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座談会

東南 アジア海域世界 の森 と海
以下は,文部省科学研究費補助金重点領域研究 ｢
地球環境 の変動 と文明の盛衰‑

新たな文

明のパ ラダイムを求めて｣[
代表者 :伊東俊太郎 (
国際 日本文化研究セ ンター)
]の公募研究 ｢海
域世界の森 と海‑

21
世紀の東南 アジア と日本｣ の総括 のために,東南 アジア研究セ ンターで

行なった座談会 の記録である｡座談会は,平成 4年 9月 1
7日に行われ,この公募研究の メンバ ー
であ った高谷好一 ,前 田成文,古川久雄,土屋健治,加藤剛,田中耕司 (
以上東南 ア研),大
木昌 (
八千代国際大学)に加えて,坪内良博,山田勇 (
いずれ も東南 ア研)が出席 した｡ 司会
は田中が務めた｡

田中

(
田中耕 司)

これか ら ｢東南 アジア海域世界の森 と海｣ とい うテーマで座談会を開 きたい｡ この特

集号 と同 じテーマを掲げているが, ここではテーマの全体像を展望す ることを主眼に, とくに
東南 アジアの ｢
海域世界｣について共通の認識を得 られれば と思 う｡その うえで,海域世界の
森 と海について も議論を深めていきたい｡
そ こで, まず,東南 アジアの海域世界 とは どの よ うな地理的範囲なのかを最初の話題 として
と りあげたい｡東南 アジアの海域世界 とい う場合,誰で もあ る地理的な範囲を想定 していると
思 うが,具体的に どの範囲をい うのか｡ これに関連 して,前 田さんがかな り明快な指摘をかつ
て していた よ うに思 うので, まず皮切 りに前 田さんか ら海域世界の地理的な範囲を ど う設定す
るのか,議論 の 口火を きっては しい｡

Ⅰ 海域世界の地理的範囲
前 田 海域世界を地理的に ど うくくるかは,そ う簡単でない｡ なぜ なら,固有性 と地域性の
問題が絡んでいるか らだ｡海域世界 の固有性が何か とい うことがは っき りしていれば,おのず
とその範囲が決 まって くる｡だか ら地域 の範囲は どこまでか とい うと普,その前提 として固有
性を考 えねばならない｡私が他 の論文 で東南 アジアの海域世界が こうい う範囲だ と言 った とき
ち,は っき りと範囲を決めなか った

(
｢流動

『農』民 ブギス｣秋道智爾編 『海人 の世界』 同文

館所収予定 (
未刊)｡ なお同様 の指摘につ いては,前 田成文 ,1
992 ｢
海域 (マ レー)世界｣矢
野惨編 『東南 アジア学入門』弘文堂 ,pp.1
67
‑1
7
6 及 び1
989 『
東南 アジアの組織原理』執事書
房 を参照)｡ なぜ な ら,その固有性の と り方に よって範囲が変わ って くるか らだ｡ だか ら固有
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性 の抽象化 の仕方 とい うか,あるいは何を固有性 として と りあげ るのか とい うことが重要 な問
題 とな って くる｡
以上を前提 に した うえで,私は,東南 アジアの海域世界 の固有性は,熱帯雨林 と海 とが生態
基盤 にな って,そ こに出て きたあ る種 の共通 の社会組織原理が見 られ る ところ, とい うふ うに
規定 してい る｡一 つは熱帯雨林 と海 とで,あ る程 度範 囲が区切 られ る｡それか らも う一つは社
会組織 の方か らも区切 ることがで きる｡ そ うす ると,だいたい, 日本 まではいかないだろ うと
か,オ ース トラ リアまではいかないだ ろ うとか,あ るいは中東 まではいかないだろ うとか,そ
うい う範 囲が 出て くる｡
田中

し ょっぱ なか ら固有性 と地域性 との関連 とい う難 しい問題が出て きたが,実は,前 田

さんはその論文 で も う少 し明確 に地理的な範 囲を設定 していた のではなか ったか｡その中で,
東南 アジア島峡部 がイ コール海域世界ではない,東南 アジア大陸部 の沿岸地域 も含めて海域世
界 とした らど うか と提案 してい る｡ も う一 つは,海域世界は森 と海 で生態基盤 が特徴づけ られ
るが,それだけではな くて森 と海 の狭間の世界がむ しろ海域世 界の中心 で, もっと具体的にい
えば沿岸地域 だ とか河川沿いが重要 で,それ らが海域世界 のネ ッ トワー クの結節点 にな る と強
調 してい る｡ その うえで,そ うい う広 が りを もった世 界に固有 の社会があ り,それが海域世界
であ る, とい うふ うに書いていた と思 うがO
前田

その とお りだ｡それ は地域 の範 囲 とい うよ り,海域世 界の核 とな る部分,海域世 界の

もっとも海域世界 ら しい所を中心 に考 え る とそ うなる とい うことだ｡
田中

では,高谷 さんか ら同 じ点について意見がほ しい｡

高谷

この特集号で私 に与 え られた テーマは ｢
森 と野 と海｣ で ,
｢野｣ が入 ってい る｡私 に

言わ しむれば東南 アジアには森 と野 と海がある｡ ところでその野のない ところが海域世界だ｡
結論か ら言 うとそ う思 ってい る｡東南 アジアを まさに生態学的 に色塗 りしてみ る｡海は例 えは
ブル ー,森 は,今は森 がか な りな くな って しまったが , 19世紀 くらいの森 を例 えは グ 1
)‑ ソに
塗 ってみ る｡ そ して同 じ時代 の野 , これはち ょっと難 しいが, 日本 の農村みたいな ところ,そ
こではち ゃん と した集落が落 ち着 いてあ り,周 りには水 田が開けている｡そ うい うオープ ンな
景観 を野 として,それを黄色 で塗 り分けてみ る｡ど うい う格好 に東南 アジアがな るか とい うと,
ほ とん どの ところが海 の ブル ー と森 の グ リー ンにな る｡黄色は ジ ャワに ポ ッポ ッと出て くる｡
他 には, カ ンボジアの トンレサ ップの周辺か ら東北 タイ,そ してチ ャオ プラヤ川の中流域 ,そ
れか らイ ラ ワジ川 の中流域 に黄色が出て くる｡私 は この野 の ところを省いた ところ,結局,秦
と海だが,そ こには前 田さんが言 うよ うな,いろんな特殊 な社会がある よ うに思 う｡野 とい う
のは実際 にはイ ン ドの文化が入 った ところで,イ ン ド圏 とい うことにな る｡大陸部 では海岸沿
いや大 きな川 の下流,島峡部 は ジャワを除 く全部 , これを生態学的 にい うと海域世 界 と言 って
いいのではないか｡
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前 田さんの海域世界 の地理的範囲 と,
高谷 さんの とはかな り似か よっていると思 うが,

前田 さん,異論があ るだろ うか｡
前田

高谷 さんの切 り方だ とあ ま りに も環境決定論にな りす ぎる｡野は生態的に違 うか ら分

け る,海 と森 と野 とは生態的に違 うか ら別 の物 であ るとす る必要が本当にあるのか｡野 も海域
世界 の一つの要素 として, まとめてセ ッ トとして考 え られないか｡
高谷

結局は環境設定が問題 だ｡前 田さんが ｢流動 『農』民 ブギス｣について書いているが,

そ こで非常に上手 に海域世界を とらえていた と思 う｡それ に よると,ヌサ ンタラの生活空間は,
港(
l
a
ut
)と陸 (
°a
r
a
t
)をつな ぐ空間,すなわ ち川筋 (
r
a
nt
a
u)であ り,演海 (
pe
s
i
s
i
r
)であ り,船 の
pa
ng
ka
l
a
n)だ とあ る｡ これは要す るにつな ぐ空間 とい うか,接点 の問題だ｡だか
遡れ る終点 (

ら,前 田 さんが言 うとお り,海は森 と別だ とい って分け るのでは駄 目で,それ らをつな ぐ空間
に意味を もた しては ど うか とい うのに賛成 だ｡お っしゃるとお り,野には野,海には海,森 に
は森 の世界があるとい って,その三者が無関係に独立 していると考えているわけではない｡そ
の境界を出すために色分け してみた とい うことだ｡
大木

面 白い本があ るので紹介 したい (
Ho
ube
n,V.
∫.H.
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r
,H.M.
∫.
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･
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. これは
Mo
l
e
n,W ･e
ds
ジャワ海を歴史的に特集 した もので,その中で とくに注 目したいのは,東南 アジアの海域世界
とい った ときに本当にひ とつ として考 えていいのか とい うことを指摘 している点だ｡ ち ょうど
ブローデルが地中海世界を語 るときに用意周到にイオニア海はイオニア海 であ り, ア ドリア海
はア ドリア海 であ るとしているよ うに,東南 アジアの海域 をい くつか の部分に分けている｡ マ
ラ ッカ海峡世界,東 ジ ャワ海世界,南 シナ海世界 とい うふ うに｡ こ うして分けた ときに,そ こ
に何か固有の ものが抽 出で きるか どうかについては この本では誰 もまだ解答を与えていないけ
れ ども,す ご く面 白い問題提起だな とい う気が した｡

Ⅱ 海域世界 とムラユ世界 ･ジ ャワ世界
田中

生態基盤 に よる区分けに もとづいて,高谷 さんか らジャワを除 く森 と海の空間が海域

世界であ るとい う話が出た｡ また,大木 さんか らは,海域世界をい くつかに細分す る問題提起
もあ った｡ これに関連 して,｢マ レー世界｣あるいは ｢ジ ャワ世界｣ とい う地域 と海域世界 と
が同 じなのか ど うかを議論 しておいた らど うか｡ あ るいは ｢ミナ ンカバ ウ世界｣ との対照 も必
要か も知れない｡ まず古川 さんの言 う ｢ム ラ‑世界｣は海域世界 と重 なるのか ど うか,その点
は ど うか｡
古川

ムラ‑世界は もちろん海域世界だ と思 う｡

田中

そ うす る と海域世界は ムラユ世界か｡
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古川

海域世界は もちろんムラユ世 界を含んでお り, もっと広い地域 だ｡ただ,ムラユのい

るところ とか彼 らの生活の仕方は,前 田さんの指摘 した性格を強 く持 っているとい う意味で,
典型的な海域世界だ｡ ところで,高谷 さんの言 う ｢
森 と野 と海｣は,感覚的にわか るが, も う
一つは っき りしない.野 とい うのは何か. ジ ャワは野だ と言 うけれ ども,海域世界 とど う違 う
のか｡そのあた りを少 し説明 してほ しい｡
田中

高谷 さんが言 った野をは っき りさせ ろとい う注文だが, ど うか｡

高谷

私がイ メージ している野 とい うのは, 自分が生 まれた近江の世界だ｡そ こには長年変

わ らない同 じ風景がある｡続 いている｡ 自分が見ているもの も,父親が見ているものも,お じ
いちゃん もその前 もたぶん同 じような景観を見ている｡その景観は何か とい うと, コンパ ク ト
なムラである｡そ こには立派な水田があ り,立派な家がある｡東南 アジアだ と,樹 々に肉 まれ
た ムラがあ って,その周 りが開けていて,稲な どがたわわに稔 っている｡そんな感 じの ところ
だ｡そ こにあるものは長年安定 している人間 くさい空間だ｡森みたいに,入 っていった ら恐 い
とい うのではな くて,オープソなスペ ースだ｡そ うい う感 じの ところを野 と言 っている｡
田中

イ メージはわか るが,具体的に,ジャワは海域世界には入れない とい う立場か｡

高谷

その是非は議論 したほ うがいい｡海域世界は, これ も前 田さんが指摘 した ことだが,

ネ ッ トワークとか流動性 とか二者関係だ とか極めて分散的な小 さな輪 の連続だ とか,そ うい う
属性を もっている｡それを持 っているところを海域世界 とす ると,ジャワは入 らない と思 う｡
しか し,そ うい う属性を もつ地域の地理 的空間の外縁を引 こうとす ると,例えは,ジャワは大
きな東南 アジアの海域世界の中に,一つだけ極めて特異的にかつ濃厚に野のある島 とい うこと
になる｡だか らこれは定義にかかわ ることで,属性で地域 を細分す るのか,あるいは中に‑チ
ロな ものを取 り込みなが らもある属性を共有す る大 きな外枠で区切 るのか,議論が分かれ ると
ころだ｡前者の立場で言 うと,ジャワは野だ と思 う｡従 って海域世界には入 らない｡ しか し,
後者 の立場だ と,に もかかわ らず,おお きな東南 アジア海域世界に取 り込 まれた野の島 とい う
ことになる｡

古川

歴 史的に ジャワはいつ ごろか らそ うなるのか｡

田中

土屋 さんに うかがいたい｡

土屋

歴史的にみ ると,たぶん昔 のジ ャワは違 った と思 う. ジャワの歴史の大 きな転換点は

イスラームが入 って きてマジャバ ヒ トが滅んだ時だoその時に,イス ラームの王権が,当初は
ジ ャワの北海岸に拠点をおいていたに もかかわ らず,そ こか ら内陸‑南行 してジャワのふ るさ
とであ り, プラソバナ ンの聖跡群 とメラビの聖 山の奪え立つマタラムの地域に戻 って くる｡そ
こでマタラム王国が 16世紀の終わ りくらいにで きる｡そのマタラム王国をつ くった といわれ る
スノパテ ィが南海を治め る女神 ニャイ ･PP ･キ ドウルの もとで霊力を手に入れ る, とい うよ
うな物語 が王国年代記に出て くる｡ これ はかな り象徴的だ と思 う｡ なぜ象徴的か とい うと,い
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ま問題の東南 アジアの海域世界の中で, ジャワだけが海 に対す る観念体系を著 しく異 に してい
て,海に対 して極めて明噺 な考 え方を もっているか らだ｡海域世界は海 と森か らなると言 うが,
海 と森 の関係は きち っと論 じられていない｡海は人 々が 自由に往来す る開かれた世界だが,蘇
はなにか恐 い ところだ とい う｡ しか し,その森 と海 との関係は,は っき りしていない と思 う｡
ジャワ人の考 え方では,海 も森 も極めて恐 ろ しい,恐 ろ しいけれ どもそ こに聖 なる何かがある｡
だか ら修行 の旅 に森 にわけ入 る｡ 同 じよ うに ニャイ ･pp ･キ ドウル と会 うために南の海に出
てい く｡ ワヤ ソの場合だ と, ビーマが 自分の本質に巡 り会 うために海‑旅立つ｡ しか も, ここ
が重要 なポイ ソ トだが,その時の海 とい うのは,皆 さんが海域世界 と考 えている,波が穏やか
で人 々の行 き交 うジ ャワ海や シャム湾や南 シナ海 と違 って, ジャワ島の南に広が っている苑漠
とした海,南極に到 るまで島影 もない荒ぶ る海 であ る｡ そ こで自分 自身の本質であるデ ワルチ
とい う神に出会 って,そ こで命 の真理みたいな ものをつかむ｡ これは もはや マ‑ ‑バ ーラタの
イ ン ド起源の物語 と完全に離れ てお り, ジャワ起源だ｡高谷 さんが言 った よ うに,野 の世界に
はイ ン ドの文化が入 って きている｡けれ どもジャワだけはイ ン ドに もなか った荒ぶ る海 とい う
ものを,森 と等価 な もの として位置づけ る観念体系を作 り上げている｡ ジャワでは,森 と海が
彼 らの世界観 の中に位置づけ られている｡ 海 も森 も一方 で聖域 であ り,一方で不可思議 な霊力
を もつ精霊が住む恐い ところだ｡だか ら,そ こに行けば命 の水を得た り,聖 なる水に会える｡
そ うい う意味で,森 と海 とを観念世界の中に しっか りと位置づけた ことに よって,極めて完成
度 の高い文化体系が作 り出された と思 う｡
古川

では, ジャワは完成度 の高い海域 なのか｡

土屋

や っぱ り海域 だ と思 う｡海の世界を 自分の もっとも ミステ ィカルな本質部分 として捉

え こんでいる｡ ジャワはや っぱ り海域｡
田中

高谷 さんが最初に言 った生態基盤 としての属性か らい うと,ジ ャワは もはや海域世界

ではない｡けれ ども,大 きな,海域世界の歴史的な ダイナ ミズムのなかで見 ると, ジャワも海
域世界だ と理解 しておいて ど うか｡
土屋

古川 さんの歴史的に ど うか とい う質問だが, よ くわか らないのは,なぜ 16世紀 くらい

に ジャワの政 治的経済的中心が ジャワ北岸 の港か ら再び内陸に戻 って くるかだ｡内陸へ戻 った
後は,北岸の港はオランダに よって押 さえ られ るか ら,植民地権力に よってジャワは海か ら切
り離 され る｡ ジャワに残 された海は もはや南の方 の波 の荒 い海 しかない｡波の荒い海 とい うの
はそれ まで とは まった く違 う海だ｡ しか し,オ ランダが入 って くる前 になぜ ジャワが 自分 で欲
して内に戻 ってい ったのか,荒ぶ る海 と対面す るよ うにな ったのかがわか らない｡
田中

ジ ャワは これ くらいに して, ミナ ンカバ ウは ど うなのか｡加藤 さんに うかがいたい｡

加藤

ミナ ンカバ ウを話す前に,歴史の ことをせ っか く古川 さんが振出 したので話 したい｡

要す るに,海域世界 とか東南 アジア海域世界 とい うのは,かな り地理的に区切 ることがで きる
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単位 であ って,適時的 にイ メージで きる｡ しか し,マ レー世界 とか, ジ ャワ世界 とかは,かな
り歴史的に考 えない といけない と思 う｡ もちろん,われわれ がい まマ レー世界 として理解 して
い るものはかな り古 い時代か らあ るが,私 自身 はマ レー世界を考 え る場合 はマ ラ ッカあた りが
一つの出発点だ と考 えてい る｡土星 さんが言 うジ ャワ的な完成度の高い海 に対す る考 え方 もわ
か るが,それが出て きたのは 16世紀 ではないか｡ ジ ャワが内陸に引 っ込 んだ時を一つの出発点
に して考 え るのか, ヒンズー化 の時代を考 えるのか,あるいはそれ とは関係な く,ジ ャワは本
来的に土屋 さんが言 った ような ものを もつ と考 えるのか,その点を議論 で きないか｡
土屋

結局は, ジ ャワの ワヤ ンがいつで きたか とい うことだが,デ ワルチ物語 とい うジャワ

起源 の ワヤ ンが形を成 して くるのは マジ ャバ ヒ トの後期 だ｡ だか らそんなに昔にそ うい うもの
があ ったのではな くて,マジャバ ヒ トの後期か らイス ラームが入 って くる頃 にいわゆ るジ ャワ
的な ものが顕著 に出て きた｡
田中

ところで, ミナ ンカバ ウの場合は ど うか｡

加藤

私 は歴史的に考 えたい とい う立場だ｡ 14世紀後半 に アデ ィテ ィヤ ワルマ ンがマジ ャバ

ヒ トか ら移 って くる前 の状況は よ くわか らない｡ おそ ら く河川の状況を考 え ると昔か ら内陸に
いた ミナ ンカバ ウもマ ラ ッカ海峡 にすでに出ていた と思 う｡ 内陸部 に ラジ ャと言われ る王様が
いて,エ コロジ‑的に高谷 さんが言 う野的な空間がバ リサ ン山脈 の盆地 に成立 していたが,お
そ ら く14
世紀 の後半 以降 は,む しろバ リサ ン山脈か ら東海岸に流れてい る河川沿いに人 々が農
民 として移 り住んでいた｡そ こで魚を とった り,川沿 いに海 の世界に しょっち ゅ う出ていた と
思 うので,盆地 とは違 った生態基盤 の地域 に住む人 々が明確 に海域世界の中に取 り込 まれてい
た と思 う｡ だか ら ミナ ンカバ ウ全体 とい うよ りも,む しろ,歴史の時間性 の違 い と, ミナ ンカ
バ ウ世界の生態基盤 の違 いに よって海域世界 とのつなが りの強 さが違 っていた と考 えたい｡
田中

ミナ ンカバ ウ世 界全体ではないが,その一部 は海域世 界に入 ってい るとい う立場か｡

加藤

そ うだが,強調 したいのは海域世界 との関わ りは,ゼ ロか 100か とい う関わ り方 では

な く,相対的な強 さ弱 きの問題だ. さらに言 えば

,｢弱い ところ｣ も,｢強い ところ｣を媒介 と

して海域世 界 とつなが っていた とい うことだ｡

大木

ミナ ンカバ ウとい うのは,商業 の交易パ ター ンを見てい ると非常 に面 白いO例 えば,

ある一人 の商人が成 り行 きでいろんな ものを交換 してい く｡そ して最後 にマ ラ ッカまでや って
い く｡ も し間を取 り次 ぐ人がいれば,その ミナ ンカバ ウの商人はその人 との間を往復 していれ
ばいいはず なのだが,実際には商品の交換を繰 り返 しなが ら,最後 はマ ラ ッカまでい って しま
う｡そ うす ると海 と内陸 とその両者 をつな ぐ世界 とい うふ うに分け るのは,少な くとも ミナ ン
カバ ウの場合には当ては まらない｡
土屋

ジ ャワの話に も う一度 もど りたい｡仮 りに私が言 うよ うに ジ ャワが海 を観念体系の中

に きち っと位置づけていた とす ると,海域世界で生 きて きた人 々はい ったい海を どんなふ うに
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考 えていたのか｡森 はわか る｡ いい もの もあるけれ ど恐 い もの もある｡ しか し海は ど うか｡海
はみんなの もので,ネ ッ トワー クをつ くる舞台 とな るけれ ども,命 もなんに もない空間なのか,
それ とももっと積極的に, ジャワの よ うに海へ行 くとそ こには命 の水があ る,そんな位置づけ
がな されてい るのか,他の例を説 明 して もらえないか｡
田中

これは前 田 さんだ｡ ブギス人が ど う海 をみているか話 してほ しい｡

前 田 庶民 の レベルでみ るのか,神話伝説の レベルでみ るのか,いろいろあ って一概 には言
えない｡例えば, ブギス人やマカ ッサル人は,航海者 として有名 であ るが,山に住んでいる人
に聞けば海は恐 い と言 う｡だか ら庶民 の海 の概念 を出すのは難 しい｡神話伝説 の レベルでは,
天上 ,地上,地界があ り,地界は海 の世界で もあ る｡ 海の世界は天上 と往 き来 してい る｡天上
の神が海 に行 った り,海 の神が天上へ行 った り,あるいは地上 に降 りて きた天上か らの神が海
の底か ら出て きた女神 と結婚す る｡だか ら,神話 の レベルでは海 に対す る見方は ジ ャワと似て
いる｡ただ,土屋 さんの話を聞いて沖縄 の ニライ カナイを思い出 した｡だか ら,島であ る限 り
そんな考 え方が一般的ではないか とも思 う｡海は非常に恐 い ところだが, 自分達 の来た ところ
で もあ る｡ さっきの ジャワの話 も,その萌芽は島 とい う環鏡 のなかで出て きた と考え られ ない
か｡

土屋

す るとや っぱ りジ ャワは海域世界になるのか｡

前田

それ はわか らない.

田中

ミナ ンカバ ウで もそ うい う伝説があるか｡

加藤

祖先がや って きたのは海 で,船 に乗 って きた とい う話 とか,マ レー世界に一般的にみ

られ るマ リン ･クソダ ソとい う成功 した船乗 りの親不孝物語 な どがあ るが, ジャワの よ うな海
か ら神秘的な力を得 るとい うよ うな話はない｡

Ⅲ 海域世界 の固有性
田中

結論的には,ジ ャワ, ミナ ンカバ ウとい った,いわば野 の世界 も海域世界に入れ ると

い うことに して,次に進みたい｡東南 アジア島峡部 の森 と海だけでな く,済海部 ,川沿 い とい
った,海 と森 の接点 の地域 ,そ してその狭間が拡大 した野 の世界 も含めて,海域世界 と考 えた
い｡そ うい う地域 を設定 した うえで,前 田さんが最初 に出 した固有性 の問題 を話 し合 いたい｡
前 田さんは海域世界の固有性 として,三つをあげてい る｡第一は常に人 々が離散す る世界,第
二 は何 もか も商品化す る世界,
第三 は一番 と二番か ら出て くる属性か も知れ ないが,ネ ッ トワー
ク性｡ これは人 の関係で もある し,空間的 な社会の成立 ちその もので もあ る｡前 田さん,その
点 について付け加えることはあ るか｡
前田
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を海域世界の人 々が持 ってい るとい うわけではない｡その プ ロ トタイ プを基礎 に して, さまざ
まな発展形態があ る｡海 に特化す る人 もあ る し,森 に特化す る人 もあ る｡特化あ るいは特殊化
してい った社会 もあ ることを考慮に入れた うえで, この三つが海域世界を形づ くる契榛 にな っ
たのではないか とい うことだ｡
高谷

私は近江平野 の まん中に生 まれた百姓 のせがれだ｡その百姓 のせがれが中学校 のおわ

りか高校 の時,旅行 にい ってア ッと思 うことが何回 もあ った｡港 の船 のあ るところにい くと全
然気分が違 う｡ ここな らどんな悪 い ことを して も旅 の恥は掻 き捨 て,酒飲 んで喧嘩 して も顔 は
わか らん｡今 日は思 う存分悪 い ことしてや ろ う｡そんな気分 にな った ものだ｡ 田舎 と違 い,港
は強烈 で,なん と魅 力的 な とこや とい う感 じがあ った｡長 じてか らも基本的にはその感 じだ｡
ネ ッ トワー ク性 とか,商品化 とか言 うが, もっと本質的 な ものは コ ミュニタス的な性格 とい っ
た ものではないか と考 えている｡海域性 の核心的な性格 をそんなふ うに感 じている｡
加藤

ど うも混乱 して しま う｡海域世界一般 の ことを話 しているのか,東南 アジアの海域世

界なのか｡混乱 してい る｡例 えば,いまの高谷 さんの話は どこで も通用す る話だ｡
高谷

実は,加藤 さんの言 うとお りだ｡ ワール ドワイ ドな海域世 界がある と思 う. それを議

論す ることも必要だ｡ その うえで,東南 アジアの海域世界 とは何かを議論 したほ うがいい｡ い
ま私が, これが海域世 界の原イ メージだ として述べたのは東南 アジアだけにあては まるのでは
ない｡私は これをイ ン ドで経験 し,ペル シャで経験 し,あるいは 日本で経験 してい る｡
田中

い まは,東南 アジア海域世界の特徴 ない しは固有性 の議論 に焦点を絞 ってほ しい｡

高谷

結論か ら言 うと,港はええ,なんば悪い ことを して もええ, こんなええ とこはない,

とい うのが一つ｡ プラス,｢東南 アジアの｣ と言 った ときには,後 ろに恐 い山があ り,恐 い森
がある｡恐 い森 を後 ろに控 えた港 とい うのが私 の最終的な結論だ｡それが,東南 アジアの海域
世界だ｡
土屋

992 『イ ン ドネ シアの低湿地』勤
古川 さんの 『イ ン ドネ シアの低湿地』 (
古川久雄 ,1

草書房)に, ム ラ‑世 界は一期一会 の世界だ, とある｡一期一会 の世界は高谷 さんが言 った港
の気分 に通 じる｡ ところが,一期一会 の世 界で人 々がだ ま しあい,悪い ことを し, したい放題
にす るか とい うと,決 してそ うではない｡一期一会 とは違 う大原則が,つ ま り高谷 さんが言 っ
たの とは また別 の論理が東南 アジアの海 の世界に働 いてい るのではないか｡ ジ ャワは明 らかに
そ うだ｡ ジ ャワでは一期一会でな く,人 々は他人の強い眼差 しを意識 して生活 してい る｡そん
な ものは非歴 史的だ と感 じるか も知れ ないが,東南 アジア海域世 界の核心部 にそ うい う眼差 し
で象徴 され るよ うな社会関係があるのではないか｡
田中

対人関係 のバ ランスを持 った世 界だ｡

土屋

一期一会 の無限連鎖が ネ ッ トワー クだ. とす ると,一期一会を無限に連鎖 させて きた

のは, もはや東南 アジアの海域世界の背後には深い森 があ る とい うような話 ではな く,社会 の
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組織原理その ものではないか と思 う｡

Ⅳ
田中

海域世界の生態基盤 と生業

ち ょっと議論に ブ レーキをかけたい｡東南 アジア海域世界の固有性について, もう少

し可視的なあるいは物質的な側面について まず議論 したほ うが よい と思 う｡生態基盤 ない しは
生業の レベルで他の地域 と違 う固有性があるのか ど うかをは っき りしてお きたい｡海は どこま
で行 って も海か も知れないが,古川 さんが 『イ ン ドネ シアの低湿地』で措 いた よ うな海は,他
の地域 の海 と違 うよ うだ｡ まず生態基盤あるいは生業について東南 アジア海域世界の固有性が
語れ るのか ど うかを議論 してか ら,社会の組織原理 に話を進めたい｡生態基盤や生業の固有性
とい う視点か ら,古川 さんあるいは山田さんか ら何か話 してほ しい｡
山田

いつ も高谷 さんは森 は恐い ところだ と言 う｡そのたびに私は反対す る｡森は実は もの

す ごくいい ところで,森に長 い こと入 った経験 のある人 な ら,皆そ う言 う｡たんに森を研究 し
ている老だけでな く,森 で生活 している人 ももちろんそ うだ｡森 で狩猟採集をや って きた ブナ
1
/なんかは森がいちばん居心地 のいい ところだ と思 っている｡森 の中に入 っている限 りは安心
だが,森か ら一歩 出て, ダヤ ックの ロング‑ ウスへ行 くとか,焼 き畑の炎天下 の ところへ出る
とか,違 う環境の ところに出ると身体 の調子 も悪 くな り,情緒不安定にな り,す ぐに森に帰 り
年住んでい
たが る｡森が恐 い とい う人は外か ら森 を見ている人だ｡そ うい う人で も20年 とか25
ると,森はいい空間にな って くる｡そ うい うことを背景に海域世界を考えたいが,いつ も非常
におか しい と思 うのは,海域世界の森 とい うときに,そのイメージがは っき りしない とい うこ
とだ｡それを もっと明確にす る必要がある｡
そ うい う意味で東南 アジアの森を考えると,東南 アジアの海域世界は群島か らなるとい う点
が重要だ｡島であるとい うことは大 きな川がない とい うことだ｡小 さな川が徴地形を造 り,環
境条件 も複雑だ｡そ こに多様 な森林の生物世界があ って, しか も海 までの距離が意外 と食 い｡
ボルネオのいちばん山の中か らで も海に近づ こ うと思えは非常に楽だ｡ いちばん奥に プナ ンが
いて,海 とプナ ンの間にカヤ ソとか ケニャとかい う焼 き畑の民族がいる｡そ こ‑入 って くる中
国人がいて,海 と森林のいちばん奥 までが一つにつなが っている世界だ｡その‑んが アフ リカ
とか南米の森 と違 う｡それ と資源量 の多 きとい う点｡ とくに ロタ ンとか樹脂類,それか ら材の
良 さとい う点では東南 アジアの森林は非常に優れている｡
田中 森の位置づけがは っき りしない とい う指摘があ ったが,実際には森 と海が非常に近 い
わけだ｡ただ,その場合,森 に住むのは海域世界の人 々と言 えるのか｡
山田 海域世界の中心にな っているのは商人だ と思 う｡前 田さんの言 う,離散す るとか,商
品化す るとか,ネ ッ トワーク性 とい うのは商売人の性格だ｡海域世界でな くとも京都の商売人
486

座談会

で も同 じことをや っている｡
田中

生態基盤か らみた海域世界の固有性について話 してほ しい｡

古川

生態基盤 とい うよ うな難 しい ことは さておいて,海 と森を対比 して私の体験を話 した

い.海にはある種 の強力なエネルギーを秘めた空間がある｡タンジュ‑
/とか,岬 とかがそ うだ.
じっと座 ってい ると大変なエネルギーを感 じる｡見晴 らしはいいけれ ど,恐い くらいだ｡森は
そ うい うところ と違 って,非常に重苦 しい｡ これ も恐 い空間だけれ ど,エネルギーの質が違 う
ような気がす る｡
田中

生態基盤を突 き抜けて, もっと難 しい話が飛び出 して きて しまった｡例 えば,いま山

田さんが例にあげた森の民は森 の中に住んでいて気持 ちがいい｡恐 い とは思 っていない｡ とこ
ろで,沿岸に住 んでいるムラ‑も海は恐い と思 っていないのではないか｡
古川

いや,そんなことはない｡いま言 った岬な どは,海に住んでいる連 中 も恐が っている｡

高谷

山田さんは森は恐 くない と言 う｡だけ ど,私はや っぱ り恐 い と思 う｡ た しかにアフ リ

カの ピグ ミーや ニュ‑ギニアのセ ピック川流域の人たちは,森を恐が ってはいない. アフ リカ
地域研究セ ンターの市 川さんの話を聞いていて新鮮だ ったのは, ピグ ミ‑に とっては森はあ ま
ね く森,あまね く生活空間で,そ うい う混沌た る未分化な ところでなぜ恐い とい うことがある
のか,母の胎内みたいな ものだ とい うのだ｡東南 アジアでわれわれが知 っているのは 自分の周
りの空間を開いて, ここか ら向 こ うは森 , ここか らこっちは家｡ ち ょうど 『
常陸風土記』 (
同
風土記 ｢行方郡 ｣) に出て くる夜刀神 と人間 とが境界を作 るのに似ている｡東南 アジアの森は
そ うい う森だ｡森か ら一歩 出ると,葉はキ ラキ ラと太陽に輝 いて,虫が飛んでい る｡それを見
た とき,恐い と思 って森か ら出て きた とき,おおお まえたち よ,おれ も助か ってでて きた｡あ
る種 の同類意識みたいな ものを感 じて うれ しくなる｡ 闇 の世界におけ る恐 さと,境界で一転 し
て感ず る喜び とい うの と,村‑来てか らの 日常的な 自分 とがある｡ だか ら何処にいる時の 自分
を問額に してい るのか, とい うことにな る｡
田中

山田さんの話 と高谷 さんの話 とではなかなか接点が兄いだせない｡ も う少 し海域世界

の生態基盤 の固有性をは っき りさせたい｡前田さんが こんな ことを言 っている｡重要な論点だ
と思 うので紹介 したい｡それに よると,海域世界の プロ トタイプとしての生活空間は,水 と森
の漸移帯である とい う｡そ こに住み着いている人たちが時には狩猟を した り,時には魚 と りを
した り,交易をす る｡機に応 じていろいろな ことをや っている人が海域世界の舞台の主役だ と
い う｡海域世界 の森 と言 った ときに,例 えばスマ トラの クブとかボルネオの プナ ンとか,あま
ね く森で生活 している人たちの ことを中心にお くのか,水 と森 の間の人たちを主役 として海域
世界を考 えるのか｡海域世界の担い手を絞 ることも重要だ｡高谷 さんが言 ったのは,すでに広
が った野の空間の人が持 っている森 の心象か も知れ ない し, 山田 さんや古川 さんが言 ったの
紘,あまね く森,あまね く海 の人たちの話か もしれない｡海域世界の担 い手を絞 りなが ら固有
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性 を議論 したほ うが いい｡森 と水 ,すなわ ち海 との狭間の生態基盤は東南 アジア海域世界 の固
有性をになってい るのか｡古川 さん, ど うだろ うか｡古川 さんの 『イ ン ドネ シアの低湿地』で
は, まさ しく海 と森 の間の人たちの生 きざまが よく描かれ ていた と思 うが0
古川

森 を恐 い と思 うのは,森 に対す る人間のあ り方が関係 しているか らだ｡東南 アジアで

は,い まは開けた野の空間が広が っている｡ それ に もかかわ らず,いろいろな違 った空間を動
き回 る人間がい っぱいいる｡ ジ ャワ人 なんて,いわゆ るム ラ‑の空間,マ レー世界にいっぱい
い る｡ そ して野の人間だか ら森を恐が るか と思 うと,そ うじゃない｡実際に森 の中を歩 く連中
は,一つは クプみたいな人 々, も う一つは ジ ャワ人だ｡ ムラ‑は実際にはほ とん ど入 っていか
ない｡ しか しそれ も状況に よって変わ って くる｡ 米がで きない しゴムも木が古 くな ってで きな
い とい うよ うな ときには仕方 な く,森 に入 るか,とい うことになる｡そ して実際に入 ってい く｡
だか ら海域世界の生態基盤か らみた固有性は何か と言われて も,結局は人間の問題だ｡

Ⅴ 森 と海の狭間の世界‑ 離散性
田中

生態基盤 だけでは海域世界の固有性 をは っき り描けない とい うのは当然だ｡そ こに住

んでい る人がいろいろや っている｡前 田さんはその人間の活動を離散性,商品化性 ,ネ ッ トワー
ク性 とい う三つの性格で集約 した と思 う｡そ して,漸移帯,す なわ ち森 と海 との間の世界に海
域世界 の特徴 の プ ロ トタイプがあ るとい う｡ そ こで,森 と海 との狭間の世界で も東南 アジア海
域世界 の固有性がみ られ るのかに話題 を絞 ってい きたい｡まず三つの特徴 の うち,離散性 だが,
これには人が空間的に移動 してい くことも含 まれ る し,前 田さんはデ ィアスボ ラとい う言葉を
使 っていたが,外か ら東南 アジア海域世界に文化に しろ文 明に しろ入 って きた ときに,何 もか
も分散 して しま うとい うことを言 っている｡ 海域世界 の中では人 も情報 も何 もか も散 らば って
しま う｡海 と森 の狭間を考 えた ときに こ うした離散性 を固有性 としてあげて よいかを議論 した
い｡

坪内 土屋 さん と前 田 さんの関係がいちばん面 白い｡あ るいは加藤 さん と前 田 さんの関係 も｡
つ ま り, ミナ ンカバ ウあ るいは ジ ャワとブギスまたは マ レーとの関係だ｡結局 どこが達 うか と
い うと,前 田 さんの言 う離散性に対 して, ジ ャワや ミナ ンカバ ウは定着性にあ ると思 う｡それ
を,歴史的 な発展 ととらえるか ど うかは ともか く,何か発展形態 とい うよ うな ものを考 え ざる
を得 ないのかな とい う気がす る｡
田中

発展形態 とは｡

坪内 発展 とい うと上等 な ものに変化す ると思いが ちだが,価値判断はおいて,そ うした変
化を とらえることが重要だ｡その変化が何 を実検 に して起 こったか とい うことだ｡誰がそ こに
住んでいるのか, どれ くらいの量が住んでいるのか も議論 されず に,た った一人の人間が森 を
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ど う思 うか,海を ど う思 うか とい った議論は意味がない｡
田中

人の移動 に限定 して も,ジ ャワも ミナ ンカバ ウも非常に流動的だ と思 う｡ もちろん,

定着的なある中心がで きた ことに よって流動性が高 まる とい うダイナ ミズムが起 こっているの
か も知れない｡ しか し,移動 あるいは流動 とい う局面を見 ると,ジャワも ミナ ンカバ ウもかな
り流動性が高い｡だか らあま り別の もの として考 えな くて もいいのではないか｡
坪内

ジャワとか ミナ ンカバ ウが現われた過程は,その他の人 々の と同 じでな くて,何か変

わ った ものがで きて きた とい うように考 えたい｡そ うす ると,普遍的な軸を東南 アジアに持 ち
込む手がか りにな ると思 う｡東南 アジアの固有性を議論す るときにあま り普遍性を抜 きに し過
ぎると,東南 アジアがかえ ってわか らな くなる｡固有な状態 とい うのはあ る瞬間のある状態を
指 してそれを固有 と呼ぶか どうかにす ぎない問題で,希少な人 口が森に対崎 して,中国 ともイ
ン ドとも違 う状態であった時代が東南 アジアの特性がいちばん現われた時期 と考 えていい｡
高谷

要す るに, ジャワとマ レーは最初か ら違 うところであると｡

坪 内 違 って きたんだ と言いたい｡
前 田 私は,発展ではな く特化 とい う言葉を使 ってい る｡
坪内

そ う,特化 の万がいい｡ プナ ンの場合 も一種 の特化だ と思 う｡前 田さんの言 う特徴 が

現われ るのは, こうした特化 した部分を除いた,狭間で生 きる人 々が住んでいるところだ｡
田中

その漸移帯,狭間には ジ ャワも ミナ ンカバ ウもブギスもマ レーも入 っている｡

坪内

そ うい う狭間の人 とい うのは,本当は森には関係 しない人であ り,海に も関係 しない

人だ｡そ うい う人 々が東南 アジアでいちばん多い とい う状態を説 明 しな くてはな らない｡
田中

そ うであ りなが ら機に応 じて森に も海に も関係を もつ｡それが海域世界の固有の生活

の仕方ではなかろ うか とい うのが私 のイ メージだ｡ もちろん大多数は広が った狭間の中で定着
しているけれ ども,その大多数の人たちす らも巻 き込んでいるのが海域世界だ｡
前 田 例 えは海岸に住んでいる人が必ず しも海人 じゃない｡海に背を向けて生活 してい る人
もいる｡森 に住んでいる人で も森は恐 ろ しい と言 って森 に入 らない人 もい る｡私は,それは資
源の獲得可能性 と権 力の問題だ と思 う｡だか ら私がネ ッ トワー ク性 と言 った ような下敷 きがあ
って も,その上に, システムとして,あるいは権力 として,あるいは カ リスマ として,何かが
出て きた ときに,いろいろな違いが出て くる｡ ジャワはそ うい うシステムが発達 し,オ ランラ
ウ トな どはそ うい うのがなか った｡だか ら,権力論 とか資源論 とかをいれて こない といけない｡

土屋

ち ょっと異論を挟みたい｡離散 あるいはデ ィアスボラ,商品化,そ してそれを作 り上

げてい く社会関係 としての 自在 なネ ッ トワークがで きるとい うのは,ほん とうにブギスの話 な
のか｡む しろ,前 田さん 自身が,そ うい う人間関係のあ り方がいいんだ とい う夢を語 っている
にす ぎないのではないか｡そ こらへんをは っき りさせてほ しい｡ ジャワのほ うは, とか言 う前
に｡
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『東南 アジアの範織原理』 (
前 田成文 , 1989 『東南 アジアの組織原理』勤草書房)で

対人主義 とカ リスマ的 リーダーシ ップと圏的発想 の三つを東南 アジアの組織原理 の特徴 として
書いた とき,そのあ とが きかなにかに,ひ ょっとした ら自分 の求めているものを映 し出 したか
も知れ ない と書いた ことがあ る｡それ に比べた ら, この流動性,商品化,ネ ッ トワー ク性 とい
うのは客観的に書 いたつ も りだ｡ これが基本的に出てきたのほ ジ ョホールの ブギス社会の コ ミ
ュニテ ィ ･スタデ ィを通 じてであ る｡その対比 として中国人 とか ジャワ人 とかが考 え られ るが,
例えば ジャワ人は もちろん中国人だ って向 こ うに行 っている人たちはある程度 こ うい う性格 を
持 ってい る｡ この ような人間関係を特性 として抽 出 したのは私であ るが,その人間関係が存在
しているとい うことは夢で も何 で もな く厳然 とした事実だ｡
山田

その特性は ど うして出て きたのか｡

前田

それは山田さんがす でに言 った よ うに,森 と海 とが持つ資源量 の多 きだ と思 う｡ これ

が,京都 の商売人 と似 て非 なるところだ｡
高谷

こ うい う三つの特徴が出て くる背景 と して,
私は極めて簡単 なイ メージを もっている｡

宝の森がい っぱいあ る｡そ こ‑儲けてやろ うと思 って誰かが船 に乗 って来 る｡彼 らが うま くだ
ます ものだか ら周 りの人間が寄 って きて住み着 く｡基本的には これだ と思 う｡
坪内

基本的に高谷 さんに賛成だ｡ そのひ と握 りの船乗 りが来た とい うのが と くに重要 だ｡

逆説的になるが, こんなふ うに来た人間はほ とん どいないに等 しか った とい うことだ｡周 りの
資源量 の多 さ,面帝 の広大 さの もとで,結局,前 田さんの言 う流動性で もなんで もつ くりだ し
た と考えたい｡それが量 として増 えた ときに ジャワ世界がで きた よ うな気がす る｡ だか ら,先
ほ どは発展 とか妙な ことを言いた くな ったのだ｡
田中

とは言 いなが らも,時間軸 として この二百年 くらいを とると,狭間に住んでいる人た

ち自身 も流動化 して,商 品化を契機 に しなが ら空間を広げてい った｡海域世界は資源がい っぱ
いあ るところで,そ こへ よそか ら船が来 る,内側か ら船が来 る, とい うだけ じゃな くて,住ん
でいる人 自身が移動 に よって生活空間を広げ る｡ それがたんなる野の広が りだけ じゃな くて,
常 に商品化 とい う形 で外部 の世界につなが る｡ それが非常に大事だ と思 う｡森や海 の資源を求
めて人 々が うろ うろ して,そ こか ら外へ運 び出すだけではな くて,野の空間あ るいは海 と森の
間の空間が広が って も,なおかつ商品化 と深 く結 びついている｡
坪内 広が って行 くけれ どもジ ャワの広が り方 とは違 う｡ 田中 さん流に言 うとそれは ゴムを
植 えて もいい し,何を植 えて もいい｡ こ うして次か ら次へ空間を広げて行 くのが一方にあ るO
もう一方 ,都市が同 じよ うな性格を もってい るo都市 の住民 も田舎の農民 もそ うい う意味 では
まった く同様 な質を もって東南 アジアの今 日の世界が広が ってい る｡高谷 さんの言 う海域世界
㌔
の本質は,基本的には正 しい と思 うが,東南 アジアの本質が現れ るようにな ったのは本当はそ
んなに古 くはない｡む しろ,中国人がや って くる,イ ン ド人がや って くる,人が どん どんや っ
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て くる,1
8世紀 の終わ りとか 1
9世紀 の初め と考 えるのが妥 当か もしれない0
田中

海域世 界 の歴 史性 については,高谷 さんが この特集号のなかでふれてい るし,先に紹

介 した前 田さんの論文 で も,海域世 界を六つの時代に区分 して問題点を整理 している｡坪 内さ
んの言 うよ うに東南 アジアの海域世界の固有性が二 ,三百年 では っき り現われて きたのか,そ
れ ともそれ以前か らなのか｡ おそ ら く高谷 さん も前 田さん も, もっと前か らだ とい う意見だ と
思 うが, ど うか｡
高谷

そ う思 う｡ただ,イス ラーム後 に本当にエ ンジ ンがかか って くるが,その本性になる

ものは, よ り小規模 な形 で大昔 か らあると思 う｡紀元前か らある｡
田中

前 田 さん もそ うか｡

前田

よ くわか らないが,変わ らない部分 としてそんな ことを書いた覚えがあるので,相当

古 い ことだ と考 えていたのだろ う｡ しか し,人 口の問題 とか生態環境 の変化 とかを十分絡み合
わせて考 えない といけない とも思 うので,坪 内 さんの言 うように,1
8, 1
9世紀だ と言われれば,
そ うか も しれ ないな とも思 う｡ けれ ども,その プロ トタイプ的な ものはず っと前か らある し,
今 もあ る と考 える方 が説 明に都合 の よい ことは事実だ｡

Ⅵ 商品化 とネ ッ トワー ク性 をめ ぐって
田中

ところで

,｢商 品化｣について,言葉だけがひ と り歩 きしているよ うなので, これに

関連 して交 易の問題 とか,海域世界 で商品化 された物産その ものについて も議論 を深めたい｡
商品化 と言 うときに,いわゆ る南海 の特産物 をめ ぐっての商品化 なのか,生活に必要 な もの も
含めて,何 もか も商品化す るのか,で きれば具体的な ものを念頭にお きなが ら話を進めたい｡
前田

南海物産 の西洋 との交 易が盛 んになるのは 1
8, 1
9世紀だ｡｢商品化｣ とい う言葉 を使

った言 い訳 を してお くと,私 自身はほ とん ど交換 と同 じ意味で使 ってお り,縄文時代 に黒輝石
が動 いてい る とい うよ うな レベル まで も含めて商品化 と言 ってい る｡その発想の元 々は,海の
世界 はひ とつの コ ミュニテ ィだけでは生活で きない,必ず食糧 に して も何に して もどこか他の
ところ とコ ミュニケー シ ョンが ない と生活 で きない とい うところか ら出ているO交換 は海 の世
c
ommodi
t
i
z
a
t
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on) とい う
界では必然 の前提だ と考 えたので,あ ま り適当ではないが,商品化 (

言葉 を使 った｡ ソール‑イ ムは オ ース トロネシアの海人世界を考 えるときに プロ トオース トロ
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. こ うした交換 の レベル もいれた商品化 とい うことだ｡

田中

それ な ら,海 の世界だけでな く森 の世界 も含めて とい うことになる｡

前田

そ うだ｡森 の世界が商 品 とな るもの 自体を生み 出す とい う意味 で,森 の世界は東南 ア
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ジア海域世界 に とって必須の条件だ｡
大木

海の世界は,それ単独では生活で きないので,内陸部 との交易や海を越 えての交換が

必然的な世界だ とい うのは前 田さんの言 うとお りだ｡ただ,東南 アジアの島峡部 に関 して言 う
と,海 と内陸部を本当に分け る必要があ るのか ど うか疑問だ｡ ス ラバ ヤの町ができた ときの説
話に非常に面 白いのがある｡鮫 と何かが喧嘩す る｡それぞれ の生活す るところが領地 だ とい う
わけで,海 と陸 で分け る｡ ところが鮫は内陸 まで行 くよと言 って,川を どん どん遡 って, ここ
までが俺 の領地だ と言 う｡そんな逸話がある｡彼 らはある段階 までは海の世界 と内陸の世界を
そんなに厳格 に分けていなか った｡
それか ら,実際に商品化 され る産物だが,た しかに森林産物は昔か らた くさんの種類があ っ
た｡ 海域世界か ら出て くるものを見 る と,小 さい ものをた くさん集めて きた とい う感 じだ｡私
のイ メージでは森 の世界はモ ノカルチ ャーではな く,た くさんの生業手段 を集めてひ とつの生
業にす るよ うな世界だ と思 う｡ ジ ャワ農民がや った ことは,そ うい う多様 な世界を農業 とい う
明噺 な多様性のない世界に変 えて しまった ことだ｡ ところが森林 の世界では,例えば象牙や犀
角は一人の住民に してみれば何年 に一本取れ るか ど うかわか らない産物だ｡偶然 のチ ャンスに
巡 り会 った人だけに得 られ るものが,細 い水 の流れが集 まって川になるよ うに集 まって くるの
が海域世界だ｡ これが メイ ンの生業 であるといえない くらい多様 な生活形態 を森 の人たちは し
ている｡ しか し, コシ ョウが出る前 と出た後 では交易の規模が ガ ラッと変わ る｡森林産物 の中
には貴重品 もあ るが,それだけでは大規模 な遠距離 の交易はで きない｡バ ラス ト材の ようにた
くさんの積荷がない と危険だか らだ｡た くさんの積荷を積み込んで もある程度の利益が得 られ
るものでなければいけない｡ コシ ョウが最適 な商品 とな り, ものす ご く大 きな交易が始 まる｡
沈没船 とか略奪船 の中身を見 るとわか るが,大 きな国際交易が活発化す る と同時に, 日常生活
品な ど東南 アジア内部 の交易 も盛んにな って くる｡ つ ま り国際交易 と国内交易が同時に リンク
されて交易の時代 となる｡
田中

商品化だけでな く,
海域世界の社会組織 の固有性について もあわせて議論 してお こ う｡

とくに, もう一つの特徴 であ ったネ ッ トワーク性 とい うー
のは本当に他 の世界 と違 う固有性 なの
か ど うか,議論 してほ しい｡
大木

ユ ダヤ人の もっているネ ッ トワークもあ る し,‑ ンザが もっているネ ッ トワークもあ

る｡バイキ ングのネ ッ トワークもあ る｡

土屋

しか し,時間の観念は違 うと思 う｡大木 さんの言 ったネ ッ トワー クでは時間は積み重

な っていると思 う｡ ところが,東南 アジアは, フ ィルムのた とえでい うととて も感度がいい世
界だ｡他の世界が仮 りに ASAI
O
O ぐらいだ った ら ASAI
OOO ぐらいの世界だ｡ ものす ごくセ ン
シテ ィブに外の世界 と連動 している｡そ うい う世界だか ら発展段階 とい う考 えではな くて,外
で何か変わ った ときにそれ と連動 して,いつ もものす ご くダイナ ミックに変わ る性格を秘めて
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い る｡そ して実際 に変わ って きてい る｡そ うした ら東南 アジアが まった くな くな った り,全 く
違 うものがで きて くるか とい うとそ うではな くて,依然 として何か東南 アジアなんだ｡その何
か とい うのが固有性だ｡今年 の夏, ヨー ロッパを旅行 して, ウイスキ‑の コマーシャルで,時
は流れ ないそれ は積み重 な る, とい うのがあ ったのを思 いだ した｡ ヨー ロッパはほん とうにそ
うだ｡時間が流れ てない｡時間は教会 の外壁 の上に石が どん どん積み重 な ってい くよ うに,積
み重 な る｡ だか ら発展段階 とい う考 えがでて くる｡発展 の層 とそのために要 した時間 とが 目に
見 え る｡後 の世 に残 る｡それに対 して,東南 ア ジアでは時は流れ るだけだ｡流れ ては消 え,疏
れ ては消え る｡ そのたびに ASAI
OOO ぐらいの感度で反応 してい る｡
田中

非常 に感度のいい社会 がネ ッ トワー ク社会だ と言 い換 えて もいいか｡

大木

感度がいい とい う話は,東南 アジアの固有性 と言 っていいのだ ろ うか｡それだけな ら

東南 アジアに特異な ことではないだ ろ う｡
前田

その特異性 と固有性 とい うのが私 もよ くわか らない｡東南 アジアの特異性を求めた ら,

例 えは,他 の地域 にはあ ま り見 られ ないオ ランラウ トな ど少 ししか残 っていない人たちを抽 出
して, これが東南 アジアの特徴 といえば よい｡ そ うい うのを狙 うのか,一般 的に東南 アジアに
み られ る属性を狙 うのか｡私 は後 の方 で,双系制 とか どこにで もあるのを これ までや って きた｡
東南 アジアの固有性 (とい うことは, と りもなお さず東南 アジアの中に限れば,一般性 であ り
普遍性 であ る)を探求 しなが らいつ のまにか人頬全体の人間性を問い,探求 してい る. そ うい
うす りかえがいつ も起 こって しま う｡
大木

時間軸 が全然ないか ら困 るんであ って,あ る時代の東南 アジアが こ うい う固有性,特

徴 を もっていた とい うことが必要だ｡

土屋

だけ ど停滞 しているわけではない｡ ものす ご くセ ンシテ ィブに変わ る｡

大木

私 が言 ってい るのは停滞 とか発展 じゃな くて,あ る時代 の東南 アジアは こ うい う特徴

を もっていた｡ この時代 は こ う｡適時的に全ての時代を貫 いて東南 アジアは こ うだ とい うのは
無理 だ｡

坪 内 私 は,意外 に,その変わ らない特徴 が大事 な気がす る｡
大木

もちろん大事だけ ど,言 うときにはかな りしっか り限定 して言わない と｡

田中

前 田さんが言 いたか ったのは,時間性 を越 えて,常 に離散す る世界 であ る とか,商 品

化が常 に起 こる社会 だ とか,常 に社会が ネ ッ トワー クとい う形 で しか形成 されない とか,それ
が東南 アジアの海域世界 の固有性だ とい うことでなか ったか｡ いわば超歴史的な固有性だ｡ そ
れでいいのか｡

坪 内 私 はそれに賛成｡大木 さんの言 う時代性 の問題 だが,それを否定 しよ うとす るところ
に面 白さがあ る と思 う｡非常 に古 くか ら旺芽 とい うか旺珠 とい うか,膝 とい う形 でその固有性
が遺伝子 の上に閉 じ込め られていて,時代 とともに,他 の要素を含み なが ら広が ってい く,め
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るいは雑多にな りなが ら成長 してい く｡ しか し,それが成長 して膨れ きった ときに も腫珠 の も
つ本質は完全に失われ るものではない｡依然 として古 くか らの性質を持 っている｡そんな見方
をす るの も面 白かろ うとい うことだ｡
大木

時間軸 を短 く取 るとそれで もいい｡ しか し,東西交易の始 まる前 の東南 アジアに本当

にそんなネ ッ トワークを想定 していいのか ど うか｡だか ら妥当す るのはせ いぜ い千年 くらいの
話ではないか｡紀元前何千年 も前か ら東西交易があ った とすれば,普遍的,あ るいは超歴史的
と言 って もいいが｡
前田

私の言 うネ ッ トワークは,東西交易の レベルでな く, もっと地域的な ものだ｡

大木

その くらいの レベルでネ ッ トワー クとい うのな ら,他の ところで もあ った｡縄文時代

の交易程度 の ものな ら, 日本だ ってあ る し,おそ ら く地中海だ ってあ っただろ う｡固有性 を超
歴史的に求め るとい うのは無理 だ｡
土屋

固有性 を求め るとい うのは言 い方が よくない｡前 田さんが言 うよ うに,固有性を離れ

て特化す るわけだ｡何かの契榛があ ってジ ャワは ジャワの よ うに逸脱 し,海人は海人 に,森 の
民は森 の民に逸脱 した｡その契機が何か とい うことが うま く解ければ,逆 に,海域世界の本質
が解け るか もしれ ない｡
大木

実株 とい うのはす ご く時代性 を もっているはずだ｡あ るいは時代的な問題 じゃな く要

素 とい うことか｡
土屋

わか らないけ ど, ジャワは外か ら大 き く感光 して しまって戻れな くな った｡

坪内 ネ ッ トワーク性 とい うよ うな言葉 を要素 として抽 出 した ときには,普遍的なあるいは
一般的 な使 い方 しかで きない｡それに どんな色をつけ るか とい うことが よ り重要だ｡だか ら,
東南 アジアでは,ネ ッ トワーク性に ど うい う固有性を盛 り込んで理解す るのか とい う間者 と,
ネ ッ トワー ク性それ 自体が卓越 しているとい う問題が二重に絡んでい る｡
大木

だか ら, ど うい うネ ッ トワー クなのかが間葛だ｡

田中

中心を もたない,あるいは大 きな中心がで きないネ ッ トワー クだ とい うことではない

か｡社会 もそ うだ し,家族 もそ うだ し｡前 田さんに話 して もら うのがいいか もしれ ない｡
前田

中心 とネ ッ トワー クを対比 させて考 えているが,社会 とい うのは中心 とネ ッ トワーク

がない といけない｡ どこの社会で もあ る程度 の中心,ある程度のネ ッ トワークがあるわけで,
両者が対立す る とい う発想 自体がおか しい｡それ に もかかわ らず,ネ ッ トワー ク型社会 とか中
心型社会 と言 ったのは,大 きな中心で大 きな外枠 を もっている社会 と,外枠無 しで小 さな中心
がた くさんで きる世界 とがあるか らだ｡その二つは非常に相対的 な ものだが,両者を対比 させ
てみ ると,東南 アジア,なか で も海域世界 とい うのは後者 の社会だ｡そ うい うネ ッ トワー ク型
社会は もっと下の レベルでいえば対人主義的 な人間関係に支え られている｡ だか ら,大 きな中
心を もった システムが東南 アジアにで きなか った とい う言 い方 もで きる｡
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田中

ネ ッ トワー クとい う場合 , も う少 し視覚的に考 えたい｡大木 さんが最初 に ジ ャワ海 の

世 界だ とか マ ラ ッカ海峡 の世界だ とか,海域世界 を もっと細分す る見方 があ る と言 ったが,港
域世 界 には,圏 とも呼べ る よ うな ネ ッ トワー ク社会が複数 あ る よ うなイ メ‑ジなのか,それ と
も東南 アジア海域世 界 イ コール大 きなネ ッ トワー ク社会 でいいのか, ど うか.
前田

私 のイ メージでは, ネ ッ トワー クとい うのは濃 い ところ もあ る し,薄 い ところ もあ る

し,明 るい色がついてい る ところ もあ る し,暗 い ところ もあ る し, モザ イ クの よ うにな ってい
る ところ もあ る｡ ジ ャワ海 , スル ー海 と分け ない といけない とい うの もよ くわか るが,そ うい
うレベルの話 ではな くて,東南 アジア海域世 界を見てみ る と何か結び付 いてい る｡そ の レベル
とい うのは川上 と川下 の ネ ッ トワー クか もしれ ない し, ブギ スな どの場 合は, ス ラウェシか ら
マ レー半 島 までのネ ッ トワー クか も しれ ない｡要す るに,人間関係を基礎 とした ネ ッ トワー ク
が縦横 に張 り巡 らされ てい る｡それ が社会圏を構成す るわけであ るが,圏か ら見 る とその外延
は ホ ロン的性格 をおび ざるを得 ない｡
加藤

ネ ッ トワー クは何 か とい う説 明があ る と権 力のあ り方 がわ か るが,言葉だけではわか

らない｡土屋 さんが指摘 してい る,時 間の感覚が違 うとか感度がいい とい うのは,結局,権 力
のあ り方 に関係 してい る｡東南 アジアの権 力のあ り方 を示す よ うな別 の特徴 を与 えたほ うが分
か りやす い と思 う｡
大木

細分 した場 合 に固有 の小海域世 界が抽 出で きるか ど うかが今後 の課題 として面 白い｡

あ る時代は細分 した部分 が重 な りあ っていた り,あ る時代は普遍的に広が っていた りす るか も
しれ ない｡地域性 と時代性 を考 え る必要 があ る｡ しか し,分 けな くてはいけ ない とい うことで
はない｡分 けた ときに,例 えば シ ャム湾世界 とジ ャワ海世界 は同 じか ど うか とい う問題提起 だ0
加藤 さんの言 う権 力の問題 も大切だ.例 えば,マ ジ ャバ ヒ ト王 国以降 の ジ ャワ海 お よび マ レー
世 界は ものす ご く変わ る｡ あ る人間が権 力を もと うとす る と, マジ ャバ ヒ トの王子 を もらって
きた くな る, あ るいは嫁 にや りた くな る｡必 らず マ ジ ャバ ヒ トの王権 とむす びつけて正 当性 を
確保 してい くのは,マ ジ ャバ ヒ ト王 国以降の ジ ャワ海 ,マ レー世 界の ネ ッ トワー クのあ り方だ.
権 力の頂点 だけ ではな くて,一般民衆 もネ ッ トワー クを作 る｡例 えば ,イス ラームが東南 アジ
アに何 を もた ら したか とい うと,それ は ネ ッ トワー クだ｡ サ ウジア ラビア とジ ャワもスマ トラ
も人間関係 でつ なが ってい る｡大 きな問題 が起 きる と連絡 を取 り合 いなが ら解決す る｡ しか し
サ ウジア ラビアが中心 ではない,ネ ッ トワー クだけ で東南 アジアにつ なが ってい る｡
田中

加藤 さんの問題提起 は,例 えば支配 の正 当性 を確保す るためのネ ッ トワー クではな く

て,実効的 な支配 の機構 , あ るいは 力の及ぶ メカニズムが本 当にネ ッ トワー ク性 と呼べ る もの
であ ったのか ど うか｡仮 りにそ うだ として も,それを表現す るのに どんな言葉 がいいか とい う
こ とでなか ったか｡

高谷

マ ジ ャバ ヒ ト王 国がで きてか ら,例 えば ジ ャンどの よ うな弱い王様 はその王家 の人を
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もらって くる｡それは,私 の考 えか らす る と非 ネ ッ トワー ク性だ｡む しろジ ャワを中心 とした
中心性だ｡実際に ジャンどの王様 は ど うしたか とい うと,マジャバ ヒ トか ら借 りて きたお っさ
んはマジカルなパ ワーがあ るので, これは王様 に してお く｡ しか し,在地 の酋長 , これは集荷
を担 当す る国務大臣,別 にス ラウェシか ら流れ て きた ブギスのお っさん, これは海軍大臣｡ ジ
ャンビその ものを見れば,王権 なんてな くて,寄せ集めの会社みたいにな っている｡それ をネ
ッ トワーク性 と考えたい｡だか ら,マジ ャバ ヒ トか ら王子が来た とい うのはむ しろ中心性 の話
であ って,ネ ッ トワー クを考 えるとすれば, 目をつけ るべ きはむ しろジャンどの構造 だ｡
大木

その とお りだ｡ しか し,私が面 白い と思 ったのは,マジ ャバ ヒ トが権 力の中枢 につな

が る とい うよ うなネ ッ トワー クがあ るとい うことだ｡少 な くとも, ジャワ海や マ レー世界はそ
うだ｡そ うい う意味 では,中心 のあるネ ッ トワー クだ｡
加藤

ネ ッ トワー ク性 とい うのは,その レベルの話 でな く, もっとごく普通 の一般民衆 の レ

ベルの話ではないのか｡
田中

前 田 さんのネ ッ トワーク論 の一つの大 きな便利 な点は,ネ ッ トワー クその ものを伸縮

自在 に とらえ られ るとい うことではないか｡た とえ大 きな中心がで きよ うともいつ まで もそれ
は続か ない｡それが他 の ところに移 るか も しれ ない｡小 さ く幾つに もなるか もしれない｡ しか
し, ともか くそ うい う網 の 目がいつ もで きている社会が海域世界だ とい うことではないのか｡
強固な中心がそびえ立 った システムが長年続 くとい うところではない｡
大木

それは東南 アジア全域 の中心 にな るよ うな ものが永続 き しない とい うことか｡

前田

東南 アジア全域 を見ればそ うだろ う｡ も う少 し小 さい レベルでみて もいいけれ ど｡

高谷

中国なんか と比べれば断然違 う｡

加藤

マジ ャバ ヒ トか らや って くるのは人間だ｡それ以前は,王権 の正統性 を説 明す るのに,

神様 の生れ変 りだ とか,ナガと結婚 した とか, プ ラーマ ンと結婚 した とかだ｡ マジャバ ヒ トの
未森 とい う方がいろんな小 さい中心をつ く りやす い｡そ うい うことか ら考 えると,マジャバ ヒ
トと関係づけ るだけでいいわけだか ら, どこにで も小 さな王国を作 りやす くな った とい うこと
だ.だか ら, これ もネ ッ トワー ク社会 とよ く合致す る｡

Ⅶ
田中

海域世界 と森

東南 アジアの海域世界は,政治権力の レベルか ら庶民の生活 の レベル まで含めてネ ッ

トワー ク社会だ と,ひ とまず してお こ う｡ いろんな問額が まだ残 っている｡例 えば,先は どの
森 と海 の狭間の問題 は ど うも人間のほ うの議論 に終始 して しまったが,狭間が拡大 している と
い うことは,実際には,海が小 さ くな ってい るのではな く森が小 さ くな ってい るとい うことだ0
一方 ,東南 アジアの海域世界 の固有性は海 の後 ろに森が控 えていることにある, とい う高谷 さ
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んの意見 もあ る｡ とす ると,森 の減少 とい う大 きな変化 のなかで, これ まで議論 した よ うな海
域世界の固有性がな くな ってい くのか｡ あ るいは,に もかかわ らず,海域世界 の固有性 は持続
してい くのか｡森 の問題 をめ ぐって, も う一度議論 したい｡
大木

また ジ ャワの話で恐縮 だが, ジ ャワの森林 の破壊 を話 したい｡ これは,かな り古 くか

らあ った ら しく,マ タラムの よ うに古代 の王国のあ った中心部付近は焼 き畑をや りす ぎて岩盤
が露 出 して きて,かな り破壊が進 んでいた らしい｡ まだ実証 していないけれ ども, ジ ャワの森
林破壊は部分的だが古代にかな り進 んでいた｡だか ら全体 としてはか な り残 っていた として も,
ある地域 を集 中的に使 うとい う意味 ではかな り昔か ら森林 の破壊が進 んでいた｡ もちろん,当
時は まだ まだ フロンテ ィアは残 っていたが｡
高谷

その最初はデ ィエ ソあた りだ｡ 6世紀 ごろそ こで まず森がな くな る｡だが隣 りには ま

だ残 って る｡ 以後, シソゴサ リに移 ってい く｡都が どん どん違 って,その都度森 がな くな って
い く｡その都度,スポ ッ ト的に ジ ャワ的な空間がで きてい って,結局,全面的 な森林の減少が
進むのがマ クラムのイス ラーム王国時代か らではないか.
大木

87
0年代に7
0
%が林野 で覆われていたのが ,1
91
0年 くらい
驚 いたのは ジ ャワの場合に 1

になると1
0%代 に落 ちる｡ ジ ャワ人 は森 を全部食いつぶ して しまった｡ この森林 の急速 な減少
紘,彼 らの森林観 と密接 に関係 しているはずだ｡彼 らに とっていい ところだ ったのか,恐 ろ し
い ところだ ったのか,あ るいは どれ くらいの恵みを与 えて くれていたのか｡ 日本は ジ ャワと同
じよ うに非常 に人間の多い ところだけれ ど,青 々と森林が残 っている｡なぜ 日本は ジ ャワにな
らなか ったのか｡ これが謎だ｡ オ ランダ人が河 口の港を 占拠 して河川の交易を断 って しまった
ために,海 と内陸の世界が離れ る｡離れ きった ときに農業 はい くところがないか ら一気に森を
つぶ して耕地 にす る｡おお ざっぱだが,こ うい う変化が起 こった ことが原因ではないか と思 う｡
い まタイでは トウモ ロコシが ものす ごい勢 いで森をつぶ して入 り込んで る｡ あの行動 パ ター ン
は この当時の ジ ャワ人 とよく似 てい る気がす る｡森が与 えて くれ る豊穣 さに比べた ら トウモ ロ
コシの方が よ り豊かだ と判断 したか ら森をつぶ したのであ って,農民 としてほそんなに森はい
い ものだ とは感 じていなか ったのではないか｡
同 じことは,飛騨 の朝 日村 の奥 に住 んでい る人たち と話 を して も感 じる｡かつて焼 き畑を し
ていた ところに育 った森 を切 り払 った｡ そ こで嬉 しそ うに彼 らが言 うには,森 を切 り開いて よ
うや く元 の状態 に戻 った｡蝶 が飛 んで来た り花が咲 いた り,すぼ ら しい世界が復元 した｡そ う
い う話を聞いてい ると,山に住 んで る人達 も必 らず Lも森 はいい ものだ と思 っていないのか も
しれない｡結局の ところ,熱帯 の森林はそんなに豊かではない よ うだ｡高谷 さんが書いていた
が (
高谷好一 ,1
985『東南 アジアの 自然 と土地利 用』勤草書房),東南 アジア大陸部 の森林か

4
0種類 くらいの ものを取 り出 していた｡ ところが ジ ャワの場合は食料 にな る森林産物 は
らは 1
非常 に少ない｡日本 の森林がなぜつぶれ なか ったか と言 うと,とにか くた くさんの食料があ る｡
497

東南アジア研究 30巻 4号
しか も保存 の き くクル ミとか トチがた くさんあ り,森林 の豊か さを感 じる｡ ジ ャワの農民が同
じよ うに感 じていたのか ど うか｡ もし感 じていた とすれば 30年間 くらいでなぜ森 を食 いつぶ し
て しまったのか｡ これが よくわか らない｡
田中

重要 な問題は,例えば ジ ャワがそ うして森林 をな くしてい った ときに, ジャワは海域

世界でな くなるのか,あ るいは森林をな くして も海域世界 なのか とい うことだ｡ さっきは, ジ
ャワも海域世界だ とい うことに したが, も う一度,森 の問題を絡めなが ら海域世界について議
論 したい｡高谷 さんは, この特集号‑の投稿論文 の中で,東南 アジアの海域世界 の特異性 とい
うのは森にあ る,森が残 ってい ることだ と言 ってる｡高谷 さん, ど うか｡
高谷

ここは二派に分かれ るね｡私は ジ ャワその ものを見 ると海域的でな くな った,海域 を

やめた と思 う｡ しか し,全体的にみれば, まだ,広 い海域世界 の中に ジ ャワとい うものが析 出
して きた, とい う程度 だ｡ もっと言 うな らは ,2
1
,2
2
世紀 にはほ っとけば全部 ジ ャワにな って
いるか も しれ ない｡そ うい う歴史 の断面をいま見ていると思 う｡

坪内 それに もかかわ らず,森 がな くな って も今の特性は残 るとい う考 えは ど うか｡
高谷

僕は残 らない と思 う｡｢海域｣ とい う特性は残 るだろ う｡ しか し,｢
東南 アジア的な｣

海域世界はな くな る｡

坪内 高谷ふ うに とれば,東南 アジア的な海域世界はむ しろす でにな くな っていると考 えて
いいか｡
高谷

いや,な くな っていない と思 う｡私は最初,港は一期一会 と言 ったが, しか し,だか

らとい って本当に悪 い ことを して もいい とい うわけではない｡ 出会 いのル ール とい うのがあ る
わけで,そのル ールが前 田さんの言 うネ ッ トワーク性 とか,対人主義 とい う形 で現れ ている と
思 う｡そ して,それは砂漠におかれた二人 の対人関係でな く,森に取 り囲 まれ ている二人 の対
人関係だ とい うことだ｡
田中

東南 アジアの海域世界 とい うのは,現在 で もなお フロンテ ィアが どん どん拡大 してい

る世界だ と思 う｡野の拡大,すなわ ち森林の減少に もかかわ らず,前 田さんが言 った よ うな三
つの特徴を もった世界が広が っている｡その広が りのなかで見 るのは顧著 な フロンテ ィア性だ｡
私は,その フロンテ ィア性が続 くか ぎ り,東南 アジアの海域世界 としての特徴は残 ると思 う｡
ただ,野の拡大で狭め られつつあ る森 自体を ど う考 えていけばいいのか,実際 の ところ よくわ
か らない｡
大木

森だけで考え るとわか らな くなると思 う｡昔 の東南 アジアで も海 と関係 していた森 と,

関係 していなか った森があ った と思 う｡ スマ トラの森はか な り海に関係 していた と思 うが, ジ
ャワの森 は どの程度海 に向いていたかはわか らない｡ とい うのは, ジ ャワの特産物は圧倒的に
米が重要 であ ったわけで,それは森が消えた ところでは じめて生みだ され るものだか らだ｡森
林産物 はあ ま り出ていない｡だか ら東南 アジアの海域世界 とい って も海 と関係 していた森 と,
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関係 していなか った森がある｡あま り海に関係 していなか った森は,い ったん商品作物が入 る
と一挙につぶれ る, タイの トウモ ロコシの ように｡ このまえ,飛騨 の二つの村を歩いていてア
レッと思 ったのは,彼 らはほ とん ど海なんて考 えていない とい うことだ｡材木を出 しに川に乗
ってい くが,す ぐ近 くで皆引 き返す｡だか ら,全ての東南 アジアの森は海域世界に取 り込 まれ
てい るとは考 えない方がいい｡
高谷

ほ とん どの森は海に関係 していた と思 う｡ ジャワは違 ったか もしれ ないが｡

大木

いや,前 田さんの言 っている固有性は海だけで成立す るものか もしれない｡

前 田 海だけで成 り立 っている世界ではない と思 う｡
大木

だか ら森 とセ ッ トに しな くてはいけない とい うのはわか るが,東南 アジアの森が結局

ど うい うものか とい うと,依然 として よくわか らない｡
高谷

は っき り言え と言われ ると,東南 アジアの森には カ ミがい る｡ ところで普通に海域世

界 と言 った場合は,ただ単に海を主な舞台に した世界 とい う意味だ｡ ところが,東南 アジアの
海域世界 と言 った場合には, この普遍的一般的な海の世界の特性の上に, さらに加えて,背後
には森があるぞ, とい うそ うい う世界だ と思 う｡だか ら,森が消えた ら東南 アジアの海域世界
は消える｡そんな危険性を私は感 じる｡
田中

その問題はそんなに単純 な もの じゃない と強調 したい｡ なぜか とい うと,森 と海の狭

間で森 に も海に も関わ りなが ら機に応 じていろんな生業を選ぶ人たちが海域世界の主役である
とい う考 えだか らだOいま森を切 り開いて,た とえは プランテーシ ョン作物をつ くる.かつて
は, ジャワの農民が森林を切 り開いて農地を作 ってい った｡その結果,海域世界がな くな った
のではな くて,森が他の線に変わ っただけで,海域世界の固有性は続いているように思 う｡だ
か ら森 がな くな った ときに,東南 アジアは海だけの海域世界になるのではな くて,中間帯の広
が った ところが結局同 じような固有性を もち続けてい くように思 う｡

坪内 ひ とつだけつめておきたい ことがある｡高谷 さんの言 う東南 アジア的な海域世界 とい
う考 え方か らすれば, シンガポールは どうなるのか｡私は,海域世界だ と思 うが,東南 アジア
的な海域世界ではないのか｡
高谷

それは難 しい質問だ｡私は海域世界 とい うのは,それ こそバル ト海か ら地中海を通 っ

てイ ン ド洋,東南 アジア‑ と虹みたいに連 らな っていると思 う｡そ こには海域性 とい う普遍性
があ る｡ しか し,海域性 と森林性をあわせ もつ世界がある｡それが東南 アジアの海域世界だ｡
その森林性がかな り希薄にな ったのが シンガポールだ と思 う｡では,それは東南 アジアではな
いのか と言われ ると,考 え込んで しま うが,まだ東南 アジア的だ｡ 1
81
9年を とれば今 よ りもは
るかに東南 アジア的だ っただろ う｡ しか し,急速に変わ っている｡だか ら,私は森がな くな っ
た ら東南 アジアの海域世界がな くなると考 えているのだ｡
大木

東南 アジアは海 の世界だ とい うのはわかる｡ ところが,東南 アジア固有の海域世界 と
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い うのは森林性だ とい うあた りが よくわか らない｡その場合,東南 アジアの森林性は具体的に
どんな ことか｡

高谷

具体的に よくわか らない｡ただ言えるのは,‑ ッとす る,恐 い, とい うのがあると思

う｡あ るいは非 日常的な空間｡ 自分 の力では ど うに もな らない,奇怪 な ものがある とい うのが
東南 アジア海域世界に とっての森 の重要性だ｡ 山田さんが言 うの とは違 う森だ｡暗 さ,恐 さ,
非 日常性を考 えるのが必要だ｡
大木

森が恐 いのか ど うかは,そ こに住んでいる人が評価すべ きことであ って,われわれが

簡単に言えるものでない｡狩猟民 に とっては優 しい存在だけ ど,農耕民 に とっては恐 い もので
な く,ないは うがいい とい うほ どの ものか もしれ ない｡
田中

海域世界 の重要産品である森林物産を産す るところ として森 を見 るのか,あ るいは,

心象 としての観念世界の一つ として見 るのかで,海域世界におけ る森 の位置づけは変わ って く
る｡
大木

観念世界の中に特異性 を もつ とい うこと以外には,あ ま り特異性はないのではないか｡

高谷

いや,ある｡暗い巨大な常緑樹 の森林があ るとい うのは,東南 アジアの森 の特異性だ｡

な くな りつつあるけれ ど, まだ残 っている し,心 の中に も残 っている｡
山田

森がな くな った らどうなるか とい う議論だが,そんな ことは状況の変化 とともに 自然

に また変わ ってい くだろ う｡森がな くなればな くなったで, また食べ るものを求めて人は移 っ
てい く｡ いまは まだ森があ るか らそ こに人が関わ っているけれ ど｡例 えば フィ リピン｡ 森がな
くな ったか らとい って,社会が変わ って しまったわけではない｡ ネ ッ トワーク性を もった社会
はいまも綿 々と続 いている｡
田中

そ う,海域世界 とい うのは,固有性 を維持 しなが ら続 いてい くことにな る｡

大木

海域世界は続 くけれ ども東南 アジア性 とい うのは森 が な くなれば終わ る とい うこと

か｡ も う一つ,森 の性格が よくわか らない.

Ⅷ
田中

海域世界研究の意義

森 の議論は この くらいに してお こ う｡森林 の問題 は,いまや地球規模 の問題だか らす

でにた くさんの議論がでている｡ ここでは,東南 アジアの海域世界 としての森 の意義を も う少
しつめてお きたか ったが, ど うも,議論が堂 々巡 りにな って きた｡それで,最後に, これ まで
の議論 の まとめ として,海域世界研究の意義について議論 してお こ う｡ とくに東南 アジア島喚
部各国の独立以後の国民国家の形成の過程を見 ると, これ まで議論 してきた よ うな海域世界の
性格がだんだん希薄にな っているかに思える｡野の世界の拡大,国民国家の形成 とい う二つの
要因があ って, この数十年の間に海域世界が随分 と実体的に も,視覚的に も狭 ま りつつあるな
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かで,私たちは ｢
東南 アジア海域世界の森 と海｣のテーマを掲げている｡その意味を これ まで
の議論の まとめ として考 えてお きたい｡高谷 さんは, この特集号への投稿論文の中で,東南 ア
ジア海域世界研究の意義を五つほ どに整理 している｡第‑に港域世界の変容に関す る歴史研究
の必要性,第二が世界のさまざまな海域世界の比較研究‑の展望,第三が海域世界が持つネ ッ
トワー ク性の現代的意義,第四が都市研究への発展可能性,そ して最後に東南 アジア海域世界
のいわば世界史的にみた特異性 としての森 の重要性,な どを指摘 している｡そ こで,高谷 さん
か らまずその意義を話 してほ しい｡
高谷

世 の中には中心型の社会 とネ ッ トワー ク型の社会があると思 う.中心型の社会は強い.

過去の歴史を見て も,現在を見て も,中心が固め られた強い空間 と弱い空間がある｡今の世界
は強い空間が偉そ うに していて,お互い角を突 き合わせ る構造にな っていると思 う｡ そのあい
だに入 ってネ ッ トワーク型の弱い社会は時にはず るが しこく振 る舞 った り,時にはつぶ された
りしなが ら生 きてい る｡だけ ど弱い,私の言葉でいえば他形 とい うが,他形 のネ ッ トワーク型
社会があ っては じめて世界はひ とつのまとま りのあるもの として構成 されて くる｡東南 アジア
の海域世界はその他形 のネ ッ トワーク型社会の典型だ と思 うoそ こで,再び森 と海に還 るわけ
だが,重要 なのはその二つを結ぶ港だ｡その二つ とい うのは,海 と森 で もあ り,中心型社会 と
ネ ッ トワー ク型社会 で もあるが,その港にいろいろなものが寄 り集 まっている｡そ してある種
のルールが 自然にで きている｡港は ASAI
OOOの,極めて鋭い感光性があ りなが ら,積み重 な
っていかないで消えてい く｡けれ ども,常 に火花を散 らしなが らそ こでバ ランスを保 っている
世界だ と思 う｡ そ して,そのバ ランスが どこか ら出て くるのか とい うと,港だけではだめだ と
い うことだ｡その後 ろに‑ ッとさせ られ るような森があ り,非 日常 の空間があ り,入 ってい っ
た らオパ ケが出るような ところがあ って,それ と背中合わせにな った港があるとい う, この組
合せが大切だ｡そ こでは ASAI
OOOの感光性を もった人たちが動 いている｡ しか し,彼 らはそ
こでず っと長いあいだ しっか り頑張 るのではな くて,中心型社会 と中心型社会の間で巧妙にバ
ランスを と りなが ら振 る舞 ってい く｡ このバ ランスを持 った生 きざまに こそ,世紀末を生 きる
ヒン トがあ るのではないか｡
田中

同 じような ことを,古川 さんが 『イ ン ドネシアの低湿地』 で も触れている｡海域世界

の森 と海の 自然資源 と人の関わ り方 とい うか,与え られた 自然資源 とのつ きあい方,利用の仕
方 とい うか,海域世界 とか ムラ‑世界の人 々の生活か ら何か教 えられ るところがあ った ように
思 う｡海域世界研究 の意義は どんな ところにあるのか｡
古川

高谷 さんの言 っていることに賛成だが,研究の意義を一言で言 うのは難 しい｡ ここし

ば らく海域世界で調査を して きたが,い まの ところは人間の本質に迫 るような ところはまだ出
せない気がす る｡ いろんな事実の積み重ねが必要だ し,大木 さんが言 うように,時代,地域を
区切 って よ り精級 な研究を積み重ね るの も必要だ｡ また一方で,東南 アジアが秘め もつ普遍的
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原理 を求めてい くの も重要だ｡そんなことを考 え,実践す るのに海域世界はす ごく面 白い地域
だ と思 う｡ で も,正面切 ってその意義は と言われて も,なかなか答え られない｡
田中

前 田さんは も う少 し文 明論的に海域世界研究 の意義を語 っていた ように思 う｡ これ ま

で議論 されて きた三つの特徴 を もとに,｢ある意味では融通無碍 な強靭 さを もったモデルであ
る｡ ネ ッ トワーク社会 とい うのは,個人主義 と国家主義 とに対抗す る,思 いや り,分け合い,
つ りあい,世話の倫理 を核 として,規則や法に よるよ り状況を重ん じる対人バ ランス感覚の発
達 した社会 であ る｡‥

‥

‥国家 の硬質 な制度に よる規則 を きら う社会のモデルの一つ として,

あるいは一つの文明のパ ラダイムとして,発展 させ ることもで きる｣ (
前田 前掲末刊行論文)
と言 っているが,いかがか｡
前田 正面切 られて言われ ると,オー ソ ドックスな解答を しなければな らないが,それを喋
るのはい ささか面はゆい｡海か らの視点 とい うのは 日本史で も流行にな っているが,海か ら見
た視点 とか,陸か ら見た視点 とか一つひ とつのエ コロジーを分けて考えるのではな くて,森 と
海 とそれをつな ぐ結節点を一つのエ コロジカルなセ ッ トとして考え,海域世界で ど うい う原理
が働いてるのかを考えるのはひ とつの大 きな意義があ ると思 う｡それが第‑点oそ うい うふ う
に考えた うえで,いろいろな原理 とかそ ういった ものを 自分に納得い くように して出 してい く｡
それが私がい う三つの特徴だ｡その三つの特徴の文明史的な意味 とい うのは, さきほ ど高谷 さ
んが言 った ことと同 じよ うな ことになると思 う｡
田中

ど うも堅苦 しい質問でまとめに しよ うとして申 し訳 ない｡東南 アジアの海域世界は,

これ までいわゆ る大航海時代や植民地時代のマ リタイ ム ･ワール ドとして歴 史学の分野を中心
に盛んに研究 されてきたが,それ を これか らの人類や世界の問題 として研究 しようとす る視点
はなか った よ うに思 う｡議論は,司会の不手際 もあ ってやや具体性 に欠け るきらい もあ ったが,
海域世界研究が秘め もつ面 白さや意義はなん とな く共有で きたのではないか と思 う｡古川 さん
が言 った よ うに,まだ まだいろいろな ことを調べていかねばな らない とい うことを肝に銘 じて,
いちお う, このあた りでお開 きとしよ う｡
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