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「ヌサンタラのインド人（１）」（２０２２年０４月２５日） 

日本人がインドと呼んでいるあの国の名称をそんな発音で呼んでいる国は世界にほとんどない。韓国

人がそう発音しているのは、原因が中国にあるのか、それとも日本なのだろうか？ 

世界中のたいていの国は India あるいは語尾に母音のない Ind や Hind、または Hindustan などの言葉

で呼んでいるようだ。だから、インドとインドネシアは紛らわしくて違いが分からない、などと言うのは日本

人とせいぜい韓国人くらいだろう。India と Indonesia が紛らわしいなどと言う英語話者は果たして存在する

のだろうか？ 

 

日本人がインドと呼んでいるのは、中国語の印度を摂取したからだ。唐時代の仏僧である玄奘三蔵が

身毒（シンドゥオッ）、賢豆（ヘンドウ）、などの表記に替えて印度（インドゥオ）を提案したことで、その文字

表記と発音が中国に定着した。 

中国語「印度」の中古音は Yinduo で日本語インドとよく似ている。語源はペルシャ語のシンドゥスあるい

はヒンドゥスであり、ペルシャ文化地域とインド文化地域の境界を成す大河インダス河を指してインド人が

呼んでいた Sindhu から取られたという説が語られている。シンドゥはサンスクリット語で河を意味する。 

つまり Indus 河は元々インド人が名付けたシンドゥという名称をペルシャ人がシンドゥスあるいはヒンドゥ

スと呼び、Sindus/Hindus がヨーロッパ世界に伝えられて Indus に変化し、インドゥスと発音する国もあれば

英語のようにインダスと発音する国も出た。日本人は何が何でも英語を取り込んだから、その河の名称を

インダスとしてしまったというのが、インド人が呼ぶシンドゥ河の極東に流れ着いた結末だろう。 

 

日本語では、国名はインド、インド古来の宗教はヒンドゥ（教）、現代インドの公用語はヒンディ（語）、イン

ドの語源になった大河をインダス河と呼んでいる。それらの間に一貫した関連性は感じられるだろうか？ 
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インド - ヒンドゥ教 - ヒンディ語 - インダス河 

 

現代中国語（北京語）で印度は Yindu と発音される。ヒンドゥ（教）は印度 Yindu 教、ヒンディ（語）は印地

Yindi 語、インダス河は印度 Yindu 河と書かれてそのように発音され、十分な関連性を感じさせてくれる。 

印度 Yindu - 印度 Yindu 教 - 印地 Yindi 語 - 印度 Yindu 河 

インドネシアの国名短縮形（未公認）と日本語の印度 Indo が同じだから紛らわしいとコメントしたインドネ

シア人がおり、日本人自身の中にも上述のように紛らわしさを訴えるひとが少なくない。中国語発音 Yindu

に変えれば紛らわしさは大きく減少するように思えるので、これから日本人はインドと言わずにインドゥと

発音すればそのような問題の解決に貢献するかもしれない。紛らわしさにお困りの方はインドをやめてイ

ンドゥと発音してはいかがでしょうか。 

ただしその場合、インドネシアを中国語式で発音してはいけない。正式国名の Indonesia を中国語では

印度尼西亜 Yindunixiya と発音していて、原音のインドがインドゥにされており、中国語の方に歪みがある。

日本人のインドネシアの発音はそのままで良いのであり、インドの発音だけをインドゥに変えてはどうかと

いうのが上の提案だ。 

ところで、中国人の中にもやはりインドゥとインドゥニシヤが紛らわしいと言うひとがいるのだろうか？

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（２）」 サラカナガラ （２０２２年０４月２６日）  

さて、世界最古の文明のひとつであるインド（インドゥス）文明が高揚して、あたかも水が低きに向かって

流れ出るように、東側にある低地に流れ出した。つまり東南アジアだ。陸続きの地ばかりでなく、海を渡っ

てヌサンタラにもやって来た。 
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西に流れなかったのは、シンドゥ河の西にペルシャという文明の高原が存在していたからだろう。インド

にとって文明の低地は東と北しかなかったようだ。水流の方向はおのずと決まった。1 

文明の伝播は古来、人間の移動によって行われてきた。低地者が高地に上って文明の産物である文

化を識り、それを低地に持ち帰ることと、高地者が自らの文化を携えて低地者に君臨しようと下りて来るこ

との双方向で起こるのが普通のパターンのようだ。 

わたしはここで、文明という言葉を人間の精神活動面におけるものとして増幅させて使っていることをお

断りしておこう。文化はその精神活動が生み出した事物であり、具象的な「物」から観念的抽象的な「もの」

まで含んでいる。自動車というのはあくまでも「物」なのであり、それをどんな仕組みで動かすのか、どんな

形にするのか、それが社会で動くことによって社会生活にどんな効用を出現させるか、といった諸命題に

ある「仕組み」「形」「効用」などもすべて文化と見なされる。自動車に翼を付けて空を飛ばそうという発想を

し、それを実現させる力が文明なのである。 

例としてはちょっと歪むかもしれないが、高高度の上空から大量の大型爆撃機で敵地を絨毯爆撃する

発想と、それを実現させ、また最大の効果を得るように必要なものを作り上げて行ったパワーがわたしの

言う文明だということになる。そう、人類史の最初から、戦争に勝つためには文明のパワーが必要とされ

た。戦争のための文明は敵になった人間をいかに大量に殺傷するかという目的に絞られて行く。文明とい

う言葉を人類の進歩や善といったものにだけ結び付けている観念を信奉していては、文明というものの本

質が見えないのではあるまいか。 

 

西暦紀元１世紀ごろからインド人の東南アジア進出が始まった。そのころ既にヌサンタラにやってきたひ

とびともいただろう。個人の行動は伝承民話のたぐいで残されたものがあるとはいえ、年代をつかむこと

のできるものはなかなか存在しない。 

 

1 現在のペルシャ語・アフガン語にもインド語とよく似た数詞が使われていて、同一母語があるように思われる。ゆうめぅな仏教遺

跡がアフガニスタンに多いところを見ると、一時期はペルシャ人もに仏教徒がいたのではないであろうか。釈迦が禁止した仏像を

作り始めたのはペルシャ人であるとも言われている。ちなみにイランでは「黒いイラン人がインド人で、白いインド人はイラン人で

ある」と言われている。 
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一方、王国の盛衰については、さまざまな歴史遺産が残されたために、種々の記録を総合しておおよそ

何があったのかを考古学者たちが解明した。その中に古代のスンダ地方に興った Salakanagara 王国の話

が見つかる。 

現在のバンテン州パンデグラン県にある Teluk Lada2沿岸部にサラカナガラと称する王国があった。王

国の開祖は Dewawarman 王で、西暦１３０年に王位に就き、１６８年までの間にスンダ海峡海岸部全域を

支配下に置いた。ジャワ島側からクラカタウ火山を含めてスマトラ島ランプン州沿岸部までの広大な地域

だ。クラカタウ火山はその時代に Apuynusa と呼ばれた。現代インドネシア語に翻訳すれば Nusa Api（火の

島）だ。 

ムラユ語は修飾関係が後ろから前にかかるが、インド語は前から後にかかる。インド語源の言葉がそ

のままインドネシア語に摂りこまれたものは、bumiputera や perdana menteri のように修飾関係が反対に

なっている。 

 

デワワルマンはインドにあった王国の王子で、ヌサンタラにやってきてからトゥルッラダ地方の首長だっ

たアキ・ティレムの娘のポハチ・ララサティを妻にし、スンダ海峡一帯の諸地方を斬り従えて一大王国を築

 

2 「胡椒湾」の意味 
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いたとされている。 

中国の史書には西暦１３２年に叶調国からの朝貢使節が到来したことが記録されている。ジャワを意味

する叶調は後に葉調と書かれるようになるが、中古音はどちらも jiepdeu で現代中国語発音の yetiao とは

違っている。ともあれ、インドネシアの史学界は後漢に朝貢したジャワ国がサラカナガラだった可能性がき

わめて高いと考えているようだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（３）」（（２０２２年０４月２７日） 

東カリマンタンのマハカム河の河口に作られたクタイ王国は西暦３５０年に始まり、ヒンドゥ王朝として１

６０５年まで続いてからイスラム化した一族に取って代わられ、スルタン国になった。 

クタイヒンドゥ王国初期の歴史は４世紀に建てられたユパの碑文が伝え

ている。パッラワ文字で書かれた碑文はサンスクリット語が使われており、

バラモン階層が王の偉業を称えるために作ったと解釈されている。ムラワ

ルマン王が祝祭の大饗宴を催し、１千頭の牛が屠られたといった内容だ。 

 

プルナワルマン王の治世下に発展したジャ

ワ島古代王国 Tarumanagara は西暦３５８年に

建国され、スリウィジャヤ王国の侵攻によって６６９年に滅び、属国化した。プ

ルナワルマン王の下に国威を輝かせたのは西暦３９５～４３４年のことで、そ

の時期に建てられたチリンチンのトゥグ碑文には、プルナワルマン王の即位

後２２年に行われた Chandrabhaga と Gomati の川の１２キロにわたる治水工

事が完成し、バラモン層がその完成を祝って祭祀を行い、王は１千頭の牛を

その祝宴のために与えたと記されている。現代インドネシアの各地で行われ

Kutai 碑文 国立博物館 

Tugu 碑文 国立博物館 
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ている Selamatan と呼ばれる催事の源流がそこにあるのだそうだ。 

タルマナガラ王国は王都 Sundapura をブカシ県北部ジャカルタ寄りの場所に置き、言葉はスンダ語とサ

ンスクリット語が使われ、ヒンドゥ教・仏教・スンダウィウィタンが公式宗教とされた。 

 

西暦６世紀ごろ、ジャワ島中部北岸部に Kalingga 王国が興った。英語やインドでのアルファベット表記で

は Kalinga と書かれる。インドネシア語で Ka-ling-ga と綴られるのは日本語発音のカリンガと同じように発

音させるためである。インドネシア語で Kalinga と表記されると分節方法が変わって Ka-li-nga と発音され、

語尾の音が鼻音のガ「カリ~ガ3」になって原音と異なってしまうからだ。英語では分節が Ka-lin-ga となるも

のの、-lin-の音節は後ろの-ga に引きずられて鼻音の-ling-に変化するから、インドネシア語の Kalingga と

英語の Kalinga の発音はまったく同等同質の音で聴こえる。 

これは異なる言語が持っている異なる音表記ルールに従って起こっている違いでしかないのだが、文

明が言語にもたらした文字というものを尊ぶあまり音を蔑むようになった現代文明人にとっては、ひょっと

したら大問題になるのかもしれない。 

 

カリンガ王国草創期のことはいまだ薄明の中にある。この王国に関して歴史記録に登場するのは

Shima 女王のエピソードだ。シマ女王は西暦６７４～７３２年の間、王位にあって王国を治めた。かの女は

いったい何歳のときに王位に就いたのだろうか？ 

中国の史書を読むと、華人が悉莫シマ王女を女王になるように勧め、その結果王国は大いなる発展を

遂げて、カリンガ王国は中部東部ジャワの２８の小国を支配する大国になったというような内容に出会う。

最初は王都を Jepara に置いたが、後に錦石 Gresik に移したそうだ。カリンガ王国が何度も中国に朝貢使

節を派遣したので、中国王宮にはおなじみの国になっていたのだろう。 

 

 

3 「~ガ」は鼻濁音のガ。 
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シマ女王は正義と公平による秩序を王国に徹底させるべく、全領民に対して法令の厳正な適用を行っ

た。そのため、シマ女王の国では領民が秩序正しくまた平穏安全な社会生活を営んでいた。 

たとえば他人の所有物に無断で手を触れたら、盗みを意図した行為であるとして腕を斬り落とされた。

だから道に何か金目の物が落ちていても誰もが見て見ぬふりをし、みんながそれをよけて通る始末だった。

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（４）」 カリンガ （２０２２年０４月２８日） 

その噂を聞いた海の向こうのある国の王が、その評判を確かめようとして黄金の入った巾着を王都の

目抜き通りの十字路に置かせた。三年間、その巾着はそのまま同じ場所に置かれたままだった。だれひと

り、それに触れようとする者もいなかった。 

あるとき、シマ女王の長男である皇太子がその十字路を通りかかり、気が付かないまま巾着の傍を通り

過ぎようとして足が巾着に触れ、巾着が動いて場所を変えた。巾着の位置が変わっていることに気付いた

役人がその原因を調べた結果、皇太子の足が犯人であることが判明した。 

女王は法の厳格な執行を主張して皇太子に死刑を言い渡したが、王宮の高位者たちがとりなし、法に

触れたのは皇太子の足であるという論理で死刑を取り消させた。しかし皇太子が片方の足を失うことは免

れなかった。 

 

シマ女王の娘パルワティはスンダの Galuh 王国の二代目国王の妃になった。シマ女王の孫娘のサナハ

はガル王国三代目の王ブランタスナワの妃になった。サナハとブランタスナワの息子の一人サンジャヤが、

７３２年に没した曾祖母を後継してカリンガ王国の王位に就き、スリウィジャヤの侵攻に敗れたために古マ

タラム王国を興してサンジャヤ王朝の開祖になったというのがカリンガ王国の歴史のようだ。 
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カリンガ王国の首都はジュパラの Keling に置かれた。使われた言語は古ムラユ語とサンスクリット語、

公式宗教はヒンドゥ教と仏教だった。ジュパラ県には今もクリン郡が存在している。このクリンという語が最

終的に、インド人の代名詞としてヌサンタラで使われる単語になったのである。 

ＶＯＣも１６世紀に住民人口統計の中で、インド系住民をKelingというカテゴリー名称の中に括っている。

ジャワとスマトラの港湾都市にはたいていクリン系住民が住んでいた。そもそも、カリンガという名称はイン

ド亜大陸東海岸部にあった王国の名前で、西暦紀元前３世紀にアショカ王に征服され、前１世紀ごろには

復活し、紀元４世紀ごろにはグプタ朝の支配下に落ちるといった盛衰を繰り返してきた土地だ。 

そのカリンガの名前を付けた王国が中部ジャワに生まれたことについて、インドのカリンガ王国支配階

層の一部が流浪の果てにそこまでたどり着いて６世紀初期に建国したという説が語られている。 

ところが中には、インドのカリンガ地方の民衆の集団移住でジャワ島にカリンガ王国が作られ、宗教・文

学・水稲技術などがジャワ島にもたらされたという仮説を論じる向きもあるのだが、人間の集団移住が起

こるのは故郷の地で生きて行くのが困難になったからだろうし、その原因を作ったインドの事件というのが

何だったのかについての説明にアショカ王が登場しては、建国まであまりにも長い年月が経過していて、

どうも今一つしっくりしない気がする。 

インド人のヌサンタラへの移住は４～１１世紀にひとつのエポックが作られ、バラモン層やクサトリア層

が移住者の主体を成したとインドネシアの史学界は結論付けている。そしてインドでのカースト制の慣習

に従ってヌサンタラでも同じようにふるまったために、高貴なインド人移住者たちはヌサンタラの王侯貴族

階層とだけ交わり、ヌサンタラに既にできていた支配制度をインド文明化させていくことになった。[ 続く ] 
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「ヌサンタラのインド人（５）」 カリンガ （２０２２年０４月２９日） 

言うまでもなく、バラモンやクサトリアといった身分の高い人間が単身で長い旅をするはずがなく、低カ

ーストのひとびとを複数連れて身の回りの世話をさせながら旅をし、目的地に移住したはずであり、低カー

ストのひとびともヌサンタラの王宮に入り、王宮で働く地元の低階層使用人と交わったと思われる。 

つまり高級カースト者だけでなく、低カーストのインド人も一緒になってヌサンタラの王宮の文明化に手

を貸したということではないだろうか。だから宗教・文学・水稲技術・治水技術や建築工学などをヌサンタラ

の民衆が摂取したのは地元の王宮からであって、インド人から直接学ぶことはあまり起こらなかったように

わたしには思われる。 

 

インドの叙事詩マハバラタやラマヤナ、民衆統治の裏側に置かれるべきヒンドゥ的な諸原理、あるいは

ヒンドゥ教の諸観念や宗教祭祀などはそのようにしてインドネシアに浸透して行った。ワヤンの語源は人

形劇を意味するインド語の mawayang だそうだ。 

そのころ持ち込まれたインド的風習のいくつかは現代まで持ち越されて、いくつかの地方で慣習として

生き残っている。たとえば婚姻の式典で卵を踏んで割る儀式や、妊娠七カ月を意味する tujuh bulanan と

呼ばれる形式の祝い事などだ。 

しかしインド文化が丸呑みされて後生大事に維持され続けたわけで

もない。ローカル化によるバリエーションの発生はどこでも避けて通れ

ないものだ。たとえばラマヤナ物語におけるハヌマンは、オリジナルで

は風の神の息子になっているが、イ

ンドネシアバージョンでは太陽の神

の息子に変化している。ヌサンタラの民が持っていた風と太陽に関する

価値観がインド人とは異なっていたことをそれが示しているように思わ

れる。カリンガ王国がジャワ島のインド文明化の立役者になったことをCandi Songo 2014/10/31 
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示す顕著な証拠がディエン高原チャンディ群だ。チャンディ群が建設されたのは西暦７世紀のことで、ディ

エン高原はヒンドゥ教の聖地とされた。人間の暮らしやすい場所にするためにシワ神がはじめて瞑想場を

ジャワの地に設けたという話が語られている。 

 

中国の唐書にもジャワのカリンガ王国の記事が登場する。訶陵国または闍婆と書かれているため、ま

るでカリンガがジャワ島を代表するような扱いに見える。闍婆はマンダリンで shepo と発音するが、中古音

ではチアブアという音になる。意味はジャワもしくはスマトラあるいはその両者のこと、と中国語百度百科

に記されている。 

であるならチアブアはジャワの音写である可能性が高いと言える。ところが、もしも朝貢遣使団がカリン

ガまたはジュパラと言ったのを唐の役人が「訶陵又稱闍婆」と筆記したのであれば、文脈上の問題は消え

て音写が不適切という印象が残る。別の中国語資料にはジュパラについて、扎巴拉城（闍婆城）と記載し

ているものがあり、そのとき書かれたチアブアがジュパラだったと解釈できないこともなさそうではあるまい

か。 

訶陵は英語表記が Ho-ling になっているのだが、わたしには曖昧母音[e]を使った Heling の方が実音に

近いように思われる。それはそれとして、中国の史書に訶陵国とは別に訶陵迦という言葉も記載されてい

て、カリンガを中古音で Halingka と書いたのではないかという気にさせてくれるのだが、史書の文中で訶陵

迦は王の名前とされているようなので、国名ではなさそうだ。 

奇妙なことに、中部ジャワのその古代王国はインドネシアの歴史でカリンガと呼ばれており、中国語の

史書に書かれている訶陵と語形が違っている。訶陵 Haling はカリンガの語尾の「ガ」が欠けているのだ。し

かしその語形は Keling と一致している。もしも Keling が Kalingga からできたのであれば、Kelingga となる方

が自然ではないだろうか。[ 続く ] 
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「ヌサンタラのインド人（６）」 スマトラ （２０２２年０５月０４日） 

インドに Kalinga があり、英語では中部ジャワの Kalingga を Kalinga と表記しているものの、中国語の訶

陵は英語で Ho-ling と書かれている。この語形の違いを分析しているものは見当たらない。もしもジャワか

らの朝貢使節団が中国で自国の名称を Keling と語り、中国側が訶陵と書いたのであれば、奇妙さは生じ

ない。もしそうであるなら今度は、カリンガのひとびとが自国をクリンと呼んでいた可能性が出て来て、現

代インドネシア歴史学界がカリンガと呼んでいるのはどうしてなのか、と前提に対する疑問がたぐり寄せら

れて堂々巡りは尽きないのである。 

 

シマ女王の没後、カリンガ王国は衰退に向かい、西暦７５２年にスリウィジャヤに滅ぼされた。既述のタ

ルマナガラ王国も、このカリンガ王国も、インドとの貿易面でスリウィジャヤ王国にとっての強力な競争相

手になっていた。スリウィジャヤが域内覇権を握るために立ち上がったとき、富を独占して支配権を振るう

ためには有力な競争相手に姿を消してもらうのがあの時代の常識だったにちがいあるまい。 

スリウィジャヤ王国のはじまりはよく分からない。中国僧義浄が書き残した６７１年のスリウィジャヤの王

都訪問が世界最古の資料になっている。そのころ、スリウィジャヤはインド文化の花咲く大都市になってお

り、仏教に関する学術レベルもきわめて高く、ナーランダの大学と遜色ない教育をパレンバン4で受けるこ

とができるので、インドへ赴く前に１～２年パレンバンに滞在して勉学の足慣らしをしてからインドへ赴くの

がベストだと義浄はその著の中で後進にアドバイスしている。 

パレンバンには１千人を超える仏教僧が仏法を学び、日々その実践に精進していた。そのような教育ビ

ジネスの基盤を作るには、インドの仏教界との深いつながりが求められる。 

スリウィジャヤがインドと通商だけでなく文化的な結びつきを作り上げていたことは想像に余りあるもの

だ。スリウィジャヤの王家の開祖にいずれかのインド王国の高貴な血が混じっていたなら、その種のコネ

 

4 スリウィジャヤ=パレンバン説はフランスの高名な歴史学者ジョルジュセデスが提唱したものであるが、いまだ物的証拠が見つ

かっておらず、歴史家の鈴木俊氏は当時の海運技術からみてタイのソンクラー・パッターニー地域であると主張している。 
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クションを築くのにそれほどの困難はなかっただろうと推測されるのである。 

 

スマトラ島に南インドから商人が大勢やってきていた事実がある。物産の産出国と故郷の市場を股にか

けて活動しているとき、物産の産出国に家庭を持って子孫を作ることをしたインド人がいただろうことは十

分に想像される。産出国の住民として子供たちが成長すれば、自分の商売に大きなメリットがもたらされ

たはずだ。 

マラッカ海峡はヌサンタラのさまざまな物産を買いに来るインドやペルシャ・アラブの商人たちの船が通

過する航路だった。そのうちに、マラッカ海峡の寄港地に他の土地で穫れる物産を持って来て売ろうとす

ることも開始され、航海のための寄港地は商港に変化して行った。そんな状況は西暦１０世紀ごろから１７

世紀ごろまで続けられた。マラッカにスルタン国が勃興して東南アジア一円の物資の集散港になり、やが

てその地はポルトガルに奪われ、ポルトガル領マラッカはイスラム商船がボイコットしたが、非イスラム商

船にはそんなことをする理由がなかった。最終的にマラッカをオランダが征服し、更にマラッカ海峡沿いの

商港を軒並み征服してスマトラ島東岸の通商独占を押し進め、一方イギリスがマラヤ半島を征服する動き

の中でマラッカ海峡はオランダとイギリスの池にされ、交易市場としての意味合いを失った。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（７）」 カプルバルス （２０２２年０５月０５日） 

南インドの商人たちにとって、マルク地方のスパイスだけが商売のタネだったのではない。タミルの商人

たちはスマトラへ樟脳や安息香を求めてやってきた。樟脳はインドネシア語で kapur barus となっている。

ムラユ語源の kapur だけだと石灰を意味しており、地名 Barus を付けてはじめて樟脳の意味になる。 

地名バルスが付いたのはスマトラ島北部西岸にあるバルスの港が樟脳の輸出港になったためであり、

そこが太古から樟脳をはじめとする香料やスパイスの集散地になっていたから、その名称が流通するよう

になったのだろう。 
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樟脳は karas（学名 Aguilaria mallaccansis 又は Cinnamomum camphora）という木の樹脂だ。この樹はス

マトラ・カリマンタン・マラヤ半島の熱帯林の中に生える。中国でも成育するが、樹脂のクオリティは熱帯林

のほうが高いとインドネシア人は書いている。人間は太古からこの樹脂のことを知り、樟脳と樟脳油を重

要な商品に位置付けていた。 

 

樟脳採集者は熱帯林に入ってカラスの木を見つけると手あたり次第に伐り倒してから木の樹脂を探し

た。樹脂を持っている木は多分１割もなかっただろう。樹脂を蓄える前にたくさんの木が伐採されれば、収

穫量は低下の一途をたどる。木自体が希少なものになっていくのも当然だ。長期の間に需給関係に激し

い乖離が起こり、樟脳の価値は大きく上昇していった。 

人類がいつごろから樟脳を使うようになったのかについての記録は何もない。中国語ウィキペディアに

は、西暦６世紀ごろアラブで樟脳の加工方法が発明されたことや、中国にとっては台湾が樟脳の大産地で

あったことが記されていて、アラブ人にとってはカプルバルスが大切な物資だったのだろうが、中国人にと

ってカプルバルスはそれほどの垂涎ものではなかったように思える。 

中国史書に書かれた南海に関する諸事項の中で、マラヤ半島の狼牙修 Langkasuka の物産の中に婆

律香というものがあることが隋書の中に記されていて、どうやらそれが最古の記録のようだ。婆律は中古

音でブアリュという音になり、Barus の音写という雰囲気が感じられないこともない。この現代中国語で婆

律 polu と発音される言葉は実際には龍脳を意味していて、樟脳とは似て非なるものとされている。 

９世紀の酉陽雜俎 yuyang-tsa-tsu にも「龍脳香樹，出婆利國，婆利呼為固不婆律」という記載があって、

固不婆律 ku-pu-po-lu が kapur barus の音写だろうと論じるひともいるのだが、中古音発音はクオピウブ

アリュであるため、音感覚では現代中国語発音よりも類似性が低下するような感触がある。華人が龍脳と

書いているものが樟脳ではないかという疑念はやはり首をかしげざるを得ない気がする。 

ちなみに婆利國とはカリマンタンのブルネイ又はインドネシアのバリ島のことと中国語百度百科に説明

されている。 
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北スマトラ州西海岸のバルス港はアチェとの州境から３５キロほどの距離にある。トバ湖との距離はそ

の倍近い。１６世紀ごろまで、バルス港の主要輸出産品はカプルバルスだった。樟脳の主要産地は

Singkel 川の上流にあり、採れた樟脳は川を下ってシンケルの町に運ばれ、シンケルから陸路を通ってバ

ルスに送られて来た。 

シンケルは現在のアチェ州 Singkil 県の県庁所在地で、北スマトラ州との州境まで４０キロほどの距離に

ある。シンケルは入江にあり、またバルスからずっと南のシボルガは奥まった湾内にあって、平坦な海岸

にできたバルス港は港としての条件が段違いに劣っているというのに、西方のインド・ペルシャ・アラブから

やってくる商船はそれをものともせずにバルスを目指してやって来た。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（８）」 タミル （２０２２年０５月０６日） 

マラッカ海峡にまだ西洋人の干渉が及ぼされる前の時代には、スマトラ島東岸はメダンに近いコタチナ、

西岸はバルスがスマトラ島北半分における通商の大センターになっていた。スマトラ島に産する樟脳など

の森林物産や鉱物資源がその二大商港に集まり、外国人商人との間で取引された。 

西からやってくるインド商人の多くは、南インドのタミル人だった。タミル人の東南アジアへの進出は９世

紀ごろから始まった。スリランカ・ビルマ・タイ・マレーシア・中国・インドネシアなどで発見されたタミル語の

碑文から、その事実が証明されている。タイ南部の Takuapa にはタミル人の商人組合が作られて、タミル

人居住地も設けられた。スマトラ島では、島の北半分の東北部と南西部の海岸にタミル人居住地ができた。 

スマトラ島で発見されたタミル語碑文は、バルスの Lobu Tua 碑文、バンダアチェの Neusu 碑文、メダン

の Kota Cina 碑文、タナダタルの Bandar Bapahat 碑文などが挙げられる。 

バルスから北西におよそ２５キロ離れたラブトゥアで１８７２年に、グランタ文字（パッラワ文字に由来す
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るタミル文字）の彫り込まれた石碑が見つかった。碑文はタミル語が使われ、Ainnuarruvar「一千の方角の

第五百」がサカ暦１０１０年（西暦１０８８年）２～３月にこの石碑を建てたことについて述べられている。 

 

そのタミル語で書かれた碑文の中に Varosu の Velapuram、課金を納めなければならない三階層のひと

びと、などといった内容が記されている。ヴェラプラムはタミル商人が集まる場所を意味し、ヴァロスの町

中の商船が荷役を行う場所、つまり港を指した。ヴァロスとは外ならぬ Barus のことだった。ヌサンタラのプ

リブミがバルスと発音する言葉をタミル人はヴァロスと言っていたのだ。 

タミルの本国に保存されている歴史資料に Varosu cutan, China cutan という言葉が見つかっており、樟

脳の由来地を示すそれらの言葉からヴァロスはバルスを意味していることが解読された。ヴァロスのヴェ

ラプラムとはバルスの町でタミル人が商活動を行う場所を指し、そこでの商活動に関連して三種類の立場

のひとびとから課金が徴収され、その徴収を行っていたタミル商人組合組織が「一千の方角の第五百」と

いう名称だったことが明らかにされている。 

タミル人の商人組合は複数あって、ヒンドゥ・仏教・イスラム・ネストリウス派キリスト教など同じ宗教の商

人が集まって組合を結成していた。それを根拠にして、西暦第一千年紀の半ばごろにはスマトラ島のバル

スにキリスト教徒が住んでいたと言うことができるかもしれない。タミル人だけでなくペルシャ商人の中にも

東方教会信徒がいたのではあるまいか。かれらがバルスで家庭を持てば、その家族は自動的に父親の

宗教に従ったことだろう。バルスのタミル商人組合は強い結束力で個々の構成員を保護したことから、バ

ルスの町でタミル人の社会的立場は強まり、安定した暮らしが営まれたようだ。バルスにはタミル寺院が

建てられてコミュニティの宗教祭祀に使われていた。バルスを訪れるタミル人は１千５百人にのぼったとロ

ブトゥア碑文は記している。 

 

組合は所属するそれぞれの船の船主や船長らに対して黄金で課金を納めるよう命じた。納められた課

金の一部は組合の運営費用に充て、残りはインドのチョーラ王に貢納した。インド南部のタミル人の地を

統治したチョーラ王朝は西暦紀元前３世紀ごろから１３世紀まで続いた、たいへん長命な王朝である。タミ



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

19 

ル商人たちは王に海上交通と海外取引への保護を要請し、王は通商保護のための軍隊の使用に対する

対価を商人から求めた。 

バルスで樟脳の品薄が継続するようになると、タミル人は生き残りの道を探すようになる。かれらはスマ

トラ島東北部及びマラヤ半島西岸地域に活動場所を移した。その地域はマラッカ海峡への西からの進入

路に当たっている。マラッカ海峡の全域で通商を支配していたスリウィジャヤ王国とタミル人の交渉は決裂

したに違いあるまい。スリウィジャヤが要求した入港料や海上通行料の金額をタミル人が拒否した可能性

は小さくない。なにしろタミル人はチョーラ王への貢納金を捻出しなければならなかったのだから。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（９）」 グジャラート人 （２０２２年０５月０９日） 

そうして、チョーラ王国のスリウィジャヤに対する侵攻が１０１７年と１０２５年に行われ、スリウィジャヤ王

が捕らえられてインドに連れ去られる始末で、マラッカ海峡の覇権をスリウィジャヤが握り続けることはで

きなくなった。タミル商人がスマトラ島東北部をはじめとしてマラッカ海峡を包む諸港に地盤を築く機会が

訪れたのである。 

各港にできたタミル人社会が繁栄を謳歌した証拠を、コタチナに建てられたタミル寺院に見ることができ

る。かれらは崇拝の対象にする石造りの神像を故郷のタミルナドゥから船で運んできて寺院に設置した。

石像の様式はヒンドゥ教もしくは仏教だった。 

 

アチェ東北海岸部に並ぶアチェブサル、ピディ Pidie、ビルエン Bireuen、アチェウタラの諸県の沿岸地域

にタミル人コミュニティがある。しかしもっとも典型的なのは北スマトラ州のメダンだろう。メダンのタミル人

社会では南インドの伝統的慣習が続けられている。 

アチェのイスラム化はサムドラパサイスルタン国から始まった。このスルタン国は富裕なグジャラート商
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人のグループが作り上げて、初代スルタンのマリッ・アサレ Malik as-Saleh が１２６７年に王位に就いた。そ

の後、かれの子孫が代々スルタン位に就いて１６世紀まで続いたが、１５２１年にマラッカからのポルトガ

ル軍の侵攻に敗れて滅んだ。 

 

一方、１４９６年に新興イスラム勢力がアチェに建国し、Ali Mughayat Syah がアチェダルッサラム国の初

代スルタンとなった。ポルトガルがマラッカを奪取してマラヤ半島からスマトラ島東北部かけてのイスラム

勢力討伐戦を進めていたころ、イスラム商船はマラッカ海峡をボイコットしてスマトラ西岸航路を取り、その

地の利がアチェの国家建設に重要な役割を果たした。富裕な強国となったアチェがスマトラ島北部の反ポ

ルトガル戦争の立役者として登場し、北部一帯の統一を推進して域内覇権を握った。パサイの地は１５２４

年にアチェが奪回して支配下に収めている。 

アチェの建国に関して、ポルトガルの反イスラム戦争を受けて立つ側の中東イスラム帝国がスマトラ北

部の情勢を危惧してアチェダルッサラムの建国にからんだという話の中に、アリ・ムガヤッ・シャはイスラム

帝国が送り込んだ人物だったという説も飛び出した。つまりヌサンタラのプリブミではないということだ。 

その結果アチェダルッサラムは外国人が興した国であり、ムラユ系人種の国でないという説にまで飛躍

して、アチェ人という種族を見る目に色眼鏡がかかるインドネシア人も出るようになった。するとその色眼

鏡を外させるべく、１６３７年にスルタンになったイスカンダル・タニはマラヤ半島パハンの出身であるので、

それ以後はムラユ系の国になっているのだという修正論すら語られている。 

そのような国家態勢の話でなく、一般住民の姿を目の当たりにするなら、アチェ州東北海岸部の住民た

ちは、その肌の色から顔つきまでムラユ系種族とは思えないひとが多い。反対にかつての宮廷がらみの

エリート層だったひとびとはムラユ系の特徴をたっぷりと示しているというのも皮肉な話だ。 

 

１４～１７世紀に起こったインド人のヌサンタラへの来航の波は、西インドのグジャラートやパキスタンの

イスラム商工者、あるいは南インド西岸マラバールのムスリム、が起こしたものだというのが定説だ。そし
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てやってきたひとびとの中に定住する者が出た。パキスタン系のひとびとはヌサンタラで Koja 人と呼ばれ

た。ジャカルタやスマランにあるプコジャンは、コジャ人居留地区として設けられたものだ。 

プコジャンが設けられたのは１７世紀のＶＯＣの時代であり、ＶＯＣが自領のバタヴィアとスマランで人種

別分離居住制度を行ったために生まれた。ところが実際にプコジャンはコジャ人とアラブ人を一緒くたにす

る居住区になった。オランダ人にとってイスラム教徒はモール人であり、実態がコジャであろうがアラブで

あろうが、同じモールだということだったのだろうか。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（１０）」 タミル人 （２０２２年０５月１０日） 

１９世紀にハドラマウトからアラブ人が続々と移住して来てバタヴィアのプコジャンではコジャ人がアラブ

文化の中に溶け込んでしまい、地名はプコジャンでもコジャ人のアイデンティティを示す家庭が一軒もなく

なってしまった。バタヴィアのプコジャンはカンプンアラブになったのである。 

ところがプコジャンの転変はまだ続いた。１９５０年代ごろまでは住民の９５％がアラブ系の世帯だったも

のが、その後アラブ系の家庭はジャカルタの各地に散って行き、アラブ人の後を埋めるかのように隣のプ

チナンから華人が移り住むようになった。２０００年代初めごろのプコジャンには、６０世帯ほどのアラブ系

住民しか住んでいない。 

だからジャカルタのプコジャンはアラブ系住民の居住地区であるという解説は歴史の中の一時期だけを

述べるものであって、出だしの部分と最新状況が語られなければ正確な説明にならないように思われる。 

 

１９世紀半ばに、またインド人のヌサンタラ移住が起こった。現在のメダン市域に含まれるデリ Deli スル

タン国の領地をオランダ人タバコ事業家ニンハウスがタバコ農園のために借地し、地元民を雇おうとした

が地元民は肉体労働を厭う者がほとんどだったために異民族を呼び集めた。それに応じたのが東方から
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の華人5とタミルをメインにする西方のインド人だった。デリ会社の後を追って東スマトラ地方にたくさんの

農園が作られたときに撮影された、森林原野を開墾して農園用地や道路を作っている工事現場の写真の

中に、大勢のタミル人労働者の姿が写っている。 

デリ会社 N.V. Deli Maatschappij の設立は１８６９年、そして８０年代から外国人労働者の波が北スマトラ

州に流れ込んで来た。やってきたインド人は数千人に上った。その波が１８８４年、メダンのカンプンクリン

にシュリマリアマン寺院を建立した。メダンの西隣にあるビンジャイのシュリマリアマン寺院は１８７６年に

建てられていて、スマトラ東岸地方の最古のものとされている。 

そのビンジャイのシュリマリアマン寺院はランカッのスルタンアジジが建立させてタミル人コミュニティに

寄贈したものだ。ランカッにおけるタミル人コミュニティの頭領、ムトゥ・カピテルがランカッのスルタンアジジ

と深い親交を結んでいたことがその建立を実現させたという話になっている。 

 

タミル人は故郷で行っていた伝統的祭礼をメダンでも続けた。最初、後にカンプンクリンになるその地区

は野原と林ばかりで、タミル人の民家はちらほらとしかなかった。しかし、シュリマリアマン寺院で祭礼が行

われる時にはあちこちの農園から大勢がやってきた。タイプサムの儀式がタミル人にとっては最大の祭り

だった。 

農園管理者はタミル人に対してタイプサム休暇を特別に与えていたが、マンドル（現場監督）はしばしば

作業能率や態度の良くないタミル人労働者に、タイプサム休暇を取り消すぞと嚇かしてあぶら汗をしぼっ

た。その方法はたいへんな効き目があったそうだ。 

そのうちに、その地区にインド人住民が増加して、Kampung Keling と呼ばれるようになった。ほとんどの

農園で労働者はみんな農園内のバラックで寝起きしていたようだから、カンプンクリン住民は農園と関係

のないひとびとだったように思える。かれらはたいてい、メダン市内で荷担ぎ人足や建築労動者などの肉

体労働をしていた。ベチャが作られるようになると、かれらはベチャ引き仕事に参入した。 

 

5 「北スマトラの華人の歴史」に詳しい。メダンだけに広東人が多い理由もここにある。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-87/Aind-87.htm
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しかし今メダンのカンプンクリンは Kampung Madras と名前が変えられている。マドラスの名前はインドで

も１９９６年まで一般的だった。現在はチェンナイという名称に変わっているが、タミル人にとって大都市の

ひとつである。だからと言って、メダンのカンプンマドラスがタミル人一辺倒だと考えてはいけないのだ。北

インドのプンジャブを故郷にするシッ Sikh 人もそこに混じっているのだから。 

カンプンマドラスにはインド風の寺院や建物があって、インド人街の印象は依然として優勢なものの、１

９５０年代にインド系住民がメダン市内の諸方に引っ越して行き、現在では華人系住民人口がインド系を

上回っている。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（１１）」 カンプンマドラス （２０２２年０５月１１日） 

カンプンマドラス内テウクチディティロ通りの混みあった家屋の並びの間に開店しているトコカストゥリは

通行人の目を引く。金属製の釜やランタン、水差しなどが積み上げられ、また別の片隅にはさまざまなス

パイスの棚があって種々の香りに満ち溢れている。この店では実にさまざまなスパイスとブンブが販売さ

れている。また焚く香も自ら調合して作っており、市販されている一般のものとは香りが違っている。 

店主は店の中に置いてある机の向こうに座り、その脇にはヒンドゥの神を祀ってある祭壇が設けられて

いる。店主のウィラ・クマレンさんはタミル人移住者の三代目であり、カンプンマドラスで１９４８年に生まれ

てここで育った生粋のタミル系プラナカンだ。かれは昔を回顧して物語る。 

「この辺り一帯は昔、数軒の家と野原が入り混じった場所でしたよ。牛や水牛が至るところにいました。

今、密集住宅地になっているカンプンクブルは牛の水浴び場所でした。プンジャビ人がたいてい牛を飼っ

ていて、ミルクでヨーグルトを作ったりギーを作ったりしていました。そのころはどこの家でもミルク入りのカ

リを作っていて、わたしもほとんど毎日そのカリを食べていました。６０年代に入ってから、あっという間に

様子が変わりました。牛の水浴び場所にどんどん家が建ち、牛の姿がどんどん見えなくなり、わが家の食

卓にミルク入りカリはたまにしか出て来なくなりました。反対に、ココナツミルクを使うムラユ料理が出て来
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るようになり、今度はココナツミルク入りのカリになって、また復活しましたよ。」 

同じ通りにあるインド料理店チャハヤバルの厨房で、インド系プラナカンの四代目というマドゥ・マリニさ

んが忙しく働いている。さまざまなスパイスが入ったそれぞれの茶碗の中身が火の上で煮立っている大鍋

に放り込まれる。そして種々の野菜がその後を追う。数分後に火が消された。ベジタリアンカリができあが

ったのだ。さまざまなスパイスの香りが鼻を打つ。味見をした記者は口と腹の中がホットになったにもかか

わらず、それがトウガラシのもたらしたものでないことに気付いて驚いた。さまざまなスパイスがほどよく調

合されていて、鋭い辣味になっていない。 

「これがわたしたちインド系プラナカン風味のインドカリです。カリに使うスパイスはインドのものと同じで、

インドにしかないものはマレーシア経由で取り寄せています。インドやマレーシアのカリに比べたら、味が

ソフトでしょう。ミルクは使わないで、ココナツミルクを使ってます。」マドゥさんはそうコメントした。これが、イ

ンドとムラユがメダンで溶け合ったメダンのインドカリなのだ。 

 

タミル人コミュニティ最大の祝祭がタイプサムと呼ばれるものだ。タイプサムはシンガポールやマレーシ

アで観光イベントとして世界的に有名な行事になっている。だが、スマトラでも同じように行われているの

だ。鋭利な金属で体中を刺し貫く苦行を行いながら街中を歩く行列はタイプサムの添え物であり、この祭

祀の本質は Murga あるいは Murgan と呼ばれるヒンドゥの神を祀り、この神から祝福を受けるのが焦点に

なっている。ヒンドゥ教のムルガ神話はこんな話だ。 

全宇宙に Asura または Assura がもたらした邪悪がはびこり、地上では正義や公平が絶えて闇に閉ざさ

れ、人間をはじめとして生きとし生けるものは苦難の中に投げ出された。アスラは鬼神であり、rakshasa と

同一視されてイメージ作りがなされた。ラッシャサはインドネシア語の raksasa になって、ジャワ島でヒンド

ゥ聖所の門番にされた印象を受けるが、アスラ自体の方は中国を経由して日本に入り、日本文化の中に

摂取されて「阿修羅」という観念になった。ラッササの概念はどうやら日本の鬼になったようだ。[ 続く ] 
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「ヌサンタラのインド人（１２）」 タミル人 （２０２２年０５月１２日） 

その荒ぶる鬼神を滅ぼして地上に光を取り戻すよう、地上の秩序を司る諸神はブラッマ神に要請した。

しかしアスラはあまりにも強く、なみたいていの者が挑戦しても勝てる見込みがない。ブラッマ神は言った。

アスラに勝てる者はシワ神の息子だけだ。 

ところがシワ神には妻がいない。ブラッマ神は性愛の神カマ神に依頼した。シワ神がだれかに恋するよ

うにしてくれ。シワ神はパルワティ女神に恋し、しばらくして息子が産まれた。息子はシュリスブラマニアム

と名付けられ、成人してアスラ退治に向かった。そのとき、母のパルワティ女神は宝物である霊験あらた

かな槍を息子に持たせた。アスラの討伐を成し遂げたシュリスブラマニアムは全宇宙に光明と正義と繁栄

を復活させたのである。こうしてかれは後にムルガ神として民衆に崇められる神のひとりになった。 

 

ヒンドゥの祭りはたいていが満月の日に営まれる。タイプサムも例外ではない。北スマトラ州に住んでい

るタミル人が３千人くらい集まって来るこの祭りでは、グンダンとトゥロンペッが賑やかな音楽を奏で、ひと

びとは踊り、全身を串刺しにした男たちが苦痛に耐えながら大通りを歩く。苦行者はほとんどがタミル人だ

が、その中に華人にしか見えない者が混じることもある。かれのプラナカン家系図のどこかに華人女性が

混じったにちがいあるまい。 

そんな昼の部に続いて、このタミル文化の祭りでは満月の下で夜のパレードが行われる。シュリマリア

マン寺院に鎮座しているムルガ神の像を、４人の男衆が担ぐ二本の角材の上に載せて、神輿よろしく街中

をねり歩くのである。 

この祭りに参加するタミル人は、当日の１５日前から断食を行わなければならない。タミル式の断食は、

太陽が沈んだときに一度、夜明け前に一度、一日にその二回だけ食事をする。夜中であっても、他の時間

に食べてはいけない。ムスリムがラマダン月に行う断食と似て非なるものだ。祭りに参加するというのは苦

行のように祭りの中で何らかの役割を担うことを意味している。見物だけする人に断食の義務はない。 
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夜中のパレードにジャワ人はクダケパンやレオッポノロゴを参加させ、華人はバロンサイをパレードに加

えてお祭り気分を更に高揚させている。祭りを楽しむために集まってくる市民や観光客は１万人を超え、夜

の祭りは午前２時ごろにやっとお開きになる。タミル人の祭りだからと非タミル人が無関心を決め込む様子

はかけらもそこに見当たらない。インドネシアの国是が実践されている姿が歴然とわれわれの目に映る。 

 

メダン市からおよそ２０キロ南にある Lubuk Pakam の町では、タミル人コミュニティがタイプサムとは異な

るヒンドゥの祝祭 Pangguni Uttiram を行っている。この綴りはインドネシア語でパングニウティラムと読まれ

る。英語の綴りは Panguni Uthiram と書かれるが読み方は同じだ。音の表記法が言語ごとに異なっている

ことがそこに示されている。 

インドネシア語記事によれば、それはムルガン神の誕生日を祝う日と説明されているのだが、タミル語

情報を翻訳したと思われる英語ウィキの説明では、シワ神とパルワティ女神、ムルガン神とディヴァナイ女

神の結婚を祝う祭りと書かれている。更にまた、その日はタミル暦の年末月の満月の日であり、翌月がタ

ミル暦の新年正月になるのだそうだ。 

この祭事は罪の赦しを求める者や誓いを神に認めてもらいたい者が、ルブッパカムのタミル寺院シュリ

テンダユダバニから１キロほど離れたブシ川でみそぎをし、戻り道を苦行をしながらパレードするのがハイ

ライトになっている。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（１３）」 タミル人 （２０２２年０５月１３日） 

参加者は男も女も、まず二週間の断食をおこなってはじめてその苦行を行うことができる。当日、かれら

はシュリテンダユダバニで礼拝を行ってから全員がブシ川へ行って沐浴する。それから僧が呪文を唱えな

がら参加者ひとりひとりの身体に苦行のための金属棒やフックを刺していく。先のとがった長い棒で口と舌

を刺しとおし、両端におもりを付ける。飾り物のおもりが付いた金属フックを胸や背に刺して行く。 
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それが終わると、全員がシュリテンダユダバニ寺院まで１キロの道のりを徒歩で行進して戻るのである。

行進は太鼓と笛のリズミカルな音楽に付き添われて華やかに繰り広げられ、たくさんの見物人が参加者と

一緒に歩く。中には路上でタミルダンスを踊り出す見物人もいる。 

寺院に帰り着けば苦行は終わり、金属棒やフックがすべて身体からはずされる。神に受け入れられ祝

福された苦行者は、はずされたあとの傷から一滴の血も流れないと言われている。 

１８８０年にシュリテンダユダバニ寺院をチェティアヤ人が建てて以来、パングニウティラムは毎年催され

て来た。ところが、オルバ政府はこの祭事を禁止した。オルバ政権が倒れたあとの１９９９年から、この祭

事は再開されている。 

 

アチェの州都バンダアチェにもタミル人コミュニティがある。市内ガンポンクダ Gampong Keudah 地区に

はタミル寺院 Palani Andawer があり、コミュニティにとって宗教祭祀の重要な拠点をなしている。 

パラニアンダウェル寺院に隣接する土地に宿屋を建てる話が２０１４年に持ち上がり、コミュニティから

強い反対の声が上がった。寺院を管理しているヒンドゥ僧のラダ・クリスナ氏はその問題について、「地所

オーナーがそこを購入する時、そこに ruko 店舗住居を建てるという話だったから、当方は何も不都合を感

じなかった。それが今になって宿泊施設を建てることになるのでは困る。宿泊施設は神聖な寺院周辺の風

紀を汚す潜在性を持っている。」と表明した。 

地所オーナーのアグス氏は２０１３年に宿泊施設の建築許可を行政側から既に取得している。ただし、

宿屋に関する事業許可も申請済みだが、その許可はいまだに下りていない。 

 

西スマトラ州パダンのインド人コミュニティも毎年公の伝統行事を行っている。その serak gulo と呼ばれ

る催しを行っているのはグジャラート人コミュニティであり、タミル人ではない。gulo はミナンカバウ語で gula

のことだ。文字通り、砂糖をばら撒くのである。 

グジャラート人コミュニティは１８４３年に、パダン市内の旧パダンのムアラ港に近い場所にモスクを建て
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て Masjid Muhammadan と名付けた。その時期のグジャラート人集団が商人だったのか、それともイギリス

東インド会社の兵士だったのかは、まだはっきりしたことが分っていない。 

そのエリアは今日プチナンと位置付けられているが、パダンの町が出来上がって行った過程で、異民族

移住者が集まって住んだ地区だったように思われる。そのような町の多くはたいてい華人が最終的に数で

他の人種を圧倒したように見える。華人の力というのはたいへんなものだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（１４）」 グジャラート人 （２０２２年０５月１７日） 

２百年くらい前から続けられているこのスラッグロは、かれらがインドで行っていた伝統行事の継続であ

る。この行事はイスラム暦ジュマディルアヒル月朔日にインドのイスラム伝道に大きな功績のあった聖人

サウル・ハミッの遺徳をしのんで営まれるもので、他人に分かち与えることを生涯を通して実践したこの聖

人の徳に倣って、砂糖を民衆に分け与える形で行われる。 

当日、マグリブの礼拝時刻の３０分ほど前に、ムハマダンモスクの表のトタン屋根に１５人の屈強な若者

が上って並んだ。表の道路は群衆で埋まっている。外の公道のもっともフェンス寄りの位置とトタン屋根の

上を斜線で結べば、距離は４メートルくらいしかない。トタン屋根の１５人はそろって祈りを唱えたあと、足

元に用意されている布袋のつぶてを手にすると、眼下の群衆に向かって投げ始めた。群衆が歓声をあげ、

人の波が前後左右に揺れる。 

布袋には２５０グラムの砂糖が入っているのだ。インド人・ムラユ人・華人などの老いも若きもが男女の

別なくそこに集まって、空中を飛ぶつぶてを捕まえようとし、また地面に転がったつぶてをわが物にしようと

奪い合う。この公道上での大騒ぎは５分くらいで終了した。 

 

砂糖はすべて信徒が寄贈したものが使われる。自分の誓いがかなえられたことを悦んで、感謝の印に
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砂糖を寄贈するひとが多い。この年の砂糖の量は１．５トンだった。前年は２トンあった。かつては７トンや

８トンの砂糖がばら撒かれたこともある。寄贈者のためには、旗が作られて会場に飾られる。 

投げられるつぶては必ず布を使わなければならない。プラ袋などに替えようものなら、路上はきっと砂

糖だらけになり、砂糖を家に持ち帰ることのできるひとは激減するに違いあるまい。 

群衆の中のひとりは、狂喜する人ごみの中の雰囲気が好きで毎年やって来ると言う。隣人を誘って５人

でアンコッをチャーターし、１万ルピアでここまで来たそうだ。去年は砂糖を２キロ持ち帰った。「交通費をか

けても、メリットは大きい。」とかれは語っている。 

この行事は以前、メダンでも行われていたが、今ではパダンでしか行われなくなった。しかしシンガポー

ルやマレーシアのイスラム系インド人居住地区では依然として毎年行われているという話だ。 

 

メダンのカンプンマドラサに住んでいるタミル人の中にはキリスト教徒もいる。ポルトガル人がやってき

てインドに拠点を設けたとき、カトリック布教が行われた。だからカトリック教徒になったインド人がいる。 

百年ほど遅れてオランダ人やイギリス人がアジアにやってきたとき、かれらの宗教伝道組織がプロテス

タント布教を行ったために、プロテスタント教徒になったインド人もいる。ポルトガル人・スペイン人はカトリ

ック布教を野蛮で未開なアジアへの文明伝播の一手法として行ったから、進出先の国内事情よりも自己

の目的を優先させた。 

日本でそれが完ぺきな失敗に終わったことを知ったオランダ人は日本への進出目的を通商だけに絞っ

た。その日本で起こったことだけを見て、オランダ人やイギリス人はアジアへの進出の中で宗教を取り上

げなかったと考えると間違いを犯すだろう。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（１５）」 インド人 （２０２２年０５月１８日） 
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ポルトガル人・スペイン人は商人・伝道者・兵士を一個人の中に同居させたが、オランダ人・イギリス人

はそこから伝道者の顔を取り除いた。伝道は同国人の宗教組織がその専門家を植民地に派遣して布教

活動を行ったのである。相手国の中での通商経済活動が最大優先され、優先的な活動が許容し得る範

囲内での布教活動しか認められなかったということであり、オランダ人・イギリス人が宗教伝道をしなかっ

たという極論を語ることはできないだろう。 

 

２００７年１２月１５日夜、メダン市内スアラナフィリ館にある聖トリニティアングリカン教会でタミル人コミュ

ニティのクリスマスを祝う集いが開かれた。やってきたのはタミル人キリスト教徒だけでなく、ヒンドゥ教徒と

仏教徒もいた。 

参会者はみんな、盛装と華やかな装身具で身を包み、特に女性は老いも若きも華麗なタミルの民族衣

装に黄金や宝石の装身具を着けて出席した。ざわめきの中をインドネシア語・タミル語・英語が飛び交い、

歓喜溢れる笑い声がはじける。 

聖歌「きよしこの夜」のタミル語版 Oopilah を全員が合唱したあと、タミルのさまざまな伝統芸能が演じら

れた。タミルのオリジナル文化がスマトラの文化と溶け合ってバリエーションを生み、メダンで発展した。ス

マトラ島に育ったそのバリエーションをタミル人子孫たちは大切にしているのだ。 

タミル人キリスト教徒がスマトラ島北部に移住して来たのは１６～１７世紀ごろが最初のようだ。イギリス

による植民地化が作り出したタミル人キリスト教徒のメダンへの移住がそれだった。メダンに住んでいるタ

ミル系プラナカンは７万人いて、およそ１パーセントがアングリカン派およびカトリックだそうだ。残りの９

９％はヒンドゥ教と仏教である。 

 

２０世紀に入ってからも、インド人のヌサンタラへの移住が続いた。そのピークは第二次大戦後のイギリ

スインド軍のインドネシア駐留が終わった時と、インドパキスタン分離戦争の時とされている。 

ボロブドゥルやプランバナンのレリーフはインド哲学を明らかに示すものであり、現代インド人がそれら
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古代インドネシアの遺産を目にしたなら、インドネシア人に対する感情に変化が起こるとまで言われている。 

イギリスが植民地インドで編成した植民地軍の兵員はもちろんインド人だった。イギリス軍の名のもとに

インド人部隊がヌサンタラにやってきたことが二度あった。最初はイギリス東インド会社がインドで作ったイ

ギリス東インド軍がスタンフォード・ラフルズの指揮下に、フランス領に変わったオランダ領東インドを占領

すべく侵攻して来た１８１１年。 

二度目は蘭領東インドでの太平洋戦争終戦処理のためにＡＦＮＥＩ蘭領東インド連合国軍としてインドネ

シアに送り込まれて来た１９４５年９月のイギリス領インド植民地軍。インドネシアに進駐して来たＡＦＮＥＩ

軍がインドネシアから撤退するとき、インド人ムスリム兵士の中にインドネシアに残って定住する者がたく

さん出た。 

ＡＦＮＥＩ軍のマジョリティを占めたインド人兵士の中には、イスラム教徒もたくさんいたし、シッ Sikh 人も

いた。インドネシア人はシッ人を ubel-ubel と呼んだ。ウブルウブルとはジャワ語でターバンを意味する。長

い髪をターバンで包んだシッ人はターバン人という愛称をもらったようだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのインド人（１６）」 インド人 （２０２２年０５月１９日） 

インド人兵士の多くはインドネシア人に親近感を感じて自分たちの仲間と見なした。かれらが任務に就

いたジャワの町を、自分の故郷とそっくりだ、と語る者もいた。インド人はしばしば知り合いでもないインド

ネシア人の家庭を訪れ、インドネシア人の側もふらりと遊びに入って来るかれらを歓迎した。そんな風にし

てインドネシア娘と知り合い、後に結婚したインド人も少なからずいたようだ。 

 

ＡＦＮＥＩ軍が新生独立インドネシアをオランダ植民地に戻そうとしていると感じたインド人兵士はインドネ

シアの運命に深く同情し、所属部隊から脱走してインドネシア共和国軍に投じる者まで出た。あるいはＡＦ
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ＮＥＩ軍のインドネシアからの撤退に際して、故国に戻らずインドネシアに残るインド人兵士もいた。かれら

はインドネシアを再植民地化しようとするオランダに反抗して、銃を執ってオランダ植民地軍と戦ったのだ。 

そのしばらく前から、インドをイギリスから独立させようとした日本軍諜報機関の戦略に乗った一部のイ

ンド人の動きがインドに民族独立の意識を渦巻かせ始めていた。しかしその流れでは、日本軍と共闘する

インド独立の動きが日本軍と共にイギリスに粉砕されてしまう運命にあったことも間違いないところだ。たと

えそうではあっても、民族独立の意識は確実に残った。 

祖国独立の機運がまだ熟さない段階で、インドネシアの独立は維持させてやろうとして立ち上がったか

れらの心根は、インドネシアにとって得難いものだったことだろう。インドネシアの独立に貢献した異民族

兵士は、日本人と明治以後に日本領に加えられた土地のひとびとだけではなかったのである。 

 

１９４７年のインド・パキスタン分離独立戦争のとき、インドゥス河の東に位置する西インドのシンドゥ

Sindh からシンディ Sindhi 人が移住して来た。シンドゥは現在の南パキスタンを指している。なにしろ、そこ

はシンドゥ Sindhu 河の地なのだから。つまりは、昔やって来たコジャ人の再来ということかもしれない。戦

火を逃れてインドネシアに移住する者たちがひとつの波を作った。かれらの多くは、ジャカルタの街に親近

感を抱いたようだ。 

政治紛争が原因でジャカルタに移住して来たかれらには、自分の種族が何であるのかについて、隠そ

うとする傾向があった。そのために、かれらは自らを orang Bombay と呼んで偽った可能性が考えられる。 

ジャカルタ人はしばしば、インド人をオランボンバイと呼んだ。インド人の店はトコボンバイだ。ジャカルタ

住民がインド系のひとびとを種族に関係なくボンバイ人と呼んでいた時期が確かにある。だからブタウィ郷

土史家の中に、上記のようなシンドゥ人の作為を推測するひとが出現することになる。その時期、ジャカル

タではボンバイ人がインド人の同義語として使われていたために、インド人自身の中にどうして自分がボ

ンバイ人と呼ばれるのかが分からず、当惑するひともあったそうだ。 
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どうやら、インドネシアにいるインド系プラナカンはパキスタン系とヒンディ系に分けることができそうだ。

とはいえ、パキスタンという国家が成立する何百年も前に祖先が移住してきていれば、子孫の意識の中に

パキスタンという分類法が存在しないひとのいる可能性も皆無ではあるまい。[ 続く ] 

「ヌサンタラのインド人（終）」 インド人 （２０２２年０５月２０日） 

それをあえて数量化するなら、パキスタン系インドネシア国民は１０万人を超えていると語るひともある。

その区分法に従ってのヒンディ系人口に比べれば、パキスタン系は数が少ないとされている。パサルバル

がインド人街だという話に関してその論者は、繊維関係の店の多くはヒンディ系プラナカンだが、パキスタ

ン系プラナカンの店も３～４軒はあると語っている。 

パキスタン系インド人でオルラ期に繊維王と言われたアブドゥラッマン・アスラムはスカルノ大統領の親

友だった。自宅を中央ジャカルタ市ワヒッハシム通り２８番地に持ち、事務所をコタのピントゥクチル地区に

構えた。スカルノ大統領の失脚とＧ３０Ｓ事件による政変で、かれの自宅と会社はスハルト政権が没収し、

会社は政府の所有に帰した。 

 

総分類としてパキスタン系もひっくるめたインド系について言うなら、ヌサンタラのあらゆる都市にインド

系インドネシア国民の姿を目にすることができる。ジャカルタには２千世帯を超えるインド系インドネシア人

が住んでいると見られている。ジャカルタの他にインド系インドネシア人の多い都市はメダンやスラバヤだ。

中央ジャカルタ市パサルバルからピントゥアイル一帯にかけてのエリアにインド系の影が濃く感じられると

はいえ、ジャカルタのインド人家庭は随所に散らばっていてインド人街という文化的なまとまりを持つエリ

アはない。それでも１９世紀半ばにオープンしたパサルバル商店街にインド人の店が少なくない。 

かれらは繊維製品販売・縫製業・スポーツ用品店などの分野でビジネスを行う者が多い。その中でシン

ドゥ Sindh 系やプンジャビ Punjab 系の商人たちは成功者が多く、他のインド系移住者よりも経済的に安定

し繁栄しているようだ。 
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多くのインドネシア人にとって、インドという国とその人や文化は独特の印象を感じさせるもののようだ。

たとえば、昨今のボリウッド映画の人気を思い起こしてみれば良い。ボリウッドの時代がやってくるはるか

以前の１９５０～６０年代にかけて、インド映画はインドネシアで大ヒットを続けた。それが一旦途切れたの

は、政治がからんでインド映画の輸入が禁止されたためだった。そんな昔の時代ですらビートのきいた音

楽が映画の中で使われ、インドネシア人のソウル音楽であるダンドゥッの完成に影響をもたらした。 

いったいどういう関係があったのか、インドネシアの映画制作界にはインド系のひとびとの名前が目立

つ。ヒットしたテレビ映画のプロデューサーの名前をよく見ていると、ラアム・プンジャビの名前がしばしば

登場する。他にもラアム・ソラヤ、ゴペ・サムタニ、ハリス・レスマナなど、映画の世界で活躍しているインド

系のひとびとは少なくない。 

インドネシア人はインド映画も好きだが、インド料理も好きだ。２０００年代初期にインド料理レストランは

ジャカルタに２５軒あり、パキスタン料理レストランも２軒あった。マルタバッに至っては、あらゆる辻々にグ

ロバッが出て夜中まで営業している。 

マルタバッについては、１９３０年代にマラバールの地名がバタヴィアで人口に膾炙した。他でもない、

食べ物の名称 martabak malabar という名前でだ。東モーレンフリート通りにオープンしたそのマルタバッの

店は、案の定、インド人がやっている店だった。その故事が、マルタバッの発祥がインドであるという説をイ

ンドネシアに生んでいる。[ 完 ]
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「インド味の波（１）」（２０２２年０５月２３日） 

ライター： ジャーナリスト、アンドレアス・マルヨト 

ソース： ２０１０年１０月１日付けコンパス紙 "Jejak Pangan India di Nusantara" 

 

ココナツミルクを使った料理を目にするとわれわれはたいてい、インド料理の影響がそこに混じっている

と考えがちだ。だが、ヌサンタラの食にインド料理がもたらした影響はそのようなシンプルなものではない

のだ。インド文化のヌサンタラへの流入は少なくとも二度の波となって及ぼされたのであり、しかもそれら

の波がもたらした内容は同一でなかった可能性が高いのだから。 

 

文書資料に従えば、インド文化のヌサンタラへの流入は４世紀に起こったことになる。しかしそのはるか

以前にインド人がインド文化を携えてヌサンタラにやってきた可能性を否定することはできない。食の世界

に起こったインド文化の影響を調べるとき、われわれは副次資料に助けられるだろう。 

サンスクリット語辞典を見てみるがいい。ヌサンタラにやってきたインド人が料理や食べ物の作り方をプ

リブミに教えたとき、かれらはサンスクリット語を使った。サンスクリット語辞典を開けば、gula, adang, caru, 

kundi などのインドネシア語になった語彙が見つかる。今でもインドネシア人が日常生活の中で使っている

ものもあれば、歴史の中に置き忘れられてしまったものもある。 

adang は水蒸気を使って蒸す調理法を意味しており、インド人がそれをインドネシア人に教えた可能性

を推測させる。それに関連する特徴として、銅器具が使われることが挙げられる。インドでは庶民の家庭

の台所で銅鍋を普通に見出すことができる。ヌサンタラの家庭の台所でもよく似た光景を見ることができる。 

あるいは古ジャワ語の食関連語彙を調べても、インド文化の影響が見つかるかもしれない。古ジャワ語

はインド人がヌサンタラにやってくるはるか以前から使われていた。ところが、インド人がサンスクリット語

をもたらしたために、サンスクリット語の影響が古ジャワ語の中に混じりこんだ。古ジャワ語辞典編纂者た



インド味の波 

36 

ちは一様に、サンスクリット語の影響を受けた語彙があることを指摘している。 

食関連語彙の中でそのカテゴリーに区分されうるものとしては、pecel, pepes, urab あるいは carana など

が該当するだろう。しかし、インド文化到来より前にそれらがジャワの固有文化として存在していなかった

のかどうかに関する確定的な論証はまだ得られていない。 

 

メダン考古学館のチュルマティン・ナソイチャ氏は調理方法に関して、古ジャワ語で書かれた碑文の中

に見つかる食物処理方法の中で、顕著に一般的なものがふたつある、と論じている。９０１年から９２９年

までの年号を持つ碑文によく登場するものは乾燥させる方法と塩漬けにする方法だそうだ。[ 続く ] 

 

 

「インド味の波（２）」（２０２２年０５月２４日） 

インド文化の影響を受けた昔の食べ物を探す場合、いくつかの異なる土地で地元料理を前にしながら

想像を働かせる必要があるだろう。たとえばプカロガン・ウォノソボ・トゥマングンの郷土料理である野菜や

ナンカの実の細切れ、ムゴノもそのひとつ。それらの地域は中部ジャワの古い時代に興ったヒンドゥ王国

であるカリンガの領土内にあった。 

＜ ムガルスルタン国 ＞ 

１５～１６世紀には、インドのムガル帝国からの影響がスマトラ島北端のアチェを経由してヌサンタラに

入って来た。その時代、アチェとムガルの間で人間の往来があったのだ。アチェはムガルに使節を派遣し

ている。 

アチェ王宮の儀式にムガルの宮廷で行われていたものとの類似性をわれわれは見出すことができる。

人類学者シュリーケは、ムガル宮廷の習慣がアチェ人の生活習慣に与えた影響を列挙した。アチェ王宮

の庭園設計、王宮の威勢と栄華を示すために象を使って行う大パレード、衣服のデザイン、飲酒、君主が



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

 

37 

バルコニーに立って民衆にスピーチする様式などがムガルのもたらした影響だそうだ。きっと食の世界に

も、ムガルの影響が見つかるだろう。 

ムガルからもたらされたヌサンタラの食への影響として代表的なものは、ココナツミルクの使用と辣みだ。

その辣みについての説のひとつとして、ポルトガル人がインドにもたらしたトウガラシが使われ、それがヌ

サンタラに及んだという内容のものが見つかる。ポルトガル人自身はスペイン人がラテンアメリカを征服し

たときに見つけたトウガラシをスペイン人から得て、それをアジアに持って来たというのがその背景として

語られている。 

しかしそれを否定する説もある。現代インドネシア語でトウガラシを意味する cabai は昔からインドにもヌ

サンタラにもあったという意見だ。サンスクリット語の中に cawi あるいは cawya という言葉が実際に存在し

ているし、古ジャワ語にも cabe や cabya が存在する。とはいえ、古ジャワ語のそれらはサンスクリット語が

摂りこまれたものという見方が今では優勢になっている。 

ある辞典には、チャべの語は元々現代のトウガラシでなく、今チャベジャワと呼ばれているものを指して

いたと記されている。piper caba がそのチャベジャワだ。その辺りの諸見解については、いまだ統一に向か

う様子が感じられない。 

＜ トルコとペルシャ ＞ 

terung という食用野菜はスマトラ島北部でたくさんの料理に使われている（訳注：テルンあるいはテロン

とは日本語でナスのこと）。これもムガルの影響のひとつのように思われる。ただし、ナスを使う料理は

元々トルコからムガルに入ったものだったと考えるのが順当だろう。ムガル王家の系図には、トルコとペル

シャがその祖先に混じっていることが明瞭に示されている。 

だから、ムガルから来たためにインドが由来だとしてしまっては、根の浅い論が出来上がるかもしれな

い。ムガルの歴代スルタンたちの先祖が持ったトルコやペルシャの文化がインドの文化と混じり合ってム

ガルの文化が形成されていたのであれば、ムガルの食文化の中にトルコやペルシャのものが濃淡の差を

付けながら溶け込んでいる可能性を軽んじてはならないはずだ。ムガルスルタン国がインド＝ペルシャ王

国と表現されることがあるのも、そこに根拠があるからだ。[ 続く ] 
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「インド味の波（終）」（２０２２年０５月２５日） 

ムガル文化はスマトラの諸地方に深く浸透した。特にムラユ系の諸スルタン国やミナンカバウがそうだ。

それらの地方の伝統的郷土料理の中にある、スパイスを多用する料理は、ムガルの影響が濃いように思

われる。それらの諸地方にムガルの影響が入ったのも、アチェのスルタンイスカンダルムダが進めた南進

政策によってスマトラ島の北半分がアチェの支配下に落ちた結果ではあるまいか。 

アチェの南進政策はムラユ地方やミナンカバウの豊かな米をはじめとする貿易用の物資を手中に握る

のが大目的のひとつだった。バタッ人の文化にムガルの影響があまり浸透しなかったのは、アチェがタパ

ヌリ地方を重要視せず、そこを征服して強い支配を及ぼそうとしなかったことに関わっている。 

 

昨今、世界各地でインド料理の典型的な特徴に位置付けられているものはたいてい、ムガルの食に由

来するものだ。現代世界でインド料理として売られているもののほとんどはムガルにその根を求めること

ができるとさえ語るひともいる。 

タイのプーケットにあるインド料理レストランで食事したとき、記者はその説を確信した。その店が供する

料理は Mughal Mahal であるという解説がなされていたのだ。つまりムガル王宮の料理だと述べているの

だ。 

このムガルの食の影響を考えるに当たって、インドネシアのわれわれは特に注意深さを必要とされてい

る。というのも、ムガルの影響がアチェ経由で広まる以前に、インドネシアにペルシャの影響が直接入って

きていたからだ。 

たとえばパサイスルタン国の時代、イブヌ・バトゥタが西暦１３２５年にサムドラパサイでペルシャ人商人

と出会ったと旅行記に書き残したように、さまざまな記録がペルシャ人の来航について触れているのだ。
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パサイスルタン国もペルシャ商人との交易を盛んに行っていたことが明らかにされている。１６世紀のポル

トガル人旅行家トメ・ピレスの著述にも、そのような内容が記されている。 

つまり、アチェスルタン国がヌサンタラに広めたムガル文化の中に含まれていたペルシャ的要素とそれ

よりもっと前にペルシャ人がもたらしたペルシャ文化の要素が混同されないように、われわれは心すべき

なのである。 

＜ ヌサンタラの食 ＞ 

上で述べたような事実と推論を踏まえて、インド料理は少なくとも二度の異なる波に乗ってヌサンタラの

食の世界に影響をもたらしたと言えよう。最初の波はヒンドゥ文化の中の要素として到来し、その影響はジ

ャワをメインにして残された。次の波はムガルスルタン国からのインドイスラム文化の中の要素としてヌサ

ンタラにやってきた。後者の波は主にスマトラ島北半分に影響を残した。 

ただし、ここまで書いてきた内容は、ヌサンタラにやってきて訪れた先の社会で影響を振るったインド側

の視点から物事を見ているのである。この種の物の見方は影響を受け入れた側の立場を受動性一辺倒

のものにしがちだ。だが人間の交流は相互に相手から何かを得る一種の交換の様相を持つのが普通で

はあるまいか。 

だとすれば、インド人もヌサンタラから何かを得たにちがいあるまい。インド料理史専門家のＡＴアチャヤ

氏はその例のひとつがインドで idli と呼ばれる菓子であることを指摘した。インドでイドゥリは南インド発祥

の菓子であるとされてきたが、それがヌサンタラ古来のクエアプム kue apem であることが明らかにされた。 

ヌサンタラのとある王が妻にする女性を求めてインドに赴いた。そのときの随行団がインドでクエアプム

を作って食べていたのをインド人が習い覚え、イドゥリという名前が付けられてインド各地に広がったのが

史実だそうだ。[ 完 ] 
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「ヌサンタラのアラブ人（１）」（２０２２年０３月１８日） 

ブタウィ人類学者ヤスミン・ザキ・シャハブ氏の東ジャカルタ市デウィサルティカの自宅を取材に訪れた

コンパス紙記者に、女史はサモサをふるまった。ひき肉入りサモサは女史の好物だ。「ハドラミはたいてい

そうだけど、特にわたしのようなハドラミとブタウィのプラナカンには、アラブの味覚よりもずっとインドの味

のほうが合うんですよ。」 

 

イエーメンを主体にするアラブ半島南部のハドラマウト人はハドラミと呼ばれる。１９世紀に入ってからイ

ンドネシアに続々と移住して来たハドラミは元々、故国を去ってからインドのグジャラートに向かった。かれ

らはグジャラートからヌサンタラに、通商とイスラム布教のためにやってきた。 

１８７８～１８８３年にオランダ東インド植民地政庁でイスラム法とアラブ語の顧問を務めたファン・デン・

ベルフ教授 LWC van den Berg は、１８８４年から１８８６年までアラブ系住民の調査をヌサンタラとハドラマ

ウトで行った。その調査の結論によれば、ヌサンタラに住んでいるアラブ人のほとんどすべてはハドラミで

あり、ごく稀にマスカットやエジプトのヒジャズ出身者が混じっていたにすぎないそうだ。 

ハドラミの移住はまずインドのマラバール海岸に向かい、インドに一旦とどまった後でヌサンタラにやっ

てきた。最初はアチェを目指し、そこからパレンバンやポンティアナッに流れた。１８１９年にシンガポール

が建設されるとシンガポールがアチェの地位を奪って発展するようになり、海上交通の流れが変わったた

めに移住者はアチェを通らずにシンガポールにやってきた。そしてシンガポールからはやはり海上交通の

便が移住者をジャワ島に向かわせることになった。こうしてハドラミの移住は最終的にジャワ島が主体をな

した。ハドラミが東部インドネシア地方に入るようになるのは、１８７０年代以降だったそうだ。 

 

１８８４年にファン・デン・ベルフ教授がバタヴィアで行った調査では、面談・観察・アラブ地域とやり取りさ

れた手紙の分析などの方法が用いられた。１８８５年はアラブ人コミュニティがあるヌサンタラの諸都市へ

の訪問調査に費やされた。インドのボンベイで印刷された金曜日の礼拝時の説教集がトゥガルとスラバヤ
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で見つかっている。そこには、異教徒をよく討伐するイスタンブルのスルタンが治世を行うべき正当な首長

（カリフ）であるといった文も書かれていた。 

オランダ人為政者には少々センシティブな内容の説教集に関して教授は、危険はまったくないというコメ

ントを付けた。プリブミの説教者も礼拝者もこのアラブ語の説教がモスクで読み上げられたところで、意味

を理解することのできる者はまずいない、というのが教授の説明だった。 

ファン・デン・ベルフ教授は後の植民地政庁顧問になったスヌーク・フルフロニェ教授よりもアラブ人社会

に受けが良かった。ファン・デン・ベルフの方がスヌーク・フルフロニェよりもアラブフォビアでなく、客観的で

ポジティブであり、アラブ人を敵視してプリブミ社会から分離させようとしなかった点をアラブ人は高く評価

している。 

フルフロニェが主張したカンプンアラブ方針をファン・デン・ベルフは反対したそうだ。その当時オランダ

人は一般的にアラブ人を潜在的脅威と位置付けていたため、プリブミとできるかぎり交わらせないようにし

て監視を強めることが必須であるという意見が強かった。ところがファン・デン・ベルフはアラブ人について、

かれらは熱心な信仰者ではあるが、決してファナティックでなく、また他人にイスラム教を強制しない、と語

っている。 

 

ハドラミ社会は四つの階層から成っている。最上層はサイッ、そしてスクスク、ムヌガ、 

奴隷という階層で社会が構成されており、預言者ムハンマッの孫で西暦６８０年に起こったカルバラの

戦いで戦死したフサインの子孫がサイッ層だとされている。その結果東南アジアのアラブ人社会では、預

言者ムハンマッの子孫と名乗る人間にまったく事欠かないありさまだ。[ 続く ] 
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「ヌサンタラのアラブ人（２）」（２０２２年０３月２２日） 

このひとびとはどこに住んでも宗教貴族層を形成し、今でもたいていハビブの称号を名前の前に付ける。

住み着いた地で大ウラマになり、イスラム世界の中で各地のコミュニティとネットワークを作る。グジャラー

トに移住したハドラミの中でこのサイッ層は地元のムスリムからたいへんな尊敬を受けた。 

因みにイスラム守護戦線ＦＰＩの頭領ハビブ・リジッ・シハブは預言者ムハンマッの第３８代目の子孫だそ

うで、ＦＰＩがどれだけインドネシア官憲に叩かれようが、また頭領が犯罪者扱いされようが、インドネシア

人硬派ムスリムが続々とＦＰＩの旗の下に参集して指揮者の命令一下、イスラム教義に反する行為を力を

持って抑圧するというパターンは微動だにしないように見える。これも「偉い人物の子孫は偉く、尊い人物

の子孫は尊い」という信仰のなせるわざなのだろう。ときおり「信仰」というものが危険視されるのは、信仰

がそのような形で発現することに原因のひとつがありそうだ。 

 

１８世紀終わりごろから、かれらは移住先のグジャラートからヌサンタラにやってくるようになり、まずア

チェにかれらのコミュニティが作られた。次いでパレンバン、更にポンティアナッへと東方に広がった。とこ

ろが１８２０年を過ぎると、広がりがジャワへと変化したのである。ヌサンタラでもグジャラートと同様、サイ

ッ階層は地元ムスリムたちからたいへんな尊敬を受けた。 

１８８５年の人口調査によれば、ハドラミ人口は大どころでバタヴィアが１，４４８人、スラバヤ１，１４５人、

グルシッ Gresik８６７人、チルボン８３４人、プカロガン７５７人、スマラン６００人と記録された。他にもトゥガ

ルやマドゥラにハドラミコミュニティがあった。バタヴィアでサイッ層はマイノリティだったが、反対にプカロガ

ンではサイッ層がマジョリティを占めた。 

しかしファン・デン・ベルフは、アラブ人人口のもっとも多い土地はアチェであると報告している。その当

時アチェは独立スルタン国であってオランダ植民地政庁の支配下に落ちていなかったから、カンプンアラ

ブ方針など行われておらず、本人の好きな場所に自由に住んでいた。だから人口数が明瞭に記されてい

ないのかもしれない。 
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その後１９００年にバタヴィアのアラブ人人口は２，２４５人になり、更に１９３０年には５，２３１人に急増

して東インド在住アラブ人総人口の７％を超えたそうだ。２００３年にインドネシア政府宗教大臣はセミナー

の中で、インドネシアのアラブ系住民は５百万人を超えており、そのほとんどはハドラミであると述べてい

る。 

１９３０年の東インド在住アラブ人総人口にはアチェのアラブ人も含まれていると思うのだが、それで総

数が７万人台だったのであれば、百年も経たない間に５百万人台に達するというのはその間にいったい何

があったのだろうか？ 

 

サイッ層は常に独身で移住した。たとえ夫が保護してくれるといっても、女が生地を離れて見知らぬ土

地へ危険に満ちた旅をすることが非常識だったのは、人類の歴史の中に長期間に渡って醸成された気分

だったようだ。特にイスラム文化の保守性はその気分を現代にまで維持している。 

それとは別にハドラマウトでは、宗教で公認されている一夫多妻の慣習が昔から実行されていなかった。

ハドラミの間では、妻を持つ夫が二人目の妻を持とうとすると、最初の妻は自主的に実家へ帰るのが風習

になっていた。善意の夫なら、実家へ帰ってしまった妻を離婚せざるを得ない。そうしなければ最初の妻に

なった女の生涯を拘束し、その女の両親に経済負担を背負わせることを強いる結末になるからだ。それは

善き社会人のするべきことではない。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのアラブ人（３）」（２０２２年０３月２３日） 

もちろん女の側からの離婚訴訟も起こり得るし、現実に別居生活が一年を超えれば、夫が妻に経済的

性的な心身の需要を満たす義務を怠ったことが立証されて、妻側の勝訴も間違いなく得られただろう。が、

人間というのは訴訟よりも示談を好むものらしい。 
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ともあれ、ハドラミ移住者は１９世紀末になっても男だけというのが普通だった。移住者の中のサイッ層

は移住先社会の指導者や貴顕層の娘を妻にして家庭を持った。冒頭のヤスミン女史はそんな子孫のひと

りであるにちがいない。 

 

１８４４年、バタヴィアのハドラミコミュニティの住民人口が増加したため、植民地政庁はカピタンアラブ職

を定めて共同体集団の自治体制を作らせた。文化を同じくするひとびとが社会運営を自治的に行うので

ある。そのほうが、治安と秩序の統制・共同体の経済発展・戦闘部隊の徴募にたいへん効果的だった。 

ヤン・ピーテルスゾーン・クーンがバタヴィアを興したときから、バタヴィアに集まって来て住むアジア人

は人種種族ごとに分裂居住させ、それぞれにリーダーを定め、オランダ人がそのリーダーを監督して集団

の掌握をはかった。但し、それぞれのリーダーが住民管理行政の一職位になったかどうかはまた別問題

だろう。行政システム内に加えられた場合はその職名がカピタンと呼ばれたようだが、すべての人種種族

リーダーが一律にそう扱われたわけでもないようだ。 

人種種族ごとの居住地域はカンプン kampung と呼ばれた。この場合のカンプンは、地方部で自然発生

的に人間が寄り集まって住んだ集落・部落とは意味が違っている。城壁に囲まれた初期のバタヴィア城市

の外側を取り囲むようにして、東側には Kampung Banda、南に Kampung Cina、西に Kampung Koja ができ

た。 

ところがそれらの場所を指して現在慣用的に使われているのは Kampung Bandan, Pecinan, Pekojan と

いう形であり、プチナンとプコジャンは Kampung Cina, Kampung Koja のジャワ語における同義語だから不

自然なことではない。 

 

ジャワ語には、pe-an を付けて場所を表す場合に、二音節語で語尾が母音の場合に pe-an が pe-n に

なるという法則がある。だから Pecinaan, Pekojaan にならなかった。三音節以上や語尾が子音の場合には

pe-が脱落して-an だけが付けられる。たとえば Bugis は Bugisan になり、Inggris は Inggrisan になるような
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ものだ。 

だったら、Banda が Bandan になったのはいったいどうしたことなのだろうか？ジャワ語の文法法則を使

うなら、Pebandan になってしかるべきではあるまいか？この地名にかぎって Kampung Banda と Pebandaan

の折衷になっているのは奇妙としか思えない。 

いやそれよりも、スンダ文化の地のど真ん中で、どうしてジャワ語文法が使われたのかということに疑問

が生じる。どうやらスンダ語もこのジャワ語文法の使い方は同じだったらしく、スンダ人は Pacinan, Pakojan

と呼んでいた。pa-が pe-に置き換わったのは、ひょっとしたらジャワ語に合わせたのでなくて、インドネシア

語標準接頭辞に置き換えられたためかもしれない。 

その三つの内のプコジャンとカンプンバンダンは地名として定着した。ちなみにスマランにもプコジャンと

いう地名がある。しかしプチナンはヌサンタラの全域に存在しているものの、いずこも一般名詞として使わ

れていて、地名になっている場所はないように思われる。ジャカルタ最大のプチナンも地名はグロドッだ。 

 

プチナンについては、バタヴィア城市の初期の時代に華人は城市内に居住を許されていた。クーンが

華人をバタヴィア建設のパートナーに選んだことが、そのような伝統を作り出したように思われる。華人が

城市の外に追い出されて城市外南部にジャカルタ最大のプチナンが誕生したきっかけは、１７４０年の華

人街騒乱 Chinezenmoord だった。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのアラブ人（４）」（２０２２年０３月２４日） 

華人街騒乱のクライマックスはバタヴィア城市内で起こった華人住民大虐殺事件である。そのとき、カリ

ブサールが華人の死骸で埋まった。城市の外へ逃れた華人が城市の外で既に始まっていた騒動に合流

して反オランダ戦争を開始し、戦火はバタヴィアの外へ、さらにはジャワ島一円へと拡大して行った。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-81/Aind-81.htm
http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-81/Aind-81.htm


ヌサンタラのアラブ人 

46 

この華人街騒乱事件はインドネシア語で Geger Pecinan と名付けられた。事件勃発時のプチナンは城

市外グロドッ地区とバタヴィア城市の中のカリブサール西側南部のふたつになっていた。どちらの規模が

大きかったのかはよく分からないが、種々の論説やイラストから得られる印象からは、Pecinan の語が城

市内を指しているようにわたしには感じられる。だから、事件後にプチナンとして確立されたグロドッ地区を

ゲゲルプチナンの中心舞台だったと考えると間違いを冒すことになるかもしれない。 

この事件が終わったあと、ＶＯＣは華人のバタヴィア城市内での居住を許さなかった。華人は城壁の外

に居住地を設けて住んでいたバンダ人奴隷やコジャ人に倣って、城壁外の南側居住地を唯一のプチナン

にして充実発展させていった。 

オランダ人は華人街騒乱から多くを学んだようで、人種種族別分離居住方針はますます厳格化されて

いった。支配者に反抗する人種種族があったとき、それぞれを個別の目に見えない囲いに入れておけば、

人種種族を超えた共同謀議は行いにくくなり、反乱の鎮圧行動が無関係な人種種族を巻き込むことも減り、

反対に無関係な人種種族を支配者側に付けて反乱者を包囲することも容易になる。植民地政庁はこの方

針の完成度を高めて、居住地制度 wijken stelsel と通行証制度 passen stelsel という仕組みの中に結実さ

せた。 

 

一方のプコジャンはムスリムコミュニティだった。コジャという語がインド人を指しているという解説もイン

ドネシア語記事の中に見られるが、インドネシア語ウィキはパキスタン人であると説明している。それによ

れば、パキスタン系インドネシア人プラナカンが往々にして Khoja, Koja, Kujo, Tambol と呼ばれているそう

だ。インドネシアに渡来したコジャ人の出身地はパキスタンのクチやカティアワル、インドのグジャラートな

どで、特にグジャラートからの渡来者が多かったためにインド人と解説したのかもしれないものの、要する

にかれらはヒンドゥスタン系のイスラム教徒だった。 

１７世紀にＶＯＣは、バタヴィアにやってきたイスラム教徒をすべてプコジャンに居住させた。この場合は

人種種族という区分でなくて文化宗教というまとめ方になっている。但しいつの時代でも、財産の多寡が

人間の社会ステータスに影響を及ぼすのがヒューマニズム（人類原理と読む）だったらしく、オランカヤは
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タナアバンやクルクッ、またパサルバルなどのヨーロッパ人やヨーロッパ系プラナカン居住地区の中に混じ

って住むことができた。オランカヤと言っても並みの金持ちでなく、１７世紀末のかれらの生活はオランダ

人高官のようなものだったそうだ。つまり、豪邸に住み、奴隷を何人も抱える暮らしをしていたのである。 

１９世紀初頭のバタヴィア居住外国人イスラム教徒人口は４百人くらいで、その後の数十年間、たいし

た変動は見られなかった。 

 

グジャラートからバタヴィアにやってきたハドラミはたいていプコジャンに住んだ。かれらは物品の売買

を仕事にした。扱い品目はグジャラートから輸入される綿布・衣服・貴石から、他にも香油香水・皮革製品・

家具・食品などの多岐にわたった。 

ムスリムはイスラム布教がアッラーへの奉仕であり、信者を作れば当人の罪が軽減されるという教えに

動かされて、その生涯を布教で彩ることで善きイスラム者の一生を遂行しようと考える者が多く、人間を相

手にすればその機会が潤沢にあることから、商業を選択する根はひょっとしたらそこにあったのかもしれ

ない。モノ作りや土いじりをしていては、イスラム入信を働きかける相手にどれほど出会えただろうか？

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのアラブ人（終）」（２０２２年０３月２５日） 

面白いことに、ハドラミが主体のインドネシア居住アラブ人の中に、謹厳実直な金貸し事業を行って財を

成した人間も少なくない。かれらはたいてい、銀行のように信用保証をうるさく言わず、金に困っている人

間に手を差し伸べてくれる、金にきれいな民間金貸しという評判を取っていた。 

植民地時代から続けられてきた高利貸しはたいてい華人・アラブ人・インド人そして少数のプリブミが行

っていたというイメージがインドネシア社会に染みついている。かれらの妻も地域社会で巧みに立ち回って
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社会的著名人になり、婦人たちの集いの中で個人の金銭需要を煽って客を作っていた。金利がハラムに

されているイスラム教義に反するアラブ人高利貸しの話は、観念論者にとっては嘘としか思えないかもし

れない。だが、人間社会の現実は観念で動いているのではないということがミクロ世界を覗けば覗くほど

見えてくるだろう。 

しかも借金返済不履行が起こるのがこの世界の常なのである。そんなプロセスを通して土地を手に入

れるハドラミが少なくなかった。土地所有者になったかれらは普通、地主家主になって土地を貸すか、ある

いは潤沢な利益を乗せて土地を再販した。華人は手に入れた土地を自ら生産財として活用し、農業をした

り工場を建てて生産活動を行ったのに比べて、アラブ人はそのようなことをする者がめったにいなかった。 

アラブ人が持っているバタヴィアの土地評価額は２５億フルデンに上ったと１８８５年のデータは述べて

いる。面積が分からないのが残念だ。 

 

不動産王として盛名を馳せたひとびとの中にサイッ・アリ・ビン・シャハブとバサラマがいた。サイッ・アリ

はメンテン地区、バサラマは東クウィタン地区の大地主になった。しかし、ブタウィのアラブ人で立志伝中

の人物は１９世紀末に登場したサイッ・アブドゥラ・ビン・アルウィ・アラタスだろう。かれはハドラミ移住者の

三代目に当たる。 

広大な土地を所有し、鋳物工場と機械製造所を運営し、輸入馬を扱ったかれは１８９０年に中央ジャカ

ルタ市ジャティプタンブラン通りのネオクラシックスタイルの邸宅を購入してプコジャンから移り住んだ。そ

の邸宅は現在、繊維博物館として使われている。 

ＨＯＳチョクロアミノト、ＫＨアッマッ・ダッラン、Ｈアグッ・サリムといったインドネシア民族運動の先駆者た

ちと親交深かったサイッ・アブドゥラは、シャリカッイスラム活動資金のために６万フルデンを、またムハマ

ディヤに対しても、オランダ植民地政庁の学校教育と肩を並べうるレベルの教育をヌサンタラに打ち立て

るための資金を寄贈し、アルイルシャッなどのイスラム諸団体にも多大の支援を与えた。かれはアラブ語

雑誌「ボロブドゥル」の発行責任者にもなっている。スハルト政権で外務大臣を務めたアリ・アラタスはサイ

ッ・アブドゥラの孫だ。 
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オランダ植民地政庁が分離居住制度を１９１９年に廃止すると、既に過密状態になっていたプコジャン

からハドラミが続々とクルクッ、プタンブラン、タナアバンなどに引っ越し、更にサワブサール、メステルコル

ネリス、タナティンギなどへ広がった。 

今日現在、ジャカルタのカンプンアラブは西ジャカルタ市がクルクッ、サワブサール、中央ジャカルタ市

はジャティプタンブラン、タナアバン、クウィタン、東ジャカルタ市はジャティヌガラ、チャワン、チョンデッとさ

れている。それらの地区に住んでいるのはハドラミとブタウィのプラナカンであり、アラブ文化の影響を受

けたブタウィ文化の産物がそれらの場所で発展した。中でも特筆されるのはルバナ音楽・オルケスガンブ

ス・タリザピンだろう。 

ルバナ音楽は rebana hadrah, rebana burdah, rebana maukhid の三種類が興った。ルバナハドラは二つ

の楽団が相互にディワン・ハドラの神への賛頌を唄い合って競う形式のもの。ルバナブルダは、アルブシ

リ作の預言者ムハンマッを称える頌歌を唄うもので、地主で畜産家のハドラミ、サイッ・アブドゥラ・バッマル

が考案した。 

オルケスガンブスがバタヴィアで人気を高めはじめたのは１９４０年代だった。最初はハドラミ社会の中

でだけ演奏が行われていたガンブス音楽は、そのうちに婚礼や割礼などのブタウィ人の祝宴に不可欠な

イベントになった。更に全国のムスリム社会にも影響が及んで、スラバヤ出身のシェッ・アルバルが一世を

風靡したのである。 

また、アラブ料理とインド料理の折衷であるナシクブリも、ハドラミが住んでいるあらゆる土地でプリブミ

ムスリム層の人気を集めた料理になった。[ 完 ] 
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「カンプンアラブ（１）」（２０２２年０３月２８日） 

華人街プチナンがヌサンタラのどの町にもあるように、アラブ人居住区であるカンプンアラブもたいてい

の都市にある。ややこしいのは、今カンプンアラブと呼ばれているものの中で歴史の古い所は最初インド

系ムスリムの居住区だったことだ。そのような古いカンプンアラブはヒンドゥスタン系ムスリムを意味する

Kojaという名称が使われている。ジャカルタにもスマランにもPekojanという地名を与えられた土地があり、

そこもカンプンアラブとして知られている。 

ジャカルタのプコジャン地区に１７世紀に建てられた

モスクはコジャ人が建設したものであり、１８世紀にな

ってからアラブ系プラナカンが建てたモスクが出現し

た。その辺りの時期にジャカルタのプコジャン地区住

民の顔ぶれに変化が起こったように思われるのだが、

オランダ人による行政管理はインドもアラブもひっくる

めたイスラム教徒モール人という一括りの概念でかれ

らを捉えていたために、内容の変化を示す情報はなかなか見つからない。 

 

ヌサンタラにやってきたムスリムは最初、やはり位置的に近いコジャ人だったようだ。かれらは通商のた

めにやってきて、そのうちに定住する人間が増えはじめた。後になってアラブ半島南部のハドラマウトから

ハドラミがインドのイスラム系の地域を経由してヌサンタラにやってくるようになり、かれらもばらばらと定住

するようになる。人口比としてはヒンドゥスタン系がハドラミよりも圧倒的に多かったのだろうが、だんだんと

その差が縮まり、人口比が逆転してヒンドゥスタン系がハドラミの中に呑み込まれてしまった。コジャ文化

の影が薄くなり、最終的にアラブ文化ばかりが目立つ社会に変貌したということなのかもしれない。そんな

変化が１８世紀ごろから始まっていたのではあるまいか。 

１７３０年代にバタヴィアのプコジャンで生まれたハドラミの血を引くシェッ・ジュナイッは２５歳のときにメ

Masjid Pekojan 別名 Masjid Jami’ An Nawier 
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ッカに移り、メッカで修行を積んでからメッカの大モスクであるマスジッハラムのイマムを務めた。かれはメ

ッカでシェッ・ジュナイッ・アルブタウィと呼ばれ、アラブの地にブタウィの地名を知ろ示した最初の人物にな

った。 

かれはメッカでイスラム世界の各地からやって来たたくさんの生徒を教育したおかげで、ブタウィの地名

もイスラム世界の各地に浸透したようだ。その生徒の中にはバンテンスルタン国創設者マウラナ・ハサヌ

ディンの子孫である Syekh Nawawi al-Bantani がいた。シェッ・ナワウィはバンテンスルタン国がオランダに

よって滅ぼされた１８１３年に生まれている。シェッ・ジュナイッは百歳を超える高齢に達してから、メッカで

没した。 

 

１９世紀後半になって、ハドラミがシンガポールを経由してヌサンタラに続々と移住するようになると、正

真正銘のアラブ人居住区がヌサンタラの各地にできた。スマトラのバンダアチェ、パレンバン、シグリ、メダ

ン、ランプン、更にバンジャルマシン、マカッサル、ゴロンタロ、アンボン、マタラム、アンペナン、スンバワ、

ドンプ、ビマ、クパン、果てはパプアにまでカンプンアラブが存在している。中でもジャワ島では、ジャカルタ

のプコジャンや Krukut、ボゴールの Empang、スマランのプコジャン、スラバヤの Ampel、ソロの Pasar 

Kliwong、グルシッの Gapura、モジョクルトの Kauman、チルボンのカウマン、ヨグヤカルタのカウマン、マラ

ンの Jagalan、プロボリンゴの Diponegoro、ボンドウォソにはその名もずばりの Kampung Arab などがあり、

他にもトゥガル、プカロガン、パスルアン、バギル、ルマジャン、バスキ、バニュワギ、スムヌップなど、町と

いう町にカンプンアラブができている。[ 続く ] 

 

 

「カンプンアラブ（２）」（２０２２年０３月２９日） 

植民地政庁顧問だったファン・デン・ベルフ教授が１８８４年にバタヴィアで行った調査によれば、プコジ

ャンに住んでいるのはアラブ人とプリブミがメインで、ヒンドゥスタン系と認識されている世帯はなく、また華
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人はきわめて少なかった。アラブ人はほとんどがハドラミだった。１８７０年にスエズ運河を通ってヨーロッ

パと極東を結ぶ蒸気船定期航路運行が開始されたために、蒸気船が寄港するアラビア半島からシンガポ

ール経由でヌサンタラへやってくるハドラミが急増した。 

そのころは植民地政庁が民族種族の分離居住制度を行っていて、プコジャンはムスリム居住区に指定

されており、バタヴィアへ移住して来たハドラミはまずプコジャンに住んだ。移住者の増加によってプコジャ

ンは住宅密集地区になり、スラムの趣を呈していたが、アラブ人はそれをあまり苦にしていなかったとファ

ン・デン・ベルフ教授は報告している。 

そのころはクルクッやタナアバンに住んでいるアラブ人も多少はいた。１９１９年にプコジャンをカンプン

アラブにしていた政府方針が廃止されたことで、スラム状態のプコジャンから脱出するアラブ人が増加した。

しかし１９５０年代までプコジャンは名実ともにカンプンアラブであり、ブタウィ歴史家アルウィ・シャハブ氏

によれば住民の９５％がアラブ系の世帯だったそうだ。 

１９４０年代にプコジャンに住んでいた華人は三世帯だけで、氷菓の作り売りや雑貨店を営んでいた。華

人の巡回バッミー売りがプコジャンに入って来ると地元の腕白坊主たちが石を投げて追い出そうとするか

ら、華人たちは怖がってあまりプコジャンに足を踏み入れなかったという話もある。 

アラブ人のプコジャン脱出が進んでアラブ人が激減したのは１９７０年代であり、その空隙を埋めるべく

華人が隣のプチナンから移り住んで来た。今では完全にプチナンの中に呑み込まれた様相になっている。

２０００年代初めごろのプコジャンには、６０世帯ほどのアラブ系住民しか住んでいない。 

１９５０年代に始まったプコジャンからのアラブ人の移動は、ほぼ全員がジャカルタの中の別地域への

引っ越しだった。スラバヤやプカロガンなど地方部のカンプンアラブに移る者はいなかったらしい。反対に、

地方部に住んでいたアラブ人がジャカルタに移って来た例には事欠かない。 

 

現在の西ジャカルタ市タンボラ郡プコジャン町には歴史の古いモスクや礼拝所がたくさんあり、そこが古

くからのカンプンアラブであった事実を示している。プコジャン最古のモスクと言われている Masjid Ar-
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Roudhoh は１７世紀初期に建てられた。Masjid Al-Anshor は１６４８年、Masjid An-Nawir は１７６０年、

Langgar Tinggi は１８２９年、そして Mas-jid Zawiah が１８７４年とたくさんの由緒あるモスクがこの一画に集

まっている。 

小モスクである Langgar Tinggi はハドラミのアブバカルが建設した。１８３３年の開所とも書かれている。

後にカピタンアラブのシェイッ・サイッ・ナウムがそれを拡張した。 

シェイッ・サイッ・ナウムは商船を持ち、またタナアバンに広い土地を持っており、その土地の一部をイス

ラム墓地として開放した。そのイスラム墓地とは現在のタナアバンから南に下ったマスマンシュル通り東側

のクブンカチャン地区であり、アリ・サディキン都知事が墓地を移転させたあと、かれの後継都知事がその

場所にインドネシア初の層状集合住宅を建設した。 

総面積３８５平米のランガルティンギ小モスクのデザインはポルトガルと中華の折衷様式が用いられて

いる。この小モスクは礼拝のためだけでなく、昔からハドラミの一族が親睦のために集まる場所としても使

われていた。[ 続く ] 

 

 

「カンプンアラブ（３）」（２０２２年０３月３０日） 

この礼拝所の裏側は川になっていて、昔はチサダネ川から建築資材・布・スパイス・農産物などを旧バ

タヴィア城市に運ぶ舟や筏がアンケ川を経由して乗り入れて来た。それらの舟や筏が礼拝時間になるとラ

ンガル裏手の水辺にもやっていたそうだ。舟や筏を操るムスリムたちはそのまま川の水をウドゥに使い、

陸に上がってランガルに裏から入ったという話が語られている。 

ランガルティンギの裏を流れる川には Jembatang Kambing と呼ばれている橋がかかっている。屠殺場で

屠られるヤギが必ずこの橋を通ったことから与えられた名前だ。プコジャンの外からプコジャン居住地区

の食肉需要を賄うために連れてこられた数十頭のヤギの群れがそこを通るのである。それが人の目に印

象を残さないはずがない。２５０年前にこの橋がかけられて以来、そこを通ったヤギの数は何頭に上った
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だろうか？ヤギたちの最期の目的地になった屠殺場、インドネシア語で pejagalan、も橋から６百メートルほ

ど北にある道路にその名を残している。 

屠殺場で解体されたヤギ肉をヤギ橋近辺で小売販売する店は最初二軒だけだったが、その後四軒に

増えた。かれらは何世代にもわたってその家業を続けている。プコジャンがカンプンアラブだった時代は消

費者がたくさん買いに来たのだろうが、住民が入れ替わってしまった昨今、かれらの先祖が体験したよう

な需要はもうなくなっているのではないだろうか。かれらの顧客はサテ売りと家庭の主婦がほとんどになっ

ているとの話だ。 

ジュンバタンカンビンを通って対岸へ行くと、１７６０年に建てられた総面積１，９８３平米というプコジャン

最大のアナウィルモスクがある。そこは長い間プコジャンのイスラム活動の根拠地になっており、プコジャ

ンモスクの呼称で知られていた。 

アナウィルモスクの建設者はアラブ系プラナカン女性の Syarifah Fatimah で、１８９７年に没したかの女

の墓は他のアラブ人貴顕たちに混じってモスクの右側にあるムスリム墓地に設けられた。アナウィルモス

クは何度も改修がなされているが、ドームと柱および尖塔は最初に作られたときのままだとモスクの世話

人は述べている。 

このモスクは１９２０年代にハビブ・アブドゥラ・ビン・フセイン・アライドゥルスが拡張した。この大金持ちも

名前をガジャマダ通りの西にアライドゥルス通りとして残している。かれはアチェ戦争のときに武器兵器を

アチェ側に提供してバックアップした。 

ザウィアモスクはもともと小さな礼拝所だったものを、ハビブ・アッマッ・ビン・ハムザ・アラタスが大きいモ

スクに改装した。 

 

１９０１年にジャミアトゥルケイルがプコジャンに発足し、イスラム教育のためのマドラサの運営、中東か

らのイスラム宗教師の招へい、インドネシア民族独立運動先駆者たちへの支援と反オランダ運動を行った。

招へいされたイスラム有識者のひとり、スーダン人シェイッ・アッマッ・シュルカティは後に私立教育機関
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Al-Irsyad を興している。 

ジャミアトゥルケイルが中東のイスラム世界と密接な関係を築き、中東の印刷メディアの輸入や中東メ

ディア界への蘭領東インド情勢の報告などを送ったことから、スヌーク・フルフロニェはジャミアトゥルケイ

ルを激しく敵視し、オランダ植民地政庁を危険に陥れる者として行政側に警告している。 

 

プコジャンの Jl Pengukiran III 通りにある、百年を超えているブタウィ様式の邸宅は現在、都庁が歴史遺

産建造物に指定している。長さ６０メートル幅２０メートルの家屋に現在も住んでいる８０歳代のアブドゥラッ

マン・アラタスさんの話によれば、幼いころ、その家の周辺は藪だらけの空き地になっていて、家の表は川

が流れていた。その川が埋め立てられて第３プグキラン通りになったのだそうだ。[ 続く ] 

 

 

「カンプンアラブ（４）」（２０２２年０３月３１日） 

東ジャカルタ市チョンデッ地区は、ブタウィ人の郊外部への移住が盛んになったあとも、ブタウィ人カン

プンとして残っていた地区だ。そのため都庁は１９７４年にそこをブタウィ文化保存地区に指定した。それ

から十年ほどが経過して、タイミング違いでチョンデッのブタウィ人たちも郊外へ引っ越し始めた。かれらが

売る土地をアラブ人が買うケースが増加して、かつてのカンプンブタウィはカンプンアラブと呼ばれるよう

になった。今のチョンデッにはアラブの風情が漂っている。 

都内のカンプンアラブからだけでなく、諸地方のカンプンアラブからもアラブ系プラナカンがチョンデッに

移り住むようになった。特にアラブへの海外出稼ぎ者派遣ビジネスがチョンデッで盛んになったことも、ア

ラブ系プラナカンのチョンデッ移住を煽った要因のひとつだった。かれらも父祖の地への憧れと文化的な

つながりを強く抱いている。 

アラブ人にとって、イスラム色の濃い文化を誇るブタウィ人は親しみやすいひとびとだった。ブタウィ社会
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がアラブ人に居心地の良い場所を提供したことは疑いあるまい。必然的にアラブ系とブタウィ人の結婚が

数多く起こった。しかし今では、ブタウィ以外のスンダや他の種族との結婚もたくさん行われている。 

 

チョンデッ地区に入ると香水屋が目につく。そこは市販用のブランドもの香水が売られている場所では

ない。香水の元を用意していて、自分好みの香水を望む客にそれを調合して作ってくれる店だ。アラブ人

は昔から香水を自分で調合していた。欧米の工場でマスプロ生産される香水は、そのままではアラブの激

しい気候に適さない。香りを長持ちさせるために、アラブの気候と生活習慣に適したものに変えなければ

ならないのだ。 

インドネシアに産するジンコウの樹脂や白檀は昔からアラブにたくさん輸出されていた。アラブ人はそれ

らから香水の素材を取り出して調香に使った。その調香の習慣をアラブ人はインドネシアにまで持って来

た。だからスラバヤのアンぺル、ソロのパサルクリウォンなどヌサンタラの各地にあるカンプンアラブには、

必ず香水屋が店開きしている。 

チョンデッにも香水屋が何軒も店開きしており、たいていは固定客を持っている。香水の調合は人間が

行うものだから、必ず調合者によって違いが出る。そのため、客は自分の好みにもっともよく合う調合ので

きる店に通うことになる。店側も心得ていて、その客にどのような調合をしたかを書いたカルテを作って保

管している。決して、客のだれかのカルテを使って別の客に調合するようなことはしないそうだ。客は自分

だけの香りを望むのが普通だと店主は述べている。 

 

そんな香水屋とは異なる香りがチョンデッに漂い、そして腹の虫が唸る。チョンデッに来て、アラブ料理

を食べないで帰る手はない、とひとびとは言う。食堂に入れば、ナシクブリやナシカバサなど、中東風の味

覚で味付けした飯料理が愉しめるのだ。中東風の味覚はヤギ肉と豊富なスパイスが作り出す。 

３０年以上前に中部ジャワ州トゥガルからジャカルタに移住した女性店主リリ・アッマッ・アルカフさんの

営む食堂サテトゥガルアブサリムで臭みのないヤギ肉のサテを堪能しようではないか。「柔らかくて臭みの
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ないヤギ肉を得るためには、作法があります。」とリリさんは語る。 

生後４～５カ月のヤギを選び、屠ってから肉の層を筋に注意して切り分ける。解体した肉は水洗いせず、

汚れをきれいに拭き取るだけ。料理するのでないときに水がかかると、肉が臭みを持つのだとかの女は言

う。 

この食堂では、ヤギのミルクも売られている。プレーンとハチミツ入りの二種類だ。ヤギ臭はない。これ

にも秘密がある。ヤギの乳を搾るとき、清潔さに神経を集中させること。ヤギの毛が一本ミルク缶に落ちて

も、ミルクが臭くなってぶち壊しになるのだそうだ。 

[ 続く ] 

 

 

「カンプンアラブ（５）」（２０２２年０４月０１日） 

この食堂には Roti Maryam や Kaad あるいは Kamir など中東のおやつもいろいろと置かれている。おや

つを愉しむのなら、トゥガル名物のテポチと一緒にできる。いや、スパイスの入ったアラブコーヒーでもよい。

クローブとカルダモンとヤシ砂糖を加えた熱く濃いコーヒーはエキゾチックな気分でわれわれを包んでくれ

る。 

熱々のアラブコーヒーには、焼き立てのカミルもよく合う。小麦粉・イースト・ココナツミルク・バターと塩砂

糖を練って焼いたカミルは夕方のおやつにも、そして朝食代わりにもうってつけだ。 

 

スマランにもプコジャンという地名がある。スマラン市の中心部で、比較的港に近い。このエリアもカンプ

ンアラブとされているものの、最初はコジャという名称の通り、タミールやグジャラートといったヒンドゥスタ

ン系の人種が居住したそうだ。アラブ系のハドラミが加わるようになるのはもっと後の時代だった。 

スマランのプコジャンに住む長老のひとりは、自分たちは単一民族の子孫ではないと語る。源流はパキ
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スタン系ムスリムが１７世紀ごろからこの地に住み着き、それがプリブミの諸種族やアラブ系・オランダ系・

ポルトガル系・中華系などと混じり合って生まれた子孫なのだ。だから単純にアラブ系だと見るのは当を得

ていない。コジャとはインド語で「いなくなった人」を意味しているのだ、とかれは説明した。このコミュニティ

人口はおよそ９百人にのぼると見られている。 

スマランのプコジャンには、イドゥルフィトリの日に行われる珍しい慣習がある。いや、イスラム社会では

どこでも行われていることだが、ここでは全住民をあげてシラトゥラヒムを行うという形式が違っているのだ。

３百年前から継承されて来たこの慣習は sanja と呼ばれている。 

 

イドゥルフィトリの朝午前６時にジャミップトロガンモスクで行われたイドの礼拝のあと、およそ半時間を

談笑しながらそこで過ごしたひとびとは、三々五々グループを組んでプトロガンモスクのイマムの自宅に向

かう。サンジャの慣習が始まったのだ。 

が、よく見るとモスクに残っていたのは男性ばかりであり、女性たちは早々に自宅に帰ってしまっていた。

ムスリム衣装に身を包んだ５人から２０人くらいまでの男性グループが町中のコミュニティ構成員の家およ

そ百世帯を一軒一軒巡って歩くのである。女性はみんな自宅に帰って、後から後からやってくる挨拶客の

ための飲み物と軽食を用意しなければならないのだから、礼拝が終わればさっさと帰るのが当然だ。いや

男性の中にも、女性と一緒に帰宅するひとが少なくなかった。 

コミュニティ構成員の家はプトロガン通り、カンプンブゴッ、プコジャントゥガ、プコジャンブントゥ、プコジャ

ンキドゥル、プコジャンロルに集まっている。いやそればかりか、ジュルッキンキッ、ボナルム、ウォップラウ、

ブスタマン、スブラン、パンデアン、プロゴ、プマリ、プサングラハンなどを含むプチナン地区にまで散在し

ているのだ。 

イマムの自宅を訪れて挨拶をし、供される飲み物と菓子を口にすると、グループはすぐにその家を辞去

する。続々とやってくる他のグループを外で長時間待たせるわけにはいかないのである。しかしその後の

順路は各グループが思い思いに選択できるから、場所によっては多少の余裕ができることもある。だが次

のグループがその家にやってくれば、先着グループはそこをそそくさと立ち去ることになる。短い場合はグ
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ループの全員が立ったまま挨拶し、用意されている飲み物と菓子を口に入れると５分くらいでその家を後

にする。[ 続く ] 

 

 

「カンプンアラブ（６）」（２０２２年０４月０４日） 

この挨拶回りは正午か、遅くとも１３時には終了になるから、たいていは押せ押せで歩き回ることになる。

そして１５時がくると、午前中の挨拶回りに加わらずに自宅で客を応接していた男性たちが、グループを組

んで午前中に挨拶に来たひとびとの家を回るのである。 

こちらの方も男性ばかりだ。この日の挨拶回りに女性は加わらないことになっている。女性が挨拶訪問

をするのはイドゥルフィトリの二日後以降とされている。ただし、親戚の家を挨拶訪問するのはその限りで

ない。 

 

訪問客に出される飲み物はたいていミルクとシロップを混ぜた susu sirup で、それに bolu lapis が添えら

れる。ススシロップにしろ何にしろ、飲み物はどの家でもインドネシア語で seloki と呼ばれる小型のショット

グラスに入れて供される。スロキという言葉はオランダ語の slokje に由来している。 

どの家でも客にほんの少ししか飲ませないのにはわけがある。なにしろ午前中に百杯も飲み物を飲ま

されるのだ。菓子のボルラピスは満腹なら手を出さなければよいだけだが、自分のために出してくれた飲

み物に手を付けないというのは、誰しも気が引けるもののようだ。 

だからひとつのグループがある家に入ったら、立ったままメンバーのひとりひとりが挨拶の口上を述べ、

家の主からの口上を聞き、スロキを手にして口に入れ、ボルラピスを一切れ取って口に入れてからその家

を去る。ボルラピスをモグモグしながら道を歩く者もいるといった風景が展開される。 

ルバラン初日のその光景はその日かぎりで終わってしまう。二日目以降は伝統的な食べ物飲み物が供
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されるのである。飲み物はクローブのシロップや茶、あるいはコーヒー、菓子はボルラピスの他にチョコタ

ルトやアナナスタルトが必ずテーブルに置かれている。それらのタルトは厚みが５センチくらいあるパイで、

上にチョコやパイナップルジャムが載っているものだ。 

クローブのシロップはクローブ・カルダモン・シナモン・砂糖を煮立たせてから濾したもの。普通は一度に

たくさん作り、ビンに詰めておく。プコジャン独特の茶はクローブとカルダモンとミルクを混ぜたものだ。 

他にも、塩もみして干した若いマンゴの実をアチャルにしたアチャルポー、ヤギ皮のクルプッ、牛乳とカ

ルダモンとクローブを使ったアウラやマドゥマンサなども並べられる。 

 

チルボンでも、カンプンアラブは最初コジャ人の居住地だった。ここも１８４５年にカピタンアラブ制度が

開始された。インドラマユのアラブ人コミュニティはチルボンのカピタンアラブが統率していたが、１８７２年

になって分離され、インドラマユのカピタンアラブがスタートした。 

 

ジャワ島東端でバリ島対岸にある Banyuwangi にもカンプンアラブがある。バニュワギ県バニュワギ郡ラ

テン町のカンプンアラブでは１７世紀からアラブ人の居住が始まった。 

ハドラマウトから来たアラブ人商人たちは最初、パンパン湾で商売を行った。パンパン湾は現在のムン

チャル郡で、ジャワ島東南端のアラスプルウォに近い場所だ。そしてそのうちに定住する者が出始めた。 

１８６６年に植民地政庁は分離居住制度に従ってずっと北のボーム海岸に近い場所にアラブ人居住地

区を定めた。このボーム海岸はマジャパヒッ時代の海上交通の寄港地であり、またジャワ島とバリ島を結

ぶターミナルでもあった。[ 続く ] 
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「カンプンアラブ（７）」（２０２２年０４月０５日） 

Boom という言葉はオランダ語の樹を意味している。植民地時代にはヌサンタラの港々に税関が置かれ

て、船から出し入れされる物品物資に関税がかけられ、出入りする船からも入港料が徴収された。入港料

を払わないで逃げる船の対策をどうしたか？港の出口に巨木を浮かべて、船が乗り越えられないようにし

た。ボームとはその巨木のことだ。 

その海岸にボームという名称が付いているのなら、そこにはかつてオランダの税関があったはずだ。税

関があったということは、そこが商港であったということを意味しているにちがいあるまい。バニュワギから

オーストラリアへのバナナ輸出はアラブ商人に握られていたという話もある。植民地行政がボーム海岸に

あったバニュワギ港から近い場所にカンプンアラブを指定したのは、何らかの思惑があったためではない

だろうか。 

１９７４年１月１日にボーム海岸からバニュワギ港が消滅した。ジャワ＝バリを結ぶ海上交通路はずっと

北のクタパン港に移り、また商港機能ももっと北のムヌン村にタンジュンワギコンテナ港が建設されて移っ

てしまったのである。だから現在、バニュワギ港という港は存在せず、単なるボーム海岸という場所がある

だけであり、そこは住民の行楽地になっている。 

バニュワギのカンプンアラブにはカピタンアラブがいたそうだから、このアラブコミュニティはそれなりの

規模になっていたのだろう。１９１１年にはアラブ学校アルイルシャッがオープンした。オランダ植民地行政

は非プリブミの子弟を学校教育の対象にしなかったために、アラブ系子弟のための学校が必要になり、そ

こではアラブ語と宗教教育が行われた。学校があった場所は現在ブランバガン市場になっている。 

１８世紀にはバニュワギ県令のプリンゴクスモがハドラマウトからウラマを招いてイスラム布教を行わせ

た。やって来たサイッ・ダトゥッ・アブドゥラヒム・バウジルの活躍で、それまでヒンドゥ文化の濃かったバニュ

ワギが大いにイスラム化したそうだ。 

 

現在のカンプンアラブは、アラブ人居住区でなくなっている。独立後のインドネシア共和国は、植民地時
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代の分割支配の象徴とも言える分離居住制度を嫌って誰でもどこにでも居住する権利を認めているから、

今ではウシン族・マドゥラ人・ジャワ人とアラブ人が入り混じって住んでいる。アラブ人と言っているが、もち

ろんアラブ系プラナカンのことだ。 

カンプンアラブの大通りには、家具店、ムスリム衣装店、ロティマリアム・ナシクブリ・ヤギ肉料理などの

アラブ風食べ物の店などが並び、ラマダン月になるとデーツの実やブカプアサのための飲食物を買ったり、

ヘンナ装飾をしてもらう消費者で賑わう。 

ヘンナ装飾絵描き人のひとりイカさんは、自分はアラブ人とマドゥラ人の混血だと言う。昔パンパン湾で

商売していたアラブ商人の子孫たちは今日、家具ビジネスや建築資材・布などを扱っている。ロティマルヤ

ムやヤギのブイヨンはカンプンアラブを代表する食べ物であり、それがバニュワギの伝統料理であるナシ

テンポンやルジャッソトと肩を並べている。アラブ語のレッスンを受ける者もいまだにいる。ところがカンプ

ンアラブの子供たちが使っているのは Using 語だ。ウシンあるいはオシンとはバニュワギ土着の種族で、

かれらが使うウシン語はオーストロネシア語族の台湾系とされている。 

 

南スマトラ州パレンバン市内にもカンプンアラブがある。第二スブランウル郡１３ウル町のアルムナワル

部落がパレンバンに最初にできたカンプンアラブだった。スルタンパレンバンの時代にやってきたアラブ人

はそこに集団で居住し、今日に至った。およそ三百年の歴史を持っていて、スルタン時代の面影を今に残

す町並みを見ることができる。 

市内を貫通しているムシ河の橋を増やすために市庁は第３ムシ河架橋計画を進めていたが、橋の建設

場所が１３ウル町を通ることになったために一部の住宅が撤去されることに反対する声がカンプンアラブ

住民の間から起こった。最終的に市庁は橋を架けることをやめて、トンネルでムシ河の下をくぐる計画に

変更している。[ 続く ] 
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「カンプンアラブ（終）」（２０２２年０４月０６日） 

ヌサンタラにやってくるハドラミの中継基地になったシンガポールにも、当然ながらカンプンアラブができ

た。カンポングラムのアラブストリート界隈がそれだ。ラフルズのシンガポール都市建設の青写真の中で、

この地区がムスリムクオーターに指定されていた。 

ムラユ人およびアラブ・インド・ブギス・ジャワなどのムスリムのための居住地区だ。しかしシンガポール

共和国は国民が混じり合って暮らす複合民族国家を目指して、大量に建設されたフラットの中で混在する

方針を推し進めたために、名前はアラブストリートでもその中身にアラブ文化の生活臭はない。 

シンガポールとマラヤ半島一帯がイギリスの海峡植民地だった時代、民族種族別のコロニーは作られ

ても、オランダがヌサンタラで行ったようなカピタン制度による自治システムは行われず、全民族種族は地

域行政官の下で同一の法令によって扱われた。イギリスとオランダの違いがそんなところにも表れている。 

 

２００６年のインドネシア語記事の中に、シンガポール人口４百万人中のイスラム教徒は５０万人で、ア

ラブプラナカンは１万人に満たないという情報が見られる。一方、インドネシアのアラブプラナカンは５百万

人いるそうだ。 

かつてのアラブ系はもっと勢力が大きく、影響力も強かった。モスクもあちこちに建設されたし、マドラサ

のアルジュナイッスクールも作られた。アルジュナイッは地名になって残されている。このマドラサではアラ

ブ語と英語が必須とされた。 

アルジュナイッ、アルサゴフ、アルカフ、ビン・タリブ・ビン・ヤマニらの一族がシンガポールの土地の三分

の二を所有した時代があったそうだ。バタヴィアと似たようなことがきっと行われていたのだろう。アルカフ

一族は１９５０年代半ばごろまでジャカルタのクウィタン地区でたくさんの借家を所有していたし、本拠のハ

ドラマウトでも大地主だった。 

クウィタンに住んでいたアルカフはマラヤ国籍だったので、１９５７年８月３１日にマラヤがイギリスから独

立したとき、盛大な祝賀パーティがクウィタンの邸宅で催された。マラヤと言ってもアルカフの活動根拠地
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はシンガポールであり、そのときのマラヤ独立はシンガポールをマラヤの中に含んでのものだったというこ

とだ。 

 

シンガポールに６９あるモスクのうちのもっとも古いものはスルタンモスクで、ラフルズが漁村テマセッに

シンガポールを建設したあと、ほどなく建てられた。アラブ系プラナカンがよく集まるモスクはそのスルタン

モスクとバアラウィモスクだそうだ。 

他にアラブ系プラナカンが集まる機会は結婚式・葬式くらいしかないらしい。ブキティマにあるバアラウィ

モスクはハビブ・ムハンマッ・アラタスが建て、１９５２年９月９日にジャカルタはクウィタンのハビブ・アリ・ア

ルハブシがオープニングを宣した。 

カンポングラムのスルタンモスクとスルタンパレスのある一帯にはイスラム風のカフェや食堂あるいは遊

興施設があり、ムスリムの若者が遊びに来る。中ではハドラマウトに由来するガンブス音楽が流れ、来店

客は厚い絨毯の上でザフィンダンスを踊る。zafin はインドネシアで zapin と呼ばれている。流されるガンブ

ス音楽の多くはインドネシアで制作されたカセットだ。 

華人系にとってもハドラミ系にとっても、シンガポールとインドネシアは地理的に一体のものであるにち

がいあるまい。[ 完 ] 



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

65 

「黄家の人々6（１）」（２０２２年０５月２５日） 

１７８８年に中国の福建省で、貧しい床屋の息子として生まれた Oey Se は、１８１０年ごろ中部ジャワの

Pekalongan に移り住んだ。 

オランダ領東インドで行われていたアルファベット文字表記はオランダ式のものであり、現代インドネシ

ア語の u は oe と綴られた。Soekarno という人名がそのように綴られてスカルノと発音されていたように、

あるいは Bandoeng という地名がバンドゥンと発音されていたように、Oey の発音は[ui]あるいは[wi]になる。 

ちなみに黄姓は、マンダリン語文化で Huang、広東語文化で Wong、福建・潮州語文化で Ng と発音され

る。ウイは福建語文化でしばしば Wee, Oei, Ooi とも綴られる。Se はひょっとしたら本人名によく使われる

世の漢字が使われたのかもしれないが、当て推量で書くのはやめてカタカナで書くことにする。 

 

ウイ・セはプカロガンの Pecinan に住む黄一族を頼ってやってきた。まるで見知らぬ人間でも、同じ姓を

持っていれば助け合うのが華人の習慣である。居候させてもらう代わりに、その家のひとびとのために骨

身惜しまず働くのが人間としてあるべき姿だ。若いウイ・セは毎日元気よく働いた。 

ウイ・セは頭脳明晰で性格にも福々しい長者の風があり、人当たりが柔らかく、また人によくなついたた

めに、だんだんとみんなから好かれるようになった。家の主人はプリブミの村々を回って日用雑貨品を販

売していたからその仕事を手伝うようになり、頻繁に村々を回っているうちに、最初はまったくおぼつかな

かったプリブミの言葉も急速に上達していった。 

ウイ・セの性格の良さが村々のプリブミ住民にも好評で、どこの家でもみんながニコニコしながらウイ・セ

の商品を買ってくれた。大きな売上になるはずもなかったとはいえ、商売については繁盛していたと言える

だろう。 

 

 

6 原著 Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia, Hikayat Kapitein Sow Beng Kong, Ni Hoe Kong, Phoa Beng 

Gam, Tan Tjing Kie 著 ISBN 10: 979-91-0079-8 (第 10 刷) 
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数年を経て小金の貯えもできたころ、世話するひとがあって peranakan の娘を妻にした。プチナンは華

人居住地区、プラナカンとは外来人と地元人種の間に生まれた混血者とその子孫を指す。ウイ・セはその

生涯にひとりの娘と三人の息子を持った。娘は Kim Nio、息子は Holland、Tamba、Makau と名付けられた。

Kim Nio は金娘もしくは錦娘と書いたのではないかと思われるが、息子たちの名前がどんな漢字で書かれ

たのか皆目見当がつかないから、すべてカタカナで表記することにする。 

プラナカンの最初の妻は娘とふたりの息子を生み、ずっと後に二番目の妻にした若いマカオ娘が三番

目の息子を生んだ。後になって一家はバタヴィアに引っ越すが、子供たちは全員プカロガンで生まれてい

る。 

 

中国大陸からのたいていの華人移住者がそうするように、ウイ・セも物売商売で生計の糧を得ることか

ら始め、商売がかれの一生を形成した。ウイ・セのプカロガンでの暮らしは一応妻子を不自由なく養える程

度のものになったものの、豪邸を持って使用人にかしずかれる大班暮らしは夢のまた夢で、ともかくコツコ

ツと毎日を生きることが座右の銘になっていた。 

ジャワでの生活にも十分慣れて、ジャワ語も不自由なく話せるようになったかれは、初対面のジャワ人

からでさえ新客華人と見られないほどの溶け込みようを身に付けていた。たいていのプリブミはかれを華

人プラナカンと見るのが普通だった。 

あるときかれは、商売物のコーヒーを仕入れるためにプカロガンからウォノソボへ向かって徒歩のひとり

旅に出た。１９０３年に出版されたティオ・チンブン Thio Tjin Boen の著作「ウイ・セ物語 Tjerita Oey Se」は

その道中シーンから始まる。[ 続く ]
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「黄家の人々（２）」（２０２２年０５月２７日） 

太陽は既に西の空に下って来て、暑い陽射しはやわらいだものの、ところどころに田畑のある山の中腹

の道をひとりで歩いている大柄な男の手は、顔に流れ落ちて来る汗をひっきりなしに拭っていた。その男

はプリブミの服装をしていて、上着のボタンは外してあり、その裾が風に吹かれて揺れている。 

田畑で仕事していた男たちが水牛を引く子供と一緒に自宅に帰る姿も、三々五々目に入る。旅の男の

目は左右に流れて、その夜野宿する場所を探しているようだ。ところがかれの目は少し離れた場所でひと

りで凧揚げをしている小さい子供の姿にくぎ付けになった。その凧がまったく普通には考えられないものだ

ったからだ。 

ウイ・セの目は、凧に使われている紙が紙幣であることをはっきりと見て取ったのである。こんな貧しい

田舎の集落に、紙幣で凧を作って子供を遊ばせている大金持ちが住んでいるとは思えない。ウイ・セはそ

の子供に近寄って行った。 

「おい、坊や。その凧はどこで買ったのかね？」 

「これは売ってる物じゃなくて、おとうが作った物だよ。」 

「じゃあ、坊やのお父さんはどこでその紙を買ったの？」 

「おれは知らないよ。でも家にはまだこの紙がふた籠くらいあるんだ。おじさんも子供に凧を作ってやり

たいのかい？」 

「うん、そうなんだ。坊やの家はどこかね。おじさんを案内してくれないか？」 

ウイ・セの声はこころなしか、震えていた。 

 

子供は集落のはずれにウイ・セを案内した。その辺りは二三軒の陋屋があるだけで、周りには何もなく、

山の姿が見えるばかりだ。周囲に竹が植えられて垣根になっている一軒の家に子供は入って行った。家
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の床下から犬がニ三匹走り出て来て、ウイ・セに向かって吠えたてた。家屋の中から男がひとり庭に下り

て、子供とウイ・セを見ている。子供がウイ・セに言った。「あれがおれのおとうだ。」 

ウイ・セはその男に声をかけた。「わたしゃ、遠いところから来ました。ウォノソボへ用があって行くんです

が、ここまで来て夕方になりました。歩き続けるのは無理なんで、今晩だけ雨露をしのげる場所を貸しても

らえませんか？」 

「うちに泊まるのは差し支えないですが、こんな汚い家だから、きれいな場所を用意することができませ

ん。」 

「夜露をしのげるだけでたいへんありがたいことです。」とウイ・セは言って家に上がった。 

男の妻が茶碗ふたつにコーヒーを淹れて、ヤシ砂糖を盛った皿といっしょに持って来た。そうしているう

ちに、太陽は沈み、すべてが暗闇の中に投げ出された。家の主は灯りを点けて家の扉を閉め、ウイ・セを

夕食に誘った。食事はやたら硬い赤米とテンペのペペス、そしてタウナギの揚げものとオンチョムを混ぜた

サンバルが付いた。 

食事を終えてコーヒーとタバコでゆったりしてから、世間話が始まった。その家の主ムルトと種々の話題

を交わしたあとで、ウイ・セは本題に入った。 

「さっきの坊やがあげていた凧はあんたが作られたそうですな。わたしも凧を作るんですが、町であげる

凧は大きいからあの紙２０枚くらいではとても足りません。」 

「おお、あんたも凧作りが好きですか。じゃあこの紙を持って行ってください。」 

「あんたはその紙を使わないですか？」 

「壁に開いた穴の目貼りをするくらいで、こんなにたくさん使うことはありません。」 

「じゃあ、ただでもらっても申し訳ないから、それを買いますよ。一枚１ドゥイッでどうですか？」 

[ 続く ] 
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「黄家の人々（３）」（２０２２年０５月３０日） 

「冗談を言ってるんでしょう？こんな紙を買おうなんて。」 

「いや、本気ですよ。」 

「ああ、明日買いたいものがあったから、助かりますよ。」 

やった、と思ったウイ・セは興奮して身体がふるえた。ウイ・セはムルトに枚数を数えさせた上、壁に貼っ

たものや凧まで全部買い取った。ムルトは数勘定もおぼつかなかったから、ウイ・セが一緒になって数え

なければならなかった。枚数はなんと１千数百枚に達し、額面金額は５百万フローリンに上った。かれは一

枚１ドゥイッの約束に従って１４フローリンをムルトに渡した。ムルトの一家は大喜びだ。ウイ・セのほうは、

心臓は興奮で早鐘を打ち、冷や汗が流れた。早くこの家から出て行きたいという焦燥のために消化不良を

起こすようなことはウイ・セに起こらなかっただろうか？ 

フローリン Florin という貨幣単位は１２世紀にイタリアのフローレンスで作られた銀貨に由来していて、オ

ランダではこの言葉がフルデン Gulden と同義語として使われた。原著者は更にルピアまで取り混ぜて使

っている。もちろん１ルピア Rupiah＝１フルデンだ。本著でも同じことが起こるだろうが、同義語としてお読

みください。 

 

貧しい田舎者のムルトは、そのころはじめて世の中に出てきた紙幣を知らなかった。オランダ東インド植

民地政庁が最初に出した紙幣（金券）は債券として作られ、１８１５年の年号が付けられて印刷された。金

種は１フルデンに始まり、５，１０，２５，５０，１００，３００，６００，１０００フルデンの９種類が出された。大き

さは１２～１３ｃｍＸ８～１２ｃｍで持ち運びにも不便がない。それは政府の債券だったから、財産のない一

般庶民にはまず縁のないものだったことも確かだ。 

いわゆる紙幣と呼びうる概念に該当する最初のジャワ銀行券は１８２７年の年号が付けられて、券面は
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小切手の形式で世に出た。金種は２５，５０，１００，２００，３００，５００，１０００フルデンであり、サイズは１

８～１９センチＸ１０～１１センチで、少し大きめになっていた。 

一般庶民の生活はコインがあれば何ら困らなかった時代だ。コインの最高額が２．５フルデンになって

いるのだから、庶民が一時に数十フルデンもの金額を支出することなどほとんど起こらない。そんな時代

に紙幣は庶民生活に無縁のものだったにちがいあるまい。だが商売人は違う。金回りの規模が一般庶民

と同じであるはずがないのだから。 

ウイ・セの凧事件が西暦何年の話なのかよく分からないのだが、黄家の子孫に伝わっている話では

surat hutang Belanda と語られているので、１８１５年発行の債券のようにわたしには思われる。 

 

自分の金銭知識の中に存在しない紙幣をなぜムルトはそれほど大量に持っていたのだろうか？ウイ・

セに一夜の宿をこころよく提供したからといって、ムルトを善人と解釈してはいけない。悪人は普段から善

人の顔をして、われわれの間に混じっているのだ。そう言うわたしも、あるいはあなたも、そのひとりかもし

れない。 

ウイ・セが通って来たこの集落横の道を、しばらく前のある日、ひとりのオランダ人が通りかかった。オラ

ンダ人はひとりのプリブミに木の箱を二つ運ばせていたのだが、そのプリブミが急に腹痛を起こして随行で

きなくなった。オランダ人はその集落で替わりの人間を探し、ムルトがその仕事を得た。 

オランダ人が前に立ち、ムルトは木箱を担いで後ろに従う。人間の住む集落のまったく途切れた山沿い

の道で、オランダ人の荷物をわが物にできるチャンスが来たことをムルトの頭脳がかれに知らせた。なぜ

なら、大金持ちのオランダ人はこの箱の中に金銭をたくさん入れているに決まっているからだ。 

かれはそっと木箱を地面に置き、腰の鉈を引き抜くと、忍び足でオランダ人の背中に近付いた。よく研

がれた鉈をオランダ人の首の位置に据えてから、「Ndoro！」と声をかけた。ジャワ語のンドロは高貴な人

間あるいは自分が仕える主人を呼ぶ尊称だ。[ 続く ] 
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「黄家の人々（４）」（２０２２年０５月３１日） 

振り向いたオランダ人の喉を鋭い鉈の刃が斬り裂いた。「神よ！」と叫んでオランダ人は地面に倒れる。

ムルトの目が燃えてきらめき、もう一度鉈に力を込めてオランダ人の頭部を斬り落とした。ムルトはすぐに

道から離れた場所に穴を掘ってオランダ人の死体を埋め、木箱を担いでゆっくりと自宅に向かって歩き、

夜が更けてから家に帰り着いた。 

家に帰ると、妻に「静かにしろ」と言い、木箱の鍵をこじ開けた。そしてかれはへなへなとその場に座り

込んだのである。なぜなら、かれが脳裏に描いていた箱の中身とは大違いのものがそこに入っていたの

だから。かれが期待していたものはコインだった。ところが、箱の中身は衣服と大量の紙きれであり、コイ

ンは銀貨銅貨が１０フローリンと少々あっただけだった。かれは腹を立てて、その紙きれを全部焼いてしま

えと思ったが、陋屋の壁の穴をふさぐのに手ごろだと思い直して、その紙きれを少しずつ使っていたのだ。

それをウイ・セが買い取ったのである。もちろんそんな由来話を、ウイ・セは知るよしもない。 

 

翌朝、ムルトの家ではみんなが目覚め、日々の日課が繰り広げられた。ムルトの妻はシンコン芋を焼き、

コーヒーを作って夫と客人に供した。ウイ・セはムルトに２５セン銅貨を与えて一夜の宿を謝し、握手してそ

の家を出た。ムルトの家で手に入れた大量の紙を布に包んで背にしばり、陋屋を出てからウォノソボへ向

かう道までゆっくりと歩いた。ところがウイ・セはウオノソボへ行かずにやって来た方角に引き返して行った

のである。そりゃそうだ。一夜で大金持ちになったというのに、なんであくせくと商売のためにウオノソボま

で歩くようなことをしなければならないのか。 

人間を襲う野獣が徘徊し盗賊が惜しみなく他人の生命を奪うジャワの原野を汗水たらして歩くよりは、

家にいて使用人を使って仕事する方がはるかによい。だが、貧乏人が突然羽振りがよくなると世間の妬視

がやっかいであることをウイ・セは知っていた。ましてや出所不明の大量の紙幣を公にすれば、どんな難

題が降りかかって来るか知れたものではない。かれは妻と相談して、紙幣凧の話は極秘にし、ゆっくりと
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商売を大きくして行くことを合意した。 

数日後、パサルの前の小さな店に一家は引っ越した。人通りの繁華なその場所で、さまざまな商品を売

るウイ・セの店は大いに繁盛し、プカロガン住民の間で名が売れ始めた。ウイ・セから商品を仕入れる店も

現れはじめ、ウイ・セの店はどんどんと拡張されて大商店になり、シンガポールに会社を置いて商店を開く

まで巨大化した。 

また土地建物を買って借地借家を多数持ち、そのうちに西洋風の豪邸を建てて一家はそこに住むよう

になった。その邸宅を建てるのに２０万フローリンは下らなかったはずだという噂も広まった。ウイ・セはプ

カロガンの実業界で新星と評されて著名人になり、政財界の要人に交際が広がって行った。それらの拡

張発展は時間をかけてゆっくりと行われたのである。 

 

ウイ・セの店は早朝に開く。するとほどなく、近郊の集落部落から百人くらいのプリブミがジャガイモや他

の芋類あるいは豆類などの農産物を持ってやってくる。ひとびとは倉庫に入って荷を置き、店の者に買値

を決めてもらい、その書付をもって出納係から支払いを受けるのだ。 

倉庫の中は大勢の人間の賑わいがこもって実に騒々しい。その喧噪の中を、持ち込まれた農産物の重

さを大きい秤で計る使用人の怒鳴り声が突き抜ける。lakcap gow pekcap ji！ウイ・セは倉庫の壁際の机に

帳面を置き、その声を帳面に書き移す。それがその日の仕入れ台帳になるのだ。そんな倉庫の喧噪は、

太陽がだいぶ高くなってから終わる。カンプンの住民たちが帰ったあとは、農産物を詰める袋を作ったり、

倉庫内を整頓したりする数人の労働者の姿があるばかり。 

ウイ・セはそれらの農産物をシンガポールに送って販売している。船積みされる貨物の中に大量のコー

ヒー豆が混じっているのだが、書類にはコーヒーのコの字も書かれていない。そのコーヒーがウイ・セの利

益の主力なのである。[ 続く ] 
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「黄家の人々（５）」（２０２２年０６月０２日） 

倉庫の仕事が終わると、ウイ・セは店の方に移る。ただ座っているだけで、特に仕事をするわけではな

い。ほとんどの時間は番頭など幹部使用人の報告を聞いたり、世間話をしている。そして昼食の時間にな

ると、店の使用人たちと一緒に食卓を囲んで粥を食べる。 

その後で母屋に戻り、また昼食を摂ることもあるが、何も食べずに妻と会話するだけということもある。 

 

自分が政財界の人気者になったのは事業の成功がもたらした資産のせいであることをウイ・セは十分

に理解しており、また貧富や人種の分け隔てなく社会交際することが世間の評判を高めることも熟知して

いたため、かれは自分の信条を実行してたいそうな世間の評価を得た。要は、敵を作らぬこと、金持ち喧

嘩せず、を実践する公徳心の厚い大班 taipan がプカロガンに出現したということだ。 

だがしかし、どんなに優れた処世術を巧みに駆使していても、時として人間の欲望がそれを容易に打ち

のめすことも起こる。その挙句に人間の悲劇が発生すれば、なかなか栄耀栄華を愉しむだけでは終わら

ない。おまけに人間の悲劇が付随するか否かは、運としか言いようがないのだから。 

 

ある日、ウイ・セが邸宅内で長椅子に寝そべって本を読んでいると、使用人がやってきて客が会いに来

たことを告げた。客はオランダ人だと言う。ウイ・セが表へ行くと、玄関脇の椅子に座って外を見ていたオラ

ンダ人が立ち上がってあいさつした。黄金色の濃いもみあげ、立ち姿の姿勢の良さ、金のかかった服装な

どを観察したウイ・セはその訪問者を高貴なオランダ人だと判断した。 

ウイ・セが用向きを尋ねるとそのオランダ人は、コーヒーを買いにプカロガンに来たら、みんながあなた

の名前を言ったのだと語った。今は倉庫にあまり在庫がないが、数日すれば入荷する予定だから、そのと

きに商談しましょうとウイ・セは言い、オランダ人も同意した。オランダ人はさらに、自分は宿屋に逗留中で

あり、宿屋は人間の出入りが激しいために持って来た現金の保管が心配だから、まずあなたに金を預け
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たいと言う。ウイ・セに異存のあろうはずもなく、夕方に箱入りの黄金コインを持って来ることで合意した。 

 

夕方になって、オランダ人は馬車でやってきた。ウイ・セは使用人に命じて、金貨の入った、ずっしりと重

い木箱ふたつを自分の部屋に運び込ませた。そのあと、ぜひここで夕食を一緒に食べて行ってください、

とオランダ人を誘った。オランダ人はその申し出を受け、そして馬車の御者に、一旦宿屋へ戻って夕食は

食べないことを伝え、９時ごろまた迎えに来るように、と言い付けた。 

ウイ・セの邸宅の奥にしつらえられた食堂で、周囲に置かれた多数の花瓶から良い香りを放つたくさん

の花々と、そこに用意されたガムラン楽団の奏でる音楽に包まれながら、ふたりは美味な食事を堪能した。

オランダ人にとっては、出て来る料理がすばらしいものであったのもさることながら、ガムラン音楽に彩ら

れた晩餐はかれの想像を絶するできごとだったのである。しかし最初の違和感もそのうちに消え失せて、

だんだんとその雰囲気にのめり込んで快適なエキゾチシズムを感じていたようだ。 

食事が終わるとガムランに合わせてロンゲンの歌舞が始まり、客を誘って一緒に踊るのもロンゲンの仕

事の一部だから、オランダ人はロンゲンに誘われてガムラン楽団の前に出て踊り、大いにその初めての

体験を楽しんだ。 

オランダ人が興に乗ってウイ・セの饗応を心行くまで楽しんだのは、その宴が１０時ごろにお開きになっ

たことからもよく分かる。その間、かれは時間が経つのを忘れていたのである。オランダ人はロンゲンにリ

ンギッコインを４枚与えた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６）」（２０２２年０６月０３日） 

オランダ人が宿屋に帰ったあと、ウイ・セの関心は木箱の中の黄金コインに移った。本当に箱の中身は

全部黄金なのだろうか？大量の黄金が暗闇の中でどのような輝きを放つのか、一度見てみたいものだ。
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しかし箱には鍵がかかっており、それを開く鍵はオランダ人が持っている。だが錠前破りという手段で鍵を

開くことも可能だ。ひそかにあの箱の中を見るだけなら、犯罪にはならない。さあ、どうやって鍵を開こう

か？ 

夜が更けて、人間が立てる物音もほとんどなくなりかけたウイ・セ宅の界隈で、ウイ・セの家の台所だけ

が食器を洗ったり片付けたりする物音がしている。客人への饗応が夜中まで続いたからだ。そしてウイ・セ

はふと、台所の下働きをしている使用人ドロノのことを思い出した。ドロノには錠前破りの前科があったぞ。 

ウイ・セは身の回りの雑用係使用人に、ドロノをここへ呼べと命じた。しばらくすると使用人のひとりがや

ってきて、ウイ・セの座っている椅子の傍まで来て床に胡坐で座った。 

「おまえの今の仕事は何だ？」 

「料理人の手伝いや皿洗いです。」 

「そうか。おまえはここで働く前に流刑されたことがあるというのは本当か？」 

「へい。」 

「ご赦免のあと、ここで働くまでの間、何をしていた？」 

「何もしちゃおりません。」 

「そんなことはないだろう。お前は鍵作りをしていたという話だが、本当か？」 

「へい。」 

「鍵を閉めた箱があって、それを開ける鍵をなくしてしまった。お前にそれを開くことができるか？」 

「へい、たいていのものなら。」 

ウイ・セはすぐに立ち上がると、ドロノに付いてくるように言い、自分の部屋に入った。 

「これがその箱だ。」 

「ああ、こりゃ簡単だ。黄銅で合鍵を作るだけで開きます。明日一日で合鍵を作りますから、夜には開け
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ます。」 

「確かにできるな？」 

「もちろんでさあ。」 

 

ウイ・セはドロノに命じた。明日中に合鍵を作って、夜になったら持って来い。この話は絶対誰にも知ら

れないようにしろ。 

 

翌日の夕食が終わったあと、ウイ・セがひとりでタバコを吸っていると、ドロノがやってきて床に座った。

ウイ・セが声をかける。 

「どうだ？できたか？」 

「へい。」 

「そうか。箱を開くのはみんなが寝静まってからだ。この話は絶対に誰にも知られないよ 

うにしろ。」 

「へい。」 

 

ウイ・セの家では毎夜、ガムラン楽団に演奏させている。ドロノは時間待ちの手すさびに、楽団に加わっ

て太鼓を叩きはじめた。その演奏が素人芸でないことにウイ・セは驚いた。１１時ごろまでガムラン演奏が

続けられ、音楽も終わりになった。家の中はみんなが寝静まり、物音は聞こえない。しかしウイ・セはまだ

待った。壁のヨーロッパ製時計が１２回鐘を鳴らしたとき、ウイ・セは立ち上がった。 

ドロノを連れて部屋に入ったウイ・セは灯りを消し、扉を全部閉めた。そして箱の鍵を開くよう、ドロノに

身振りで促した。ドロノは昼間作った合鍵を差し込んで回す。カチッと音がして、鍵が開いたのが判った。
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ウイ・セはドロノに場所を譲らせてから箱のふたをしずかに持ち上げた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（７）」（２０２２年０６月０６日） 

暗闇の下で輝く黄金の光にかれの目は見開かれ、言葉にならない音がその喉から洩れ、そのあとから

興奮の叫び声が口から出た。ドロノは闇の中でぼんやりしていたが、ウイ・セの叫び声に驚いて箱の中に

視線を当てた。ドロノの口からも「Laillah！」という感嘆の言葉が洩れた。 

ウイ・セの警戒心がすぐに戻った。かれはドロノに寝るように言い、このことを誰かに言えば首が胴から

離れると嚇かし、明日手間賃をやると言ってドロノを下がらせた。 

 

黄金の魔力がウイ・セの良心を金縛りにした。こんなに素晴らしいものがあの白猿のものだなんて、とて

も我慢できることじゃない。これはわしのものにならなければならないのだ。天はその機会をわしに与えな

さった。この金貨は全部わしのものにする。しかし重い箱が軽くなるとすぐあいつに分るから、別のものを

入れて置こう。そうだ銀貨を替わりに入れて置けばよい。 

ウイ・セは箱の中身を全部出して数え、同じ枚数の銀貨と入れ替えた。そしてふたたび施錠し、その合

鍵を裏に回って井戸の中に投げ捨てた。 

 

翌朝８時、オランダ人のはずんだ声が倉庫で聞こえた。コーヒー豆の詰まった山積みの袋を前にして、

こんなに大量に買えるとは思っていなかった、と言う。 

「こんなにたくさん買付けができれば、わたしの会社の者はみんな大喜びする。あなたのおかげでわた

しは会社の優良メンバーと目されるだろう。あなたは素晴らしい友人だ。」 
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「トアンはこの荷物を持っていつ出発する予定ですか？」 

「明後日の夜中２時に出発する船があるので、それに乗りたいのだが、明日中に全部船に積み込むこと

はできますか？」 

「いいですよ。じゃあ、払っていただく金額を決めましょう。」 

 

ウイ・セは使用人に金額を計算させ、それを領収書にして持って来るように命じてから、ふたりで母屋の

中の間に入って葉巻と飲み物で休息した。使用人が領収書を持って来た。それを見たオランダ人は値引

きを求めたりせずに、今から支払いをするので、預けた金箱をここに持って来てくれ、とウイ・セに頼んだ。

ウイ・セはドキッとしたが、顔色を変えずに使用人にそれを命じた。 

金箱がふたつそこに運ばれて来た。オランダ人はポケットから鍵を取り出して箱を開錠し、叫び声をあ

げて飛び上がったと思うとそのまま凍り付いた。顔面は硬直し、額に脂汗が浮いている。目はウイ・セに向

けられたまま、瞬きもしない。ウイ・セは平静そのままの様子でオランダ人に声をかけた。「どうしました

か？」 

オランダ人は無言で金箱の中を指さすだけ。ウイ・セはその中を覗き込んだ。「ああ、お金がいっぱいで

すな。自分のお金を見て、どうしてそんなに驚かれるのですか？」 

 

オランダ人はウイ・セの心の中を見通すかのように視線をウイ・セの顔に当て、歯ぎしりをし、手で額の

汗を拭って吐き捨てるように言った。 

「わたしの箱に間違いはないが、金はわたしのものじゃない。」 

「ええっ、じゃあいったい誰の金なんでしょうか？」 

「泥棒がわたしの箱を開けたんだ。」 

「ありがとうございます。わたしの家に泥棒なぞはおりません。トアンのおっしゃることがよく分かりませ
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ん。」 

「わたしはこの箱に金貨を入れたんだ。それが銀貨になっている。」 

「そりゃ、不思議だ。何か手違いがあったんじゃありませんか？間違いないですか？」 

「間違いなどあるわけがない。わたしが自分で金貨を入れたんだから。」 

オランダ人は足で床を踏み鳴らした。 

「その金貨が銀貨に変わった。そりゃ不思議だ。」 

「誰かが合鍵を作ってこの箱を開け、金貨を盗んで銀貨を入れた。」 

「それほど気が狂った人間はいませんよ。箱はうちで預かりましたが、鍵はトアンがずっ 

と持っていた。そして今トアンはうちを泥棒だと非難している。ありがとうございます。 

このあと、わたしはトアンの嫌疑を受けて法廷で裁かれることになる。」[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（８）」（２０２２年０６月０７日） 

オランダ人は黙ってウイ・セを睨みつけていた。それがウイ・セの仕業であることはかれに十分に読めて

いた。これほだたくさんの銀貨を箱に入れるのは、ウイ・セほどの身代を持つ者にしかできないことだ。腹

の底から憤りが湧き起こって来る。しかしかれの理性はこの事件の客観的解決が不可能であることを覚っ

ていた。これは怖ろしい罠だ。会社の金貨を自分が銀貨に替えたという嫌疑に発展する可能性の方が大

きいかもしれない。 

ウイ・セほどの金持ちが何のために二箱の金貨を盗む必要があるのかとだれしも思うだろう。自分でさ

えそう思ったから、この腐ったダニ野郎に金箱を預けたではないか。オランダ人は自分の置かれた立場が

見えて来た時、自分の人生が終わったと感じた。 
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「もういい。この箱をこのまま馬車に積んでください。領収書はあなたが持っていればいい。」 

金箱が馬車に運び込まれると、オランダ人は帽子をかぶり、一言のあいさつもなく馬車に飛び乗って去

って行った。 

 

二日後、ウイ・セは付添いの使用人とたくさんの荷物と一緒に小舟に乗り、大勢の見送り人が同乗して、

沖に停泊している大型客船に向かった。ウイ・セ一行が客船に乗ると、見送り人たちも一度船に上がり、

名残を惜しんでから陸地へ戻って行った。 

たくさんの荷物が整頓されたのを見届けてから、ウイ・セは甲板に上がって乗船者の中に立った。する

とあのオランダ人がそこにいるのに気付いて驚き、ウイ・セはすぐに握手の手を差し出した。オランダ人は

冷たくそれに応じた。 

「トアンがこの船に乗っているとは思いませんでした。」 

「わたしもだ。あなたはどこへ行くのですか？」 

「シンガポールです。トアンは？」 

「バタヴィアまでです。」 

「トアンのお名前を聞きそびれていたのですが、尋ねてもよろしいですか？」 

オランダ人は最初、名前を明かす気がなかった様子でしばらく黙っていたが、言っても何も困ることはな

いと思い直し、「フィクニーと言います。」と答えた。 

「じゃ、また会いましょう。」フィクニー氏はそう言ってウイ・セから離れて行った。 

 

船はバタヴィアに到着して沖合に止まり、バタヴィアへの下船者は短艇でバタヴィア港の上陸場に運ば

れ、貨物は沖仲仕の船で港の倉庫に運ばれた。下船する前にフィクニー氏はウイ・セに別れの挨拶をした。 
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わたしは今になってやっと分った。この世にあるのは大ウソばかりであり、この世に起こるのは適切なこ

とであるという話とはまったく正反対になっていることを。人間の腹の中は罪で真っ黒に汚れている。倫理

から外れたことをしない人間などひとりもいない。みんな金を追いかけることに目の色を変え、だれかがい

い目を見ていると、他のみんなが嫉妬する。だがそんな人間に決して安泰は訪れない。それは呪われた

道なのだ。神は公正であり、人間のすべての悪行は必ず神の手で報復される。自分自身に報復が来なく

とも、子々孫々のだれかにそれが降りかかる。そのときに、神の手の公正さを思い知るのだ。 

ははは！友よ、また会いましょう。 

 

ウイ・セはフィクニー氏と握手しただけで、何も言うことができなかった。フィクニー氏はすべてを知って

おり、自分への復讐を神の手を通して行うと呪っているのである。ウイ・セは鳥肌が立ち、頭痛と寒気がし、

目の焦点がぼやけた。自分がこのオランダ人にしたことを後悔し、救いを求めたい気持ちになった。しかし

フィクニー氏の前では知らぬ顔を続けたのである。 

ただそれ以来、ウイ・セは中国の神々の像を集めて、地獄で受ける苦しみを軽減させてくれるよう、毎日

祈るようになった。「神に対する罪を犯せば、赦しを請う場所はもう存在しない」という中国のことわざをか

れ自身が知っていたはずなのに。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１０）」（２０２２年０６月０９日） 

「はっはあ、頭家は実にお目が高い。このヒアンニオはうちの店でナンバーワン。綺麗で小柄で善良で

柔らかくて・・。世界にふたりといない娘ですよ。うちの店に来てまだ数日しか経ちません。マカオで買った

ばかりですから。お客はみんながこの娘を欲しがって奪い合い。でもねえ、ちょっとお値段が張るんです

よ。」 
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「じゃあ、ヒアンニオの茶碗はまだぴったりふさがっていて、一度も開かれたことがないんだね？」 

「そんなところです。みんなが付ける値ではまったくつり合いが取れませんから。さあ、ジャワの頭家が

付ける値はいくらになりますかな？」 

「まず、証明してもらわないことにはねえ。」 

「もちろん、もちろん。」 

 

バタウは先に立って階段を上る。ウイ・セがそれに従う。この長い建物にはたくさんの部屋があり、その

ひとつひとつに娼妓がいる。扉の閉まっている部屋は活動中で、客待ち中は扉が開いている。中にいる娘

たちはきれいな笑顔をウイ・セに見せる。こんな天国に来れば、ウイ・セの憂鬱も吹き飛ぶだろう。 

どの部屋も良い香りが漂っていて、ウイ・セの自宅で焚かれているマカッサルの香料など、この半分ほ

どの値打ちしかない。 

１７番の部屋に入ると、若い娘の暮らしの艶やかさと清潔さが芳香と共に印象付けられ、さらに愛くるし

いヒアンニオが「頭家、ようこそ。どうぞお座りください。」と可愛い言葉をかけてくる。ウイ・セは何十歳も若

返った気になった。 

ウイ・セはバタウに言った。「本当だ。この娘をジャワに連れて行っても構わないでしょうな。」 

「もちろん、もちろん。」 

「じゃあ、言ってくれ。いくら欲しいのかね。」 

「わたしゃこの娘のために２千リンギッ使いました。この娘を欲しがる客は３千リンギッが最高でした。し

かしそれじゃあねえ、わたしの立つ瀬がない。」 

ウイ・セはちょっと間を置いた。３千でも４千でもたいした違いはない。大金を蓄えても使わなければ何

の意味もないのだから。生きることを愉しむために使うのが大事なことなのだ。 
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「３千５百リンギッ出そう。それでどうかね？」 

バタウは首を横に振る。 

「じゃあ４千だ。」 

バタウは苦しそうに言った。 

「はい、仕方ありませんな。わたしの気持はまだ重いですが、この大金持ちのジャワの頭家をわたしは

よく知っている。だからこのヒアンニオをあなたに委ねましょう。願わくば、年老いるまでこの娘が幸福に生

きることができますように。」 

そしてヒアンニオに向かって、今からこの頭家がおまえの夫だ、と言った。ヒアンニオはウイ・セの傍に

来て、恥ずかしそうに辞儀をし、感謝の言葉を述べた。ウイ・セはその夜、この娼館に泊るつもりでいたが、

こんな成り行きになったからには新婚初夜がそこでは雰囲気がぶち壊しだ。ウイ・セはヒアンニオをシンガ

ポールの自分の家に連れて帰ることにし、ヒアンニオに持ち物を全部まとめさせ、バタウに頼んで馬車を

用意してもらった。 

ヒアンニオは手早く自分の荷物を三つの行李にまとめ、娼館の使用人がそれを運び出した。ウイ・セは

ヒアンニオの手を引いて階下におり、バタウに小切手を渡した。小切手には４１００という数字が書かれて

いた。バタウはウイ・セに何度もお辞儀をし、悪魔の微笑を顔に浮かべて小切手をありがたくいただき、ま

たマカオへ美少女をかどわかしに行かねばならない、と語った。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１１）」（２０２２年０６月１０日） 

ウイ・セは美しい娘を自分のものにできたことで有頂天になり、ヒアンニオも牢獄のような世界で身を売

る商売を毎日強いられる立場から解放されたことをたいへん喜んだ。いくら美しさで男たちの人気を集め

ても、娼妓の汚名が生涯付いて回るのはつらく恥ずかしいことであるのを、ヒアンニオは十分に理解して
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いた。 

ヒアンニオはマカオの良家の娘だったが、騙されてかどわかされ、あの娼館のバタウにシンガポールま

で連れて来られたのである。マカオの娘たちにはそのような災難がよく降りかかった。その帰結は一生涯

にわたる汚辱の中での暮らしと、悪い女という不名誉の烙印を押されることだった。 

 

ウイ・セが自分の店に戻ると、雇い人たちは店主が若い娘を連れて帰って来たのに驚いたが、何も言う

ことができずに互いに顔を見合わすばかり。ウイ・セはヒアンニオを連れて奥に入った。ヒアンニオの行李

三つも奥に届けられた。それから三日後、ウイ・セはヒアンニオを連れてプカロガンへ向かう船に乗った。 

プカロガンの自宅に戻ると、夫の挙動のために今度は妻が憂鬱病にかかってしまった。当時の華人文

化では、夫が妻を何人持とうが、それは夫の甲斐性なのである。夫の甲斐性を妻がとやかく規制できる文

化ではないのだ。 

ウイ・セは二人目の妻の世間へのお披露目を、既に話が進んでいた長女のキムニオの婚約発表と一

緒に行うことにした。それからあまり日数を置かないある夜、ウイ・セ宅は煌々たる灯りに包まれ、華人オ

ランダ人プリブミの大勢の貴顕淑女が集まる中で盛大なパーティが催された。ウイ・セの第二妻ヒアンニオ

が紹介されて、家族がひとり増えたことが祝われ、次いで長女のウイ・キムニオがプカロガンの華人上流

層の一家であるチョア家の息子チョア・ベンセッと婚約したことが祝われた。そのとき、キムニオは１５歳、

ベンセッは１７歳だった。 

 

キムニオはヒアンニオに劣らないくらいの美形だった。母親が自分の娘の美しさに陶酔し、父親は目の

中に入れるほどの自慢の種にし、年頃になって深窓入りさせたにも関わらず、キムニオに激しい恋慕の情

を持つ男さえいた。恋慕と情欲に狂ったのはプリブミ社会で有力な地位を持つ男であったが、当時の華人

社会が持つ文化のためにそれは実現不可能な恋だった。この時点でその男の心を知る者はだれもいない。 

そのころの華人社会では一家一族が個人の存在基盤であって、構成員個人の望むものごとが一家一
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族の社会的評価やメリットと対立すれば、それは実現不可能なものになった。構成員の結婚は個人の問

題でなく一家一族の問題であり、結婚した当人を媒体として異なる一家一族が親戚関係に入ることを意味

していたのだから、当人の心の問題よりも一家一族にとってのメリット・デメリットが優先された。 

だからお互いに伴侶の性格を十分知らないまま結婚するものの、当人は一家一族を代表して相手方の

家庭に婿あるいは嫁として参入する形になり、伴侶にとっての自分という環境の外側に相手の一家一族

にとっての自分という役割が出現して、自分が持つ最高の姿を相手一族に示すことで自分の出身一族の

名前と誇りを守るのが個人個人の当然の努めという常識が形成されていた。 

必然的に、夫婦の愛情は結婚してから育まれるものという考え方になり、恋愛関係が熟した挙句のゴー

ルインが結婚であるという考え方に変わるためには、社会構造に変革が起こる必要があった。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１２）」（２０２２年０６月１３日） 

多数ある一家一族が共通の文化のなかで結び合わさって営まれている共同体社会では、共通の社会

慣習が異文化によって変質しないよう、その社会の中に異文化・異人種・異教徒の混入を認めない考え方

が支配的になり、共同体社会の外にいる一家一族と親戚関係になることが容認されないケースがしばし

ば起こった。 

あえてそれを行えば、自分の一家一族の存在基盤だった共同体社会から排斥されるリスクが生じる。

共同体社会を構成しているひとつのユニットの中に、社会の運営規準となっている価値観と異なる判断規

準が混じり込めば、社会全体を動かしていた価値判断は動揺する。一心同体だった社会の、鉄のような

団結力が弱まるのは明白だろう。共同体社会自身が持っている自己保存機能が、異分子を外へ押し出そ

うとするようなものだ。 

それを、異人種・異文化・異教徒の社会に身売りした我が共同体社会の裏切者という見方で解釈するこ

とも起こったにちがいあるまい。その当時、プカロガンの華人社会にあった空気はそんなものだったようだ。
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だから華人社会でのし上がったウイ・セにとって、自分の娘をプリブミの妻にすることなど、できようはずが

なかった。プカロガンの華人社会から排斥されたなら、かれの築いた社会的地位は崩壊し、かれの一家は

破滅するしかなかったのだから。 

そこのポイントについて、誤解があってはならないとわたしは思う。上で述べたことがプカロガンの全華

人の行動を縛り、プリブミ社会に入って行った者はひとりとしていなかったという想像はまったく的外れのよ

うな気がする。華人の全員がそんな一枚岩の信念を抱いて各個人の行動に反映させていたはずがあるま

い。 

上のような観念が現実であったとしても、自分の現在の立場にとってプリブミ社会に入ることで得られる

メリットが華人社会から絶縁されるデメリットより大きければ、どうしてその実行に躊躇しなければならない

のか？華人社会で成長した者がおとなになってから、自分の判断でプリブミのイスラム社会に入って行っ

た例も少なくないのだ。ただただ汚名というものを怖れて自分の行動を束縛するのは単一文化社会である

からだろう。複数の異文化コミュニティが併存していれば、ひとつの世界で汚名をこうむっても、隣の別世

界で自分の存在を受け入れてもらえるかぎり、ひたすら恭順ということはまるで意味がないように思える。

人間にとって、自分を実現させるための自由意志を行使できる場があるかぎり、自分を縛り付ける世界か

ら脱け出そうとして動くのが当然ではないだろうか。 

 

ベンセッとキムニオの結婚式はほどなく催され、若い新婚夫婦に女の子が生まれた。チョア・リムニオと

名付けられた子供は仲の良い両親の下ですくすくと育っていた。ところがまだ三歳のリムニオは、父親を

失ったのである。 

ウイ・セ家の表門に白い紙が吊り下げられ、門の前で大きい木が燃やされた。その家に死者が出たこと

を知らせる印だ。夫を失ったキムニオの嘆きは、両親の目にもたいへん深いものであるように見えた。 

小さい娘をかき抱いて夫の名前を呼び、涙にくれる。たった４年の夫婦生活で、まだ幼い子供とまだ若

い妻を残して、どうして死んでしまったの、と泣き伏す。食事をしていると、傍にいるはずの夫を思い出して

泣く。部屋の外にいるとき、夫が部屋の中に入ったように感じてすぐ部屋に戻って夫を探し、床に身を投げ
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て泣く。自分を呼ぶ夫の声が離れた場所から聞こえたように思えたから、そちらの方へ探しに行ったが、ど

こにも見つからないので、号泣する。 

まるで夫の後を追って死にたいようなキムニオのありさまを心配した両親は、キムニオを誘ってカードで

遊んだり、気晴らしの観光に出かけたりしたものの、たいした効果もないまま、時が空転して行った。 

 

そんなキムニオの暮らしを横目で眺めながら、ひそかにほくそ笑んでいる男がひとりいた。ベンセッと結

婚する前から美しいキムニオに憧れて恋の炎を燃え立たせていたその男はプカロガンのレヘントだったの

である。レヘントは今の県令に該当する。オランダ語の名称が首長の役職名に使われているものの、実態

はスラカルタの領土統治制度がそのまま続けられたために、マタラム王国のプカロガン領主がレヘントと

呼ばれたに過ぎない。つまりプカロガンのレヘントは王家の一族であり、すなわち貴族なのだ。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１３）」（２０２２年０６月１４日） 

夫を亡くした妻は未亡人である。イスラムでは、娘の身柄は結婚するまで父親の保護下に置かれ、娘を

結婚させる権利は父親が握る。父親が娘を結婚させると、娘の身柄に関する権利の一切は父親から夫に

移り、父親が持っていた娘に対する命令権は失われて、その娘は夫の命令に服す義務を負うだけになる

のである。その夫が亡くなれば娘に対する命令権者がいなくなり、娘は自分の意志で身の振り方を決める

ことができる、というのが原則になっている。もっともこの命令権というのは扶養の問題と裏表になっている

から、単なる意志の自由などと言う素朴な問題ではないのだが。 

ともあれ、だから愛し合う若い者同士が女の父親からの結婚の許しを得られなければ、男は女に「お前

が未亡人になる時を待っているよ」と言って、愛する女の結婚式を遠くから眺めるのだという小話があるく

らいだ。 
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ところがレヘントが恋焦がれたのはムスリマでなく、華人娘だったのだ。しかも夫を持っても実家に住み

続け、夫が没しても相変わらず父親の保護下にあり、おまけに華人コミュニティが異文化人を断固として

排除しているのだから、ウイ・セがキムニオを自分に渡すはずがないという結論はかれの頭にすぐに浮か

んだ。 

だが自分の想いを実現させる方法は絶対にある。夫はもういないし、キムニオは子供でなくなったのだ

から、かの女の心を自分に向けさせることで恋しいキムニオを手に入れることができるはずだ。キムニオ

の心を自分に向けさせるためには、グナグナを使えばよい。レヘントはディエン高原に住む大ドゥクンのキ

アイスントノの手を借りることにした。男女を結び合わせるグナグナにかけてそのキアイは失敗したことが

ないという話なのだ。レヘントは使用人のひとりにそのキアイを連れて来るように命じた。 

 

数日後、使用人はキアイスントノを連れて戻って来た。レヘントの心は弾んだ。レヘントは仕事を依頼し、

キアイはそれを受けて、レヘントのためにできるかぎりのことをすると約束した。 

キアイはレヘントに策を授けた。金持ちの家々を回って商売している年増女をレヘントが手先に使い、

キムニオに渡りをつけさせるのだ。そうすることによって、グナグナがキムニオに直接的に作用を及ぼすこ

とができるようになる。 

レヘントはすぐにそれを実行に移した。ウイ・セの家に出入りしている年増女の中に、この仕事に最適な

者がいるのが見つかった。プカロガンの地元出身者であり、ご領主様のためならよろこんでお手伝いする

とその女は請け負った。その仕事がうまく行けば、大金持ちのご領主様はほうびをはずんでくれるにちが

いあるまい。 

 

この女は立ち居振る舞いに愛嬌があり、また口もたいへんにお上手だったから、ウイ・セの家内ではみ

んなが好意を持っていた。キムニオも例外でなく、ときどきその女にマッサージしてもらって、チップを与え

ていた。 
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その日、密命を帯びてやってきた年増女に、キムニオがまたマッサージを頼んだ。ふたりだけになれる

絶好のチャンスだ。年増女はキムニオの身体をもみながら、問わず語りに話をする。 

「ほんのしばらくの結婚生活で夫に先立たれ、まだ若い身空で小さい子供を育てながらひとりで生きて

行くなんて、たいへんでしょうね。あたしなんぞは、きっと音を上げてしまうわ。あたしがお嬢ちゃんみたい

になったら、どうするかしらね。あたしに比べりゃ、お嬢ちゃんは偉いなあ。」 

キムニオの全身をもみながら、年増女は続ける。 

「お嬢ちゃんはきれいだし、小柄でぽっちゃりしていて、おまけにほら、この肌。明るい色で、とってもみ

ずみずしくて。まだまだ女の幸せをたっぷり受け止められるっていうのに、この世のしあわせから遠ざかっ

てしまっちゃあ、とても残念。」 

 

何度かマッサージをする中で、毎回同じような話を年増女から聞かされ、マッサージの手が女の快楽を

そこはかとなく小さく刺激するように動き始めれば、夫の愛撫の手の下で震えた肌の記憶がキムニオの心

に熾火の小さい煙を立ち昇らせるようになるのも時間の問題だった。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１４）」（２０２２年０６月１５日） 

夫に先立たれたキムニオの悲しみが、だんだんとひとつの方向性を持つようになっていった。悲しみの

中にあった、漠然とした自分の将来というものが、徐々にその輪郭をはっきりさせ始めたのである。キムニ

オの流す涙の色合いに変化が起こった。 

年増女の策略は的を射たのだ。キムニオ自身に起こった変化、家内のひとびとが洩らすキムニオの雰

囲気の変化などから、年増女は次のステップに入る時が来たことを覚り、レヘントに報告した。 

キアイスントノはレヘントの話を聞き、「女の扉は既に開かれた。」と言った。だが正念場はここからだ。
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焦らずしっかり間違いないようにこれを実行しなければいけない、とキアイは次の手順をレヘントに教えた。

「この土地のひとびとは果実の中でザクロが好きだ。女に食べさせるザクロはバタンのものを買ってこさせ

るように。そこにわたしが呪文を吹き込みましょう。そのザクロを三度食べさせなければいけない。」 

そのザクロを年増女は毎週一回、ウイ・セ宅に持って行ってキムニオに食べさせた。何も知らないキム

ニオは年増女の手土産をよろこんで食べた。 

それが終わると、レヘントはキアイスントノが教えた次の手順に入った。４０日間、飯と水だけの断食を

行う。その４０日の間毎日、夜は香を焚き、祈りを唱える。またその期間、女に近寄ってはならない。その

行が終わったら、三日以内に相手の女に会いに行かなければならない。行く前に祈りを唱え、眉に秘油を

塗り、出かける前にシリを噛み、そのシリを相手の家屋内に吐いて来る。ただし、シリの噛み滓を吐き捨て

る前に、口の中の唾をほんのわずかでいいから、相手の服にかけるのだ。それがすべてうまく運べば、そ

のあとの４０日間、相手の女に会ってはならない。 

 

ある日、キムニオが邸内の奥で縫物をしていたとき、ギンギンと耳鳴りがし、心臓が早鐘を打ち、胸が上

下し、心がギュッと締め付けられ、憂鬱な感情が湧いてきて、なぜだかわからない哀しみに襲われ、涙が

あふれてきた。食事時に母親が呼んだが、「お腹がいっぱいだから食べない」という返事をして、ベッドに

横たわっていた。しかし眠れない。しばらく歩き回り、またベッドに腰を下ろす。何も手に付かず、何をすれ

ばよいのかもわからない。哀しみに揺さぶられ、思い余って眠っているリムニオをかき抱き、「ああ、なんて

不憫な子。」とさめざめと泣いたから、リムニオは驚いて目を覚まし、母親が流す涙を浴びながらキムニオ

にしがみ着いた。 

翌日やってきたレヘントの手先の年増女に、キムニオは昨日自分の身に起こった訳の分からないでき

ごとを物語った。年増女はキアイスントノの術の効果を目の当たりにして、腹の中で驚嘆した。しかしそん

なことはおくびにも出さず、キムニオを慰めた。「お嬢ちゃんはそんなに若くて、まだまだ女の生き方をたっ

ぷり味わうことができるっていうのに、自分を無理に年寄りみたいにして暮らしてるから、身体のほうが反

抗するんですよ。自然の理を軽く見ちゃいけません。あたしだって、夫があたしを家の中に置いてどっかへ
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行ってしまったら、おとなしく家の中にいるもんですか。」 

キムニオは黙ってそれをうつむいて聞いていたが、突然泣き始めたので、年増女はキムニオが泣き止

むまで慰めた。ところが、言っている言葉はまるでキムニオをそそのかしているような内容だったのだ。年

増女のその慰めかたにキムニオへの下心があったのは疑う余地もあるまい。しかしウイ・セの邸内でだれ

ひとりそれに気付いた者もおらず、変に思った人間さえいなかった。 

 

その二日後、ウイ・セの邸宅の表に二頭立ての馬車が止まって、オパスが扉の傍で傘を立てかけ、馬

車からプリブミの貴人がひとり下りると傘持ちのオパスを従えて邸内に入って行った。 

ウイ・セはレヘントの訪問を歓迎し、愛想をふりまきながら邸内の中の間に案内した。外部の客を中の

間まで入れるのは、奥の者に一緒に歓迎させるためだ。つまり家族的な歓迎を示すためであると言える。 

一度椅子に座ったレヘントは、奥からぞろぞろとウイ・セの家族が出て来たためにすぐ立ち上がってか

わるがわる手を握り、挨拶した。 

「タベ、ニョニャ」 

「タベ、カチュン」 

「おお、タベ、ノナキム」 

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１５）」（２０２２年０６月１６日） 

「カチュン」という語は本来「童僕」を意味していて、少年から青年期に入ったくらいの男の子の使用人を

指して使われた。呼び掛け語としても使われ、英語のボーイや仏語のギャルソンのニュアンスになってい
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った。サービス係ボーイの意味だ。しかしそのとき、レヘントを歓迎するために中の間に出て来たカチュン

は使用人でなく、キムニオの弟であり、ウイ・セの長男だった。かれは普段から家の中でカチュンと呼ばれ

ていて、使用人たちはババカチュンとかれを呼んでいた。 

 

キムニオはレヘントの顔を見て蒼白になり、うつむいた。ところが、レヘントが自分の手を握ったまま指

で手を撫でているのに気付いて顔をあげた。キムニオは黙っていたが静かに大きくためいきをついたこと

をレヘントは感じ取った。そのとき、キムニオの着ていたクバヤに小さな赤いしぶきが飛び散ったことにキ

ムニオ自身も、ほかのだれも気付かなかった。レヘントはシリを噛んでいたのだ。 

全員が着席し、みんなは邪気のない笑顔を向け合った。ウイ・セの一家がレヘントの来訪を喜んでいる

ことをそれが示していた。ウイ・セの使用人が茶と菓子を持って来て、それぞれの前に置く。 

「みなさん、失礼。わたしはシリを噛んでいるから・・・」レヘントはそう言って、机の下の痰壺に吐き捨て

た。ところがなんという粗相か、その一部がキムニオのカインの裾に飛んだのである。 

「あああ、ご免なさい、ノナ。本当にわたしは・・・・」 

キムニオは聞こえないくらい小さな声で言った。 

「いいえ、なんでもないです。」 

それから茶菓を楽しみながらさまざまな話を交わし、時に全員の笑いがどっとはじけるような場面も再

三飛び出した。最後にレヘントは椅子から立ち上がり、暇を告げた。そしてまたタベを連発し、みんなと握

手し、キムニオとの握手にはまた指で撫でる行為が追加され、ウイ・セ一家に見送られてレヘントは中の

間を後にした。 

表まで送って出たウイ・セはレヘントの光来を謝し、どうぞいつでもまたお越しを、と商売物の笑みを浮

かべてレヘントの馬車を見送った。 
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そのあと、キムニオは部屋に戻ったが、胸は哀しみにふさがれ、涙があとからあとからあふれてきて、た

だ泣き崩れるばかり。そんなありさまが数日続き、食べ物もあまり食べなくなった。また夫のことを思って泣

いているのだろうと考えた両親はキムニオをなぐさめることに努めたが、何の効果も得られず、反対にキ

ムニオがやせ細っていくのを見て途方に暮れた。 

キムニオの本心は、ただただこの家から逃げ出したいばかりだったのだ。キムニオのまぶたの裏にはレ

ヘントの顔がちらつき、その耳にはレヘントの声がこだましていた。 

 

数日後、年増女がやって来て、キムニオの様子を見て驚いた。それが本心だったのか芝居だったのか

は分からない。「あらまあ、きれいなお嬢ちゃん。そんなに悲しんでやせ細った姿を見ると、あたしゃとても

つらいですよ。お嬢ちゃんにはいつも良くしてもらってるんだから、あたしもお嬢ちゃんの苦しみを一緒に担

がなきゃ、バチが当たるというもんです。お嬢ちゃんの苦しみを少しでも軽くするのにあたしができることは

何ですか？あたしにして欲しいことを言ってくださいな。何がそんなに悲しいの？」 

キムニオは黙ってうつむいている。年増女は続けて言った。 

「もしかして、お嬢ちゃんは何かを望んでいるんだけど、それが実現不可能だから悲しんでいるんじゃな

いかしら。秘密の望みがあって、それが無理だと思っていても、思いを遂げる道は見つかるもんですよ。あ

たしみたいな年寄りは世の中のいろんなことを見てきたから、そんな例をたくさん知ってます。一緒に道を

探しましょう。あたしを信じて秘密を打ち明けてくださいな。決してだれにも洩らしゃしませんから。」 

キムニオは顔をあげて涙を拭きながらため息をついた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（１７）」（２０２２年０６月２０日） 

ウイ・セの若妻のヒアンニオがウイ・セの第四子を産んだ。その男の子の誕生を祝って、ある夜、ウイ・
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セの邸宅では壮大な祝賀パーティが開かれた。邸内の庭園は煌々たる灯りに照らされ、招かれた高名な

タユブのロンゲン、ニャイダシアが歌舞を演じて貴顕淑女たち来賓を楽しませた。挨拶に寄って来る来賓

たちとウイ・セは数えきれないくらい乾杯を交わした。ウイ・セはもちろんレヘントにも招待状を送ったが、レ

ヘントからは用事があって残念ながら伺えないとの返事が来た。 

 

その夜、賑わっている庭園からずっと離れた邸宅の奥で、黒づくめのふたつの人影が裏口の使用人通

用扉から屋敷の外へ滑り出た。ふたつの影は外の畑をひそやかに、しかし足早に通り過ぎ、邸宅の裏の

塀まで達すると門の扉を開いて外に出た。その夜は雲が星月を覆い隠していて、一面闇に閉ざされてい

る。冷たい夜風が闇の間からふたつの影にまとわりついた。傍を川が流れている。周り一帯は静寂に包ま

れ、虫の声と水流の音が聞こえるばかり。そして邸宅の表の庭園から聞こえてくる遠いかすかなざわめき

が、ふたつの影に安堵と寂寥を感じさせた。 

ふたりのうちのひとりが「エヘン」と咳払いした。女の声だった。すると川の中から返事が返って来た。

「エヘン、こっちだ。」押し殺した男の声がした。 

ふたりはすぐに川面に下りる階段に向かった。そこに小舟が一艘もやっていた。ふたりは階段を下って

小舟に乗り移った。それまで黙っていたもうひとりが小舟に座っていた男に抱き着いた。受け止めた男は

小声で言う。「キム・・・、ああ、キムニオ、わたしはおまえをここで待ちくたびれていた・・・」 

「ああ、デン、わたしも朝から失敗しやしないかと気が気じゃなくて・・・」 

キムニオの唇がふさがれた。小舟はすぐに川の中に漕ぎ出す。もうふたりの間に言葉は必要がなかっ

た。ふたりは沈黙したまま身体を動かすだけ。しばらく衣擦れの音がしたあと、息づかいとしのび泣きだけ

が真っ暗な水面を漂って行った。 

 

その夜遅くに祝宴はお開きになり、ウイ・セ邸は眠りに落ちた。翌朝、日の出のころに邸内が突然騒が

しくなった。邸内の裏扉と邸外に出る裏門が施錠されていないことが解ったのだ。泥棒が入ったのではな
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いか、という疑いをだれしもが抱いた。 

ウイ・セは邸内から無くなったものを調べさせたが、何も無くなっていないことが明らかになった。ところ

が、もう陽がだいぶ高くなったというのに、キムニオが部屋から出て来ない。身体の具合が悪いのかなと

思ってウイ・セは妻に見舞わせたところ、今度は妻があわてふためいて戻って来た。キムニオの部屋には

鍵がかかっていないどころか、キムニオの姿もなかったのだから。おまけにベッドが昨夜使われた気配が

ないのだ。 

「ああ、おしまいよ。川に身を投げたんだわ。」泣きながらヒステリックに叫ぶ妻の声にウイ・セは驚いた。

一度静まった騒ぎは興奮の度合いを数倍に引き上げて再開されたのである。 

警察に届けが出され、小舟を集めて溺死体の捜索が行われた。川岸は見物の野次馬で身動きが取れ

ないほど埋め尽くされ、何艘もの小舟が川をしらみつぶしに調べたが、何も見つからないまま、その日の

太陽は西に沈んで行った。 

 

そんなことなど知る由もないキムニオは、小舟での情事が成ったあとレヘントの邸宅に連れて行かれ、

翌日は蜜月の時を終日過ごした。恋しい相手から片時も離れたくないふたりは、互いに相手を求めあって

一日を過ごした。キムニオは実家のことなど忘れ去り、わが子リムニオのことまですっかり忘れて、女の幸

福に酔いしれたのだ。 

喜捨の行為がイスラムではとても尊い行いであり、それによって天国の扉が必ず開かれるのだと年増

女から教えられたのを実践するために、キムニオはたいへんたくさんの自分の金を持参していた。年増女

とキアイスントノはふたりから大枚のほうびをもらい、大喜びでそのプロジェクトの幕を引いたのだった。 

レヘントはキムニオのイスラム入信儀式を執り行い、そしてシティ・ファティマ・ラデン・アユ・カノマンとい

うイスラム名に変わったキムニオと正式の結婚式を挙げた。 

[ 続く ] 
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「黄家の人々（１８）」（２０２２年０６月２１日） 

プリブミ領主様の結婚の話など、華人コミュニティの中に浸りきって暮らしている華人にはたいして興味

のある話ではないだろうが、プリブミ領民にとっては一大事なのだ。そしてその美しい奥様がなんと、プカ

ロガンの華人社会で一二を争う大金持ちの頭家の娘だということは瞬く間に知れ渡った。その話を耳にし

た人間がウイ・セにそれを知らせた。ウイ・セは驚愕した。すぐ妻にその話を知らせて、ふたりで涙を流した。 

ウイ・セの怒りは腹の中で燃え上がったものの、親を裏切り、親の顔に拭うことのできない泥を塗った娘

をいまさらどうしようもない。あの第四子の誕生祝の夜に何が行われたのかをウイ・セははっきりと悟った。

レヘントは招待を断り、娘は年増女の手引きで家から脱け出した。そのふたつの出来事が今ひとつにつな

がった。そして突然、ウイ・セは背筋に冷水を浴びせられたような気がした。おお、これがフィクニーの呪い

だったのか・・・ 

 

娘がプリブミの男に走ったというその話が本当なら、自分の身の振り方を考えなければならない。娘が

異文化人異教徒の世界に逃げ出した親のツラはもうコミュニティでの笑いものにしかならないのだ。自分

を支えてくれていたプカロガンの華人社会は手のひらを返すだろう。次の方針を考える前に、まずその話

の真偽を確かめなければならない。 

ウイ・セは長男のカチュンに県令役所へ確かめに行くよう命じた。レヘントはレシデンを案内して県内を

見回っていたから、これ幸いとカチュンは広大な役所を訪れ、オパスに教えてもらった数軒の家屋の中の

ひとつを訪れた。 

ファティマは弟が会いに来たのを喜んで、表のベランダに出て来て相手をした。ところがジャワ女の姿を

している姉を見たカチュンは腹を立てて罵り始めた。 

「なんてとんでもないことをしてくれたんだ、姉さん。なんてひどい女なんだ。オレたちの親がどんなこと

になるのかを少しでも考えたことがあるのか？」 
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ファティマは長椅子に身を投げて泣き始めた。 

「こんな親不孝娘を持ったオレの親は、なんて不運な星の下に生まれて来たんだろう。自分の欲望だけ

しか考えず、今はそんな恰好をして自分を賎しめている。この世間にさらす顔をまだ持ってるのか？あん

たの顔の厚さは人並みじゃないぜ。」 

ファティマは涙を拭いて顔をあげ、弟の顔をじっと見て言った。 

「チュン、カチュン。あんたは誰にそんな口をきいているのかわかってるの？」 

「口を閉じろ、下司女！一家の面汚しをするような女はもう姉弟じゃない。でも、もし今すぐに家に帰るな

ら、また家族に戻れる。今ならまだ遅くない。きっと父さんも赦してくれる。」 

「できないわ。わたしはもうこうなってしまった。もう、昔のわたしには戻れない。」 

「できない？本当に？」 

「本当よ、チュン。できないわ。」 

「ああ、もういい。あんたはもう家族じゃない。家族との縁はもう切れた。神の罰を受けるがいい！」 

カチュンはそのまま後ろも振り向かずに出て行った。 

 

カチュンの報告を聞いたウイ・セは怒った。死者が出たことを世間に知らせる白布を表門に吊り下げ、

草人形を作って棺桶に入れ、裏の畑の奥にその棺桶を埋めてその上にキムニオの名前を刻んだ墓碑を

建てた。この家の長女はもう死んだのだ。死んだ者のことは忘れるだけだ。 

ウイ・セは一家をあげてプカロガンからバタヴィアへ移ることにし、資産をすべて処分して金に換えた。

かれの邸宅はウイ姓の貴顕のひとりが買い取った。およそひと月後、バタヴィアに向かう船に乗るウイ・セ

一家の姿があった。見送る者のあまりいない、寂しい旅立ちだった。[ 続く ] 
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「黄家の人々（１９）」（２０２２年０６月２２日） 

ウイ・セはバタヴィアの華人街の中のパテコアンに土地を買って大きな家を建て、また商売を再開した。

プカロガンを敗残者のようなありさまで後にしたとはいえ、かれは商売に失敗して夜逃げしてきたわけでは

ないのだ。巨額の資金をバタヴィアに持って来たかれは、プカロガン時代よりもっと規模の大きい商売に

向かって邁進した。バタヴィアに新しい友人知己もたくさんできた。 

バタヴィアに移ったとき、かれはウイ・タイローと名前を替えた。とはいえ、たとえ名前を替えたとしても、

プカロガンでウイ・セの身に起こったできごとをバタヴィアの華人社会がまったく知らなかったとは考えにく

い。ウイ・セという人間に関する風評が伝わらなかったとは思えないのだ。おまけにウイ・セという人物を知

っている者が、バタヴィア新参ビジネスマンであるウイ・タイローと同一人であるのを発見したことも大いに

あり得ただろう。ところが、ウイ・タイローはバタヴィアに移って数年後に華人オフィサーの役職を与えられ

たのである。コミュニティ自身が馬鹿にして抑えつけたり排斥しようとする人間をコミュニティの世話人に据

えるようなことがもしもあったなら、とても正気の沙汰とは思えないはずだ。 

プカロガンのウイ・セが無様な失態を世間に見せたとしても、そしてウイ・タイローと名乗っている男がそ

のウイ・セであるということが暗黙の了解になったとしても、バタヴィアにやってきたウイ・タイローという優

れた商売人をそんなことで潰してしまうよりも、その優秀さをバタヴィアの華人コミュニティのために貢献さ

せる方がはるかに有意義なことだという意識がバタヴィアのコミュニティ上層部を覆っていたのではないか

とわたしには思われるのである。田舎の小さい華人コミュニティよりもバタヴィアは、はるかに成熟した精

神を持つひとびとによって運営されていたにちがいあるまい。 

 

ウイ・セの一家がバタヴィア暮らしに十分慣れたころ、カチュンに手紙を届けに来た者があった。カチュ

ンの一度も会ったことのないプリブミが届けて来た手紙を開くと、「ババカチュンのためになる重要な話が

あるので、ぜひ○○飯店までお越し願いたい。」と書かれていた。 
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カチュンは嫌な気がした。無視しようと思ったが、ちょっと気にかかった。「こりゃいったい何なんだ？何を

企んでるんだろう？よし、まあこいつの意図を確かめるだけなら、会ってみても悪くはあるまい。」 

○○飯店へ行くと、店主はとても丁重にカチュンを遇し、カチュンを招いた客のいる部屋に案内した。部

屋に入った瞬間、カチュンは目を見開いた。そこにいるのは、絶縁した姉だったのだ。 

「あんたがオレを呼んだのか。いったいどのツラ提げて・・・」 

「チュン、あんたに会えてとてもうれしい。家族だもんね。まあちょっとここに座りなさいな。」 

「話って何なの？早く言ってくれ。オレは忙しいんだ。」 

「ああ、カチュン、わたしが自分の家族を懐かしんでこんなに遠くまで会いに来たというのに、あんたは

いつまでもわたしにそんなに邪慳にする。あんたには家族の情がないの？ひどいわ。」 

泣き出した姉を見て、カチュンの心に同情が湧いた。 

「母さんはわたしに手紙をくれた。母親の心ってそんなものなのよ。自分の子供が生きている限り、子供

への愛情は途切れたりしない。わたしも自分の子供に会いたいわ。どう、父さんも母さんも元気にしてる？

みんなの顔を見たいの。手を貸してくれないかしら。」 

「うちへ来たいのか？」 

「できれば。あんたはどう思う？」 

「やめた方がいい。あんたの顔を見たら、父さんは血へどを吐くだろう。じゃあ、こうしよう。今夜、母さん

とリムを連れてここへ来る。ここで会えばいい。」 

「やっぱり血のつながった弟だわ。姉さんはとてもうれしい。じゃあ、夜になったらまたここで会いましょ

う。」 

[ 続く ] 
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「黄家の人々（２０）」（２０２２年０６月２３日） 

夜の会合は涙涙の洪水になった。ウイ・セには何も知らせずに家を出た三人は○○飯店でファティマに

会い、さまざまな話を交わして時のたつのを忘れた。「もう夜遅いから家に帰ったほうがいい」というカチュ

ンの提案でその場はお開きになった。 

母親が明日またリムとふたりで来ると言うとファティマは、「じゃあ、今夜はリムとふたりで寝たい。母さん

は明日リムを迎えに来て。」と言う。母とカチュンはそれもまあもっともな話だと思って、ふたりで家に帰った。 

翌朝、陽が高くなってからウイ・セ邸に手紙を届けに来た者があった。カチュンがそれを読むと、見る見

るうちに顔色が変わり、地団太踏んで悔しがった。ウイ・セがどうしたのかと尋ねると、カチュンはファティマ

がリムニオをプカロガンに奪い去ったことを告げた。今朝早くバタヴィアを出る船に乗ったのだ。 

「はあ？あの親不孝娘がここまで追いかけて来てわしの孫を奪い去った？いったいどこからこの家に入

ったのか、探せ！」 

カチュンは今更、昨日のことを父に打ち明けるわけにいかない。「キムニオは多分、しばらく前からこの

界隈に潜伏してリムに接触し、そそのかしたんでしょう。リムはこっそりと窓から脱け出したんじゃないか

な。」 

ウイ・セは、リムニオが自分の初孫であるとはいえ、チョア姓であってウイ姓でないため黄一族にとって

たいした恥にはならないと考えて、リムニオの失踪にそれほど深い執念を燃やすことはなかった。「このこ

とは誰にも知られないようにしろ。」と長男に言い付けるだけで事件は終わった。 

カチュンは母親に事件を話に行った。母親の驚愕は並大抵のものでなかったが、カチュンは母親を慰め

て落ち着かせ、外孫に関わる恥をうちの一家がすべて引き被るようなことはしないで、忘れることにしまし

ょう、と言って母親を納得させた。 
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ウイ・セの夫婦は長女のことを忘れ去り、長男が年頃になってきたので妻を持たせようとした。ところが

カチュンは自分の気に入った女しか妻にしないと言い張り、親が結婚相手を探すことを拒んだ。十分話し

合いを尽くし、三人はそれで納得した。カチュンももちろんそのつもりになり、バタヴィアの華人社会を眺め

渡して良い娘を見つけ出そうと努めた。だがバタヴィアは広い。 

ある日、仲間たちがスネンに住む評判の良い娘の噂をしていた。カチュンはそれに興味を抱いた。親は

貧乏だが、娘は美形でしかも気立てが良く、近在でもたいそう評判がよい。幸いなことに、まだどこからも

嫁の申し込みがないので、約束はどの家ともなされていない。カチュンはその娘を見に行こうと考えた。 

 

娘の父親はチャン・プと言う。豚を飼い、豆腐を売って暮らしている。母親は亡くなり、チャン・ソンキャウ

という名の娘を残した。父と娘のふたり暮らしだ。 

ある日、スネンのその家にひとりのプリブミの若者が入って来た。水運びのバンテン人クーリーのようだ。

ソンキャウはその時、豚小屋で豚の世話をしていた。若者はソンキャウに言った。「ノナ、表でおやじさんか

ら言われたので持って来た。どの壺に入れりゃいいかね？」 

「じゃあ、台所に入れて。中に壺があるから。」 

「どの壺？」 

ソンキャウは台所まで来て、ひとつしかない壺を示した。若者はその壺を水で満たした。ソンキャウは若

者に１セン銅貨を渡した。 

若者は川に戻ると、着ている粗末な服を脱いで、川でマンディした。独り言を言っている。 

「ああ、背中が摺りむけちゃったぜ。でも、こうでもしなきゃ、あの娘の普段の姿を見ることはできないか

らな。たしかにみんなが言う通り、きれいで気が利く素晴らしい娘だ。これで決まりだ。あの娘を妻にしなき

ゃ、オレの人生に明日はない。生きてく意味はなくなる。すぐに申し込まなきゃ。」 
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いつもの姿に戻ったカチュンはすぐに家に帰った。母親に、今日これからチャン・プ家に申込をしてもら

わなければならない。すべてはトントン拍子に進んで、ある日ウイ・セの邸宅で盛大な結婚式が催され、華

人社会の話題にまでなった。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（２１）」（２０２２年０６月２４日） 

何年もの間、キムニオと実家の母の間は音信不通だった。そしてある日、手紙が来た。夫のレヘントは

引退し、次男が跡を継いだ。長男はプカロガンのパティになった。リムニオもイスラムに入って名前を替え

た。兄弟姉妹の関係はうまく行っている。そんな近況を知らせる手紙だった。 

夫のレヘントはこの華人妻をいつも優しく大切に扱ったため、ファティマが夫婦生活に不満を抱いたこと

はなかった。ファティマはプカロガンで名士になり、華人社会との交際も好んで行った。華人たちもかの女

をラデンアユと呼んで親しみを示した。親しくなった一家にイスラムを教えて入信させることもしばしばだっ

たし、イスラムに入った華人たちの面倒をよく見て、商売の資金を貸したりプリブミ社会との間を取り持つ

などしてムスリム華人の暮らしの向上を助けることに努めた。 

 

今は黄姓の富裕者がオーナーになっている自分の実家を、老いてきたファティマは時々訪れた。そこに

は少女時代・娘時代・若い母親になった時代の思い出がたくさん残されている。その家の住人達もラデン

アユを親しく受け入れた。 

その日、ファティマはその家にやってきた。オーナーの夫人がラデンアユの来訪を歓迎した。茶飲み話

が一段落したあと、夫人が裏庭を散策しましょうと誘った。ふたりは家の裏手の、昔畑になっていたところ

を散歩した。 

その裏庭の奥まった場所に墓碑があるのを見て、ファティマは不審を抱いた。昔こんなところに墓はな
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かった。近寄って墓碑を見たとき、ファティマは愕然とした。彫り込まれた文字はウイ・キムニオとなってい

たのだから。 

「ああ、父さんはわたしをここに埋めてしまったんだ。父さんにとって、わたしは死んだ人間なんだ。」 

ファティマの心の奥で、なにかが崩れ落ちた。 

ファティマは何変わらない普通の様子でその家を辞したが、家に帰ってから床に伏して起き上がること

ができなくなった。容態は日々悪化するばかり。夫は八方手を尽くして優れたドゥクンや医者を招いたもの

の、何らの効験も得られないままシティ・ファティマ・ラデン・アユ・カノマンは世を去った。 

 

ティオ・チンブン著「ウイ・セ物語」はキムニオの死で幕を閉じた。だが、そこでウイ・セ一家のストーリー

が終了したわけではない。著者不明の書 Tambahsia が１９１５年にスマランで出版された。タンバッシアは

１８２７年にプカロガンで生まれた、ウイ・セの次男だ。父親とまるで正反対の性格を持ったこの次男は、悪

名と社会からの憎悪の中で生涯を閉じた。長男のババカチュンが中国に移ってからほどなく父の祖国で

没したことも、その不幸を煽る方向に作用したのではあるまいか。 

ウイ・セは事業を更に大きくしようとして、中国との貿易を進めるために長男を中国側の窓口責任者とし

て派遣したのかもしれない。ウイ・セを次々に襲ったそれらの不幸を、かれはフィクニーの呪いと考えただ

ろうか？ 

 

バタヴィアでビジネスを開始したウイ・タイローはトコティガ地区に店を開き、しばらく後にタングランのチ

ュルッにあるパサルバル地区の土地を買って大地主になった。そこから年間９万５千フルデンもの地代が

上がったのだから、それだけでもう遊んで暮らせるほどの財力だ。その当時、１０フルデンあれば質素な暮

らしを一年間営むことができたと言われている。あれやこれやで年々貯まって行くこの一家の財力に社会

がどのような思いを抱いたかは想像に余りある。 

しかし社会交際術に長けたかれは如才なく諸方面と交流し、貧困者をも自分と同じ人間として遇して偉
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ぶる姿勢を示さず、他人を助けることを好み、社会に役立つことをしようとする意志を常に見せていたから、

たいそう世間の好評を招いて人望も高まった。 

華人カピタンやマヨールからも受けがよく、しばしばかれらの資金面での急場を救ったために、華人オフ

ィサーの最下位であるレッナンの役職を勧められてコンシブサル地区のレッナンチナに就任し、ついに社

会的な名士のひとりになったのである。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（２２）」（２０２２年０６月２７日） 

その栄華の頂点にあったウイ・タイローは１８３８年にバタヴィアで死去した。享年５０歳。ウイ・セが生涯

をかけて築き上げたこの一家の家長の座は最年長の息子、１１歳のウイ・タンバッシアに引き継がれた。

そのとき、ウイ・タイローの家督を継ぐべき子供はタンバッシアとマカウシアのふたりだけだったのだ。 

タンバやマカウという本人名に sia という言葉が付けられたのは、華人オフィサーという名誉な役職者の

息子であることを示すためだと言われている。普通の子供とは格が違うということを、そんな手段で示して

いたのだろう。 

タンバの綴りは本来/h/が付かない。ところが Tamba Sia を発音すると、自然に Tambahsia という音に聞

こえるため、Tambahsia や Tambah Sia という綴りのほうが一般化したらしい。シアという言葉の語源はよく

分からない。聞くところによれば、「無駄」を意味するインドネシア語 sia-sia はそこに端を発した言葉であり、

親が大金持ちになったり社会の有力者になると子供は sia-sia になるという教訓混じりの表現が出来上が

ったのだと語るひともいる。並みでない大金持ちの父から巨額な遺産を受け継いだ１１歳の少年家長は、

はたしてその言葉通り、シアシアの道を歩んだだろうか？ 

 

タンバッシアは１５歳になった。バタヴィアでこの少年の名を知らぬ者はいなかっただろう。一部のひと
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はタンバッシアを見映えの良い、かっこいい青年だと評したが、もっとたくさんのひとが金の値打ちを知ら

ない放蕩息子だと噂した。この若者はたいへんなおしゃれで、しかも自分の身を飾るのに金を惜しまなか

ったから、バタヴィアの上流層の中でもひときわ目立つ風采を放っていたのだ。 

朝な夕な、形よく仕立て上げられたオランダ風のズボンに黒絹の上着を着て頭巾をかぶり、堂々とした

風格のバタッ馬にまたがってバタヴィアの街中を流して歩くタンバッシア少年の姿が人目を引いた。この黒

毛の馬の体毛はまるでペンキを塗ったかのように黒光りし、歩くときは頭と尾をしっかりと立て、気性は荒

く、常に今でも駆けだしそうな風情を示し、前脚を上げて立ち上がるそぶりをよく行い、いざ駈け出せば風

のように走ったから、thufan（突風）と名付けられた。 

バタヴィア最高の馬と言われた８百フローリンもするトゥファンにまたがって街中を闊歩するタンバッシア

は実に見映えのする絵になっていて、おまけに乗馬の腕も群を抜いていたから、たくさんのひとがかれを

ほめそやした。街中で大勢が自分に注目していることに気付くと、かれは曲芸じみた馬の扱いを示してひ

とびとを感嘆させ、視線が憧憬の色を帯びるのを愉しんだ。 

 

タンバッシア少年が街中に出かける時はいつも、その後ろをニ三人の用心棒が付いて回った。ひとりは

華人のウイ・チュンキ、あとはプリブミのピウンとスロで、喧嘩の強いやくざ者たちだ。 

この種の、一家の主を守護する親族や使用人は centeng（親丁）と呼ばれた。中国語の親丁は元々大

家族の中の一員を意味していたが、だんだんと家長の身を守るガード役担当の一族の人間を指して使わ

れるようになり、そのうちにガードマンとして雇われた一族外の者もチェンテンと呼ばれるようになった。血

族外のチェンテンも親子代々が雇い主一家のガード役を担うようになって、主従関係の中で一家のために

仕える郎党・身内という形に変化して行った。日本の古代貴族社会が侍という役割の人間を持つようにな

ったプロセスとよく似ている気がする。 

インドネシア語でチェンテンは常に暴力の含意の下で使われていて、善や正義といった語感を持ってい

ない。ブタウィ語ではその同義語のひとつとして tukang pukul という言葉が使われていた。それを知ったと

き、「殴り屋」とは実に本質を衝いた表現だと、わたしは舌を巻いたものだ。 
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チェンテンはただボディガードをしていればよいのではない。地主の家長が借地人から金を取り立てる

時、あるいは高利貸しの家長が借金返済を相手に迫る時に、チェンテンは殴り屋になったのである。 

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（２３）」（２０２２年０６月２８日） 

バタヴィアの華人社会でウイ・セをバックアップし、引き立ててくれた華人コミュニティ総帥のマヨールチ

ナ陳永元 Tan Eng Goan は、父の在世中もときおりウイ・セ宅を訪問し、タンバッシアとは互いに顔を見知

っていた。ところが、タンバッシアはかれになつこうとしなかった。 

最初からそのマヨールを嫌い、マヨールがタンバッシアを自邸に呼んでも、一度もやって来たことがない。

亡くなった父親に代わってタンバッシアになにがしかの教導を与える必要があると考えていたマヨールが

仕方なくウイ・セ邸を訪れても、タンバッシアは毎回居留守を使って家の中のどこかに隠れてしまう。 

将来結婚したら父の後継者としてレッナンの役職に就かせようと考えていたマヨールも、そんなタンバッ

シアに不快を覚えた。だが相手はまだ子供なのだ。成長するにつれて、人間的な成熟が起こるはずだ。あ

れほどの父親だったのだから、たとえそれを小型にした人間になったところで、並み以上の器になってしか

るべきだろう。マヨールチナは辛抱強く時が来るのを待った。 

 

バタヴィアでカピタンチナ華人甲必丹制度が始まったのはバタヴィア創設と同時だった。ＪＰクーンがジ

ャヤカルタを奪ってオランダ人の町を建設したとき、かれはバンテンで親しくなったカンプンチナの頭領で

ある蘇鳴崗（Souw Beng Kong）をバタヴィアに呼び寄せ、バタヴィアの華人社会の総帥に就けた。ソウは

バンテンのカピタンチナから横滑りして来たバタヴィア初代のカピタンチナだ。 

それ以来この制度は１９４５年のインドネシア共和国独立宣言のころまで続けられた。共和国がこの異
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民族分離居住と自治の制度を否定し廃止したのは当たり前のことだ。分離居住は実質上で既に骨抜きに

なっていたとはいえ、統一国家の中に人種的な違いをベースにしてコミュニティ集団の自治が許される余

地など、この国の建国の父たちの頭の中に存在するはずもなかった。そんな方針は統一国家インドネシア

共和国に分裂を招く要素を温存することにしかならないのだから。 

バタヴィアでカピタン職が総帥だったのは１８２９年までで、カピタンの上にマヨールの位階が設けられ、

陳永元が１８２９年からマヨールとなってバタヴィアの華人コミュニティを統括した。その結果、マヨール、カ

ピタン、レッナンという階層構造がコミュニティ内の統率をきめ細かいものにして行った。これはやはり、コミ

ュニティ内の戸数と人口の増加に対処するために起こった変化だったように推測される。 

ちなみに、オランダ人は Majoor, Kapitein, Luitenant der Chinesen と書き、華人は華人瑪腰、甲必丹、雷

珍蘭と書いた。華人はオランダ語を音写したわけだが、不思議なことに、現代の中国語インターネットを調

べると、Kapitan Cina は華人甲必丹と書かれているにもかかわらず、Mayor Cina と Letnan Cina はどうした

ことか、華僑少佐・華僑中尉という訳語になっている。 

明治時代に日本でヨーロッパ式軍制が開始される前に少佐等々の階級呼称名は漢字宇宙の中に存在

しなかったのだから、オランダ時代のインドネシア在住華人がそんな言葉を知っていたはずがなく、オラン

ダ語が音写されたのは当然の成り行きだっただろう。だからそのように軍隊階級名で直訳されると、歴史

の中から投射されてくるイメージとの間の不和が気になるため、わたしは使わないでおく。 

 

そのマヨール制度の幕開けにトップの座に就いたタン・エンコアンをタンバッシアはどういうわけか、敵視

したのである。なにしろ街中でマヨールと出くわすと、タンバッシアは両手を腰に当てて胸をそらし、タバコ

の煙を口からパッパと吐くような態度を示して傲岸な姿を見せていたのだ。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（２４）」（２０２２年０６月２９日） 
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自分の財産の大きさの方がお前の社会的評価より上なのだという姿勢が明白だ。その考えを裏付ける

かのように、タンバッシアはノードウェイクやレイスウェイク通りのヨーロッパ人商店主やレイスウェイクの

総督宮殿にいるトアン方との交際を好み、何回か総督と一緒にテーブルに着いたことさえある。すべてが

金のなせるわざだったが、この少年の精神の中では、金と自我が密着していたのかもしれない。かれは巨

大な富を誇り、それを浪費することで自分の存在と自己の偉大さを確認していたようだ。なぜなら、人間は

たいてい金に拝跪するのが世の常であり、ほとんどだれもが金を持つ自分に拝跪する姿を少年は自分の

偉大さと感じたのだろう。おのずと、そのシーンを実現させるために金は湯水のように投げ散らかされるこ

とになった。 

 

タンバッシアは朝起きると家の表の川へ出て排便し、水浴びする。一時期、少年は排便のあとの肛門を

紙幣で拭く習慣を持った。糞のついた紙幣はその辺りに投げ捨てられるのだ。最初のころは地域一帯の

住民にまだ知れ渡っていなかったから、たまたまそれを見つけた住民が手に入れていた。しかし毎日行わ

れていればその噂は世の中に広まり、はるか遠い地域の住民までもが糞付き紙幣を手に入れようとして

集まって来る。 

朝タンバッシアが家から出てくるとき、川の周辺は既に多数の群衆が遠巻きにしており、少年はその様

子を見ながら排便の位置を決めてひり出す。排便の場所が決まったのを見ると、人間の集団がそちらに

崩れかかっていく。いざタンバッシアが仕事を終えて糞付き紙幣をその辺りに落とすと、数人が飛び掛かっ

て来て奪い合いが始まる。ただの奪い合いでなく血を流す闘争だから、格闘技を好む人間にとっては愉し

い見ものだろう。突き飛ばされた者が頭からまだ温い便に突っ込むことも起こる。殴られて口から血を流し、

蹴り倒された者は石垣に頭を打って血を流す。そんな大混乱のありさまを見て、タンバッシアは手を叩い

て歓び、大声をあげて乱闘者たちをけしかけるのだ。少年の左右を屈強なチェンテンが固めているから、

乱闘のどさくさに紛れて少年に近寄って来る者もない。 

そんな騒動を近隣住民は顔をしかめながら見守るだけ。こんな息子が家長であれば、ウイ・タイローの

財産はそう長持ちするまい。金がなくなりゃ、このバカ息子も運の尽きだ。とは言うものの、現金だけで２百
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万フルデン超と噂されたウイ・タイローの遺産は、どれほど放蕩に使ったところでそう簡単に無くなるもので

はない。 

見かねた父親の友人や親せきがタンバッシアに意見した。すると少年はこう答えた。「たいしたことはな

い、ほんのはした金だ。それを貧乏人に恵んでやってるんだ。その代わりにオレも楽しませてもらう。恵ん

でやる代わりの、微々たる代償だよ。」 

 

タンバッシアは１７歳になり、女探しに熱を上げ始めた。毎日歩いて街中を巡り、見目麗しい娘が金持ち

や上流層の家にいないかどうかを探査する。ところが、かれの気に入る娘は見つからなかった。それでつ

いに表立って自分の望みを諸方面に語った。「オレが妻にしたくなるような未婚の美女を連れてきたら、オ

レが調べた上で妻にしてやる。どでかい結納金が必ずもらえる。」 

タンバッシアが調べたあとで、気に入らないと返して来たらどうなるのか？そんな話をだれひとり相手に

しなかったから、相変わらず「妻募集」は進展しない。反対にタンバッシアが街中を巡回すると、「タンバッ

シアが来たぞー。」という声がどこからか上がり、家の外に出ていた女たちは一斉に屋内に逃げ込んで息

をひそめるようになった。 

タンバッシアは世間から「いたち野郎」という綽名を付けられた。いたちはひよこを咥えて逃げ去る動物

なのだ。 

 

旧バタヴィアからプチナン一帯にかけての地域で良い女が見つからないため、タンバッシアは新興のヴ

ェルテフレーデンに行き先を広げた。豪華な馬車でパサルバルやスネン地区を回ってみるが、器量よしの

女はなかなか見つからない。馬車を使うのがいけないのだとかれは考えた。馬で回るほうがはるかに素

早く動ける。[ 続く ] 
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「黄家の人々（２５）」（２０２２年０６月３０日） 

あるときパサルスネンを徘徊していると、一軒の家の扉の陰から自分を覗き見している娘がいることに

気付いた。タンバッシアはさっそく愛馬トゥファンに芸をさせて娘の気を引いた。娘は喜んでいるように見え

た。タンバッシアの目にも、その娘が自分好みの女のように思えた。だが物陰の後にいる娘の顔も姿も、

明瞭に認識できたわけではない。 

翌日、パサルスネンのその家に結婚申込のための媒酌人がやってきた。ウイ・タンバッシアがシム家の

その娘を妻に欲しいと望んでいる。ただし本当に結婚するかどうかは、娘に直接会ってから決める。会っ

た上で気に入らなければ結婚は破談になり、娘は家に返される。その際には見舞金として１千フルデンが

贈られる。 

シム家当主は金持ちでなかった。おまけにそのとき、多額の金が入用になっていて、その方策に頭を痛

めていたところだった。かれはその失礼な申込を蹴るに蹴られず、金の輝きに負けてしまった。幸運だった

のは、タンバッシアがその娘を気に入ったことだ。 

次に娘の父親に会ったとき、タンバッシアはポケットから厚い札束を取り出して、数えもせずにシム家当

主の手に握らせた。タンバッシアはその娘と結婚することを表明したものの、そのとき結婚の日取りは決

めなかった。 

 

ウイ・タンバッシアは毎日何をして暮らしていたのか？かれには金を稼ぐ必要性がまるでなかった。チュ

ルッの土地から年間９万５千フルデンの地代が入り、加えて、プチナンのピントゥクチルにある所有地から

年４万フルデンの地代、更にバタヴィアのあちこちに持っている土地家屋の賃貸でまたまた金が入って来

る。 

父親のウイ・セはそれでもまだ事業に情熱を燃やしたが、後継者である息子に事業意欲は皆無だった。

息子は毎日遊ぶことに精を出し、そのための資金に頭を悩ますことすらなかった。かれの遊びは女・賭

博・スポーツ・遊芸と多岐にわたった。その中に、マヨールチナをもてあそぶことも含まれていた。 
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バタヴィアでは昔、東インド植民地に派遣されて来た官僚が任期を終えて帰国するとき、それまで住ん

でいた家屋で使われていた家具一切は競売にかけて売り払い、その金で新任地での生活を開始するスタ

イルが普通だった。だから高給取りの植民地政庁高官の家で使われていた高価な家具調度品が競売に

付されることになった。 

特に植民地政庁高官が帰国するとき、高官の家で使われていた高級で高価な家具調度品の競売には、

華人オフィサーたちも参加して何かを買うのがそれまでの上長に対する礼儀になっていた。マヨールチナ

ともなれば、万障を排して競売に出なければならない。たいていかれらは打ち合わせを行って、誰が何を

いくらくらいで買うかという取り決めをし、マヨールが高い金額を付けたり、不釣り合いに低い金額を付けて

他の者が買いやすいように誘導したりしていた。だが、かれらとは無関係の競売参加者がそこに割り込ん

で品物を持ち去ってしまうことだって起こるのだ。 

あるとき行われた競売で、マヨールは美しい浴室鏡に１百フローリンの値を付けた。すると会場にいる何

物かが２百フローリンを付けた。マヨールが３百に引き上げると、その何者かは５百を出し、後が続かない

ので鏡はその者の手に落ちた。 

マヨールは立ち上がって指値を叫ぶのだが、その何者かは座ったまま紙に値を書いてそれを周囲の人

間に渡し、競売進行係に届けさせるのだ。まるで自分に盾突くようなことをしているのが誰なのかをマヨー

ルは確かめようとしたものの、見つけることができない。 

筆記用具をひとまとめに集めたものが競売のテーブルに載った。マヨールは５０フローリンを付ける。何

者かが１百フローリンに上げた。マヨールが応じると、何者かも負けずに応じる。ついに２千フローリンに達

したので、マヨールはとどめの５千フローリンを指した。すると相手は１万フローリンを付けたのである。マ

ヨールは大恥をかかされた。 

ただの使い古しの筆記用具に１万フローリンという常軌を逸した落札が起こり、しかもその裏側にマヨー

ルの負けというできごとが貼り付いたのだ。その話がバタヴィア中の噂になるのは火を見るよりも明らかだ。

[ 続く ] 
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「黄家の人々（２６）」（２０２２年０７月０１日） 

競売に参加したひとびとの間で、マヨールを打ち負かして恥をかかせた者がだれだったのかは結局分

からずじまいになった。知っていたのは競売進行係のトアンたちだけだったが、かれらはタンバッシアの頼

みを守った。マヨールの問いにトアンたちは「多分、親しい友人が帰国者の経済に余裕を持たせてあげよ

うとして行ったことのようです。」と返答したのだ。 

しかし数日後、マヨールに注進に及んだ華人オフィサーがいた。あの競売の日、タンバッシアが隅の方

に目立たないようにして立っているのを見た者がある。マヨールは腹が立ったものの、怒りを呑み込まざる

を得なかった。自分を嫌っているタンバッシアのやりそうなことだが、かれが自分に喧嘩を売ったという客

観的な証拠にはならない。 

それよりも、タンバッシアをうまく手なずけることがマヨールにとってはもっと重要なことだった。あの財産

を、自分を含めて華人社会に役立つようにしなければならない。マヨールの役職を務めあげるには、たい

へん金がかかるのだ。 

マヨールはしばらくしてから、ウイ家に親しい華人にタンバッシアを説得するよう依頼した。自分に意見を

しに来たその知り合いを中に通してタンバッシアは話を聞いた。華人コミュニティのために、オフィサーにな

って働いてほしい。そのために父の後継者としてレッナンチナの役職に就けるようにする。 

かれは笑いながら客に言った。「公館の仕事なんぞして大勢の人間の奴隷にされるほどオレは馬鹿じ

ゃないよ。」 

 

ウイ・タイローはアンチョルの一画にも土地を持っていた。広大なその場所には自然のままの庭園と豪

壮な建物が作られ、池には海水魚が飼育されていた。建物はたいへんに金のかかった別荘様式で建てら
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れ、ひとびとはそれを suhian 私軒と呼んだ。私的な軒という意味だろう。軒はのきやひさしを指すが、転じ

て家屋そのものも指した。茶屋や食事処の屋号によく使われている。 

おまけに世の中で茶屋の一部は妓院に変化して行ったから、タンバッシアがよく利用したそのスーヒア

ンはむしろ妓院のニュアンスが優勢になっていたかもしれない。ただし、そのスーヒアンは不特定多数の

男が利用する妓院でなく、不特定多数の女がタンバッシアひとりに利用される妓院だったという違いがあ

ったのだが。 

スーヒアンの中の家具調度品はすべてがたいへん高級で美しく、芸術味あふれるものばかり置かれて

いた。ヨーロッパ風・中華風の繊細で精巧な仕上がりの品ばかりだ。おまけにその当時まだあまりバタヴィ

アで見られなかった日本製の高級品すら、スーヒアンの中に置かれていた。 

家の玄関前の馬車寄せに至る小道にはすばらしい出来栄えの中国製日本製焼き物植木鉢とその上に

置かれた盆栽が、初めて盆栽を目にしたひとびとの興味を誘った。植物の生きたミニチュアはかれらの想

像もしなかった珍現象だったことだろう。それらの植物の世話をさせるために、中国から経験を積んだ庭師

がそこに雇われて来ていた。 

スーヒアンの維持費が莫大な金額に上っていることは、だれの目にも明白に映った。だがタンバッシア

にとっては、できて当たり前のことだったのだ。このスーヒアンにはビンタンマスという名前が付けられた。 

 

タンバッシアはビンタンマスにバタヴィア中の美しい娘を連れて来させ、官能の海の中に溺れた。かれ

の三人のチェンテンは女に関する主人の好みをよく知っていたから、かれらが街中で目を付けた娘たちは

オランダ系華人系プリブミを問わずチェンテンの口車に乗せられてビンタンマスに遊びに来た。世間の大

人たちが憎悪嫌悪の的にするほどの人物評を、若い娘たちはタンバッシアにしていなかったということか

もしれない。 

身体は小柄だが目鼻立ちがハンサムで、十分な知性と豊かな知識を持ち、聡明で明るい表情を示し、

諸芸に巧みであって金離れが群を抜いている若者なら、女にとって決して悪くない遊び相手になるのでは
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あるまいか。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（２７）」（２０２２年０７月０４日） 

美しい娘たちの中でも、とりわけ歌が上手でまた踊りも巧みな者をタンバッシアは望んだ。かれ自身が

gambang を叩き、tehyan や samhian を演奏したのだ。かれの楽器演奏もなかなか堂に入ったものだった。

かれはビンタンマスにやって来た美しい娘たちとそのようなこともして遊んだ。 

ガンバンはもともとガムラン楽団に使われる楽器のひとつだった。いわゆる鍵盤打楽器であり、木や竹

あるいは青銅で作られた板の鍵盤を叩いて音を出す楽器だ。 

ブタウィ華人社会がガムラン楽団のような楽団を作って中華風芸能を演じるようになったのが gambang 

kromong 楽団の発端だそうで、タングランの華人農園で始まった。最初はガンバン楽団とクロモン楽団が

異なる編成で行われていたが、それが統合されてガンバンクロモンになったという話だ。 

ガンバンクロモン楽団は打楽器の他に常に笛と弦楽器が使われたため、ガムランとは音楽の雰囲気が

異なっている。そこで使われる弦楽器に kong-a-hian, teh-hian, su-kong があり、それらは張られた二弦を

バイオリンのような弓でこすって奏でる。三つあるのは音域が違っているだけだ。テヒヤン（提弦）は

teehian, teh-hian, tehyan などと綴られ、現代インドネシア語では tehyan が標準綴りになっている。 

サムヒアン三弦は弦が三本張られていて、ギターのようにつま弾かれる。この楽器は低音域を受け持

つので、西洋オーケストラのバスの役割を担うという説明になっているものの、コントラバスほど大型では

ないので、音域はそんな低さまでカバーできなかっただろう。 

 

ほんの遊びのつもりでビンタンマスに連れて来られた娘や若妻はたいてい、ニ三カ月そこに逗留した。

要するに、それがタンバッシアに飽きが来る期間だったのだ。タンバッシアはやってきた女たちに高価な衣
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服を与え、現金や宝石類をプレゼントして女の悦ぶ顔を見るのを楽しんだ。しかしタンバッシアに飽きられ

たら、大金持ちの愛人暮らしはそれまでだ。ビンタンマスの使用人にかしずかれ、高価な衣装や装身具を

身に着けて暮らした桃源郷を後にして、かの女たちは現実に引き戻される。だが、そのニ三カ月間にタン

バッシアがくれたすべての品と手切れ金は女の物になるのである。 

二カ月逗留して飽きられたある娘は、装身具宝石類の他に１万２千フルデンの現金を持ち帰った。その

ような実例が積み重ねられると、噂は隠しようもなく世間に広まる。美女であれば、ピウンとスロというスカ

ウトがやってきて、大金持ちになれる道に連れて行ってくれる。仕事は数カ月間タンバッシアの愛人になる

ということだけ。そんな時代にバタヴィアに生まれたかったと思った女性読者はいらっしゃるだろうか？ 

だが当時のバタヴィアにあった社会の性規範は硬いものだった。アンチョルのビンタンマスから戻って

来た娘が娼婦扱いされるのは、火を見るよりも明らかだ。そして親や家族までもが世間からの蔑視に耐え

なければならない。 

もしも若妻だったなら、帰って来る妻に夫が門を閉ざす恐れは十分高い。夫と築いてきた家庭は崩壊し、

かの女は実家に戻るしかなくなる。社会が従来の規範に従って合理的に運営されることを望むひとびとに

とって、タンバッシアはその破壊者と目されたのも当然だろう。社会はタンバッシアに極悪人の烙印を捺し

た。 

 

このビンタンマスにほとんど住み着いてしまった娘がいた。名をボタンと言うその娘は奴隷の境遇にあっ

たプリブミ娘だったが、愛らしい目鼻立ちと黄白色の肌を一見してだれもが華人娘と勘違いした。入れ代

わり立ち代わり連れて来られる若い娘とタンバッシアが遊ぶとき、ボタンも一緒にそこに混じって遊ぶのが

普通だったようだ。 

ボタンは舞台で芸を見せる役者だった。そのころバタヴィアのプチナンには四つの演芸団があって、お

りおり一座の演芸が催されていた。演芸団一座はトップが華人マヨールのもの、次いでコー・カットア、さら

にタン・コアン、そしてブセ夫人というランキングになっていて、マヨールの一座は役者の層が厚く、見物人

もたくさん来た。[ 続く ] 
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「黄家の人々（２８）」（２０２２年０７月０５日） 

役者とは言ってもみんな主人の所有する女奴隷たちであり、見物人も美しい女奴隷と金で一夜の睦み

ごとを愉しみたくてやってきている男たちがほとんどだった。マヨールの演芸団所属役者の美しいのはみ

んなマヨールの手が付いていた。女を漁りに来た見物人が舞台に近寄って役者を口説こうとし、無理強い

したときマヨールのチェンテンが鞭でふしだらな客を打つようなことも起こっている。 

タン・コアン一座の中に、男ならだれもがむしゃぶりつきたくなるような娘がいた。その名をボタンと言っ

た。ボタンが出演する出し物はたいてい客席がひとであふれた。金持ちの息子たちが５０フローリンや１０

０フローリンを渡して、話をしたいから舞台から下りておいでと誘っても、ボタンは舞台を下りることがなか

った。役者の世話をする付き人にもっとたくさんの金を渡してどこかで会えるように手配してもらおうとする

者も後を絶たなかったが、その金はどこかに消えてしまい。ボタンをわが物にしたと語る男はいまだ現れ

たことがなかった。 

 

ある夜、プチナンのとある華人の邸宅で祝い事が行われ、招かれたタン・コアン一座の舞台が演じられ

ているのを見て、通りかかったタンバッシアが見物に入った。そのとき舞台の上では Sie Jin Kwie 薛仁貴

の物語が上演されていて、むしゃぶりつきたくなるような美女が芝居を演じているのをタンバッシアの目は

はっきりと見た。 

タンバッシアは大勢の見物人をかきわけて舞台の近くまで進み、その役者を見つめた。女の方も視線を

感じて目をちらちらとタンバッシアの方に向け、口元に微笑みを浮かべた。チェンテンに周りをガードされな

がら自分を見つめているその若者がだれなのかを、ボタンはすぐに理解したようだ。 

タンバッシアのボタン征服戦が始まった。タンバッシアはタン・コアン一座の後を追いかけ、舞台のボタ

ンに誘い掛けたり、役者の世話をする付き人たちに金をばらまいたが、ボタンと差し向かいで話することさ

え実現しない。タンバッシアはボタンを得るために１万数千フローリンの金を既に使っていた。 
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最後に３千フローリンのダイヤの装身具一式をボタンに贈ったとき、ボタンはやっとタンバッシアのビンタ

ンマスに足を向けたのである。ビンタンマスでタンバッシアがガンバンを叩くと、ボタンはパントゥンを唄って

相和した。ボタンはタンバッシアの心を深々と握ることに成功したようだ。 

 

タンバッシアがついに結婚式を挙げた。だいぶ待たされたシム家の娘も本懐を遂げたことになる。ところ

がこの結婚式を使って、タンバッシアはまた世間に対する傲慢な姿を示した。華人マヨールをもてあそぶ

意図がどれほどあったかについてはよく分からない。 

結婚の祝宴はひと月間続けられ、その間トコティガの店の表通りを端から端まで使って歩行者天国にし、

一般人の馬や車が通行できないようにしたのである。現在は Toko Tiga 通りとなっているおよそ２５０メート

ルの全域だ。その路上には四つの演芸団のうちの三つを招いて舞台上演を行わせ、毎夜、それぞれの舞

台は黒山の人だかりになった。マヨールの演芸団だけが呼ばれなかった。プカロガンから来させたタユブ

も、ひと月間通して歌舞を演じた。また夜には中国製オランダ製の花火が打ち上げられて、プチナンの夜

を彩った。 

通りには物売が出てにわか夜市になり、バタヴィア住民が大勢集まって賑わった。このバタヴィア始ま

って以来の壮麗な婚礼の宴に、タンバッシアは３万５千フルデンを支出したという話が市民の話題になっ

た。 

現在トコティガ通りと呼ばれているその道路は、バタヴィアが誕生してから数十年して地域名称が

Patekoan になったため、道路もパテコアン通りという名称になっていた。このパテコアンという言葉は純然

たる福建語であり、八茶缶と書いて pat-te-koan と発音する。[ 続く ] 
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「黄家の人々（２９）」（２０２２年０７月０６日） 

インドネシア語でヤカン(薬缶)のことを teko と呼ぶ。わたしはその語源が福建語の茶缶ではないかと疑

っている。te-koan をプリブミは teko-an と思ったのではないかという疑いだ。 

これにはもうひとつのヒントがあって、地名のパテコアンを Petekoan と書くインドネシア人が少なくない

のだ。ムラユ語接頭辞の pe-をスンダ人は pa-と書き、またパと発音する傾向を持っているのは事実であ

り、パテコアンをスンダ式発音と考えたインドネシア人が正式ムラユ語としてそれを Petekoan と見なし、

pe-teko-an と分解した可能性をわたしは憶測している。 

ヤカンを意味するテコは茶壺の福建語発音に由来しているという説もあるのだが、茶壺の福建語標準

音は teho だ。さて、どちらの可能性がより強く感じられるだろうか？ 

 

このような勘違いが起こった可能性の感じられるものは他にもあり、たとえば華人の年上の男性や成人

した男性に対して使われる engkoh という言葉は、福建語のお兄ちゃんを意味する成哥がやはり勘違いさ

れたのではないかと思われるのである。福建語での成哥の発音は singko となっている。そのシが人間を

示すムラユ語前置詞の si と見なされたなら si+ngko→si+engkoh が起こるのではないだろうか。 

このシンコッ→ンコッは更に短縮されて、Koh という形で呼びかけ語として使われる。わたしは顔形がチ

ナバ~ガッであるため、昔から街中でコッと呼びかけられるのが常だった。華人系のひとにまでコッと呼ば

れるのだから、恐れ入ってしまう。 

若いころにジャカルタ都内でキジャンを走らせていて、赤信号で止まったときに路上物売りが寄って来る

なり運転席のわたしに、「コッ、ロコッ」と呼びかけた。売物を見るとタバコだ。それがわたしの記憶ではコッ

呼ばわりされた初体験だったのだが、そのとき、わたしは最初のコッが rokok を短縮したものだろうと思っ

て疑わなかった。 

ところが商店の中で買物していると、タバコ売場でもないのにわたしをコッと呼ぶひとがいる。数回そん

な体験をつんでから、わたしはやっと「Koh!」という呼びかけ語が何を意味しているのかを理解した。若いこ



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

119 

ろはなかなか慣れなかったが、今では宿命と思って諦めている。 

 

八個のヤカンという地名の誕生についてのこんな逸話がある。 

バタヴィア第４代目のカピタンチナを務めた顏二(Gan Djie)は福建省?州の出身で、まだ少年のころに兄

を頼って東ジャワのグルシッ Gresik に移住した。兄は農産物を商っていたのでその手伝いをし、そのうち

に雑貨の行商を始めた。プリブミの村々を回って日用品を販売するのだ。最初は自分で荷を担ぎ、ひとを

雇えるようになると使用人に荷を担がせて一緒に歩いて回った。ある村でバリ娘に出会い、その娘が後に

ガン・ジー夫人になる。 

ガン・ジーはグルシッで成功者になり、余勢をかって１６５９年にバタヴィアに出て来た。ちょっと違う部分

もあるが、ウイ・セによく似た履歴だ。 

バタヴィアの、今のトコティガ通りの西の方にかれは家を持って住んだ。ウイ・セの店はその反対で、東

の端のエリアだった。ガン・ジーはバタヴィアで農産物を扱って身代を大きくし、また善良で人助けを好む

性格だったために社会から好かれ、バタヴィア華人界の著名人になった。 

バタヴィア第３代目のカピタンチナが引退したとき、かれは世間から推されて１６５３年にその後継者に

なった。かれは商売と公務で多忙を極めたが、バリ人のガン・ジー夫人が夫の片腕となって働いた。ひと

びとは夫人をニャイ・ガン・ジーと呼んで尊敬した。 

カピタンチナの公務はカピタンの自宅で行われた。カピタンに用のあるひとびとや行商人が家の表の木

陰で休息する。みんな日中の暑さの中で、たいへん喉を渇かせていた。ニャイ・ガン・ジーが夫に提案した。

この家の表に来る人や表を通る人に無料で茶を飲ませてあげましょう。 

家の門扉の外側にテーブルが置かれ、茶の入ったヤカンが並べられた。たくさん用意しておけば、頻繁

に茶を沸かす必要がない。そのためヤカンは８個置かれた。縁起の良い数字だ。そのうちに、カピタンチ

ナに用のあるひとたちがその住所を八茶缶パテコアンと呼ぶようになった。そしてそれが地名として定着し

た。[ 続く ] 
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「黄家の人々（３０）」（２０２２年０７月０７日） 

カピタン・ガン・ジーは１６６６年に没した。ところが良い後継者が見つからない。ＶＯＣ総督はニャイ・ガ

ン・ジーに、次のカピタンが見つかるまで代理を務めてほしい、と要請し、夫人はそれを受けた。ニャイ・ガ

ン・ジーは１６７８年まで公務を続けたものの、年老いたために引退させてほしいと総督に頼み、第５代カピ

タン蔡煥玉(Tjoa Hoan Giok)と交代した。ニャイ・ガン・ジーには総督庁から感謝状が贈られている。 

そんな由来譚を持つパテコアン地区に、今やその名称を受け継いだ場所はもうなくなってしまったようだ。 

 

天下の公道であるパテコアン通りが勝手にふさがれたのだから、世人の苦情が起こらないはずがない。

カピタンが持って来た報告にマヨールは怒り、顛末書を添えて行政に訴状を出すとともに、マヨール配下

の者たちを現場に送って道路閉鎖を解除させようとした。 

市中取締り警察がタンバッシアを召喚したが、行くという返事をしたにもかかわらず、かれは邸宅から外

へ出なかった。マヨール配下の者たちも、タンバッシアの命に従うチェンテンたちに野良犬のように追い散

らされて、なす術もなかった。 

マヨールはその報告を携えて副レシデンを訪れた。副レシデンは部下をタンバッシア宅に送って、市中

警察への出頭を命じた。副レシデンの部下には笑いながら「わかった。」と返事したものの、タンバッシア

の出かけた先はレイスウェイクの総督宮殿だった。 

タンバッシアは知り合いのトアンたちと話をし、総督に会ってパテコアン通りをひと月間婚礼の祝宴のた

めに使ってよい、という許可をもらった。副レシデンと華人マヨールは沈黙せざるを得なかった。 

 

もちろん、タンバッシアは総督以下、総督府のお偉方や中堅幹部、あるいは軍人や商店主たち西洋人
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をたくさん招待したので、西洋人たちも祝いの品を持ってトコティガの邸宅を訪れ、祝宴に華やかさと威厳

を添えた。プカロガンからもレヘントと姉のラデンアユや他の親族たちが招かれ、何日も邸宅に滞在してブ

タウィ観光を愉しんだ。 

新郎新婦は結婚披露の馬車行列を組んでバタヴィアの街中を練り歩いたから、トコティガ地区でひと月

間行われている婚礼祝宴の輝きは町中の隅々にまで浸透したに違いあるまい。行列を見た住民たちは似

合いの夫婦だと言ってほめそやした。馬車に飾られた黄金や大きい宝石類と新婦の姿を飾ったあでやか

な衣装や装飾品のきらめきが市民の目をくらませたことだろう。こんな華麗な結婚祝宴はバタヴィアで古

今未曾有であり、末代までの語り草になるとひとびとは絶賛した。 

 

バタヴィア中にたいへんな話題をまいたウイ・タンバッシアの結婚はそのようにして行われた。ところが、

かれの女漁りはこれで終わるだろうと思いきや、その正反対になっていったのである。美しい女を目にす

ると、もう欲望を抑えることができなくなった。未婚であろうが既婚であろうが関係ない。金で片付くことは

金で片付けるだけのことだ。かれのチェンテンたちの美女探し仕事はますます活発化した。ボスであるシ

アの好みの女をアンチョルのビンタンマスに連れて行けばほうびの大金がもらえるのだから、チェンテンた

ちはボスの命を待つまでもなく、ずっと自主的に女を探し、女を見つけたらシアに報告して期待を抱かせ、

シアの期待を募らせながら女を口説いて成功報酬を大きくしていた可能性は十二分にありそうだ。それは

バタヴィアの美女たちにとって善き時代だったのか、それとも悪しき時代だったのか？ 

ピウンとスロはたいていいつも組になって仕事をした。ふたりはバタヴィアのプリブミカンプンに入り込ん

で美女探しを行い、シア好みのプリブミ娘をビンタンマスに連れて行った。たいていの親は大金を握らされ

るとうなずいて娘をふたりに委ね、娘が数カ月間家をあけるのを承知した。[ 続く ]   
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「黄家の人々（３１）」（２０２２年０７月０８日） 

しかし時には骨のある親がいて、ふたりが渡そうとする大金を握ろうとしない。娘を大金持ちの玩具にし、

娘の貞操を金で売るつもりはない、という親がたまにいて、ピウンとスロを困らせたのである。シアがむし

ゃぶりつきたくなるほどの美形でなければふたりは諦めることもあったが、これは確実にシアがむしゃぶり

つくという娘の親が骨ばっていれば、手荒なこともした。なにしろふたりは殴り屋なのだ。 

あるとき、ピウンがそんな親を殺して娘を手に入れ、シアから巨額の報酬を得た。死体はスロが埋めた。

タンバッシアには、親を殺してまで、という意図がなかったから、ピウンとスロの報告を聞いて、遺族に１０

０フローリンの見舞金を渡すようふたりに言い付けた。 

カンプン住民はピウンとスロを怖れて警察に殺人事件を届け出なかったので、事件はそのカンプン住民

たちの記憶の中に閉じ込められ、ひとりの人間が姿を消した事実は闇の中に隠れてしまった。ウイ・チュン

キは主に華人娘のハントを担当したが、かれはビンタンマスの管理担当も委ねられたので、ピウンとスロ

ほど頻繁に美女ハントはできなかったかもしれない。ということは、タンバッシアの慰み者になったのはム

スリマのプリブミ娘の方が多かったということなのだろうか。 

性の快楽に酔い痴れるタンバッシアは更に快楽を高めようとしてアヘンの吸引を始めた。相棒を務めた

のはウイ・チュンキとボタンで、三人は美しい女にマッサージさせながら、しばしばアヘンを楽しんだ。 

 

プカロガンのレヘントの長男が割礼を受ける年ごろになった。割礼の祝祭が開かれ、母親のラデンアユ

の実弟であるタンバッシアにも招待状が届いたので、かれはウイ・チュンキと下男ひとりを連れてプカロガ

ンに向かった。 

やってきたタンバッシアは、プカロガンの市中が祝祭気分に盛り上がっているのを見た。レヘント夫妻は

毎日、市内や近郊の観光にタンバッシアを誘い、またレシデン閣下や官房長官、パティやウドノ、カピタン

チナとレッナンチナたちがかわるがわる歓迎パーティを開いたので、夜ごとプカロガンの町は華麗な祝宴

で賑わった。ガムランの響きが夜空を覆い、シンデンが唄い、タユブやタンダッが舞い踊った。 
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タンバッシアはブタウィの装飾デザイナーを呼んでレヘント邸宅の庭を造形制作品で飾った。プカロガン

住民は初めて見るブタウィのモダンな装飾芸術を見て感動し、タンバッシアを絶賛した。夜にはそこにたく

さんの提灯が吊り下げられて灯りの祭典が繰り広げられ、住民は大いによろこんだ。 

 

タンバッシアは割礼を受ける自分の甥に１万フローリンもする宝石装身具をプレゼントした。ある夜の祝

宴で、タンダッを踊る娘にタンバッシアは一目惚れした。黄色い明るい肌と整った愛くるしい顔立ちのジャ

ワ娘がかれの性欲をかきたてたのだ。かれは頻繁にプンドポの中央に出てその娘と踊った。女っぽい歌

声と身のしぐさにタンバッシアの心が縛りつけられた。この娘を喉から手が出るほど欲しがったタンバッシ

アだったが、姉のラデンアユに遠慮していつものような積極性を示さなかった。 

タンバッシアがプカロガンにやってきたときから、ラデンアユはかれに警告を与えていたのだ。バタヴィ

アの大金持ちで高貴な家の家長がジャワの田舎娘を欲しがるのはとても見苦しいことだ。中でも大勢の下

賤な男たちの慰みものであるタユブやタンダッを欲しがるなど、恥知らずもいいところだ。 

だが抑えようとすればするほど、かれの恋の炎は勢いを増して燃え盛った。細身の身体、すんなり伸び

た腕、衣服の下で滑らかに動く肉体、男の気持ちをそそる顔の表情。一緒に踊っているとき、無意識のう

ちにかれの手は娘の身体に触ろうとして、そのたびにかれは慌てて自分の動きを制御することに努めなけ

ればならなかった。祝宴の会場には、たくさんのジャワ貴族たちも席を連ねているのだ。姉夫婦に恥をか

かせてはならない。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３２）」（２０２２年０７月１１日） 

タンバッシアを夢中にさせたこのタンダッ踊り娘はマサユグンジンという名前だった。Mas Ayu というのは

貴族の家に生まれた娘に対する敬称だ。父親はジャワ貴族のプリアイであり、公務を担っていた。 
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グンジンがまだ幼いころ、重病に罹ってそのまま死ぬと思われた。この娘はもう助からないと父親は諦

め、「もし助かればタンダッにでもしてやるのに。」と口走った。すると病は快方に向かい、しばらくして快癒

した。父親は自分が口にした言葉を実行せざるを得なくなった。神がこの娘をタンダッにしたいと望んだよ

うにかれは思ったのだ。少女期に入ったころから父親は娘にタンダッの歌舞を学ばせた。 

子供から娘になったマサユグンジンが芸を演じるようになると、プカロガンの町の男たちはこの娘を自分

のものにしようと競い合った。タンダッと踊る男は、踊りながら相手に近寄って頬や顔に口付けする。唇に

してよいのは二人だけになったときだ。タユブやタンダッなどの踊り娘はたいてい、肉体を求めるファンに

身体を許して謝礼を受け取った。昔の舞台役者たちも似たようなものだった。それを娼婦と見るか、性の

自由と見なすかは考え方次第だろう。だが少なくとも、当時のジャワ島の社会に女の側にも性の自由があ

るなどという考え方は存在しなかった。あったのは本人たちの心の中だけだったにちがいあるまい。ひっき

ょう、役者や踊り娘が世間からどのように見られていたかは明白だろう。ラデンアユがマサユグンジンをど

う見なしたかは想像に余りある。 

しかしマサユグンジンはさすがにマサユの敬称にこだわり、貴族階層の親に恥をかかせてはならないと

考えて、身持ちの硬いタンダッ踊り娘として世の中を渡っていた。踊っているときに相手の男が顔を近づけ

て来ても、めったに口付けさせなかった。そんな踊り娘がその夜、バタヴィアから来た印象の良い大金持

ちの青年が自分に夢中になったことを知ったのである。 

プカロガンの町をあげての、レヘントの長男の割礼祝いが終わった後、レヘントの使いが仕事の話を持

って来たとき、はたしてかの女はそれが自分の運命の転機になることを想像しただろうか？ 

 

レヘントは義理の弟の様子を注意深く観察していた。かれは同じ男として、タンダッに熱を上げた弟に思

いを遂げさせてやりたいと思った。しかし妻がそれを望んでいないこともよく知っていた。そこでレヘントは

秘策を講じた。プカロガンの県外にある迎賓館且つ公務旅行者用の宿舎でもあるプサングラハンにタンバ

ッシアを数日間滞在させ、その間にゲストの慰安のためにタンダッを演じさせてマサユグンジンとタンバッ

シアを接触させればよい。 
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プカロガンにいる間、満たされない恋心のために憂鬱な顔を続けていたタンバッシアは、プサングラハン

への旅の間も表情の晴れることがなかった。レヘントが気を変えさせようとしていろいろ話しかけても、タン

バッシアは上の空だ。 

馬車がプサングラハンに到着し、レヘントが先に立ってタンバッシアを中に導いた。中に入るとガムラン

の演奏が始まり、そして女の歌声が流れた。ガムラン楽団の前に座って歌っているシンデンを見たタンバ

ッシアの相好が崩れた。かれが思い焦がれていたマサユグンジンの姿がそこにあったのだから。 

レシデン閣下の急用ができたために自分はプカロガンに戻らなければならないが、タンバッシアは気に

入れば数日間ここに逗留して構わないので、戻りたくなったらここの使用人に言ってくれ、とレヘントはタン

バッシアに言った。義理の兄の心遣いをたいへん喜んだタンバッシアはレヘントの手を握ってトゥリマカシ

を連発した。 

 

レヘントが去ると、タンバッシアはすぐにスレンダンを手にしてタンダッを相手に踊り始めた。タンバッシ

アがマサユの頬に触り、そして口付けすると、マサユも悦んで頬を差し出した。プカロガンの町にこんな素

敵な華人プラナカン青年はいない。知的で明るく、女が好む女の扱い方を知っている男だ。タンバッシアが

誰はばかることなくその地の姿を見せたとき、マサユの心はかれに惹かれた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３３）」（２０２２年０７月１２日） 

その夜、ガムラン楽団の演奏は１０時に終わり、楽団員は全員が帰宅した。マサユだけがプサングラハ

ンに残された。タンバッシアはマサユをベッドに誘い、心行くまでその思いを遂げることができた。 

繊細な手描きバティックと薄絹のズボンの夜着に着替えたタンバッシアはマサユの前に片膝立ててひざ

まずき、どうぞこちらへ、と招く。誘われたマサユはその膝に乗る。軟らかい女の頬に口付けながら、男が
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ささやく。「このバタヴィアから来た放浪者にあなたの愛が得られるだろうか？」 

「ええ、百倍も千倍も確実に。」女はそう言いながら、男の頬に口付けを返す。 

「あなたの言葉は本当だろうか、マサユ。」男の指が女の唇に触る。 

「アッラーが証人です。わたしの愛は永遠にババのもの。わたしはババのために、この世の終わりまで

身も心も捧げます。どうかこの賎しいジャワ女にババのお情けをいただけますように。」 

何十人もの美女と遊んだとはいえ、自分に尽くすような言葉をそれまで言われたことのないタンバッシア

はマサユの言葉に感動を覚え、かれの心をいとおしさが満たした。マサユは更に続けて言う。 

「神かけて。今まで、わたしの心を惹きつけた男性はひとりもいませんでした。でもはじめてババにお目

にかかって以来、わたしのまぶたの裏にはババの微笑むお顔が浮かんでくるのです。今夜こうしてババの

愛を受けるわたしは、なんて果報な女なのでしょう。心底から愛する男に愛される女の幸せは、誰にでも

得られるものではありません。」 

 

この女を手放したくないとタンバッシアは切実に思った。 

「障害が入らなければ、あなたをバタヴィアに連れて帰りたい。あなたの気持はどうだろうか？」 

マサユは男の膝から降りるとタンバッシアに向かってひざまずき、「喜んでお供いたします。一家にとっ

ての汚点であるこのわたしがここから去り、しかもバタヴィアで幸福を得るならば、わたしの家族一同にと

ってもたいへんにありがたいことになります。どうしてわたしに異存がございましょう。わたしがババのお情

けを受けられるかぎり、ババにお仕えするために世界の果てにでも参ります。」と言った。 

タンバッシアの欲情が堰を切った。男と女は互いに相手の愛をむさぼろうとするかのように求め合った。

夜はしずかに更けていった。 

 

翌朝早くプサングラハンの表を通って田畑仕事に出る村人たちは、プサングラハンの花畑を手に手を取
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って散歩している若い男女の姿を目にした。ひとびとの多くは、それがまるで一幅の絵になっているように

思われて、好感を抱いた。誰がプサングラハンに泊っているのかについてはまだほとんどの村人が知らな

かった。 

プサングラハンの警備は地元町内が地元警備の一環として行っている。そのため、プサングラハンに宿

泊客があれば、住民が夜警に動員される。タンバッシアは地元町内と近隣町内の頭を呼んで「世話になり

ます」と言いながら地元の頭に２００フローリン紙幣を、近隣の頭にはそれぞれ黄金コイン２枚を与えた。

俄然、ブタウィのババチナの評判は一気に高まった。 

 

数日間マサユと蜜の時を過ごしたタンバッシアに、レヘントが馬車を送って来た。気晴らしの観光をして

はどうかという勧めだ。馬車にはタンバッシアとマサユがあたかも高貴なゲスト夫妻のように座り、プサン

グラハンでゲストのタンバッシアを世話しているレヘントの部下たちと町内頭たちが騎馬で馬車の前後を

囲んで、壮麗な行列が見晴らしの良い高原を進んだ。 

地元のウドノや地方下級行政官もブタウィからの客人に敬意を払って行列に加わりたいという申し出を

使いに届けさせたものの、プカロガンにいるレヘントはそれを断った。レヘントはマサユに豪華な宝石類を

貸して身に着けさせ、高貴なジャワ貴族娘の姿に仕立て上げていたから、地元民は町内頭を含めてみん

なそう思っていた。しかし行政官ともなると顔が広い。ひょっとしてマサユのタンダッ踊り娘としての顔を知

っている者がいるかもしれない。もしもレヘントの義理の弟が賎しいタンダッ踊り娘と馬車行列を組んだこ

とが世間に言い触らされたら、レヘントの権威にダメージが起こる。レシデン閣下に批判されでもしたら、

自分の地位すら危うくなりかねないのだ。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３４）」（２０２２年０７月１３日） 

馬車行列の観光も無事に終わり、一行はプサングラハンに戻った。タンバッシアは翌日プカロガンに戻
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ることをみんなに告げ、滞在中の厚意を謝した。そしてここを去る前に、このあたりの村々に住んでいる年

寄りがどのくらいいるのか見てみたいから、男と女の年寄りを今日の夕方、全員プサングラハンの表に集

めてくれ、と頭たちに依頼した。 

年寄りはたいてい家の中で暮らしているので、白髪や禿の、盲で歯抜けで腰が曲がった年寄りたちが

一カ所に集まることなど起こらないものだ。それを一カ所に集めて眺めようという趣向も相当な酔狂だろう。 

太陽がまだ高い、遅い午後の時間に、大きな行李をいくつか積んだ馬車がプカロガンからやってきた。

チタ布とサルン、頭を覆うバティック布とそれより小型の手巾が大量に入っていた。 

 

午後４時ごろ、プサングラハンの表で年寄りたちの賑やかなざわめきが聞こえ始めた。プサングラハン

でタンバッシアの世話役を務めているレヘントの部下が、タンバッシアに言われた通りに年寄りたちを整列

させた。爺さんたちは表門の右側、婆さんたちは左側に並び、年齢で上中下三つのグループに分ける。そ

れぞれのグループは全体の最年長者三人が先頭に立ち、上グループの先頭にいる全体の最年長者は旗

を持つ。 

４時半ごろ午睡を終えたタンバッシアとマサユが寝室から出て来て、花畑に置かれたテーブルで茶を飲

み、菓子を食べた。菓子はラデンアユがプカロガンから送って来たものだ。それが終わるとタンバッシアと

マサユは手をつなぎ、後ろにふたりの女性を介添え人に従えて表に出て来た。みんながブタウィのババチ

ナに最敬礼する。 

タンバッシアはやってきた年寄りたちの顔をひとりずつ見て回った。爺さん婆さんの顔と姿を眺めるのが

面白くてたまらないようだ。吹き出しそうな顔に行き当たると、数回に一度は笑いがはじけた。 

集まったのは爺さんが６７人で婆さんは８９人。三人の最年長者は爺さんが９８・９４・９２歳、婆さんの方

は１０２・９７・９６歳ということだった。その６人にはリンギッコイン３個と布製品一式が与えられた。残る１５

０人の全員にひとり２フローリンと布製品一式が与えられると、年寄りたちはみんな一斉に地べたにひざま

ずいてタンバッシアを拝跪した。 



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

129 

そればかりではない。この爺さん婆さん大集合の催しはやはり地元民にとっても珍しい場になったわけ

で、年寄りを送って来た家族ばかりか、たくさんの村人や子供たちも見物にやってきていた。タンバッシア

はその全員にひとり５０センと手巾一枚を与えたのだ。町内頭には１００フローリン、町内役場の役付きは

２５フローリン、そして布製品はそれぞれ４セットが与えられた。 

この噂はたちどころにプカロガンの市内にまで広まった。自分の生まれ故郷であるプカロガンにタンバッ

シアはたいへんな好評と名声を築くのに成功したようだ。バタヴィアでのかれの評判とは大違いだ。 

キムニオにせよタンバにせよ、ウイ・セの子供たちは父親が恥を抱いて落ちのびた故郷における一家の

名誉を、それぞれのやり方で回復させることに努めたように見える。ただ、かれら自身が父親のことをどう

思っていたのかはよく分からない。 

バタヴィアでただの放蕩息子と見られたタンバッシアも、世の中における人間評価のメカニズムを父親

と同じように熟知していたことは十分に察することができるだろう。違っていたのは、世間に対して自己が

へりくだるかどうかという姿勢が完全に逆方向になっていた点だ。タンバッシアの精神は現代人のものに

より近かったのかもしれない。 

 

陽が落ちる前に、爺さん婆さん大集合の祭りは幕を閉じた。タンバッシアとマサユは中に入り、プサング

ラハンの表門は閉じられた。夕食を終えたあと、明日からしばしの別れになることがタンバッシアの心をふ

さがせていた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３５）」（２０２２年０７月１４日） 

タンバッシアはプカロガンのレヘント一家への訪問プログラムを終えてバタヴィアに戻る。マサユを伴っ

てプカロガンを後にする姿を土地の住民に見せることはできないのだ。マサユ自身は別途、密かにプカロ
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ガンを発ってバタヴィアに向かうことになる。もちろん、自分の一家一族にはすべてを話して祝福してもらう

ことになるだろう。貴族である一家一族にとっての汚点だったタンダッ踊り娘はプカロガンからいなくなるの

だ。これをハッピーエンドでなくて何と言い得るだろうか。 

だがしかし、ほんのしばらくの別離さえも、愛し合い恋し合う若い男女には痛恨の悲しみをもたらすもの

だった。タンバッシアはマサユに慰めを与えたかった。 

「マサユ、われわれがまたバタヴィアで一緒になれるときまで、ほんのわずかの間しんぼうしてくれ。そ

の間、プカロガンで暮らすための費用を渡しておこう。この１００フローリン紙幣１０枚と黄金コイン２０個を

受取ってくれ。」 

するとマサユはタンバッシアの前にひざまずき、穏やかな口調で言った。 

「ババ、そんなたくさんのお金をわたしがいただいても、使いようがありません。わたしはブタウィに行っ

てババにお仕えし、ババはわたしの暮らしを立たせるために必要なものをくださる。わたしには他に必要な

ものなどありませんから、そのお金は無用なものですわ。」 

これまでバタヴィアで遊んだ数十人の女たちのだれひとりとして、タンバッシアが渡す金品をいらないと

言った者はいない。すべての女が「もっと欲しい」「もっとちょうだい」をあからさまに示していたというのに、

マサユは違っていた。タンバッシアはまたまた感動して、マサユへのいとしさがますますかきたてられ、深

まっていった。 

 

翌朝６時にサドが一台、プサングラハンにやってきた。８時にレヘントがタンバッシアを表敬するために、

麾下の行政官一同を伴ってプサングラハンに来ると言うのだ。そしてタンバッシアを伴ってプカロガンに戻

る。大勢の行政官を従えてプカロガンの町に入ることはタンバッシアにとってこの上ない名誉になる。そん

なことをしてもらえるのは、レシデン級の高等官くらいのものなのだから。 

そんな場にタンダッ踊り娘がタンバッシアにくっついていてはぶち壊しになるのだ。マサユはそのサドで

先にプカロガンに戻さなければならない。 
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タンバッシアはこの美しくて気遣いの細やかな娘と離れたくなかったが、わがままを言うわけにはいかな

い。マサユも部屋から出る前にタンバッシアに口付けを浴びせかけ、哀しい表情でサドに乗った。タンバッ

シアはサドが視界から消えるまで、プサングラハンの門の外で見送っていた。 

 

８時になると、何台もの馬車と騎馬のひずめの音がプサングラハンに近付いてきた。そして表門から玄

関の馬車寄せまで、数人の騎馬警官に先導されて六台の馬車が入って来た。 

先頭はレヘントの馬車で、次に正検察官とウドノ、副検察官と副ウドノ、マントリ、レヘントの上級役人た

ちがそれぞれ乗っており、地元地域の町内頭１２人も騎馬で随行している。かれらの全員が馬車と馬から

降りて、建物の中に入った。中には茶菓の用意がなされている。 

それぞれがタンバッシアとあいさつを交わし、タンバッシアがこの地の貧しい農民たちにたいそうな施し

をしたことを口々に賞賛した。ほとんど全員がタンバッシアと間近に言葉を交わすのははじめてだったが、

タンバッシアは如才なくかれらと親しげに、しかし慎みを示しながら会話したので、バタヴィアのババチナ

の人格者としてのイメージがプカロガンの行政官たちの間にしみ込んだ。 

みんなは茶やミルクコーヒーを飲み、菓子を少し口にしながら談笑し、およそ半時間が経過したところで、

レヘントがその懇親の場の幕を引いた。みんなはまた馬車や馬に戻り、タンバッシアはレヘントの隣に座

る。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３６）」（２０２２年０７月１５日） 

この馬車行列はまず地元の村々を巡回した。大勢の村人が道路脇に並んで、時ならぬ雲居の殿様ご

一行の壮麗な行列を拝見し、先頭の馬車にレヘントと一緒に乗っているババチナの立派さに憧憬の熱い

視線を送った。 
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そのあと、馬車行列は街道を一路プカロガンの町に向かう。街道沿いの家々も、何事が起こったかと壮

麗な馬車行列を眺める。どんなオランダ人高官の表敬パレードかと思いきや、レヘントの傍らに座ってい

るのはまだ若いババチナだ。大勢がわが目を疑った。 

プカロガンの町に入れば、なおさらだった。よほどの高官のためにしか行われないようなパレードが明ら

かに政庁高官に見えない若者のために行われている。これほどの表敬が華人に対して示されたのは、プ

カロガンの町はじまって以来のことだった。住民の間でその話が持ちきりになった。 

一行は正午前にレヘント邸に到着した。ラデンアユが出迎えてタンバッシアの手を引き、レヘントはレシ

デン庁官房閣下の手を引いてプンドポに進んだ。そこには既に長テーブルがふたつ用意され、その上に

はさまざまな昼食の食べ物が並んでいる。全員が席に着いて、豊かな午餐を堪能した。 

タンバッシアがマサユを見初めたのがこのプンドポだった。その感慨に心を沈めながら、かれはプカロ

ガンの高位高官たちと談笑した。ラデンアユはプサングラハンでタンバッシアが何をしていたのかを知って

いた。「ほんとにしようのない弟だ。」と思いながらも、プカロガンの町から女を連れないでバタヴィアに出

立してくれればもう何も心配はないし、それはタンバも分かっているはずだと考えて、タンダッ踊り娘のこと

はもうおくびにも出さなかった。だが姉も義理の兄も、タンバッシアの策略を知らなかった。マサユを連れて

陸路チルボンに行き、そこでタンバッシアからの連絡を待つように、とかれはウイ・チュンキに命じていたの

だ。 

 

タンバッシアがバタヴィアへ戻ることが決まると、レシデン閣下とレシデン庁官房閣下が送別の宴を開い

てくれた。また別に華人カピタンとレッナンも別れの宴を張った。プカロガンのパティとウドノも宴を開こうと

したが、タンバッシアは断った。バタヴィアで早く片付けなければならない仕事があり、どうしても滞在を延

ばすことができないので、ご厚意だけを頂戴してお別れしたい、とかれは辞退したのである。かれの心は

もはやチルボンに飛んでいた。 

タンバッシアが下男ひとりと一緒にプカロガンを去る日、レヘントとラデンアユは県境まで見送った。そし

てレヘントの部下二名がチルボンまでタンバッシアに付き添うよう命じられた。 
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タンバッシアたちはダンデルスが作った大郵便道路を往来する郵便馬車を使ってチルボンを目指し、途

中で夜になったために一泊した。そして翌日の午後にチルボンに到着した。 

タンバッシア一行はウイ・チュンキが借りた邸宅に向かった。その邸宅には、タンバッシアの到着を、首

を長くして待っているマサユがいるのだ。タンバッシアがその邸宅の表まで来ると、中からマサユが出て来

てババを出迎えた。マサユを目にしたタンバッシアは、旅の疲れも吹き飛んだようだ。 

家に入ると、マサユはタンバッシアの体の汗を拭いてから着替えさせ、そしてババの足を洗った。甲斐

甲斐しく自分を世話してくれるマサユを抱きしめて、かれはその頬に何度も口付けする。 

マサユはタンバッシアの足元にひざまずいて、悲しそうに言う。「ブタウィに行ってからババに飽きられる

のがわたしはとても怖いのです。ブタウィにはきれいな女がたくさんいます。わたしがババに捨てられたら、

わたしの帰るところはもうどこにもありません。わたしの頼るのはババただひとりなのですから。」うつむい

ている目に涙があふれた。 

美しくていとしい女の悲しむ顔など、タンバッシアに平気で正視できるものではない。美しい女の喜悦に

あふれる顔を見るのが自分の生き甲斐なのだ。タンバッシアはマサユを抱き上げて膝に乗せ、頬に口付

けしながら慰めた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３７）」（２０２２年０７月１８日） 

「マサユ、心配するには及ばない。わたしは今、神かけて誓う。おまえがわたしに貞節を尽くす限り、わ

たしは死ぬまでおまえの面倒を見ることを。」 

男の約束を得て不安の消えた女の顔に笑みが戻り、マサユはタンバッシアに抱き着いてその顔に口付

けした。 

タンバッシア一行はやってきたときの三人連れから四人連れに変わり、チルボンで二泊してから船に乗
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ってバタヴィアに向かった。 

 

バタヴィアに戻ったタンバッシアは、マサユの友だちになれるジャワ娘をひとり付けて、マサユをアンチョ

ルのビンタンマスに住まわせた。マサユに身も心も奪われたタンバッシアは、他の女たちのことなど忘れて

トコティガとアンチョルの間を往復した。 

タンバッシアがやってくるとき、ビンタンマスまでまだ距離があるというのにマサユは表に出て馬車が到

着するのを待ち、馬車が着くとタンバッシアの手を取って馬車から降ろして屋内に導き、部屋に入ると上着

のボタンを外して汗を拭きながら、「お眠りはご満足でしたか、おいしいものをお食べになりましたか、何か

食べたいものがあればすぐ料理人に作らせますから、わたしに言いつけてください。」と愛らしい声で語り

掛けながら、ババの頬に口付けする。女遊びを尽くしたタンバッシアも、自分にこんな風に仕えてくれる女

に相対したことは初めてであり、この初めての体験を、しかも二度とあるかどうか分からない体験を心の底

から味わいつくそうとした。 

例によってタンバッシアは女の悦ぶ顔を見たいために高価な衣装宝石類をプレゼントし、その支出額は

１万２千フローリンに達した。マサユはしばらくビンタンマスで暮らしていたが、アンチョルの気候があまり

身体によくないという話になったため、タンバッシアはマサユをすぐにカンプンマラカに移し、自分が地主に

なっているチュルッのパサルバルにスーヒアンを建て、そこをマサユのための邸宅にした。地元民はマサ

ユを地主邸の大奥様として遇した。 

 

プカロガンから戻って以来、タンバッシアの世間に示す態度は驕慢さを増した。特にこれまでも目の敵

にしていたマヨールチナに横柄な姿を示すことをかれは好んで行った。マヨールチナの馬車がプチナンの

中を通るとき、居合わせたひとびとは華人コミュニティの頭領に敬意を表するのが常だったというのに、ト

コティガの通りをマヨールの馬車が通ってもタンバッシアはいつも知らぬ顔をした。 

マヨールの演芸団の上演を見に行って、マヨールの手が付いている美しい女役者に金貨や高額紙幣を
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投げつけ、役者がどぎまぎして芝居にへまをするように仕向けて遊んだりもした。そういった報告は逐一マ

ヨールの耳に入っていたから、タンバッシアの素行はマヨールにもよく分かっていた。 

タンバッシアがもっと成熟すればまともな人間になるだろうと考えていたマヨールも既にその望みを諦め

ていたが、タンバッシアの父親が残した巨大な遺産を諦めることはできなかった。マヨールは諸事万端の

金不足に追い詰められていたのだ。 

 

マヨールはタンバッシアの一家と近い関係にある友人に頼んで自分の土地の賃貸契約をタンバッシアと

交わし、９万フルデンを手に入れた。そのあと、マヨールはタンバッシアから５万フルデンを借用したが、そ

のときの証文は紙切れにメモ書きした程度のものでしかなく、誓約証書は作られなかった。似たようなこと

が何度も繰り返され、マヨールの借金を法的に証明する何物もないまま、かれの借金は２５万フルデンに

まで膨らんで行った。 

こうなれば、マヨールがタンバッシアの素行を抑えようとしても、タンバッシアのひと睨みで何も言えなく

なる。どうしたことか、マヨールがタンバッシアに優しい頭領になってしまったのだ。他の華人オフィサーた

ちや華人コミュニティの乙名たちがその現象にみんな不審を抱き、不審はすぐに不満に変わったが、マヨ

ールは借金のことを極秘にしたため、理由はだれにも判らなかった。コミュニティ指導層の間に火種ができ

た。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３８）」（２０２２年０７月１９日） 

ある日、カピタンの地位にあるリー・カプティアンが、タンバッシアに意見しようとトコティガを訪れた。ウ

イ・タイローと肝胆相照らしたそのカピタンはタンバッシアにもっと着実な人生を歩むように諭そうとした。 

「大金を湯水のように使い、それを見せびらかして他人を平伏させても、意味はない。人間は人格を磨
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いて他人の頭を下げさせるのが真に偉大なことなのだ。金には限りがあるし、どんな金持ちであっても上

には上がある。自分がこの世の最高の金持ちだなどとうぬぼれてはならない。」 

自分がバタヴィアで最高の金持ちだと思っているタンバッシアはその言葉にムッとした。自分の父親くら

いの年恰好のカプティアンに向かって、かれはとげのある声を放った。 

「このバタヴィアにオレ以上の金持ちがいると言うのか。あんたがオレ以上の金持ちだと言いたいの

か！」 

「わたしの財産はたいしたものじゃない。しかし少ないというものでもない。」 

「じゃあ、なにか。あんたの方がオレより金持ちだと言うんだな？」 

「わたしにもそれなりの金はある。わたしは他人と財産比べをして、勝った負けたなどということをする気

はない。わたしがここへ来たのは、親しかったウイ・タイローのために、息子のあんたに忠告したかったか

らだ。財産比べをするために来たんじゃない。」 

「あんたがオレより金持ちだと言うのなら、表のパテコアン川を金貨銀貨でせきとめてみろ。オレは今か

らそれをして見せてやる。あんたも自分の金を今すぐ持って来て、せきとめろ。口だけなら何とでも言える。」 

このカピタンリーは実のところ、たいへんな金持ちだった。パシリハンの土地だけでも１００万フルデンの

価値がある。それ以外にもバタヴィアのあちこちに土地を持っており、現金に不自由したこともない。熟年

のカピタンは十二分の思慮分別を持っていた。すぐに血が煮えたぎる若者ではない。タンバッシアの反応

にかれは失望し、やってきたことを後悔した。善かれと思って来たというのに、この体たらくだ。わしは何と

いう愚か者だったんだろう。 

自分と同じようにウイ・タイローを愛した仲間たちに、カピタンリーは自分の体験を話した。その時から、

華人コミュニティの指導層はタンバッシアを完全に突き放してしまった。頭領のマヨールひとりが、中途半

端な立場を維持した。 
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植民地政庁東インド総督が任期を終えて帰国することになり、レイスウェイクの総督宮殿で使われてい

たさまざまな品物が競売に付された。親しくしてもらっていたタンバッシアがその競売の買い手の主役にな

った。華人オフィサーや華人大商人たちもそこへやってきたが、どんな値を付けてもタンバッシアがその上

を押さえたため、ほとんどかれの独り舞台の観を呈した。 

この総督は１８４５年から１８５１年まで任期を務めたヤン・ヤコブ・ロフッセン第５０代総督ではないかと

思われる。次の第５１代総督ダイマー・ファン・トゥイストの任期は１８５１年から５６年までであり、タンバッ

シアが没した１８５６年に帰国した総督の家具競売であれば、この先の物語が続かなくなってしまう。 

総督宮殿を飾った家具調度品だから、バタヴィア随一の高級品ばかりだ。その中に総督専用馬車も含

まれていた。ヨーロッパ製の大型馬車で、黄金塗装の装飾が入っている。ＶＯＣ時代には、総督専用車は

６頭立てで他の者は６頭を使うことが禁じられていたし、総督の権威をしのぐような馬車の飾り方も禁止さ

れていた。植民地時代も同じだったのかどうかはよく分からないが、植民地最高権力者の真似を他の者に

許したとは考えにくい。 

だが、大金を払って手に入れたその馬車をタンバッシアが見せびらかさないはずもあるまい。その日夕

方、タンバッシアはさっそく馬をつながせて馬車でプチナンの中に繰り出した。マヨールの邸宅とカピタンリ

ーの邸宅の前ではことさらゆっくり総督専用馬車を走らせたし、他の華人オフィサーの家の前をもわざと通

るようにした。これ見よがしのその行為はすべての華人オフィサーを怒らせるのに十分だった。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（３９）」（２０２２年０７月２０日） 

一介の華人市民が最高権力者の真似をするとは何という僭越なふるまいか。同じ華人コミュニティ構成

員として許せない行いだ。社会倫理を知らず、社会秩序を乱そうとする傲慢な恥知らずには思い知らせて

やらなければならない。華人オフィサーたちは一斉にマヨールに陳情した。知らぬふりを装っていたマヨー

ルも大勢の部下に迫られては動かざるをえないから、権利を持たない一介の市民が総督の馬車を使って
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いるという内容の顛末書と訴状を作って市中取締り警察に提出した。 

警察は翌日、事情聴取のためにタンバッシアを召喚したが、タンバッシアは出頭しない。かれはバタヴィ

ア随一の腕利き弁護士であるメステルＡバックルを雇って警察に赴かせた。弁護士はバタヴィア市警長官

にかけあった。 

警察があの馬車を市中で使用してはならないと言うのなら、総督帰国時にどうしてあの馬車の競売を許

したのか？少なくとも、その条件が競売の時に公表されてしかるべきではなかっただろうか。ましてや植民

地政庁が定めたどの法律規則にそれが謳われているのか、それを示していただきたい。 

バタヴィア市警長官には返す言葉がなかったから、苦虫をかみつぶした顔で弁護士に言った。 

「よろしい。今回だけはおおめに見よう。だが、現在ただ今からそれを禁止する。これは総督庁の権威を

守るためだ。」 

 

マヨールが出した訴状が却下されて無罪放免になったタンバッシアは喜んだ。１千フローリン紙幣が一

枚入った封筒をタンバッシアは弁護士に渡し、尋ねた。 

「もしもわたしがあの馬車をまた使ったら、次はどうなる？」 

「せいぜい罰金でしょう。」 

弁護士の答えにタンバッシアはカラカラと笑い、手を差し伸べた。弁護士はその手を握ってから自分の

事務所に戻って行った。 

 

その日夕方、また総督の馬車がプチナンを巡った。馬は銀を飾った馬着を着せられ、御者と助手は金

筋の入った山高帽と手袋を着用し、馬車の飾りつけも前日より更に手の込んだものになっていた。 

馬車はまた前日と同じようにマヨールの邸宅、カピタンリーの邸宅、そして他の華人オフィサーたちの邸

宅前をノロノロと歩いてデモンストレーションしたから、たいていのオフィサーたちは家の中に引っ込んでし
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まった。 

マヨールのタンバッシアに対する引っ込み思案な姿勢から、カピタンリーはマヨールとタンバッシアの間

に何かあるのではないかと疑い、諸情報を集めて借金がらみの弱みではないかと読んだ。マヨールはあ

からさまに肯定しなかったものの、カピタンはマヨールの資金サポートを請け合ってマヨールのタンバッシ

アに対する姿勢を強化させるのに成功し、マヨールもタンバッシアからの借金が法的に証明されないこと

を自分の強みと考えて、今後はタンバッシアにもっと強く出ることを約束した。マヨールは再び訴状を市中

警察に提出した。 

市中警察はタンバッシアに罰金刑を与えた。橋をひとつ渡るごとに２５フローリンの罰金だった。二日目

の夕方に渡った橋は６カ所だったから、タンバッシアは１５０フローリンの罰金を納めた。もう一度同じこと

を行えば次は体刑に処す、と警察はタンバッシアに申し渡した。タンバッシアが総督馬車を使うことはもう

なかった。 

 

タンバッシアが恋心を燃やしたマサユとの関係も、長い時間が経過するうちに熱が下がって来た。それ

ぞれの女を知り尽くし、扱い尽くしたあとには飽きが来るのだ。何事によらず、人間には多かれ少なかれ、

そんなところがある。おまけに、タンバッシアが新しい女を求めようとしなければ、チェンテンたちに成功報

酬のボーナスが入って来る機会もなくなってしまう。タンバッシアが数カ月ごとに女を替えていたころは、美

女を連れて来るたびにボーナスが乱れ飛んでかれらは大いに潤っていた。だからかれらにとってマサユが

どういう存在であったのかについては語る必要があるまい。またマサユへの熱が下がる状況にチェンテン

たちがどんな影響をもたらしたかについても、述べる必要はないだろう。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４０）」（２０２２年０７月２１日） 

しばらく前にタンバッシアのチェンテンに加わった華人がいた。他の華人富裕者の用心棒をしていた男
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で、若くはないが気の利く点がボスに好かれるタイプだ。名をリム・セーホーと言う。ウイ・チュンキがこの

男を引き立てて仲間に入れた。既に美しい華人娘を何人かタンバッシアに差し出して実績をあげている。

かれが前に勤めていたボスからタンバッシアに乗り換えたのは、タンバッシアが出すボーナスの気前の良

さが原因だったのかもしれない。 

ある日リム・セーホーがプチナンの場末をうろついていると、長屋の一軒から物売の男が天秤棒の荷を

担いで出て来た。新客と呼ばれる中国からヌサンタラへの出稼ぎ者だ。かれらのほとんどは出稼ぎ先で没

したから、出稼ぎ者と言うよりは移民一世という言葉に近いだろう。ウイ・セもガン・ジ―も出稼ぎ先で没し

た移民一世だ。 

新客は福建語でニューゲストを意味し、インドネシア語になっていて singkek と綴られる。シンケはたい

ていプリブミかヌサンタラ生まれの混血者を妻にして子孫を作ったので、子孫はプラナカンと呼ばれる。シ

ンケとプラナカンは対語もしくは反意語として使われた。純血華人のシンケと混血者のプラナカンは外見

的によく似ているものの、文化的資質は大きく異なっているのが特徴的だ。 

新客は文字通りの意味が「新来の人」であるというのに、ヌサンタラでは非プリブミ系純血者の意味を持

つようになった。語源が中国語だから中国人に関連して使われるのが普通で、オランダ人やアラブ人など

に使われることは稀だ。おなじような立場の移民一世であるオランダ・アラブ・インドのひとびとに対しては

ジャワ語源の totok がよく使われている。トトッはそのものズバリ、純血者・非混血者を意味していて、

Belanda totok, Cina totok, Arab totok, India totok などのように使われる。 

 

その新客の巡回雑貨売りが出て来た家の扉がしばらく開いたままになっていたから、セーホーは覗くと

もなしに家の中を見た。家の中は貧しくむさ苦しいありさまで、若い女がひとり家事をしていた。セーホーの

目はその女に釘付けになった。汚れた服を着、髪の毛もボサボサだったが、丸顔の表情は美しく整ってい

たのだ。 

「おっ、こりゃあ磨けばシアがよだれを垂らすぜ。」貧しい女ほど簡単に金で転ぶことを熟知しているセー

ホーはすぐに情報を収集した。隣の家にいる、おしゃべりで噂好きを絵に描いたような中年女に少し金を
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握らせて、その女の事を聞き出した。 

シンケ雑貨売りは鄭姓の男で、リーシーという名の女はその男の妻だった。田舎で生まれ育ったプラナ

カンだ。セーホーはすぐにタンバッシアを探した。アンチョルのビンタンマスにいたシアに素晴らしい女を見

つけたことと女についての概略を報告し、もしお望みなら連れて来ますぜ、と言う。マサユへの熱が冷めて

きたタンバッシアは、新しい女を欲しがっていた。もちろん自分の気に入る美形でなければならない。つま

り決定は自分でその女を見た上でのことになる。セーホーはリーシーを一度シアに見せなければ腰を据え

て仕事をすることができない。セーホーがその機会を設けるための資金として５０フローリンが渡された。

セーホーはリーシーへのアプローチを開始する。 

 

セーホーは巧みにリーシーと知り合いになり、仲良くなってからある日外に誘い出した。タンバッシアが

馬車の中に隠れて見ている路上を、セーホーはリーシーを連れて通った。顔と姿をじっくり観察できたわけ

ではなかったものの、タンバッシアの目は女の美しさを確かに見て取った。リーシーを自分のものにする気

持ちが固まった。金をかけていいから女をビンタンマスに連れて来いとかれはセーホーに命じた。 

ある朝、リーシーが夫と喧嘩した。プカロガン製バティックのサルンを買いたいからお金をちょうだいと夫

にねだったのに、夫は金がないと言ってそそくさと仕事に出かけて行った。リーシーの気持がくさったのを

セーホーは利用した。気晴らしにアンチョルへ行こうとリーシーを誘い出し、カハルに乗せてビンタンマスを

目指した。アンチョルに入ると、知り合いの別荘に寄ってみようと誘った。タンバッシアはビンタンマスでリ

ーシーが来るのを待ち構えていた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４１）」（２０２２年０７月２２日） 

ビンタンマスに上がったリーシーは超一級の家具調度類に目を奪われ、更にタンバッシアが豪華な食

事に誘い、リーシーは自分の日々の暮らしとまるで違う夢のような世界に紛れ込んだ思いがして心は酩酊
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し、タンバッシアのプレゼントと巧みなリードで夢うつつの快楽に浸った。 

ハンサムなババシアの良い香りを放つ身体に抱かれて味わう快楽は、臭い体臭を嗅ぎながら夫に抱か

れていた日々を忘却のかなたに押しやった。こんな快楽がこの世にあることをリーシーは想像したこともな

かったのだ。リーシーは酩酊した心で、この幸福がいつまでも続くことを望んだ。家に帰らないで、ずっとこ

こにいたい。 

しかしタンバッシアとセーホーにとっては、妻に家出された鄭姓のシンケが騒ぎ立てたらやっかいなこと

になる。今日はとりあえず家に帰って、またいつでも遊びにおいで。このスーヒアンの扉はおまえのために

いつでも開かれるから。 

それ以来セーホーは、週に一度はリーシーを連れてビンタンマスにやってきた。タンバッシアはリーシー

をたいそう気に入って恋に落ち、リーシーもババシアに恋心を燃やした。リーシーはやってくるたびに贈り

物や現金をもらい、セーホーもほうびをもらう。ところがセーホーもセコい男だ。リーシーからもしっかりと手

数料を取った。 

夫がいつまでも妻の不倫に気付かないはずがない。不倫に感づいた夫は妻との喧嘩に明け暮れること

になった。リーシーは家庭内不和の調停をセーホーに頼った。セーホーはシアの指示をもらってリーシー

の夫の説得にかかった。 

「毎日毎日夫婦喧嘩では、隣近所に対してみっともない。お前さんの妻は大金持ちが幸せにしてくれる。

お前さんは妻を自由にさせてやって大金持ちから大金をもらい、別の若い女を妻にすりゃあいい。今のこ

んな状態を続けるよりは、そのほうがずっと良いに決まっている。お前さんの妻をこの家から出て行かせ

るだけで、お前さんは結構な金をもらって新たな人生の一歩を踏み出すんだ。その方がいいと思わないか

い？えっ、どうだい？お前さんも知ってるだろう。あの大金持ちのシアにはできないことがない。敵に回した

らいろいろな困難が降りかかって来る。シアに睨まれるようなことをせず、自分にとってもっとも良い人生を

送ることを考えるのが一番だぜ。」 

夫は迷いに迷って結論が出せない。明朝まで一晩じっくり考えさせてくれ、と夫はセーホーを一旦帰ら

せ、リーシーと話し合いを始めた。夫の心はむしろセーホーの脅しに揺さぶられていたようだ。夫の考えは
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妻と一旦別れる方向に傾いて行った。リーシーはそれを喜んだ。だが初めて自分の夫になったこの男にも

愛着があり、こんな状況になったことに憐憫を感じていた。リーシーは自分がババからもらう金の一部を夫

の生活のために渡すことを約束し、夫は決して別の女を妻にしないと約束した。タンバッシアから金をもら

ったら、それを商売の資金にしてジラキンにワルンを開くつもりだとリーシーに話した。その夜、ふたりは仲

直りした。 

 

このジラキンという地名は今の西ブルニアガアン通りに昔付けられていた名称だ。その西を北行するク

ルクッ川も Kali Jelakeng と呼ばれていた。今はその綴りが使われてジュラケンと発音されているものの、

元々は福建語のニ jie 六 lak 間 king という言葉だった。間は部屋を意味する用法が多いが、ここでは店の

意味で使われている。 

何の店かと言うと、この通りにアヘン・賭場・娼窟のセットが２６軒並んだのだ。どこも二階建てになって

いて、一階がアヘン吸引と賭博、二階が妓房で、男たちは娼妓を従えて酒を飲み賭博で遊んだ。娼妓は

華人プラナカンだった。 

中でも、通りの南詰にある薬店 Lay An Tong の巨大な建物もそのひとつであり、西洋人はそこを食事や

ダンス、女遊びの場として贔屓した。１９世紀からこのジラキン地区はバタヴィアトップクラスの娯楽街とし

て栄え、２０世紀には Las Vegas van Batavia の異名をとるまでになった。リーシーの夫が雑貨ワルンを開

こうと考えていた時期のジラキンは、まだ発展の初期段階だったのではないだろうか。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４２）」（２０２２年０７月２５日） 

翌朝目覚めるとリーシーは自分の持って行く荷物をまとめ、ババシアからもらった一番きれいな服を着

て、セーホーが迎えに来るのを待った。ほどなくセーホーは馬車に乗ってやってきた。一緒に乗って来た年

増女が家の中に入って来て、リーシーの夫に媒酌人の口上を述べ、５千フローリンが入った封筒を渡した。 
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それが終わると年増女はリーシーを誘って馬車に乗り、セーホーと三人で一路アンチョルのビンタンマ

スを目指したのである。ひとり残された夫はしばらく呆然としていたが、そのうちに悲しさと悔しさがこみあ

げてきて地団太踏んで泣き始めた。床に転がって泣きながら両手で床を叩きまくる。そしてふと我に返った

このシンケは慌てて立ち上がり、表戸を閉めた。開けたままになっていた表戸の外から、隣近所の住人が

たくさん中を覗き込んでいたのだから。 

 

リーシーを自分一人のものにしたタンバッシアはしばらくの間リーシーをビンタンマスに置いてアンチョ

ルに通って来た。だがアンチョルのビンタンマスはまた別の女と遊ぶために使わなければならない。リーシ

ーの眼前でそれをするのはかわいそうだ。タンバッシアはタングランのパサルラマに持っている家にリーシ

ーを住まわせることにした。そこは堅実な暮らしをしているアッパーミドル層の住宅地区なのだ。 

パサルラマで暮らし始めたリーシーの美しさにますます磨きがかかってきた。タンバッシアの満足感は

いやが上にも膨れ上がる。ババがやってくれば、リーシーはうれしそうな表情でかいがいしくババの世話を

し、座って茶菓子を前にしながら楽しい会話をはずませる。ときどき冗談を織り交ぜてババを吹き出させた

りしたから、タンバッシアはリーシーとの生き生きとした時間を過ごすのを好んだ。 

パサルバルのマサユとパサルラマのリーシーのふたりを囲ったタンバッシアは、別のフレッシュな美女と

遊ぶことにあまり熱心でなくなった。そりゃそうだろう。自分を恋い慕う女と金目当ての女では、男の心の化

学反応に違いが起こって当然ではあるまいか。 

その時期のタンバッシアは、どちらかと言えばリーシーと一緒の時間を長くしたかったのだが、マサユの

顔をちょっと見に立ち寄るとマサユのサービスに?まれてしまい、泊まり込むこともしばしば起こった。それ

に関して、マサユはグナグナを使ってババをたらしこんでいると噂する者もいた。 

ともあれ、そんなことになるのであればリーシーをアンチョルに置いておけばよかったのかもしれない。

御殿のようなビンタンマスから御殿でない普通の邸宅に移されたリーシーにとっては、夢のような極楽暮ら

しの期待が少しずつ自分から遠ざかって行くように感じられたことだろう。それでも、シンケの夫との貧乏

暮らしより奴隷の下男下女にかしずかれる今の暮らしのほうが何倍もの価値を持っていることをかの女は



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

145 

十分に理解していた。 

 

リーシーはババがくれる大枚の現金の一部を、自分に忠実な下女の女奴隷を使ってジラキンに開いた

夫のワルンにときどき送っていた。それが約束を果たすことへの誠意だけだったのかどうかはよく分からな

い。当然、リーシーはそれを極秘にしたし、下女もそれを十分に理解して協力したから、屋敷内でそれを知

る者はほかにいなかった。 

あるときジラキンから帰って来た下女が、「久しぶりに顔を見たいものだ」と夫が言付けたことをリーシー

に報告した。リーシーは夫がまだ自分を愛していることを確信した。自分の心も同じように思われた。しか

しリーシーがひとりで好き勝手に外を出歩くことは許されない。この邸宅にいる男たちは全員が、ババの許

可がなければ籠の鳥にされたリーシーを外に出してはならないと命じられている。 

リーシーの下女が次にジラキンに来た時に持って来た言付けを聞いた夫は、仕事が手に付かなくなっ

てしまった。籠の鳥にされたリーシーは本当に幸福を得たのだろうか？あのとき自分には思慮が足りず、

リーシーの好きにさせてしまったが、それは自分がリーシーを守ってやるのを放棄したことになるのではな

いか？[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４３）」（２０２２年０７月２６日） 

シンケの夫はもうワルン商売どころでなくなった。店を開くのも忘れて、朝からパサルラマのリーシーの

邸宅にやってきて、道の向こう側から表門が開くのを眺めている。一目でいいからリーシーの姿を見たい

のだ。何日もそれが続いたある日、かれの期待がやっとかなえられた。門が開いたとき、中にいるリーシ

ーが見えた。きれいな服を着て、見違えるほど美しくなったリーシーの顔と姿が、ほんの数秒間だったもの

のかれの目に捉えられた。だがリーシーは表門の向こう側にいる夫にまったく気付かなかった。 
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夫はリーシーを取り戻したいと思った。もらった金を全額返して、妻を戻してもらうのだ。かれはセーホー

を探そうとしたが、どこに住んでいるかも分からなければ、名前もはっきり知らない。かれにできるのは毎

日パサルラマへやってくることだけだった。 

 

毎日狂ったような暮らしをしている夫の姿をリーシーが目にしたのは、だいぶ経ってからのことだ。ちょっ

との間開かれた表門の外に、門の前を行ったり来たりしている汚らしい格好の男がいるのを見た。リーシ

ーは驚いて叫びそうになった。それが夫であることははっきりと判った。続いて自分がその男をそんな風に

してしまったという良心の呵責がかの女の心に突きささった。その瞬間からリーシーに変化が起こった。 

憂鬱に陥ったリーシーは笑顔を見せなくなり、食事の量も減り、身づくろいも構わなくなり、邸内の自分

の部屋に閉じこもることが増えた。ババがやってきても、かつての恋する女の姿はもう見られなかった。タ

ンバッシアがどんなにその気持ちをほぐそうとしても、氷のような空気が返って来るだけ。タンバッシアは腹

を立てた。 

リーシーがどうしてこのようになってしまったのかについてのわけは、既にかれの耳に入っていた。かれ

はその怒りをリーシーにぶつけた。 

「門や窓から外を見て男を探すようなことをするなら、夫もお前もたいへんな目に会うかもしれないぞ。」 

自分を責めていたリーシーの心に、今度は恐怖が加わった。夫の身の上を案じる不安が上乗せされた

のだ。こんなに非情な男を恋したなんて、わたしはなんという愚か者だったのかしら。 

取り付く島もないリーシーを部屋に下がらせたタンバッシアは、自分をないがしろにしたリーシーへの腹

いせをすることにした。その夜のうちに、かれはピウンとスロを呼んで命令を下した。リーシーの夫だった

シンケをこの世から消せ。ふたりはさっそくその仕事をするために、夜の町に消えた。 

 

それから三四日経過してから、ジラキンの一商店主が市中警察に届けを出した。隣のワルン店主の姿

が何日も見えず、店は外から施錠されたまま一度も開かれていない、という内容だ。そのワルン店主は最
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近よく店を開けずに外出することが多かったが、夜には戻って来て寝泊まりしていたので、家にも戻らなく

なったことに不審を抱いて出された届け出だった。 

警察はすぐに地区担当華人オフィサーを連れてそのワルンを訪れ、錠をこじ開けて中を捜索した。ワル

ン店主は失踪しており、屋内にはまったく異状が見られず、商品も現金も自然なままの姿になっていた。

店が盗賊に破られたのでないことは明らかだ。 

しかし、失踪した店主の足取りを探ろうにも、情報がまったく得られない。店主の背景については、借金

取りがそのワルンにやってきたこともなく、現金も潤沢に持っていたから、金銭や商売がらみでのいざこざ

とは思えない。また他の面で店主が敵を持っていたような証言も得られなかったから、店主が襲われて被

害者になった可能性よりも、店主が自らなんらかの事情で姿を隠したのではないかという見方が警察内で

強まり、警察捜査もだんだんと下火になっていった。 

マヨールも独自にこの事件を調べた。鄭姓のそのシンケはだいぶ前にリム・セーホーの仲介で妻をタン

バッシアに渡し、５千フローリンを手に入れたことがあるという情報が得られた。しかしそれとこの失踪を結

びつける情報など何も得られなかったから、マヨールの頭の中でそれらは無関係のこととして扱われた。

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４４）」（２０２２年０７月２７日） 

夫の身の上に悪いことが起こるのではないかとおびえていたリーシーはある夜、自分の想像を確信した。

その夜、ベッドに上がって眠ろうとしたが寝付かれない。うつらうつらしているとき、蚊帳の外にひと気を感

じた。夢うつつの中でリーシーは血だらけの夫がそこを行きつ戻りつしている姿を見た。自分は金切り声を

上げたが、それは夢の中だったのだろう。覚醒したとき、蚊帳の外には何もなかった。だが全身が震え、夜

着は冷や汗で濡れていた。 

リーシーを昔のような可愛い女に戻して愉しい時を過ごしたいと望むタンバッシアは、このいとしい女を
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すぐに捨てるようなことをしなかった。だが、心の一部が凍ったリーシーはなかなか昔の笑顔を見せてくれ

ない。 

ある朝、ババと一緒に朝食を食べているとき、リーシーの気持を変えさせようとしてタンバッシアは優しく

言った。「わたしと一緒に暮らしていれば、おまえは毎日楽しく、また何ひとつ不自由のない生活が送れる

んだ。なのにどうして、もう死んでしまった男のことを思ってそんなに沈んでいるのか。そんなことは忘れて、

楽しく暮らそうじゃないか。」 

その言葉はリーシーを驚愕させた。そしてすぐに両の目から涙があふれ出した。リーシーは何も言わな

かったが、見ているタンバッシアにはかの女の内面に何が起こっているのかが明瞭に判った。タンバッシ

アは自分の迂闊さを悔やんだ。シンケの消息は秘密にしておくべきだったのだ。 

信頼する下女にジラキンの様子を見に行かせたリーシーは、その報告を聞いてタンバッシアが夫を殺さ

せたことを確信した。夫のワルンは封印され、警官が見張っていたのだから。 

 

自分に心を閉ざしてしまったリーシーにタンバッシアは嫌気がさした。リーシーはもはや自分の側に付

かない人間になったのだ。それを悟ったタンバッシアはパサルラマの邸宅にあまり寄り付かなくなり、アン

チョルのビンタンマスで新しい美女たちと遊ぶことが増えて行った。 

ある夜、タンバッシアはトコティガの自邸の外をひとりで散歩していた。陽が落ちたあとの星空は晴れて

いる。暗くなった川の水浴場でひとりの若い華人娘がマンディしていた。 

薄闇の中に、その白い肉体が浮き出ている。美しく整った顔立ち、踵まで垂れた長い髪、まるで天女を

描いた一幅の絵のようだ。下半身はカインで覆っているが、不用心にも娘はよく膨らんだ乳房を隠そうとも

しない。欲情がタンバッシアの全身を走った。 

そのとき、ウイ・チュンキが女に関する報告をするためシアを探してやってきた。タンバッシアはすぐにチ

ュンキを川に下りる階段近くの物陰に連れて行き、マンディを終えた娘を目で示した。あの女の身元を突き

止めろと小声で命じる。今夜中に結果を持ってアンチョルに来い。 



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

149 

娘は身づくろいをしてから道路に上がり、付添いの使用人老婆とふたりでトコティガ通りを歩きだした。

自分を凝視していた男があったことなど露ほども知らない。チュンキはその後を付けた。 

 

数時間後、アンチョルで新しい女と遊んでいたタンバッシアに、チュンキが報告を届けに来た。実にタン

バッシアのチェンテンたちは女に関する情報収集が巧みだ。あの女はリム・インニオという名で、四カ月前

にパテコアンで米屋を営んでいるシンケのアサムの妻になった。実家はボゴールにあり、年齢は二十歳前。

今は妊娠三カ月になっている。「シア、なんで妊娠している女なんかを欲しがるんですか？若い新鮮な女

がいくらでもいるというのに。」 

タンバッシアはニヤリと笑っただけで、何もチュンキに言わなかった。しかし腹の中にはこんな言葉が浮

かんでいた。『妊娠していようがいまいが、何の違いがある。オレは美しい女が欲しいのだ。それが結婚し

てまだ間もない女ならもう言うことは何もない。』[ 続く ]

 

 

「黄家の人々（４５）」（２０２２年０７月２８日） 

このリム・インニオはボゴールの貧しい華人家庭で育った。娘になったとき、ボゴールの既に正妻を持っ

ている華人オフィサーの息子が２千フローリンの結納金で妻にしたいと申し込んで来たが、親はわが娘を

妾にする気はないと言って断っている。そしてやはり貧しいが働き者であるアサムの妻にした。 

顔立ちの美しさは別にして、インニオは口数の少ない、派手さを嫌う娘で、愛想笑いなどほとんどしない

から、男心を引き寄せる魅力という点に不足があった。男にちやほやされることなどかの女の望むところで

はなかったのだろう。本来的にタンバッシアの遊び相手が務まる娘ではなかったのではあるまいか。 

結婚してほどなく妊娠し、毎夜夫に愛される日々を体験して、この夫婦は熱く相手を恋し合う蜜月の真っ

ただ中にあった。四カ月前にパテコアンのアサムの住居に入ったインニオは、毎晩夜７時ごろ川に行き、
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排泄してマンディした。パテコアンの家から近い川は小さくて水が汚いため、そのうちにトコティガの方まで

やってきてその習慣を果たすようになった。インニオがその用で出かけるとき、ボゴールから連れて来た下

女の老婆が付き添うのが常だった。 

 

翌朝、タンバッシアはインニオの暮らしぶりと性格をもう一歩突っ込んで調べさせた。インニオが金や品

物でなびくかどうか。答えは悲観的だった。物質的な欲望の薄い女のようであり、おまけに妊娠したばかり

だから夫への想いがとても高まっている状態なので、インニオをその気にさせるのはきわめて困難だ。 

思案投げ首のタンバッシアはその夜、夢を見た。膝に乗せたインニオを自分が愛している夢だ。翌朝目

覚めたタンバッシアはもう決心していた。インニオを手に入れずにはおかない。行動が開始された。 

インニオの下女の老婆がターゲットの口火だった。この老婆にインニオとの橋渡しをさせる。金をもらっ

た老婆はチェンテンに言われたことをしてみた。高価な装身具を見せてインニオの気を引き、気持ちをタン

バッシアに向かうように仕向ける。老婆は容易に抱き込まれて一週間の試行がなされたものの、効果はな

かった。この嬢ちゃんはそんな賎しいことのできる娘じゃないんですよと老婆はコメントした。 

金品で動かせないのならグナグナを使えばよい。タンバッシアはプロガドンに住む高名なドゥクンのサエ

ラン師を呼ばせた。このドゥクンはププイバユの術に優れていることで知られていた。術をかけられた者は

金縛りにあって動けなくなる。また他人の意識を狂わせる術も心得ており、術がかかると３０分間ほど意識

が混濁して自分が何をしているのか分からなくなる。 

 

やって来たサエラン師はタンバッシアから企てを聞かされ、仕事を請け負った。目をつぶって指を折り、

何かを数えている。そして目を開くと、タンバッシアに言った。 

「ババシア、この娘にはグナグナがかからない。今は聖なる血を孕んでいるのです。ならば力づくでかど

わかせばいい。それを邪魔したり奪い返したりできる者がいないことはわしが保証します。」 

喜んだタンバッシアはいつすれば良いのかと尋ねる。今日の夕方はスネンルギだからババシアに強運
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が付いている。今からやれば良いでしょう、とドゥクンはアドバイスした。タンバッシアはすぐに舟と屈強な

男を手配させた。 

「ではあの娘が今夜川に来てマンディするとき、舟でさらって秘密の場所に担ぎ込む。あんたも一緒に

来てくれ。」 

「よろしい。ではわしは舟の中にいて、その娘が声を立てないように術をかけましょう。」 

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４６）」（２０２２年０７月２９日） 

夕方になるとインニオは気分がすぐれず、不安がこみあげ、右目がピクピクとひきつった。これは何の

知らせなのかしら、とインニオは下女の老婆に尋ねた。これから何が起こるかを知っている老婆は、「気の

せいですよ。何もありゃしません。」とインニオを安心させた。 

夜７時ごろインニオは下女と一緒にトコティガの川に向かった。その夜は黒雲が低く垂れこめて、雨模様

の天気だ。川にやってくる者はほかにひとりもいなかった。この夜の口止め料に１００フローリンをもらった

老婆は、「あたしもちょっと小用に。」と言って夜闇の中に隠れた。インニオはひとりでマンディする。 

小舟が一艘静かにインニオに近付いてきていることに、かの女はまったく気付かなかった。いきなり大

柄で腕力の強い男に抱きかかえられたインニオは驚いて声も出せなかった。男はインニオを舟に移す。舟

はすぐに速度を上げてそこから離れて行った。 

かなり離れた場所の川岸に近寄って行った舟は、そこで待っていたタンバッシアを乗せて闇の中に消え

た。 
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インニオがさらわれてから１５分くらいが経過し、老婆がそこに戻って来た。そしてインニオを呼び始める。

「お嬢ちゃん、インニオ嬢ちゃん、どこにいるの？助けて！お嬢ちゃんがいない！」 

その叫び声に、付近の家々から住人が出て来て川岸に集まった。知らせはすぐに夫のアサムに伝わり、

夫と友人たちはさらわれた妻を探しに駆けつけた。インニオは舟でさらわれたと語る目撃者もいて、誘拐

手口の様子はすぐに知れ渡った。 

妻を奪われた夫は怒りと悔しさに身体を震わせ、犯人を見つけ出して目にもの見せてやると騒いでいた

が、突然何かに怯えたかのように口を閉じ、友人たちもみんなそろって石垣の近くに隠れるかのように集

まった。怒りに満ちた雄叫びはもう出て来ない。川岸に集まっていた野次馬たちも解散した。アサムと友人

たちも、まるで何事もなかったかのように家に帰った。サエラン師の術にかけられたのだろうか。 

翌朝、アサムは目覚めて昨夜起こったことを思い出した。怒りと悲しみと悔しさに襲われて、やみくもに

暴れ回りたい気持ちに駆られた。ところが、アサムの身近にいる人間たちにタンバッシアの金がもう行き渡

っていたのだ。アサムが自暴自棄になってアモックしないように、注意して見てやってくれ、と。 

 

一方、連れ去られたインニオはどうなったか？舟の中で気が遠くなってしまったインニオは、アンチョル

のビンタンマスの豪華な寝室のひとつで、タンバッシアに抱かれていた。タンバッシアは人形のようになっ

ているインニオを膝に載せ、白い身体を愛撫し、口付けしていた。夢で見たシーンが実現したのだ。かれ

は興奮に我を忘れた。 

インニオの意識がだんだんと戻って来た。見たこともないほど豪華な部屋の中。ここはどこなのかしら。

夢だろうか？しかし愛撫されている身体の感触は現実であることを伝えている。そして自分を抱いている

男が未知の人間であるのを知ったとき、インニオは悲鳴をあげた。 

男の手から逃れようとするが、男は放そうとしない。インニオは泣きながら男に懇願する。わたしを家に

帰してください。家で夫がわたしの帰りを待っているんです。どうか今すぐ家に帰してください。 

タンバッシアはインニオに優しい言葉で静かに語る。ここは極楽なのだ。この素晴らしい御殿で毎日下
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女にかしずかれ、美しい衣服と宝石で身を飾るのも心のまま。わたしに従うなら、おまえは何不自由ない

一生を送ることができる。おまえの将来は確実に保証されることを約束しよう。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４７）」（２０２２年０８月０１日） 

しかしインニオはそんな言葉に耳を貸さなかった。インニオは男の手から逃れようとして全身で暴れ、タ

ンバッシアの手から滑り落ちた。そしてタンバッシアの足元にひざまずき、タンバッシアを拝跪して同じ言葉

を繰り返す。男の心をとらえようなどということを一度もしたことのないインニオに、これはちょっと荷の重す

ぎる事態だったようだ。 

わたしは今妊娠しているので、わたしの身体にひどいことをしないでください。どうかすぐに夫の元に帰

してください。いくらそんな言葉が繰り返されようが、タンバッシアの心に同情心など湧くはずもない。そん

なことをするくらいなら、最初からこんなことをしていない。今のタンバッシアには、この欲情の埒をあける

こと以外の気はなかった。 

ただ、タンバッシアは嫌がる女をむりやりレープするような嗜好を持っていなかった。自分に抱かれて性

の喜悦に浸る美しい女の顔を見ることが、かれに最大の歓喜をもたらす性行為なのである。 

タンバッシアはサエラン師を室内に入らせて、この女は言うことを聞かない頑固者だと言った。タンバッ

シアの足元にひざまずいて、泣きながら必死でお願いしているインニオは、別の男が室内に入って来て自

分の後に立ったのに気付かなかった。 

ドゥクンは即座に目をつぶり、呪文を唱えながら口をモグモグさせていたが、突然大声で「リム・インニ

オ！」と叫び、驚いて振り向いたインニオの顔に口中に溜まった唾を吐きかけると、すぐに背を向けて部屋

から出て行った。 

驚いたインニオに変化が起こった。数秒後には涙を流すことも嘆願することも忘れ去り、呆然としたまま
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何の抵抗もせず、タンバッシアの手の中でおとなしくなったのである。インニオが夫にしていたのと同じ反

応がタンバッシアに示されたのは言うまでもない。 

 

それからしばらくの間、タンバッシアはインニオの肉体に溺れた。一方、妻を大金持ちのババチナに奪

われたアサムは怒りと恨みを抑えようもなく、トコティガ地区にやってきてアモックするそぶりを示したため、

タンバッシアはウイ・チュンキにその始末を命じた。いや、ピウンとスロのやるような荒療治ではない。アサ

ムに金をやって祖国に帰らせろという命令だ。 

最初アサムはこのとんでもない出来事に加えて人非人としか思えないやり口に腹を立て、チュンキの持

って来た話を蹴ろうとした。愛する女を力づくで奪われた上に金をやるからこの土地から消えろと言われて

それを黙って受けたなら、「おまえはそれでも男か？」と誰もが言うだろう。こんな恥さらしがこの地上にあ

ってよいはずがない。 

だがさすがにチュンキはタンバッシアのチェンテンだった。相手の顔色を見、話しの進んでいく方向を読

み、自分が求める方向に向けて相手を説得して行く技術力は並大抵のものではない。あの大金持ちのバ

バチナにこれまで勝てた人間はいない。華人マヨールさえもが一目置いている。あくまでも盾突けば、明日

の夜明けを見ることができるかどうかわからない。そんな脅しが効いて、アサムの雄々しさは次第にしぼ

んでいった。 

 

アサムは大金をもらってバタヴィアを去った。船に乗る前夜、最後に一目でもインニオに会いたいと思っ

たアサムはアンチョルのビンタンマスにやってきて、その機会を探した。だが、ビンタンマスの人間に見つ

けられ、ピウンが出て来たためにアサムは必死に走って逃げた。もしも捕まったら、アンチョル川に投げ込

まれてワニの餌食になっただろう。 

翌朝バタヴィアを出る中国船に乗ったアサムについては、航海中に海に溺れて死んだという知らせがだ

いぶ経ってからパテコアンの友人たちの耳に届いた。航海中の船の船腹が波に破られて浸水し、数十人
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の乗客が海中に落ちて助からなかった。アサムもその中のひとりだった。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４８）」（２０２２年０８月０２日） 

インニオはビンタンマスの中で数カ月、満ち足りた日々を送った。美しく着飾り、美食を口にし、下男下

女にかしずかれる暮らしを嫌がる人間はいない。ましてやタンバッシアがいつも自分を優しく扱ってくれる

なら、不満の種を探す方がむつかしいだろう。 

だが妊娠六七カ月になってきた大きな腹の女は、どんなに顔立ちが美しかろうともタンバッシアの性的

審美感に合致しないものだった。おまけに、探り尽くした女の肉体に飽きが来る時期でもあった。あげくの

果てに、タンバッシアは巨額の手切れ金を与えてインニオをボゴールの実家に送り返したのである。 

インニオはアサムと始めた新しい人生のすべてを失い、ただ巨額の金を与えられて結婚前の状態に戻

された。もちろんその金額に頼って一生を送ることなどできはしない。生きる希望を失ったインニオは悲嘆

にくれてなりふりかまわぬ日々を送るようになり、病におちいって胎児と共に生涯を終えた。 

 

プカロガンの華人オフィサーの家に生まれたリム・スーキンは、性格の良い好青年だった。子供の頃か

らよく勉強したので、漢籍を読み、漢文を書き、オランダ語を流暢に話すようになった。普通、華人オフィサ

ーになる者は大金持ちだ。単に自分の身を粉にして働くだけでやっていけるものではない。オフィサーとし

ての支出は並みの人間で賄いきれないから、自然と大金持ちがその職に就く。 

オフィサーであるかれの親はアヘン公認販売者の権利を得てプカロガンのアヘン流通販売を行ってい

たが、その事業がうまく進展せずに財産を食いつぶす結果になってしまったために、スーキンは自分の身

を立てようとしてバタヴィアに出て来た。スーキンも華人オフィサーの子供だからシアの尊称が名前に付く。

ここからはかれをスーキンシアと呼ぶことにする。 
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先にバタヴィアに出てタバコ事業を行っていた、プカロガンで親しかった知人を頼ってかれはバタヴィア

にやって来た。知人はかれを歓迎してしばらく自宅に滞在させた。スーキンシアはいつまでも居候を決め

込むのも恥だと考えて、自分で小さい一軒家を借りて移った。礼儀正しいインテリの好青年は周囲のひと

びとに好かれ、中でも華人オフィサーたちがかれとの交際を望んだためにスーキンシアのバタヴィアでの

交友の輪は広がって行った。 

そういうひとの輪を介して、バタヴィアのアヘン公認販売者の５人が作った会社組織ゴーホーチャンと親

しくなった。アヘン公認販売者の父親を手伝ってアヘン関連の仕事をした経験を持っているスーキンシア

はゴーホーチャンにとってたいへん有用な相談相手になったのだ。会社オーナーの５人もかれを贔屓にし

た。 

アヘンの流通販売に何か問題が起こると、スーキンシアはよくゴーホーチャンに呼ばれて相談を受け、

それが終わるとみんなでカード賭博をして遊んだ。そして行き着くところ、スーキンシアはアヘン公認販売

者代理人の職に就いたのである。俄然、かれの暮らしは金に不自由しないものになった。そんな華人コミ

ュニティ上流層との付き合いは、当然ながら華人マヨールとの交友関係に発展した。マヨールも漢文漢籍

の造詣深いスーキンシアを重宝して、まるで自分の片腕のように遇したから、かれの名と顔が華人コミュ

ニティに売れるようになったのも当然だ。 

世の中に新星が出現すると、それに惚れ込んで頼まれもしないのに子分になりたがる人間がいつの時

代にもいる。子分は一種の食客になって親分に尽くし、親分は子分に食を与えるのである。華人にはそう

いう傾向が強いのかもしれない。スーキンシアの周りにそんな人間が集まり、かれがどこかへ行くときには

親分の周りを子分どもが囲むようになってきた。もちろんヤクザ集団ではないのだから、市民もほほえまし

くその様子を見ている。 

マヨールはこの役に立つ若い好青年に男の一人暮らしをさせておくのは良くないと考えて、妾に産ませ

た自分の娘と結婚させた。スーキンシアはバタヴィア華人マヨールの婿になったのだ。こうなれば、かれは

バタヴィア華人社会の頭領の懐刀になったわけで、輝かしい社会的地位を得たことになる。本人自身もそ

の立場にふさわしい姿勢と能力を示したから、おのずと世間はスーキンシアに高い評価を与えた。 
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[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（４９）」（２０２２年０８月０３日） 

かつてタンバッシアがレヘントの長男の割礼祝いのためにプカロガンを訪れたとき、プカロガンの華人オ

フィサーが歓迎の宴を張った。そのときにスーキンシアはタンバッシアと知り会っている。互いに若い者同

士で談笑した記憶がある。人格高潔なバタヴィアのババチナとしてプカロガンで絶賛されているタンバッシ

アの評判と、バタヴィアの華人オフィサーたちが語る悪評芬々たるタンバッシアの像の落差に、かれは最

初とまどった。だがタンバッシアの良い評価を語る者に出くわさないことが、かれの目からウロコを落とす

ことになったようだ。自分の経済的社会的状態が良くなったら、一度タンバッシアの邸宅に挨拶に伺おうと

思っていたスーキンシアも、だんだんとその気をなくしていった。 

タンバッシアもスーキンシアのことを忘れてはいなかったし、最近噂になっているバタヴィア華人社会の

新星がだれなのかも知っていた。彗星のように輝き始めたスーキンシアに関する情報は逐一かれの耳に

入って来る。スーキンシアが自分の敵である華人オフィサーたちとの交際にどっぷりと浸かっていることが

タンバッシアの気に入らなかった。ましてや、マヨールの婿になるとは。 

 

ある夜、タンバッシアがアンチョルからトコティガに帰宅の途上でスーキンシアとばったり出くわした。ふ

たりはその邂逅を奇遇として、旧交を温め合った。タンバッシアはスーキンシアをアンチョルのビンタンマス

に招いて酒を飲み珍味を食べ、そして女と遊んだ。スーキンシアもタンバッシアに劣らない金離れの良さを

示した。 

しばらくの期間、ふたりは仲よく遊んでいたが、あるとき、スーキンシアがタンバッシア一族の娘と遊んで

いるという噂がタンバッシアの耳に入った。スーキンシアが未婚であったなら、その娘をスーキンシアの正

妻にしてやることに異存はない。しかしマヨールの娘がスーキンシアの正妻になっているのだ。オレの一
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族から妾を出すなどとんでもない話だ。ウイ・タンバほどの一族の娘はみんな正妻になるのが世間で当然

のあり方であり、妾を出すような恥さらしができるわけがない。スーキンシアめ、オレの顔に泥を塗ろうとし

ているな？ 

どうやらそれはタンバッシアの思い過ごしだったようだ。スーキンシアにはタンバッシアに仕掛ける意図

などまったくなかった。男も女も独立した人格を持つ存在であり、自分の身の振り方は自分が決める権利

を持っている、というヨーロッパ風の人間観をかれは抱いていたから、単なる友人関係としてその娘と付き

合っていたにすぎない。その娘が妾でよいからスーキンシアと一緒になりたいと言うなら、それを受けるだ

けの話だ。自分がその娘を妾にしたいと思っているわけでは決してない。しかしタンバッシアの疑心暗鬼

は留まるところを知らない。 

スーキンシアは華人オフィサーたちと組んで自分に仕掛けて来ていると思い込んだタンバッシアは、完

全に自分の敵になったスーキンシアを冥土に送ろうと考えて信頼する三人のチェンテンを呼んだ。スーキ

ンシアの日々の行動をよく観察して、機会を逃さず冥土に送れ。ほうびはこれまでなかったくらいのものを

与える。しくじってはならないぞ。 

 

スーキンシアの行動観察が始まった。何曜日は何時ごろ、どこを通ってどこへ行く。暗殺行動を昼間行

うのは難しいから、夜ひとりで寂しい場所を通っているときがチャンスだ。 

ところがスーキンシアがひとりだけで夜暗く寂しい場所を通ることは一度もなかった。かれが外出すると

きは、ゴーホーチャンの社員や押しかけ子分たちがその周囲を取り囲んで歩く。夜中に出かけるときでも、

押しかけ子分たちが何人も付き従うから、まったくチャンスがない。 

そうこうしているうちに、タンバッシアがスーキンシアの暗殺命令を出したという噂がスーキンシアの耳

に入った。スーキンシアが対策を講じたから、殺し屋たちの命令実行はますます困難になった。その一方

で、タンバッシアの殺人指令の噂はますます世間に広まって行った。[ 続く ] 
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「黄家の人々（５０）」（２０２２年０８月０４日） 

そんなある日、プカロガンからプリブミ青年がひとり、ブタウィのプチナンにやってきた。服装も整い、顔

立ちも開明的で、立ち居振る舞いも上品であり、ジャワ人プリアイであることが一目でわかる。かれはトコ

ティガのタンバッシアの邸宅を訪れ、マサユグンジンの弟テジャだと名乗り、タンバッシアを「にいさん」と呼

んだ。 

タンバッシアはこの青年の訪問を不快に感じたが、そんなことはおくびにも出さず、パサルバルのマサ

ユの邸宅に案内するよう、馬車の御者に命じた。 

マサユは長い間会わなかった弟の訪問をたいそう喜び、ふたりは懐かしさに手を取り合って涙を流し、

家族の様子や想い出話を語り合った。マサユは弟の食べるもの着るものを十分に用意し、自分の家だと

思っていつまでも逗留してよい、とテジャに言った。 

マサユはテジャが来る前に作りかけていたバティックのサルンを急いで仕上げて弟にプレゼントした。マ

サユが自分で描いた手描きバティックだ。テジャは喜んでそのサルンを履いた。 

 

テジャはマサユの言うがままに、そこが自分の家であるかのように振舞った。客としてそこに暮らす時の

気遣いを、かれはしなかったということだ。普通、家の主人の親族が滞在すれば、下男下女を含めてその

家の人間はそれなりの応接をするだろう。それが善意の人間というものだ。だがマサユの邸宅の下女はタ

ンバッシアの奴隷だったのだ。つまり、下女のご主人様はマサユでなくてタンバッシアなのであり、タンバッ

シアの命に従ってマサユを世話していたのである。当然なことに、マサユを見張る者たちのひとりだった。 

マサユの日常生活はこの下女から折に触れてタンバッシアに報告されており、タンバッシアは囲った女

たちの情報をそのような方法でしっかりとつかんでいた。 
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テジャはそんな内情をまったく知らない。その家を自宅のようにして暮らし始めたテジャは、姉がこの家

の主人だと思い、姉に仕える下女は姉に仕えるように主人の肉親である自分にも仕えるだろうと考えた。

だからあれこれと自分の用を下女や下男に言い付けたが、そこにギャップがあった。下男下女は客として

逗留しているはずのテジャの図々しさを憎んだ。建前としてこの家の主人になっているマサユが客のため

にせよと命ずるのが作法ではないか。なんだこの若いやつは主人気取りで・・・ 

 

下女はマサユの前歴をタンバッシアから聞かされていた。昔はタンダッ踊り娘だったのだ。男のひとりや

ふたりと遊んだことはあるだろう。そんな昔の男がマサユを探しに来ないとも限らない。よく見張るんだぞ。 

下女は憎いテジャを追い払うことにした。自分はマサユの弟だと名乗っているが、本当のところなんか

知れたものじゃない。実際はマサユの昔の男じゃないだろうか？弟だと名乗ってこの家に入れば、あとは

毎夜男と女の濡れ場三昧だ。想像と現実が一体化しはじめた下女はババシアに報告を上げた。「テジャと

いう男は本当の弟じゃありませんよ。」 

しかしマサユを一時期心底恋したタンバッシアは、マサユが誓った言葉をすぐに疑うことができなかった。

とはいえ、やはりテジャという男は何かしら気になる。タンバッシアはトコティガの下男のひとりにマサユの

邸内にいるテジャの様子を観察に行かせた。気の利く男だから、男女関係の臭いを嗅ぎ取るのも難しくあ

るまい。 

ところがその下男はマサユ邸の女中に丸め込まれてしまい、タンバッシアにテジャは黒だと報告したの

である。「あのふたりは出来てますぜ。」 

タンバッシアの心に嫉妬の炎と屈辱の怒りが燃え上がった。かれはマサユを問いただして情報のバラン

スを取ることをしなかった。かれの意志は既に定まったのだ。ピウンとスロが呼ばれて、ふたりにテジャ殺

害が命じられた。スーキンシア殺害命令が未遂行のままだったためにボスに対して肩身の狭い思いをして

いたふたりは、喜び勇んでテジャ殺害プロジェクトの実施計画を組み立て、実行に移した。[ 続く ] 
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「黄家の人々（５１）」（２０２２年０８月０５日） 

ある夜、ふたりのチェンテンに騙されたテジャは簡単に邸宅の外におびき出された。どんどん暗く寂しい

方へ導かれて行く。集落の灯りがまったく見当たらない寂れて広い場所まで来た時、テジャはおかしいと

気付いたが時すでに遅かった。ピウンの手に握られた匕首がテジャに姉の元に帰ることを許さなかった。

テジャの死体はスロがサトウキビ畑の中に埋めた。そのとき、ピウンはテジャが履いていた上等なバティッ

クのサルンを欲しくなった。上等な手描きのバティックサルンはマサユが作って弟にプレゼントした物だ。だ

がふたりはそんなことを知らない。 

テジャの死体からサルンを脱がせ始めたピウンにスロは忠告した。 

「おい、やめとけよ。そんな物から下手人の足がつく恐れは小さくない。身を危うくする元だぜ。」 

スロには何か悪い予感があったのかもしれない。 

「いや、大丈夫だ。これはシアに報告するときの証拠にもなる。オレが履いてたってだれにもわかりゃし

ねえ。おめえも弱気な人間になったようだな。」 

ふたりは仕事の成果をタンバッシアに報告し、テジャが履いていたサルンを示して報告に間違いのない

ことの念押しをした。タンバッシアは命令がすぐに実行されたことで気が晴れ、ふたりに褒美をはずんだ。

しかしタンバッシアもふたりに念を押すことを忘れなかった。「おまえたち、スーキンシアについての命令を

忘れたわけじゃあるまいな。オレの命令をこのように手っ取り早く片付ければ、褒美は望むがままだという

のに。」 

 

その夜、弟が帰宅しなかったのをマサユはたいそう心配した。黙って外泊するようなことはこれまで一度

もなかったのだ。弟から聞いた新しい知人友人の名前を思い出して、それらの家に探しに行くように下男

に命じたが、どこの家にもおらず、どこも昨夜弟は訪問していないことが判った。マサユは思い余ってタン
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バッシアに報告した。タンバッシアは驚いて騒ぎ、マサユに協力してテジャを探すようパサルバルの住民に

命じた。チュルッではその日騒ぎが続いたものの、何ひとつ情報が得られず、間もなくテジャの捜索活動

は下火になっていった。警察に届けを出すこともなされなかったから、リーシーの夫の時のような警察の関

与もまったくなかった。 

マサユの涙に暮れる日々が始まった。だが、かの女には何が何だか分からなかったし、何者かの悪意

が働いた可能性も容易に推測できなかったから、リーシーが持った悲しみとは違うものになっていたことだ

ろう。弟に最悪の事態が起こったという想像はできても、そこに悪意や怨恨が関わった可能性はほとんど

考えられず、偶然による悲劇という想像になっていたように思われる。 

 

バタヴィア華人マヨールの懐刀になったスーキンシアは、華人社会の秩序と統制に対する精神傾向が

研ぎ澄まされていった。アヘン公認販売者の代理人の仕事をしていると、さまざまな人間からさまざまな情

報が入って来る。スーキンシアが喜ぶ情報を持って行くとそのチップとしてひとかけらのアヘンをくれるの

だから、アヘン好きの市民は治安関係の情報を競ってかれの耳に入れることに努めた。 

その中に、タンバッシアに囲われているプカロガンのタンダッ踊り娘マサユグンジンの弟テジャの失踪事

件があった。スーキンシアはプカロガン時代にマサユを知っていたが、接触したことはない。テジャが姉の

家に住んでいれば生活に困らないのだから、あえて失踪するのはたいへんな事情が裏にあることが容易

に推測される。しかしその事件は世間で騒がれていないのだ。結局は本当の事件にならなかったのでは

ないだろうか。スーキンシアは備忘録にその情報をメモしただけで、すぐに意識を外してしまった。 

 

ある夜、タンバッシアがマサユの家に来て泊まった。リーシーの家には足が向かず、昔ながらに自分を

愛して仕えてくれるマサユが、今のタンバッシアには大きい慰めになっていたようだ。[ 続く ] 
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「黄家の人々（５２）」（２０２２年０８月０８日） 

翌朝、庭を散歩しているタンバッシアを探してピウンがその家に来た。ピウンが来たことを知らなかった

マサユが庭に出てタンバッシアのところへ行きかかり、ピウンが履いているサルンを見て愕然とした。自分

が作ってテジャに与えた手描きのバティックとそれがそっくりだったからだ。自分のアイデアで描いた絵と

模様を作成者が忘れるわけがない。だれかがまったく同じものを描くようなことが偶然に起こりうるものな

のだろうか？ 

マサユはピウンにそれをどこで手に入れたのか尋ねたかった。しかしタンバッシアが自分のチェンテンと

話しているところに近付くことは許されない。そうこうしているうちにふたりの話は終わり、タンバッシアがマ

サユを見つけて近寄って来た。反対にピウンは向こうのほうへ行ってしまい、その日はそのまま邸宅の外

へ出て帰ってしまった。尋ねる機会は失われたのだ。 

マサユはいつものようなそぶりでタンバッシアを世話し、トコティガに戻るタンバッシアを見送ったが、心

の中は解けない謎の渦に翻弄されていた。その日一日、マサユはその解けない謎に取り組み、ひとつの

仮説を組み立てた。それはどっしりとかの女の心の中に居座った。 

だれかがだれかに何かを命じ、それがテジャを戻らぬひとにした。ピウンがテジャのサルンを持っている

ことの理由はそれで成り立つ。タンバッシアの性格がどのようなものであるのかをマサユは十分に知って

いた。自尊心が高く、嫉妬心が強い。女を完全に自分だけのものにしなければ、かれの心はおさまらない。

たとえ肉親に対してであれ、自分の女が他の男に気持ちを向けることに、かれはがまんできないのだ。あ

あ、これが自分の愛した男の真の姿だったのか？ 

 

マサユの心は警戒心で満たされた。自分の周囲の人間はすべて、下男下女に至るまでタンバッシアの

人間だ。だれひとりとして信用することができない。テジャの失踪のあと、ほんの少し騒いだだけでテジャ

の話はぷっつりと消えてしまった。自分に噂を届けに来る人間もいなければ、かれら自身の間で噂話をし

ている風もない。みんな何があったのかを知っていて、自分ひとりがつんぼ桟敷に置かれていたのではな
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いだろうか。 

マサユは自分の境遇をそのときはっきりと覚ったにちがいあるまい。だがその境遇は生活という面に関

するかぎり、だれでも容易には得られない、たいへんに価値あるものだったことも確かなのだ。世間のだ

れもが、容易には得られないそれを夢見ながら生きているではないか。 

金銭や物質的な問題は何ひとつ起こらず、しかもパサルバル界隈で自分は地主の大奥様として遇され

ている。自分が住民たちに何かを頼めば、住民たちは骨身惜しまず自分のために働いてくれる。タンバッ

シアに背を向ければ、それらのすべてが失われ、そればかりかテジャと同じ穴に落とされるかもしれない。

テジャの失踪の秘密に自分が気付いていることを絶対にババに覚られてはならない。マサユの心の中で

気持ちが固まった。 

 

別のある日、タンバッシアはトコティガの邸宅の母屋の脇に建てられた別棟で目覚めた。この別棟はタ

ンバッシアがアヘンを吸うのに使っていて、タンバッシアの許可なくだれもそこに入ってはならない。その朝

のタンバッシアの気分は、お世辞にもよいものとは言えなかった。マサユの裏切りという疑心暗鬼がかれ

を不愉快にしていたのだ。マサユの前ではまるで何もなかったようなふりをして、マサユが自分に仕える様

子に満足しているように装い、ベッドの中でも昔と同じように性の営みを楽しんでいるように見せかけては

いても、かれの意識の覚めている部分が昔のように澄み切った状態でなくなっている。かれは疲れを感じ

た。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（５３）」（２０２２年０８月０９日） 

マサユとのこの感情のすれ違いは、スーキンシアに手を付けかねている現状への不満を倍加させる役

割を果たした。折りしも昨夜、ひとりの使用人がタンバッシアにあることを報告したのだ。スーキンシアと交

際のあった娘の家の前をスーキンシアがうろついていたというのがその話だった。その娘を持つウイ・セ一
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族の家に、娘とスーキンシアとの交際をやめさせるよう命じたが、本当に守られているのだろうか。スーキ

ンシアを早く冥土に送ってしまえば、こんな心配はしなくてもよくなるのだ。タンバッシアは独りごとを言った。 

「あのプカロガンのチナ野郎め。ふたりだけで対面できるなら、オレのピストルでズドンと頭をぶち抜いて

思い知らせてやるのに。」 

それからタンバッシアは考えごとを始めた。脇棟の中をうろうろと歩き回る。ときどき、ぼそぼそと独り言

が口からもれる。長い時間の果てに、かれの表情が明るくなった。すばらしいアイデアがひらめき、それが

かれの愁眉を開かせたのである。 

オレのチェンテンがあいつを殺すのはむつかしい。だったら、あいつにオレのチェンテンを殺させればい

い。あいつは逮捕されて法廷で裁かれる。あいつの側の人間が法廷を動かそうとしても、オレには総督閣

下がいる。見せしめのために極刑を与えるよう閣下を説得すれば、法廷は死刑か、またどんなに軽くても

終身刑を科さなければなるまい。これであいつはたとえまだ呼吸していても、冥土に行ったも同然だ。この

すばらしいアイデアがタンバッシアを酔わせた。 

タンバッシアは最初、リム・セーホーを殺され役に抜擢しようと考えた。だがセーホーの自分への忠誠心

がどれほど厚いのか、確信が持てない。最期の最後の土壇場で裏切られては元も子もなくなってしまう。

本当に忠誠心を持っている者を犠牲にしなければ、この計画は成功しない。真の強敵を葬り去るのに、自

分の皮や肉が斬られるのを躊躇してはなるまい。タンバッシアはリム・セーホーに向けた照準をウイ・チュ

ンキに移した。かれは使用人を呼び、ウイ・チュンキを今日の正午にここへ来させるよう命じた。 

 

正午の少し前にやってきたウイ・チュンキはタンバッシアの部屋に入って対面した。タンバッシアはベッド

で横になったまま象牙のパイプでアヘンを吸っていた。黄金の装飾が塗られ、ダイヤが散りばめられた高

価なパイプだ。 

アヘンの道具類が置かれた脇机に、皿に載ったケーキが数個置かれている。クリームとバターがこって

り塗られた美味しそうなケーキだ。タンバッシアはチュンキに、女に関する情報を報告させた。しばらくその
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話題で言葉のやり取りが行われたあと、タンバッシアは起き上がってパイプを脇机に置き、そこにあったケ

ーキ皿を手にした。そしてその皿をチュンキの前に突き出し、「食べるか？」と言った。昼飯前で腹を空か

せていたチュンキはすぐに食べた。タンバッシアが悲しそうな声で言う。 

「キー、おまえは死ぬぞ。そいつは毒入りだ。」 

「まさか。シアはふざけるのがお好きだ。」 

「嘘なもんか。おまえが食べたケーキにオレは毒を入れた。だがな、おまえは心配しなくてもいい。ここに

５千フルデンの金がある。おまえの妻と子供たちのために用意した。これからオレが言うことをおまえが忠

実に実行すれば、もっとたくさんの金をここに上乗せしてやる。これはスーキンシアを陥れるための策略な

んだ。」 

その言葉を聞いてチュンキはシアが本気であることを覚った。全身が震え、顔が蒼白になった。ああ、オ

レの人生はこれで終わるのだ。 

「シアが敵を倒すための作戦なら、オレは命がけでそれを遂行しなきゃならない。オレは何をすればい

いのかを命じてください。シアの言う通りのことをやりますから。」 

「オレはこれから公証人とバタヴィア市警長官をここに呼ぶ。おまえは死ぬ前にかれらにこう言ってスー

キンシアを告訴するんだ。おまえは今朝、借金の取り立てにスーキンシアのところへ行った。スーキンシア

はお前に薬草漬けアラッを飲ませた。その中に毒が入っていた。それが告訴の内容だ。お前は残された

妻子のことを何も心配しなくていい。お前の妻子の生涯はずっとオレが面倒を見てやる。お前の墓も立派

なものを建ててやるぞ。」 

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（５４）」（２０２２年０８月１０日） 
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チュンキは返事をせず、ただ涙を流すばかりだったが、タンバッシアに対してははっきりとうなずいて見

せた。するとタンバッシアはすぐに部屋から出て下男を呼び、今すぐにヴェルテフレーデンから公証人とポ

アマン市警長官をここに連れて来るよう命じた。そのあとかれはまた部屋に入り、脇机の上にあるアヘン

吸引道具類と残った菓子を戸棚の中に隠した。 

毒が効いてきたチュンキは痛みと苦しみでのたうち回る。その間タンバッシアに恨み言を言うから、こい

つは土壇場で裏切らないだろうかとタンバッシアは不安になる。肝心の筋書きを証人たちに言わないで事

実を述べたら、毒と毒入りケーキがこの家の中にあるのだから、家宅捜索されて万事休すだ。そればかり

ではない。証人たちがここに到着する前にチュンキが息を引き取っても、わが身の破滅になりかねない。

毒で死んだ人間がいて、毒と毒入りケーキがその家の中にあれば、誰でも同じことを考えるだろう。望み

はチュンキが筋書き通りのセリフを証人に聞かせることただひとつにかかっている。 

だからと言って、タンバッシアがこの企てを後悔したわけでは決してない。かれにとっては、筋書き通り

に事が運ばなかったためにスーキンシアへの攻撃が失敗することが大問題なのであり、それが失敗して

嫌疑が自分に及んでも、そんなことは金で簡単に乗り切れると思っていた。 

 

公証人と市警長官はまだ来ないか、まだ来ないか、とかれは焦れていた。チュンキの顔には既に死相

が表れている。目はすでにうつろになり、ただただ痛みと苦しみをこらえているだけだ。そのとき、公証人と

市警長官が到着した。部屋の中に入ったふたりはその事態を目にして顔色を変えた。 

公証人がチュンキの耳に顔を近づけて尋ねる。 

「どうしてあなたの口に毒が入ったのですか？」 

身体を震わせ、喉の奥からくぐもった声でチュンキが言う。 

「タンバッシアに命じられてアヘン代理人のリム・スーキンのところに借金の返済金をもらいに行きまし

た。しかしかれは返済せず、わたしに薬草入りアラッを飲むように勧めました。わたしは二杯それを飲みま

した。わたしがここに戻ってきたら、突然痛みが始まったんです。ああ、たまらない。わたしはもう死ぬんだ。
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がまんできない。」 

公証人は紙とペンを出してチュンキの言葉を書き留める。書きながらまた質問した。 

「他の所に寄りませんでしたか？あるいは他の何かを食べたり飲んだりしたことは？」 

「いいえ、トアン。」 

チュンキは腹を押さえてのたうち、呼吸が小刻みなる。タンバッシアはふたりに言う。 

「チュンキが毒を飲まされたのは間違いありません。リム・スーキンは借金を払うと口先で言うばかりで

なかなか実行しないから、先月チュンキはリムと喧嘩したんですよ。」 

ふたりの証人はタンバッシアの言葉にうなずいた。 

 

タンバッシアがだいぶ後になってから呼ばせたプチナンの白人ドクターがやってきた。医者の到着は手

遅れにならなければならないのだから。医者はすぐにチュンキを診察する。チュンキは医者にも「リム・ス

ーキンに勧められた薬草アラッを飲んでこうなった。」とかすかな声で語った。 

市警長官がチュンキに尋ねた。「あなたが薬草アラッを勧められて飲んだとき、その場にひとがだれか

いましたか？」 

しかしチュンキはもう質問に答えることができなかった。身体が痙攣してこわばり、口と鼻から出血し、顔

が焦げたように黒くなった。最期の息を引き取ったのだ。だがその目は、タンバッシアのほうを向いていた。

三人の白人は目の前で起こった惨劇のすべてを信じた。きっと、人の死なんとするときその言うや善し、な

のだろう。?をつきながら死んでいく人間はいないなどと、いったいどうして断言できるのだろうか？[ 続く ] 

 

 

  



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

169 

「黄家の人々（５５）」（２０２２年０８月１１日） 

医者は死んだばかりのチュンキを詳しく診察して、所見を公証人と市警長官に述べた。 

「連絡があまりにも遅かったために、この華人の生命を救うことができなかった。たいへん強力な毒物が

この華人の体内に入ったことは間違いない。この毒物は古くなって力が弱くなったもののように思われる。

普通ならもっと早く効果があらわれて短時間に死亡に至るはずなのだが、古く且つ保存状態も悪かったよ

うで、力の弱くなったものが使われ、この被害者はそれだけ長時間にわたって苦しみを強いられることにな

った。」 

それを聞いてタンバッシアはドキッとした。そんなことがよく判るものだ。確かにタンバッシアがケーキに

塗ってチュンキに食べさせた毒は、だいぶ昔にかれが頻繁に白人トアンたちと交際していたころ、ヴェルテ

フレーデンの薬局のオーナーからもらったものだったのだ。その効果が弱まっていたために、かれの書い

た筋書きは大成功をおさめた。ただ、その筋書きには大きな抜けがあったのだが。 

 

警察の規則にしたがって、変死者はバタヴィア公立病院で検死を受けなければならない。そのとき、死

体解剖が行われる。公証人は事件報告書・顛末書・告発書などの書類を作り、そのすべてに警察署長の

承認サインがなされた。それらの内容のすべてがスーキンシアを殺害犯にしており、かれにとって不利な

内容になっていた。この事件のニュースはすぐに世間に伝わった。 

警察はただちにスーキンシアを探して逮捕し、ヴェルテフレーデンの監獄に収容するだろう。それから取

調べが行われることになる。事件の噂は市中に滔々と流れて知らぬ者のないトピックになったが、スーキ

ンシアに近い関係にあるひとびとは誰ひとり、その嫌疑を信用しなかった。かれらはみんなウイ・チュンキ

がタンバッシアのチェンテンであることを知っており、そしてスーキンシアがウイ・チュンキと一度も接触した

ことがないという事実もかれらの間で周知のことになっていたのだ。 

しかしバタヴィアの世間にはそんなことを知らない人間のほうがはるかに多い。タンバッシアはここぞと

ばかり、スーキンシアに対する世間からの悪感情を盛り上げるために、街中に多くの人間を放って悪い噂
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を立てさせ、スーキンシアの面目をつぶしにかかった。 

「聞いたかい？アヘン公認販売者代理人のスーキンシアがウイ・チュンキに毒を飲ませて殺したそうだ。

いま警察が躍起になって探してる。あんなひでえことをする人間とは知らなかったなあ。」 

 

三日前からメステルのゴーホーチャンを訪れて仕事し、夜は毎晩ゴーホーチャンの会社オーナーたちと

社屋内で賭博で遊んでいたスーキンシアがバタヴィアの自邸に戻ってくるとすぐに殺人事件の話が耳に

入り、自分がまったく身に覚えのないことで殺人犯にされているのに驚かされた。何がどうなっているのか、

白黒を付けなければならない。スーキンシアは面識のあるバタヴィア市警長官の家をヴェルテフレーデン

に訪れた。 

「タベ、トアン。」 

「おお、代理人のババだ。実はあなたを探していた。」 

「何の用でしょうか？」 

「まあ、お座りください。あなたがウイ・チュンキを毒殺したということで告訴されている。」 

「まさか、そんなことが・・・」 

「いや、本当だ。人命が奪われた。あなたが告訴されているため、わたしはあなたを拘留しなければなら

ない。」 

「待ってください。わたしじゃないことを証明するから。」 

「もちろんそれは可能だ。しかし職務上、わたしはあなたを帰すわけにいかない。監獄に留置するので、

明朝、捜査官の質問に答えてください。」 

スーキンシアは自分がここ数日間どこで何をしていたのかをポアマン長官に説明しようとしたが、長官

は聞く耳を持たずにさっさと家の中に入ってしまった。入れ代わりに警察オパスがひとりやってきて、そこ

からあまり遠くない監獄にスーキンシアを導いた。 
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[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（５６）」（２０２２年０８月１２日） 

スーキンシアは自分が拘留されて家に帰れないことを華人マヨールに伝えてくれるようオパスに頼んだ。

その知らせが届くとマヨールの家では大騒ぎが始まった。ところが拘留されたスーキンシアと連絡を取ろう

としたものの、コンタクトするすべがない。 

スーキンシアが監獄に拘留されたことを知ったタンバッシアは続いて次の手を打っていたのだ。監獄の

看守たちに金を渡して容疑者が逃げないように厳しく見張るよう依頼し、そのために外部者との連絡もさ

せないようにするべきだと主張した。看守たちは金に従った。 

 

マヨールは婿に有利な情報を探すために、配下の者たちに事件に関連のあるできごとやここ数日間の

スーキンシアの行動について調べさせた。その中に、スーキンシアは事件の数日前からメステルのゴーホ

ーチャンに出かけていて、事件当日の朝は自宅にいなかったというものがあった。マヨールはすぐさまメス

テルに向かった。 

ゴーホーチャンに着くと、オーナーたちはスーキンシアが殺人事件容疑者になったことの話をしていた。

マヨールは挨拶もそこそこに、オーナーたちに求めた。「スーキンシアがいつここにきて、ここで何をし、い

つバタヴィアに帰ったのかを整理して話してくれ。」 

ゴーホーチャンのオーナー５人は異口同音に、ウイ・チュンキが毒殺された日、スーキンシアは一日中

ここにいて仕事していたし、前夜もその夜もそこに泊まり込んで賭博で遊んでいた。その人間がバタヴィア

で毒入りアラッをウイ・チュンキに飲ませることなどできるはずがない、と言う。更に、「そうだ、あの日はア

トン検事が昼前にやってきて、ここで飲み食いして帰った。」と付け加えた。 
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「その話は間違いないですな？それを法廷で、宣誓して述べることができますか？」 

「もちろん、やりましょう。どこにでも、出るところへ出て真実を語りますよ。」 

オーナーたちはすぐにひとを走らせてアトン検事に社屋まで来てもらい、７人が３台の馬車に分乗してヴ

ェルテフレーデンの副レシデン公邸に向かった。 

 

バタヴィアの警察機構はバタヴィア副レシデンの管下に所属していた。つまり警察長官は副レシデンの

部下なのである。時のバタヴィア副レシデンであるクヘニウス氏は正義感と公正観念の強い人物だった。

普段から真実を知ることをモットーにし、誤った判決が下されて犯罪者が罰を免れることをたいへんに嫌っ

た。複雑に錯綜した事情の下で起こった事件に対しては常に真相を暴くことに努め、見えがかりだけの証

拠や証言で判決が下されることを防ごうとした。その性格と仕事ぶりを賞賛する多くのひとびとから、かれ

は幅広い尊敬を集めていた。 

副レシデンはこのウイ・チュンキ殺害事件に関して、スーキンシアが告訴されたことを不思議に思った。

これまで職務上でアヘン公認販売者代理人としてのかれと接触することもあったし、華人マヨールの片腕

となって働くスーキンシアにも接している。この華人青年がどのような人間であるのかも肌に感じて知って

おり、その人間性を好感を持って眺めていたのだから。 

世の中に秩序を打ち建て、世に住むひとびとの幸福を願い、そのことが自分に存在意義をもたらす種

類の人間がいる。この青年はそのひとりなのだ。どのような人間であれ、激情に駆られて暴力を振るうこと

はあり得るし、それが相手の生命を奪うことも起こり得るが、毒殺という手段とスーキンシアの人間像がま

ったく結びつかない。副レシデンは最初から、この話はおかしいと感じていた。華人マヨールは婿の濡れ衣

を晴らすためにその副レシデンを頼った。[ 続く ] 

 

 



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

173 

「黄家の人々（５７）」（２０２２年０８月１５日） 

副レシデン公邸でマヨールは、ウイ・チュンキ毒殺事件に関連してこの６人の証言を取り調べ願いたい

と警察機構のトップに依頼した。６人それぞれの口述が筆記され、その口述記録書に本人と証人、そして

副レシデンのサインがなされたあと、６人は帰宅するよう命じられた。マヨールは６人に厚い謝意を表明し

てかれらを帰した。 

副レシデンの事務所に残ったマヨールは、スーキンシアの濡れ衣が晴れたのだからかれを即時釈放し

てくださいと副レシデンに頼んだが、副レシデンには別の考えがあった。 

「マヨール、今はまだ早い。今夜７時にわたしが監獄へ行ってかれを解放するので、家で待っていてくだ

さい。このことはまだ誰にも知られないほうがよい。」 

副レシデンが何を考えているのかよく分からなかったマヨールも、ともかく夜にはスーキンシアが解放さ

れることが約束されたので、かれは満足して自邸に帰った。 

 

それから副レシデンはポアマン市警長官にあてて伝令を走らせた。今夜一緒に見回りを行いたいので、

６時に自宅で待機しているように、というのが連絡内容だった。そして陽が落ちた。 

副レシデンはポアマン長官と一緒にヴェルテフレーデン監獄を訪れてスーキンシアを釈放させ、自分の

馬車に乗せてマヨール邸に向かった。監獄に残った長官に対して副レシデンはくれぐれもこの措置を秘密

にするようにと念を押した。これがもし世間に漏れたら、あなたの地位があぶないとまで言われた長官は、

上司はいったい何をするつもりなのかといぶかしみながらも、監獄内に厳しいかん口令を敷いた。長官は

ウイ・チュンキの死を目の当たりにしてその言や善しと信じていたのだから、当惑したのも無理はない。 

 

副レシデンに伴われてスーキンシアがマヨールの家に到着したことで、かれの身を案じていたひとびと

の表情に笑顔がもどった。副レシデンはマヨール邸で大歓迎された。そのお祝い気分の中で、マヨールと
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スーキンシアは副レシデンに今回の事件の筋書きについての推測を語った。タンバッシアが糸を引いてい

る可能性が濃厚だ。ひょっとしたら、チュンキを毒殺したのはタンバッシアではないだろうか、と。 

マヨールはだいぶ前に起こったジラキンのワルン店主である鄭姓のシンケの失踪事件について、タンバ

ッシアの手下のリム・セーホーという男がからんでいることを副レシデンに知らせた。リム・セーホーの手配

によってその男の妻がタンバッシアに奪われたのだ。それはただの失踪事件でなかったかもしれない。副

レシデンはその事件を覚えていた。 

「わかった。リム・セーホーを捕えて取り調べよう。」 

するとマヨールは言った。 

「まずタンバッシアを刑務所に入れて動けなくするのが先決です。あの男を封じておかなければ、捜査

はどこかで暗礁に乗り上げるでしょう。」 

 

スーキンシアも、タンバッシアの妾でタングランのパサルバルに住んでいるマサユグンジンの弟テジャ

の失踪事件を副レシデンの耳に入れた。警察はその事件をまったく知らなかった。スーキンシアは副レシ

デンに要請した。 

「じゃあ、その事件はわたしが調べましょう。ただし、タンバッシアを動けなくしておかねばなりませんの

で、まずそれを行ってください。それから、わたしがその調査を行うことは絶対秘密にするようお願いします。

あともうひとつ、わたしに協力するようにタングラン警察に一筆書いていただけませんでしょうか。」 

[ 続く ] 
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「黄家の人々（５８）」（２０２２年０８月１６日） 

副レシデンはその場ですぐにタングラン警察宛に手紙を書いてサインし、スーキンシアに渡した。スーキ

ンシアはそれを手にすると、夜だというのに即座にタングランに向けて出発した。 

マヨールはここぞとばかり、タンバッシアが行って来た悪行の数々を洗いざらい副レシデンに話した。実

にさまざまな事件にタンバッシアが絡んでいたことを知った副レシデンは呆れ顔を見せた。警察が知って

いたのはそのうちのほんの一部でしかなかったのだ。 

 

翌朝早く、副レシデンはタングラン警察を統括するドゥマンに伝令を送った。「ウイ・タンバッシアを逮捕し

て留置せよ。」 

ところがしばらくすると、タングランのドゥマンから連絡が来た。「今日タンバッシアはバタヴィアのパサル

アスムに出かけて闘鶏をしております。」 

それを受けて副レシデンはポアマン長官に連絡した。 

「パサルアスムで闘鶏をしているウイ・タンバッシアを即刻逮捕せよ。この失敗は貴殿の地位に影響を

及ぼすかもしれない。」ポアマン長官はますます何が何だか分からなくなってきたが、任務を遂行するのに

やぶさかではなかった。 

 

正午前、ポアマン長官が部下のオパス数人を伴ってパサルアスムの闘鶏場にやってくると、闘鶏で遊

んでいたたくさんの者たちが蜘蛛の子を散らすように逃げて隠れた。警察に何かの嫌疑でしょっ引かれた

ら、たいへんなことになるのだ。その辺りは今も昔も変わりがないようだ。 

タンバッシアは顔見知りの市警長官がやってきたので、迎えるために長官に歩み寄った。副レシデンの

馬車でやってきた長官はタンバッシアに言った。「ババ、もう食事の時間だから、闘鶏は中断して食事にし

ましょう。」 
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長官はそう言いながらタンバッシアの手を取って馬車に連れて行く。オパスたちはその後ろを取り巻い

て、タンバッシアを逃がさない態勢を取った。その様子から、タンバッシアにはすぐにピンと来た。警察はオ

レを逮捕しに来たのだ。何の事件でオレに嫌疑がかかったのだろうか？ 

「トアン、いったい何があったのですか？わたしはこれからどうなるのですか？」 

「副レシデンからの命令で、あなたは監獄に留置される。そして副レシデンがあなたの取り調べを行うで

しょう。」 

「どんな事件が起こったのですか？どうしてわたしがその容疑者にされたのですか？」 

「実は、ババ、わたしは何も知らないのです。これは副レシデンの命令を遂行しているだけなのです。き

っとすぐに嫌疑は晴れて、また闘鶏で遊ぶことができますよ。ハハハ。」 

 

タンバッシアが監獄の独房に入ると、長官は副レシデンに命令遂行がなされたことを報告した。すると

副レシデンは長官に対し、タンバッシアを監獄でなく長官公邸に拘留し、逃亡は元より許さず、外部者との

連絡も厳禁するべく最大の措置を執れ、と命じた。長官はいささかムッとして口答えしたので、タンバッシア

監視のためのオパス増員を副レシデンは承認した。 

闘鶏で遊ぶために大枚の現金を持って来ていたタンバッシアはその金を監視任務に就いたオパスたち

にばらまき、長官公邸に留置されている間の飲食や諸事万端に必要な費用をまかなうよう求め、また自宅

への連絡も依頼した。「警察長官宅に拘留された。何の容疑かわからない。」という伝言が自宅に伝えら

れた。 

タンバッシアの邸宅ではちょっとした騒ぎになったものの、世間には秘密にしておこうということで合意が

なされた。警察側もタンバッシアの留置を秘密にしたため、このできごとは街の噂にならなかった。[ 続く ] 
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「黄家の人々（５９）」（２０２２年０８月１８日） 

華人マヨールは副レシデンからの「タンバッシアを拘留した」という通知を得て、すぐに配下の者にタンバ

ッシアの自宅と市警長官公邸を見張らせた。その二カ所を往復する人間がいれば、それはタンバッシアの

情報運び人の可能性が高いため、捕らえて取り調べるように、というのが見張り役に与えられた任務だ。 

タンバッシアも自分がなぜ拘留されたのかを推測した。おまけに、もう何日も経過したというのに、取り

調べは一度も行われない。自分への容疑は殺人だろうとかれは考え、対策を講じるために手を打った。 

 

ある朝、市警長官公邸からオパスがステッキを持って出て来た。追跡したところタンバッシアの自宅へ

近づいて行く。すかさず、マヨールの配下の者たちはオパスを取り囲んだ。オパスの話では、弟のマカウシ

アがこのステッキを必要としているのでかれに渡してほしいとタンバッシアから頼まれたため、これを届け

に行くのだ、ということだった。 

その報告がマヨールに届くと、マヨールはステッキを持つオパスを同行させて副レシデンを訪れた。副レ

シデンはそのステッキを綿密に観察した。黄金の握りがネジ止めされている。副レシデンはネジを外した。

すると中は空洞になっていて、紙が一枚入っていた。その紙には文字が書かれている。副レシデンは声を

出してそれを読み上げた。 

兄弟 

取り調べはまだなされない。殺人容疑以外には考えられない。そのため、すぐに対策を講じてくれ。ピウ

ンとスロを逃亡させるよう、手配してくれ。あのふたりが警察に捕まると、オレはたいへん不利になる。  

タンバ（署名） 

 

副レシデンはステッキを届けようとしたクチルという名のオパスを厳しく叱り、３カ月間の職務停止を言い

渡した。こんなことが二度と起こってはならないのだ。しかし警察側が思わぬ拾い物をしたのも確かだった。
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ピウンとスロにすぐ指名手配がかけられ、そしてふたりはその日のうちに逮捕された。 

主人のタンバッシアが逮捕されたことを知ったふたりは、何の事件に関連してそうなったのかを知ろうと

して情報を探していたのだ。タンバッシアに近い関係の人間を訪れて情報を集めていたため、警察の聞き

込み捜査に簡単に引っかかったのである。 

その日もピウンはマサユが作ったバティックのサルンを履いていた。スロの予言したのがきっとこれだっ

たのだろう。ピウンが格闘の猛者であることはつとに有名で、しかも姿を消す術を心得ているという噂もあ

ったために、かれは鎖でがんじがらめにされてグロドッ監獄の独房に入れられた。スロはそこまでの扱い

を受けず、ふたりはそれぞれ別の独房に入った。 

 

その夜、スーキンシアが副レシデン公邸を訪れて調査結果を報告した。マサユグンジンの弟テジャがピ

ウンとスロに殺害されたのは事実であり、タングラン警察がふたりを捜索中だがまだ捕まっていない。 

すると副レシデンは朗らかな顔で言った。「ああ、そのふたりならグロドッ監獄に入っているよ。今から一

緒にグロドッへ行こう。」 

スーキンシアと副レシデンは馬車の中で、ピウンとスロに殺人を自白させようと話し合った。スーキンシ

アは策を弄した。 

 

ふたりは市警長官と刑務所長や看守たちに付き添われて、まずピウンの独房に向かった。鎖でがんじ

がらめにされて滅入っているピウンにスーキンシアが話しかける。 

「おい、ピウン。お前も馬鹿な男だな。何も自分の得にならないのに、主人のためにマサユの弟のテジャ

を殺したおかげでこんな目にあっている。そのことはスロがもう副レシデン閣下の前で自供したから、隠し

ても無駄だ。お前も閣下の前で罪を正直に告白すれば、閣下も罰を免じてやろうとおっしゃっている。」 

[ 続く ] 
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「黄家の人々（６１）」（２０２２年０８月２２日） 

スーキンシアには目算があった。テジャの姉、マサユグンジンが求められている証人の筆頭候補者にな

るだろう。かれはマサユへのアプローチを開始した。 

翌日、スーキンシアはチュルッのパサルバルにあるマサユ邸にやってきた。ところが、女主人に会いた

いとその家の使用人に求めても、この家の主人はタンバッシアであり、ババの許可がないと誰にも会わせ

られないの一点張りで、取次ごうともしない。その日は仕方なく引き返したものの、これは金を使うに限る、

とスーキンシアは考えた。 

次の日、別の使用人に金を渡して取次いでもらい、マサユが庭で会うことにしたので、スーキンシアは

花の咲きほこる庭園に案内された。ふたりは互いに自己紹介し、スーキンシアの上品な人柄と爽やかな

話しぶりに安心したマサユはかれの話に引き込まれた。 

同じ故郷であるプカロガンの話などをしたあと、スーキンシアは本題に入った。「ジャワの女性は自分の

兄弟姉妹に冷たいという欠点を持っていますね。」 

「そんな馬鹿な。」とマサユは否定する。 

「そうじゃありませんか、マサユ。ババを愛したために、はるばるとやってきた弟が殺されても、何もして

やらない。弟には何の罪もなかった。ババがかれに嫉妬したことがかれの一生を台無しにしたんですよ。」 

スーキンシアが何を知っているのか見当のつかないマサユは突っぱねようとした。 

「何のことをおっしゃっているのか、わたしにはよく分かりません。」 

「あっ、そりゃおかしい。自分が作って弟にあげた手作りバティックのサルンを殺した人間が履いていた

というのに、自分が考えたバティックの模様を忘れてしまうなんて。」 
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見る見るうちにマサユの顔色が変わり、両眼から涙があふれてきた。スーキンシアはマサユの反応に

気付かないふりをしながら続ける。 

「サトウキビ畑に埋められた弟の遺体に流す涙もなく、弟を敵視して殺させた男の接吻を受けるために

頬を与えているなんて・・・」 

マサユはしゃくりあげながら泣き始めた。 

「ああ、やっぱりわたしの想像した通りだったのね。弟には何の非もなかったというのに、ピウンが殺して

あのサルンを奪ったんだわ。何ということでしょう。でも、わたしがそれを知っていることがババに分かれば、

わたしも殺されるわ。ここにはわたしを守ってくれるひとがいないんですよ。」 

「警察があります。法律がその非道に罰を与えます。マサユ、あなたもその非道に立ち向かわなければ

なりません。あなたの弟を亡き者にした人間は罰せられなければならないのです。世の中の間違いを正す

ために、あなたも協力しなければなりません。それができるように、わたしがあなたを助けます。ぜひ決心

してください。」 

「ちょっと待ってください。もしババが戻って来れば、わたしも殺されます。」 

「いいえ、そんなことは起こりません。あの男は何人もの生命を失わせた張本人であり、二度と戻って来

ることはありえません。あの男の未来は絞首台に吊り下げられるだけなのだから。」 

「ニ三日、考えさせてください。」 

「いいでしょう。」 

スーキンシアは、必要な際の用心のために持っていなさいと言って百フローリン札を２枚マサユの手に

握らせてから、その屋敷を去った。 

 

翌日、タングラン警察は発見したテジャの遺体を検証させるためにマサユを招いた。スーキンシアに付

き添われてやってきたマサユは弟の変わり果てた姿を見て泣き崩れた。バタヴィア副レシデンもそれに立
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ち会うためにタングラン警察を訪れていて、マサユからたくさんの証言を得て口述記録書が作られた。

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６２）」（２０２２年０８月２３日） 

そこにはタンバッシアに不利な内容が満ちあふれていた。スーキンシアの働きによって一年以上前に起

こったテジャ殺害事件のほぼ全貌が明るみに出されたのだ。マサユはもうチュルッの自邸に戻る気持ちを

持っていなかった。あそこに住んでいればだれに殺されるかわからない。スーキンシアは怯え切っている

マサユをバタヴィアに移らせてかくまうことにした。 

 

この時期にはもう、殺人鬼タンバッシアの噂が世間に知れ渡っていた。世の中には、タンバッシアが絞

首刑になるようにとの誓いを立て、誓いが破れたら罰金を払うというようなことを行うひとびともあった。か

れらはきっとその賭けに勝つべく、一心不乱に縛り首を神に念じたにちがいあるまい。 

警察の取調べが再三行われたものの、タンバッシアはすべての容疑を否認した。法曹機構の中でタン

バッシアのひいきをする人間もいた。トウラン検事もそのひとりだ。この検事は取り調べに同席したとき取

調官の尋問に口をはさみ、この高貴で大金持ちの人物がそのような残酷な殺人を犯すはずがないではな

いか、と言った。その話を聞いた副レシデンはトウラン検事を呼びつけ、「検事は公正でなければならない。

あなたはピウンとスロの自供をその耳で聞いているではないか。どうして取り調べ中にあのような発言が

できるのか？検事は身を慎まなければならない。あなたの上に漂っている暗雲がいつあなたを包むか知

れないのだから、気を付けたほうがよい。」と警告を与えた。 

一方、タンバッシアと親しかった高官たちも副レシデンを訪れて、若気の至りによって起こった事件であ

り、かれは将来のある青年なのだから厳罰を与えず、このできごとを教訓にしてバタヴィアにとって有益な

人物に育つような方向性で対処してほしいと忠告するようなことも何度か起こった。 
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プカロガンのレヘントとラデンアユもタンバッシア事件の成り行きに心穏やかでなく、バタヴィアへ行って

諸方面にタンバッシアに対する刑罰の軽減を運動しようと考えて政庁に休暇を願い出た。それを知った華

人マヨールはすぐに政庁上層部に教えた。タンバッシアの姉がプカロガンのレヘントの妻である。重大犯

罪者の家族である地方高官が何をしにバタヴィアへやってくるのでしょうか、と。政庁上層部はプカロガン

のレヘントの休暇願を却下した。 

 

タンバッシアにも、長官公邸の外の世界で自分に関連するさまざまなできごとが起こっていることは噂

話や取調べの言葉の端々から推測できた。そして、自分を有罪に向けて追い込んでいる首謀者が華人マ

ヨールであることも十分に察しがついた。その憎しみが燃え上がったとき、かれは言った。 

「オレが外に出られたなら、次はあのマヨールを借金がらみで監獄に入れてやる。少なくとも、一歩も外

を出歩けなくしてやるからな。」 

タンバッシアとマヨールが既に食うか食われるかの関係に入っていたのは間違いあるまい。タンバッシ

アを絞首台に登らせることに努めたマヨールの動機はもちろん、単なる正義感だけだったとは言えないだ

ろう。だが、自分が食われそうになれば相手を食おうとするのも当然の反応ではあるまいか。 

ある日、マカウシアが２歳になるタンバッシアの息子をマヨールの邸宅に連れて来て、マヨールの前で

土下座させた。この幼な子に免じて父親を赦してくれというつもりだったのだろう。マヨールは相手をせず、

一言も言わないで家の奥に消えた。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６３）」（２０２２年０８月２４日） 

タンバッシアの犯罪を立証する情報や証拠がますます警察のファイルに増えた。それらをいくら示してタ

ンバッシアに自供させようとしても、タンバッシアは頑としてすべてを否認した。そんな硬直状態が続いて
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いる中で、実兄の命を救うためにマカウシアは腹心の者を送ってマヨールに頼み込んだ。「無罪にしてくれ

とは言わないが、死刑にだけはしないでほしい。死刑を免れるための運動資金として１０万フローリンを渡

すから、できるかぎりのことをしてもらえないだろうか。」 

タンバッシアを死刑にだけはしたくないという意志をもしもマヨールが示せば、判決の内容が違ってくる

可能性はもちろんある。頭領のマヨールひとりがそれを示せば、それが華人コミュニティの総意であるとい

うことになるのだから。ましてや金を積んで法曹関係者の間を運動して回れば、判決に手心が加えられる

ことも十分に期待できる。マヨールは冷笑しながら答えた。 

「ハハハハハ。やっとマヨールというものを認知してくれたようだな。これまで犯した悪行の数々を仲間だ

った者たちが警察に白状し、みんなから見捨てられ、逃げ場もなくなってにっちもさっちも行かなくなったら、

やっとマヨールに頼ることを思い出したのか。この役立たずのマヨールにそんなことをする力はない、と伝

えてくれ。」 

「そんなことはないでしょう。あなたは華人社会の統率者なんだから。」 

「そんなことを一度も認めたことのないタンバッシアにとっては、わたしは意味のない人間なのだ。今更

意味を持たせようとしても無駄なことだ。それが首尾一貫ということではないのか。マカウシアに伝えてくれ。

タンバッシアの罪状はすべてが明るみに出た。もはや救いを求めるすべはないと。」 

 

マヨールは、婿のスーキンシアを陥れようとしてタンバッシアが仕組んだウイ・チュンキ殺しに関する様

相がいまだに闇の中であることに不満を抱いていた。目撃者もいなければ関連する情報もまったく得られ

ていない。それはつまり、他の人間がまったく関与しない場所でかれらふたりがふたりきりでその狂言を演

じたことを物語っている。 

となれば、タンバッシアが自白しないかぎり、その犯行は闇の中に埋もれてしまう。拘留中のタンバッシ

アに口を割らせる方法をマヨールは考えた。タンバッシアがまだ会ったこともない人間を送り込んで、聞き

出させてみよう。それにうってつけの人間がいたぞ。あいつなら、この仕事をうまくやり遂げるかもしれない。 
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ソウ・ブンチエという男がいる。マヨール邸にしげく出入りして何やかやとマヨールの公務を手伝い、礼金

をもらって食っているような男だ。話術が巧みでひとを笑わせるのがうまく、普通の道化の数枚上を行く技

術を持っている。人間の要所をつかんでその相手を笑わせるために一芸演じるわけだから、頭の回転は

人並みをはるかに上回っているだろう。かれは昔からその才能で金持ち華人たちの心をつかみ、押しかけ

手伝い人になって暮らしを立ててきた。しかしタンバッシアとその関係者たちとは一度も関係を持ったこと

がない。マヨールはすぐに副レシデン公邸に向かった。 

副レシデンはマヨールのアイデアに積極的に乗った。市警長官に話を通し、ソウ・ブンチエを犯罪者とし

て長官公邸の留置部屋に入れたのである。その前にマヨールとスーキンシアが必要な情報をブンチエに

与え、タンバッシアを篭絡する秘法を教え込んだ。ブンチエはこのミッションをうまくやりおおせただろう

か？[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６４）」（２０２２年０８月２５日） 

ある日、タンバッシアの部屋に華人がひとり放り込まれた。蘇姓のその男は監視のオパスに毒づいた。

「ひとの悪口言っただけで、なんで留置されるんだ。スーキンシアって野郎はとんだ食わせ者だ。ウイ一族

の娘と遊んでるんだからな。それを言いふらしたら、マヨールがこんなことをしやがった。」 

その男が入って来たとき、タンバッシアはまったく無視していた。ところがスーキンシアの名前を聞いたと

たん、怒りが燃え上がった。それでも、タンバッシアはその男に近付こうとしなかった。男は口を開けばマヨ

ールを罵り、スーキンシアを嘲った。そんな日が三日ほど続き、タンバッシアの警戒心がゆるんできた。ふ

たりは話をするようになり、ブンチエの冗談にタンバッシアは声を立てて笑った。 

タンバッシアも自分の話をするようになったが、殺人に関わる話はなにひとつ出て来ない。ブンチエはタ

ンバッシアに自分をもっと信用させようと努めながら、辛抱強く時が来るのを待った。 
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親しくなったふたりはよく会話するようになった。ブンチエという男はよほど話し好きのようだ。あれこれと

自分の話をし、シアが自分の話をするようねだったりする。 

ある夜、就寝前のひとときにブンチエは女の話を始めた。「恥ずかしながら、実はわたしゃその方面にゃ

オクテでして、１８になるまで女を知らなかった。女のアソコがあんな風になってるなんて、はじめて見た時

にゃ驚きましたよ。で、それがまたひとりひとり違ってるでしょう。おまけにそこをいじると反応がまたひとり

ひとり違ってる。こんな素晴らしいものがこの世にあるなんて、想像もしてませんでしたよ。シアが女を知っ

たのは何歳でした？」 

そしてブンチエは自分の女遍歴を事細かに物語り、シアの感想を尋ねたりした。どこそこに住んでいた

女の身体はどの部分がどうで、どこをどうしたらこんなによがったなどという、いわゆる猥談が続いた。もう

何週間も女気から切り離されて独房暮らしを続けていたタンバッシアは女への欲望を強く刺激され、自分

が遊んだ女たちの思い出が次々によみがえってきてその夜は熟睡できなくなってしまった。 

 

翌朝、寝不足で鈍重になったタンバッシアを見て、ブンチエが心配そうに尋ねた。「シア、元気がないで

すな。何か心配事でもあるんですか？何でもわたしに言ってくださいよ。そうすりゃ、気が楽になる。」 

「ブンチエ、オレの話は世間でどんな噂になってるんだ？詳しい話を聞かせてくれ。オレの容疑は何だと

言ってる？」 

「シアは殺人容疑者ですよ。だけどね、シアほどの金持ちなら何も心配することはありませんぜ。バタヴ

ィア一番の腕利き弁護士が必ず全力をあげてシアの容疑を晴らすでしょう。わたしみたいな貧乏人とは違

うんだから。わたしゃスーキンシアの悪口を言っただけでここに放り込まれた。入れただけで取調べも何も

ありゃしない。これじゃ、いつ出してもらえるのかわかりゃしない。あの下司マヨールの奴め・・・・」 

ブンチエはマヨールを罵りながら涙をこぼす。その様子を見てタンバッシアは語り始めた。 

「あのプカロガンのチナ野郎はオレの一族の娘に手を出してオレを辱めたので、オレはあいつに思い知
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らせてやろうと考えた。だからその腹いせができる機会をうかがった。ところがその機会はなかなかやって

来ない。それでもっと巧妙な手を使う必要があることに気付いた。オレは頭脳をふり絞った。そして絶妙な

手段を考え出した。あいつを世の中から葬り去る絶妙な手段だ。ところが抜かりがあった。まさかあいつの

代わりにオレがこんな目に遭うことになろうとは夢にも思わなかった。なにしろ、生命にかわることだったん

だからな。」 

[ 続く ] 

 

「黄家の人々（６５）」（２０２２年０８月２６日） 

「本当にその通りだ、シア。あの悪辣なマヨールと婿の野郎はシアの容疑を重いものにするために、あ

ちこちうろつき回ってあれこれほじくり返していますぜ。で、そのシアの考えた絶妙な手段ってのは何で

す？聞きてえなあ。頭の良いシアが考え出したことなんだから、きっと余人の考えも及ばないものだったに

ちがいないでしょう。それを他の人間にやらせなかったんですかい？」 

「チエ、おまえは分かってないなあ。スーキンシアを懲らしめるあれをもしオレ自身がやっていなかったら、

オレは今でも自由の身であり、殺人事件なども闇の中に埋もれたままだったろうに。そしたら、オレはこん

な所に入れられることもなく、そしておまえとここで出会うこともなかったはずだ。」 

タンバッシアはそれだけ言うと、深いため息をついて黙り込んだ。ブンチエもつられてため息をつき、タン

バッシアに同調した。それも束の間、ブンチエはタンバッシアに語りかけた。 

「シアの素晴らしい考えって何でした？それをまだ聞かせてもらってませんぜ。」 

「オレがウイ・チュンキに毒を飲ませたんだ。」 

タンバッシアがそう言ったとたん、ブンチエは両手をあげてタンバッシアの話を押しとどめ、留置部屋の

ドアに近寄って外の気配を調べた。ブンチエのしぐさで一度口を閉じたタンバッシアは、ブンチエがうなず

いたので気楽に話を再開した。 
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「オレの絶妙なアイデアというのはこうだ。黙って毒入りケーキをウイ・チュンキに食べさせ、その後でお

まえは死ぬのだからこれからここへ呼ぶ市警長官と公証人にこう言えと教えた。『スーキンシアに飲まされ

た薬草アラッに毒が入っていた』と。 

残された妻子には５千フローリンの金を与えて立派な墓を作らせ、また暮らしも困らないようにオレが面

倒見るから何も心配しないでよいのだ。チュンキは約束通り、市警長官と公証人そして後から来た白人医

師にも同じことを言って死んでいった。もちろんオレもその金をチュンキの妻に渡して約束を果たした。 

この手であいつを絶対に葬り去ることができると思ったから、その日すぐに実行に移した。それが間違

いだった。あの日、あいつが自宅にいることを確かめないままそのアイデアの実行を始めてしまったんだ。

それがオレの運の尽きになった。あいつは何日も前からメステルのゴーホーチャンに泊まり込みで出かけ

ていて、あの日は自宅にいなかったんだ。おかげであいつをはめる罠にオレがはまってしまった。あいつと

マヨールはオレの古傷をほじくり返して、オレを葬ろうとしている。ああ、オレはここに拘留されていることに

耐えられない。」 

 

タンバッシアが語り終わると、ブンチエは咳払いを３回した。すると窓の端に市警長官と検事補が顔を出

した。ブンチエがそこへ入って以来何日間も、警察は交代で窓の下に隠れてタンバッシアがウイ・チュンキ

事件の真相を物語るのを待ち続けていたのだ。 

ふたりは留置部屋のドアから中に入って来て、タンバッシアに言った。 

「ウイ・タンバの自白をわれわれふたりははっきりと聞いた。リム・スーキンの供述とぴったり符合してい

る。あなたはもうウイ・チュンキ殺害事件を否認することができない。」 

タンバッシアは激しい驚きに包まれて、口を開いたまま何も言うことができない。目を見開き、全身が硬

直し、あぶら汗が浮かんだ。「ち・・が・・う・・」という言葉が喉の奥でかすかに聞こえたように思われたから、

市警長官はタンバッシアに言った。 

「おや、まだ否認するのかな。聞き分けのない人間は鎖でがんじがらめにしなきゃいけないようだ。」 
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[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６６）」（２０２２年０８月２９日） 

市警長官はそのまま副レシデン邸に報告に行った。一方、ソウ・ブンチエもすぐに市警長官公邸から解

放され、マヨールに報告するために帰って行った。マヨールは大喜びし、約束した成功報酬を全額ブンチエ

に与えた。 

タンバッシアがウイ・チュンキ殺しを自白したというトピックがバタヴィア中を駆け巡った。もちろん、タン

バッシアが語った通りの話がそこに添えられた。マカウシアの耳にもすぐにそれが聞こえた。思い余ったマ

カウシアはバタヴィア随一の腕利き弁護士でタンバッシアと親しかったメステルＡバックルをタンバッシアの

ために雇った。 

Ａバックル弁護士はタンバッシア事件がきわめて厄介な内容になっていることから、じっくりと方針を練ら

なければならなかった。だがこの弁護士は切り札を持っていたのだ。かれの実の弟であるＢバックル氏は

巡回裁判所の現職総裁だったのである。その切り札をあてにして、弁護士は４万フローリンでその仕事を

受けた。無罪判決を勝ち取ったら１０万フローリンを与えるとマカウシアは弁護士に約束した。 

 

タンバッシアが物語ったことを市警長官と検事補が口述記録書にまとめた。それにもとづいて警察はタ

ンバッシアの取り調べを行ったにもかかわらず、タンバッシアは頑としてその内容を否認した。 

警察側が必要とする情報と証拠品がほぼ揃ったと判断した副レシデンは、タンバッシアの身柄をグロド

ッ監獄に移した。タンバッシアはそれを喜んだ。監獄に入れば、タンバッシアもワンノブゼムになる。市警長

官公邸で厳重な監視下に置かれ、外界との通信が一切禁止されていた状態は、監獄に入ったことで消滅

した。 
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警察は監獄長に対し、タンバッシアが外部と通信することを禁止するよう命じたものの、金の威力には

勝てなかった。タンバッシアの書いた手紙を看守長自身がトコティガの邸宅に届けに行ったのだから。 

 

タンバッシアはときどき馬車でプチナンに行くという話をする者もいた。ぴったりと幌で覆った馬車に入り、

御者の他に男がひとりだけ付いたその馬車は時おりトコティガに向かう。トコティガの邸宅にある金庫を開

いて現金を取り出し、監獄内での暮らしをできるだけ昔のようなものにするために使う必要があるのだから、

囚人が外を出歩くことも避けられないものになっていたようだ。 

タンバッシアはグロドッ監獄に何カ月も拘留された。その期間、監獄内は時ならぬ好景気に沸き立った。

タンバッシアは数万フローリンの金をその期間監獄内で費やしたのだ。監獄の上級職員から下っ端看守

に至るまで、突然みんな金回りが良くなったのである。タンバッシアが監獄から自宅に現金を取りに行くと

いう訳知りの話を信じさせるのにその現象は十分すぎるものだった。 

 

警察と検察は協力して、ついに起訴状を巡回裁判所に提出した。それに関連してマヨールは、巡回裁

判所総裁とタンバッシアの弁護人に雇われたＡバックル氏が実の兄弟であることに不安を抱いた。タンバ

ッシアをここまで追い込むのにたいへんなエネルギーと金を使ったのだ。タンバッシアが死罪を免れたなら、

必ず逆襲してくるだろう。法廷で弁護人と判事につるまれたら、最悪の事態に至らないとも限らない。 

まずは裁判所に冷水を浴びせかけることだと考えたマヨールは、総督庁の高官たちに公正な法の運用

に関する不安を吹き込んだ。いきなり、総督庁の巡回裁判所総裁に向ける目が白くなった。 

兄と総督庁の板挟みにあって居心地の悪さを感じ始めたＢバックル氏は、タンバッシア事件を扱うのを

やめようと考えた。自分は休暇を取ってヨーロッパに行き、タンバッシア事件の審判が終わってから戻って

来ることにして、総督に休暇願を出した。ところが総督はそれを承認しない。「あなたは法の正義を実行す

ればそれでよいのだ。万人が納得できる判決を下すだけでよい。仕事を捨てて逃げ出すほどのことではな

いだろう。」と総督に言われて、Ｂバックル氏は諦めた。起訴状を詳細に検討した上で世間が望む判決を
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下すしかないことをかれは悟ったのである。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６７）」（２０２２年０８月３０日） 

タンバッシアをひいきする高官や商店主たちが、今度はＢバックル氏を訪れて昔副レシデンにしたのと

同じことを裁判所総裁にした。タンバッシアは将来のある青年であり、バタヴィアに有益なことができる男

だ。軽い罰にして、それを務めあげた暁にはまた世の中に復帰して役立つことをしてもらおう。総裁はそん

な高官がやってくるたびに、できるだけあなたの意向に沿うよう努力しましょうと返事した。 

兄のＡバックル氏もやってきて、タンバッシア事件に関する種々の情報を弟に与え、できるだけ軽い判

決にしてくれと依頼した。決して死罪にはしないようにと。それに対しても総裁は色よい返事をした。兄はた

いへん喜んだ。これで雇い主に対する自分の顔が立つ。かれは１０万フローリンがもう自分の手に入った

ような気になった。 

 

ほどなく、巡回裁判所でウイ・タンバッシア事件の裁判が始まった。第一被告ウイ・タンバ、第二被告ピ

ウン、第三被告スロ、弁護人Ａバックルの四人が被告席に着き、３０人を超える証人も一堂に会した。起訴

状がオランダ語で読み上げられて、すぐにムラユ語に翻訳された。 

裁判長の座に着いた総裁がタンバッシアに尋ねる。「ジラキンに住む鄭姓のワルン店主を殺害するよう

命じたか？」タンバッシアは否認した。 

リム・セーホーが証言台に上がって証言した。宣誓してから、質問に答えてこう述べた。 

「自分はそのシンケの妻のリーシーとタンバッシアの中を取り持ち、タンバッシアはリーシーを夫から取

り上げて自分のものにした。仲介の報酬として自分に５千ルピアをくれた。しばらくしてそのシンケは姿を

消した。リーシーに関してタンバッシアがその夫に嫉妬し、配下の者に殺させたということを自分は聞いて
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いる。」 

 

次の証人としてリーシーが証言台に座った。かの女はこう語った。 

「わたしの前の夫が嫉妬のために殺されたのは本当です。タンバッシア自身がわたしにそう言ったので

すから。」 

タンバッシアはリーシーから顔をそむけた。自分が養ってやった女がその恩を踏みにじっている。・・・か

れの胸中は煮えくりかえっていたにちがいあるまい。 

クヘニウス副レシデンは、シンケの遺体が小さい林で発見され、骨に鋭利な刃物で付けられた傷があっ

たことを陳述した。 

ピウンとスロが証言台に立たされた。最初ふたりは殺したことを否認した。すると刑務所で副レシデンと

スーキンシアおよびトウラン検事が作成した口述記録書が読み上げられた。ふたりはそれで観念したらし

く、主人タンバッシアの命令でシンケとテジャを殺害したことを認めた。 

自分が信頼していたふたりのチェンテンが自分に対する忠誠心を簡単に放棄したことにタンバッシアは

強いショックを受けた。かれはふたりを軽蔑した。 

 

裁判長は第一被告に次ぎの質問をした。「プカロガンから上京して来たジャワ人のテジャを殺害するよう

に命じたか？」タンバッシアは否認した。 

 

証言台に座ったマサユ・グンジンは物語った。「タンバッシアはわたしの弟のテジャに嫉妬してピウンと

スロに殺害を命じ、弟はふたりに殺されました。そのとき弟が履いていたバティックのサルンはわたしが描

いたものです。ピウンがそれを取り上げて自分のものにしました。証拠品としてこの法廷に置かれている

サルンがわたしの作ったものです。」 
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自分が心底愛したマサユが自分に不利な証言をしたことに、タンバッシアは怒った。タンダッ踊り娘の身

から引き上げて大奥様の暮らしを与えてやったというのに、このオレに反抗してオレを陥れようとしている。

オレが養ってやった女たちは、忠誠心のかけらも示さないでオレの破滅に手を貸している。女というやつ

はこんな生き物だったのか・・・ 

[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６８）」（２０２２年０８月３１日） 

裁判長は第一被告に尋ねた。 

「ピウンとスロの証言は聞こえただろう。シンケとテジャの殺害をふたりに命じたことをウイ・タンバは認

めるか？」 

「いいえ、わたしがピウンとスロに誰かを殺せと命じたことは一度もありません。」 

華人マヨールのタン・エンコアンが証言台に上った。マヨールはこう証言した。 

「ウイ・タンバがヴェルテフレーデンの市警長官公邸に留置されていたとき、クチルという名の警察オパ

スに依頼して自分の弟のウイ・マカウにステッキを届けさせようとしました。しかしそのステッキがマカウの

手に渡る前にわたしの部下がクチルを捕え、わたしとクチルは副レシデン閣下の前に出頭しました。副レ

シデン閣下がそのステッキを綿密に調べたところ、ステッキの中に仕込まれていた紙が発見されました。

その紙には、ウイ・タンバがマカウにあてて書いた通信文がありました。それらは証拠品として、この法廷

内に置かれています。」 

続いて裁判長はクチルと言う名のオパスを証言台に座らせた。クチルは言った。「ウイ・タンバはわたし

にステッキをマカウに届けるよう依頼し、その謝礼として５０ルピアをくれました。」 

裁判長は第一被告に向かって言った。 



西祥郎著 ヌサンタラのアジア人たち 

193 

「先ほど被告はピウンとスロに殺害を命じたことは一度もないと証言した。ところがピウンとスロを逃亡さ

せるよう弟に依頼する手紙をステッキの中に隠して届けさせようとした。そのようなことをした理由は何な

のか？」 

タンバッシアは何も言わない。すると裁判長はステッキの中に隠されていた、タンバッシアの署名のなさ

れたマカウ宛の手紙を示した。タンバッシアは答えた。 

「こんなものを書いたおぼえはありません。」 

 

裁判長は次の質問に移った。「第一被告ウイ・タンバはウイ・チュンキに毒を盛ったか？」 

タンバッシアは確信に満ちた声で答えた。 

「リム・スーキンがウイ・チュンキに毒を飲ませたのです。ウイ・チュンキは死ぬ間際に公証人・医師・ポ

アマン市警長官にそのことを語っています。ウイ・チュンキは薬草アラッをコップに２杯、飲むよう強いられ

ました。その中に毒が入っていたのです。」 

スーキンシアが証言台に立って陳述した。 

「ウイ・チュンキが毒殺された当日、わたしはバタヴィアにいませんでした。その日の２日前からわたしは

メステルのゴーホーチャンの社屋内に泊まり込んでいました。アトン検事も毒殺当日の昼前にゴーホーチ

ャンの社屋を訪れて、わたしがそこにいたのを見ています。」 

ゴーホーチャンのオーナー５人とアトン検事がそれぞれ証言台に立ち、スーキンシアの証言が間違いな

いことを証言した。クヘニウス副レシデンがその証言の正しいことを証言した。かれらは華人マヨールと一

緒に副レシデン公邸を訪れてリム・スーキンがその日バタヴィアの自宅にいなかったことを証言し、自分が

その口述記録書を作った。先ほどのかれらの証言はその時の口述記録書の内容とぴったり一致している。 

 

ポアマン市警長官、副検事、ソウ・ブンチエが証言台で述べた。 
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「ヴェルテフレーデンの市警長官公邸の留置部屋に拘留されていたとき、自分がウイ・チュンキに毒を

盛ったとウイ・タンバがみずから話しました。それは自分の強敵であるリム・スーキンを陥れるためであっ

たが、リム・スーキンがその日バタヴィアにいるかいないかを調べないまま実行に移したことが手抜かりに

なり、自分が作った罠に自分が落ちたことが残念だと後悔の念を表明しました。」 

そしてそのとき作られた口述記録書が被告席に向けて読み上げられた。しかしタンバッシアは頑なにそ

れを否認した。自分はそんなことをブンチエにしゃべっていない。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（６９）」（２０２２年０９月０１日） 

ウイ・チュンキの未亡人であるアンシー夫人は証言台に就いて、震える声でとぎれとぎれに物語った。

「あの日の夕方、タンバッシアの使用人リー・キンシエンがうちに来て、わたしの夫がリム・スーキンに毒を

飲まされて死んだことを告げました。遺体はバタヴィア公立病院で検死を受けていると言い、タンバッシア

が良い墓を作って弔ってやるようにと言ってこの金をくれたとわたしに５千ルピアもの大金を渡しました。」 

アンシー夫人はただ緊張しているだけでなく、熱病に罹っている様子だったので、裁判長は夫人に今す

ぐ帰宅するように勧め、夫人は早々に法廷を後にした。 

続いてリー・キンシエンも、あの日タンバッシアに命じられて５千ルピアの金を渡すためにウイ・チュンキ

の家を訪れた、と証言した。 

 

裁判長は再びタンバッシアに質問した。ウイ・タンバはウイ・チュンキを毒殺したことを認めるか？タンバ

ッシアの同じ言葉がまた聞こえた。「わたしはそんなことをしていません。」 

「自分がウイ・チュンキを殺していないのなら、ただ葬式を出すために５千ルピアというまったく不釣り合

いな大金を何のためにその妻に与えたのか？その金額は市警長官公邸留置部屋でソウ・ブンチエに自ら
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話した金額と一致しているではないか。」 

タンバッシアは何も言わなかった。顔色が青ざめていた。 

こうして、予定されていた証人喚問は一通り終了し、その日の公判は終わった。タンバッシアが何を行っ

たのかについては証人たちの言葉からすべてが明らかになったものの、タンバッシア自身はそれらを何ひ

とつ認めず、徹頭徹尾否認し通した。あとは判事団が協議して判決を定めることになる。 

 

数日後、巡回裁判所でウイ・タンバ事件の判決公判が開かれた。三人の被告と弁護人が被告席に着い

た。証人は検察側と弁護側にとって重要な者だけが招かれた。Ａバックル弁護人の最終弁論は長大なも

のになった。実に多くの証言の内容が互いに食い違っており、ウイ・タンバにかけられた容疑は適正なも

のでない。本法廷はそれらの不適正な容疑を拒否し、被告をすべての容疑から解放するようにしていただ

きたい。 

しかし裁判長は「ウイ・タンバの容疑事実は多くの証言から明白になった。食い違っていた証言はひとつ

もなく、すべて整合性がとれていた。よって、弁護人の要請は却下する。」との応答を返した。弁護人はそ

の言葉に怪訝な表情を浮かべた。 

 

そして裁判長は判決文を読み上げたのである。ウイ・タンバとピウンには死に至るまで首を吊る方法に

よる死刑、スロには無期の流刑で死ぬまで鎖をはずしてはならないという刑罰が与えられた。 

被告三人が驚きと強いショックを受けたのは明らかだったが、弁護人もまるで自分が死刑判決を受けた

かのように感じたらしい。かれは弟が約束に背いて死刑判決を出すなど予想だにしていなかったのだから。

驚き余ってＡバックル氏は急性の咳の病いに陥り、吐血したという話だ。 

判決の噂は瞬く間に全バタヴィアに流れ、実にたくさんの市民が狂喜乱舞した。プチナンでは華人オフ

ィサーたちがこぞって祝杯を挙げたそうだ。 
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警察にはブラックメールが押し寄せた。中に、タンバッシアは死刑囚房で毒を飲む計画を立てているか

ら、厳重に見張って無事吊るし首を実現させなければ警察は大恥をかくぞ、という内容のものが少なくな

かったため、グロドッ監獄はたいへん厳重な監視体制を組んだ。タンバッシアの飲食物はすべて、刑務所

医師が毒の有無をチェックした。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（７０）」（２０２２年０９月０２日） 

タンバッシア側は上級裁判所への上訴を行ったが、最上級レベルでの審判も巡回裁判所の判決を支持

したため、その道は既に閉ざされてしまった。だがまだ手段はある。総督に特赦を願い出る道だ。ところが

総督までもがタンバッシアの嘆願を却下した。こうしてタンバッシアが死罪から免れる道はすべて閉ざされ

てしまった。 

世間では、もしも前の総督がバタヴィアに残っていれば、タンバッシアは死刑を免れていただろうと噂し

た。なぜなら１８５１年から５６年まで任期を務めたダイマー・ファン・トゥイスト第５１代総督はタンバッシアと

なじみの間柄だったのであり、人情として罰を一等減じさせるように取り計らうのに吝かでなかっただろうこ

とはだれにも大いに推測できたのだから。 

その総督がオランダに帰国し、新任のシャルル・フェルディナン・パユ第５２代総督が後継したばかりの

時期がそのころであり、タンバッシアは新総督と親しくなる前に犯罪者の立場に落ちてしまったのだから、

個人的ななじみのないタンバッシアという殺人鬼の嘆願を受け入れるような人情を新総督が持っていなか

ったのも無理はない。タンバッシアにとってこれほど不運な巡り合わせはなかったにちがいあるまい。新総

督は、プカロガンのレヘントやバタヴィアのオランダ人商店主たちが請願したウイ・タンバの刑罰一等級軽

減をもすべて拒否した。 

 

いよいよ、処刑の日がやってきた。最期の夜を刑務所内の独房で孤独に過ごしたタンバッシアは、斬鬼
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の念にあおられて熟睡できなかったようだ。勧善懲悪の実現を望んだ人たちは被害者の幽鬼が復讐の最

期の機会をたよって全員集合し、恨みつらみを加害者に思い知らせたために熟睡できなかったのだと考

えたかもしれないが、それはタンバッシアにその夜の体験事実を尋ねる以外に知りようのないことだろう。

よしんば、タンバッシアがその問いにどう答えたにせよ、それが本当か嘘かを判定する術もない。タンバッ

シアの死なんとする、その言や善しと果たして言い切れるだろうか？ 

刑務所内で午前５時の起床時間を知らせる鐘が響いた。バタヴィアの街のあちこちでも、そこここの鐘

の音がいつものように聞こえた。タンバッシアに残された時間は矢のように去って行く。突然、独房の扉が

開かれ、数人のオパスを従えて監獄長と市警長官が入って来た。タンバッシアは全身白ずくめの服装に

するよう命じられた。 

 

その日は早朝から、たくさんのバタヴィア市民がバタヴィア市庁舎前の広場を目指して四方八方から集

まってきた。社会の敵、ウイ・タンバッシアの公開処刑を見るためだ。刑務所にほど近いモーレンフリート

沿いの大通りでも、人波が北に向かって流れた。その雑踏が刑務所の中にまで聞こえて来た。 

大勢の市民は見世物の見物気取りでやってきたのだろうが、広場に着いたひとびとはいつもの公開処

刑とがらりと雰囲気が違っているありさまに驚いて、気を引き締めた。 

絞首台が設置された市庁舎前広場は厳戒態勢に包まれていたのだ。首都防衛軍の一個小隊が完全

武装でやってきて絞首台を取り巻いている。プリブミ官吏の一団もやってきて、兵隊と一緒に二重の輪を

作った。 

総督から植民地軍に対して、厳戒態勢の指令が発せられていたのである。首都防衛軍は兵営内で即

時出動可能な態勢で待機すること。総督がそんな指令を出したのは、タンバッシアが大地主になっている

土地のひとびとが絞首台から大地主様を奪い取る計画を立てているという情報や、タンバッシアの生死に

かかわらずその身柄を奪って旗印にし、ジャワのレヘントたちが植民地体制に反抗して武装蜂起する恐

れがあるといった見解が総督庁に入っていたのだから、総督が最大限の対抗措置を準備させたのも当然

のことだった。[ 続く ] 
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「黄家の人々（７１）」（２０２２年０９月０５日） 

タンバッシアの一家は処刑後の遺体を引き取る許可を求めたが、承認されなかった。遺体は処刑後た

だちに行政側によって埋葬されなければならないとの命令が下されて、棺桶と葬儀用の諸道具が絞首台

の傍に用意されたのである。 

 

市庁舎前広場に近付くのがたいへんになっているために諦めたのか、たくさんのひとびとが監獄前にも

集まって来た。タンバッシアの最期の姿をそこで見ようとしているのだろう。 

監獄長と市警長官に伴われて出門してきたタンバッシアは、全身白ずくめの姿で囚人用馬車に乗った。

白の上着はボタンまで白で、頭には白い中国帽をかぶっている。かれは沈鬱な表情をしていたが、しっか

りした足取りで平然と馬車に入った。もうひとりのピウンは鎖でがんじがらめにされたまま刑務所内で暮ら

していたために痩せ衰えて歩くことすらできなくなっていたので、オパスたちに担がれて馬車に乗せられた。 

 

市庁舎前広場はひとで一杯になっていたため、囚人護送馬車は広場の端から中に入れない。死刑囚と

護送人の一行はしかたなく馬車を下りて、人ごみをかき分けながら絞首台に進んだ。絞首台を囲んでいた

兵士たちがその通行に便宜をはかった。タンバッシアはしっかりした足取りで周囲を睥睨しながら進む。か

れの顔に恐怖や畏怖の表情を読み取ることはできなかった。 

絞首台の前に達すると、裁判所がかれらに下した死刑判決が再度読み上げられ、首都防衛軍ラッパ鼓

隊がファンファーレを奏した。処刑執行の立ち合い人になった政庁高官たちが帽子を取ってふたりに敬意

を表すると、タンバッシアはそれを受けてかれらにうなずいて見せた。 

死刑執行人とその助手がピウンに手を貸して絞首台に登らせ、タンバッシアはだれの支えも受けずに
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自分から階段を登った。恐怖に身体が震えているピウンと、平然としたタンバッシアの姿が絞首台の上で

並んでいる。タンバッシアこそが男の中の男だというささやきが群衆の間に広がった。 

 

まずピウンが吊るされた。身体がたいそう弱っていたというのに、かれが完全に息絶えるまでには１０分

もの時間が必要とされた。検死の医師がピウンの身体を調べて死の確定を表明し、ピウンの遺体は地面

に下ろされた。 

表情も変えずにピウンの死を傍らで黙って見ていたタンバッシアは、ピウンが下に降ろされたあと、綱が

また引き上げられて次の処刑の準備が整ったのを見て、絞首台の前方中央に進んだ。帽子を片手で取っ

て上に挙げてからうなずき、集まっている群衆に敬意を表した。そしてかれは決別の辞をはっきりした声で

世の中に叫んだ。「１５年経てば、ウイ・タンバはまたよみがえる！」 

その声明は、自分をこんな目にあわせた敵たちにかれのまだ幼い一人息子が成人してから復讐するこ

とを予言するものだったのだろうか、それともその一人息子に託した願いだったのだろうか？ 

 

死刑執行人が輪をタンバッシアの首にかけると、タンバッシアはこうささやいた。「オレのポケットに５０ル

ピア札が一枚入っている。おまえの労賃として用意した。だから、オレの死を早めようとして乱暴なことをし

ないようにしてくれ。」 

タンバッシアが吊り下げられると、執行人はそこからちょっと離れてただ成り行きを見守るだけだった。

つまり吊り下げられたタンバッシアの足を引っ張ることをしなかったということだ。足を引っ張るという表現

の元来の語義は、現代日本語からすっかり忘れ去られているように見える。[ 続く ] 

 

 

「黄家の人々（終）」（２０２２年０９月０６日） 
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処刑執行関係者と数千人の群衆の目は、この希代の大悪党に刻一刻と死が訪れのをじっと見守り続

けた。それはピウンの時よりもっと長かっただろう。検死の医師がタンバッシアの死を判定し、遺体は地面

に降ろされた。棺桶が運ばれてきて、タンバッシアの遺体はそこに納められ、埋葬儀式を行うひとびとと一

緒に馬車に乗せられた。護送の騎馬警官隊に囲まれてスンティオンタンジュンの墓地に運ばれることにな

っていたが、市庁舎前広場の群衆が減るまで身動きが取れなかったのではないだろうか。 

武装蜂起も奪取作戦も、まったく根も葉もない話であったことがこれで明らかになった。何千人という市

民がふたりの人間の死を見るために集まっただけのことだったのだ。こうしてウイ・タンバッシア事件は幕

を閉じた。１５年経ってから、タンバッシアの一人息子が父親の期待に沿ったかどうかはよく分からない。 

刑事犯罪事件でなくても、経済活動にからんで人間の闘争は果てしなく起こるのが人間社会の常だか

ら、何かが起こったかもしれない。しかしそんなことが文書になって残る可能性は稀有だろうから、われわ

れには知る由もあるまい。 

 

一方、タンバッシアの生活の中に密着した女たちは、世間の男たちから引く手あまたになった。なにしろ

美しくて、性格も男の気に入るタイプであり、おまけにババシアからたっぷりと財産を持たされたのだから、

奪い合いの起こらないはずがないだろう。 

タンバッシアの正妻になったシム家の娘は、ボゴールに住むリー・インリーがグナグナにかけて妾にし、

パサルミングに住まわせた。その後、ババリーが中国に錦を飾るために帰国したときに付いて行き、タン

バッシアの一人息子が成人して結婚するときにバタヴィアに戻って来た。 

若い時期のタンバッシアに愛された舞台役者のボタンは、ババシアが処刑されたあとの数年間、シアの

霊がときどきかの女に入って語りかけたそうだ。 

「オレは帰りたいのだが、扉がどこにあるのかまだ見つからない。探していても、邪魔する奴がいっぱい

いて、思うにまかせない。」 

タンバッシアはそんなことをボタンに語ったという話だ。こうして１９１５年にスマランで出版されたウイ・タ
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ンバッシアの物語は完結した。 

 

ウイ・セの子供たちの中で、人物像がまるで分からないのが末っ子のマカウシアだ。ウイ・セ物語には

生まれたばかりの赤ちゃんとして出て来るだけ、タンバッシアの物語にもほんのわずかな場面にしか登場

しない。 

ウイ・ギョックンと名付けられたマカウシアの息子が１８９４～１８９９年にメステルコルネリスのカピタンチ

ナを務め、そのあと１８９９～１９０７年にタングランのカピタンチナに就任した。かれは１９１２年にバタヴィ

アで没した。誕生年は不明だ。 

ギョックンは１８９３年に現在のタングラン県ティガラクサとポンドッコサンビの私有地を買い取って地主

になった。 

ギョックンはふたりの息子を残した。キムチャンシアとキムコアンシアという名前だ。かれらが１９１９年に

商事会社 N.V. Handel Bouwen Cultuur Maatschappij Soen Lie を興した。農園経営とゴムの通商がその会

社の主体事業だった。１９５６年、インドネシア共和国の国家方針に従ってその会社は PT Tigaraksa に社

名を変えた。オーナーの姓もウイからウィジャヤに変わった。だがウイという音はウィとしてそこにしっかり

残されている。 

１９８８年に PT Tigaraksa Satria という株式会社に変身したこの会社は現在も、コンシューマープロダク

ツや教育関連分野など諸方面に渡る事業を全国ネットワークに乗せて行っている。[ 完 ] 


