特集

共生 の雨林

アマゾン
アマゾンの森はじつに奥深い。
人跡未踏の獣の世界が今なお残り、動物たちが種の生
存をかけてせめぎあう一方で、 人と野生動物の領域が
相 互 浸 透し、「ほどよい」 依 存 関 係を築いているとこ
ろもある。 アマゾンの人びとは生き物とどのようにつ
きあい、 森や川の恵みをどのように利用してきたのか。
企画展 「アマゾンの生き物文化」では、 極彩色の生物
環境のなかで育まれた美意識を示す美しい品々が展示
されている。 本 特 集では、これらのモノが生まれた背
景について考える。

世界最大の森アマゾンの魅力
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ペルー

けでもない。住民がバナナをあげるのをみて、餌付け

モザルが樹木から樹木へと移動していて、森に帰るわ

の狩猟はすべて密猟になってしまった。ところがアマゾ

透してきており、たとえ地域住民であっても商業目的

されてきたが、現在では動物保護の考え方が外から浸

た。そこでの動物は、狩猟の対象であり肉や皮が利用

する村に滞在して人と動物との関係を学ぶ機会があっ

されているのを知る。日本のイノシシによく似たペッカ

わたしは、これまで日本やアフリカやベーリング海に面

リーは、日中に森から村を訪れては子供たちの遊び相

もペルーアマゾンでは、現在年間で一〇万頭近いペッカ

ンでは、すべての地域というわけではないが、少なくと

ひも

手になっているが、夕方には森に帰っていく。室内では

れて、皮はイタリアやドイツなどの海外に輸出された

れているのには驚いた。近くの町や都市で肉は消費さ

いることでしられている。その流域は、日本の約二〇倍

が三〇キログラムを超えるネズミの仲間カピバラ、赤

形を残すピラルク、千種以上もあるナマズたち、重さ

光景は、生まれたばかりの獣や鳥を人が獲得した場合

皮の繊維を利用したものである。冒頭で述べたような

最初に生まれたとされるハンモックは、野生のヤシの樹

物に関する知恵を見つけることができる。アマゾンで

さらに、アマゾンの人びとの暮らしのなかに、生き

あとに世界で最高級の手袋として加工されている。

など、それぞれの種のなかで世界最大の大きさを誇っ

物と親しむアマゾン的な接し方をよく示している。足

に、それぞれの動物をペットのように飼育しながら動

ちた羽を、頭飾りに利用する。人びとは、野生を飼い

て飛べなくしているためである。生え変わりの際に落

に紐をつけなくても鳥が逃げないのは、羽の一部を切っ

ジロなど、ほかの大陸にはみられないユニークな形の動
物たちもいる。

ている。このほかにも、ナマケモノ、アリクイ、アルマ

や青や黄色など色あざやかな羽を持つコンゴウインコ

割の種を占める多様な鳥や魚が生きている。古代魚の

の面積に匹敵しており、そこには世界のおよそ二～三

アマゾン川は、地球上で最大の熱帯雨林が広がって

インコは逃げることなく静かにとまっている。

リーが合法的に狩猟されており、その肉や皮が販売さ

ウーリーモンキーが走りまわり、足に紐のないコンゴウ

妙な光景が忘れられない。家の外では、手足の長いク

アマゾンでの動 物と人とのかかわり方 も 興 味 深い。

生き物と人の「ほどよい関係 」

生き物と人とのあらたな関係を求めて

―
奇妙な光景

コロンビア

エクアドルの奥地の村に滞在していた。そのときの奇

わたしは、今から一〇年ほど前にアマゾン川の上流部、

ガイアナ

スリナム
ベネズエラ
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住民が森の奥へ猟にむかう（2012年 撮影・池谷和信）

ブラジル

ボリビア

企画展

アマゾンの生き物文化
会期 8 月13 日（火）まで
場所 国立民族学博物館
本館企画展示場 A
左：室内のコンゴウインコ（2001年）
右：ウーリーモンキーと人（2011年）

てきたのだ。

慣らして、
生き物とのあいだに「ほどよい関係」をつくっ
とで、アマゾンの自然と文化のきめ細かいかかわりを伝

れらの一部を利用した装身具などを照らしあわせるこ

ばしをいかにたくみに利用して首飾りをつくってきたの

えている。アマゾンの人びとは、生き物の歯や骨やくち

組み合わせてカラフルな頭飾りを儀礼用につくってき

か、コンゴウインコやオウギワシやサギの羽根をいかに

現在、アマゾン川流域のあちこちに木材伐採や石油
秘境とよばれる場所も少なくなった。しかし、アマゾ

採掘や道路建設などの開発の波が押し寄せてきており、
ン全体をみると人の移動は今でも外装エンジン付きの
ラジルやエクアドルの辺境には現代文明と未接触の人

小船や手漕ぎのカヌーが中心になっている。そして、ブ

いったい何羽のインコが使われているのか、それらは野

の尾羽からなる巨大な頭飾りをみたときに、これには

あろう。長さ三〇センチメートルを超えるおよそ二〇枚

たのか、美に対する繊細な意識も知ることができるで

こ

類が暮らしているともいう。彼らは、どのようなかか

宮城のサル調査会会長

じっくりと考えてみてほしいと思っている。

生であるのか飼い慣らしたものであるのか、展示場で

わりを生き物とのあいだにもっているのか知る由もない。
今回の民博で開催されている企画展「アマゾンの生

こうせい

おど

その典型が、わたしを唖然とさせた、相手を徹

マやオセロットに対しても、初めて見る得体の知

上手の恐ろしい捕食者、ネコ科のジャガーやピュー

底的に威し茶化し値踏みする行動である。木登り

わたしは人跡未踏の森を求めて、緑のじゅうた

きょうがく

んをどれほど這いずり回るように旅したことか。

敏捷に樹々を跳びはね、枝を揺すり、枯枝を落とす。

れない動物、わたしに対しても、大声を張り上げ、

は

広漠たる熱帯雨林に育まれたサルたち、広鼻猿類

しかも、小 さいタマリンやマーモセット だと、
同じ森に棲む二種、三種が徒党を組み、協同して

あ ぜん

で、かれらの予想だにせぬ行動を目の当たりにし、

この行動をとる。日本のリスほどのサルたちに取

想像してみて欲しい。

せられ、枝々をこれ見よがしに揺すられる状況を

アマゾンを中心に、中南米の熱帯雨林に生息す
る広鼻猿類は、南米大陸とアフリカ大陸が分離し

化の道筋を歩んできた。そして、広鼻猿類のそれ

猿類とは、たがいに隔離され、今日まで異なる進

ジア・アフリカに棲むニホンザルやヒヒなど狭鼻

るのを見た。クモザルは間一髪、木に跳び移って

所の土を採食中のクモザルが、ピューマに襲われ

ある時、地上に降りて、現地で塩場とよばれる

おど

難をのがれたが、その直後から、引き上げるピュー

な じ

マを樹上から激しく威し茶化して、五〇〇メート
また、三種のタマリン二五頭が、密な藪に向かっ

ルも追っていった。

意気揚々と立ち去ったあと、藪のなかにオセロッ

て、三〇分もこの行動をとるのを見た。かれらが

ピグミーマーモセットなど、分類学上は一六属九

覇者然とした強気な振舞いは、原始の森でしか見

広鼻猿類の、襲われ捕食されてもなお、樹上の

トを発見し、現地助手が銃で撃ち落とすと、胃袋

〇種にわけられる。それら一種一種の樹上生活への

られない光景である。わたしはその行動のなかに、

から四頭のタマリンが出てきた。

馴染み方は、それぞれに異なる。しかし、すべて

得した高き誇りを見ていた。

広鼻猿類が歩んできた進化の軌跡と、かれらが獲

ラムのリスザルやヨザル、四〇〇グラムのタマリ

性や地上性の動物たちに対し、きわめて高圧的に
振舞うことだ。

の種に共通するのは、あまたいる熱帯雨林の樹上

ンや三〇〇グラムのマーモセット、一二〇グラムの

やぶ

キログラムのフサオマキザルやウアカリ、一キログ

やウーリーモンキー、七キログラムのホエザル、三

広鼻猿類は、体重が一〇キログラムのクモザル

樹上の覇者

は、熱帯雨林の樹上生活に馴染みきることだった。

す

て以降のおよそ四〇〇〇万年という長い時間、ア

り囲まれ、頭上から金属音的な甲高い罵声を浴び

唖然とする。

うして、やっとたどり着いた昼なお暗い原始の森

びん しょう

の、本来の生きざまを見つめたかったからだ。そ

人の立ち入った形跡を見つけては驚愕する。

る。そうしてもなお、うっそうたる森のなかに、

無数の水路をたどって、人里遠く離れた支流を遡

カヌーに外装エンジンを取り付けて大河を下り、

していたのかと驚嘆する。

うたんに、これほどの大自然が今も地球上に存在

の飛行機で低く飛ぶと、行けども果てぬ緑のじゅ

世界最大の熱帯雨林アマゾン。その上空を双発

人跡未踏の森へ

伊沢 紘生

い ざわ

き物文化」は、獣や鳥や魚からなる四〇体の剥製とそ

アマゾンの猿を追って

左：クモザル 右：フサオマキザル アマゾンのどのサルも好奇心が旺盛なのは、アジア･アフリカのサルと
変わらない。わたしを値踏みし終わったあとは、わたしの一挙一動を観察しにやって来る（1995年）
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カヌーでの移動風景（2012年）

おおはし

ま

り

こ

大橋 麻里子

東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程・
日本学術振興会特別研究員

さ四センチメートルを超える鱗は首飾りなどの

のピラルクを進呈したこともあったそうだ。長

姿を消した魚ピラルク
「ピラルクの骨は大きいねぇ」
。村で三年ぶりに
うろこ

獲れたとき、ピラルクを食べた子どもたちは大

ると、ピラルクは一気に減少したという。現在

出稼ぎ人が商業目的で刺し網漁をするようにな

一九八〇年代にアンデス高地や都市部からの

装飾品として利用された。

メートルを優に越えていた。ピラルクは世界最
では地元の人びとも刺し網を毎日仕掛けるが、

は、不釣合いな小さく平たい頭。その長さは一

はしゃぎだった。でかい鱗で覆われた丸い体に

魚として知られている。

る網の目を年々小さくしている。

度の「骨ばかりの魚」であり、人びとは使用す

魚といえば最大で二〇～三〇センチメートル程

ピラルクがかかることはめったにない。獲れる

大の淡水魚といわれており、日本では高級観賞

「 骨ばかりの魚 」
わたしはこれまで、アマゾン川の上流域に暮
やす

らす先住民シピボの村に通ってきた。村の年配

いる影を狙って一突きしていたという。ピラル

べに来たときに位置を確認して、水中を泳いで
の親族であり唯一ピラルク漁をおこなう村人の

らわれた。それを見かけた隣村の男性が、自分

ある日三年ぶりに、近くの川にピラルクがあ

ピラルクの味

クを村にもち帰れば「腕がよい」と評されて、
網をもって、妻と子どもたちを連れて出漁し、

ところに知らせに来た。彼は網目が大きい刺し

に乗り込み、ピラルクが水面にある木の実を食

の男性によれば、昔は簎と弓矢をもって丸木舟

魚肉を他の村人に分配することは当たり前のこ

がら食べることに慣れていたわたしは、その白

かざしたその骨は、その子の顔幅を超える大き

の目の前で、男の子が「大きい」と言いながら

て少しばかりの肉がついた骨だけだったのであ

獲した村人の手元に残ったのは、頭と鰭に加え

されるそうだ。そういうわけで、ピラルクを捕

場に売店の主によってもち込まれて高値で取引

る。そして民芸品の材料となる鱗も、村人自身

「独占する」魚となったようである。とはいえ

あわれた」魚は、今では捕えた人がその利用を

どうやら、仕留めれば皆のあいだで「分かち

が買付人に販売するために、ひとまず自宅に保

くて艶々の身を思い切り頬張った。

管されることになった。

がまぶされてから天日干しされて干物になり、

わけられることはなかった。解体後の魚肉は塩

魚を頬張ることができればとついつい願ってし

ども、また村の子どもたちと一緒にあの大きな

アマゾン民族館館長、アマゾン自然館館長

まうのである。

翌日には外装エンジン付きのボートで近隣の村

よしひこ

山口 吉彦

やまぐち

物は、船で一二時間ほど下ったプカルパ市の市

に運ばれて売店の経営者に売られた。その後干

久しぶりに捕れたピラルクだが、他の世帯に

捕獲したピラルクの行方

さだった。
「骨ばかりの魚」で小骨と格闘しな

ある。ピラルクの味にうっとりしていたわたし

「ほっペが落ちる」というのはまさにこのことで

食べると、トロッと脂が口のなかで広がった。

躊 躇するぐらいグロテスクに思えた。でも一口

ちゅうちょ

た尾鰭には赤い斑点があり、むしろ食べるのを

お ひれ

しを食事に招待してくれた。こんがりと焼かれ

その家族はピラルクを食べたことがないわた

二日目にようやく一尾の引き上げに成功した。

とであり、妻に迎えたい女性の両親に丸々一匹

野鳥を飼い、 羽を利用する

コンゴウインコとオウギワシ

―

うっそうと茂ったアマゾンの熱帯雨林に住む

美しき羽飾り

活用し、独特の文化を創造し、長年にわたって

インディオたちは、森の動、植物資源を有効に
継承してきた。特に彼らの羽を使った装身具は
圧巻である。
普段は、半裸かヤシの葉で作った簡単な飾り

ピラルク漁をする世帯の食事風景（2012年）
今日使われる目の小さい刺し網と「骨ばかりの魚」
（2012年）
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市場で売られるピラルク、生身の販売はめずらしい（2012年）

をつけて生活しているインディオたちは、祭り

コンゴウインコとオウギワシの羽製頭飾り（シクリン族）

ピラルクをもち帰る人びと
（提供・Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana ）

や儀式といった「ハレ」のときには、部族特有
の羽製の装身具を身につける。
装身具は、単に身体を美しく飾って人の目を

もう きん

一方、オウギワシはアマゾン最大の猛禽類で
体長一メートル、重さ四キログラムに達し、ア

別格で、豪華で風格があるために、カシケとよ

こうしたコンゴウインコやオウギワシの羽は

ている。

マゾン地域の天界における生態系の頂点に立っ

文化的意味ももっている。飾りに多く使われる

引く目的だけでなく、もっと深く複雑な社会的、
羽は、権力や地位の象徴であり、呪力を増進す
ばれる首長やパジェといわれるシャマン、それ

豪華絢爛たる羽製の頭飾りは、インディオに
に取り付ける特別の権利をもっている。

だけが儀礼の際に、そうした羽の装身具を身体

に戦士のリーダーといったハイランクの人たち

けんらん

る力もあると信じられている。
とって特に重要で、部族、階級、性別、儀式によっ

ひとつは、ジャングルのなかで、弓矢を使っ

にはふたつの方法がある。

ところで、羽製装身具の素材となる羽の確保

生かしたまま羽を確保する

て異なり、誇り高いステータスのシンボルと見
前ページの写真は、ブラジル領アマゾンのシ

なされている。
ングー川流域に住むシクリン族のカシケ（ 首長）
の頭飾りで、コンゴウインコの赤い羽、スミレ
コンゴウインコの青い羽、それに強さを表わす
尖っていない団子のように丸い木製の矢で、当

て射る方法である。鳥打ちのための矢は、先が

付けして飼いならすことである。まるで家族の

もうひとつの方法は、鳥をひなのときから餌

おき、羽を確保するやり方である。

て身をくらわせて落とし、ペットにして飼って

とが

作っている。

オ ウ ギ ワ シ の 黒 褐 色 の 羽 を 巧 みに 組 み 合 わ せ
コンゴウインコは体長一メートル、尾羽根は

しは厚く巨大で、見るからに壮麗で、光り輝く

る。全体は鮮やかな深紅色をしていて、くちば

時期に、インディオたちは落ちた羽を大切に保

一員のように人に良くなれる。羽が生え替わる

四〇センチメートル以上もある大型インコであ

太陽の象徴として、インディオの神話にも良く

カメの減少

な一大イベントだった。一九世紀のヨーロッパの

かつてカメの卵狩りは日本の秋の収穫祭のよう

しかしいまや、カメは絶滅が危惧されている。

ば川は航行不能になるだろう、といっている。

は、浜辺の砂の数ほどカメがおり、放っておけ

いた。一八世紀のカトリックの宣教師グミリャ

かつて南米の熱帯低地の川はカメであふれて

博物学者の記録によれば、カメの産卵場である

り、卵狩りの季節である。南米の熱帯低地では、

とも低くなる七月と八月はカメの産卵時期であ

るだろう。

然と人間との共生」の生き方ということが出来

の思いやりと生活の知恵が表われている。
「自

いったことは、アマゾンインディオたちの森へ

「鳥を生かしたまま飼って、その羽を頂く」と

作成する。

管して置き、それを使って美しい羽製装身具を

登場する。

民博 先端人類科学研究部

カメの卵狩り
さ い と う あきら

齋藤 晃

川の砂州や川辺の砂浜に野営地が作られ、大勢

ろうが、卵からとれる油の商取引が大きな影響
を与えたことは十分ありうる。都市の発達に伴

この減少にはさまざまな要因が絡んでいるのだ

う灯油や調理油の需要の増大が、商取引を活発

興じた。そのようすをフンボルトはフランクフ
卵狩りの解禁日は町の教会の扉に張り出され、

ルトの大市にたとえている。ベイツによれば、

化させ、卵の乱獲を引き起こしたのかもしれな

の人びとが集まって、数日間、卵の「収穫」に
一九九〇年代中葉、ボリビア・アマゾンの上

い。さいわい、この商取 引は下 火になったが、

乾季の船旅
流域で一年半、フィールドワークをおこなった。

産卵場では監督官が作業を監視した。また日没

いた風景は、もう戻ってこないだろう。

蚊が空中を満たすようにカメが水中を満たして

後、歌や踊りが何時間も繰り広げられた。
わたしが参加した卵狩りは、船旅の途中でお

イシボロ＝セクレとよばれる先住民居住区域を

こなわれたものであり、参加者も多くはない。

幾度も旅したが、乾季の船旅の楽しさはいまで
も忘れられない。天候不順で蒸し暑い雨季に比

それでも、かつてのお祭り気分を十分味わうこ

われわれはその砂浜のひとつひとつに立ち寄り、

べると、乾季は快適だし、なによりもたくさん

できるかぎりの卵をかき集めた。巣が新しけれ

の動物をみることができる。多種多様な鳥のほ

ろう。前者については、地元の人は「ペタ」と

ば、砂浜の表面の痕跡から見わけることもでき

が出現するが、カメはそこに卵を産みつける。

よんでいるが、ナンベイヨコクビガメの一種で

るが、より確実な方法は、かかとで砂浜を踏み

とができた。乾季には川の湾曲部の内側に砂浜

ある。水棲だが、乾季にはしばしば川から突き

豊富だが、いちばん目につくのはカメとワニだ

出た流木のうえに一列に並び、ひなたぼっこを

がある。ひとつの巣には三〇個から五〇個ほど

つけることである。砂浜がへこめば、そこに巣

か、サルやカピバラ、イルカのような哺乳類も

している。船のモーターの音を聞くと、まるで

柔らかな殻でおおわれている。われわれは午前

の卵がある。卵はピンポン球ぐらいの大きさで、

ドミノ倒しのように、一匹ずつぱたぱたと川に
落ちていく。そのようすはなんともユーモラス

きに調理して、すべて平らげた。

それらの卵は、そのままゆでるか、厚手の卵焼

なった。たぶん数千単位の卵が集まったと思う。

中いっぱい卵 狩 りに 熱 中 し、船 は 卵 だらけに

である。

わたしが一緒に暮らした先住民は、カメを食

卵の収穫祭
べることはないが、
卵は食べる。川の水位がもっ
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屋根の上のコンゴウインコ。アラウェテ族の住居にて（1970年代後半）
オウギワシを抱くアラウェテ族の男性（1970年代後半）
水辺にいるヨコクビガメ（ペルー、ロレト州 2012年 撮影・池谷和信）

