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【はじめに】 

まずは枕から 

「バリに行っちゃった。あそこってオジチャマのいたインドの一部？神々の楽園って言ってたけど、一日五

回もいろんな神様にお祈りするんですって！」 

有名女子大出の姪の他愛のないお喋り。 

「…………（五回の祈りはムスレム、バリ人なら一日中葬式だよ）」 

バリはヒンドウ教で百千の神々がおわし、他郷の人からは一生先祖供養をして終ると言われるが、インドネ

シアの九割はイスラムだから絶対唯一アルラーしか神はいないのに。 

  

縁あって住まわせて貰ったインドネシアから母国に帰って先ず実感したのは、そこは観光バリのインドネシ

アなのです。スマトラ大島やスラウエシの影は見えませんし、イスラム・アザンの唱和も聞こえてはきません。 

赤道を挟んで東西五千㌔、一万数千の島々に二億の人々が住み、さながらアジアの土台石のように横た

わる大国について殆ど興味がなく、遥かに遠いパリやニューヨークに異常なまでの片思いを寄せても､同じア

ジアの国には関心が薄いし学校でも教えないようです｡ 

教えられる教師もいないようでは………。 

東西文明のクロスロードとして存在し、今でも、もしオイルラインを封鎖されたら、文明の終着駅日本は二ヶ

月もたたずに崩壊してしまうのにとは応えませんでしたが、観光バリだけではないこの巨大な列島をもう少し知

って貰いたいと残念でした。 

さて、 

彼女の無知を責める気はありませんが、どうしたことか多くの邦人が投資や技術で関与する時代になって

も、日本の企業体質からか管理者の眼でしか任国を見ないのではといった疑問と焦燥を感じました。もうその

時代は過ぎて、より積極的に深く淘侵してあらゆる面でプロになり、国や地域を越えた広い視野での対応が極

く普通になるのです。 

ちなみに、我が国の駐在社員は任地派遣の寸前まで人事の決定はないようで、赴任が決ってから改めて

対処するのが一般的のようで、業績だけが求められているようですが、欧米では母国で語学習慣など長期の

研修を経て専門家として派遣され、彼等は契約が終ればその知的資産を武器にしてより有利な活動の場を

得て行くようにみられます。その最たるものが宣教師でしょうか。移住中国人は申すまでもなく、差別や迫害が

あろうともその地に根付いて場所を得ています。 
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「日本人は突然やってきて、突然いなくなる人達だから、、」 

過去の軍隊も連想して彼等に言われないようにしたいですね。 

グローバル化の今日「帰らない日本人」が求められるのではないでしょうか。投資と利潤追求だけでは事情

が変われば、早晩浮き草のように消滅する運命なのは歴史が教えてくれます。 

  

ビジネスの要諦「敵を知り己を知れば百戦危うからず」 

グローバル化で否応なく海外関与は進行して行きます。今まで政府間や基幹大企業だけであったもの

が、小資本でもビジネス・チャンスが増加してゆきますが、考えてみると私企業の直接貿易或いは合弁事業は

僅かに三十年程の歴史しかありません。 

不幸な事に、その間で成功を修めた事業者は至って少ないように見受けられますし、リスクが多いからとい

って止めるわけにも無関心でもいられない現状なのは、国際商取引きが既に避けては通れぬビジネスフォー

メーションだからです。 

「民活」独力独歩で海外進出する時代になって、僅かな歴史と経験で急速な展開に対応しなくてはならな

い現実で、リスクを最小にして相互利益を享受するには、格言にもあるように己を知り相手を知る事に尽き、そ

れが最も等閑にされているのではないでしょうか。 

事業的な計算に立っての損益予算も、それを運営するのは当然人間の決断でしかないわけで、果たして

私達は彼の国と彼等の思考方法を熟知しているでしょうか。 

観光や留学ならいざ知らず、ビジネスの修羅場に身を投じる私達は当該国情を熟知する事が何よりも優

先し必須の条件でしょう。 

 

浅学の身で、そんな大袈裟な論題を申し上げる積もりはありませんが、バリだけのインドネシアでない、ホ

テルの窓から見たのではない、エアコンに囲まれた暑いだけのインドネシアではない雑文が書ければいいと

思ったわけです。 

ビジネスフィールドでは奇麗事では通りません。言うならば、愛するからこ苦言もあるわけで、麗しの国優し

い人々には相応しくない毒舌も飛びだそうというものです。 

つたない経験ではありますが、インドネシアへの関与をなさる特に小資本の方々に拙文をお届けし、一緒

に考えてゆければと。 
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水清くして魚棲まず 

南国の美しいエメラルドのネックレスで、昔オランダ人が言ったように’世界で最も柔和で争いを好まない

民族'に感激する観光客。 

業績だけに興味がある企業人が現地の非能率を、五つの'ア'なる格言で慰める。 

「焦らない、慌てない、頭にこない、当てにしない、侮らない」 

「処変われば品かわる」LainPadangLainBeralang（余所の畑に違うイナゴ）というように、風俗習慣が異なれ

ば違った選択があって、島国日本の物差しでは計れない驚きがあり、またそれに興味が湧くというもの、加え

て圧倒的な文化、歴史と三百以上にも及ぶ多民族の綾なすたたずまい、国是「多様性での統一

=BinekaTungalIka」のように、単一国では想像すら出来ない絢爛さに目眩すら感じるのです。 

異文化の出会いでしょうか。尺貫法とヤードポンドでは半端がでてしまいます。 

インドネシアでは昔はバール、ダイム、ルーデ、ファーム、フット、ドウパ、ハスタ、キランなどの単位がありま

したが、今やっとメートルになってやや安心ですが、アジア諸国の中でも後進的なインドネシアと陰口が聞か

れ、最近の通価混乱、政情不安での騒乱、破壊で一層信用失墜の彼の国ですが、我が国は最大の援助と供

与を与え、上場企業の大半が我先に膨大な投資をしています。この相反するような現実。 

どうしようもないような片寄りは貧富格差を生み、地域差が顕著ですが、それがまた限りないような奥行きと

懐の深さを生みます。そこに不足を補う商業があるのです。 

「水清くして魚棲まず」汚れて淀んだ流れに果たして大魚はいるのでしょうか。 

 

では、その多様性と面白おかしい異文化の衝突をお楽しみいただき、小閑の具となれば幸せです。 

本稿はジャカルタジャパンクラブ、その他のＨＰに投稿したものを纏めて改稿したものです。重複する文が

見られますがご容赦ください。 

 

インドネシア共和国 

先ず初めに、インドネシア共和国のお習いをしておきましょう。 

赤道をはさんで一万三千数百の島々が連なる世界最長の海岸線を有する第六位の大国。南北二千粁、

東西五千粁は地図を重ねると、アメリカ大陸を横断してバーミューダ島に達し、ギリシャからイングランドの広さ

になります。 

熱帯モンスーン気候。年間気温 22～32℃。国内時差三時間。首都と日本の時差二時間。 

 

インドネシアの呼称は１９４５年に独立した時定められました。 
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長い間島々により個別に呼ばれており、植民地時代は東インド（蘭領インド）でしたが、この地域を一括す

る名前はありませんでした。今でも国名インドネシアは観念的響きがあり、彼等は生れた島の名で認識し国名

は余所行きで使うように感じます。 

「インドネシアとは」では会話が成り立たないほどの差違があり、事実人も土地柄もスマトラとジャワでは大き

く異なるし、ましてイリアン(先刻パプアと変名された)では。 

 

インドネシアは、インドにギリシャ語の島を意味するネーソスの複数形の諸島と、１８５０年にイギリス人弁護

士 J.R.ローガンがシンガポールで発行していた雑誌「インド諸島・東アジア」で東インド諸島 Indian 

Archipelagoに替わる地域名として初めて用いたのですが、本来おおくの東南アジア、ポリネシアなどオースト

ロネシア語族の地域を指す学術用語で、その範囲はオランダ領東インドとはずれがありますが、1920年にな

り民族主義者がこの言葉を植民者の呼称に代えて住民､言葉にも使い、独立も Republic Indonesia としまし

た。語尾にネシアがつく処は親戚だといっていいでしょう。 

インドネシアを「ネシア」と言う人がみられますが、蔑視語とは申しませんが良い表現ではありません。 

国を表わすには島嶼のムラユ(マレー)語での Nusantara も雅語で使われ、ヌサは国、島でアンタラは中､

繋がるの意があります。 

 

面積 

インドネシア（27州）: 1,919,400平方㌔  

日本： 372,000平方㌔の五倍 

スマトラ： 473,600 平方㌔ 世界第６位 人口密度 69人 

ジャワ： 132,000 １１位 753人 

カリマンタン： 539,400 （ボルネオ）３位 14人 

スラウエシ： 189,200 ９位 61人 

イリアン： 496,500 （西ニューギニア）２位 3人 

バリ： 553,474人 

本州： 227,000 第７位 281人 

淡路島： 593 

 

●ブラジル・アマゾン、ザイール・コンゴと並ぶトロピカル・レイン・フォレスト。 

地球で最も生物生存に適した気候風土。生物相､遺伝子の宝庫。 
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知られている哺乳類数と絶滅の恐れのある種 

インドネシア： 515/49 世界一の動植物の宝庫 

日本： 90/5 

中国： 394/40 

アメリカ： 346/27 

タイ： 251/26 

  

●人口一億八千万人。三百余の種族が四百以上の言語を持つ多民族国家。固有文化、伝統芸術は文明の

十字路として栄えた。 

●住民の九割がイスラム教。キリスト教、ヒンドウ教、仏教。土着信仰。気候風土の為か争いを好まない温厚な

人々、豊かな土地。 

●１９４５年８月オランダとの四年の戦いの後独立した誇り高い国民性。多様性のなかでの調和が国是。国家

主導の政治色。公用語インドネシア語。 

●地域差が大きく、国の一割に満たないジャワ島に人口の七割が住み、経済の九割が首都ジャカルタに集

中し、流通の八割を３%の移住華人が握る。 

●資源に恵まれ我が国発電に使われるＬＮＧガスの４０％を供給する。ＧＮＰUS$2000億貧富格差大。個人

所得約六百ドル￥１：２３ルピア1 

成長率年６％日本の最大の援助・借款供与国。工場移転の有力候補地。 

（1996年） 

1997年夏、ヘッジファンドの齟齬からのアジア通過混乱でルピア貨暴落、ＩＭＦ支援、物資欠乏生活苦か

ら各地に暴動掠奪が発生。34年のスハルト独裁終焉、ハビビ副大統領第三代大統領就任。1999年総選挙

によりアブドラヒマン・ワヒド、メガワテイ・スカルノプートラが正副大統領に。この間東チモール帰属住民投票、

国連監視下で独立。 

 

 

                                                      
1 文中の(原註)以外の脚注は読者の理解を深めるために編者がつけたものであることをお断りしておく。ちなみに 2018 年現在

一人当たり GDPは$3,570で JPY1=IDR126です。ここ 20 年間で一人当たり GDPは六倍になりましたが、ルピアは日本円に対

して五分の一になっています。 

ちなみに、消費者物価を代表するタバコのひと箱は約 2 万ルピアです。 
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インドネシア A～Z 

 

赤道を挟みインド洋から太平洋をかすめてアラフラ海にまたがる五千ｷﾛに散在する一万数千の島々（世界

大島嶼十位の半数までが此処に横たわる）三百種族二億人が棲むインドネシア共和国を一言で表す言葉は

なく、正に群盲象を撫でる喩えが相応しい。 

独立時ムラユ語を以って共和国国語としたインドネシア語ＡからＺを紐解いて、その片鱗に近づきたい。 

本稿は語学教本ではないが次々に現れる単語で校了する事はないであろう。 

初稿：Dec.02 庵 浪人 

{注}⇒は漫学エッセイを参照 

KamusBesarBahasaIndonesia 全 1281頁   

KamusStandarBahasaIndonesia:谷口五郎 877頁 

収納割合：S:11%, K:10.6%, T:9%, P:8.8%, B:6.5%, M6.4%, A:6.3%, L:5.6%, D4.5%, G:4.5%,R:4.5%, C:3.4%, 

H:2.8%, E:2.3%, J:2.8%, I:2.6%, U:2%, N:1.8%, O:1.2%, W:1%, F:0.9%, V:0.5%, Q:0.1%, Y:0.1%, Z:0.1% ,X:0%,  
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A:6.3% 

 

A.Aアジア・アフリカ非同盟連合 

戦後独立を達成した旧植民地諸国 29カ国会議が 1955年バンドウンで開催され、新興諸国のリーダーと

してスカルノとインドネシアの国際威信は大いに高まったのはもう遥かな昔の栄光か。ブンカルノ（初代大統領

スカルノの愛称）は東西世界を手玉に取った綱渡り外交、軍、宗教、共産の内憂外患の超インフレで破綻、ク

ーデターでスハルト少将に倒されインドネシアは急速に西側に取り込まれ資源の草刈場となってゆく。第２回

Ａ.A会議が開かれたという話は聞かない。外国軍基地がない数少ない国がかろうじて非同盟国の面影を残し

ている。日本はどなたの傘の下にいる？ 

  

Abang お兄さん 

たとえば食堂でウエイターを呼ぶとき「ちょっと！」という言葉がない。 

「バン！Abangお兄さん」と言っても答えないのは多分出身地が異なるのだろうと「マス！親友」と言ってみ

る。それでもだめなので「Dek!Adek弟」と言うがこれもだめ。ウエイトレスにはノン(Nonaの略)、シェス！（Sister

の略ともオランダ語とも）でカッコつけるがやはり来てくれないのは単にサービス欠如か怠け者なのかもしれな

いと考えているちに、何を頼むのだったのか忘れ、小声でチョットと呟くのだ。 

  

ABRI(AngkatanBersenjataRepublikIndonesia) 国軍 

銃を執り血で購った独立軍としての欣司と力を持ち国民の誇り（だった）。アブリと聞けば泣く子も黙る権勢

で問答無用に変ったのはスハルトさん(第二代大統領)からで、軍人さんが権力、甘い汁は華人の図式が出来

あがったのは、華人は逆立ちしても将軍様にはなれず将軍は算盤が苦手。国軍の基礎は日本軍が組織した

義勇軍 Peta(pembelaTanahAir)でスハルト世代までが強い影響を受けていて国会にも強い発言力を持ってい

たが、今や独立戦を戦った戦士はいない。それぞれの地域にシリワンギ、デポネゴロ、トリコラなどの由緒ある

名を冠した十師団が陸海空、海兵隊約 40万の精鋭を統括するが人口比の兵員数は各国に較べて少ない。

軍隊の無いという平和国家日本の数分の一で到底広大な国土を掌握出来ない。 

ABRIは造語でインドネシアは造語略語で回っている。 

新聞や日常語は略語だらけで、それに決まりがあるわけではなく思いつき造語だからパズルのよう。短語

katasingkatanは頭文字を読み DKI=DaerahKhususIbukotaJakarta,PDI-

P=PartaiDemokrasiIndonesiaPerjuangan 闘争民主党 TVRI=TelevisiRepublikIndonesia。これがなければ人間
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として認められない身分証明 KTP は KertuTandaPenduduk。略語読みは Akronim といい Detenaker労働省

は DepertmenTenagaKerja、AnotherCountry(もうひとつの国家)と謂われた石油公社 Pertaminaは

PertambanganMinyakdanGasBumiNasional、 

Sim=SuratIzinMengemudi 自動車運転免許証正式呼称は使わない。半年ご無沙汰すると全く理解不能。略語

を知らずしてこの国には住めない。 

 

Abuk他人の物を自分のもと言って持って行く 

此処は所有の観念が違うというか薄いようで、必要としている人に優先順位が出来るようだから、俺の物を

といきりたつ度合いも、返さないと怒る感情も少ないように見受けられる。ジャワ語だというので成る程ナと思っ

たが、聞いたことも使った事もない。 

  

Aceh アチェ族 

共和国最西端のアチェ人は誇り高いイスラム人でジャワより上位と考えているから中央支配は望まない。

文化はこの地から流入した地勢を考えれば納得できよう。徹底してオランダ支配を嫌い三十年以上戦い男が

いなくなってしまったほどのファナテイック。日本軍侵攻では親日的で旧軍アチェ会は今以って強い親交があ

る。石油ガスが出て中央と険悪な関係が続き、靴の中の小石と謂われたが、巨悪(スハルト政権)の崩壊で一

挙に憎悪が噴出した。既に一万人以上が犠牲になったといい、三百万住民の半数の男の６％にもなろう。両

者疲れるまで平穏はない利害だが、東チモールとは類を異にするから困難でも分離は考えられない。早く平

穏を！2 

  

Adat慣習 

長い年月に培われた習慣慣行が国法より優先される社会。法律はオランダ殖民地法に準拠しているがイ

スラム法も強く透浸しているから問題を複雑にさせる。生活の根本である戸籍婚姻土地権でさえ法とアダット

の差異が色々な尺度を持つわけで、その時その場所その人で変わり得るのは、法律も所詮人間が作ったも

のと。 

  

  

                                                      
2 1995 年のスマトラ沖大地震による津波でアチェ州の海岸地域は大きな被害を受けたとともにアチェ独立運動(GAM)の動きも

無くなった。 
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Aduh感嘆詞 

いたるところにアドウと嘆くため息が聞かれる。感激性がつよいのかみんな悲嘆にくれているのか、単にた

め息なのかはしらないが、ため息にも地域によって違う。ミナンは Onde、マカッサルは Aule、アンボンは Sio、

バタックの Holasは万歳だった嗚呼！ 

  

Agama宗教 

この国は信教の自由を保障しているが、国民はいずれかの宗教を信奉しなければならず無神論者は人間

ではないから多くの日本人は、、、ではないのかもしれない。 

キリスト教ほか仏教ヒンドウ、精霊信仰からカーゴカルト(宝舟信仰)まで千差万別だが国民の九割がイスラ

ム・スンニ派で、地域によってその信仰度合いに温度差があるが頭数では世界最大を誇る。メッカ巡礼ではア

ラブ諸国に一歩譲るといわれるのは新参者だからか。 

イスラム帽を被っても身体はジャワ・ヒンドウ、両腕をアメリカと日本に引かれて何処ゆくのといわれる。キリ

スト教は水に浮く油で、失地獲得辺境への布教活動が活発だから山奥（カリマンタンやパプアイリアン）に行

けば黒いエリザベスさんに会える。 
庵原翁は 

「この国は信教の自由を保障しているが、国民はいずれかの宗教を信奉しなければならず無神論者は人間ではないから多く

の日本人は、、、ではないのかもしれない。」と書いています。 

 

これは「日本人が無神論者」であるということを暗示しています。 

しかしながら、日本人は自分が意識していないだけで信仰・信心を持っているのです。それを日本人は「伝統」と呼んでいる

だけでジャワのクジャウエンのようなものです。 

初詣やお彼岸の墓参りなど、彼らの尺度から見れば「日本人は固い信仰を持っている」と言わざるを得ません。 

もし日本人が無神論者なら初詣も結婚式も葬式などの宗教的行事も行わないはずです。これをイザヤベンダサンは「日本

教」と呼んでいました。 

 

ちなみに、各種の宗教団体から集めた信者数は全国で 2 億人を超えているということですから、この数字から見ても「日本人

は無宗教である」と言うことは到底できません。 

 

90 年代にインドネシア人の同僚から「OrangJepangagamanyakerja=日本人は仕事が宗教」と言われました。これにうなづくば

かりで返す言葉がありませんでした。 

その後、ジャワの地方で仕事をする機会が多々あり、ジャワ人の考え方を理解することができました。かれらのモットーは「欲

求の制御こそが重要なのだ」ということでした。 

ある時、事務所の喫煙室で談笑をしている時に一人のジャワ人の友人がやってきて「日本人は仕事が宗教なのになぜ日本

人のあんたはここでさぼっているのだ?」と問い詰められました。 

そこで、「俺は仕事をしたい欲求を制御しているのだ」と。一同大爆笑。 

 

真面目で真っ当な日本人にはこのジョークがわからないかもしれませんね。 

 

Air水 

アジアはおおよそ水天国で稲作文明が育まれた。多くの人口を養え水利配分王が生まれその争奪の

日々といっていい。乾燥地帯(東インドネシア)の人口は増えず発展しない。 
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タナ・アイル(地と水)が故国・故郷を表し集落は川岸で発展した3。正副国歌で高らかに TanahAirku と歌わ

れインドネシア共和国より親近感があるのは純粋だからだろう。 

この地は水っぽい。水浴場(TempatMandi)は便座と併設され、祈り前には両手足と顔を洗うから4びしょびし

ょだし、住民の考えもとてもウエットにみえる5 

国歌：IndonesiaRaya、第二国歌：IndonesiaPusaka,RayuanPulauKelapa 

  

AkiAci電池 

乾電池に使う。電池が無くなると左右を換えて中の一本は古いのを使うのは暮しの知恵。蓄電池はバッテ

リとも云うが熱帯では化学反応が早く寿命が非常に短い。 

  

Alasan口実、根拠、土台 

茶碗が割れたのは茶碗がそういう運命だったからで私の過ちではありません。 

間違いをしても素直にゴメンナサイと謝る人は少ない。自分の非を認めたがらずあらゆるアラサン=口実、

言い訳でその場を逃れようとする。私たちはゴメンと言えば楽なのにと思う。植民地時代過ちを認めれば犬猫

のような叱咤を受けるのが習慣になったと言われたが。 

  

Alhamdulillah神への賛辞 

ありがとう(TerimaKasih)の前に先ずアルハンドゥリラ6と呟く。唯一神が何物にも優先し、すべてはその采配

にあるからだ。何事にも介在する。商売相手の間にも親子兄弟の間にも。 

  

Alias またの名、偽名、変名、Julukan、またの名、あだ名 

普段は略名で呼び合う。Megawatiはメガでなくワテイで、挙句テｲと呼ぶ。 

エビィというのでエリザベスはベテｲじゃないのと聞いたら、イスラム教徒で Yefifaの Efiだった。⇒nama 

  

Amuk狂気 

                                                      

3 バリの集落は Banjar, カリマンタンの Banjarmasin塩っぱい村、など集落と川岸や海岸とは交易などのため

に深い関係があるのだろう。 
4 イスラムのみそぎ「ウドゥー」のこと。 

5 湿潤地帯に住んでいるからではなくこういう「脳の癖」の民族なのだ。 詳しくは下の URL をご覧ください。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-14/Fushigi/Aind14-46.htm 
6 日本語で言うと「おかげさまで」というところか。 
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英語にもなった此処の発作。普段おとなしい人達が或るきっかけで理由もなく衝動的集団暴行に走る。飛

び火もするし止めても無駄。嵐が去ると何事もなかったのように平常に戻り善人に。政治信条、経済破綻など

理由がある騒擾(Rusuhan)はアムックとは云わない。⇒アムック 

  

Antri行列 

買い物、郵便局、バス乗降などで一列に並んでいる。バスが来ると一度に乱れてドアに殺到するから誰も

乗降できない。普段謙嬢の美徳がある人達もアントリの習慣がないのはこれが蘭語だからか。⇒アントレドー

ン 

 

Aqua ミネラル水(商標) 

SumberairGunungan(山奥の泉)と書かれているが、売れない棚にある瓶には防腐剤が入っているのだろ

う。街の水道は老朽で機能せず井戸ポンプ(サンヨー)で、数メートルの地中には自然排水の糞尿汚水が。朝

起きて最初の仕事が飲料水の煮沸 mendidihだが不思議と健康な日々を送れる。海抜ゼロ米首都の地盤沈

下は深刻でイスタナ(官邸)まで塩水 AirAsinが上がっている。下町の貧乏人はなけなしの貯えで買い水をし

ている。 

  

Arisan無尽講 

知人が定期的に集まり定額を拠出しくじ引きで一人が纏まったお金を得る簡易資金調達法で金融未発達

の此処では懇親や情報交換も兼ねて盛ん。親戚会社など月に数回掛け持ちしている人も多い。集まりにはそ

れぞれ菓子や果物を持って行き世間話の花が咲く。 

Kadoは結婚祝い誕生祝いのプレゼントでアリサンではカドとは云わない。 

  

Asing 孤独な、珍しい、外国の 

通常オランアシンは外国人を指す。異人と同じだが珍しい人の意だけでなくひとりぼっちで眷属がない意

味も含まれるのは、此処で親族系列のない者は流浪(信用出来ない)の気持ちがある。エトランゼ(異邦人)は

いずれの場合も寂しいものである。⇒日本商人 

  

Awet長持ち、保存 

婦人の歓心を惹くのに awetmudaお若いですねは有効なお世辞だが、その後の作戦は mudah容易では

ない。 
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Azan祈りへの喚起 

イスラム日に五回の祈り(Subuh,Lohor,Asar,Magrib,Isya)への呼びかけがこれでもかの大音声で辺りに響き

渡る。アッラーフアクバル・ラーイラハイルラルラーフ・ムハマドウルラルスラー(アルラーは偉大なり,アルラーの

ほかに神はなくムハンマドは預言者である)。 

イスラムの根本は人間の弱さ偽善を知り、ならどうするかと問う教えなのだろうか、何処にいても決して忘れ

させない為の祈り、男女同席を禁じ女性を守る衣装7、挙句,権威を廃し中間搾取したい僧職すら認めない。 

夕映えのなか椰子の梢を渉ってアザンが流れる。奇妙にも自分の心が平安だとアラビア語は美しく聞こえ

るが、乱れていると異教徒にはただ煩いだけなのだ。 

 

  

                                                      
7 中東では紫外線が強く乾燥している気候なので、肌を守るために体をすっぽり覆う服が民族衣装となった。特に中東の人達

は肌が白く表皮が薄いため皮膚がんになりやすい傾向があったのだろう。編者は合計約 2 年間中東(ヨルダン、イラン、シリア、

リビア)に出張していた。同地域の民族衣装がその地の気候に適していることを実感することができたのである。 
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B:6.5% 

Babi豚8 

禁畏タブーで最も強い。華人と仲が悪いのも彼らが豚を食うから Najis 汚いけがらわしい=大便、戒律に従わ

ないからだと。だが悪口ではアンジン(犬)の方が上位だ。宗教は「信」だから何で食べないの？などと聞くのは

野暮を通り越して大変失礼だ。Anjin Lu犬奴！ 

 

Bagi等分、分割 Bagian分け前 

これから出てくる項目の中に、上下の差のない公私にわたる腐敗汚職贈収賄への失望をこの地の文化だと

嘆くのは滞在型外国人が等しく悩む命題である。それが文化と謂うのは、此処に個人は存在せず家族眷属

集団の部分でしかなく、麗しい標語 Gotong Royong(ジャワ語相互扶助援けあい)で示されていて個はその為

にある。イスラムは個の平等と分配(セデカ喜捨)を五大要素のひとつにしている。村労働と収穫は総出で行な

い等しく分配される伝統から、この地では一人占めが最も唾棄される行為だからOrang Besar少数(役員社長)

が利を独占する事などあってはならず Tutut Uri Handayani(お爺さんが孫に手を差し出し転ばないようにする

ジャワ語)、Orang Kecil多数はそれに Manja甘える。集団(役所会社)はその狩場であり社員が正当報酬(極め

て少ない)外の Bagian余禄を探すのは当然の習慣である。ダメージを受けるのはオランブッサールではなく得

体がしれず見えない組織なのだ。かくして組織は早晩食い潰されてしまうが誰も損しない。また違う畑を探す

だけだ。 

合弁企業の外国人社員はオランクチールの数百倍の報酬を得ているのは知識経験に差があっても神の平等

の前には許されないし喜捨もせずその非合法を侮蔑するだけだ。かくしてこれは文化の域にまで昇格する。

血を流して得た自尊独立世代は交代し、人口の 62％がウリハンダヤニ金権にまみれた消費経済に始めて投

げ込まれた人々で占められて、俺だって一度くらいマクドナルドで食ってみたいというオランクチール（小人）

が大部分。 

所得格差が百倍もある邦人ではインドネシア諸事は永久に解からないだろう。 

 

Bagus美しい、良い 

日本兵が覚えた数少ない言葉のひとつで、今でも日本人は事ある毎にバグース！と言って親指を立て不気

味な笑顔を浮かべるが、日本で親指を立てて賞賛を表す表現は昔は無く彼らが最初でアメリカからではない

とする民俗学者。人指し指を額に斜めにかざすのは頭がおかしい Gila 気ちがい、親指と人指し指をこすりあ

                                                      

8 実を言うと新約聖書でも豚飼いは穢れたものと扱われています。なぜ中東では豚が穢れた動物として扱われてたのに対して、

世界の人口の半分を占めるアジアでは食材になっていたのでしょうか。こんなつまらないことにこだわってみました。 

「豚肉を食べないの?」http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-14/Fushigi/Aind14-07.htm 

「禁酒と豚肉の秘密」http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-14/Fushigi/Aind14-08.htm 

 

特にジャワ人が犬を嫌います。でもスマトラのムスリム達は犬がそばにいても嫌がりません。この差はどこから出てきたのだろうか。

それは前史時代のとある事件の記憶からだったのです。この事件がきっかけでインドネシア語族が東南アジアに広まったので

す。 

「海を怖がるジャワ人」http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-18/Aind-18.htm 
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わせるのはオカネの指表現で、丸を作るのはここでは卑猥だ。誉め言葉はいっぱいあり Asyik 愛夢中熱中い

い舞台で喝采するような時バグスよりぴったり、Pantas巧み似合う格好いいなどどうだろう。 

 

Bahasa言葉 

インドネシア語(国語)は簡単だという人はたぶん「Nasi(飯)はなし菓子(Kue)はくえ食え魚(Ikan)はいかん」と覚

えたのだろう。多民族の交易語だからだというが四百もの地方語があるから場所により人により異なる使い方

をするし、サンスクリットはじめアラビア語葡蘭英語など多くの移入語や省略語があり、私達には未知なる吃音

喉音語尾無声音などで意味が大きく変るし曖昧文法らしいから、習得には私達の硬い舌の訓練には限度が

あり完成はない。世界百言語のテープを聞くと身贔屓からかムラユインドネシア語が最も耳に心地良く響くの

は常夏の国で唇が寒さで萎縮していないからと北方圏語と比較してそう想う。 

常時国語を喋る人はまだ 30％ほどだが、広大な地域の民族と言語を Bersatsu（ひとつ）への念願から最大多

数派ジャワ語(40％)でなく地方語(Melayu語)を採択した共和国の数少ない叡智、彼らは完璧なバイリンガル。

⇒言葉 

 

++編者註++ 

インドネシア語族は南シナ海とシャム湾、ジャワ海沿岸のみならず、南太平洋に広く使われている言葉だ。フィリピンのタガロ

グ語、べトナムとカンボジアに住むチャム人の話すチャム語、インドネシアのアチェ語にも似た言葉が多い。基本 200 語を調

べてみた結果は次の通りであった。ちなみに、Ngoko, Kromo & Kromo Inggilはジャワ語である。 

 Aceh Cam Tagalog Ngoko Krama K.Inggil 

Indonesian 90 55 47 75 69 48 

Aceh  63 32 41 32 20 

Cam   36 33 24 15 

Tagalog    32 21 15 

Ngoko     123 85 

Krama      136 

 

不思議なことに、インドネシア語とジャワ語でも Kromoinggil との合致数はタガログ語との合致数とほぼ同じであり、

Kromoinggilはインドネシア語からかなり離れていることを示している。 

Kromoinggil を除くこれらの言語で共通しているのは、dada/susu=胸、bulan=月、batu=石、hati=肝、bulu=羽、産毛、kutu=しら

み、hidung=鼻、putih=白い、langit=空、ikat=結ぶ、angin=風、tahun=年がある。 

また日本語とはほとんど合致数がないが、日本語のオノマトペはインドネシア語が源ではないかと思われる語が多い。メラメラ

=merah2 など。 

■bahasa言語■ 

もともと bahasaはサンスクリット語が語源のようです。 

日本人にとってインドネシア語は子音も母音もよく似ているので発音しやすい言葉です。「そうじゃない!」という方は是非ベト

ナム語を習ってみてください。ほとんど発音が不可能だと理解できるでしょう。 

庵原翁はムラユ語を地方語と呼んでいますが、この言語は確かにスマトラ発祥ですが、交易用語としてインドネシア全土で広

く使われていました。 
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9 世紀にインドに求法の旅に出た義浄もこの言葉に出会ったことでしょう。義浄は室利佛逝に滞在したと記録しています。こ

れはここ百年の間にようやくスリウィジャヤと読むことが分かったとのことです。一般的にスリウィジャヤの都はパレンバンにあ

ったことになっていますが、証拠となる大規模な遺跡が見つからないので、諸説紛々あります。 

「スリウィジャヤ」http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-54/Aind-54.htm 

●あっ、すみません。この項を全部読み終えるのには二日かかります。読む方はいいですよね。書く方はたいへんでこの項

を書き終えるのに三年かかりました。 

 

BAKINBadanKoodinasiIntelijenNegara 国家情報局 

スハルト政権が発足させた怖い情報機関で、イスラエルのモサドに匹敵する陣容で翼賛御用政党ゴルカ

ルを擁護し反政党華人社会共産主義者及びバパ (大統領 )に楯突く組織壊滅に成功した。Lurah(隣

組)KTP(人別カード)で相互監視と徹底的な弾圧で、物言えば唇寒しの国になってゆく。新体制で解体された

と聞くが伝統は残るのが世の常なのが気がかりだ。 

  

Baliバリ島 

「インドネシアってバリの一部？」と聞かれるほど日本ではバリは群を抜く知名度で、日本女性の海外居住

地では一位だというが、全土に占める面積は 0.3％に過ぎない小島。 

バリヒンドウは一生葬式をして暮らすと陰口されるが、どことなくお地蔵様文化と似ているのか安らぎを感じ

るのかもしれないが、身分家柄でがんじがらめだから坊さんとビーチボーイでは天地以上に違い、婿さん選び

は慎重を期さなければ一生悔いを残す。天にも届く棚田も女の重労働で維持され男は闘鶏と祖先供養に明

け暮れる。 

生まれた順に Wayang、Made、Nyoman、Kutut,と名前が決まっていて代えることはできない。食堂で「ニョ

マン！」と呼べば三人に一人は振り向く。 

島は海から山頂(霊所)に続く縦の道で、島を巡るリング状の道は極めて少ない変則さがある。 

うち続く王国同士の戦いで疲れ芸能で勝敗を決する（技巧ではなく連続演奏時間）風習が生まれ、現在の

歌舞音曲の島になったと穿った見方をする人もいる。観光客に人気の Kecak も 1931 年ドイツ人のアレンジだ

し底辺が広いからこれからもいいリズムが生まれるだろう。女性が胸を隠すようになったのは'政令'で、スカル

ノ(母がバリ人)が外遊から帰った 50年代のことである。島の北側(ジャワ海)に良港がない為、殖民軍は興味な

く通過してしまったが、1908年オランダ軍最後の総攻撃はププタンの玉砕(死者 4000人)で終った。今広場は

外人観光客が闊歩し悲劇の記憶は消えた。ビーチやスポットにたむろする人の多くはジャワ、マドウラからの

出稼ぎ。 
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編者註 

バリ人の親友に尋ねたところ、次のことがわかりました。 

バリ人では田んぼの仕事に女性が多数みられるのは、農業収入では食べていけないので壮年の男たちが出稼ぎに行っ

ているため日本の「さんちゃん農業」にならざるを得ないからだ。バリ人の男が遊んでいるばかりに見えるのは出稼ぎにも行け

ない・仕事もできない怠け者がバリに残っているからだ。 

胸を隠すのは庵原さんが指摘の通りだが、今でも田舎に行くと上半身裸の女性を家の敷地内に見ることがある。この友

人の奥さん(バリ人)に尋ねると、ごく普通の風景だそうだ。お隣のジャワではインドの文化の影響でコルセットのようなブラを昔

からしているとのこと。だからパサールに出ているおばあさんの胸元にちりめん皺を見ることができるのだ。上半身裸で家の

仕事をしているおばさんをカンボジアの田舎で見かけたのでカンボジア人に尋ねて見たところ、やはりバリと同じく上半身裸

が一般的であったが、最近はあまり見かけないとのことであった。 

 

Bambu竹 

この地は 30属 1000種ある竹文化圏だと思う。生活習慣文化に等しく透浸している。竹編みの壁は風が通

り快適だがプライバシイとかいわれるとやや問題があろう。バンブは英語なのか英語に用いられた固有語なの

か知りたいものだ。スマトラでは Buluhだが。 

日本では竹やぶしか見たことがなかったのでインドネシアに来て驚いたのは竹が株になっていることでした。植物学による分

類では藪になる日本の竹はタケで、株になっているものはバンブーと呼ぶのだそうです。お英語のバンブーはインドネシア

語が語源ではなかろうか。インドネシア語が語源になっている動物ではオランウータン(oranghutan)が有名です。Orangutang

は負債者です。もう一つあります。クロコダイルなんです。「ちょっと待ってよ」と疑問を持たれる方がいらっしゃいましょう。そ

う、大正解です。本来はスマトラのベンクル州で使われているレジャン語で「ちょっと待て=kokdai」なのですが、英国人は聞き

間違いが多いようでワニをクロコダイルとロンドンに報告してしまったために、世界的に「ちょっと待て」ワニになってしまったそ

うです。 

 

Bangsaan民族、国民 

ひとつの国・ひとつの民族・ひとつの言葉を国の礎とした共和国にはそれが無かったからだ。 

幸か不幸かわが国で改めてそれを確かめる必要がないのとは両極に位置する。 

オランダは意識的に地域を分断し共通言語を認めず交流も極端に制限したから民族主義者は意思の疎

通が困難だった。独立後、驚くべき成果で義務教育と国語の普及に成功したがまだ半世紀しか経っておらず

薩摩と会津、蝦夷以上の隔たりは当然大きいし都市と地方の格差、貧富、人々の意識、知識、情報などは、

どこの町の蕎麦の味も変らず、課長と運転手農夫の所得も殆ど同じで親子子供二人家のローンも残る単一民
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族とでは想像を越えている。インドネシアはね、と言われても俄かに信用は出来ず、何処に住んだか人々のど

のランクと知り合ったか何をしたのかでインドネシアの印象はがらりと変わるだろう。 

企業の辞令ひとつで数年を定められた場所で勤めた人、政府派遣員、技術者、五日ほど楽園バリで遊ん

だ人、山中でマラリアに怯えながら現場従事した人、日本人学校教師として児童と一緒に体験した日々、事

業で損した商人－だいたい大多数の滞在邦人。 

大多数の邦人は女中と運転手と AC(エアコン)を通して垣間見たこの国の姿ではないか。 

日本人が日本語を喋り平和憲法日本になるまでにはまだ果てしない実験が続くだろうが、それが理想かど

うかはわからない。Bangsaan民族は日本の六倍弱の面積以上に異なる。 

  

Bapa(Bapak) 父 

目上の男子への尊称だったが今は誰彼の区別なく使われる。大臣にお車曳きにも。 

外国人には Tuan(旦那)、仲間には Saudara(同志)だったが今は Anda。女性名詞で Saudari とは謂うが

Andi と謂わないのはなぜ？人称代名詞は浜の真砂ほどある。 

  

Batakバタック族9 

北スマトラ七族程(Tapanuli,Mandailing,Angkola,Kalo,Toba,Simalungun,Pakupaku)の山岳種族の総称。低

地に殖えたが州都メダンが母都ではなくあくまで山上トバ湖周辺が故地。19世紀頃まで他種族の侵入を拒ん

だので空白の地域に宣教師団が布教したがその多くは帰らなかった。文字はじめ高度な社会を持つカルバ

ニズムは世界でも稀有。野卑とも誤解される活発な性情は多くの軍人を輩出し、陸運(運転手など)で活躍す

る。音楽才能も非凡なのは顎骨が張った四角顔が多いからか歌謡界に足跡。低地以外はクリスチャンが多

い。 

  

  

                                                      

9 バタック人はたしかに勇猛果敢ではあるが、男性が女性的な傷つきやすい心をもち、一方女性はその反対である。バタック人

男女の脳の機能調査の結果がそう示している。男性が女性脳を持っている地域は中東をはじめイスラム化しているようだ。キリス

ト教徒だと思われているバタック人でも南部の人達にはムスリムが多いのはあまり知られていない。 
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Beca三輪人力車10 

涼風を受けながらゆっくりと移動するリンタクは南国の風物

詩だったしひとつの失業対策でもあったが首都では交通渋

滞の元凶と駆逐されたのは交差点脇で客待ちするからだ。

地方により前乗りと横乗りがある。 

人力車もエンジン音を撒き散らす Bajaj, Bemo 

(Beca+motor), Ojek(バイクふたり乗り)と進化した。乗合い

Mikroretや Angkutan（輸送機関）を使えば濡れないで帰宅

できるから先進国より進歩しているとも謂える。地方からの出稼ぎ人の最初の稼ぎ場だ。11 

 

●鉄道からベチャまでのジャカルタ付近の各種陸上交通機関に関してはこちらをどうぞ。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-03/Aind-03.htm 

 

Belandaオランダ 

オランダは根こそぎ持っていったから旧イギリス殖民地などと比較しオランダが残した文化は極めて少ない。

ポルトガル・スペイン領では混血が多いのに較べて統治の割にインドネシアに蘭人混血が少ないのは住民を

土人以下の猿にしか認知していなかったからだろう。 

本国は極低湿地でヴァイキング以外に食指をのばす国もない不毛地で、それは逆に強大な権力に屈服し

た経験もない反面、隣国の豊かな農地に嫉妬する性格から自分勝手でケチ偏屈で執着心の強い狭量な原

形が出来たと云われるからダッチと付く喩えに良い言葉はない。ダッチアカウント－GoDutch：割り勘ではなく

相手に払わせる会食ケチの意、ダッチワイフ：結婚費用倹約の為自慰するケチ。我が侭勝手なオランダ娘より

いい。DutchCourage：酒の上での空元気、DutchAuction：ごまかし、せこさ、値段を下げて行く落札法叩き売

り、DutchUncle：自分は棚にあげて人を批判する人。Dutch：賭方を誤る、台無しにしてしまう。オランダ人の損

に対する執念深さで、大切な銭の泉の植民地を日本に奪われたから戦後東京裁判でのオランダ判事の日本

兵絞首刑は 226 人と他戦勝国に較べて段トツに多かった。オランダには不必要とされた戦争特別賠償四十

八億円（現換算で 1400億）を支払う。５５年経った 1991年ヴェアトリクス女王宮中晩餐会答辞で「太平洋戦争

で数多くのオランダ人が犠牲になり十万の民間人が何年もの間勾留された」と発言し天皇返答に困り物議を

醸した。 

                                                      
10 写真は南ジャカルタ郊外・ポンドック・ラブ付近で(2000-8-04) http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-
03/BecakJKT1.jpg 

11 鉄道からベチャまでのジャカルタ付近の各種陸上交通機関に関してはこちらをどうぞ。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-03/Aind-03.htm 
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Betawiジャカルタ DKI（DaerahKususIbukotaJakarta 母なる特別市） 

チリウン川河口の低地スンダクラパに異人交易所が出来てから五百年、何回も名前が変る変転で一千万

都市になったが巨大な田舎町。上空から眺めると緑葉の中に赤い屋根が連なる景色はこの地が Tanah 

Abang12 (赤い土地)と呼ばれたせいだ。オランダ殖民中枢 Batavia の面影が殆ど無いのはこの地の強い生命

力か。高層ビルの谷間にバナナの葉がそよぐカンポン(村)が占据する奇妙な調和。衛星都市 Jabotabek

（Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi）は政治経済の独占、外領人の流入で地方と全く異なる姿を見せている。

純粋ブタイっ子は江戸っ子と同じで知り合うのに苦労する程少ない。普段ジャカルタはあまり使わずＤＫＩ(デ

ーカーイー)とか Betawi と呼んでいる。⇒大ジャカルタ 

  

Biar放置 

ほうっておけ、どうせと投げやりじみた謂い。どうせ俺らは枯れすすきの「どうせ」で、よく使われるのは苦労

が報われないことが多いからかもしれない。 

  

Bicara話す13 

インドネシア語は簡単だと日本人の多くは、話すと言うときビチャラを使うようだ。 

これで通じるからといつも Bicara で通しているようだが、この語の本来は話すよりむしろ意見とか会議の意

味あいが強く、日本語の話す、語る以上に多くの語彙がある。 

Bicara話す(意見)、kata語(話す)、Omong言葉(言う)、Cakap話す、Ucap話す(表明)、Bilang日常(話す)、

Bincang 話す(談合)、Ngobrol お喋り、Sebut 言う、Berunding 話し合う、Bisik 囁く、Teriak 叫ぶ、Terompet 呶

鳴る、Senda雑談、Canda冗談噺、Cerewet罵る、Gurau笑い話、Umpat陰口をいう、Cerita物語る、Kecek噂

話、Omelべらべら喋る、Utara表明、Nyeneh雑談、尋ねる Rewel多弁、Rencana申す、Canda冗談、Celopar

ほら、Buras云う喋る、Nyata言う宣言、Tutur言葉、Hujah悪口、Anglong戯言、まだまだ終らない。 

 

  

                                                      

12 TanahAbang と呼ばれているのには諸説あり、中国史書に登場する赤土国であるとか、バタビア在住華人がたびたび大量虐

殺に遭った土地であるとか言われている。 

1740 年に発生した「バタビアの凶暴」がその一例。詳細はこちらを。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-81/Aind-81.htm 
13 Bicaraの中に登場する言葉には一般的に使われているが純粋のインドネシア語ではないジャワ語も混在している。 

また「尋ねる」に翁が適用しようとした言葉は Tanyaなのかもしれない。表明するのが utara=北なのは、マジャパヒト時代には玉

座に南向きに座った王に対面するように国民が北を向いて直訴していたからではないだろうか。 
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Biduan歌手 

インドネシア語で歌手は唄う Nyanyiに人称接頭詞をつけ Penyanyi と謂うが単独で立派な名詞があるのは

こればかりではなく我々が知らないだけだ。 

  

Bin子息 

ビンラデン、ラデンの息子。イスラムに Marga(苗字)はなく名前だけだが同名が多いので(Hasan、

Muhamad、Takdir、Salim、Huseinなど)父の名を加える場合があるが此処では RubisbinLaden等は一般的で

はないのはイスラムの透浸度のせいか。父の名は頭文字で残す。 

  

Bisu唖 

Butaは盲目、Pincangびっこ、Tuliつんぼ。人権からひと言で済む言葉を「話すのが不自由な人」と言わ

ねばならないご時世だが立派な単語を使わないのは納得できない。使う事が差別蔑視には決してならないの

に。無口の人、答えない人は Pendiam。 

  

Bingung当惑、迷う、不安 

この表現にあまたあるのに会話では殆どビングンで済ましている。Bimbang、 Risau、Ragu 

  

BhinnekaTunggalIka 多様性での統一14 

サンスクリット語で MANYAREONE、インドネシアの国是である。古来東西文化の回廊地域で言語習慣宗

教を異にする多民族統合の国家建設は一大実験場と注目されている。 

単一国日本とでは想像を越えた「多様性」で眼も眩む多彩さで展開される。 

  

Borobudurボロブドウール遺跡 

歴史時代初期に隣接地帯のインド化が進んだ時代、ジャワの水準は高く大乗仏教王シャイレンドラ朝が八

世紀前後に建造した寺院群だ。よく解からないがどうもインドシナ・チャンパ(アンコールワット[1]15)の影響があ

るのではないか。ピラミドではなく丘に安山岩で一辺 150㍍高さ 50㍍八層頂部に等身大仏像 500、基層周

                                                      
14 BhinnekaTunggalIka は 14 世紀のマジャパヒト時代にガジャマダ宰相が提唱した標語。この目的達成のために、遠くはアチェ

まで遠征した。 
15 アンコールワットはカンボジアのトンレサップ湖北岸に位置し、クメール王国によって 12 世紀初頭に建設されたヒンドゥー教

寺院である。一方、チャンパはベトナム中南部とカンボジア東部にあった貿易で栄えた王国でありベトナム中部のミーソン遺跡

が有名。クメール王国を 802 年に建国したジャヤヴァルマン II世はジャワで育ったといわれている。ボロブドゥールは 8 世紀こ

ろに建設された仏教寺院群であり、その近くには同時期に建設されたヒンドゥー教寺院のプランバナンがある。 
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囲に約 3000枚の俗界色界から涅槃に至るレリーフで蔽われている。多数の職人(テクニカルアシスタント)が

海外から参加したのは石版からも窺える。下段は建造当初の熱意と現世煩悩を彫って深いが、数代過ぎた天

上界は理想と想像で彫りが浅いと聞いた。ムラピ山噴火で埋没しジャワはその後ヒンドウ、イスラムと移り忘れ

られたが 1814年ラッファルズにより発掘された。風化が激しくユネスコや日本が復元したのは 1983年。共和

国には巨石遺構は多いが殆どが放置されている。 

 

●ボロブドゥールの名称については以下の枠内をご覧ください。論文が長いので読み飛ばしていただいて結

構です。 

ボロブドゥールの名前についての考察 SlametMuljana著 Sriwijayaの和訳 

 

スリ・カフルナン碑文は、上に触れたように、祠堂の建立のためケドゥー・スラタンにある集落を収用し、

この女王、別名スリ・カフルナン、の所有地となったことを宣言するものである。 

この宣言文の内容は碑文の最後の 26から 33行目に含まれている。このような意味である。「卵のよう

に、いったん壊してしまうともう孵化しない。この石を破壊する者はだれでも破滅するであろう。森にはいれ

ば虎に飲み込まれてしまえ。畑を通るものは蛇にかまれてしまえ。川に行くものはワニに食べられてしまえ。

このようにスリ・カフルナンの地を破壊しようとする者はだれでも破滅してしまえ」と。 

  

この宣言文の碑文の最初の部分でカムラン・ブミシャンバラ免税地となったスリ・カフルナンの土地との

境界を述べているゆえ、この最初の部分が重要なのである。土地収用されたのはテプサンのテル集落、カ

ナヤカン水田、役人が生活するための水田、住民たちのための畑である。この土地収用をさせられたのは

ルカップ村の首長であるWidya とその妻 Mutraであった。続いて、この事業に携わった人たちの住所氏名

が述べられている。そのあとに、この事業の立会人の住所氏名がつづく。彼らは王からめいめい異なる褒

美を賜った。 

シーマ・カムラン・ブミシャンバラとなったスリ・カフルナンの土地の位置を知るために、この名前は重要

である。いずれにせよ、これらの村はカムラン・ブミシャンバラに建てられた中心構造物となった場所から八

方向に隣接する。 

スリ・カフルナン碑文に述べられている村落の名前とケドゥー碑文に述べられている村落の名前を比較

することで、中心になった村に対する他の村落の位置に関する事実に近づくことができる。ケドゥー碑文は

24カ村が記されている。この 24カ村が八方向にあたる位置にあるのなら、一方向に三カ村があることにな
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る。このように中心から三層ができる。中心となったのはマンテャシー村である。南下を続けるとケドゥー、パ

マンダヤンそしてテプサンとなる。テプサンの名前はスリ・カフルナン碑文にみられる。 

  

スリ・カフルナン碑文はシーマ・カムラン・ブミシャンバラの名を述べている。カムラン・ブミシャンバラの特

定と位置の決定は、ケドゥー・スラタン地域のボロブドゥール寺院の存在と関係して極めて重要である。カム

ラン・ブミシャンバラをボロブドゥールに特定させるためには、大量の説明が必要となる。これに関してカス

パリは著書 PrasastiIndonesiaI の 164-170ページでボロブドゥールの名前に関して、170-175ページでは

カムランの名前に関して説明を与えている。手短に言うとカスパリの説明はこうである。<203> 

  

a.    カムラン 

スリ・カフルナン免税地に建設された建物はカムラン(Kamûlân)と呼ばれていたことははっきりしている。こ

の語幹はmûla であり、根源の意味である。この語の接頭辞と接尾辞は Ka と anである。すなわちカムラン

とは根源という意味になる。 

カムランの語はこのように使われている。1)クディリ出土のシーマン碑文(O.J.O.XLVIII)には

sanghyangdharmmaKamûlân とある。ここで dharma というのは墓地付属祠堂の意味。2)シンゴサリ出土の碑

文(O.J.O.XXXVIII)にはmûlakahyangan と。これは神々の場所の根源の意味である。Wangkêdi(Bromo)山

が神々が宿る土地として理解されていた。3)Malang出土の碑文(O.J.OLI)には

sawatêslâwanKamûlânWalandit と。Walanditの神の宿る土地と境界を接しているという意味。ブラーマ神は

Walanditの免税地のすべてに関して支配している神と考えられていた。バタラ・ブラーマは通常

swayambhu と呼ばれ、自分の強さから生まれ、すべて存在するものの源となった。 

Walanditの廟は sanghyangdharmakabuyutan先祖の廟と呼ばれている。ここで buyut という語は

mula(源)という意味を有している。すなわち kabuyutan と Kamûlân は同じく祖先を意味する。 

上記のように、カムランと呼ばれた聖堂では祖先という意味が意図的に隠されていたのである。その意

味は、この建造物は先祖崇拝に利用されたということである。先祖とは崇拝される人間の源である。この理

解を基にするとスリ・カフルナン免税地のカムラン・ブミシャンバラは祖先崇拝の祈祷所ということになる。プ

ラモダワルダニがシャイレンドラ王族出身の仏教徒の王女であったからこそ、カムラン・ブミシャンバラをシャ

イレンドラ王家の先祖崇拝のための祈祷所と断定することができる。 
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仏教において、完全な境地に至るための段階は bhûmi と呼ばれている。最高段階は第十段階である。

いったんその段階に達すると仏陀になるのである。カラン・トゥンガ碑文のサンスクリット語で書かれたジナラ

ヤの建立にかかわる部分では、プラモダワルダニが尊敬する人たちが仏陀の境地に至るように祈ってい

る。<204>上記のように、カムラン・ブミシャンバラは、祭られている祖先たちが仏陀の境地に至ることができ

るようにシャイレンドラ王族の先祖たちの礼拝場を形作っているのである。 

b.    ブミシャンバラ 

前に触れたように、ブミとは解脱(仏陀)に至る一つの段階である。仏教ではこの階梯が十段階ある。十番

目の段階は完成の段階である。シャンバラは積み上げた山という意味である。このようにブミシャンバラとは

積み上げられた段階という意味になる。スリ・カフルナン免税地に建てられたカムラン・ブミシャンバラと呼ば

れた建物は十段階の構造になっているはずである。 

ケドゥー・スラタン地区に複数層の構造をした仏教寺院が確かにある。この仏教寺院はボロブドゥールと

呼ばれており、確かにこの寺院は十層になっている。このように、このスリ・カフルナン碑文に述べられてい

るカムラン・ブミシャンバラの意味するものは今なおボロブドゥール寺院と呼ばれている仏教寺院である。ボ

ロブドゥール寺院はシャイレンドラ王族の祖先崇拝のための寺院である。  

カムラン・ブミシャンバラはなぜボロブドゥールと呼ばれるようになったかという疑問がわいてくる。ボロブ

ドゥールの名はスリ・カフルナン碑文では知られていない。スリ・カフルナン碑文のみならずケドゥー碑文で

もスリ・カフルナン免税地とケドゥー・スラタン付近の村落の名前を述べているが、これらの村落の名前には

ボロブドゥールという名は見つからないボロブドゥールの bara とは Bhûmisambhâra の sambharaの一部から

とられたと考えるのは困難ではない。カスパリは「この budurの名前は何がその語源か」と尋ねている。 

事実バブドゥール村で見つかった巨大な祠堂であるがために、ボロブドゥール寺院と呼ばれているのだ

が、バブドゥールの名前に関する問題は長いことオランダのみならずインドネシアの専門家の注目を引い

てきた。 

バブドゥールに関する論文はストゥッターハイムによって、1929年に「ボロブドゥール寺院の名前と形

式、その意味」TjandiBaraboedoer,naam,vorm,ebbeteekenis という本に編纂されている。<205>この本の中

で、図面を含めてボブドゥール寺院の名前、形状、その意味について論じられている。名前に関しては 13-

17ページに述べられている。 
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このストゥッターハイムが達したボブドゥールの名前に関する作業は、おのずとカスパリの注意を引いた

のである。彼の考えは非の打ちどころがないことがここで再確認された。プルバチャラカが 1919年にスラカ

ルタで行われた「言語、国家、民族」TaalLand-endVolkendune会議の中で最初にこの解釈を発表した。同

博士はボブドゥールのバラの語を仏教寺院と同意義語とした。それゆえ、ボブドゥールはブドール仏教寺

院が建っている場所と解釈された。ボブドゥール建造物の付近にはそれ以前に仏教寺院群があったとプル

バチャラカは考えていた。バラという名前はムノレー山付近にたくさん見受けられる。バラ・キドゥル

(BaraKidul)という名前もあるのである。 

言葉の変化という点からみると、ジャワ語とインドネシア語の中にあるサンスクリット語の vihara(wihara)と

いう語は biaraになってしまうので、プルバチャラカ博士の説は支持できない。Wihâra の語のうちの Iの音

はそのまま残っている。ただ、この意味を補強するために用いることができるサンスクリット語の単語は

wyoma(雲)、古代ジャワ語では boma という語である。寺院の構造からみるとこの理解は理由薄弱である。と

いうのは、ボロブドゥール付近に仏教寺院が現存せず、かつてあったこともなかったろうからである。 

二つ目の解釈はストゥッターハイムの弟子によって与えられた。ブドゥールという語はミナンカバウ語の

budur(膨らむ)である。ミナンカバウ語では発音が buduâ である。ゆえにボロブドゥールとは高くあがめられ

た寺院あるいは丘の上の寺院という意味になる。この解釈は明らかにあたっていない。ストゥッターハイムは

ブドゥールの語をミナンカバウからジャワに持ち込まれたものという意見を補強するためにスリウィジャヤとジ

ャワとの関係を説明したのであった。ジャワ語ではいまだに bidur という語がある。これはかゆい皮膚疾患で

ある。<206>クロムはブドゥールという地名が東ジャワにもあると指摘した。いずれにせよ、提示されたものは

満足のいくものではない。ストゥッターハイムは Baraは仏教寺院 wihâraが語源であると言っている。当時

の寺院は木造建築であり、徐々に崩壊してゆきついには消え失せてしまったのである。 

このストゥッターハイムの解釈は、wihâra という語とボロブドゥールの baraを同じものとしたプルバチャラ

カの解釈に対するクロムの反論に関係して提示された。スリ・カフルナン碑文の詳細調査から、ボロブドゥー

ルの baraは wihâra ではなく、sambhâra(盛り立て)と関係があることが証明された。これに関して、カスパリは

budur という語の意味を探した。 

  

前に触れたが、bhûmi という語は解脱への段階を示すものである。解脱に向かうこの 10段階は丘の形

状をなしている。サンスクリット語で bhûdhara というのは丘を意味する。このように、段階を持つ築山を意味

する Bhûmisambhârabhûdhara が当初の名前であったとカスパリは考えた。この説を補強するために
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bhûdhara が budurに変化できたことを発見した。swara という語が suwara という形を経由して suwurになっ

たということに似ている。 

Bhûmisambhârabhûdhara は少なくとも三つの意味がある。 

(1) 大乗仏教の用語で、十段階ある解脱への段階のうち Bodhisatwa(菩提薩埵)の段階を通って解脱に至

る山 

(2) 構造物の形から見て、階段構造になっている山 

(3) 一般的な意味で、土(bhûmi)を積み上げた山(Sambhâra)の王(bhûdhara)。Bhûmisambhâra は bhûdhara

を修飾している。ゆえに本当は冗語法で、çaila と bhûdhara の類義語である。<206> 

  

1952年の B.K.I.108に収録されている PrasastiIndonesiaIに関する紹介の中で、ボッシュは

Bhûmisambhârabhûdhara の名前に関するカスパリの提示した仮定に触れている。基本的に彼はこの仮定

に疑義をいだき、bhûdhar の音が budurに変化したという問題をこの分野の専門家に振り向けている。 

BahasadanBudya誌 No.11952年の中で、私もこのカスパリの仮定を疑った。私にとっての最初の問題

点は suwaraを経由して swaraが suwurに変化したということから類推して、bhara という語が budurに変化

したことに関してであった。Suwur というジャワ語は swara という語と同一語源ではなく、suwur という語はア

ラビア語とマレー語の mashur という語が語源である。 

  

スリ・カフルナン碑文から読み取れる名前はカムラン・ブミシャンバラである。これは当初の名前であると

思われる。この長すぎる名前は使われているうちに省略されるのが一般的である。生き残ったのが

sambhâra を短縮した bara という語である。カムラン・ブミシャンバラ周辺住民は、この施設が祖先崇拝の礼

拝所であることを知っていたのは明らかである。しかし、Kamûlân と bhûmi の語は遠い昔に失われたため、

後世においてはこの地域の住民に忘れられていたのである。 

  

モノレー山付近で baraの語が付く村落はいくつか存在する。たとえば、BaraKulon、BaraKidul、

BaraKaliBawangなどである。この祠堂がある bara と baraが付く他の村落と比較するためには説明が必要

である。これはそこに存在する祠堂の持つ特徴・性格による。当初の名前はKamûlân、祖先崇拝の礼拝

所、である。中世・現代ジャワ語では、Kamûlân とは祖先の霊への礼拝所でありかつまた一般民衆がすで

に忘れてしまったものという意味である。祖先の霊はすでに一般民衆には知られていないのである。祖先
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の霊をジャワ語では leluhurあるいは leluwur という。Leluhurは ruhurあるいは duhur(duwur)語源としてい

ることは明らかである。したがって leluhurは尊敬された人である。Ruhurあるいは duwurの地である。ケドゥ

ー(バリトゥン)碑文はポー・ピトゥーを支配した諸王の名 rahyangrumuhun、先立ち既に亡くなった人、の名

前を述べている。<208>この祖先の霊は、duwurあるいは duhur という別名で高い地位にある。 

おもうに、ボロブドゥール(Barabudur)の名は、shambhâra という要素と Leluhurの二つの要素を組み合

わせてできあがっているのである。Duhurの語は、a と eの音は uの音に押されたため、接頭辞の ba(be)を

伴い baduhur、baduwurすなわち budur と変化した。ちなみに、スンダ語の heula という語は顔を意味し、

tiheulaあるいは tipajung というと「顔に」あるいは「先立つ」という意味になり、baheula というと過ぎ去りし時、

過去という意味になる。 

バリに Badahulu という地名があり、いまでは Beduluになっている。接頭辞の ba(be,bu)はそれが付く語

の性質を所有するように変化させる。たとえば buntut(しっぽ、最後)は tut(同行するという意味のジャワ語)

という語の性質を所有している。古代ジャワ語では後列という意味である。Menuntut という語と比較すると、

ider(巡る)、mider(巡回する)、bunder(丸い)、mingkem(閉める)、bungkem(沈黙する)、tugel(切断された)、

nugel(切断する)、bugel(燃えさしの木片)がある。このように Babarudurの名前の意味はカムラン・ブミシャン

バラと同じなのである。 

  

ボロブドゥール祠堂は事実プラモダワルダニが建てたシャイレンドラの諸王の祖廟または祖先の霊に対

する礼拝所であるからして、シャイレンドラ諸王の霊は最も高い場所に安置されなければならないという結

論にカスパリは至ったのである。 

  

シャイレンドラ王朝の創立者は、クルラック碑文に述べられている Indra(セデスの説ではダラニンドラ)で

ある。「山の神」を意味するシャイレンドラ王家の創立者のダラニンドラはボロブドゥール祠堂の頂上に神像

として具現化された。このように、ボロブドゥール祠堂の頂上にある彫りのできが悪い仏像は、最後の煩悩

(kleça)から解き放たれ解脱のレベルにまで達した時点でのダラニンドラである。その時、ダラニンドラは最

高のレベルにまで達しており、金剛(wajra)だけでこの最後の煩悩を洗い流すことに成功した。この金剛力

を持つの不動明王だけである。<209> 

このように、ボロブドゥール祠堂の頂上にある仏像は最後の煩悩を洗い流すための金剛喻定

(wajropamasamâdhi)と呼ばれる瞑想を行っている不動明王である。完全に仏にはなっていないものの、この
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金剛喻定で人は最高のレベルに到達することになる。この段階には金剛(wajra)で最後の煩悩を打ち払っ

たあとに至るものである。それがために、最上段にある仏像は完成されたものではないのである。 

824年のカラン・トゥンガ碑文で、プラモダワルダニはジナラヤ祠堂を落成させ、仏に至る十番目の段階

になりたいと祈願した。思うに、その当時ボロブドゥール祠堂も落成したのであろう。824年からのスリ・カフ

ルナン碑文は、その当時カムラン・ブミシャンバラがすでに建設されていたと述べている。上記のように、ボ

ロブドゥール祠堂の落成年は 824年頃となる。 

 

Boros浪費 

燃費が悪い時 dimakanbensinbanyak とは云わず borosbensin。形容詞は名詞の後につける。kotabesar 大

きな町、badankecir小さい身体と習ったが Bangat、Amat=大変、非常になどは前につける時もあり様々だ。 

  

Budi善意、理性、賢明 

どうして同じ単語で悪巧み、ずるいなのか謎だが通常は善い方だけに使うようだ。 

恩返しは Kembalibudi で決して目立ったりわざとらしく分かるような返礼はいけない。さりげなく返し、後で

気づくのがいいといったルールがあり意外と大切で何度か経験した。 

仕返しは BalasDendam で、面と向かって切り合うのでなく黒魔術で呪い殺すとか毒 Racun が好まれる。庭

の四隅に見慣れないお札が刺さっていて誰かが私に呪いを懸けているのだと教えられたことがあった。習慣

の違いから無意識に相手を傷つける場合もある。恨みを長く抱いても表に表さないで機会を待つといった種

族もいるから言動には注意した方がよさそうだ。なにせ外人は相手の土俵にいるのだから。 

  

Bukan否定 

Tidak否定。人または行動の否定と辞書は書くが要領を得ない。反問する時は前に正すときは語尾につけ

るが用法は tidak とは明かに違い、この感触が解れば学習は中級に進める。⇒第二章「処変われば」第 6 話

「イエスとノー」参照。 

  

通称 Bulat丸い球形 

丸いのにボールは Bolaで bulat とは云わない。地球はブラットなのに BolaDunia. 

  

BuluTangkisバトミントン 

最初耳にした時 Blue青い寂しい Tangis泣くなのに何故はしゃいでいるのかと訝ったが、 
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羽で逆襲する遊びと知り納得した。数少ないオリンピク金メダル種目で凱旋したが、スポーツで選手はすぐ

Capekah!疲れたと意欲に欠ける。サッカーは日本などまったく敵わなかった時代もありワールドカップはアジ

ア最初の出場(1938)だったのだから,メガワテイ大統領のヘアサロン代を強化にまわすだけでひとつのインド

ネシアに近づくのだろうに振興策はない。体重別(Boxing)等コーチが良ければ有望種目は多い。動体識別眼

が非常に良く Copet スリに使うだけでは惜しい。ちなみに Seri は女性名でなく引き分け、パスは Uｍpan 餌、

ハンドは Heng という。 

  

Bungkus 包み 

バナナの葉は殺菌作用もあって包装に最適だが近頃はビニール袋だから川が詰まる。首都の下水道は

完全に塞がれた。買い食い(Jajan)が多いからブンクスは上手で蝋紙が多い。 
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C:3.4% 

Canda冗談 

冗談を言い、喋りすぎる Cerewet と、不正直 Curang と思われ Curiga疑われる。 

  

Cabaiチャベ、唐辛子 

Lombok ともいう薬味必需品。地方により辛さは異なる。 

1536年ガルバロがこの地に南米産のスイ－トポテト、玉蜀黍、トマト、パイナップル、パパイア、タバコ、レタ

ス、チリ唐辛子を移植したのが最初で、以後アジア全域に広まった。 

朝鮮半島人は特に好むが、秀吉軍が朝鮮征伐(1592)で持参したが毒薬だと 19世紀後半になるまで一般

化しなかった。わが国はどうしたわけかスパイスとともに広まらなかった。 

  

Cenkeh クローブ、丁字の花 

チェンケ、ナツメグ(肉蒄）は東インドネシアにしかなく原生地 Maluku(Molucca)は元、明朝時代に Miliki(富

財産)と呼ばれた。世界(除く日本)が渇望し、それを捜して地球を一周してしまい丸い事が解った。スパイスが

なければ人類の歴史は違っただろう。此処に降りたつと独特のクレテック煙草(チェンケ入り)の匂いに包まれ

て、拠って来った歴史を感じる。 

いまインドネシアはチェンケの最大輸出国16であり最大の輸入国でもある。 

  

Cepeng チェペン、小銭 

Recehすこし気取って Logam(合金銅貨)とも使う。好いても嫌っても都市での華人勢力は強大だ。買い物

では華人言葉(福建語)が飛び交う。20なら NiCap,50なら GoPe,1000ルピアは CeCeng。値引き TawarOgak

を教科書通りに Mintapotonghargaini(まけてください) などとやっていたらお互い調子が崩れる。

Matinyaberape?Gopeajadeh 捨て値 500だ Biarapuslo持ってけ！で納まる。 

  

Cewek、Cowokいい女、いい男 

ジャカルタ下品方言がいつの間にか IDを得て女性を指す時使うようになった。 

大都会では語尾音が希薄になって Kを発音しないようになり余計下品に聞こえる。 

  

                                                      
16 最大の消費国で、最大の輸出国はケニアである。 
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Cina中国 

華人抜きにこの国は語れない。チナは蔑視語で Conghoaが適当と教わったが現在は一般語。チナ人が

いないとき、男をウンコ女はウンチと言う。これほどの蔑視語はないと思うのは日本人だけ。人口の３％といえ

ばジャワ・スンダに次ぐ第三勢力で流通を独占しているのに地位がないのは愛国心皆無だからか。砂漠に水

が沁みるような移住は近世オランダの拉致に等しい投入（苦力クーリー）や義和団辛亥戦争などの中国内乱

で急増した。[1]17 

過去の富豪がおしなべて政商なのは、係累のない流れ者は権力側が使い易かったからだし土地無しは

銭(仲買)しか生きる術がなかったからだろう。政情不安では必ず浮き彫りになり犠牲もでるのは、悪どい商売よ

り愛国心の皆無が反感を呼ぶのではないだろうか。何代暮しても外国人から抜け出せないのは彼等の責任も

大きい。パン(封)という出身眷属意識が強く華人以外との婚姻も極めて少なかったが、近年世代が経ち華語

を喋れない人も増えプリブミ(マレー系国民)との夫婦も出来はじめた。多民族のひとつとして同化して欲しい。 

よくこんなトラスト(信用)のない処で商売をするよなと言ったら「相手が甘いからやり方次第でいいとこだよ」

と泰然としていたが危険への情報は実に早い。ランニングシャツに半ズボン風采の上がらない親爺の路地の

奥の高い門は狭く汚いが、その奥には緑の芝生に孔雀が遊ぶ豪壮な邸宅なのも安全第一が徹底しているか

らなのだろう。 

華人を語る時財閥だけが話題になるが、強健な体力と商魂(勤勉狡猾)で市井に暮す華人の影響は、物欲

消費時代のなにせ流通の九割を握っているのだからもっと大きい。 

福建、広東、客家系が多く系列の結束は強いからお礼はシェシェ(謝々=北京)よりトゥチェ(多謝=広東)、カ

ムシャ(福建)がいいと思うよ。⇒第二章「処変われば」第 20,21話「移住華人」参照。 

 

【編者註】 

●華人が政府を信用していないのは歴史上で漢民族以外の異民族王朝が多数あったためと、各地方に

あった国々が相互に戦っていて「一所懸命」ができなかったこともあるのだろう。その変わり身の早さと賭け

の精神は海外でも成功者を多数出しているが、その陰にはより多くの失敗者もだしていることは陰に隠れて

知られていない。 

インドネシアの華人が金持ちにもかかわらず二流市民として扱われてきたのは、歴史上、施政者に寄り添

おうとする態度が嫌われたからこともあるが、中国歴代政権の施政方針から、出身地が異なる華人も含ん

だ部外者を極端に警戒し、威嚇する態度が嫌われてきたからなのではないだろうか。華人の多い地域で育

                                                      

17 華人が東南アジアに大量に進出したのは、海上輸送手段が帆船から蒸気船に変わったため、運賃が極端に下がったため

である。(出典:百田直樹「海賊と呼ばれた男」など)ジャワには福建人が多いのに対してメダンでは広東人が多いのは 19 世紀に

開発されたタバコ農園の労務者を広東省から導入したためである。その後、オランダ植民地政府の命令で華人の流入が止まっ

ため、ジャワから労務者を導入した。そのため、メダン周辺には多数のジャワ人の子孫が在住している。(出典:Tuanku Luckman 

Sinar Basarshah-II,SH著「19 世紀におけるスマトラ東岸への華人移住者の到来」) 



慢学インドネシア第一章インドネシア A～Z 

 

35 

った華人の生活に密着してみると華人同士でも知らない人とはそっけない態度をとっていることがわかる。

これが「民族性」なのだろう。しかしながら、ジャワの田舎の華人商人はジャワ人と同じような優しい態度で客

に接することが多いのも事実だ。 

●身近の人達を見ていると、華人とプレブミとの結婚はキリスト教会で知り合った間柄がおおいことが分か

る。華人ムスリムにしても似たようなものなのかもしれない。 

 

Cinta恋愛 

どこの言葉でも真っ先に覚えるのがサンキューと ILoveYou で、ここでは AkuCintapadamu だが、本来の意

味は心の悩み（恋もそうらしい）。それを使うのはお芝居だけだろう。使う機会があったらインドネシア語の真髄

Sayangが語感もいい。 

Cium もキッスと訳すが、ほんとは鼻を寄せて嗅ぎあう挨拶で、唇または口を合わせるのは Kucup。わが国

にそんな挨拶はなく三尺さがって一礼だ（だった？）。 

  

Coen Jan Pietersz Coen、クーン(コーエン)東インド会社第４,6代総督 

書記から成上った最強の総督(1587－1629)。イベリア勢力だけでなく英国をもこの地から排除し香料を独

占した宰相。統治は専横暴力的で母国以外での評価が最悪なのは英人最初の世界周航者 F.ドレーク卿(イ

ギリス外では海賊)に似ている。 

  

Copet スリ 

バルターミナルや Pasar(市場)はスリの稼ぎ場所。催眠法もあり腕力スリは下の下。 

Rogohポケットに手をいれて歩く、スリのこと。日本人はそれが癖の人が多い。 

泥棒は Pencuriだがそう言う人はおらず Malingが普通。Nyolong ともいう。 

  

Cukong華人政商 

権力に近づきおもねり、末は一代で富豪となる。権力が崩壊すれば共に破産するのも絵に描いたように同

じなのは、二代目は初代の才覚は要らず苦労には絶えられない世の常。 

砂糖と阿片の王財閥、スハルト時代の林紹良(サリム)は二十歳で密航し落花生売りから身を興しサリムの

息無しに此処での暮しは出来ないほどあらゆる分野に進出し日本企業が日参した。 
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D:4.5% 

Dahulu以前 

Dahulukala大昔と過去を言う。初めに、する前に。お先に失礼 PermisiDulu。この言語の欠点はこの時制

で、過去も未来も混然とする。またそれが魅力なのだろうが。 

  

Dangdutダンドット 

70年代の爆発的流行はエライヤッチャヨイヨイお礼講を彷彿とさせる狂乱。西ジャワ地唄を基にしたアラビ

ック調の独自リズムにロックレゲエも参加する。ダンと打ってドットと応じる名前だが、国民歌と持て囃されたク

ロンチョン(クロンコロンと聞こえる)を駆逐してしまったのは庶民大衆の支持だ。 

  

Daa じゃネー 

別れる時送る人は SelamatJalan、送られる人は SelamatTinggal とややこしいが、ふだんはダアーで済ま

す。Sudahのダともオランダ語 Goedendag こんにちはの daだとも謂う。 

  

Dansaダンス 

扇情的催しを嫌う宗旨だが時と処で実に扇情的な芸能に逢える多様性。ガムラン踊り子の舞い姿はどう

だ、セクシーさではバレーダンサーなど足元にも及ばないのは遠来の客を饗応するホスピタリテイの発露。

「踊る」は Menariだが西ジャワ・クラワン在の地踊りジャイポンを Joget と謂い、首都では踊りはジョゲットとい

う。 

  

Dapat できる、得る18 

出来るは Bisaが一般的だが Can be「出来る」という語に微妙な違いがあって困惑する。状態把握が違うよ

うにも思える。Boleh と Mampuを使い分けなければならない。 

頼まれて出来ないと答えるのは相手に対し大変失礼だから、ボレ！と答える。出来ると考えればひと月た

っても出来ない。彼らのせいではなく文化の違い。 

 

                                                      
18 「できる」という意味での dapatは主に文語文に用いられているようだ。口語文では「得る」の意味で使われている。 

boleh はインドネシア語では「許可されている」の意味に多用されているが、同じく「可能」を意味する bisaはジャワ語が語源なの

で、マレーシアでは bisaの代わりに boleh を使っている。 

mampu は「その能力を有している」というニュアンスを持つ「できる」である。これらを巧妙に使い分けられ kemampuan と

kemungkinan はどちらも「可能性」だが使い方が異なる。辞書を引いてみてください。年をとっても勉強第一!! 
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Dekat近い、そばに 

反語は Jauh。距離は遠い近いでしか認識しない。その認識も個人差で決まるから意味がない。車のない

人の遠いは徒歩での遠いであり道を尋ねる時の参考にはならない。試しに何キロあるかと聞いてみよ、答えは

masihjauhまだ遠いとしか返ってこないだろう。 

  

Desak=圧迫、押す Ancam=脅す、Gertak=脅し 

おどす、ゆする。大声で脅迫するのは此処では受けず、やんわり執拗に痛めつける方を好む。車をぶつけ

られたりして大声で怒鳴りあっているなど稀だ。大人なのだ。⇒距離と時間 

  

Displin規律 

Discipiline訓練訓育、規律風紀の移入語で、それが無いと嘆く時によく使われる。19嘆いてもここではそれ

は憧れに近いから単語も移入しなければならない。 

  

Doa祈り 

いつも神に祈っている、貴方の息災を。神に見放された私たちがあまり祈らないのは祈る対象がないから

かもしれない。言葉の終りには doakan,mendoaTuhanがつく。 

祈りは手を合わせて拝む所作はせず、掌を上にして手を開き両肘を曲げる。20慣れないとなにかおもらい

の動作に見える。 

  

Doanだけ、のみ 

ジャカルタっ子は語尾によくつける。Saja よりドアンをつける。聞くと帰ってきたと思う。Doyan=好む好き

(suka,senang)も江戸弁だしMelulu もよく聞く。 

  

  

                                                      
19 インドネシア人は自分たちのことを Displin がないと嘆く。でも彼らはちゃんと displin を持っている。それは enak sendiriだ。 

社会的な規律風紀を自分たちの社会・文化で決められないから、宗教に頼る。だから一年分の忍耐力をラマダン月で使い果た

さざるを得ない。したがって残りの月は displin がなくなるのだ。と考えるとつじつまが合いそうです。 
20 これはイスラムの祈りの方法。 
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Dokar二輪馬車21 

都市では既に風物詩になり冠婚にしか使われない

が地方の主要交通だから地方毎で呼び名も違い

Andong,Bendi,Delman など様々だ。牽くポニーの姿でそ

の地の豊かさがわかる。 

首都の馬は痩せこけている。環境 NGOから再登場

されられないか。 

 

Dosa大罪 

罪の大きさで最大。Salah(間違い,誤り)の比ではないから言われたら慎もう。 

  

Dusta嘘 

Bohong、Nipu(詐欺)、Kecoh(ごまかす)方をよく使う。Kidab とも云うが聞いたことがない。ボホン！ 

 

  

                                                      
21 写真は南ジャカルタ郊外・ポンドック・ラブ付近で(2000-8-04) 
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E:2.3% 

E イー、ウー、エー 

最も大切な母音で決してエと発音しないと辞書にはあるが、東方圏の人はエと発音する。Nusatenggara(東

南の国)はトゥンガラが正しいわけだが土地っ子はテンガラと云うしアンボン人もエと発音する。多数派ジャワ・

スンダやバリ人が曖昧 Eが強いからそれが正式になったのかも知れないが、私達が苦手な R と L より断然曖

昧でむずかしい。多分、感覚的にＥとＵはヒとシ、ＬとＲはロとヨのような感じか、Ｅをｅと発音しても通じるがＲと

Ｌとでは通じない違いなのかもしれない。。 

方言訛りを Logat発音が違う(潰れた)声を Leper と言う Apa→ape→apo,siapa→seape→siapo,kemana→

kamaneのどちらが正しいかは言語にはなく、時代とともにスラングが認定される。言葉は流動して今時いずこ

へとか何故にとか、我輩とか拙者という男はいない。 

ゼロ音として Selamat、Besarを S'lamat,B'sar とした方がいいかもしれないがインドネシアをエンドネシア、

Ekor(尾)、外来語 Ekonomiはエと発音する。ちなみに彼らはカキクケを発音できない。バッキャロ！ 

  

Enak美味しい 

Eが頭文字にあれば ekskursi遠足見学、(exclusive除外一流)、elekton電子、Ekspor輸出など外来英語

が多いが、多用する Elok美しいや Encer薄める、エナックもあり美味しいだけでなく、自分勝手を誹謗すると

き enakaja! によく言う。だから Eはあいまいなのだ。 

  

Embahおばあさん 

年長の女中（お手伝いさん）によく使う。Bibi ともいう。人権か皆 Siti,Seri,Ritaなどと呼ぶが以前は名前で

使用人を呼ぶことは少なかった。 
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F:0.9% 

F フィー 

インドネシア語に F,V はなく P が混同されファミリイ、フェスタがパミリ、ペスタになることがある22。おいしい

JavaCurryにクレームつけたら最近は JawaCurryに直した。 

近頃の Pesta宴会は立食が多く皿に取分けるファイキング(viking)が主流だ。 

皿を左手に持ちコップを取ればもう食べられない。取分けた焼き鳥もサラダもソトもご飯も皿の中で混ざって

(campur)味合うどころではない。食器を置くところがないから隣の人が立った椅子に置くと少しこぼれて次ぎの

人は汚れるかもしれないが、早くテーブルに行って料理を追加しないと食いはぐれる。正式では高価な応接

セットをかたづけて床一面に絨毯を敷き詰め客人はそこにあぐらをかいて座るからコップの置き場所も充分あ

る。 

文明の衝突は完了していない。 

 

Flu風邪インフルエンザ 

MasukAngin「風邪」Pilekを言う。PanasDingin(熱悪寒)はもう風邪ではなくマラリアかも。 

白檀の油(市販)を身体に塗り銅貨で皮膚が赤くなるまで擦り体内の風邪を出すと治る。ウイルスが違うのか高

価な日本売薬は効かず一度ひくと一ヶ月たても治らない。 

Korela は Muntahberak(嘔吐下痢)だが Tifus は病気のうちには入らない。土地が変わり外人は水が変わると

一度は下痢(menceret)しそれはWelcomeCeremony と謂う。 

デリケートな人は瓶詰 Aqua（ミネラル水）で歯を磨くが虫歯は治らずいずれ下痢する。 

【投稿者註】 

「銅貨で皮膚が赤くなるまで擦り」とありますが、一般的にはアルミ硬貨を使っています。もっと適しているの

は薄い縞瑪瑙の板です。角がないので痛くありません。この石は Jati Negara の Pasar Bening で batu 

kerok/kerik と言えば探すことができます。シロートの日本人がこれを一枚買うなら一枚 1000 円です。あと

はネゴ次第です。 

 

タケノコ先生の最近の書き込みによると日本を出る前から到着しても納豆を食べ続けているとひどい下痢

はしない、とのことです。 

日本から来たばかりだと水が異なるので体内の腸内フローラを環境に合わせるべく変化させるために一旦

下痢をするのでしょう。 

 

 

                                                      
22 サンスクリット語の Vの音は Wに代わっている。Vihara→Wihara(仏教寺院)、Nirvana→Nirwana(涅槃)、Vijaya→Wijaya(勝

利)、varna→warna(種類/色) 


