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G:4.5% 

Gagah勇敢 

Gagah は勇ましい、Gaga は陸稲、Gagak は烏、Gagal は失敗、Gagang が軸、Gagap はどもる、Gagau は手

探り、聞こえない語尾音でこれだけ意味が変わりガイジンは手探り。 

  

Gajah Mada(？－1364) 

ジャカルタ下町のカナル(掘割)に沿った目抜き通りにハヤムウルク王と対で名前が残る栄光のモジョパヒト

王朝の大宰相で華人だったと。1293 年元寇で侵攻した多数の華人が取り込まれた忘れ形見だという。北条

時宗が顔面蒼白で切り結び神風で追い払ったのとは違い、ウエルカムと導き入れてじんわりと時間を掛けて

同化させるやり方は今以って健在なこの国の人々だ1。スラバヤ在シドアルジョやパルスアンには後裔と称する

人達がいる。 

  

Ganggu悩ます、いじめる、困らせる 

お手数かけて、お邪魔してなどとよく使う。若い人は発音しやすいのか Repot(忙しいと辞書にあるが)をよく

使う。悩む、困らせるの意であるがガングウ同様受身形では使わない。 

  

Ganja麻薬 

アチェ人は昔から阿片(opium,Candu)を常用したし、一時代前の王財閥はそれで大成した割に此処はエイ

ズ禍もタイその他の国に較べ少ないが、合成品のスピード、エクスタシはスハルト一家の子供(妻、孫まで！)

が参加した。南アジアにはガバという麻薬まがいもあるしシリ(キンマ噛み)も一種の麻痺剤だ。 

 

Garpuフォーク 

ポルトガル語。ナイフではなくスプーン sendok とフォークで召し上がるが持ち方が違い、肘をテーブルに

立てて手首を折る。どうも大きい肉などとる時は器用にフォークに人指し指が参加し、上手くゆかないと三本の

指で摘む。 

手で食べたあとコップの水ですすぎ、軽くゲップしておいしい Sedap, Enak, Lezat となる。 

  

                                                      
1 この元寇の時、元軍は熱帯気候とマラリアなどにより兵の体力が弱っていたことと、マジャパヒト側の奸計に引っかかって、極

めて短期間占領できただけで壊滅状態になった。だから、元寇の時の落とし子というより、まずは Porongに平和裏に進出したス

ナン・アンペル(BongSwoHoo=彭瑞和、雲南人)の関係者の子孫もいるであろう。 
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Gatal痒い 

本来の意味と、むずむずし何かやりたい、人の悪口を言うとか余りいい意味はない。 

女性には、男ったらし・好色女・尻軽女の意味があり、Gaul(付き合う)えば Gawal(不幸)で Gawat(深刻な危

害)に会うだろう。 

ガッタルとも言っていられない東南アジア特有の虫体が皮膚組織に侵入して発生する顎口虫症は死亡に

は至らないが痒みで死ぬ方がましな程のダメージを受け、侵入した幼虫を外科手術(困難)ですべて摘出しな

い限り持続し必ず再発する。 

余りの痒さで自分で患部を切開して血を流すと不思議な程の快感を得るが完治しない。 

幼虫は第一宿主であるケンミジンコに寄生し第二宿主の雷魚や蛙、泥鰌などに捕食されると被嚢幼虫とな

りそれを食べた人が感染する。汚染された水(川など)が傷口を通して皮膚に侵入する場合もあるから夫婦喧

嘩のあとの水浴は充分な配慮が要る。 

 

GempaBumi地震 

列島は火山列島の恩恵で地味は肥沃だが時々巨大地震がある。 

スンダ海峡クラカトア島は 1883年大噴火し 30㍍の津波で四万人が

犠牲になり噴煙が地球を蔽った2。1815年スンバワ島タンボラ 3960㍍の

噴火で山頂が吹き飛び現在 2851㍍。 

バリの霊山グヌンアグンは 1963年百年毎の大祭当日に大噴火して

1500人窒息死、8500人の家が焼失したが、これはヒンドウ歴の計算を誤

ったのでブサキ寺の神々が怒った為。 

過疎地はニュースにもならないがフロレス、ビアク、トギアンなど巨大地震の頻度は多い。 

  

Gensi尊厳、威信 

主に見栄っ張り,お洒落屋,贅沢好きに使われるほうが多い。同じシチュエーションでソッ！と呟くのは

Sombong高慢、横柄のソッである。 

  

  

                                                      
2 写真はクラカタウ島大噴火の際に流されたブイで記念として公園に陳列されている。なお、「クラカトア」はヨーロッパに伝わっ

た名称で正しくはクラカタウである。 

「クラカタウ大噴火の記念碑」http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-26/Aind-26.htm 
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Gerejaキリスト教会 

都市や華人に多いから日本人との付き合いは比例して多いが、キリスト教はやはりマイナー。遅れて参入

したから特殊地域や未開地に布教した経緯があり歴史が少ないから土俗宗教と混合している。ミナハサ、バタ

ック、アンボン、フロレス、中部ジャワにまとまった数の信者がいる。この宗教には宗派が多く仕来りも違い一概

に語れない。イエスは Isa クリスマスは Natal。最近の騒擾で宗教対立が理由と報道されるが、事実としてもそ

れは単に集団の色分けで根はもっと違う恐怖があるような気がする。此処は普段は他宗に対しては寛大だ。 

  

Gus Dul:Abdul Rachman Wahid 第四代大統領 

イスラム最大組織ナフダトルウラマの親子三代にわたる総師で家柄抜群。愛称グスドゥルはグス坊ちゃんら

しくユーモリストで弁舌さわやか、気転も効き過ぎ失言も多いが靴も嫌う自由人。「スカルノは女にクレージー、

スハルトは銭にクレージー、ハビビはただのクレージー」と庶民の喝采を浴びたが、盲目。最後まで態度を曖

昧にしていたが寝業師の本領、漁夫の利で得票率で劣ったものの初めて民主的に大統領に選出された。 

お坊ちゃんは唯我独尊国会軽視、独断先行放言癖は暴言になって孤立し、座頭市宰相は弾劾総会で罷

免され副大統領メガワテイが第五代大統領に昇格した。二十ヶ月の短命政権。 
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H:2.8% 

Hハー 

あるようなないような語。フランス人みたいに頭 Hを発音しない人がいるが語尾無声音 hは決して忘れな

い。Hilir(川下)はイリールでも Sudahはスダではなくスダ hなのだ。 

よく使う Mudah「容易」と「Muda」若いではｈのあるなしだけで意味が通じない。語尾音は次ぎの語との間が

ほんの僅か空く程度の違いしかないが確かにあり、この語の発音でこの言葉は上品にも下品にも聞こえる不

思議。はぁ？ 

  

Habibie:BuchrudinYusufHabibie(1936～)第三代大統領 1978May～1999Nov 

南スラウエシパレパレ出身の秀才。西ドイツ留学メッサーシュミット航空機副社長、スハルトの要請で科学

技術大臣となるや国営航空機製造プロジェクトを主宰しハビビのオモチャ箱と謂われ、国産機が一回程飛ん

だがその時は親分が失脚し副大統領はそれしか役目がないからところてん宰相となる。バタム開発を推進し

小型スハルト式情実経営を行う。 

東チモール騒擾で国際治安部隊を導入するなど自力解決が出来ず、唯一の善政はやめる直前故郷のお

仕着せ名前の UjungPandang を旧名 Makassarに戻した事くらいか。 

  

Habisない 

市場で「ありますか」売り子「Habis=ない」それだけ。売る気があるのか。華人は草の根を分けても探し出し

無ければ何とか違う物を売ろうとする。ここの人達はおおらかで生き馬の眼を抜く商売には適さないのかもし

れない。商売の九割は華人のものとなってしまった。 

  

HalalHaram禁畏タブー 

ハラルが許された、ハラムが禁じられた、L と Rで月とスッポンの違いだから困る。 

豚はハラムだがこのほか地を這う生き物も禁。厳密には鰻、海老なども。ナメクジは聞き漏らした。3屠殺に

も厳密な規則がある。断食も禁畏もユダヤ教に倣ったといわれているらしい。タブーのない私たちは世界人か

らみれば異星人と思われるだろう。 

  

  

                                                      
3 旧約聖書にこの記載がある。 
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Haji メッカ巡礼者 

イスラム五つの義務(信、礼拝、斎戒、喜捨)の最後が巡礼で借金や無理して実行してはならない。しかし

なんとしても行きたい。近年は飛行機だから決心すれば楽に行け(最多はスンバワ人)昔のような尊敬を受ける

度合いも薄まった。人口比率からインドネシア巡礼団が数では圧倒的多数を占める。メッカはもう満杯で毎年

多くの事故死(±600人)がでるが日本のような遺骨収集団を結成する事がないのはそれも法悦だから。問題

は帰って白い帽子(ハジ)になってからで、以後ハジらしく身を保たなければならない。出来るかナ。 

【投稿者の余計な註】 

●Hの位置で意味がまるで変るのが Bawa,Bahwa,Bawahだ。 

●「ない」場合でも habisは「売り切れ」、tidakadaは「この店には存在しない」と使い分けているようだ。 

●カニには Halal と Haramのものがある。一般的にジャワ人は平気でカニを食べるがミナン人は食べない

人が多い。 

●「タブーのない私たち」と翁は書いているが、我々が気が付かない食物禁忌が日本人にはある。例えば

犬やカタツムリ、猿の肉は一般的に食べないことなどである。 

●明時代の鄭和提督は幼いころにハッジに行った時の旅行話を祖父から聞かされて海外への興味が高ま

ったようだ。鄭和は漢民族ではなく雲南人であり、モンゴル人が西アジアまで制覇したおかげでイスラムが

この地に導入されたとのこと。スマランの三保洞は有名だが、本来は鄭和のムスリムの部下たちの墓地だっ

たのだ。 

 

Hari日 

日はハリ、年は Tahunなのに週になるとやや混乱し、土曜 Sabtu金曜 Jumat とアラビア4だが日曜 Minggu

はポルトガル系。Besokは明日だがあさって Lusaあたりから曖昧になって漠然と未来をも指す。同様に昨日

Kemarin も昨日に続く過去を意味している。 

日も昼夜一日の場合と MalamHari二日に数える時とがあり一定していないから約束事は Tanggal:日にち

で確認する必要がある。確認しても気休めになるが。 

時間は Jam(時計・ペルシャ語系)、分は Menit と英語になり、秒は Detik と針の音で表す。 

固有語がないのだから、ここには日より短い時間単位がなかったのか。 

で、十日の二時半とすると、貴方は一時間間違える事になる。二時半(SetengahDua)は 2時の 30分前の

一時半5を指すからだ。そもそも時間は JamKaret(ゴム時間)で伸び縮みするから約束そのものに意味がない。

時はあらゆるものを超越し悠然と流れる。⇒第二章「処変われば」第 8話「今日昨日明日」参照。 

  

                                                      
4 日曜日は hariahad とも呼ばれている。Ahad は数字の 1で木曜日までは数字で進み、金曜日は礼拝日なので Jumat。土曜日

は数字の 7 のアラビア語である。 
5 マレー語では Pukulsatusetengah である。マレーシアで jamsetengahdua と言っても通じない。 



慢学インドネシア第一章インドネシア A～Z 

 

46 

【投稿者の余計な註】 

年は tahun。これがまた奇異なことに、インドネシア語族の言語を調べたところ全ての言語が同じく tahunか

この派生語を使っている。きっとこの語は元々のプロトマレー語なのだろう。 

 

言語  読み 

English  year 

Japanese  年 

Indonesian tahun 

Aceh  Thon 

Cham  Tahun 

Tagalog  Taon 

Jawangoko tahun 

Kromo  tahun 

KromoInggil tahun 
 

 

Harusねばならない 

Mustbe と教わるが少し違い、「当然の、すべき」の意で、同語 Perlu も必要な、義務の、重要なと強制力が

弱く Mestiか Pastiか Mantapか迷うのは、「ねばならない」のは神様との関係しかなく人との関係で強制はな

いのかもしれない。優しいなあ。 

  

Hati心、心臓 

的確な語があるのに二字を連ねて意味を作る事が多い。SusahHati困る、BaikHati親切な、BulatHati心

から、BusukHati性格が悪い、JauhHati気分を損なう、GeliHati可笑しい、KrasHati決心、KurangHati不注

意、MataHati心の奥底、SakitHati失望、JatuhHati恋におちる、DatangHati元気になる、TinggiHati生意

気、MakanHati口惜しがる、Hati-Hati注意。 

  

Heiho兵補 

日本軍政時代に後方支援部隊で徴発しロームシャ(労務者)に重労働を課した。いまだにこの言葉を聞く

が我々はなんの事かわからないので意味不明の微笑で応じるよりほかない。 

独立政権が日本式な隣組組織などを情報収集と民衆掌握で導入したのはスハルトなど多くの官僚が Peta

日本義勇軍出身だったからだ。日本語はサヨナラ、ツナミ、コルト、ホンダ、バキャロ、ハラキリ、カミカゼ、近頃

合弁企業が増えたせいかザンギョー、シュッチョーなど。 
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Hendak欲しい、したい 

ふだん Mauを使うが「望む、好む」でこちらの方が強いようだが、この地は自分の欲求をあけすけに出さな

いようだからマウにする。 

 

Herder犬 anjin 

シェパード犬のことだが犬は元来好かれないのに、猫が傍若無人なのはムハンマドが可愛がったからだ

と。一時バリで狂犬病が流行り、いまでも他所からの持ち込み厳禁。 

野良犬は Koyok、飼い犬はダニで覆われるが蚤はいない。なぜだろう。ダニは多くの役人にもたかるが、

賭博はイスラム法で(表向き)御法度でノミ屋がいないからだ。 

  

Hoh!驚きの声 

アッと云う驚きは Mak!というが、咄嗟の時に外国語はでないものだ。 

咳払いはエヘン Ehem という。ほう！ 

  

HoutmanCdeHoutman （1565?－99）第一回東インド遠征隊商務員 

1596年西ジャワ・バンテンに最初のオランダ船隊が来航した時の事実上の司令官で喜望峰からの直行航

路を発見した。彼はこの地の人々ほど優しく柔和な人に嘗て会ったことがないと記している。アチェ人の奇襲

で殺害される。 

  

Hubung繋がり、関係、連絡 

すべては人の繋がりで成り立つ社会。許認可もビジネスも懇意な人がいるからというところから始まる。不

明朗でもそうするしかないのはスハルト時代は彼を頂点として大きな傘がこの国を覆っていた。それを情実と

云われればしょうがないが偉い人には力があるのだ、と思いたい。レノバシ(改革)の大波で傘がとれれば新し

い傘 Payungが咲き乱れる。 

  

Hukum掟、法律、刑罰 

権威者王の慣習に依る掟と書かれていたのが、多数の人々の為に守るべき掟と書き換えられている。トッ

プが替わると言葉まで変わるのか。そう言えば Denda(罰金)だ。 
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Hujan雨 

島嶼気候だから乾季(５～10 月)でも雨はある。華人正月(二月)が最も激しい。雨季に入り朝降った雨が

徐々に日中から夜になり６ヶ月で一巡すると明けると謂われたが地球環境変動のためか、近頃当てはまらなく

なったようだ。熱帯気候は局地的で「馬の背を分ける」驟雨6は雨脚と一緒に車で走ることもあるから、事務所

で晴天なのに社員の「豪雨で遅れました」との言い訳を嘘とも言えない。降れば洪水(Banjir)は茶飯事でその

改善もなく神の采配だ。 

雨には強い Keras と弱い Gerimisしかないようだが豪雨 Deras7、ポツリ Rintikなどたまに聞くが五月雨、氷

雨夕立など季節感はない。雨は降るか降らないかふたつにひとつで非常に男性的だ。NHK が厚顔にも世界

の都市で最も雷発生の多いのはインドネシアのフォイテンゾルフ(無憂郷=ボゴールの旧名)と放送していたの

でそんな地名は無い！と毒づいた。 

  

Huruf文字 

インドネシア列島には数種の独自文字がある。アルファベット表記になる前はアラビア文字系の Jawi が使

われていた。文字が ABC なので入り易い言葉なのは確かだが、反面まだそぐわない表記が多い気持ちもあ

る。６０年後半にオランダ表記から現在の綴りに変更(名前地名は旧でもよい Soeharto→Suharto)。ジャワ、バ

リ、ブギス、カロ、マンダイリン、トバ、ランプン、レジャン、クリンチ文字がありその中でまだ常用されている文字

もある。 

  

Hutan森 

Utang(借金)と殆ど変わらない発音。ジャングルは Rimba、人の手が入っていれば Lindung。 

オランウタンは類人猿だが森に棲む人も同名。強いて分けるなら Mawas(猩猩)。 

自然保護区 CagarAlam は予算不足か地図に赤線を引いただけだから最も自然に近いが、密猟乱獲で貴

重種は絶滅の淵。開発を嫌う NGO に里山も農地も自然破壊で出来たのだから先進国は勝手なものだ。なん

ならスマトラ、カリマンタン雨林を買えばいい、と言われたという。 

【投稿者註】 

バリ島が旅行者に好まれるのは、町の近くの熱帯雨林に惹かれるからだといわれている。バリ島の熱帯雨

林は自然林ではなく、植生を変えないように人の手が入った森林だ。日本のように一斉に杉を植えたりしな

かったから観光資源になっている。バリ人は怠け者と言われているが、ちゃんと自然涵養林を維持している

のです。 

                                                      
6 最近日本でも言われる「ゲリラ豪雨」である。 
7 急流は deresで豪雨は lebat と聞いたことがあるが。 
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I:2.6% 

Ibu母 

女性への尊称、呼びかけ、Bapakの対語。Nyonyaはもう古い。ブーと呼びかけるとなにか違う音にも聞こ

える。ここの Iはだいたい弱い発音だから。 

  

Ikan魚 

南の魚は骨が鋭く脂が少なく、旨い魚種は少ない。漁業もあくまで地域的な産業なのは冷蔵設備も漁船

資本も貧弱だからで、塩づけ干し魚を行商する程度で漁食の習慣は少ないし、魚名は地域で違い名前で特

定出来ない。さすが海老はたくさんあり種類も豊富だがマングロープ(汽水樹木の総称)8を乱伐し養殖場

(Empang)が急増する。淡水魚、鯉9料理が名物な所もあるが川で用便するのを思い出し食欲減退する。 

  

Ilmu知識、学問、魔術 

学問 Pelajaranはむしろ移入語 Ediksi(教育)が使われイルムゥは普通魔術を指す方が多い。やはりまだ占

いまじないやお告げを行う「魔術師」Dukunが優先する文明国だからだろう。 

  

Immigran移住政策 

自発的移住(merantau)でないから英語を当てる政府が人口爆発ジャワ人移住計画を数十年に亘って継続

している。西スマトラ州などの地方の高床家屋村を過ぎた途端に地面に建つ同じ大きさの家並があればトラン

スイミグラシ部落だ。風俗習慣の異なる地に多数の移住民が住み着くのは土地利用の均等化なのだが近い

将来の難題になる危惧があるのも事実だ。 

【投稿者のよけいな註】これはトランスイミグラシに関連した聞いた話。私の創作ではありません。念のため。 

インドネシア人はこういうブラックジョークが上手で大好きですね。決して怒ったりしないのです。こういう点

を日本人は見習わなくてはなりません。 

+++++++++++ 

バタック人とジャワ人が、お互いの部族の悪口をたたき始めました。 

 

まず、ジャワ人が口火を切り、 

「バタック人は怠け者ばかりで国家の建設には全く役に立たない。バタック人が一人でいる時はギタ－を抱

えて歌ってばかり、二人いればすぐにチェスだ。沢山いたら仲間うちで喧嘩ばかりしている。どうしようもない

部族だバタック人は」 

                                                      
8 マングローブの林はエビの産卵地となっている。 
9 Ikan mas という名の鯉に似た淡水魚で Yの形の骨がないので食べやすい。 
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と言ったのです。 

 

これを受けたバタック人が切り返しました。 

「ジャワ人が一人だと、ミンタ・ミンタばかりだ。二人いたらおしゃべりばかりで手が進まない。そっちこそ国家

の建設に役に立っていないじゃないか」 

と、ここでバタック人は話を止めました。 

 

先を聞きたいジャワ人は「じゃあ、ジャワ人が沢山いたらどうなるんだい」と聞きました。 

 

その答は一言「トランス・イミグラシ」。 

 

～in？ 

ジャカルタ口語で語尾に iｎをつけることが多いがこの接尾詞は辞書にはない。Apainなにが？、Gituinだ

ヨ、Bilangin話せヨ、Bohongin嘘だろ、Lucuinバッカみたい、Betulin直せヨ。 

方言だろうが首都語は瞬く間に地方に広がるから改訂版には出したほうがいいと思うのは他の方言単語

は載っているからだ。 

 

IndonesiaR.I インドネシア共和国、別名 NusantaraInsulindo 

インドに連なる島々のギリシャ造語。やはりインド文化が強い地域だ。中国文化は釘を打ったような感じが

する(Bangka,Palembang,Batavia,Cirebon,Semarang,Tegal,etc)。 

憎いオランダ支配地を以って立国した経緯から領土種族文化に多少の無理があるが、揺るぎ無い建国精

神は IndonesiaBersatu（インドネシアはひとつ）が国是だから安易に分割とか言わない方が身の為だ。普段関

心がないようでもムルデカ独立！となるや目つきが変わるのは祝日にメラプテイ(国旗)が林立するのは日の丸

掲揚を逡巡する吾が国とは独立意識に大差あり。 

日常インドネシアと聞く事が殆どないのは、広過ぎてイメージが湧かないのか国とは自分のプロピンシ(州)

の認識で、インドネシアは政治語か外国人へのよそ行き名前の気もする。⇒伏魔殿か竜宮城か 

  

Irit けち、節約、倹約 Hemat節約 

Kikir(やすり)より Pelit、Cekel、Lokek、Okokなどを使う。 

けちんぼは軽蔑されるから時々大盤振るまいをしたほうがいい。勘定を持たされれば地位を認められたと

する見栄がある。そして身上を潰す。辞書に割り勘は直訳 pembayaranorangmasinmasing と長たらしいが、そ
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の習慣はないから言葉もないのか。Patungan、Bagi-bagi(別々、分け前)、若者は Topcek という。お相伴只食

いは Nebeng。 

Iriは Tがないだけでやきもち嫉妬。Sで irisならひと切れでこれらもよく使う語。 

 

Irianパプア 

最近イリアンからパプアに名前が変わったのは地域懐柔政策。本州の倍近くあり万年雪五千米の高峰も

ある。住民は百万人位だろうが孤立して棲むからはっきりとはわからないのに 1969年住民投票で共和国領

土になったがどうして民意を集計したのか知りたい。 

ワメナ盆地の Koteka(ペニスケース)をつけたダニ族は、峻険な山々にガードされマラリア知らずの高地、

芋食の恩恵で十万人もの大集団、1932年地球最後最大の文明との未知との遭遇だったが石器人が僅かな

時間でジープを操る。陸路はなくセスナ機でなければ行けないが今は観光地。爆音が聞こえると Tシャツを

脱ぎボデイペイントしコテカを着けて遠来の客を迎えるが、なにか危険があるのか決められた道以外は立ち入

れない。 

北部地方にはカーゴカルト(宝舟教)があり大きな木の飛行機を作り真剣にサンタクロースを待つ。南部低

地アスマット族の民芸は独特で、収集家ロックフェラーの息子は消息を絶ち、酋長宅に腕時計と頭蓋骨が飾

られていた。干満差激しい唯一の町アガツは日に二回満ち潮で水没する。パプアは多様性での統一共和国

領土だが、直線の国境線が大国の住民無視を雄弁に物語り、紛争が絶えないのは、明かな異人種で、人種

も風貌も習慣も大きく異なりネグリートなのかオーストロイドなのかアポリジニ亜種なのか学者も答えられない。

世界で最も種族風習が輻輳している島だからで十ｷﾛ移動すると数十種類の異なる言語の住民に会うという。

ニッケルはじめ地下資源は豊富かつ未調査で巨大資本鉱区キミカは四国程の「領地」を占有する権益争奪、

まだ暗黒だ。 

【投稿者の余計な註】 

●「やはりインド文化が強い地域だ。」>>東南アジアの歴史の碩学であるジョルジュセデスは、「インド化

された東南アジア諸国」と呼んでいる。 

東南アジアの諸国で働いた経験からすると、ミャンマーからカンボジアまでが「インド文化圏」であり、ベ

トナム以東は中国文化圏だ。言語にも文化圏の違いが色濃く反映していて、ベトナム語には漢字から入っ

た言葉が多く、カンボジア以西の言葉にはサンスクリット語源の言葉が多くみられる。インドシナ諸国の言語

はオーストロアジア語族であり、子音と母音の発音がたくさんあるとともに、カンボジアのクメール語以外は

抑揚で意味が異なる。一方、ベトナム南部とカンボジアに住んでいるチャム族のチャム語はインドネシア語

族の一つであり、よく似た言葉が多い。 
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参照<http://omdoyok.at.webry.info/201805/article_2.html> 

また、カンボジア以西は小乗仏教であるのに対して、ベトナム以東は大乗仏教だ。 

またベトナム以東ではご飯をお茶椀によそってお箸で食べるのに対して、カンボジア以西では皿に盛って

手で食べるのが基本的。これは陶磁器の生産が近世までカンボジア以西では行われていなかったこととイ

ネの種類の違いによるのではないだろうか。 

●Kikir(やすり)より Pelit 

インドネシア人は、筆者をふくめ、日本人をよく「ケチ」と呼ぶ。ケチかどうかはお互いの金銭感覚が大き

く違うからなんともいえない。ここでブラックな反論をふたつ。 

●俺をケチと呼ぶのなら、お前はケチでないということだ。 

金持ちに成ればなるほどケチになる。すなわちケチでなければ金持ちになれない。 

だから、ケチでないお前は………。 

 

●世界のすべては主観的に見たものであるということは正しい。 

ケチとは客観的な評価であり、主観的な評価としては節約というのが正しい。 

よって私のことを「節約家」と呼ぶのが正しく、「ケチ」と呼ぶのは誤りである。 

他人をしょっちゅうケチ呼ばわりする人はその性格の悪さから周りの人から好かれることは決してない。

したがって、このようにやり込めてもこの人以外との友人関係はますますよくなるのである。 

 

Islam イスラム教 

三大宗教のひとつが日本にだけ上陸しなかったのは奇妙だ。だから異質で仕来りなど違和感があり、おど

ろおどろしい砂漠の教えと思われるであろうが、隊商ルートの現実的合理的な都市宗教なのだ。小声で申せ

ばその多くを交流があったユダヤ、キリスト教に影響されていてそれを否定せずお祈りの終りはアーミンで同

じ。神は同じだが、イスラムでは、単なるひとりの Nabi(預言者)イサ(イエス)を神とする大罪を犯したとする。人

は崇拝する対象物（聖像）や常態とは異なる場所を求めるものだが、偶像崇拝多神教渦巻く時代に中年過ぎ

た男が、なんの権威付け装飾もせず奇跡超能力説話もキリスト教などより極端に少なく、「俺(私や予ではない

方言）は唯の伝言者だ」と教えたのは尋常ではない。六信イマーンの第一「アルラーのほか神はなし」を信じる

簡潔明瞭でその他は補足で、インテリさんが豚、断食、多妻を云々するが所詮異教徒の戯言でしかない。そ
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の現実性は日常生活も聖典に明記してあるからそれに従えばひとりで考える事も悩む事なぞない。⇒イスラム

ⅠⅡⅢ 

世界人口は爆発し利害を異にする人々の軋轢が地球を蔽うようになった。長く敗け戦さが続いたキリスト教

徒が攻勢に転じ昔日の栄光を取り戻そうとする世紀に生きている私たちはその帰趨を傍観するしかない。ど

ちらの側にもつけない Kafir(背信者)だから。 

【投稿者のいらぬ註】 

「三大宗教のひとつが日本にだけ上陸しなかったのは奇妙だ。」 

庵原翁はインドネシアと日本だけを比較しているからこう思ったのであろう。アフリカや中東にたびたび

出張していた投稿者の目にはこれが奇妙には写らない。 

というのは、インドネシア人の会議では話題が百出するが結論はない。まさにおばちゃんたちの「井戸

端会議」だ。中東地域でも全く同じ傾向を示していた。ここだけの話だが、女性的な機能の脳をもつ男性が

多い地域とイスラムの地域が重複しているという点からそういえるのだ。 

男性脳を持つ男性が多い日本などの国々ではイスラムは流行らないことがその地域の住民の「脳の癖」

から言えるのである。 

詳しくはこちらを。http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-59/Aind-59.htm 
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J:2.8% 

Jajah 支配、殖民 

三百年のオランダ領東インド植民地イーストインデイ(蘭印)というが、領土支配には消極的で(フランス革命

など動乱で力がなかった) 支配地は点で収奪経営に徹し母国への徹底的な利益誘導しか考えなかったから

余計に悲劇だったとも謂える。領土野心を持ったのは第一次世界大戦頃でキリスト教帝国主義支配も五十年

に満たないしイスラムの海で瓦解した。 

  

Jajan 間食、おやつ、つまみ食い 

門前を通る屋台の買い食いに使う。果物 氷菓子 焼き鳥(Sate) 麺(Mi) パン（Rote） 炒飯 粥（Bubur）ない

ものはない。庶民の多くはジャジャンで腹を満たしている。 

  

Jalan 道 

住所のはじめが Jl.ではじまる。どこの町も大通りは英雄 Jl. Thamrin, Jl. Diponegoro。もちろん出発、歩く、

進む、行程、経過も意味するが、G がつくと Jalang 夜の女、日本語にない R だと Jaran 惚れ薬。Jarang は稀

に,たまに、Rが苦手なら Tumbenでもいい。 

  

Jawa、Sunda、ジャワ島 

黍の地「ヤーヴァ・ドヴィーパ10」全人口の七割で本州の一割小さい島に一億以上が棲む世界最稠密人口

は共和国の特徴であり難渋である片寄りの最たるものがこの地なのだ。外領人から子を作る事しか知らないと

云われる(資源が少ない)が、良くも悪くも共和国の文化権力を代表する。古い稲作文明の連綿とした王朝史

は系列出自を尊び話す言葉さえクロモン、ゴコと異なり、身分が違えばいざって(Kesot)近づき靴から触れね

ばならず、いまだにそうだ。 

大声を出さず控えめででしゃばらずいつも相手の気持ちを考え金銭に執着せず清潔好きで微笑みを絶

やさない優雅な立ち居振舞いこそジャワ様式 kejawen で、重層文化はイスラムまでも薬籠中で消化して

Kebatinan神秘主義がうごめく。 

だが、近代では時としてその善性が裏目に出るから困る。一般常識にない独自の難解な慣習に縛られて

いるのかジャワ人の心の中を理解するのは容易でなく、陰湿とも云える精神構造は本心が解からない。西欧

                                                      
10 タミール語で「粟の土地」の意味。なお、スマトラとはアチェ州にあった Samudera Pasai王国の「サムドラ」が訛ったもの。スマト

ラの古名の andalas とは「桑」の意味。古代にはスヴアルナドゥイーパ「金の島」と呼ばれ、義浄の著書には「金州」と書かれてい

る。 
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経済生活に最もそぐわない人達と言ったら叱られるが。 

東のジャワと西スンダでは似て非なる人々で、同列で語れば彼ら双方から異議あるは必定、国境もないの

にチレボンの先チロサリから南にチタンドウイ川の境を越えると空気までが変わる。王朝繁栄でいつもジャワの

圧迫で過ごしてきたスンダは独特のアラムスンダ小世界を持っているのは造形物(遺跡)がないかわり無形芸

能に顕著で、外人は主にジャワガムランにご執心だがどっこい歌舞音曲に並々ならぬ才能を発揮する。スン

ダ人のスウリン（横・縦笛）演奏は秀逸でそれ一本の竹でも芸術だ。ジャワを代表するガムランもスンダに来れ

ば変わらざるを得ない。Degung と呼ばれスンダはやはり竹笛の抑揚とクンダン(太鼓)の拍子が相応しく金属

音銅鑼はジャワに返した方がいい。一流ホテルの BGM で流れると、スンダを知らないバリ観光客は「やっと本

場ガムランを聞いた、いいねえ」と感激する。 

低地に腫れ物のような首都が出現したがそこは下界で、スンダはあくまで Parahiangan 高地だから最近遂

にバンテン州が分かれた。一歩外に出ればスンダの魔力に囚われるだろう。 

【投稿者の余計な註】 

●ジャワ人の思考様式についてはこちらを。http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-52/Aind-

52.htm 

●「ジャワ人の心の中を理解するのは容易でなく、陰湿とも云える精神構造は本心が解からない」 日本人

にとっては分かりやすいと思うが、こういう日本式に似た思考様式を好まない日本人にとっては「憎むべき

対象」となるのかもしれない。特に外国で働いている日本人にはこのような日本社会のやり方が気に食わな

い人が多いために、こういう意見が多出するのだろう。投稿者にとってはジャワ人の思考様式は違和感を感

じることが少ない。 

 

Jepang日本 

黄色い鶏が白い牛を追い払う Joyoboyoの予言11が的中し、オランダを追い払ったアジア人と親日感情は

世界一だった。戦後平和条約でインドネシアだけが賠償額で折り合わず条約批准しなかったが、膨大な賠償

(803億円強)と援助借款(９億㌦)で日本は紐付き還流方式で進出し経済に君臨したが、独立半世紀時代は

変わりつつあり日・イ親善に特別な感情を抱く人達も交代し、日本も普通の国になりつつあるのは貰えるもの

が無くなったからか。借款が返済される事は絶対にないだろう。 

1639年鎖国令で平戸の混血家族が追放され、ブレタ号でヴァタビアに向かった 11家族の中にじゃがた

らお春(GeronimaSimonsen1623‐97)がいた。それに前後して数百人の傭兵が英・蘭の覇権争奪に参加しアン

ボイナ事件の首謀者として斬首された九人、バンダネイラ虐殺に参戦した者、傭兵の悲しさで英・蘭に別れて

                                                      
11 Kediri王国の Joyoboyo 王の預言書にはこのようなことはかかれていない。後世の人の創作であろう。 

この Joyoboyo 王の預言書についてはこちらをご覧ください。http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-51/Aind-

51.htm 
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切り合ったバンテン事件などは余り知られていない。明治維新後に渡航した殆どが唐行きさんと呼ばれた娘

軍(ピンプ)で、それを追って南瞑の地に渡った呉服、売薬行商人(Toko族)と会社（Gudang 族）とは同じ日本

人でも全く交流がなく、突然驕慢な顔になる。インドネシア女と棲む日本人は南洋の日本人社会の不文律を

破るだけでなく一等国民からの堕落を意味する。 

「ジョンコスバブに片言マライ語を以ってしトッカンベチャにカナン・キリを声高に命じパッサルを横行してはイ

ニブラパマハルポトンボレで得々としている日本男子に物申したい。ワタシニホン十年あるヨ、日本娘さんたく

さんよろしいあるヨなどと喋る異国人と我々は真面目な話をしようとは思ふまい。これは原住民とて同じである」

－マライ語断想昭和 19年。 

太平洋戦争とその後の賠償、外資参入からか「日本人は突然大挙して押し寄せ、突然いなくなる奇妙な

集団」と囁かれ、いつかは帰ってしまう人で、落花生根、白手起業の華人とは明かに異なる民族だ。もしはな

いが、もし邦人が真のアジア融合を図るなら、彼ら華人や白人宣教師のように「帰らない日本人」を育てるべき

ではないか。⇒バタヴィアの日本人 
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K:10.6% 

Kabar便り、報道 

ApaKabar?「ご機嫌いかが」は最初に習う言葉。カバールはアラビア語系で本来は Khabar と裂過音で謂

う。インドネシア語の美しさは語尾音や無声音だが最近は薄れて失望。 

Khas特別、Khawatir心配憂慮、Khayal空想、Rakyat国民、Ichsan人名、Syahdu崇高などアラブ喉音は

むずかしいが mimbar(演説唱題)などアラビア語が美しく聞こえるのは歴史だ。 

KabarAngin とは噂、風言で伝播は実に早い。井戸端話しが膨張して暴走することもある。 

  

Kacapi琴、弦楽器 

舟型の横琴、ギター型、インドシター型、独自のササンドウ、単弦から数十本弦まで、Rubab胡弓多種多

彩、ポルトガル人持ちこみのチェンブレギターは一世を風靡。中国渡来と思われる銅鑼太鼓 Gong=鐘、

Jenglong=鉦、Bonang=小型ゴン、Peking=金属鍵盤 Panerusその低音、Suling=竹笛、Kendang=太鼓、音階も

独特でドレミは daminatila と呼ぶが違いは高音から低音になる事だ。竹笛 Sulingの穴の開け方で四つはスレ

ンドロ五つはベロック12とさまざまでそれぞれの笛で音程が微妙に異なる。ミュージックフィールドの奥は深い。 

  

Kalau もし、例えば 

会話をカラウではじめる人がとても多い。仮定形にすることで責任回避するともとれる。 

それほど多く会話の初めに必ずといってよいほど顔をだす。もし、機会があれば注意して。 

 

Kalimantanボルネオ 

世界第三位東側インドネシア領 54万平方㌔、ダイヤの河の名のように島より大河の意識が強く住民自身も島

の大きさなど関知しないのではないか、それほど広大だが、列強支配が名目的だったのは利益がなかったか

ら。河川が道路なのは今も変わらないからダヤク族(多部族)、華人移住、マドウラ人入り乱れてのスンピト騒乱

で数千人が虐殺され生首が陳列されても国軍すら鎮圧出来ない。西のポンチアナク(化け物の意)は移住華

人が多く蘭芳公司(1745)は世界最初の民主主義国？だとする説もあるし、お隣りクチンにはホワイトラジャブラ

ウン王国が百年も続いた。 

スハルト政商・ボブハサン帝国がラワン、油椰子を独占して乱開発し乾季には大規模な山火事が発生しシ

ンガポールは機能不能にもなる。焼畑農民の放火でないのは明白だが熱帯雨林は早晩喪失して気候も変わ

                                                      
12 Slendro:ガメラン楽曲の長調、Pelog:ガメラン楽曲の短調 
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るだろうが、陸地が山火事の後無数の島だったり、決して消えない燃え盛る露頭泥炭層、東部で 2500頭もの

オランウタン大コロニイが発見されたり、カリマンタンは巨大だが、表層土はわずか１５センチもなくひとたび雨

林が喪失すると再生は非常に困難でアランアランの不毛の草原になる。 

  

カリマンタンの語源にはいろいろとあるようだ。歴史家で地名学者の SlametMuljana教授はこう語ってい

る。 

カリマンタン(Kalimantan)は Klemantan とも呼ばれていて、その語源はサンスクリット語の Kâlemanthana 

(kal[a]季節・時期、manthan[a]発火する)である。Kâle と manthanaの aの音は発音の癖で無音になるから、

Kâlemanthana は Kalmantan となって現在の名前に落ち着いた。 

 

Kalendarカレンダー、暦 

日本美女カレンダーが唯一の壁飾りだった時代があった。 

暦には西暦、イスラム歴、ジャワ歴が列記される。新年もバリ Nyepi も華人旧歴も入れて四回もあるから複

雑だ。それぞれの民が新年を勝手に祝っている。 

  

Kakilima行商人 

路傍五歩の処での商いが名前になったという。Gerobak(手押し車)を押して流し売る。 

朝から置き物や椅子を担いで売り歩いて売れる(laku)のかと訝る。交差点で駆け寄る物売りはカキリマとは

いわず、彼らよりランクが高い。此処にはタイピスト(書記)と走り使いしか定職はなくサラリーマンが生まれて 40

年ほど、いまも半失業者は統計にとれない程多くタイムシェアリング先進国で、地方から大量の出稼ぎ志望者

が都市に押し寄せ日銭稼ぎとなる。ジャワの村娘は初潮で結婚し子が生まれれば亭主は逃げ親に子を預け

て町で女中になるしかない。 

 

Kamus 辞書13 

最古の辞書は十五世紀イタリア人宣教師 Pigafettaが残した 500語のチナ－ムラユ－イタリア語だが、

Frederik de Hautmanは 1603年インデイ歴史書(辞書)Spraecken de Woord-boek, Inde Malayscheende 

Madagaskarsche Talenmetvele Arabischeende Turcsche Woordenを編纂する。1623年には Casper WIltens, 

Sebastians DanckaertsがWoortboeknaerordervanden Alphabetin't Duytsch-Maleyschenを、1706年に

                                                      
13 Kamus,miskin の「カ行」の音は日本語には存在しない、喉の奥から端をはくように出す「クワッ=Q」のアラビア語の音。マスカ

ン(MSKN)銀行をミスキン銀行と呼んで笑われたことがある。 
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Lexicon Javanumがジャワ語辞書をヴァチカンに献上、1841年 A. de Wildeが Nederduitsch-Maleischen 

Soendasch Woordenboekを編纂し充実した。1928年十月青年の誓いインドネシアはひとつ宣言でひとつの

言葉インドネシア語が採択された。白人以外の最初はリアウの Raja Ali Hajiが 1928年にムラユと地方語を、

1930年には.J.S.Poerwadarminta, C.S. Hardjasoedarma, J.C.Poedjasoediraがジャワ語を、1948年 R. 

Satjadibrataがスンダ語を編纂した。 

1945年独立時国語としてインドネシア語が認定(UUDRI1945Pasal36)され,義務教育の振興と並んで発展

した。Djakarta,Tjintaなどと記されていた蘭語表記は 60年代に独自の綴字に変更され現在に至る。 

  

Kampung 村14 

田舎(Desa)村[1]のことだが都市の裏手の密集地の意味になり、それがスラムに転じたが先進国人が見て

そう思ったのだろうが最貧居住区とは違う。だいたい此処の平均値はカンプンで路地 Gang を入れば密集住

宅が広がるが、中は清潔で協同意識が強く秩序は下町雰囲気が満ち居心地は悪く無い。スラムはそんな生

易しい処ではなく手押し車「Gerobak」で親子が暮らす行商はいい方で、線路際や橋際の小屋掛けはすさまじ

いが、マニラやバンコク、メキシコシテイやリオデジャネイロなどの本格のスラム区はなぜか此処にはない。 

特殊な例を除けば外国人は都市しか知らずデサに留まる事はないしそれも覗き見だが、此処の実際の暮

しは過半数が暮す村で都市は浮き上がった場所だ。そしてそれは殆ど自給自足なのだ。外国事情もドルも車

にも行政にすら縁がなく、耕して寝るだけの暮しだ。 

【投稿者註】 

カンボジアには、カンポンチャムなど「カンポン」がつく地名が多い。これはチャム語の「kampung=町・

村」に由来している。お気づきのようにチャム語はインドネシア語族の一つで、互いに多数の似た言葉があ

ります。しかしながら、チャム語の会話はインドネシア語では聞き取れません。ということはずいぶん昔に分

離したものということがいえましょう。 

 

～kan(接尾辞) 

Bukan否定の kanではないか？Akanの kanだろうか。語尾につけて強勢、同意に有効。 

Juga同様に Sajaだけもよく使われる。Kokはなのヨ、だろ、Nah、Deh、Jo、Dong、Lah、Yah、Toh、Tokな

ど多彩で男女言葉の違いもある。使えれば会話は流暢(lancar)になる。 

  

  

                                                      
14 「村」というより「集落」の方が適当な訳だろう。村の中の集落は dusun とも呼ばれている。 
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Kawin結婚 

カウインしたけど Nikahはまだ15、役所に結婚届けをしてもまだカウインでニカは宗教上正式婚だから

Kawinは非公式になる。家族親族の認めない同棲は家畜に等しい。 

イスラムは男女関係にとても厳しく結婚式でも新郎新婦、客も男女別室になる。 

人間のセックスについては全く信用していない。持参金 Maharは都市では形式的になったが、式では嫁

婿入り道具を麗々しく飾りつけ初夜の部屋を公開し客は Kado（プレゼント）をそのベッドに置く。離婚する場合

の財産分割もはっきり書類で残す。婚前交渉はもとより姦通は有無をいわさず死罪。未婚女性を誘っても(デ

ート)必ず身内と複数で来る。ひとりで来るのは育ちが知れる。多妻(五人)は先ず寡婦 Jandaが望まれる(Al-

Quranに明記)のは当時戦乱で男が多く戦死したからだというが、第二夫人も身分を保証されるから近頃流行

りの愛人や不倫援交よりいいのではないか、と。カウインにご縁のないオールドミスは Randa、妾は Gundik。

公務員の多妻は禁じられている。ちなみに種付け、交尾もカウインという。 

  

Kasih愛情、与える、悲しい 

ありがとう Terima Kasih(あなたの愛をいただきます)。与える意味もあり常時使うから、いつも愛を与える気

持ちが強いのだろう。 

教えてと言う時 kasih tahu と使いたがるが感心しないカシに失礼だ。Beritahuがいい。16 

  

Kaya金持ち 

どうもここには人を金持ちと貧乏 Miskinの二種類の人間しかいないように評価するほどよく耳にする。話す

人はすべてがミスキンなのだ。 

Kayaは「～～のような」の Agak と同じ意味があり、会話では Sepertiなどよりよく使う。 

  

Kekasih恋人 

Pacarは夢中という動詞だが恋人で一般的。Jiwa（魂）も恋人、少し進行すれば似合い JodohMadu(蜜)にな

る。Kasihanは悲しい、恋はいつも哀しいものだが近頃は変わったらしい。 

  

  

                                                      
15 Nikah と Kawin は一文字しか違わない。Nikah は suratを使い、kawin は uratを使うのだそうな。 
16 庵原翁も指摘されているように、kasihtahuなど動詞に kasih をつけるのは下品だ。使役動詞にするなら memasukan など me-

--kan を付けると上品に聞こえる。 
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Kelapa椰子 

赤道無風帯の椰子は高く直立して生えているのがハワイなどの椰子とは違う。 

外国人はただ南国の風情にしか感じないが数えきれない種類があり17、椰子がなければ生きてゆけないほ

ど価値が高く果実はもちろん幹から葉に至るまで暮らしに貢献する。食事は先ずサンタン（ココナツミルク）造

りから始める。高蛋白で健康には良くないが旨い。ここでは砂糖は砂糖黍からではなく椰子の花房から採るし

ビンロウ椰子からは簡単に酒を造れる。儀礼に欠かせないシリの風習もキンマから採る。稲作圏とサグ食圏が

ある程サグ椰子澱粉を主食とする地域は東部に展開している。パームオイルの需要が増えて熱帯雨林破壊

が進行する。環境破壊を云々する前に朝シャンのシャンプーを節約する事。 

 

 

 

Kidal左きき 

左手は不浄だから左ききは住み難い。Kidal も凶不吉の意がある。 

Ganjil(奇数)も偶数より冷遇されていて、普通でないもの不思議な事をする意味がある。 

  

KKN腐敗、korupsi癒着、kolusi情実、nepotisme 閨閥 

KKNは汚職撲滅で片ずく生易しい問題ではなく国の文化だと嘆く人がいる。争いを好まず、正邪の判決

も曖昧に相手の気持ちを大切にし傷つけるのを怖れる（だからすこぶるいい人達）伝統があるから１＋１＝２に

はならないのを覚えておくといいだろう。 

生命をも賭けた独立前後の厳しい暮しの時代 KKNはなかったのにと再び嘆く声もある。 

  

Koboiカウボーイ 

コゥボイと発音、なんのことはないカウボーイでいたずら Nakal、言うことを聞かない Bandel、雄鶏 Jagoなど

いい意味では使わない。Pleman（Playboy）は遊び人、ヤクザ。Premanは私用,私物のことだけど。 

  

Konde髷 

婦人の髪型は種族により特徴がある。腰が高く左右ではなく前後に豊かな体形（出っ尻胸高）に真っ直ぐ

伸びた脚は明かに骨格が異なり、ダｲエット美白にご執心な日本女性は到底太刀打ち出来ないプロポーショ

ンをバテイック(腰布)で締め上げ、部族の誇りの髪を結い上げて金の簪 tusuk、絹の肩掛け Selendangの優雅

                                                      
17 椰子の種類に貝葉=lontar というのがあり、これは紙の代わりに使われていた。 
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な姿に見惚れるのは、ゆったりした歩き方で膝が曲がらないのも含まれる。結婚式では眼が落ち着かないが

歳を経るに従い貧乏人はかりん糖のように痩せ、金持ち婦人は水牛のように肥える。平均寿命が 50台なのは

彼女達ではなく全国の幼児死亡率が数字を下げているからだ。 

  

Kontan現金 

お金は Uangだが特に現金払いはコンタンという。ではウアンは何なのだろう？ 

普段は Duit18を使う。Dompet財布も Kantungポケットも銭のことだが後者は男の袋も指すから注意。支払

い済みは Tunai領収書 Kewitansi、Bon。 

 

Kost下宿 

街で多いのに辞書には他人の家に泊まる Monduk、Indekos とあるが見たことはなく、札には TerimaKost

だ。貸家は SewahRumahだが近頃は RumahDiKontrak売り家は RumahDijual と受身になるのが面白い。 

  

Kota町 

当初の意味は城砦(Benteng)だったが街の意味になりそれがジャカルタの下町に特定されて呼ばれた。当

時コタは南が総督府(現大統領官邸)、北が魚市場、西がアンケ掘割、東がチリウン川のコロニアルシテイでカ

ナル(水路)が巡らされ、帰属不明の猥雑でも活気ある西ジャワのニキビだった。今も商業を牛耳る華人の根

城でほかの街にコタの名前は付かない。 

行政は底辺に Desa19=村(±10万)部落、Camat=郡、Bupati、Kecamatan、県=Kabupaten、Propinsi=州(31)

に、そこに槍のように中央、軍とイスラムの干渉が入る。 

  

Keroncong クロンチョン音楽 

オランダに隔離された(1661年)ポルトガル棄民がずっと暖めてきたリズムがジャカルタの膨張でバタ臭い

音律が受け下町で流行り 30年頃に洋風歌謡として地歩が出来た。 

細かい弾弦リズムに乗って優雅でゆったりして繊細、高音の歌姫の歌唱は南国を象徴する独自性が、独

立でスカルノが国民音楽として奨励しラジオ放送で全国を風靡する。 

70年になり愛国国威掲揚の介入で庶民に飽きられ、重苦しい世情を吹き飛ばすニューリズム Dangdutに

席を譲るがその素晴らしさは変わらない。 

                                                      
18 Matauangは通貨単位だが、mataduitan はガリガリ亡者のこと。 
19 都会では desa とは呼ばす、kelurahan と呼ぶ。この下部組織が RWで最小単位が RT 
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Kuliah職業高、短大 

学歴はと尋ねるとクリアと答える若者が多いが辞書に出ていない。SMA高校修了後二年就学する。東大

に並ぶのが広大なキャンパスのインドネシア大学で UI と呼ばれ、スカルノが出た ITBバンドゥン工科大、ガジ

ャマダ大学が有名。首都には私立駅弁大学が林立するが金持ち以外入れずカリキュラムの質は知らない。 

  

Kubur墓地 

イスラムは地面より高い墓を造ってはならない。本場イブンサウド王の墓は墓守も特定出来ないというから

大統領霊廟などあり得ないわけだが。 

近頃の流行りは、遺骸 Jenazah、死骸 Mayat も驚く車、とバイクでぶっ飛ばす葬列で沈鬱も粛々さもなく、

轢かれても文句も謂えないが、泣き女を雇う華人よりさっぱりしているとも謂えるが。土葬だから都市では場所

がないだろうと思いきや、墓地(市営)は長い方で三代で無縁(墓料未納)となりその上に新しい遺体を埋めるそ

うで文字通り重層文化躍如か。 

 

 

【投稿者の余計な註】 

●「貸家」の看板に「TOLET」とかかれているものがある。この言葉のブランクに「I」を入れたくなるのは加齢

のせいか。 

●イスラム式の土葬は右脇腹を下にして顔をメッカの方向に向けるのでインドネシアでは必然的に頭が北

向きになる。現在の南ジャカルタ市庁舎は旧プラパンチャ墓地に建てられている。建てられた当時にはお

化けの話がよくあったが、最近は聞かなくなった。お化けにとっての環境破壊が進んだためなのだろうか。 
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L:5.6% 

Lagu音楽 

Seni(芸能)の一分野だが Sunyiだと音無し。Irama音楽リズム、Langgam洋風流行歌、Vokalia声楽、

Gamat合奏。Raguだと不安 bingun迷う gelisahになる。 

  

Laku行動、行為、通用 

流行る、良く売れる時にも使う。Laris もヒット品、Larap もおなじ。 

  

Lalu通る、過ぎる 

接頭辞で意味が大きく変わる Terlalu=大変、Selalu=いつも・常に、Melalui=経由、Berlau=過ぎ去る。語節

を繋ぐ場合 dan(それから)だけでは冴えない。Lalu,Lantas,Selanjutを使う。 

  

Layu枯れる萎む 

花などが萎れた。反語は Mekar花開くふくれる。花は女性に喩えられ同じように使われる。 

この言語は状態を実によく表す。Besarは大きい Kecil小さいなど正に発音通りだと思う。 

  

Lancong 見物する、観光 

Pesiar=遊覧、Tamasyaなどあったが今はWisata英語 Turisが主流。昔は日本にも観光渋滞などの言葉

はなかったのだからどうということはない。言葉は生きている。 

  

Larang禁止 

なぜか受身形で DilarangMasuk入場禁止になる。反語は Beres、Frei(Free)自由とも書く。 

 

 

Leceh 下品な、いやらしい 

唇から汁が垂れることだが、そのように品性下劣な人。女性が男を誹謗する時小声で Kesa=不快・がっかり

とも言うがこれが、Benci20(嫌い憎い)になったら望みはない。 

  

                                                      
20 だいぶ昔のこと、BENCI とは BENar-BENarCInta のことだと聞いたけど、今の若者はこんなことを言わないのだろう。 
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Lekas 早く、すぐ 

Cepat（はやく）の外に Segera,Berburu などいっぱいある。南国は動作が緩慢で急がせたいのかもしれず、

猫背でセカセカ歩く人はおらず姿も悠然と足からではなく腰からだす。 

  

Lihat見る 

Pandang=眺める、Tengok=振りかえる、Nampak=見える、Ninjau=見張る観察 

  

Losmen宿 

食事無しまたは別勘定の旅篭。Penginapan=宿屋、Pasanggrahan=宿舎などだが近頃みんな Hotelになっ

て区別がつかない。ロスメンは安価だし気がねがなく地方色も豊かで人間味が感じられる。ホテルになった途

端によそよそしくなるこけおどし。 

  

Luおまえ 

Kowe も華人語で「俺」は Gue。美しい語ではないから聞きたくないが若者は使う。 

Anda「君」が Engkauに kamu, kauになり disituお前になったら険悪。 
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M:6.4% 

Macet詰まる、渋滞 

ブタウイ方言で井戸が詰まった時などに使ったが車が急増する頃から使われだしたのは sengol, penyok

「潰れた、凹んだ」、Tubruk「突然襲われる→衝突」などで、車が流れている時は Lancar「快調」とか Kencang

「速い」。交通標識も普段使われない言葉が多い。Lintas lalu21は路線、Rambu berikut は「この標識からずっ

と」。とんでもない所で駐車違反、お巡りの虫のいどころが悪かったのか尋ねたら sepanjang jalan とまともなイ

ンドネシア語で答えられた。標識もそう書けばいいのに。⇒街角にて 

  

Majapahitマジャパヒト王国22 

ジャワ(インドネシア)最大の栄光の王国（13AD）で稲作管理で繁栄し版図は現在のアセアンより広大だっ

たからインドネシアの誇りだが、ジャワ・ヒンドウで王族僧侶の利益吸収体制が平等イスラム国に滅ぼされたか

ら内心複雑か。王族が内紛、火山噴火、飢饉、疫病で平家のようにかバリに逃れたのでバリ人こそ正統派と云

う人もいるが終末ははっきりしない。 

●マジャパヒト王国の遺跡訪問記とマジャパヒト王国の歴史に関してはこちらへ。全部読み終えるのに少な

くとも二日はかかりますのでご注意ください。http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-32/Aind-

32.htm 

マジャパヒト王国の滅亡は王位継承権のある男子が生まれなかったことによる内紛が原因。沿岸部にその

基礎を置いたイスラム系のデマック国は農業より商業を重んじ急成長を遂げたが、農業主体のジャワ内陸

部にはなかなか入り込めず、イスラムがジャワ全土に普及したのは 19世紀に入ってからであった。それ故、

ジャワ島には多数のチャンディが残っていて保存されている。 

 

Makan食べる、やられる23 

SudahMakan？食事済んだ？が普通の挨拶で、普段は一家揃って戴きますと言って食べるより食べたい人

が不定期 sembarangに食べるようにみえ、ご飯は大量に炊いておく。生活のけじめが少ないからか。床に坐る

のが仕来りだから女性は片足を立膝にするのは朝鮮民族に似ているがわが国にその習慣はない。してやら

れた食われた損したにも。 

  

  

                                                      
21 Lalulintasは交通の意味。 
22 マジャパヒト王国の遺跡は Trowulan と呼ばれ、Mojokerto と Jombangの中間地点に位置している。 
23 日本語では「食う」。この語幹の kにインドネシア語で動詞を作る me と kan をつけてごらんなさい。あーら不思議。 
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Makassar,Bugis マカッサル、ブギス族 

南スラウエシの雄族。いつも同列で語られるが言葉も習慣も異なるが剽悍で男性的性格は同じ。ミナンカ

バウ導師の教化で強固なイスラム。オランダの専横に「海に境を引けるか」と抵抗し、南海の勇鶏と怖れられた

スルタン Hasanuddin は有名。海洋民族の誇り高く内海航路を独占するが、長い部族抗争やオランダへの抵

抗で、常時戦乱で陸に棲めなかったと古老は謂う。港では彼らの言葉が飛び交う。サルン腰布の発祥地とい

い女性バジュボドは絹で腰で締めず左手で持つルーズな着方はセクシイだが男女の掟は滅法厳しいから注

意以上の配慮が必要。中央に馴染まず開発が遅れたが往時はバタヴィアより大きい街だった。東インドネシ

ア唯一最大の稲作地帯。周辺にトラジャ、マンダル、コンジョなど多くの民が散在する。独特の倫理を持ち頑

なで扱いにくい。 

●庵原翁はマカッサルが「サルン腰布の発祥地」とかいているが、あの縞模様のサルンは古代からインド東

岸のアンドラプラデッシュ州コロマンデルの特産品であり有名な輸出産品であった。 

話は変わって、ベンガラという染料はインドのベンガル州からもたらされたからその地の名前になったとのこ

とである。 

 

Malaria、sakitkura マラリア、Hawar感染症 

ハマダラ蚊の雌が媒介する原虫熱病で熱帯地帯の難病で太古より人類を苦しめてきた。 

偉人の多くもこの病いで倒れ歴史が変わった。アルプスを越えてイタリアに行くと病いに犯されるのでロー

マの旧友と呼ばれた。植民地時代のアフリカでもこれを怖れた白人が奴隷貿易に転換したほどだった。原虫

は非常に狡猾で宿主をすぐには殺さず共存し、間歇的高熱で徐々に体力思考を減衰させてゆく。土地の人

には多少の免疫(生まれながらの)が認められるが外来者にはなく献血も出来ない。罹病は熱帯生活の長さに

比例して感染し予防は３０米以上の高さの部屋で身体全部を覆う以外にない。タンクトップにホットパンツ姿は

自殺行為だ。特効薬キニーネは毎日、新薬クロロキンは滞在二ヶ月前から定期的に服用しないと無効で反作

用も強い。体力を維持していれば軽く済むから夜更し過労等厳禁、それでなくても熱帯での消耗は激しいの

は住民の歩き方を眺めれば理解できよう。飲酒癖の人には感染しないというが真異はしらない。温暖化と大量

輸送で原虫はじわりと北上開始。 

都市に多いデング熱は熱帯縞蚊が媒介するウイルスで原虫ではなく非常に危険。厄介なのは、幼虫は 1

センチの深さで生育でき綺麗な水を好むから古タイヤや空缶が格好の繁殖場になる。朝活動しカミカゼ的で

とまったと感じた瞬間刺している。脳をやられるので街の狂人乞食はデング感染者。蚊は外国人だからとエク

スキューズしない。この外日本脳炎、ジストマ、象皮病、シグアテラなど細菌にとっても住み良い土地柄なの

だ。幸い最強の黄熱病、エボラ出血熱は発生していない。熱帯を舐めると必ずきついシッペ返しに見舞われ

る。 
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Maley、Melayu24マレー人 

インドネシアはマレー人種でマレー語を話す文化というけれどそんな処はない。 

マレイシアがあるマレー半島は歴史時代までスマトラ人移住の過疎地で英国が来てからインドタミールや

華人を移民させたのだから。 

大陸から南下したプロトマレー人(バタック、トラジャ、ダヤクなど)と新マレー人デュエトゥロマレー(ミナン、ジ

ャワ、ブギスなど)だというがマレー人種なる存在がないのだから困る。なんとなくマレーで納得しているが奇妙

な呼び名ではある。 

  

Malu恥、恥ずかしい 

広くマルの意識がある。ならどうして男の風下にも置けないような、と怒ってもはじまらない。ここは彼らの国

で私等はちょっと置いて貰っているに過ぎないのだから。 

マカッサル族のマルは Siri と呼び限りなく強烈。駆け落ち姦通は決して許さない。彼等にしか解からない

論理で何がシリッなのか解からないから部外者は困る。恥部もマルアンといいデリケートなところとは言わな

い。 

  

Maluku、Molucca、マルク州 

最近南北マルク州になった。古く明の時代香料産地をMiliki(宝財産)と呼んだのが名の起こりという。歴史

を変えたスパイストレードの主戦場で、此処から地球が丸く東西から植民地争奪となる。イベリア人が来航した

時まともな社会はテルナテイスラム王国だけだった。英蘭の死闘でインドネシア列島はオランダが覇権を奪取

し、アンボン人には親蘭派が多く独立後マルク共和国樹立を画策(50年)失敗、亡命者は十万人とも云われ

る。憧れるオランダに着いたらブラックダッチと立場がなかった。色は黒いが美人 Hitam Manisはアンボン娘

のこと。マレー人種ではなくオーストロメラネシア系が勝り縮毛色黒。 

 

Manja甘え 

この気風は絶対権力者（殖民者）へのどうにもならない対応だったのか、卑屈にも思える甘え依頼心があ

る。Biar(どうせ)おいらはと、毅然としたところがない。とても女性的なのだ。嫌いだ。⇒甘えの構造 

●庵原翁は Manja=甘え、嫌いだ、と書かれています。この甘えの傾向は特にジャワ人に多くみられ、日本

人の中でもジャワ人に対する好き嫌いが分かれます。何事もはっきり言わない中部ジャワの人たちの気持

                                                      

24 Malayaはサンスクリット語で、Maleyはタミール語でどちらも「丘」を意味する。 
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ちを察して「礼儀正しくて優しい人たち」と解釈するかあるいは「はっきり言わない汚い野郎」と解釈するか

は、解釈する日本人の性格に依ります。翁はジャワ人を嫌っているようですが、性格的にべたべたした投稿

者はそうではありません。彼らとの長い付き合いで彼らの意図を感じることができるからです。 

  

Masa！まさか、あり得ない 

まさか！と全く同じ用法で発音も似ている。Cop!チェッ！ ehcop しまった。あのーというのに Anuがあるが

これは語尾につける(Sianu誰かさん)。Masaは時の意もあり pada masa ituその時は一般的なWaktu より範囲

が長く時代といった語感がある。マサ！ 

  

MataHari太陽 

日の本の国は太陽がシンボルだが熱帯や砂漠では敵だ。中東諸国の国旗は三日月や緑色を多用してい

る。イスラムは一日の始めは日没から。ここも陽の出(6AM)前四時頃から起きだし働き午睡をし、四時頃からま

た働く習慣だったが九時から四時までに変ってしまった。 

列島から北上した文化と人々(ワジャク人、湊川人、三ヶ日人)が稲作を日本に持ち込んだのは確実で、そ

んなに古くなくても琉球民謡ユンタの囃子にマタハーリヌ・チンタラ・カムサマサマヨは Mataharinu, Cinta 

kamu samasama yoh「さあ、お日様の下でお前と睦み合おうではないか」とピッタリあう。長崎名物チャンプルも

混ぜ飯だしインドネシア語の重語(Sama Sama,Kira Kiraなど)も中々、色々、山々などで日本語に移入された

という。 

●また「列島から北上した」とありますが、この当時は海面が現在より 100m も低く、ジャワ海も南シナ海も東

シナ海もスンダランドとよばれるユーラシア大陸の一部でした。詳しくはこちらを。 

「海を怖がるジャワ人」http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-18/Aind-18.htm 

●matahariの項目で sama-sama,kira-kira等が登場しました。でももっと多いのが日本語のオノマトペで

す。以下の言葉を二回続けてみてください。インドネシア語の意味と似たような表現になるでしょ。メラ(赤)、

メチャ(砕ける)、グルン(回る)http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-14/Fushigi/Aind14-24.htm

の「3.繰り返す言葉」をご覧ください。 
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Mati死 

死にそう、死ぬまで、死ぬ気でなど我々は普段よく喩えるが、自殺を禁じる宗教からこの喩えはここでは相

応しくない。比較的でてくるのは Sehidup Semati「死ぬも生きるも一緒」。 

死は maut、遺体は jenazah、故人は Almarhumだが亡くなった事は pergijauh遠くに行く panggilanお呼

び、Tinggalkan置いて行かれたと謂う。 

Mampus Luh=死んじゃえ(バカヤロ）などは最後の捨てせりふ。Brengsek=ちきしょう、Masabodoh=勝手にし

ろ、Rasain=食らえ・くたばれ、Nyit=失せろ！もあまり使わないほうがいいのはその後の言葉がでないから。喧

嘩言葉は最後の上級クラスに分類されるだろう。 

●死ぬことを meninggal dunia ともいいますが、この世を離れるのなら meninggalkan duniaではないのでし

ょうか。あるいは meninggal dunia (yang lain)の意味なのか、meninggal surgaなのでしょうかねぇ。日本語で

はまるで気が付かないし、英語では区別がない自動詞と他動詞のインドネシア語での使い分けはなかなか

難しいものがあります。理屈じゃなくって感覚で覚えなくてはならないのかも。 

 

MegawatiMegawatiSukarnoputra メガワテイ第五代大統領 

名前がどうして男性(女性は putri)なのかわからないがスカルノ王子の娘か。亡父スカルノのカリスマ性(兄

は政治意欲皆無)を引き継いで貰いたい。民主党 PDIに担ぎだされるまでスハルトに虐められ大学も行けなか

ったガソリンスタンドのおばさん25だった。 

第七回総選挙を控え物情騒然とし彼女は追放されたのが逆効果で庶民人気は沸騰し陰湿なスハルト降

ろしのシンボルになって PDI‐P闘争民主党と改名、父の時代のムルデカ！(自由独立)と叫んだがそれだけで

政治展望はなかったが学生(この国のエリート)に支持され、あれよという間に第一党に躍進、副大統領に。父

とは違って非常に保守的で、女は魔物か名前 Megah のように高貴で威厳がでてシンガポールでのショッピン

グも覚えて豪華に太り気味でも美しくなったが、肝心の政策はムルデカだけで寡黙、新聞紙上からインドネシ

ア記事はなくなった。お騒がせワヒドが自沈し大統領になった。東チモールの比ではないアチェ騒乱を平和

解決したらそれだけで名が残るだろうが旦那様 TaufikKimas の噂は芳しくなく、とにかく何か喋って方針を示

して欲しい。 

失墜した大統領の威厳を回復しようと神秘性を出そうと黙んまりだと密室政治になるし 1400 億ドルにも及

ぶ債務も減らない。 

メガワティの若い頃の写真がこちらにあります。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-01/Aind-01.htm 

                                                      
25 スカルノの遺産としてガソリンスタンドの独占権を持っていた。 
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Mending よりよい、かなりいい 

まあまあといった意味で Lumayan(かなり)もだが LebihBaik とは違う。 

せめて共和国の現状はルマヤンと言いたいものだが MasihKurangまだ不足。 

 

Mentah新鮮、未熟 

生の、半煮えのような語感で Muntah(嘔吐)とまぎらわしいので果物野菜には Segarを使う。26 

  

Mesjid礼拝堂 mosque 

本来清潔なら路傍でも礼拝は出来るが特定の日にはここに集まらねばならない。 

教会(Gereja)も寺院も宗教の権威づけ、こけおどし装飾はみな同じで常人とは異なるまがまがしい衣装で

迫るが、イスラムではがらんとして内部には何もない。そういった圧迫がないのだ。これを眺めると凄い教えだ

とつくづく思わずにはいられない。偶像、僧職を認めないから美しい幾何学模様と文字が描かれ西欧芸術の

一方の礎石となった。 

普段は近所の LanggarやMusholla(礼拝所)で祈るが、Wudu(洗浄)する時ズボン靴下を脱がねばならず難

儀しているようだ。やはりサルン(腰巻)がいい。全国約 12 万棟のムスジット 40 万のランガル、ムショラは無数。

最大はジャカルタのイスカデルでメダン27も美しい。 

  

Memang もちろん、云うまでもなく 

話のはじめに「そうですね」「実は」と話し始める人が多い。ここでも Sebenarnya ほんとうは、もっとも

BeginiBegitupula このようにそのようなの語り口がある。 

  

Merah Putih赤白 

共和国国旗。天地、赤は男の勇気白は女の純潔。モジョパヒト王国に由来し、赤白粥もあるがここの旗は

上下に長い幟様が多い。独立時ポーランド、モナコ公国と同じで調整に長くかかった。赤白はいいが青は

Biru28 茶色は Cokelat と途端に借用語になるのは色盲なのか。 

 

 

                                                      
26 刺身も ikanmentah と呼ばれる。海岸にあるインドネシア人の家で新鮮なアジをさばいて食べていたら「猫みたい」と言われた

ことがあった。 
27 メダン市の Majid Rayaのこと。 
28 庵原翁は biru と英語の blueを取り違えていたのではないだろうか。 
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Merdeka!自由を、独立を！ 

植民地解放独立戦争の合い言葉で、ブンカルノ(スカルノ兄貴)のムルデカ！素晴らしいインドネシア語の

演説で民衆はひとつになった。娘、メガワテイスカルノプトラもムルデカ！しか言わず新大統領になった。いま

だにムルデカ以外に彼女の政策を聞いたことがない。 

  

Mie麺 

それまで日常に麺食の習慣はなかったが、即席麺がスーパーミｲで爆発的に売れてから此処の食生活が

変わった。指では食べられないから箸も所を得たほど。汁は少なくそのままスナックとして食べる人もいるのは

猫舌だからだろう。 

  

Milik所有、富 

Tanah milik XX「所有地」の立て札がある。香料交易で来航した明の人がマルク諸島にこの語を当て今の

名前になったという。 

  

MinalaidinWafaizin祝辞 

断食明けで喜びと勝利をもてた。Minta ma'af Lahir dan Batin「物心両方でお世話をかけました（明けまし

ておめでとう29）」と挨拶しあうが今年もまた謝る事をしてしまうだろう。 

  

Minangkabau ミナン族 

ジャワとの戦いで勝利(menang)した水牛(Kerbau)に因む誇りある名称でパダン人とも呼ばれる西スマトラ代

表種族。稀有な女系社会で男は入り婿(sumand)になり発言力は弱い。 

イスラム入信は非常に古い30が母系社会の相克が絶えず、男は外地に活を求め(Merantau)マレイシアを

含め彼らの足跡は全土に拡汎。商才があり、女中になるなら行商を選ぶ。事実、現地でお手伝いさんを探す

のは至難だ。首都の市場を占拠しその橋頭堡のパダン料理は美味で共和国を席巻した。始祖からの六家系

(Singkuang,Caniago,Guci,Tanjung,Sikembang,Jambak)が厳として存在し同系の婚姻は認めないからメランタウ

で都会に住む若者は恋仲になる前にさりげなく聴かねばならない。初代実力副大統領 Mハッタ、文筆作家

教育ジャーナリストを多く輩出し独立時古都ブキテインギが首都だった。独立時多くの俊才を輩出した Koto 

                                                      
29 お正月でもないのにこうあいさつする雰囲気がある。 
30 13 世紀ころ。ジャワにイスラムが普及し始めたのは 16 世紀以降で布教が終了したのは約 150年前のこと。 
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gadangは維新の萩を彷彿させるが、当時同村は親蘭で他所より教育を受ける機会が圧倒的に多かったという

が、学べば当然反蘭になるだろう。教育水準は共和国一、二で小学校から帰れば Aji聖典学習が待ってい

て日本の塾通いより厳しいかも。31 

ミナン語はムラユ語の母語でシアク、バタンハリ、カンパルなどの大河を通ってマラッカ海峡ムラユに拡汎

していったらしい。発音はめりはりがあり美しく祖語の風格を感じる。 

 

庵原翁がのべているミナンカバウの語源は一般的に流布されているものであるが、学術的には間違えてい

るようだ。以下ををご覧ください。 

 

++++ 

スリウィジャヤ王国の都がパレンバンにあったという説の根拠になっている KedukanBukit碑文について、

SlametMuljana教授は著書 SRIWIJAYAで以下のように述べており、Minangkabauの語源は翁が指摘する

「水牛を使ってジャワとの戦争に勝った」というものとはことなる。 

 

第 3 節クドゥカン・ブキット碑文 

クドゥカン・ブキット碑文は今に至るまで困難な問題を形づくってきた。問題となっているのはまず、この碑文は

何を意味しているかということである。碑文中の siddharyâtra という語はは何を意味しているか、またミナンカ・タ

ムワ(ル)とはどこなのであろうかという点である。これこそが、スリウィジャヤの歴史を知るために解決しなくてはな

らない基本的な問題点であるがこの問題は簡単に解決できるものではない。言語学のみならず歴史的遺構の

分野において研究者の間で意見が交錯しているのがその証拠である。何年もかけて研究者たちはこの問題に

注意を払ってきたが、現在に至るまでこの問題は解決されていないこの点に注目してみよう。この碑文の存在に

関する概要を理解するために、この章の最後に上記の碑文の翻訳文を掲載する。上記のような方法を通じて、

この問題を解決する道をたどることができるのである。 

クドゥカン・ブキット碑文に関して、HindoeJavaansheGeschiedenis の中でクロムはこのように書いている。「す

べてが明らかになったわけではない。しかし、超能力を求めるための参詣であるということははっきりと言える。こ

の出来事は他の聖地に対する一般的な理解と一致している。この出来事はスリウィジャヤ王国の建国と関係が

あるのではなかろうか。一つの事実はこの事件が国家にとってとても重要であったことをおもいださせるものであ

った。」クロムはさらにこのように記している。<135>「明確なのは、いくつかの語がはっきりしていないことだ。それ

                                                      
31  1970 年代に調べたところ、新聞の発行数はジャカルタ、スラバヤに次いでパダンが三位に入っていた。人口比するとパダン

地域は相当に新聞が普及していたことがわかる。 
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はたぶん人名である sambau(後日プルバチャラカが perahu と訳した)と、王が自分を解放した場所であるミナン

カ・タムワ(ル)という謎を形成している語である。 

クロムが論じたことはまだ「可能性」の余地から脱していないが、モハメッド・ヤミンによればすでに確かになっ

ているとしている。LaporanKongresM.I.P.I の 193 ページに、「パレンバンのクドゥカン・ブキット碑文上に公式に

スリウィジャヤ王国の建国宣言の布告を 683 年に刻んだばかりだ」とモハメッド・ヤミンは書いている。 

このように、クロムのみならずヤミンもクドゥカン・ブキット碑文はスリウィジャヤ王国の宣言碑であると考えてい

るが、私はこの碑文がスリウィジャヤの建国と関係しているとは思わない。新唐書資料によると、スリウィジャヤ王

国は 670 年に中国へ朝貢使節を送っており、それはクドゥカン・ブキット碑文の 13 年前になるからである。683

年にはスリウィジャヤ王国はしっかりと独立しており、かつまたダプンタ・ヒャンは少なくとも二万人の軍勢を保有し

ていた。これらの点においてクドゥカン・ブキット碑文それ自体が建国宣言碑文であるという説には賛成しかね

る。 

  

クドゥカン・ブキット碑文には、ダプンタ・ヒャンが、683 年の waiçakha の満月の 11 日に mangalapsiddhayâtra

をしたと説明してある。セデスは、クドゥカン・ブキット碑文にある siddhayâtra という語を Nhan-bièu 碑文にある

「超能力を求めるための参詣」の意味である siddhiyâtra の同義語であると理解した。このようにしてセデスはクド

ゥカン・ブキット碑文は超能力を求める参詣の碑文だと解釈した。いわく、「siddhayâtra は超能力を得るために行

脚あるいは参詣を意味する siddhayâtra より適切な語であり、これこそが Nhan-bièu 碑文やクドゥカン・ブキット碑

文におけるその語の意味である。バギンダはミナンカ・タムワ(ル)で超能力を獲得するために船に乗った。」

<136> 

上で引用したようにこのセデスの説にクロムが賛同した。ニラカンタ教授も同様であった。B.K.I.881931 年の

中の論文で R.A.Kern は siddhiyâtra を「神の恩恵を探すこと」と同じ意味を持つとした。チャブラは Siddhayâtra

を Buddhagupta 商人船長と Kathâsaritsâgara の中で見つかった物語の関係の中で問題を処理した。 

カスパリは、siddhayâtra という語が 856 年の古いジャワの碑文にもみられると、

AmemorialoldJavanseinscriptiondated856 という題の論文で指摘している。節(Strophe)22 はサギとカラス、ガチョ

ウ商人がその避難場所を得るために水浴したと読める。この文章は siddhatayâtrasiha という言葉を伴っている。

この節は意味不明ではあるが、鳥と商人が水浴をするように勧められたので、あちこちを移動し、水と関係のある

鳥と商人とをつなぐために siddhayâtra という言葉が使われたということに至るのである。カスパリはこの鳥という
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言葉はサンスクリット語で tirthakaka と発音されると指摘している。Siddhayâtra の問題で得られたことはここから

あちらへと「あちこち移動する」いうことである。 

Siddhayâtra という語に関する多数の専門家の研究結果に目を通すと、基本的な疑問がわいてくる。それは

siddhayâtra という語がカスパリの言うように siddhiyâtra という語に変化する必要があったかということである。私は

その変化の必要はないと考える。その理由は 1)siddhayâtra という語自体が旅行という意味を持つ、2) 三行目の

siddhayâtra という語は十行目の jayasiddhayâtra という複合語に含まれる siddhayâtra と関係がある、

3)siddhayâtra という語と jayasiddhayâtra という語はもちろんクドゥカン・ブキット碑文にみられ、この単語の形は確

かに正しいものである。 

  

この理解に基づくと、クドゥカン・ブキット碑文は siddhayâtra すなわち栄光の行進の碑文である。栄光の行進

とは戦争で勝ち取ったことに関係を持つゆえ、栄光の行進とは国家の生命の中における重大な事件であったこ

とは明確である。「栄光の行進」の文字は 10 行目にあり、行進の記録の締めくくりとなっている。<137> ジャワ風

な言い方では「ゴングが鳴る」ということになる。その意味とは重要な事柄なのである。<度欲註:ジャワのみならず

全てのガメラン音楽でゴングは 4 小節目の四拍目に小さいもの、16 小節目の四拍目に大きなゴングが鳴り、こ

れを何回か繰り返したあとに楽章と影絵芝居の舞台がかわる、幕間である> クドゥカン・ブキット碑文は行進の碑

文であることは、この短すぎる碑文において次に示すようにいくつかの行軍について書かれているので、すでに

明確である。 

(a)   Waisaka の満月の 11 日、DapuntaHyangは乗船した 

(b)   Jyestha の満月の七日に、DapuntaHyangは軍隊とともに MinangaTamwa(r)を出発した 

(c)   Asada の満月の五日に DapuntaHyangが到来し居留地を設定した 

(d)   …………この居留地の仏教寺院 (碑文の破片からの追加) 

上記の(a)の記述からは、ダプンタ・ヒャンが軍隊とともに船に乗ったということは明確にされていない。この記

述は単にダプンタ・ヒャンが船に乗って旅行したことを述べているだけである。(a)と(b)の時間差は 26 日である。

突然(b)でダプンタ・ヒャンが二万人の軍勢を引き連れてミナンカ・タムワ(ル)を出発したと述べている。(a)と(b)の

時間差が 26 日しかないことを考えると、Waisaka の満月の 11 日のダプンタ・ヒャンの行軍は直接ミナンカ・タムワ

(ル)に向かったもののようである。 
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換言すれば、ダプンタ・ヒャンは二万人のスリウィジャヤの軍勢と合流するためにミナンカ・タムワ(ル)に来た、

ということになる。ミナンカ・タムワ(ル)からダプンタ・ヒャンが向かった先はまったく読み取れない。読み取れる文

字は ma、ta(ka)、dja(?)だけである。セデスはそれを Matajap と解釈し、クロムはムラユではないかと推測した。ク

ロムの説は名前に la の文字がないことを理由にセデスが否定した。七行目にやや明らかに読める文字は私見

では da である。その文字は九行目の六番目の文字である datang(datam)と同一である。セデスも、もし da でな

ければ ya であると考えたが、彼は ya であると方を選んだ。上記の文字は他の不明瞭な文字に付随している。

みられるのはただ垂直な線だけである。セデスはこの線を pa の文字の一筆目の線であると考えた。私見ではこ

れは na の文字であり、9 行目の wanua の na の文字と同一形状である。見間違いや間違えた推測ではないとす

ると、この名前は matadanauであると思われる。その意味は「telaga/danau=湖」あるいは「泉」である。この名前は

いくつかのスリウィジャヤの碑文が発見されたトゥラガ・バトゥ(TelagaBatu)の telaga に一致している。そのうちで、

ここで論議していることに関係している重要なことは、「この居留地にこの仏教寺院」(カスパリ

著 PrasastiIndonesiaII,14-15 ページ)というしめの言葉である siddhayâtra の語がある碑文の破片である。 

  

建物の建築事業に関する碑文はふつうはそれに関連する建造物の中にたてられている。現在トゥラガ・バトゥ

と呼ばれている寺院がマタ・ダナウに建てられたとしてもおかしくはない。軍勢を引き連れたダプンタ・ヒャンはそ

の土地に喜んで来た。Asada 月の満月の 5 日に、彼は居留地を建設するために喜んでやってきた。どこにやっ

てきたのかははっきりとは書いていないが、その土地とはここに述べた土地であろうと思われる。 

この碑文は Çriwijayajayasiddhayâtrasubhiksa……という文章で閉じられている。ダプンタ・ヒャンの行軍は尋

常のものではなく、二万人の軍勢を率いていた。この行軍はこのように栄光の行軍であった。この栄光の行軍は

ミナンカ・タムワ(ル)から始まった。「栄光の行軍」とは戦勝が導くものである。それゆえ、ダプンタ・ヒャンの栄光の

行軍が始まる前に、彼の軍勢は戦いにおいて勝利したのであった。ダプンタ・ヒャンを頭とする行軍は彼が居留

地を建設しようとした場所に向かった。居留地の建設は Asada の月から始まった。二万人の軍勢はミナンカ・タ

ムワ(ル)で集結し、そこから栄光の行軍とよばれるマタ・ダナウへ移動し始めたのであった。 

  

ミナンカ・タムワ(ル)はまだ推測できない謎を形成している。カーンは B.K.I.88(1931)で、ミナンカ・タムワ(ル)

はムシ河の河口と同一であるとした。<139>Minanga のという語を「河口」と解釈したのである。ミナンカ・タムワ(ル)

が Musi河の河口とするならば、Musi河を Tamwa(r)と呼んだことがあったのだろうかという疑問がわいてくる。南

海寄帰内法伝の中で義浄は頻繁に仏逝河あるいはスリウィジャヤ河と呼んでいる。その名前は今も Tamwa(r)で
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はなく Musi である。さらにスリウィジャヤの王都から Musi河河口までの行軍は前に述べたようにそれほどの長時

間を要するものではない。 

「インドネシアの歴史 RiwayatIndonesia」の中で著者のプルバチャラカは、ミナンカ・タムワ(ル)とは川の合流

地点であると説明している。彼の論では temu(会う)の古語である Tamwa に関する説明をその基本としている。こ

の意見は注目に値しない。タラン・トゥオ碑文に tmu(temu)という語がすでにあるゆえ、カスパリはその誤りを全面

的に認めている。 

川の合流点に関してプルバチャラカの意図するところは、ミナンカバウ地域において KamparKanan と

KamparKiri との合流点であるということである。プルバチャラカはミナンカバウの名前はこの名前に立脚している

と説明している。すなわちミナンカバウの名前は MinangkaTamwa(r)に由来しているといってもおかしくはない。

疑問点としてあげられるのは「MinangkaTamwa(r)がはたして MingangaKampar と同じか」という点である。

MinangkaTamwa(r)に関してカスパリは積極的に明確な意見を表明していない。彼は muara が河口であるという

解釈に傾いている。モハメッド・ヤミンもプルバチャラカの解釈に賛同していない。モハメッド・ヤミンはこれを

MinangkaHambar と読んだ。いまだバタック語で使われているように Minangka とは川を意味し、一方 hambar と

は tawar(淡水)である。この解釈によれば、tawar川の意味するものは BukitSiguntangの麓にある Sengkawak 川

である。Ta と ha の文字は極めて異なっている。この文字は ta であり ha ではないのは確かである。モハメッド・ヤ

ミンは hambar という語と tawar という語を同一視するという理想に支配されていたのである。Hambarの ma(m)と

いう文字を tawar という語に挿入すると、tamwar という語が得られる。この発想はユニークではあるが、この問題

を解決することはできない。Tamwar(r)という語をあまりに弄り回すことは重要ではない。<140> 

この minangka という語を河川、河口あるいは合流点と理解することに問題はない。モハメッド・ヤミンが指摘

するようにバタック語で minangka はいまだに川を意味している。また、ジョグジャカルタ市の西部を貫流する川の

名前は winanga という名前で知られている。スマトラにおいては、binanga が Baruman 川の岸にある町の名前と

して知られている。このように、minanga は川に関連する語なのである。残された問題は Tamwa(r)がどこに位置し

ていたかということである。ところで、インドネシア・マレー語では minanga という語が川を意味する語には使われ

ていない。すなわち、この言葉は古語になってしまったのである。 

  

現在我々が b という音で発音している言葉は、スリウィジャヤの碑文ではふつう wの音をもっている。たとえ

ば wulan は bulan、wañak は banyak、seriwu は seribu などである。語末に着く a の音はミナンカバウ語のように o
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と変化している。たとえば siapa は sapo、apa は apo、lamaは lamo、bersua は bersuo などである。しかしながら、

現在スマトラに全土で Tamwa(r)と呼ばれ、これに相当するような川は存在しない。 

その名前の発音が変わったか全く新しい名前にかわったとしても、Tamwa(r)は確実に現在も存在する。普通

その名前はそこの住民の言葉に従いその形あるいは呼び方が変わるだけである。この法則に従うとすると、たぶ

ん Tamwa 川は JambiHulu 地域でまだ知られている川であろう。その名前とは現在 BatangTebo(テボ川)である。

BatangTebo と BatangHari との合流点に位置する町の名前は MuaraTebo である。ふつう川の合流点にある町

の名前は、本流に合流する支流の名前が、muara の後に付けられている。たとえば MuaraTembesi である。この

地点は Tembesi川と BatangHari の合流点に位置している。この例として、MuaraRupit、MuaraEnim、

MuaraTebo、MuaraDua などが知られている。 

  

注意を引くもう一つの問題がある。それはミナンカ・タムワの四行目にある「DapuntaHyangmarlepas」の中にあ

る marlepas という語である。<141>それをセデスは「Baginda は～から自分自身を解放した」と解釈した。ジャヤワ

ルマン王がジャワ王への献納をやめたことによって、カンボジア王ジャヤワルマン II世がジャワから自分を解放

するための siddhiyâtra とセデスは関連付けたために、彼はこの翻訳を完成できなかった。 

  

この翻訳の内容は進行の経緯を述べているクドゥカン・ブキット碑文の内容と矛盾していた。クロムもこの難問

から抜け出ることはできなかった。事実、最大の難問はミナンカ・タムワ(ル)の問題を解決することであった。上記

の語が意味するところが理解できれば、marlepas という語が問題を提起することはなかったのである。ミナンカ・

タムワ(ル)のとはジャンビの上流地域に位置する Batang(muara)Tebo であると考える。Dariの語は場所に関連

し、契約とか他人の支配とは関連しないのである。 

碑文の内容にある、「ミナンカ・タムワ(ル)からの marlepas」という語句は「MinangaTamwa(Muara あるいは

BatangTebo)からの出発」を意味する。いまでもマレーとシンガポールのマレー語では berlepasを出発の意味で

使っている。たとえば「彼らは明日 berlepas出発するだろう」と。(引用元 BeritaHarian1961 年 5 月 17 日号) 

  

クドゥカン・ブキット碑文の解析の中で、セデス教授は Nhan-biêu 碑文に大きく影響されており、ゆえに彼は

siddhayâtra を siddhiyâtra と変形してしまった。というのは siddhiyâtra は霊界との関係を持つ言葉であり、

marlepasを「…から己を解放した」と解釈したのである。たぶんその前に立つスリウィジャヤという語に惑わされた

ために Jayasiddhayâtra という語の中の jaya という語はなくなってしまったのであろう。 
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もしこの解釈が正しいとすると、この栄光の行進とは Muara(Batang)Tebo を出発し、パレンバンのマタ・ダナウ

(トゥラガ・バトゥ)に向かうものであり、683 年にスリウィジャヤがムラユ王国を屈服させた時の勝利の影響ということ

になる。スリウィジャヤによるムラユ王国の屈服は次の証拠による。<142> 

(1)   義浄の報告「現在スリウィジャヤの一部となってしまった」 

(2)   Batang(Muara)Tebo はムラユ王国に含まれるジャンビの十流域に位置する。 

(3)   スリウィジャヤ王によって建てられたカラン・ブラヒ誓詞碑文の発見。カラン・ブラヒ碑文は MuaraTebo の東

南地域のムラユ王国の支配地域に位置するのは明らかであり、大量の砂金を算出した山間部と東海岸を結ぶ

陸上・水上交通の主要交通路であった。 

  

クドゥカン・ブキット碑文はこう述べている。 

(a)   幸あれ！サカ 605 年の 11 日目の 

(b)   Waisaka の満月の日からダプンタ・ヒャンが乗った 

(c)   船は siddhayatra を行った。満月から七日目の 

(d)   Jyestha の月にダプンタ・ヒャンはミナンガを出発し 

(e)   タムワ(ル)から二万人の兵を率いて 

(f)   一艘には二百人、千隻が進み 

(g)   312 個が matada(nau)に到着した 

(h)   満足して(Asada)の満月の日から五日目に<143> 

(i)   安心して居留地を作った 

(j)   スリウィジャヤは完全に勝利の行軍を成し遂げた 

++++ 

 

 

Minahasa ミナハサ族マナド、ウエナン 

北スラウエシ長大岬の東のマナドが故郷。過去にモンゴリアとの強い混血があったと思われる容貌が認め

られる。オランダ殖民が最も成功した地域で学校はジャワの百倍、中間職に登用されたので水準が高く少し

前まで家庭でもオランダ語で、ジャワをあっちの人々などと言う高慢さもみえる。火山に抱かれ風光明媚豊か

な箱庭の美人国、チャペルの鐘の音が響くと剽悍なマカッサル人と同じ島なのを疑うし椰子鼡や蝙蝠、犬が

好物とも信じられない。クリスチャンだがそれも岬東端で 150 ｷﾛも走らずイスラム圏になる。拘りのない楽天的
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見栄っ張りで享楽的で新し物好きだから小さい種族の特質は早晩失われるだろう。経済ルートの変化で景気

は沈滞気味。小さい州に特異な生態系で多くの保護区が散在する。 

  

Minta求める、望む 

Mintamintaはこじき32。GotongRoyong(援け合い)の国だからミンタで明け暮れる。 

私のもの君の物という所有概念が確かに違い、薄いようだ。いちばん必要な人が得るといった互助精神が

豊かだ。苦しくてもそれが必要なら出すのに何回も出会った。薄給の社員ですら眷属の学費や生活費を負担

している。しかしみんなが欲しい物は銭でそれは片寄っているから総ミンタミンタになる。困った事にはそれが

嵩じると貰って当然出して当然といった風潮にもなる。 

この国を知るには出す側ではなく貰う側に移らなければ解からないといわれたが真実かも。 

所有概念が薄いのはいわゆる当時の発展途上国のみではなかろうか。アジアでは大体どこでも薄い。 

眷属の学資などを工面するのは当然のこと。社会保障制度がない国なので、こうするしかないのだ。こと社

会保障にかけては、アジアの大きな国の中で日本が例外的なのである。 

「日本の常識・アジアの非常識」だ。 

 

「銭の偏り」神は公平であるといわれているのに金持ち・貧乏人がいるのはなぜか? 

「金は天下の回り物」である。すなわち神様が管理していると思えばよい。 

あなたが世の中をよくするために投資しようと思っているときには、怠け者に投資するより資金をう

まく使える人に投資するだろう。 

神様だって同じだ。 

(裏の意味:アンタは怠け者だからいつまでたっても金がないんだよ!) 

 

Mogok故障、動かない 

車のエンコをいい Rusak=壊れた33は使わない。Macet同様ジャカルタ方言。ストライキにも使う。Kotok 

Magik34と描かれたボデー修理屋は塀の中を見せず魔術で直しそれが流行るのはモータリゼーションとはかけ

離れた脳味噌だと呆れるのだが。 

  

Muat載せる、収容 

積載量にも乗客にも使うのは中に入れられる語意があるからだが、内容 Isi(中味)とは区別する。小さい物

がイシか、同封は Lampirだが。 

                                                      
32 Pengemis と呼ぶ方が正確。乞食は一般的に Peminta-mintaである。minta-mintaは動詞的に使う。 
33 トヨタ・キジャンについているマークは rusaを形どっている。角が枝分かれしているのが rusaでそうでないのが kijang。でも

mobil rusaなんて人聞きが悪い。 
34 Ketok Magicが正しい表記 
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MudahMudahan～するように、そうなるように、願わくば 

別れの時など、万感を込めて mudah-mudahan kita dapat bertemuまたお会い出来ますようにと謂う。

Semoga とか Harapなど類語があるがこちらを好むよう。自分達の力で会う努力ではなく神の思し召しで会える

ようにといった感覚があるようにみえる。 

  

Muhamadiyah35ムハンマドに従う者=寄宿学校 

1912年イスラムの原点に還るとの理念でジョクジャカルタに創設された学校で近代的なイスラム団体として

主に都市部で成長しスカルノはじめ多くの人材が関係した。現在の総師は政界の業師アミンライス。東部ジャ

ワの HasimAsyari設立の Santri伝統的イスラム寄宿塾 Pesantoren も最大組織 NahdatulUlama(イスラムの覚

醒)と一体になって農村部に広く透浸し底辺を支えている。また TamanSiswa(学の園)運動も師弟が起居を共

にするジャワ式教育に従って活動しており国家義務教育以外の教育環境は予想以上に充実している。 

わが国の偏差値重視教育とは異なり人格形成(イスラム)に重点があるのが異なる。 

  

Muka顔、前方、始め 

顔を潰された hilang muka、顔を売る jual muka、機嫌をとる cari muka、厚顔 tebal muka、顔がきく、顔が潰

れた、顔をかせ、世の中どこでも同じだ。 

  

Mundur後退、去る 

Kandas挫折して Tunda纏まらず Kacauごちゃごちゃ Tolakいがみあい Bubarばらばらになり Mundur、

Cerai別れるが嵩じると Bangkrut破産。商業界の一例でした。 

 

  

                                                      
35 Muhammadiyah が正しい表記。伝統的イスラムの NahdatulUlama とは異なる考え方を持つ。Muhammdiyah には高学歴者が

多いと聞く。NahdatulUlama の中心地は東部ジャワの Jombangで町にはビールも置いていないし娯楽がない。この町の若者た

ちは娯楽のために Nganjukか Mojokerto に出かけると聞く。 
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