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前回のレポートで、
『15-16 世紀の室町及び安土桃山時代の日本は世界有数の武器輸出国であっ
た』という指摘を確認する為に、東南アジアに渡った日本刀・火縄銃をこの眼で見たいと、当時、
日本人街の在ったタイのアユタヤに行って探してみたものの、結局、1 日歩き回っても日本製の
火縄銃は見つけられなかった次第を報告しましたが、その時代、アユタヤと同じように日本人が
住んでいたマラッカの博物館で日本製火縄銃及び日本刀を、今回、見る事ができましたので、最
初にその報告を記したいと思います。
その博物館は Tuanyang Terutana 博物館で、そこに、火縄銃と日本刀が展示されていたので
す。ちなみに、その博物館は St. Paul 教会の隣にあり、その教会はザビエルの遺体がヨーロッパ
に戻る前に一時置かれた所として有名です。
右写真が日本製の火縄銃です。短銃で、
銃身が短く片手でも扱える大きさです。
武器コーナーのガラスケースに幾つかの
短銃がまとめて陳列してありましたが、
その中の一つがこの火縄銃でした。写真
からは解りにくいかもしれませんが、他
の火縄銃と較べると、一見して、その優美
さが際立つピストルです。漂うような気品がある銃だなーとなにげなく見たら、なんと、それが
日本の火縄銃でした。まず、装飾がきれいでエレガントなのです。筒の上面や柄の側面に施して
ある金色の装飾が見事で目を引き付けますし、側面に打ってある花柄の鋲が銃にアクセントを添
えて、しかも、形に無駄がありません。
何故、その火縄銃が日本製と解ったかと言
うと、銃身上面部の装飾の中に、紋(たぶん、
葵の紋様だと思いますが）が彫られていたか
らです。
（拡大写真を参照下さい。
）
もちろん、葵の紋が有れば、15-16 世紀に作
られた物というより、後の江戸時代に入ってか
らもたらされた物と見た方が妥当なものかも知
れません。しかも、マラッカにその当時に直接
輸出されのでは無く、紆余曲折を経てマラッカにもたらされた可能性もある訳
ですが、ともあれ、
『15-16 世紀の日本は世界有数の武器輸出国であった』とい
う定説に繋がる火縄銃をマラッカで見る事ができた事をここに報告しておきたい
と思います。唯、残念だったのは、この小銃に限らず、博物館での展示品にその
履歴や掲示がなされていない事で、そう云った観点から言えば、地元マレーシア
での今後の研究の成果が待たれます。
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さて、その博物館では、刀剣コーナーで西欧のサーベルに交じって
日本刀も一刀だけ展示してありました(右写真)。その刀も先の火縄銃
のように由緒有るものと思われますが、展示説明が無く、15-17 世紀
の間に日本からアジアに大量に輸出された日本刀の一つなのか、或い
はもっと後のものなのかどうか、残念ながら解りませんでした。感じ
としては、バンコクで見た長刀の刀と較べると、刀身がきれいで古い
ものでは無い感じもしましたので違うかもしれませんが、併せて報告
しておきたいと思います。
次に、右写真の陶器は、同じ博物館に陳列してある日本製との説明
があった大皿です。いずれも藍色の単色で鳥や魚を描いたものです。
陶器は、中国製を中心にたくさん展示して
ありますが、中国と日本の図柄の描き方には
明瞭な違いがあり、私のような素人でもその
出自についてはだいたい解ります。唯、残念
なのは、右作品についても一切の説明書が無
く、いつの時代に作られた製品で、どのよう
な履歴及び特徴があるのかが閲覧者に解らな
い事です。しかしながら、これらの大皿が 16 世紀前後のアユタヤ日本人町の時代にもたらされ
た物だとしたら、どのような変遷を経てここに収まったものなのか興味がわく展示です。
さて、“マラッカ”の名称は、”マラッカ海峡”の名前で、日本人にはアユタヤより聞き覚えのあ
る地名だと思います。表紙に掲げた地図からその位置を改めて確認してみますと、マラッカもア
ユタヤと同じく、インド貿易圏と東アジア貿易圏と東南アジア貿易圏が交差する場所に位置して
おり、その中継貿易上の主要港として 15-16 世紀の古くから栄えました。それは、バスコ・ダ・
ガマのインド・カリカット到達(1498 年)に代表されるヨーロッパ人のアジアへの航海に際して、
マラッカ王国がその中心地となったことでも判ります。例えば、先に述べたフランシスコ・ザビ
エルもマラッカを拠点にして日本に来ましたし、九州の大友/有馬/大村 3 侯が派遣した天正遣欧
使節(1582-90 年)もアジアからヨーロッパへ向かうにあたって、マラッカを中継地として行き来
しています。
そして、そのマラッカは、現在も、マレー半島の西側にあるマレーシア有数の港湾都市です。
市はインド洋に注ぐ川に沿って形成された歴史を持ち、その河口西側には華僑が移り住んで作っ
たチャイナタウンが今もその当時の雰囲気を残して
健在で、その歴史はと云えば、16-17 世紀にマレー
の王様に代わりマラッカを統治したオランダ東イン
ド会社が割譲したチャイナタウンにその源を発し、
時を経てイギリス統治の時代であった 19 世紀の面
影を色濃く残しながら今日に至っています。
この間、チャイナタウンは、中国文化とマレー文
化と欧州文化が融合したこの地方独自の文化を育ん
だとされており、その代表事例は『ババハウス
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（BabaHouse）
』と呼ばれる建物群です。
チャイナタウンでは、その様式を残す家々の室内を開
放して見せる博物館もありますが、他方、ホテルにし
ている建物もあり、その値段は 1 泊 3 千円程で泊まれ
るので、気軽にその雰囲気が味わえます。
（右写真は
旅館のエントランスホールを撮ったものです。）
マラッカにはアンティークを専門に扱う店も多く、
そうした店をのぞいて時を過すのも楽しいものですが、
そうした一軒にたまたま日本製陶器を売っていたので、
撮らせてもらった写真が右下の写真です。
大きな花瓶で大きさは丈で 60-70 センチはあるでし
ょうか、武者の様が両面に亘って描かれている、日本
人でしか描けないような図柄の日本の陶器です。この
壷が、私が確認したいと思っていた 15-17 世紀の
“日本人町時代”の物かどうかまでは私には分かりま
せんが、ともあれ、こうした確認が出来た事で自分の
気持ちに一区切りつける事ができました。
さて、時を経ると日本人町はいつのまにかその地に融合して無く
なってしまうのに対し、中国人街は何世紀を経ても息づいているの
は何故か、と云う問いは、今も、時折新聞等で見かけるテーマです。
が、その事をここで論じるのはともかく、東南アジア各国にある
チャイナタウンの現在の繁栄を思う時、忘れてならないのは、鄭
和による 7 回に及ぶアジアおよびアフリカへの航海が、バスコ・
ダ・ガマのカリカット到達からおおよそ 90 年前の 15 世紀当初に
あったと云う事実です。今も、マラッカのチャイナタウンを少し
歩くと廟や寺にぶつかりますが、その中に鄭和を奉った寺のある
事を聞くと、華僑の人々の心に残る彼の足跡の大きさを想わざる
をえません。
そもそも、バスコ・ダ・ガマのカリカット到達が 1492 年で、
マゼランの“アメリカ発見”に対置される、
“アジア到達”として
教科書で学んだ事を思えば、その前に、既に、アフリカの東海岸まで至り交易を行い、外交関係
を樹立した 15 世紀の明の海外政策はもっと知られてよい事柄です。
その航海の責任者であった鄭和の足跡を、ルイーズ･リヴァ
シーズの『中国が海を支配したとき』から引用要約しますと、、、
鄭和は、明の永楽帝の命を受け、
“宝船艦隊”を率い 1405 年
から 1433 年までのわずか 30 年弱の期間において、7 回にわた
る大規模な航海を行っています。右写真が、その“宝船”とコ
ロンブスの“サンタ・マリア号”を比較したものですが、宝船
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は全長 120M 以上もあったと言われており、いかに大きかったがわかろうと云うものです。第 1
回目の航海は 1405 年の秋で、総勢 2 万 7 千人以上の乗組員を乗せ、総数 317 隻の艦隊が南京か
ら出発しました。その目的地はインド西海岸のカリカットと言われており、その艦隊については、
宝船は 4 隻のみで、その他はもっと小さな船だったとの記録もありますが、それにしても、ざー
と 3 万人が、一度に艦船に乗って航海したというスケールの大きさに脱帽です。
その宝船は交互に位置をずらした 9 本のマストをもち、赤い絹布で出来た方形の帆で風を最大
限に捉え、それまでの“福船”と言う船よりも速い
スピードで航行することが出来、そして、青銅で鋳
造された大砲を 24 門も備え、しかのその射程距離
は 240Ｍから 270Ｍに達したと言われています。
この第 1 回目の航海にあたり、永楽帝は 1403 年
5 月に福建省に 137 隻の遠洋船を造るように命じて
います。そして、その 3 ヵ月後には蘇州および江蘇、
江西、浙江、湖南、そして広東の諸省がさらに 200
隻の造船を命じられました。
この造船の中心となったのが、福建省の泉州でした。現在の泉州は、台湾の対岸に位置し、厦
門(アモイ)の北にある小さな町ですが、南宋や元の時代には、中国を代表する港として栄えてい
ました。元朝に使えたマルコ・ポーロも泉州からイタリアに戻ったと云われていますし、大旅行
家と知られているイブン・バットゥータ(モロッコ人)もこの地を訪れたのは 1345 年頃と言われ
ています。又、泉州には、中国で一番古いと云われる回教寺院(泉州清浄寺)があり、それは 11 世
紀初めに建てられていますので、その以前から、貿易港として在った事が裏付けられます。
しかし、こうした、海を介した東西の交流は 10 世紀以前には無かったといえば、そうでは無
く、例えば、渡辺照宏氏は『仏教』の中で、紀元 400 年初頭に法顕が 15 年かけてスリランカか
らスマトラを経て海路で中国に帰った事例や、548 年にはパラマールタ(真諦)が南海経由でイン
ドから南京に来た事、はたまた 645 年にはピュニョーダヤが南海(インドネシア)ルートで長安に
来た記録が残っている事を言及しています。又、薮内清氏は『中国の科学文明』の中で、中国と
西方を結ぶ海上交通路を次のように記しています。
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『しかし古代には中国から西方諸国に達する、もっとも有力な交通路があった。1 世紀のころ書
かれた有名な「エリュトラー海案内記」には、エジプトからインドに至る港のありさまや、そこ
から輸出入される産物のことにふれ、さらに中国から“羊毛と糸と織物とがパリュガザへとバク
トリアを通じて陸路で運ばれ”たと書かれている。パリュガザはインド西北部の土地であって、
バクトリア、すなわちアフガニスタン北部を経由して中国から絹織物がインドに運ばれていたの
である。この案内記にはインドから中国への海上交通のことは述べられていないが、しかし 2 世
あんとん

紀には大秦国から 安敦 の使者が海路によって中国にやってきたことが中国側の文献にみえてい
る。安敦はローマ皇帝マルクス・アウレリウス・アントニウスに比定されているが、インド洋を
経由し、遠く中国に達する海上交通は次第に盛んとなった。
』
『唐代には西域諸国との交渉は一段
と盛んになった。南方の海上交通路によって、東南アジアとの貿易はもちろん、インド、さらに
西方のアラブの活躍がめだった。アラブの諸民族は大食人と呼ばれたが、アラビア人だけでなく、
ペルシャ人の活動が盛んであった。8 世紀のはじめから 15 世紀の末にかけて、世界貿易に活躍
トンキン

カントン

したのはこれらのアラブの人々であった。唐代のころ華南の港としては 交州 、広東 、泉州、華
し は く し

中の揚州などがあったが、ここには 市舶史 という役人がおかれ、貿易事務はもちろん、外国商
こうそう

人の保護や外国船の監督にあたった。ことに広東には外国商船の出入が多く、9 世紀末に 黄巣

の乱(黄巣を指導者とし、875 年から 10 年あまり中国全土を荒らした乱。唐代の没落を招いた)
によって一時的に衰微するが、そこにはかって 10 万を超える外国人が在留していたという。こ
うした貿易港の繁栄はそれ以後にも受けつがれた。海上交通で運ばれてくる品々は、香辛料、薬
物、珠玉、象牙などの、高価な奢侈品またはそれに類するもので、中国からは金・銀・銅、絹、
陶器などであった。中国からも南海貿易に従事する船がでかけて行った。唐代のころ、すでに
なんかいはく

ばんぱく

6~700 人を乗せる大きな船が使われていた。唐代の文献によると、外国の貿易船は、南海舶 、番舶
は し は く

こんろんはく

ば

ら も ん せん

し し こ く は く

、波斯舶 、崑崙舶 、波 羅門 船 、師子国舶 などと呼ばれ、この中、南海舶、番舶などは一般的
名称であるが、波斯舶以下はだいたい来朝した国、あるいは地方の名をとった名称であった。
』
『8
か た ん

世紀の地理学者 賈耽 の記述によると、中国から船でペルシャ湾に至るまで 90 日を要するとみえ
る。しかしこれは順風に乗って航海したばあいで、碇泊日数は除外されたものと思われる。ふつ
う貿易船広東を出発してペルシャ湾のホルムズに到着するには 1 年を必要とし、したがって往復
には２ねんがかりであった。南シナ海では、冬期に東北風が吹き、夏期には西南風が優勢であっ
た。広東から出帆する場合は東北風が吹く冬がえらばれ、反対に南海から広東に入港する場合は
夏を待たなければならなかった。』
このように薮内氏の文章は非常に記述が具体的で、読む者をしてその有り様をヴィヴィッドに
イメージが浮かび上がらせてくれるような力強さがありますが、それはさておき、このように見
ていくと、ヴァスコ・ダ・ガマが初めてインドに到達してアジアへの海路を開いたと教えられた
“歴史”は、一体何だったのだろうと思わないではいられないのは私だけでしょうか。
さて、その“宝船航海”を指揮した鄭和は、幼名を馬和と云いました。その生い立ちを、再び
ルイーズの本から借りて見てみますと、
『馬和は昆陽に住むイスラム教徒の次男として生まれた。
昆陽は雲南省の中心地・昆明のすぐ南に位置する土地である。父も祖父も哈只(ハッジ)という名
をもっていたことが知られているが、これはメッカまで巡礼した人に与えられる称号である。一
家がいつ雲南に住むようになったあきらかではない。おそらくは元朝の初期、イスラム教徒の大
規模な流入があったときに移住したのである。』(ﾙｲｰｽﾞ･ﾘｳﾞｧｼｰｽﾞ氏『中国が海を支配したとき』)
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とあるように、当時“色目人”( ペルシャ系等の呼称)と言われた家系です。この雲南に明が 1381
年に攻め入り、
『明軍はこの雲南作戦で、多数のモンゴル人のみならず、推定 6 万人に及ぶ苗(ミ
ヤオ)族と瑶(ヤオ)族の住民を虐殺し、加えて、2 千年以上の伝統を持つ習慣として、明は捕虜と
なった者たちの年少の男子を去勢した。
』(同)と云う事件に遭遇します。その後、鄭和は都(北平
＝北京＝)に連れて来られ、数奇な運命を経て、明朝の宦官となり永楽帝の側近となった人物です。
その人となりは、眉目秀麗、知力と統率力に優れた人物と称されました。まさに、その人柄と国
際性は、アフリカにまで行った大航海の指揮官として最適な人でしだ。
その“宝船航海”が行われた際に、鄭和は、アジア各地に住む中国人を見ています。同じくル
イーズの本からその箇所を拾いますと、、、、、
『ジャワに上陸した鄭和は、富裕な中国商人たちが
住む広大な居留地を発見している。彼らは、私的貿易と海外渡航を厳しく禁じた洪武帝の政策に
もかかわらず、14 世紀末から移住していたのである。例えば、ジャワ北西沿岸にあるグレシク
の町は広東省出身の男が統治しており、1 千世帯の中国
人がそこに暮らしていていたという。また北東部のスラ
バヤにも多くの中国人が居留していた。
』と延べ、又、
『15 世紀以前においても、中国人の集団は少数ながらア
ジアに散住していた。二十年にわたって中国の植民地で
あった北ベトナムはいうまでもなく、シャムにも中国人
居留地が存在した。14 世紀の中頃、定期貿易船で現在の
シンガポールにあたるトゥマシクへ行き来していた中国
人たちは、ある程度の数にのぼる中国人が交易に従事し
ながらマレー人と“混ざり合って”暮らしている様子を
報告している。又、マレー半島北部の地峡帯にもまとま
った数の中国人が住んでいたらしい。さかのぼれば、早
くも 10 世紀には、主として広東と福建の両省から出発し
た難民がジャワへと移り住んでいた。そしてすでに見た
ように、15 世紀前半に鄭和がジャワ北部に到達した時、
グレシク、トゥバン、マジャパヒトの各地に大規模な中
国人居留地が発見されている。スマトラ北西部のバレン
上記写真:『鄭和文化館』(ﾏﾗｯｶ)より

バンは中国人の巣窟にさえなっていた。
』(同)

このように見ていくと、華僑の歴史は 10 世紀頃にまでさかのぼれると言えそうですが、それ
より前に、まず、人は 21 世紀の私たちが無意識に前提としている“国境”の枠を自由に越えて、
人は昔から自由に行き来していたと云う事実、そして、アラビア海－インド洋－ベンガル湾－南
さかのぼ

シナ海－東シナ海を結ぶ海のルートは文献から 遡 っても既に 1-2 世紀の時代から、その“道”
は途絶える事無く、ずーと使われていた事を確認したいと思います。
そして、その意味で敷衍すれば、“華僑”がインターナショナルとナショナルの狭間で、アイ
デンティティを持ち続ける一方、他民族と平和的に共存してきた事実は、まさに 21 世紀の在る
べき人々の有り様を先取りしていると捉えられなくもありません。その様は、アフリカや中近東
で行われている、憎悪に満ちた果てしない“民族紛争”をみる時、その対極にある姿です。
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それはともかく、そのマラッカとシンガポールの間に
マレー半島の西海岸にポンティアン・ケシル(Pontian
Kecil)と言う小さな港町があります。この町も、マラッ
カと同じく、華僑がマレー半島にやって来てどのように
町を形成していったかが街区を歩くと理解できる町です。
まず、ポンティアンの中核を形成するメインストリー
トが海に沿って有り、その通りの中心を交差するように
川が流れ、海にそそいでいます。河口には右写真のよう
な船着場と船乗りの住居が隣り合って作る港街があり、

Pontian 中央に在る河口港(上) 薬局(下)

その周りを囲むように、商店街が形成されています。従
って、ポンティアンはその川の港の発展と共荷に、町が
作られていった過程がわかります。華僑が営む商店は漢
字の看板が掲げてあるので華僑の店かどうかはすぐに解
ります。それは、穀物から衣料、電化品、工具・機械そ
して薬に至るまでありとあらゆる店で、そして云うまで
も無く、食べ物屋があります。
ちなみに、中国料理店ではマレー系の人を見ませんが、
それはイスラム教徒が豚を食べないからで、注文した料
理に豚が混入するのを嫌い、中国料理店に入らない事になります。但し、豚を扱わない中国料理
店もあり、その店には、その表示を入り口に出すので、そこでイスラムの人も中国料理を味わえ
るとの事でした。
さて、ポンティアンは、その河口周辺にとどまらず、太平洋に面する近くの海岸にも、華僑は
自在に住んでいます。杭を打ち込み海の上に家を作って住む華僑は、シンガポールに近い事から、
生簀で魚を飼う養殖業や、その生簀の魚を目玉にした料理や周辺の島巡りと云った観光業を主に
え ぶね

生活していますが、海上の家々の風景は、かって 家 船 に住んでいた生活から、現在は、家を固
定し定住する生活に代わった事を想像させます。

ところで、谷川健一氏は、
『古代海人の世界』の中で、海辺に住みながら、船の操り方を知ら
ず漁業とは無縁に農業で生きる民がいる事を指摘する一方で、他方、海に生きる民の中でも、１）
航海には従事しても、漁業を行わない民と、2）漁業で生活を営んでも、地元の海でのみ漁業を
え

ぶね

営み、そこに定住する民と、3）家 船 を住居とし定住せず、海上で生活を営む漂海民がおり、そ
う す き

れぞれの民の系譜は異なる事を指摘しています。そして、沖縄･糸満、佐賀･呼子、大分・臼杵
あ

ま

地域等に代表される日本の“海人 ”の系譜は、家船に住み、漁労や潜水等をなりわいとしている
が、その民は、上記の分類で云えば、3)の家船の漂海民に属し、その民の源泉は揚子江以南の東
シナ海に面した地域であったであろうとしています。その系譜が、日本での阿曇・宗像・墨江な
7

あ

ま

べ

どの海神族につながり、日本各地の“海人部 ”を形成したと
見ていますが、それをここポンティアンにあてはめてみ
ると、先に述べた河口を中心に交易で生きる華僑の町は、
すなわち、交易品を港に運ぶ民並びにそれを商う民とに
依って形成され、他方、海上に杭を打って街を作り暮ら
している華僑は、海人の系譜に連なり、それ以前の生活
は家船であったであろう事が推定できます。そうした際
立った街の特徴の違いが、肌に伝わる感覚でスーと理解
できるのがここポンティアンで、その漂海民の華僑は、
たぶん、日本の“海人”と同じように、揚子江以南の東シナ海に面した地域からやってきた人々
です。
えつ

宮本常一氏は、
『日本文化の形成』の中で、倭人についての記述の中で“越 (BC600 年頃‐BC334
年)”に言及し、越が呉を滅ぼして(BC473 年)江南の地に国家を形成した時期の勢力範囲は、華
南の海岸一帯から南はベトナムに至り、その風習は、竜を崇拝し入墨をおこない米と魚を常食と
した海洋の民で、｢この民族に属する一派が倭人ではなかったか｣と述べ、この倭人が日本へ稲作
つち ぐ

も

く

ず

をもたらし、
『土 蜘蛛 』とか『国樔 』と繋がるとしています。
ちなみに、魏志倭人伝には、末慮国(肥前松浦郡)について、四千余戸とし、
『好んで魚鰒を捕え、
水深浅となく、皆沈没してこれを取る。
』と習俗を述べ、邪馬台国については、
『男子は大小とな
く、皆鯨面文身す。
、
、
、
。夏后小康の子、会稽に封じられ、断髪文身、以て蛟竜の害を避く。今倭
人の水人、好んで沈没して魚蛤を捕え、文身しまた以て大魚・水禽を厭う。』と書かれています
が、こうした習俗は海人の系譜そのものです。
華僑の町を歩くと至る所に祖廟や祠があるのは、日本でも神社や地蔵様や庚申塚があるのと
一緒です。右上写真の海上に建つ赤い建物もそうした廟ですが、右写真もポンティアンの河口
近くの街中で、たまたま見かけた個人の家に祀
られている小さな廟です。日本の神社と較べる
と、華僑の信奉する廟は赤の色調に彩られ、奉
る対象は偉人とか先祖が多いように見受けられ
ます。ところで、その市中を歩き通りがかりに
ふと見た小路に奉られていた神は、なんと、蛇
を身にまとった男神です。それは、はからずも、
谷川氏が前掲書の中で指摘する、
『倭の水人たち
は、毎日水にスンでは(潜っては)アワビやサザ
エを採り、魚を突いた。そのときに出会うセグ
ロウミヘビを竜蛇神としてあがめ、祀った。その名残が今日、出雲大社や佐太神社をはじめとす
る出雲にみられる竜蛇信仰でなかったかと思われる。ただし、セグロウミヘビは、熱帯の海域に
しか産しないから、それを信仰として祀ったというのは、倭の水人の源郷が南方にあったことの
記憶が残存していたことを示唆している。いずれにしても、出雲の竜蛇信仰は海人の信仰抜きに
は考えられない。』との指摘と“海の民が信奉した神は蛇であった”事とが、くしくも合致する
興味深い事柄です。
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さて、ポンティアンでは華僑の経営する薬局では、どの薬局で
も、汎用医薬品と同じ比率で漢方薬を扱っています。しかし、そ
の漢方薬はと云えば、日本で普通に見られるように処方済みの漢
方薬がパッケージになって、唯、売られているのでは無く、店を
訪れた人々の相談する内容を聞き、それに基づいて、その人に
や げ ん

会った処方をし、いろいろな薬を選択し 薬妍 ですり潰し、混合し
て渡すというやり方です。
従って、薬局に行けば、そうした処方に使う“原薬”が棚にた
くさん納まって、その混合を待っています。つまり、｢粉甘草｣｢淫
羊藿｣｢辛夷花｣｢胡黄蓮｣と云った植物系に始まり、｢犀牛皮｣｢鹿角
霜｣｢生牡蠣｣のような動物系、それから｢生石膏｣｢生磁石｣｢白明礬｣｢寒水石｣のような鉱物系まで、
それぞれが薬として一つ一つ各棚に納まってその出番を待っているのです。前頁写真はその処方
をする為に天秤で生薬の重さを薬店主が量っている様子を写したものですが、座っている人がそ
の処方を待つ患者です。
その鉱物系の薬の中には、その他にも｢自然銅｣や「代赭石」と
いった鉱石が“薬”として扱われており、その中になんと｢辰砂｣
があったのです。そうです、その｢辰砂｣とは、水銀と硫黄の化合
物である、あの“不老長寿”の薬として秦の始皇帝の時代に貴薬
として使われた珍重された“薬”です。それが、ここポンティアン
ではまだ売られていたのです。マラッカの薬局では Poison だから
売って無いといわれたのですが、Pontian でもどの薬店にも置いて
あるという訳では無いようですが、幸いにも求める事ができたのです。
（ “朱”が華僑の人々の
生活の中で薬として今も身近に生きている事を見聞できたのはとても有意義な事でした。
）
しんしゃ

右写真の赤い粉は、ポンティアンで買い求めた“辰砂 ”です。精製さ
れている為か、朱色が濃くきつく見える程ですが、その価格はと云えば、
50 グラムで 25 リンギッドでしたので日本円にして千円程になります
(2006 年 10 月)。とすれば、そこで売られていた辰砂は、どこで採掘さ
れて、どうやって精製され、ここポンティアンにはどのような流通経路
を経てもたらされたものかが、次に興味有る事でしたが、漢字を紙に書
いたものを読んでもらう事での簡単な意思疎通は出来ても、それ以上の
詳しい会話とはならず、辰砂と自然銅の買い物をするのが精一杯で、
それ以上深く聞く事が出来なかったのは残念というしかありません。
松田壽男氏の『丹生の研究』には、中国の朱砂産地について述べた項

薬局で購入した辰砂

があり、そこには 8-12 世紀頃の文献に基づく 3 つの有力な朱の産地を
言及しています。その一つは、黄河上流の岷山・秦嶺群で、甘粛省南部から陜西省西南辺の地帯、
第二は、四川の南西に隣接する苗嶺群で、貴州省東部から湖南省の西辺の地帯、第三が、広東に
北西に隣接する南嶺群で、湖南省南部から広西省の山地です。そして、氏は、そうした地域を羌
群・苗群・越群と位置づけ、そうした土地が中国の平原には属さず、その外側の山稜にあった地
域性を特記しています。
1976 年に台湾で再販された『中国薬物学』には、神経系統類薬物の鎮静剤(その他には、明目、
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殺邪気、清熱解毒等の効能が併記されています。)として、朱は｢硃砂(辰砂)｣の名称で取り上げら
れており、そこには、その産地は湖南/四川/雲南/貴州/湖北/遼東の各省がその産としてあげてお
り、その産地はほぼ重なります。
それはともかく、ここポンティアンにあった朱が、中国本国のそうした地域からはるばるもた
らされた物とは思えませんが、
“朱”を薬として使用する文化が秦(BC３C)の時代に始まったとす
れば 2300 年前の文化と伝統は今も脈々と受け継がれています。
さて、東南アジアを知るには、華僑だけでなく、マレーの文化と歴史を知る事も重要です。実
際、ポンティアン郊外に出るとマレーシアの風土に根ざし発展した文化、並びに産業を随所で見
ることができます。と言っても、先に見たように、マレー人の住む半島に、中国から人々が移り
住んだ記録は 10 世紀頃にまで遡れ、又、16 世紀以降のオランダや英国の統治に始まる植民地化
の歴史はインドネシアや中国からのプランテーション移民を促しており、オリジナルなマレー文
化を、21 世紀の今にたどる事はそう簡単ではありません。
マレーシアは人口 2 千 4 百万余、その国土はマレー半島とボルネオ島北部のサバ・サラワクに
別れ、その内の 85%が半島側に住んでおり、その人口構成はマレー系が 6 割、華僑系が 2.5 割、
インド系 1 割の構成です。マレー半島のマレー系について言えば、半島にもともと住んでいた人
達は、
“Sakai”と昔呼ばれ、今は“Orang Asli”と呼ばれる人達がいました。そこに、昔から華
僑やインドネシア人が移り住んできた一方で、マラッカ王国に 16 世紀にポルトガルが、17 世紀
にはオランダが、18 世紀以降は英国が占領統治し、プランテーション経営が始まると組織的な
華僑やインドネシア人等の移民があり、今日のマレーシアを構成していきます。

マレー文化を紹介
してくれた Asli

1860 年代にインドネシアからプラ
ンテーションに来た人々
ペナンの王様(19 世紀)

次に、その気候ですが、マレーシアは熱帯雨林気候に属しており、国土の 6 割が森林に覆われ
ています。その森林地帯は、ゆるやかな山岳地帯を構成するマレーシア半島の中南部及びボルネ
オ島が主で、産業は、林業やパーム、ゴム等の大規模栽培が今も盛んに行われています。が、一
次産品の輸出から、電気機器や半導体などの工場の進出があり工業国に軸を移しているのが昨今
のマレーシアの特徴です。農業については、米はタイに隣接する北部の平原で主に行われており、
この米の他、トウモロコシが自給です。鉱業は、錫・天然ガス・石油の産出で知られています。
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さて、マレーシアでよく見うけられるパームはアブラヤシとも
呼ばれ、至る所でその植樹した様を見る事が出来ます。姿かたち
は、一見ココヤシとそっくりですが、ココヤシより低く、又、コ
コヤシは幹と葉の付け根の所に茶色の実が付いているので、ココ
ヤシだと直ぐに解るのに対し、パームの実は小さく黒いので見え
にくく地味ですが、熟れるとあざやかな赤色に変わります。又、
木の高さもココヤシに較べてパームは低いので、その違いはが最
初は解りにくいかもしれませんが、慣れてくる一目で解ってきま
す。

パーム(上) )

そのパームの種子や果肉は、絞って石鹸や植物性油にしたり、
或いは、食用にします。こうした特性はココヤシも同じですが、
パームは、植物油脂の中で単位面積あたりの収穫が多く、一年中
獲れる“経済性”に加え、折からの植物性オイルへの消費者の指
向が重なり、栽培面積が増えています。このパームはココヤシと
違い、外来種で、原産地はアジアでは無くアフリカです。ポンテ
ィアン郊外を朝方に車で走ると、トラックでの収集を待つ収穫期
を迎えた赤黒いパームの房が家々の前に点々と置かれている様を
見る事が出来ます。又、シンガポールからマラッカまで、特急バ
スに乗るとジョホール・バルを越えて高速道路を 4 時間ほど一路
走りますが、バスから見る景観はパームの林の連続で圧倒されま
す。
ココヤシ(下)
次に、ポンティアンの郊外で見るのはゴムの木です。周知の如く、この木の樹皮に傷をつけ得
られる白い樹液がゴムの材料になります。残念ながら、マレーシアで見る事が出来るゴムの木は、
インドゴムの系統では無く、アマゾン流域のブラジルが原産のパラゴム系です。
人がゴムを知ったのはズーと古くからのはずですが、少なくとも 6-７世紀にはマヤ文明の球技
場の遺跡にボールを蹴る神官を描いた絵が残っており、それは、樹液を暖めて水分を蒸発させた
｢生ゴム｣のボールですが、それが記録に残る人類のゴム利用の歴史です。
そのゴムの木を 1493 年にコロンブスがスペインに持ち帰った事が、現在に繋がります。何故、
“繋がる”かといえば、持ち帰った“ゴム”は観賞用として栽培はされても、すぐには“ゴム”
として利用されませんでした。
何故なら、
“ゴム”は硫黄を加え加熱する事で“加硫ゴム” となる
のですが、その技術は 19 世紀に入りグッドイヤーやダンロップが発
見/確立すると共に、自動車産業が誕生しタイヤ等が求められるに至っ
て、
“ゴム”の需要が高まります。それが、イギリスをしてインド・
東南アジアでゴムを栽培するべく、ゴム栽培に適した“へベア”と云
う種類のゴムをブラジルから持ち出した事から、20 世紀の本格的な
“プランテーション”が始まります。以上が、マレーシアに“ゴム”
が始まる経過ですが、そのゴムは、最近はパームに押されて、栽培が
少なくなっていると聞きました。
11

ゴムと同じく、樹皮を傷つけて得られる採取の仕方には漆があり、
は

ぜ

又、漆とは兄弟関係にある 黄櫨 の文化が東南アジアにもあります。
室瀬和美氏の『漆の文化』や三田村有純氏『漆とジャパン』に
よれば、漆は東アジア及び東南アジアのモンスーン気候に育つ植
物で、東南アジアでは、ベトナム漆(アンナン漆)とタイ・ミャンマ
ー地域に生育するビルマ漆があります。但し、その漆の成分は異
なっており、中国や日本の漆は“ウルシオール”が主成分、ベトナ
ムや台湾の漆は“ラッコール”
、カンボジアの漆は“チチオール”
が主成分で、その質は違います。又、その姿も日本の漆木と違い、
樹高についてはアンナン漆が７M、ビルマ漆は 20M にもなる高木
との事ですから、日本の漆とはイメージが異なる漆です。
さて、その漆は残念ながらタイ・ベトナムが南限で、マレーシ

ゴム原液

アには生育しませんが、唯、地元ポンティアンの Museum で、
右の漆箱を見ましたので、ここに報告しておきたいと思います。
さて、マレーシアでは、私たちになじみの深いパイナップルも栽
培されており輸出に貢献しています。ポンティアンには、国立パイ
ナップル博物館があり、パイナップルについていろいろ知る事が出
来ます。パイナップルは、現在も品種改良の努力が続けられており、
マレーシアの土地に見合った新しい品種が市場に登場しています。
しかし、パイナップルの利用は、単に果実を食用にしただけでなく、
葉脈の繊維を利用して糸にして衣服を織る原材料としても実績があ
るようです。パイナップルは、アジアの風景に溶け込んだ果物です
が、もともとの原産地は南米ブラジルとされており、アジアに古く
からある果物ではありません。15 世紀末にコロンブスが西インド
諸島から欧州にもたらし、それがインド航路に沿って伝わり、フィ
リピンには 1558 年に伝わっていますので、マレー半島にはその
前に伝わったと思われます。やせた酸性土に適し、乾燥にも強く、
苺のように根茎が伸びて増える栽培上の安易さに加え、そのおいし
さを缶詰にして輸出出来る事が歓迎され、マレーシアでも積極的に
作付けされました。
マレーの文化には、身近にある植物の葉から繊維を取り、いろい
ろな物に利用する文化があります。例えば、バナナの葉は家畜の飼
料とし、又、古い茎からは繊維を利用してパルプを取りましたし、
ココヤシの葉は敷物材料とされました。又、宮本常一氏は『日本文
化の形成』の中で“イトバショウ(糸芭蕉)”の繊維から布を織る事
を言及し、それは糸に撚りをかけないで織れる事が特徴で、東南ア
ジア地域の文化である事を述べています。残念ながら、ここマレー
シアでその文化があるかは確認できませんでしたが、今後も折に触
れ調べてみたいテーマです。
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パイナップル繊維で作ったシャツ

前頁写真は、Asli の住宅団地で見たある植物の葉を干している光
景です。こうして干した葉で食べ物を包み、蒸して作ったゼリーの
お菓子がその下の写真です。この葉は、丸めて煙草のようにして、
遊びで吸う事にも使います。日本でも、柏葉で餅をくるんだり、竹
皮でおにぎりを包んだりする食べ物を包む文化がありますが、こう
した身近な植物を利用して使う文化はなじみがあり、文化の共通性
と相似性が感じられます。

世界の生態気候区分図：上山春平編著『照葉樹林文化』より
ポンティアン市内を歩けば、庭には花に混じってバナナやマンゴー
やサトウキビ、そしてちょっと広い庭がある家にはココヤシなどがど
こかしこに植えられ実がなっています。そして家庭菜園にはサトイモ
が植わっています。サトイモは、インド周辺が原産地で、熱帯地方で
古くから広く分布していた作物で日本には中国を経て伝わったとされ
ていますが、このサトイモが、｢照葉樹林文化論｣に言う｢根栽文化｣を
代表的する作物です。
この｢根栽文化｣の概念は、中尾佐助氏が栽培植物の研究を手がかり
に、照葉樹林農耕文化の発展段階を次にように捉えた考え方から生ま
れたものです。それは、照葉樹林に住んだ人間の農耕の歴史は、その
最初は野生の有用植物の採集をするすべしか知らなかった訳ですが、
しかし、やがて、その次の発展過程として、野生のイモ類(クズ・ワラ
ビ・テンナンショウ)を利用する段階を知り、次に焼畑でサトイモなど
のような栽培種のイモ類を作る段階を経て、その次に焼畑で雑穀や陸
稲を作る段階に移行し、そして、最後に稲作を作る発展段階に至ると
する捉え方です。この中で｢根栽文化｣とは、
“根っ子”にデンプンが宿
る作物を栽培する段階を別の言い方で述べたもので、この“文化”を
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家庭に植わるマンゴー/里芋

代表する作物としてはサトイモの他に、ナガイモやコンニャクがあり、こうした作物は株分けし
て増える作物で、熱帯アジアから日本にもたらされた“文化”である
としています。サトイモは、現在も、日本で身近な作物として栽培さ
れていますが、マレーシアでも家庭の菜園で作られている作物です。
マレーシアには果物も豊富で、高喬木のドリアン、マンゴー、マン
ゴスチン、スイカを始め、いろいろな種類が豊富に在り、スーパーや
市場に行けばこの地方の農産物の特性を改めて認識させてくれます
(右写真)が、果物についてのレポートは、機会を見つけて次回以降で触れたいと思います。
さて、今回のレポートはここで一区切りです。次は、もう一回、マラッカに行って、この続き
をレポートするつもりです。なぜなら、そこには Museum があって、そこには各地方を代表す
るいろいろ家屋が建っているからです。それは、例えば、竹でできた家とか、或いは高床式の家
などです。そして、休日にはその地方地方の伝統的な食べ物を食べさせてくれるのです。例えば、
竹に米を入れた素朴な蒸し飯から、優雅で上品で見た眼にも美しい焼き飯などバラエティに富ん
だ地方地方の料理が、その地方地方の建屋の中/外で用意され、昼食を食べる程度の金額で食べる
事が出来るのです。そこで、もう一度、マレー及び東南アジアの文化と日本の文化との関連につ
いて思いをはせたいと考えます。
[ 後記‐2004 ] 今回は、
“金属”が首題では無く、
“国際性”
がテーマの報告となりました。アユタヤに行った時の前レポート
で言及しましたが、日本でも倭寇とか、この時代に“国際人”と
して生きた人々がいた事をもっと知りたいと思います。
そう云えば、ちょっと時代は下りますが、台湾をオランダ支配
から開放(1661-1683)した英雄として有名な鄭成功は、母親が長
崎の日本人、父親が福建省の名門の出ですが、この鄭成功が使っ
ていた刀が日本刀だったと言われています。その当時も、東シナ

沈没したポルトガル船を復元

海に、長崎―沖縄―台湾―福建を結ぶネットワークがあった事を

(マラッカ川の河口にて)

想わせる興味尽きないエピソードです。
“華僑”について、もう一つ。会社のタイ法人の仲間と一杯飲んで話していたら、自分の祖先
は華僑で中国系タイ人だと言うのです。そして、会社内の誰それも誰もチャイニーズタイだと
何人もの人の名前をあげるのです。それを聞いて、日本人がタイを言及する時、タイの仏教の
影響の深さと大きさを語り、
その視点でタイを括る見方が多いように見受けられますが、
“華僑”
というキーを忘れてはいけないと痛感した事でした。
［記：2004 年 9 月］ 川添 洋

オランダ軍の残した青銅製大砲
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中国/マレー/欧州文化が融合した街並

[ 後記‐2006 ] このレポートを書いて 2 年以上が経ちました。この間、マラッカには行く機
会は無かったのですが、シンガポールに近い Pontian Kecil に、週末の１泊の旅でしたが行く事
が出来、その中で感じた事をもっと書き足したいとの欲求が生まれ、今回の改稿となりました。
(従って、頁 P.7 以降が新たな書き足しで、又、前稿を一部手直しました。) 尚、このポンティ
アン・ケシル行きにあたっては、会社の Mr. Lim (林)さんが偶然 にも故郷との事で、休みを利
用してフィアンセと共に案内してくれました。ここにお礼を述べたいと思います。
書き足したいと思った事柄は、この旅の前後に、たまたま、谷川健一氏は、
『古代海人の世界』
なりわい

を読んでいたのですが、その中に書いてある、同じく海べに暮らす人でも人に依ってその 生業

が違うのはそれぞれの出自の系譜が異なるからだ、との指摘が非常に新鮮で記憶に残ったのです
が、たまたま訪れたポンティアンを“その眼”で見ると街の成り立ちがスーと理解できたので、
その事を、是非、書き留めたいと思った事と、以前から試してみようと思っていた、薬局で“辰
砂”を買い求めてみる試みが、ここポンティアンで試したら“偶然にも”出来たので、これも書
きておきたいと思ったのが、書き足し編となった理由です。しかし、書いているうちに、併せて、
マレー文化を通して日本の文化についてもっと探求しなくてはとの思いが加わり、“照葉樹林文
化”を切り口にしての、今回の書き足しレポートになりました。しかし、書いてみると、つくづ
く、力及ばずの感が残ります。
漆は、私にとって、朱との関連で興味深いテーマです。漆には黒ないし赤の色が塗られ、その
赤には朱かベンガラが使われるからです。(ちなみに、中国の河姆渡遺跡から 7 千年前と云われ
る朱塗木椀が出ているのは有名です。) この漆は、照葉樹林文化圏を代表する植物(茶/米/栗/稗/
絹/竹/蒟蒻/納豆/豆腐等)の一つとされているのですが、三田村有純氏は『漆とジャパン』の中で、
漆樹は落葉広葉樹であると指摘し、次に、言及の植物と比較すると漆の登場時期が遅く、又、生
育地域がずれる事から、照葉樹林文化を代表する植物との見方に疑問を投げかけています。興味
深い指摘です。 [記：2006 年 12 月］ 川添 洋
《文化の相似性と相異性》 アジアに見る“掃く箒”の事例
柄と箒先が別の構成

柄と箒先が一体構成
(2 種類有り)

柄：？

柄/箒 A：稲？

箒先：？

柄/箒 B：？

1）Ayutthaya (ｱﾕﾀﾔ･ﾀｲ)

2）Pontian Kecil (ﾏﾚｰｼｱ)

柄と箒先が一体構成

柄と箒先が別の構成

柄/箒：？

柄：竹
箒先：稲わら

3）蘇州 (中国)

4）茨城 (日本)

