったか らであ る｡ ボ ロブ ドゥルや プ

000年以上昔 に,イ ン ドの冒険者達
ラ ンバ ナ ンとい う巨大寺院遺跡 があ るが, これ らは今か ら1
が建設 した戦略 的基地 であ る｡彼 らは当時 に しては世界最大級 の物量 を投 じて, この一 大事業
を行 な った｡
私 のい いたい ことは,次 の よ うな ことであ る｡ ジ ャ ワ,バ リの両 島は いわゆ る農民 の拓 いた
野 ではない とい うことであ る｡ 当時何か大 きな世界史的 な動 きがあ って, この多島海世 界 に大
挙 して流入 して きた外部勢 力が あ り,
そ の人達 が拓 いた野 であ るに達 いない とい うこ とであ る｡
それ は森林物産交 易を含 めて,多 島海外交史 とい った ものに関係 してい る｡ ジ ャワとバ リは今
日で も熱帯多雨林 が覆 い尽 くす東南 アジア島峡部 の中で まるで宝石 の よ うにそ こだけキ ラ リと
輝 いてい るが,それはそ の根底 に,多分 ,上述 の よ うな歴史 があ るか らであ る｡
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第二 の例外はイ ラワジやチ ャオ プラヤや メコンのデルタであ る｡そ こは今では一望千里 の水
田にな ってい る｡ だが これはあ る意味では人を惑わす野であ る｡ これ らのデル タの水 田地帯 は

9世紀 の後半 にな って初めて出現 した ものである｡それ までは河 口の湿原で雨期 には
いずれ も1
大湛水 し,乾季 には干上が って しま うど うしよ うもない土地 で しかなか った｡ お よそ人間の居
住域 とは考 え られていなか った土地 なのである｡ それが 1
9世紀後半 ,植民地経済の進展に伴 っ
て,一挙 に干拓 ,農地化 された ものである｡干拓 は巨大資本 の投下があ って爆発的な勢 いで進
め られ た｡そ して,そ こには外国に売 るための米が全面 に作 られた｡ いわば これは植民地経済
の落 し子 であ る米 プランテー シ ョンなのであ る｡伝統的 な東南 アジアの土地利用を考 え る時,
このデルタの水 田地帯は一応無 い もの として取 り扱 った方が東南 アジア像は よ り正 しく把握 し
うるのだろ う｡
第三 の例外は大陸部東南 アジアの中央部 に位置す るいわゆ る平原であ る｡上 ビル‑や東北 タ
イな どが これ の典型例 である｡ ここでは極 めて古 くか らイ ン ド系 の稲作が行われていた｡ その
景観 も特異な ら稲作技法 も特異 である｡ 景観はイ ン ドのそれ に似た半乾燥 の広大 な無樹地帯で
あ る｡ そ こを何回 も牛 で型耕 した うえに稲籾 が散播 され る｡稲刈が終わ ると,大 きな牛車 を田
の中に引 き入れて刈 り取 った稲 を運び出す ｡ 稲は特別 に仕立 て られた脱穀場 に運ばれ,そ こで
多数 の牛に踏 ませ て脱穀 され る｡ いわゆ る牛蹄脱穀 であ る｡ 全ての作業は完全 にイ ン ド式 の も
のである｡ こ うした風景, こ うした農業は今 までに議論 して来た森 と海 とい う枠 では全 くど う
に も解釈 しえない｡ これ こそい ってみれば正真正銘 の野なのであ る｡
さて, こ うい う三つの例外を数 え上げた ところで私は改めて東南 アジアの構成を考 えてみた
いのである｡ 内陸平原の野はあ ま りに も典型的なそ してあ ま りに も巨大 な ものであ る｡ したが
って これは森 と海 の世界か ら切 り離 して しまった方が話が ス ッキ リす る｡結局,東南 アジアは
それ を二分 した ら,描写 も し易い し構造 もは っき りす るのである｡だか ら思い切 って二分 しよ
うではないか とい うのが私の提案 であ るo こ うい うふ うな視点で二分す る と大陸平原部 が一つ
の地域 を構成 し,それ以外 の所 ,す なわ ちいわゆ る東南 アジア島峡部 と東南 アジア大陸部 の海
岸地帯が今一つ の地域 を構成す る とい うことにな る｡
もし,海域東南 アジア とい う言葉を地理学的な意味 で用 い るとす るなら,その範囲は ここで
二分 した後者 の範 囲に用 いた ら如何 な ものだ ろ うか｡ こ うい うことだ とす る と海域東南 アジア
世 界は勝れて森 と海 の世界 とい うことにな る｡そ こで唯一 の例外はキ ラ リと宝石 の如 く輝 いて
い るジ ャワとバ リだけであ る｡海域東南 アジア世界 とい うのは圧倒的 な森 と海 の世界だが,辛
ラ リと光 るジ ャワとバ リをその中に抱 えている｡それはい ってみれば結 晶化 した小 さな, しか
し強力な野である｡東南 アジア海域世界は構造的には こ うい うものなのである｡
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Ⅲ 東南 アジ了の海

異人 の港
1
9世紀 の中頃 まで東南 アジアの海域世界には実 に多 くの港があ った｡そ して,それ らの港 は

多 くは異人たちに よって経営 され るものであ った｡
考古資料や漢籍 に よる と初期 の東南 アジアの港 はそのほ とん どがイ ン ド風 の文物 で覆われ て
いた｡本当にイ ン ド人が港 を経営 していたのか,あ るいはイ ン ド文化を受容 した他 の人達が経
営 していたのかは定かでないが, とにか くイ ン ドその ものの コピーがそ こにあ るのであ る｡
最 も古い時代 の港 だ った と思われ る所か らは碑文 が出るが,それはサ ンス ク リッ トで書かれ
てい る｡ 6, 7世紀 になる と漢籍 に港 の記載が現れ るよ うにな るが,そ こにはイ ン ド文化 の氾
濫が生 き生 きと措かれ てい るO港 の王はイ ン ド風 の名前を持 ち,イ ン ド風 の身 な りを し, まわ
りには多数 のバ ラモ ン僧 を侍 らせている｡ ある港 では ヨーグル トの よ うなイ ン ド風 の乳製品が
盛んに食べ られていた｡
この状況は時代が進む と少 しずつ在地化の傾 向を見せ るよ うであ るが,完全 に消え去 る とい
うことはなか った｡そ して,イス ラーム商人達 の到来が盛 んにな ると,今度は一挙にイス ラー
ム商人 の港が増 えた｡ モス クとスル タ ンの宮殿が建 て られ, ア ラビア語やペル シャ語を話す商
人達が港 に溢れ るよ うにな った｡ もっともこの変化 はイス ラームがイ ン ド商人を追 い出 した,
とい ったふ うな ものではなか った ら しい.む しろ当時世界の経済が大膨張 して,イス ラーム達
は,その波 に乗 り新 しい所 に新 しい港 を どん どん作 ってい った よ うであ る｡ この ことは 1
3世紀
頃か ら始 ま り, 1
5,1
6世紀頃には もっと拡大 した らしい｡
東南 アジア海域世界 では異人が港 を作 る,異人が政 治権力を作 る, とい うことは よほ ど一般
的な ことであ った ら し い｡海域東南 アジア世界の多 くの地方 の建 国神話を見てみ ると,ほ とん
どの所 で異人が王国開聞 の祖にな ってい る｡
カ ンボジアの建国神話 では土地 の女魯柳葉がイ ン ドか らや って来 た混涯 と結婚 し,その子が
カ ンボジアの国を始めた ことにな っている｡ ス ンダ海周辺 のマ レー世界には広 く別 の建 国神話
があ る｡ あ る時 山の頂が光輝 いているのでそ こに行 ってみ る と,三人 の貴公子がいて,我等 こ
そは ア レクサ ンダー大王 の末喬 であ る とい った｡それ でその貴公子 を戴 いて王 とした とい うの
であ る. マ レー世界 の建 国神話 にはいろいろのバ ージ ョンがあ るが,いずれ も話の筋 は ア レク
サ ンダー大王 の末高 を引 き出 して くるのである｡王が実際にその血か ら して完全な外 国人であ
るか ど うかは別 として, この よ うに王た る者には遠来 の貴種 である とい うことが要求 され てい
るのであ る｡
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港王国の実態
伝統的 な東南 アジアの海域世界 にはい くつ もの国があ った｡そ してそれ らは異人の王を戴 い
て森林物産 の搬 出を行 な っていた｡ ところで, これ らの王国 とい うものは,私 たち 日本人が普
通に考 える王国 とはず いぶん と性格 の違 うものであ った らしい｡ それは まず領域支配を してい
なか った｡それに王国経営 の中心は決 して王だけではなか った らしい｡む しろ出 自を異にす る
複数 の人たちが契約 に よって王 の まわ りに集 ま り,その契約通 りに任務を分担 し,港市王国 と
もい うべ きものを経営 していた ら しいのである｡
1
8世紀か ら1
9世紀 にかけてはスマ トラの東岸に シア クとい う強大な王国があ ったが,そ の場

合だ とそ の様子は次 の よ うであ った｡
まず第‑ に領域 であ るが, シア ク王国の公称 の領土はスマ トラの約半分を 占め るもので,そ
の長 さは南北 7‑800km に及 んでいた｡ しか し, これは属 国を含めた範囲で,実際に シア ク
王 国が直接的な支配 を行 な っていたのは シア ク川 とい う一本の川筋だけであ った｡ シア ク川 と
同 じよ うな川が この王 国には何本 もあ って,それ ぞれ の川筋には別 の小王達がお り,彼 らはほ
ぼ完全 な独立 を保 っていた｡ ただ時 々シア クに献納を し,戦 の時には兵 を出 した りしただけで
あ る｡ こんなわけで,海域東南 アジア世界では 巨大な王国 とい って も,実際 には直接 の支配域
はその うちの特定 の川筋一本だけ で,その他はいわば別 の王 の支配範囲だ ったのである｡
さらに また直接支配地 のその一本 の川筋 自体が極めて奇妙 な構造を もってい る｡ シア ク川の
場合だ と川筋 の住人 の圧倒的多数 が ミナ ンカバ ウであ る｡彼 らは 自分達 の首長 を戴 いて住 んで
いる｡ その川筋の河 口か ら 7
0km ほ どの所 に シア クス リイ ン ドラプラとい うこの国最大 の港
があ って,王宮は ここにあ るのだが,この港町 の人 口の 9割方 までが ミナ ンカバ ウなのであ る｡
ちなみ に王は とい うとこれはは っき りした ところ,何 国人か判 らない｡ただ ミナ ンカバ ウでな
い ことだけは確か であ る｡言 ってみれば他 国者 の この王が, ご くご く少数 の手下をつれ て この
王宮 に住んでい るのであ る｡ そ の住み方は他 国者 の王が, ご く少数 の手勢 と共 に ミナ ンカバ ウ
の首長 の客人 とな って ここに住 んでい るとい った よ うなそんな恰好 にな ってい る｡
さらに今ひ とつ奇妙 な ことは, この川の河 口には また,全 く違 う一群 の人が住 んでい る｡ こ
れは人種的には ブギスだ ともマ レーだ ともいわれ るが, この人達が川 口の警護を固めている｡
いわゆ るお雇 い外人の海 の強者達 であ る｡ ブギス といえば, ここか らは 1,
600km 以上 も離れ
た島の民族 であ る｡
シア ク王国の行政組織はは っき りしてい る｡そ こでは王が頂点に立 ち,その下 に 4人 の大臣
がい, この 5名が言 ってみれば内閣を作 ってい る｡ 4人 の大臣 とい うのは主席 の海軍大臣を筆
頭 に財務大臣 と二人の国務大 臣であ る｡ ここで,国務大臣な どほ王 の係累 の人だが,主席 の海
軍大臣は例 の川 口を固め る傭兵 隊長 の ブギス人 である｡
以上が政府 の中枢 にいる人 たちで,同時 に実質的な王国経営者 であ る｡ しか し,地元 の ミナ
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ソカバ ウの首長 も員外 メンバ ー として実際には経営に参加 し,それ相当の特権を持 っていた｡
その特権 の大 きさは海軍大臣 と同 じ程度 であ った とい う｡
大臣達 は王か ら給与を貰 って働 くとい うよ うな ものではなか った｡各 自が一つの業務を分掌
し,それに応 じて 自分 の取 り分 を得 ていたのである｡だか ら,全体 の成 り立 ちは全 く合名会社
の よ うな ものであ ったわけであ る｡
今一度,個人 ごとにその分担業務 を整理 してみ る と,それは次の よ うな具合であ った とい う
ことになる｡
まず この川筋 をその住民を含めて実質的に支配 してい るのは ミナ ンカバ ウの首長 である｡彼
は こ うい う立場 のために住民を使役 して森林物産 を採集,集荷 させ ることが可能 であ る｡ こ う
して集め られた物産 を今度は王が販売す る｡ この他国者 の王は実際には海外市場‑のチ ャネル
を もった商売人 であ るか ら, これは可能 である｡彼 はその一味 の中に しば しば アラビア人 な ど
をつれ ていた｡ また王 自身が アラビア人 な どであ った こともある｡王は しか し,たんに異国か
ら来た商売人 とい うだけではない｡非常 に しば しば,いやほ とん ど例外 な く,異国か ら来た貴
人 とい うことになる｡ しば しは先に述べた ア レキサ ンダーの子孫に させ られ るのである｡そ し
て首長 の娘 をめ とった りす る｡現に シア ク王国の年代記 もその王は ア レキサ ンダーの子孫だ と
い うことにな っている｡そ して最後 に名だた る海 の強者が船 と兵士 を揃 え,王 と契約を結んで
お雇 い海軍大臣 として川 口で守 りを固めているのである｡

興亡常 なき王国群
商人王た ちは熱帯多雨林が持つ高価 な森林物産 を求めて,は るば る遠方か らや って来た冒険
者達 である｡先 に述べた よ うに熱帯多雨林に近づ くことは危険 きあ ま りない ことであ る｡多 く
の冒険者達はバ クバ タと死んでい った｡それで も彼 らは儲けに惹かれて次か ら次へ とや って来
た｡そ して彼 らの誘 いに惹かれ て首長達 も川筋に住み搬 出作業を大 々的にや るよ うにな った｡
こ うして出来た港 国家は多 くは浮 き沈みが激 しく,興亡常 な きものであ った｡港王国の不安
定を導 いていた理 由はい くつ もあるが,第一は この地が先に述べた よ うに療病地 であ り,食料
補給 もままな らない よ うな所 であ ったか らであ る｡病気に打 ちひ しがれ,人 々が離散 し,港 の
つぶれ ることもよくあ った｡第二に資源 の潤渇 もあ った｡その流域 の森林物産が採れ な くなる
と,別 の川筋 に港を移す ことにな った｡ さらにその経営者 の組織が解体す ることもあ った｡港
経営は先 に見た よ うに三者 の契約 で成 り立 っていたのだか ら,利害 の調整がつかな くな った時
には協業は解消 された｡ また,隣接港間の争 い とい うこともないではなか った｡すでに見た よ
うに王国 とい うの も,その実態 は ドング リの背較べで,それ らの小王達 の連合であ ったのであ
る｡ こ うして,港 の恒常的成長 に関す る不安定材料はい っぱいあ ったわけであ る｡
東南 アジア海域世界 とい うのは こ うい う状況 でず っと存在 して きたのだ と考 えておけば よ
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い｡そ こには突 出 した巨大勢力 もなければ, また一つの勢 力が安定 して長期 に存続す る とい う
こともなか った｡む しろ,無数 とい って よいは ど多数 にあ る港勢 力が,お互 いに浮 き沈み しつ
つ, しか し,全体 としては領外‑ の販売に便利 なあ る種 の整理 されたネ ッ トワー クを作 って存
在 し続けて きたのであ る｡
こ うした状況はおそ ら く遅 くとも 5‑ 6世紀 には出現 してお り,それが大 々的に広が り出す
のはイス ラーム経済が この海域 に広が り出 して くる13世紀頃か らなのであろ う｡そ して これは
オ ラソダやイギ リスが本格的な植民地支配 を貫徹す る1
9世紀 中頃 までは続 いたのであろ う｡

汀線の集落
ここで汀線 の集落 としてい るのは王 のい る積み 出 し港 ではな く, もっと小 さい普通 の集落 と
い う意味 であ る｡厳格 な意味で汀線だけにあるわけでな く,大小の河川の川岸な どにあ ること
もあ る｡ 私が 自分 で調べた集落だ と次の よ うな具合であ る｡
それはスマ トラの東海岸にある｡岸をべ った りと覆 うマ ングローブの前面か ら 200m ほ ど
離れ てあ るか ら, まさにマ ラ ッカ海峡その ものの中にあ るわけであ る｡ 175戸が塊状 をな して
杭上家畳群を作 っていた｡
この 175戸は一塊 を成す のだが,実際には 3区か らな ってい る. 1
30戸がマ レー人区 といわれ
ていて これが早 くか らあ った中核 であ る｡後 に これに 1
5戸 の福建 区 とい うのが くっついた｡福
建 出身 のイ ン ドネ シア人漁民 とい うことであ る｡そ して,最後 に約 30戸 のオ ランラウ ト人 の家
が さらに付け加 え られた｡ 最後 の ものはオ ランラウ ト定着政策 に則 って政府 の建 てた居住 区
である｡ この よ うに, この海上集落は混住集落であ る｡ さらに詳 しくい うと,例 のマ レー人区
のマ レーとい うものの内容が また擾めて混合的な よ うであ る｡ いろいろの地方 出身者が混住 し
てい る｡要す るに,集落は出 自を異にす る人達 の文字通 りの寄 り合 い世帯 なのである｡
さて, この人達が何 で食 ってい るのか とい うと,それが ど うもは っき りしない｡は っき りし
てい ることはい くつかある｡ しか し,全体像がつかめないのであ る｡は っき りしてい ることは
まず第‑は福建漁民 とい うのは漁業 で生 きている とい うことであ る｡大 きな網を持 っていて専
業的に漁業を行な っている｡ 第二 にオ ランラウ トとい うのはつい 2, 3年前 までは舟住みの帝
海民だ った｡季節的に移動 して森林産物採集や小規模 な漁業 な どを していた｡
こ うい う意味で よく判 らないのが中核 にいるマ レー人達 の生活 なのであ る｡ ここで もい くつ
かの事実は確実にある｡ まず第‑ はマ ングローブの背後 に ココヤ シ園を拓 いて, ココヤ シ栽培
を してい る｡ ご く一部は建材や炭原料 としてのマ ングローブの伐 り出 しを してい るo福建漁民
の漁業 の手助けを してい る者 もい る｡それ に ど うや ら小貿易や密猟 にかかわ ってい る人達がか
な りい るら しい｡ しか しこの最後 の所 あた りの様子が ど うもは っき りしないのであ る｡ 130戸
が食 って行 くためには相当の仕事 がなければな らない｡ ところが,それが ど うもは っき りとは
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見 えて こないのであ る｡ ちなみにい うと,私は この集落 を漁村 として紹介 されて調査に入 った
のだが, ど う見て も漁業だけで食 っているよ うには見えないのであ る｡
全体は見えないのだけれ ども, この‑ レ‑区の中心的 な人物二人 の経歴 を聞いた時,何 とな
く,彼 らの生活の輪郭は判 った よ うな気が した｡二人 とも191
0年代 の生 まれだが,その略歴 は
次の通 りである｡
A 氏 :パ レンノミンに生 まれ るが,両親 と共に,す ぐに この近 くに移住 ｡ 1
2歳 で シンガポール

に船 の雑役夫 , 16歳 で中国人所有の船 の船長 になる｡ 23歳で 自分 の船 を持 ち,スマ トラ産 エ ビ
歳, ジ ャカルタ ･チモール航路 の大型船 の副船長 になる.34歳, ジ
を シソガポ‑ルに運ぶ｡ 31
ャカル タに古鉄 回収業開業036歳,オ‑ス トラ リアに渡 り,真珠採 りダイバ ーになる｡37歳,
シンガポールに帰還｡漁具販売 .43歳,ス ソバ クで漁業 を行 い同時にその漁獲物 の績み出 しを
行 う｡46歳,本 マ レー区に到来 , ココヤシ園を拓 く｡56歳 で本村村長 とな る｡
B 氏 :幼少時, この近 くの河川沿 いの小村 でサ ゴ洗 い｡やがて,サ ゴの シンガポールへの輸

出業｡第二次大戦 中, 日本軍 に協力,造船業を始め る｡終戦後,サ ゴ洗 いに帰 る｡ 1960年代中
頃,本 マ レー区に到来｡漁業 とココヤ シ栽培｡
二人 の経歴 を見 てい る と,す さま じい勢 いで職業 をかえ,かつ A 氏 にいた っては大変 な広
範囲にわた る移住を繰 り返 してい る｡
汀線集落 の住民 の全員が この二人 の ような 目ま ぐる しい流動を繰 り返 しているとはいわない
が,汀線 の住人達には多かれ少 なかれ こ うした流動 と混合が起 こってい ることは事実 である｡
女性 の動 きは少 ない｡ しか し,男性 は転 々と住み家をか えてゆ く｡そ して, しば しばその行 き
先で新 しい家庭 を持つO
あのマ レー世界に見 る混血的 な形質,そ して驚 くはか りに広範囲にわた って均質 なマ レー語
の分布は こ うい う人 々の移動 と混住 に裏打 ちされて存在 しているのだろ う｡

海岸 における ｢野｣的風景
東南 アジア海域世界においては山地多雨林 に しか野はない とした｡ しか し,野的風景は実際
には海岸に もある｡そ してそれは 1970年代か らは着実に増 え続け,本当の野へ と変貌 しつつあ
る｡その ことについて少 し見てみたい｡
伝統的な東南 アジア海域世界には港は多 くあ ったのだが,絶対的 な食料不足地 であ った｡す
でに見た よ うにマ ングローブの湿地林や熱帯多雨林が農耕不適地 であ ったか らであ る｡だか ら,
食料は域外か ら運 び込 まれ ていた｡例えば 17‑ 18世紀だ と,食料供給地 として最 も重要だ った
のは ジ ャワとシャムであ った｡ ぺ グーか らもかな り供給 されていた｡
しか し,マ ラ ッカ海域やス ソダ海周辺 で も本当に穀物生産が全 く無か ったか とい うと,そ う
ではない｡そ こは冒険商人達 である｡ この過酷 な条件下 で も稲作を行な った｡ただ,それは普
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通 の水稲耕作民が行 うような ものでは全 くなか った｡旺盛 に繁 る森 を伐 り倒 して,耕起 も何 も
しないで,そ こに大背を移植 し,稲 を作 ったのであ る｡何の ことはない｡そのや り方は焼畑 の
技法 である｡ただ, この過湿な海岸低地帯では粗を直接播種す るのでは生育が思わ しくない｡
だか ら,大 き く育てた苗を植 えたのであ るO植 え るに際 しては,焼畑民が用いるの と同 じ穿孔
棒 を用いて孔をあけ,そ こに首を挿 しこんだ｡
この稲作は稲作であることは事実なのだが,普通 の農民の稲作 とは一つの点で明瞭 な違 いが
あ った｡それは,商品 としての米を作 るのであ ったか ら,儲けにな らない と,サ ッサ と止めた
とい うことであ る｡あ る年 ,ある地方 にパ ッと稲 田が開け る｡ しか し,次の年 に行 ってみ ると,
も う全 くない｡ ある人は稲を作 ってい,その時 自分は農民だ と自己紹介す る｡ しか し, 2, 3
年経 って行 ってみ ると,その人は も うそ こには居 らず,家 もない｡船乗 りにな った とい う｡ こ
うい うことが,実に頻繁に起 こるのであ るが,む しろ こ うい う一時的,投枚的な稲栽培が常態
とい って よい｡ こ うい う自称 ｢農民｣を私 はギ ャンブラーとい っている｡海域東南 アジア世界
の海岸部 には稲 はあ る｡ しか し,それ はギ ャンブラーの作 る稲 で,出現 した り消失 した りす
る｡ こ うい う耕地 の広が る所を私は ここで野的風景 とい うのであ る｡野ではない｡野的なので
あ る｡
ただ,最近は この野的風景が定着 しだ して きた｡本当の野にな り出 して きた｡医薬品が手に
入 るよ うにな って,海岸低地の居住が ぐっとし易 くな った｡国策で もって,海岸低地が大規模
に拓かれ,そ こに集団移民が入れ られ るようにな った｡熱帯多雨林 の資源が潤渇 し,加 えて国
の監視 の 目が厳 しくな って,ギ ャンブルをす る場所が少な くな って きた｡ こ うい うことが重 な
って,海岸低地に農業空間が増 え出 して来たのである｡ これは一種 の脱海域世界現象 とい って
もよい｡
第二次大戦以降,新興国が国造 りを推進 させ る中で,脱海域世界現象はいろいろの方面 で起
こっている｡第一 ,中央政府 の指導や集権 とい うこと自体が,本来非海域的な ものであ る｡

お

わ

り に

本特集の総合 タイ トルには ｢
海域世界｣ とい う言葉が現れている｡ この小論 の中に も同 じ言
葉を用いた｡東南 アジアに対 して この言葉を与 えることは大変新鮮であ り,この ことに よって,
今 までには見 られなか った新 しい東南 アジア像が生 まれて くる可能性がある｡
本小論 では と うていやれなか ったが,今後は こ うい う方 向で研究を進め る と面 白かろ うと思
うところがあるので,最後 にそれを書いて稿を閉 じたい｡海域世界 とい った場合,問題は 5つ
ぐらいあ りそ うである｡
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1. 東南 アジア海域世界 の歴史的変容

東南 アジアの海域 での活動 の ウネ リの大 きさ とそ の内容, と りわけその担 い手が誰 であ った
かを明確 にす ることであ る｡おそ ら く,東南 アジア海域世界が最 も意義深 く動 いていたのは 13
世紀頃か ら18世紀頃 までのスル タ ン達 の時代 であ る｡ この時活動 の密度は極めて高 くな ってい
る｡ もっとも活動量 とい う意味 では ヨー ロッパ列強が到来 してか らの方が多いに違 いない｡ し
か し, この ヨー ロッパ時代 になる と東南 アジア海域 は世界の海 の一部 に させ られ て しまい,そ
の担 い手 はオ ランダ人や イギ リス人 とい う完全 な外 国人にな って しまってい る｡ それは異人 と
いわれ た半在地人が ,｢東南 アジア海域世界｣ を作 っていた時代 とは全 く違 うのであ る｡ この
あた りの歴 史的展開をは っき り示す ことは一つの重要 な研究 テーマなのだろ う.

2. 海域世界 の比較研究
海域 ル ー トとい うのは本来,地球規模 で連続す る ものであ る｡東南 アジアの海域世界は西は
イ ン ド洋か ら地 中海 ,北海 ,バル ト海に通 じている｡北 では東 シナ海か ら日本 の周辺 の海に通
じてい る｡ こ うい う世界 に広が った海域 は,それが全体 として歴史的 な展開を しているもので
あ る｡早 くギ リシャ時代か ら地 中海 は極めて活発 な海域活動があ ったが,やがて,その中心は
移動 してゆ く.その様を世界規模 で一度概観す ることである. 東南 アジア海域世界が最 も東南
アジア ら しく活動 していた時 には北海 か らバ ル ト海 にかけては‑ ソザ同盟都市 の活動 が あ っ
た｡その二つの比較 ,あ るいはひ ょっとした らあるか も知れ ない相互関係の研究 も面 白い｡

3. ネ ッ トワーク性

海域世界 にはそれ特有の社会 の仕組みがあ りそ うである｡す でに この小論 で も議論 したが,
そ こにあ る社会が もってい る異 国要素 ,混合性や流動性 ,そ して,大 きな核 こそないが対人関
係を基礎 として隅 々に まで連続 して行 くネ ッ トワー ク｡ こ うい うものは農業地帯 な どで私達が
常識 としてい るもの とは全 く異質 の ものであ る｡ このネ ッ トワー ク性 を さらに詳細 につめ る作
業 も必要 であ る｡

4. 都市研究

ネ ッ トワー クの大小の核 にな っているのほ都市であ る｡本小論 では主 として ｢
森 ,野,海｣
とい った生態基盤か ら見て きたが,海域世界が筆意 ,交易を中心 に した場 であることを考 え る
時,都市 の研究 は不可欠 であ る｡都市を描かず して海域世界 の描写 はあ りえない｡ただ,東南
アジアの場合,脱海域世界化 と同時 に都市 の膨張が起 こってい るとい う節 もあ る｡その ことを
も含めて都市 の研究は早急 にな され るべ きであ る｡
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5. 森 との関係

他の海域世界に比 して,東南 アジア海域世界で突出 した特徴の一つは,そ こがつい最近 まで
深い森 で囲 まれていた とい うことである.森は闇の空間で,魔物 もいれば カ ミもい る｡東南 ア
ジア海域世界 の一つの大 きな特徴は, こ うい う魔物や カ ミガ ミが まだ濃厚 にい る世界であ ると
い うことであ る｡地球的な規模 で広が る海域世界 の中で,特異東南 アジア的な ものをえ ぐ り出
そ うとす ると, この方面か らの接近が一つの早道 であ り本質に迫 った もので もある｡
東南 アジア海域世界の研究の前途は長そ うであ る｡
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