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「マレーはムラユに非ず（１）」（２０２１年０５月１９日） 

 

英語 Malay の語源は、ポルトガル人が呼んだ Malaio をオランダ人が Malayo と表記し、イギ

リス人がそれを受けてマレーMalay とした、という説明がネット内の英語記事に見られるが、そ

れらすべての根源はムラユ語のマラユ Malayu あるいはムラユ Melayu であることに変わりは

ない。 

更に、melayuあるいは malayuの語源は lajuに接頭辞 me-を冠したもので、その意味は「速

進する」であって、河の奔流や急流を示しているという説明に至る。しかしラジュがどうしてラユ

になったのかについての説明はどこにもない。 

一方、ムラユのラユ layu とはラジュから変化したものでなくて、元来「低い」を意味するラユ

がそのまま使われており、自己を低めて相手を高めるという、社会生活における謙譲の精神

が豊かな、文明化した種族であることから来たという説もある。 

 

しかし他にも種々の語源説があって、われわれはこの複数の真実を受け入れざるを得ない

ようだ。元々、言葉というのはある場所である数人の人が作ったとしても、その言語コミュニテ

ィが受容するかどうかというプロセスを経なければ確立されないものであるため、複数の場所

で複数のグループが異なる理由で作った言葉がたまたま同じものであったら、その語源は複

数になる可能性が高い。人間の集団が行うことに単一の理由付けをしようとするひとびとは、

現代教育の弊害である「正解はひとつだけ」という観念主義に精神の視野を狭められた犠牲

者かもしれない。 

人類文明の発展というものが、どうも歴史の中のある段階で方向性を狂わせ、人類社会全

体の善を追及すればするほど、個々の人間を矮小化する傾向を強めているようにわたしには

思われる。余談はさておき： 

◎ヒマラヤ説： Himalayaの Himaは雪を指し、alayaは場所を意味していて、雪のある場 

所・涼しい場所を意味する言葉から Hiだけが脱落した。 

◎山の町説： 山を意味する Malaiyurに町 puraが組み合わさった Malaiyur-puraが、そのう

ちに言葉の一部だけが発音されるようになってマラユになった。 
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◎国の起こり説： Mala は mula の訛化音であり、yu は negeri を意味する言葉であるので、

始まりの国という意味で Malayu と呼ばれた。 

ジャンビ州バタンハリ Batang Hari河の河口に興った古代の国がマラユであり、西暦紀元６７

１年に義浄がインドのナーランダに赴く途中でスリウィジャヤの王都に半年間滞在し、そこから

マラユに移って２カ月滞在したとき、マラユはスリウィジャヤの支配を受けない独立国であった。

ところが義浄が廣東に戻る帰途にマラユを再訪した６８５年ごろ、マラユはスリウィジャヤの支

配下に落ちていたという話にからめると、次のようなストーリーが想像できそうだ。 

最初、マラユ族がバタンハリ河の河口に王国を作ったあと、王家の一部が分かれてパレン

バン Palembang のブキッシグンタン Bukit Siguntang に王宮を構え、スリウィジャヤ王国を称し

た。そうなると、本家の王国が「こっちが始まりなのだ」と主張する必然性が生じるのは納得で

きる。 

代を重ねるうちに分家のスリウィジャヤ王国が隆盛を極め、マラッカ海峡の支配に乗り出す。

本家であるマラユ王国を分家が呑み込むことを遠慮したためか、マラユ王国はある時期まで

独立を維持していたものの、海峡の完ぺきな支配のためにはそんな礼節に構っていられない

とスリウィジャヤが自覚したのか、それとも別の何らかの事情が発生したのか、スリウィジャヤ

はマラユを屈服させて支配下に置いた。 

 

マラユ族は昔から王都を河畔に設けることを慣習にしていた。その一番古いと考えられるマ

ラユ王国が王都を置いたバタンハリ河は流れが速かったためにムラジュと呼んでいたのがム

ラユという国名になった、とムラユ出身の歴史学者は書いている。 

語源がどれであれ、マラユの名称はスマトラ島バタンハリ河が本源であるのは間違いない

ようだ。マラユ族はスマトラ島南部・マラヤ半島・リアウ＝リンガ諸島・西カリマンタン・ボルネオ

島北部一帯にまで広がって、それらをマラユの地にした。ところが世界でも有数の大規模な民

族と思われるマラユ族の領域が、当人たちの意識は別にして、現代世界でひとつの単位とさ

れていないのである。これではまるで、クルド族のようではないだろうか。[ 続く ] 
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「マレーはムラユに非ず（２）」（２０２１年０５月２０日） 

 

ちなみに、スマトラとカリマンタンのムラユ系種族は、マレーシア語ウィキによればつぎのよ

うな膨大な数にのぼる。 

[スマトラのムラユ系種族] 

Melayu Tamiang - dari Aceh 

Melayu Palembang 

Melayu Bangka Belitung 

Melayu Deli - Sumatra Utara 

Melayu Langkat - Sumatra Utara 

Melayu Asahan - Sumatra Utara 

Melayu Mandailing - Sumatra Utara 

Melayu Riau 

Melayu Riau Kepulauan 

Melayu Bangka Belitung 

Melayu Jambi 

Melayu Bengkulu 

Melayu Tengah 

Suku Minangkabau (muslim) - dari Sumatra Barat 

Suku Lampung (muslim) - dari Lampung 

Suku Kerinci (muslim) - dari Jambi 

Suku Talang Mamak (non muslim) - menduduki tepian sepanjang Sungai Indragiri 

Suku Sakai (non muslim) - nomaden di pulau Sumatra 

Orang Laut 

Suku Rejang (muslim) - dari Bengkulu 

Suku Serawai (muslim) - dari Bengkulu 

Suku Pasemah (muslim) - dari Sumatra Selatan 

Suku Saibatin - dari Lampung 

Suku Pepadun - dari Lampung 

Suku Lubai (muslim) 
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Suku Rambang (muslim) 

Suku Melayu Batin (muslim) - dari Jambi 

 

[カリマンタンのムラユ系種族] 

Melayu Pontianak (muslim) 

Melayu Sambas (muslim) 

Melayu Bengkayang (muslim) 

Melayu Kapuas Hulu (muslim) 

Melayu Kayong Utara (muslim) 

Melayu Ketapang (muslim) 

Melayu Kubu Raya (muslim) 

Melayu Landak (muslim) 

Melayu Melawi (muslim) 

Melayu Mempawah (muslim) 

Melayu Sanggau (muslim) 

Melayu Sekadau (muslim) 

Melayu Sintang (muslim) 

Melayu Singkawang (muslim) 

Melayu Kotawaringin (muslim) 

Saq Senganan (tergolong daripada suku Dayak Iban yang sudah masuk Islam) 

Suku Maanyan (non muslim) 

Suku Baraki 

Suku Bakumpai 

Suku Kedayan (muslim) dan Melayu Brunei (muslim) 

Suku Banjar (muslim) dan Suku Bukit (non muslim) 

Suku Kutai (muslim) dan Haloq (tergolong daripada suku Dayak Tonyoy-Benuaq yang  

            sudah masuk Islam) 

Suku Berau (muslim) 

Suku Bulungan (muslim) 

Suku Paser (muslim) 

Suku Tidung (muslim) 

Suku Suluk (muslim) 
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[その他] 

Bugis 

Betawi 

[ 続く ] 

 

 

「マレーはムラユに非ず（３）」（２０２１年０５月２１日） 

 

現代世界でマラユが地名に使われているのはマレー半島だけであり、つまりはマレーシア

だけがマラユを地名として名乗っているという状態になっている。どうしてこうなったのかと言え

ば、オランダがマラユを地名として使わなかったことに加えて、独立インドネシア共和国もあえ

て地名をムラユに変えることをしなかったから、あたかもマレーシアだけがムラユであるという

印象を世界に与える結果になった。 

イギリス人にとってのマレーとはマレー半島のことであって、マラユという語が示す本来の意

味ではない。つまり英語の Malay とは Malay Peninsular のことを指していて、その地は現実に

もっと広大なマラユの地の一部分でしかないのだ。イギリス人にとって、自分たちに関りのある

マレーとはマレー半島だけなのであり、いくらスマトラ島やボルネオ島に同じマラユ文化を持つ

マラユ族が住んでいても、北ボルネオ以外はオランダの領域であって、オランダ人（あるいは

独立後のインドネシア人）が使う地名に従うのが当然の姿勢になる。そうなると、英語マレーの

語源はマラユであっても、実用面における意味内容は異なっているということになる。 

つまりイギリス人は Malay という言葉で地名においてはマラヤ半島、人間を指す場合はマラ

ヤ半島および周辺の島々に住む土着民だけを指し示すことを英語の中でした。かつてイギリ

ス人が英語の中で行ったこの観念は、イギリスの国益に関わる部分がマラヤ半島とボルネオ

島北側だけだったのだから、それはそれで自然なことだったに違いあるまい。 

そのイギリス人が持った視野の中では、マレーの語源であるムラユに含まれている人間と

文化に関わる地域の観念が切り捨てられている。ところが文化人類学的な内容に関してマレ
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ーの語義を説明するとき、ムラユ語の内容をマレー語として説明せざるを得なくなった。マレー

語はスマトラ島やカリマンタン島の一部で土着民の母語になっているのだから、それはそれで

自然な反応だろう。 

イギリス人がパレンバンにやってきて原住民の種族名に言及するとき、マラヤ半島に関係

のないかれらをムラユ人つまりマレー人と呼ぶことは起こって当然だ。イギリス人が行ってきた

ことは、根本的な矛盾を内包していたと言えるように思われる。 

 

英語 Malay を昔の英語辞典で調べると、地名と人種に関してはマレー半島に限定され、言

語についてはムラユ語本来の意味が語義になっていた。古い辞典をお持ちの読者はその不

統一に気付くだろう。 

昨今の英語辞典を見ると、種々の出版物の中でその点が修正されているものに遭遇する。

地域も人間も言語も文化も本来のマラユを語義として説明しているものに出会えるように変化

しているのだ。この現象はつまり、英米人の認識がマレーをマラユの意味にオーバーラップさ

せ、マラヤ半島はその一部なのであるという、現地に存在する理解へ移行しつつあるように見

える。東洋の果てでは、いったいどれだけのひとがその変化に気付いていることだろうか？わ

たしは英和辞典のことを言っているのでなくて、英単語の語義を英語で説明する英語辞典（英

英辞典）について語っていることを誤解しないでいただきたい。 

[ 続く ] 

 

 

「マレーはムラユに非ず（４）」（２０２１年０５月２４日） 

 

一方、オランダ人がムラユをどのように扱ったかと言うと、オランダ領東インドに住んでいる

原住民の統治支配のために、華人プラナカン、アラブとインドプラナカン、西洋人、その他の民

族に対比させて、ヌサンタラ土着のすべての人種をオランダ植民地政庁はムラユという言葉で

区分した。必然的に、ムラユ文化を土着とする地域だけをムラユと呼ぶことができない形にし

てしまったということだろう。おかげで、ヌサンタラにおけるムラユの概念は、ジャワ・スンダ・マ
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ドゥラ・ダヤッ・スラウェシ・ティモールなどの全部をカバーすることになったのである。その一方

で、文化人類学においては本来のムラユの定義も並行して使われており、ここにも語義の混

乱と言うか、概念の矛盾が作られていた。 

その歴史を引きずったインドネシア共和国もその結果から無縁でいられなかった。なにしろ

インドネシア人にしてみれば、ムラユという一種族名をインドネシア国民全部を指して使う訳に

いかないことは明白だったのだから。そんなことをすれば、コンテキストが曖昧なとき、誤解が

生じる可能性が高い。ならば使わないに越したことはあるまい。 

現状、インドネシアでマラユ／ムラユは人間と文化に関わる面でのみ使われている。その現

実が多くのインドネシア人、中でもムラユ族、に「ムラユ」とはいったい何のことなのかという疑

問を抱かせる結果を招いている。 

ムラユ出身の歴史学者アッマッ・ダッラン Ahmad Dahlan 博士によれば、バタッ・アチェ・ミナ

ン・バンジャル・ダヤッ・スンダ・ジャワ・マドゥラ・ブギス・アンボン等々の、自らを一種族と規定

して世界に名乗りを上げているひとびとに対置して、リアウ州・リアウ島嶼州・西カリマンタンや

北スマトラの一部・南スマトラ・ジャンビ・マレーシア・シンガポール・タイ南部・ブルネイ等々の

場所で興った王国の領土の住民社会を出自とする、自らのアイデンティティをマラユ族と意識

しているひとびとがムラユ族であると説いている。しかしその意識は人種面よりも文化面にお

ける現象に深入りする傾向が顕著であるため、ムラユ語を話し、ムラユの文化慣習を実践す

るムスリムである点が具体的なアイデンティティの位置に置かれている、というのが現在の姿

だ。それが人間と土地の関係に対する認識を曖昧なものにしている。 

 

インドネシア人がムラユ語をインドネシア語の基盤に置いたことが、インドネシア共和国国民

にムラユを共和国統一アイデンティティの一部分と認識させる結果を招いた。オランダ人がし

たことがそれによって肯定され、厳密な意味で文化人類学とは異なる用法が感性の領域に定

着してしまったと言うことになるだろう。 

そのために、ジャワ人であれスンダ人であれ、ムラユという言葉が出て来たとき、自己をそこ

に同一視させる感情が心の片隅に湧くことになった。要するに、ムラユというのは他人のことで

はないのだという感情である。 

たとえば、detektif Melayu や polisi Melayu などという言葉がある。シネトロンの中に出て来
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る、頭の回転も体の動きも少々トロい私立探偵を指してデテクティフムラユという言葉が使わ

れている。そこに登場するムラユの語が帯びているニュアンスはコメディのボケ役であって、マ

ラユ族とは関係がない。 

ここで使われているムラユと言うのは植民地時代にオランダ人が蔑んだヌサンタラ土着民

への侮蔑や皮肉を示すものであって、オランダ人が植民地時代にプリブミに対して抱いた感覚

をインドネシア人自身がなぞっている。[ 続く ] 

 

 

「マレーはムラユに非ず（終）」（２０２１年０５月２５日） 

 

たとえばオランダ植民地軍ＫＮＩＬをオランダ人の中には Klein Niet Intelligent Legerのアクロ

ニムとして読む者が少なからずいた。オランダ王国東インド軍でなくて「ちびで知能後進的軍隊」

という意味だ。実際にＫＮＩＬ兵士の中核をなしたのはジャワ人・マルク人・スラウェシ人・ティモ

ール人などであり、マラユ族自体はたいして目立つ存在でなかったから、オランダ人が受けた

印象は厳密に言うなら非マラユ族プリブミとマラユ族がいっしょくたになってもたらしたものでは

なかったろうか。ところが、オランダ人が設けた公式呼称はプリブミ＝ムラユだったために、ＫＮ

ＩＬ兵士はほとんどがムラユ人だったという言葉が公式表明になってしまった。つまりデテクティ

フムラユとはムラユ族のことでなく、ムラユという言葉でインドネシア人全体を指しているのだ。 

インドネシア人の中の非ムラユ族がそんな意味でムラユと言う語を自虐的に使い、おまけに

非ムラユ族がその言葉から自分たちに向けられた揶揄侮蔑を感じ取るのだから、はなはだ複

雑怪奇な自虐的精神現象であると言えないだろうか。 

 

インドネシア人を見下し侮る視点は数限りない。ムラユ族だけということでなく、ムラユ文化

を含めてインドネシアを構成するたいていの種族が共通的に持っている価値観の中に、熱暑

の下で汗水流して身体を使う仕事は下層・卑賎な人間のものであるという観念がある。 

偉い人間ほど自分は何もせず、他人にそれをやらせるのである。そのひとりの人間個人の

世話をたくさんのお付きの者が行う。お付きの者がたくさんであればあるほどその人間は社会
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的により偉い人間と見られ、個人の排泄の後始末まで世話するお付きの者を持てば、最高の

ステータスにあることが確信される。自分で何もしないことがステータスの高低に関わるという

価値観はこの南国の地に太古から確立されて来た。 

かつて人口の少ない王国では、奴隷や下層賎民の数が少ないために肉体労働者が十分に

得られず、天然資源開発から農業生産まで、人口稠密な王国に比して発展に後れを取った。

ジャワがヌサンタラの最重要地区になったのは、他地方に比べて人口密度が高く、それに比

例して下層賎民の人口も大きかったせいだという指摘もある。 

ところが西洋人や日本人やその他の民族は、働くことは汗水流すことであり、どのような環

境下においても労働する人間は高貴な存在であるという、インドネシアの価値観と真っ向から

対立するものが常識になっている。それをしない者は怠け者という烙印が捺されるのである。 

 

インドネシア人は食事の際に汗をかく。それが健康の証明なのだ。そのためにトウガラシを

多用する者もいる。汗水流して仕事するのは下層クーリーがすることであり、エリート勤労者が

することではない。ましてや、国家指導者や国政高官、国民の代表である代議士たちが身体

を動かして汗をかくことを自分の職務の結晶であるなどと言い出せば、おまえには筋肉ばかり

があって脳みそがないのかと悪口を言われかねないのだから。 

そんな価値観で生活を営んでいたから、青年期を過ぎればたいていのひとはでっぷり太っ

て下腹がせり出して来る。その姿がステータスシンボルとされ、そうでない姿をしているいい年

恰好の人間は成功の甘き香りから遠く離れた、悲惨な賎民もどきの暮らしをしている憐れな人

間という社会価値観の紐でくくられてしまうことになる。 

インドネシア人が伝統的価値観を守り続けるなら、国際社会で怠け者の評価が与えられ続

けるにちがいあるまい。国際スタンダードを気にする昨今のインドネシア人は、仕事の場で身

体をてきぱきと動かすことに物おじしないようになった。エアコンの効いた事務所の中では、汗

をかかずにてきぱきと行動できるだけまだ幸いだ。 

頭も身体も迅速に働く勤労者は高い生産性を生み出せる。そのような勤労姿勢を持つこと

で、勤務評定にプガワイムラユと書かれることをきっと避けることができるにちがいあるまい。

[ 完 ]
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「インドネシア語とマレーシア語（１）」（２０２１年０５月２７日） 

 

ムラユ族の言語であるムラユ語がインドネシア共和国統一国家の国語になった。それを定

めたのはインドネシア共和国（４５年）憲法であり、憲法に記されたこの内容を決議したのが第

二回青年会議における青年の誓いであった。 

２０１８年１０月３０日付けコンパス紙の記事に、ムラユ語がインドネシア語になるまでのクロ

ノロジーが記されている。それによれば、次のような歴史がムラユ語をムラユ族の母語からも

っと大規模な複数種族の集合体である国家の共通語に押し上げた。それと同時にムラユ語は、

元々のムラユ族のテリトリーで別の国家になったひとびとの国語になり、あるいは母語にもな

るという、東南アジア域内でたいへん有力な言語の地位を獲得したのである。 

◎西暦紀元７～１４世紀 

古代ムラユ語はスリウィジャヤ王国の興隆に伴って黄金期を謳歌した。東南アジアの島嶼

部や大陸沿岸部でムラユ語は通商と仏教布教の共通語として使われた。 

◎１５世紀 

ペルシャ・グジャラート・アラブの商人たちがムラユ語との接触を深める。それが語彙や語表

現の豊かさをムラユ語にもたらした。 

◎西暦１７００～１８５０年 

１７０１年にイギリス人探検家トーマス・バウリーThomas Bowrey は英語＝マレー語＝英語

辞典を出版した。その Dictionary English-Malayo, Malayo-Englishの中でバウリーは、マレー語

はジャワ・スマトラ・ボルネオ・マカッサル・バリ・スンバワ・スラヤル・ブトン・ブル・セラム・マル

クその他の島々で使われており、それぞれの島では別の母語が存在するものの、各地の商港

では普遍的商業言語になっている、と書いた。オランダ植民地政庁は契約書・文書通信・民事

行政や通達にムラユ語を使った。 

◎１８５０～１９００年 

蘭領東インドで種々のムラユ語新聞が発行された。ハジ・アグッ・サリム H Agus Salim、スカ

ルノ Soekarno、モハンマッ・ハッタ M Hatta、シャッリル Sjahrir、ナツィル M Natsir ら民族運動
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活動家たちはムラユ語で論説を書き、民衆への演説を行った。 

◎１９０８年 

オランダ植民地政庁が、後のバライプスタカ Balai Pustaka になる植民地教育と民衆図書の

ための委員会 Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur を設立。１９１７年にでき

たバライプスタカはムラユ語の出版物を続々と世に送り出した。 

◎１９１６年 

８月２８日にオランダのデンハーグで開かれた植民地教育会議でスワンディ・スルヤニンラ

RM Soewardi Soerjaningratが、共通語としてムラユ語を使うことを提案した。スワンディは後に

キ・ハジャル・デワントロ Ki Hajar Dewantaraに改名している。 

◎１９２６年 

２月に新聞ヒンディアバル Hindia Baroeの記者で青年会議の検討チームメンバーにもなって

いたモハンマッ・タブラニ Mohammad Tabrani Soerjowitjitro が土着民にとっての共通語として

ムラユ語の使用を提案した。４月３０日に開かれた第一回青年会議でモハマッ・ヤミン

Mohammad Yamin は土着諸種族の統一言語として、タブラニが提案したムラユ語の使用を正

式に提案した。タブラニはその共通語をムラユ語と呼ばずインドネシア語と呼ぶように提案し

た。非ムラユ諸種族がムラユ語を強制されるのは不愉快だろうが、これから作る国の名称を

先取りすれば、感情的なしこりは出現しないだろう。 

◎１９２８年 

１０月２８日に開かれた第二回青年会議はムラユ語を統一言語にすることを決議した。統一

言語としてのムラユ語は、公式名称をインドネシア語とすることが決定された。 

[ 続く ] 

 

  

「インドネシア語とマレーシア語（２）」（２０２１年０５月２８日） 

 

インドネシアの民族運動、つまりは異民族による支配を廃して土着民族が主権を持つ独立
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国家を作ることは、ヌサンタラにある種々の文化と言語を持つ多数の種族がひとつのエンティ

ティになることでしか実現されないのを運動指導者たちは熟知していた。だから、かれらの運

動は、いまだヌサンタラに出現したことのない、全種族が平等の立場で参加する統一国家の

形成を目指したのである。 

ヌサンタラをひとつの国土にすること、ヌサンタラに分裂割拠していた諸王国諸種族をひと

つの民族に仕立て上げること、そのアイデンティティ形成のためにひとつの言語を国語に位置

付けること。青年会議の狙いはそこにあったのだろう。そのときに、ヌサンタラの各地で共通語

として使われていたムラユ語が変貌したのである。民族アイデンティティの一部にインドネシア

語という名のムラユ語が置かれ、ムラユ語が本質のインドネシア語がヌサンタラの諸種族を結

び合わせる接着剤に使われた。インドネシア民族のアイデンティティの中にムラユが重要な場

を占めたことになる。 

土着民に尊大なオランダ人が、実際の種族が何であろうと誰かれ構わずムラユと呼んでい

た状況に、微小な程度ではあってもインドネシア語がマッチングを生じさせたかもしれない。そ

のせいで、ムラユ族でないすべてのインドネシア国民の中に、自分たちはムラユの一部である

という感情が忍び込んだとしても、不思議はないだろう。 

 

インドネシア語がムラユ語グループのひとつになったことで、ムラユ語を使う別の国家との

言語面における共同作業をインドネシア政府が行うことになった。その点を見るだけでもジャ

ワ人やマルク人に、自分たちはマレーシア人やブルネイ人とつながりがあるのだという感情を

誘発させることになる。 

インドネシアはブルネイ・マレーシアと共同で三カ国間の言語審議会を設け、各国で使われ

ているムラユ系言語の進展状況を情報交換して協議することを行ってきた。既に４０万を超え

るムラユ語彙の形式や語義の共通化がなされ、また各国語間での綴り字や記号の使い方の

共通化も進展しているのがその成果である。いまだ完全な一致に到達しているわけではない

ものの、異なる表記法が大幅に減少したのは明白な事実だ。 

しかし複数の国語が単語や熟語を百パーセント共通化させるようなことが土台無理な話で

あるのは、言語というものの本質が見えるひとには言わずもがなだろう。言語表現というのは

その使用者が主権を持っているものであり、言語コミュニティという具体的な実態内容を描き
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出すことの不可能な人間集団がフィルターとなって表現の素材と方法の妥当性を決めている

のだから、たとえ絶対権力者であろうとも、その実態を前にしては特定個人に何をする力もな

い。せいぜい裸の王様になるのがオチだと思われる。 

インドネシア共和国教育文化省国語開発育成庁はインドネシア人にとってのインドネシア語

の開発育成をミッションにしているので、インドネシア語をより豊かなものにするために新語の

インドネシア語化という作業もその職務の中に含んでいる。２０１８年の時点で学術面の用語４

０万語、生活面での用語として国内１，３４０種族が使っている地方語もインドネシア語化検討

プロセスのまな板に載せられる順番を待っている。[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（２）」（２０２１年０５月２８日） 

 

インドネシアの民族運動、つまりは異民族による支配を廃して土着民族が主権を持つ独立

国家を作ることは、ヌサンタラにある種々の文化と言語を持つ多数の種族がひとつのエンティ

ティになることでしか実現されないのを運動指導者たちは熟知していた。だから、かれらの運

動は、いまだヌサンタラに出現したことのない、全種族が平等の立場で参加する統一国家の

形成を目指したのである。 

ヌサンタラをひとつの国土にすること、ヌサンタラに分裂割拠していた諸王国諸種族をひと

つの民族に仕立て上げること、そのアイデンティティ形成のためにひとつの言語を国語に位置

付けること。青年会議の狙いはそこにあったのだろう。そのときに、ヌサンタラの各地で共通語

として使われていたムラユ語が変貌したのである。民族アイデンティティの一部にインドネシア

語という名のムラユ語が置かれ、ムラユ語が本質のインドネシア語がヌサンタラの諸種族を結

び合わせる接着剤に使われた。インドネシア民族のアイデンティティの中にムラユが重要な場

を占めたことになる。 

土着民に尊大なオランダ人が、実際の種族が何であろうと誰かれ構わずムラユと呼んでい

た状況に、微小な程度ではあってもインドネシア語がマッチングを生じさせたかもしれない。そ

のせいで、ムラユ族でないすべてのインドネシア国民の中に、自分たちはムラユの一部である
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という感情が忍び込んだとしても、不思議はないだろう。 

 

インドネシア語がムラユ語グループのひとつになったことで、ムラユ語を使う別の国家との

言語面における共同作業をインドネシア政府が行うことになった。その点を見るだけでもジャ

ワ人やマルク人に、自分たちはマレーシア人やブルネイ人とつながりがあるのだという感情を

誘発させることになる。 

インドネシアはブルネイ・マレーシアと共同で三カ国間の言語審議会を設け、各国で使われ

ているムラユ系言語の進展状況を情報交換して協議することを行ってきた。既に４０万を超え

るムラユ語彙の形式や語義の共通化がなされ、また各国語間での綴り字や記号の使い方の

共通化も進展しているのがその成果である。いまだ完全な一致に到達しているわけではない

ものの、異なる表記法が大幅に減少したのは明白な事実だ。 

しかし複数の国語が単語や熟語を百パーセント共通化させるようなことが土台無理な話で

あるのは、言語というものの本質が見えるひとには言わずもがなだろう。言語表現というのは

その使用者が主権を持っているものであり、言語コミュニティという具体的な実態内容を描き

出すことの不可能な人間集団がフィルターとなって表現の素材と方法の妥当性を決めている

のだから、たとえ絶対権力者であろうとも、その実態を前にしては特定個人に何をする力もな

い。せいぜい裸の王様になるのがオチだと思われる。 

インドネシア共和国教育文化省国語開発育成庁はインドネシア人にとってのインドネシア語

の開発育成をミッションにしているので、インドネシア語をより豊かなものにするために新語イ

ンドネシア語化という作業もその職務の中に含んでいる。２０１８年の時点で学術面の用語４０

万語、生活面での用語として国内１，３４０種族が使っている地方語もインドネシア語化検討プ

ロセスのまな板に載せられる順番を待っている。[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（３）」（２０２１年０５月３１日） 

 

インドネシア語はマレーシア語・ブルネイ語と８割以上同じだなどという奇妙な私見を述べる
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ひとが昔から絶えたことがない。いったい何が同じだと言っているのだろうか？文構造・語順・

文法規則に関わることがらなどであれば、それよりもっと高いレベルで同じになっている。だが、

そのようなファクターだけでは、言語の実用性を手に入れることはできない。 

言葉が同じだと言うからには、各語彙が持っている語義と用法、単語が組み合わさって作ら

れる熟語、さらには微細なニュアンスを既存語彙に付加する新造語や外国からの借用語など

に大した違いがないと言っているようにわたしには読めるのだが、はたして本当に実態がそう

なっているのだろうか？おまけに８割以上などという数値化を行っているが、学術的な根拠を

示すことができるのだろうか？ 

１０万語ほどあるインドネシア語の単語を、その語義と用法に関してマレーシア語・ブルネイ

語を対象にした突合せ調査を実際に行ってもらいたいものである。大本のムラユ語がきわめ

て類似であったとしても、インドネシアとマレーシア・ブルネイは言語環境が大きく異なっている。

旧宗主国の言語が異なっていること、豊かな地方語の有無、宗教への傾倒の強弱などの要

素がそれらの間で大きく違っているため、ムラユ語がそれぞれインドネシア語およびマレーシ

ア語・ブルネイ語になったとき、語彙面でも用法面でも、また発音面でも差がどんどん広がって

行ったのが現実なのだ。 

端的な例としてよく引き合いに出されるのが、マレーシア制作のアニメ映画「ウピン＆イピン」

であり、Upin & Ipin のキーワードで動画を引き出してそれを鑑賞していただければ、８割以上

同じなどという私見にどれほどの真理が含まれているかがすぐに判明するだろうとわたしは思

う。インドネシア語の達人と自負する方でも、本当に８割以上の理解ができるだろうか？ 

マレーシア語になった英語からの借用語には、次のようなものがある。参考までにインドネ

シア語も加えておく。 

英語     マレーシア語   （インドネシア語） 

tyre        tayar          (ban) 

bag         beg            (tas) 

basin       besen          (baskom) 

button      butang         (kancing) 

size        saiz           (ukuran) 

police      polis          (polisi) 

acre        ekar           ( - ) 
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brag        borak          (menyombong) 

cube        kiub           (kubus) 

petrol      petrol         (bensin) 

garage      garaj          (garasi) 

museum      muzium         (museum) 

bicyble     basikal        (sepeda) 

summons     saman          (panggilan) 

pharmacy    farmasi        (apotek) 

gunny sack    guni        (goni) 

television    televisyen  (televisi) 

university    universiti   (universitas) 

motorcycle    motosikal    (sepeda motor) 

[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（４）」（２０２１年０６月０２日） 

 

ところが、インドネシア語は英語のそっくりさんになっているのに、マレーシア語は英語にな

びかなかったものもある。 

英語    マレーシア語   （インドネシア語） 

exist      wujud          (eksis) 

juice      nira           (jus) 

sex        jantina        (seks) 

legacy     pesaka         (legasi) 

limit      had            (limit) 

chaos      gamat          (kaos) 

motive     muslihat       (motif) 

oval       lunjung        (oval) 

slogan     cogan         (slogan) 
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ratio      nisbah         (rasio) 

petition      rayu       (petisi) 

property      khazanah   (properti) 

paragraph     perenggan   (paragraf) 

security      cagaran     (sekuriti) 

melancholy    rawan       (melankoli) 

propaganda    dasyah      (propaganda) 

vaccinate     cucuk       (vaksinasi) 

conference    mensyuarat  (konferensi) 

laboratory    makmal      (laboratorium) 

 

英語の熟語に当てはめてマレーシア語の語彙が作られた。 

英語        マレーシア語   （インドネシア語） 

fill up            timbus         (mengisi penuh) 

fire engine        kereta bomba   (mobil pemadam kebakaran/branwir) 

gain favor         ampu           (mendapatkan bantuan) 

hand cuff          gari           (borgol) 

show off           laram          (pamer) 

side burn          jambang        (jambang) 

tread down         lanyak         (memijakkan) 

face downward       lungkup       (menghadap ke bawah) 

talk nonsense       rapik         (bicara omong kosong) 

tithe collector     amil          (pengumpul zakat) 

under-developed   bantut        (kurang berkembang) 

up to a point       takat         (sampai titik tertentu) 

watch stealthily   hendap        (menonton secara diam-diam) 

 

上の三つの対照表はアリフ・ダニア・ムンシ著の Bahasa Menunjukkan Bangsa から拝借して

おり、更に筆者が手を加えている。[ 続く ] 
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「インドネシア語とマレーシア語（５）」（２０２１年０６月０３日） 

 

同じムラユ語源の言葉だからと言って、インドネシア人がマレーシアやブルネイで不可解な

事態に直面するのが日常茶飯事であることは、たくさんのインドネシア人が書いている通りだ。

アルヤ・グナワン氏は２００７年にこう書いた。 

ブルネイ王国バンダルスリブガワン Bandar Seri Begawan のスルタン通りを歩けば、さまざ

まな看板が目に入る。港湾管理事務所に続いて道路沿いに軒を連ねている商店の看板には、

Restoran Rosmawati binti Kamis dan Anak-Anak, Kedai Jam Timur, Restoran Gerak Bersatu, 

Syarikat Optik Bantu Cerah, Kedai Emas dan Jam Bermutu Tulin, Syarikat Optik Anak Besar

などが記され, 更に Gedung Serbaneka Indah Mewah Sdn Bhd につながる。それを見てインドネ

シア系ムラユ人は眉根を寄せるかもしれないし、あるいは素朴な笑みを浮かべるかもしれない。

インドネシアに流通しているセンスとかなりかけ離れた印象を受けるからだ。 

インドネシア人が sia-sia(無駄)という意味で使う percuma が、マレーシアやブルネイでは

gratis(無料)の意味で使われている。それに合わせようとするなら、cuma-cuma の形にしては

じめて合致する。マレーシアとインドネシアで尊称の二人称として使われている Anda は、ブル

ネイに来ると awdaになっている。 

ちょっと困るのは periuk api なるものだ。だだっ広い草地に[Awas, Periuk Api!]という立札が

あったとき、たいていのインドネシア人はその意味を明確に理解せず、悠然とその草地に入っ

て行くことだろう。その無知が生命にかかわる事態を生じるかもしれないにもかかわらずであ

る。同じムラユ単語だというのに、これはいったい何たることだろうか。 

バンダルスリブガワンで同氏はこんな新聞記事を読んだ。 

Satu periuk api berkuasa tinggi meledak di bawah sebuah bas yang padat dengan penumpang 

dan kanak-kanak sekolah di utara Sri Lanka hari ini, membunuh 64 orang, kata tentara. 

インドネシア人はそれを ranjau darat(地雷)と呼んでいる。 

 

上のブルネイ語記事はインドネシア語と８割以上同じという印象を肯定するものだが、次の
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ような口語表現を比較するなら、果たして読者はマレーシア語とインドネシア語をどれほど同じ

と思うだろうか？ 

Aku ngan die gi kedai nak beli makanan skit, pastu kitorang makan same-same. 

これはインドネシア語でこうなる。 

Gue ama dia jalan ke toko buat beli makanan, trus kita makan bareng. 

これを比較するなら８割以上が違っていると言えるに違いあるまい。 

 

現代のムラユ系言語には牛を指す単語がふたつあるのに、インドネシアとマレーシアではそ

の扱いが異なっていることをサロモ・シマヌンカリッ氏が書いている。 

インドネシアではその二語が同義語として扱われているのだが、マレーシアでは異なる定義

がなされている。マレーシアの官製国語辞典 Kamus Dewanによれば、各々の定義は次のよう

になっている。 

[lembu] sejenis binatang ternakan untuk mendapatkan susu dan dagingnya,  

Bos longifrons, Bos brachyceros 

[sapi] binatang yang rupanya seperti lembu dan berwarna hitam, Bos indicus 

Bos indicus というのは、いわゆるコブウシのことだ。ある資料では、サピはジャワ語源となっ

ている。[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（６）」（２０２１年０６月０４日） 

 

料理のメニューに telur mata sapi というものがある。鶏卵をかき混ぜないで炒めるもので、

黄身が割れないように細心の注意が払われる。インドネシアではサピとルンブが同義語とされ

ているのに、telur mata lembu というメニューは存在しない。ところがカムスデワンを調べると、

マレーシア人は telur mata sapi と telur mata lembuの両方を同義語として使っていることがわ
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かる。 

ただし、マレーシア人の日常生活でその使用頻度が五分五分なのか偏りがあるのかは分

からない。調査をしたい方はクアラルンプルへ行って屋台の食べ歩きをしてくださいとサロモ先

生は書いている。 

マレーシアではルンブがほぼ全国で使われている一方、インドネシアではサピの方がルン

ブよりも広く使われている。とは言っても、北スマトラ地方ではルンブを使うひとがかなりいるよ

うだ。しかしインドネシアの牛肉はメインが輸入ものなのであり、輸入肉牛は慣用的にサピの

語で表現されている。政府が輸入される肉牛をサピと呼ぶことで、一般家庭やレストランに回

って国民の口に入る牛肉はすべからくダギンサピ daging sapi になる。lembu は一般国民の日

常生活において、ほとんど廃語に近い状態になっているように見える。 

 

スジョコ氏は、インドネシア語の Olimpiade はオランダ語に由来しており、マレーシアでは英

語由来の Olimpik が使われていることを随想に書いた。Olimpiade は Agustus に開かれるが、

Olimpikは Ogosに開かれるのである。Ogos とは英語 Augustの借用語だ。 

英語は Olympic Games と言い、オランダ語では Olympische Spelen と言った。インドネシア

では pesta Olimpiade、マレーシアは sukan Olimpik と称する。スジョコ氏はそれも宗主国語の

影響だと語る。Spelen は permainan を意味しており、olahraga ではない。だから人間が遊び楽

しむものというインドネシア人の理解が pesta を選択させた。Games も同じだ。やはり

permainan を意味していることから、マレーシア人も同じような意味の言葉を選択した。ただし、

選ばれたのはジャワ語由来の言葉だった。昔からマラヤ半島やシンガポールにたくさんのジャ

ワ人商人が住み着いており、ジャワ語はそれらのムラユ地域でなじみのある言葉になってい

た。 

ジャワ人は suka-sukaanあるいは bersuka-sukaanを sukan と発音した。bersuka-sukaanは

berpesta と同義である。マレーシア人は好きな物事やお好みの意味で sukaan という言葉を使

う。インドネシア語の kesukaan と同じだ。この kesukaanは kegembiraan と同義になっている。 

kesukaan のことをジャワ人は kasukan と言った。kasukaan ではなく/a/がひとつになるので

ある。大いに楽しむ強意の重複形が sukan-sukan であり、単体の sukan がインドネシア人の

pesta と同義語として取り上げられ、マレーシア人は sukan Olimpik とこの世界の祭典を呼んで
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いる。 

 

いくら旧宗主国がイギリスだったからとはいえ、マレーシア人も英語の語彙をそのまま借用

語にしてマレーシア語の中で使うようにしているわけではない。上記対照表のひとつを見れば

明らかで、むしろインドネシア人の方がそのまま英語に飛びついている印象を感じないでもな

い。 

たとえば open house という熟語だ。学校や大学や工場や官邸などが一日、誰でも自由に中

に入って好きなように建物内を見ることができるようにする活動をその言葉は意味している。

住宅地開発会社がサンプル家屋を購入希望者に見せるために建てたものも、オープンハウス

と呼ばれることがあるし、ルバランやクリスマスや新年に大統領や他の政府高官職者が自邸

の門を開放して、誰でも自由に入って挨拶できる機会を国民に与える活動もそう呼ばれている。

[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（７）」（２０２１年０６月０７日） 

 

わたしもかつて、メガ大統領が行ったオープンハウスの時に国家宮殿に入ったことがある。

たいへんな数の群衆が集まって長蛇の列を作り、人数を区切って建物内に招じ入れられ、応

接間に立っている大統領夫妻と握手してそのまま通路から外へ出るだけのことだった。夫妻

が立っている空間以外の、建物内の他の場所はまったくオープンにされていなかった。それが

オープンハウスと呼ばれるものだと知って、自分の持っていたイメージとの落差に驚かされた

記憶がある。 

ほぼ一日、待ち行列で時間を費やし、オープンにされたのは応接間と通路だけで、建物内

の他の場所を見せる意図は皆無だったから、わたしは二度と行く気にならなかった。しかし大

学教官のアッマッ・サヒダッ氏は、学校などの組織が行うオープンハウスと異なり、個人がする

オープンハウスではやってきた知らない人間にどこでも好きなように立ち入らせることはしない

と説明して、わたしが抱いていた先入観を打ち砕いてくれた。open という語が持っているいくつ
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かの語感に関して、異なるニュアンスへの誤解をわたしがしていたということのようだ。 

 

ともあれアッマッ氏は、マレーシア人はオープンハウスを逐語訳して rumah terbuka と呼んで

いるのに、インドネシア人は英語のまま使いたがることを指摘した。インドネシア人の精神傾向

からすれば、それはきっとその通りなのだろう。ムラユ語を使うよりも英語を使う方がはるかに

カッコよいのだから。 

しかし心あるインドネシア人は、世界制覇を果たした英語を文化宗主国言語にしようとする

その植民地根性を肯定することができない。英語を使わないで何か良いインドネシア語を提案

することができないだろうか、という話になった。griya binuka, sambang griya, gelar geriya, 

pisowananなどの候補が挙がったそうだが、どうも open houseに勝てそうな雰囲気ではない。 

 

実はこの話、１５年ほど前にも言語教育家パムスッ・エネステ氏が言及している。パムスッ氏

はインドネシア語の中に、open houseの語義そのものの言葉が存在しているのだ、と言う。 

インドネシア語 pintu terbukaの語義はＫＢＢＩに次のように記されている。 

(1) resepsi informal di sebuah rumah dengan tamu yang bebas datang dan pergi 

(2) waktu yang disediakan secara terbuka untuk kunjungan ke sekolah, lembaga,  

dsb untuk kegiatan seperti inspeksi dan observasi 

 

(1)は大統領や公職高官が行うものにフィットしており、(2)は学校や住宅地の展示ハウスな

どに合致している。だからオープンハウスという英語の代わりにピントゥトゥルブカが特別な操

作もなしに使えるではないか。 

だがパムスッ氏の主張を何人のインドネシアビジネスマンが読んだかどうかわからないもの

の、その１５年間に Open House を Pintu Terbuka に変えた宣伝広告がヌサンタラのどこかに

登場したような形跡は、どうも見つからないようだ。 

 

インドネシア語としてはほとんどその意味が消えてしまった言葉なのに、ムラユ語ではそれ
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がまだ生きている例をカシヤント・サストロディノモ教授が書いている。 

リアウ州トゥンビラハン出身の友人が「Jakarta membual lagi?」と言って来たから、昨今の政

治エリートたちの無意味な大言壮語の応酬を話題にしようとしたかと思ったら、「ジャカルタで

また洪水か？」という天災の話だった。確かに bual の第一義は水の音や水があふれることに

なっている。 

現代インドネシア語で bualはほとんど omong kosongや borakの意味で使われており、洪水

については banjir や luap,gelegak などを使うのが普通だ。だから、Banjir besar membual di 

Jakarta setiap tahun.という文章が書かれることは考えられない。その意味における bual という

のは、むしろジャワ語で水の沸騰する音や水源から水があふれる意味で使われる mubal に近

いものと思われる。[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（８）」（２０２１年０６月０８日） 

 

偉そうに放言する意味の bual も、ムラユ語では元々ネガティブでないニュアンスで使われて

いたようだ。アブドゥラ・アブドゥルカディル文司 Abdullah bin Abdulkadir Munsyi の著作である

Kisah Pelayaran Abdullah Ka-Kelantan dan Ka-Judah の中に書かれた文 Maka sahaya 

berkhabar-khabar-lah dengan dia ....について編集者は世辞を述べることを意図した berbual-

bualの意味だと解説している。  

ムラユ語では omong kosongに該当する cakap angin という実に適切な表現がある。Hikayat 

Abdullah の中に、中身のない kosong の意味で angin が使われている例が見つかる。

tjakapnjapun berlebihan, supaja dipertjaja orang akan dia pandai, tetapi tjakap angin sahadja  

あるいは temu bual という表現が wawancaraを意味して使われている。ここでの bualもネガ

ティブなコノテーションを持たない対話の意味であり、現代語があくまでも悪いニュアンスを込

めているのと大きく異なっている。 

 

２００４年当時マレーシアに留学していたナスルラ・アリファウジ氏は、既に長期に渡って論
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争の種になっているインドネシアの省略形 Indon についての感想を留学生時代に書いた。わ

たしの個人体験では、１９８０年代末ごろから Indonesia を Indon と省略することがシンガポー

ルの英語メディアで行われており、ジャカルタでも英語新聞がそれに倣っていたことを記憶して

いる。 

その時代、Indon が蔑称であるという意見はインドネシアでまったく起こらなかったように思う。

だから、それから十年以上が経過して、マレーシアのメディアが同じことをしはじめたとき、イン

ドネシアで猛反発が起こったことにわたしは驚かされた。英語の世界で行われているかぎり、

もめごとにはならなかったのだろうが、同じムラユ語の中でそれがなされたときにインドネシア

人の逆鱗に触れたという印象が強い。 

もっと後になって、多分オーストラリアのメディアからだろうと推測されるのだが、インドネシ

アのガウル層の中に Indonesia を Indo と省略する者たちが現れた。この動きについては、イン

ドネシア国内でほとんど無視されているように見える。たとえオーストラリアであろうがフィリピ

ンであろうが、Indo が英語メディアの中で使われているかぎり、インドネシア社会にとっては痛

くもかゆくもないということなのだろう。 

 

たとえどんなに長い単語であろうとも、それが国や民族や団体や地名の公式名称であるな

ら、フォーマルな場では省略や短縮を避けるのが礼儀である。もちろん、本人がＵＳＡのように

省略形や短縮形を使っているのなら問題はない。しかし最高に儀式張った場面では、それで

すら省略や短縮をしない方が形式美のエクスタシーはクライマックスに達するだろう。 

公式名称の省略や短縮にはふたつの相反する副次効果が出現する。ひとつは親愛の感覚

であり、なれ合った親密な関係を匂わせる雰囲気が立ち昇る。もうひとつは侮蔑であり、対象

の公的な存在という立場を認めず、相手を尊重しない意図を示して、相手の立地を失わせる

行為になる。 

この矛盾した相反する副次効果の一方だけを言い張るのは、片手落ちであるにちがいある

まい。だが現実に日本語の中でも、インドネシアとその省略形ネシアの議論に関して、蔑称で

あるからやめろという片手落ちが行われているようにわたしには感じられる。 

単に長い単語を縮めて省エネを行っているだけだと言うナイーブ派日本人にはコメントのし

ようもないのだが、いい年齢の大人がそこまで唯我独尊になれるのかという思いは避けること
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ができない。それは別にして、ネシア愛用者の中に親愛派がいないわけでは決してあるまい。

それを頭ごなしに「おまえは蔑称を使うな。」と言われたら、本人の意図は違う所にあるのだか

ら、反発が起こらないはずもあるまい。[ 続く ] 

 

 

「インドネシア語とマレーシア語（終）」（２０２１年０６月０９日） 

 

マレーシアとインドネシアの Indon 論争も似たようなものだ。メディアが使う Indon は文字数

を減らすことでより多くの単語を盛り込むスペースを作り出し、それによって情報量を増やすと

いうきわめてテクニカルな理由が根底にある。戦時下の国民戦意高揚のためではないのであ

る。 

だが、国家名称を相手の同意なしに省略・短縮することは不敬に当たるということを知って

いるインドネシア人は、マレーシアメディア界の独善的な理由に好意的になれなかった。まして

や、メディアにつられてそこの国民がみんなインドネシアという公式名称を使わなくなれば、逆

鱗に触れて当然だろう。在マレーシア国インドネシア大使館は活字メディアに Indon が書かれ

るたびに、相手方に苦情を申し入れた。おかげで活字メディアでの Indon の出現はかなり減少

したが、声やテロップはすぐに消えて行くものであり、証拠が残らない。活字メディアは改善さ

れても、音声メディアは大使館の手から遠く離れたところにあり、おまけに大多数国民への影

響力はそちらの方が強いのだから、大勢の改善は遅々としてはかどらないことになる。 

 

ナスルラ氏が留学生生活をクアラルンプルで送り始めたとき、マレーシアでインドネシアが

省略形で呼ばれていることを初めて知った。自分のアイデンティティに関わる部分で、カルチャ

ーショックがかれを襲ったにちがいない。 

テタリッ teh tarikパーラーで、道路上で、新聞で、テレビで、インドネシアという言葉は跡形も

なく消え去り、インドンがその座を占めていた。最初わたしはそれを、beda を beza と言い、

rahasia を sulit、mobil を kereta と言うような、マレーシア語とインドネシア語との違いのひとつ

と感じて面白がった。しかしそのうちに、不愉快さ・無念さ・怒りがない交ぜになって湧きおこっ
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て来るようになった。それは単に、インドネシアを勝手に短縮して呼んでいるということだけで

なく、そこにネガティブで蔑むような暗意が感じられたからだ。 

偏見だろうか？そうは思わない。マレーシアに出稼ぎに来て、マレーシア国内で騒動を起こ

す民族がふたつある。バングラデシュとインドネシアだ。マレーシアの新聞を開けば、[Tiga 

Puluh Pekerja Indon Ilegal Ditangkap]、[Gaduh Sesama Pekerja Indon]などの見出しが躍ってい

る。マレーシア人はそのふたつの民族に同じことをした。バングラデシュは Bangla、インドネシ

アは Indon にされたのだ。わたしが知っている限り、そのように扱われた民族はそのふたつだ

けなのである。 

悲しむべきことに、マレーシア在住のインドネシア人さえもがインドネシアという言葉を使わ

ず、自らをインドンと呼んでいる。 

知り合いのマレーシア人大学教官とこの話をしたことがある。教官はこう語った。「それは感

覚的な問題でしかない。マレーシア人はみんな、別に悪意を込めてその言葉を使っているの

ではないのだ。ましてや、インドネシア人を侮蔑したり、軽んじたりするためにしていることでも

ない。インドネシアはインドネシアという偉大な国家であることを誰もが認識している。われわ

れは同じムラユ系列なのだから。」 

しかし、わたしの感覚は依然としてその言葉に納得できない。わが国はインドネシアであっ

てインドンという名称ではないのだ。オルバレジームが崩壊し、報道や言論の自由を含んだ民

主化の動きを進展させているわが祖国への誇りは、インドンと呼ばれることを承服させないの

である。 

マレーシア国民がインドンという呼称をやめて、インドネシアをインドネシアと呼ぶようになる

ことを、わたしは強く希望している。それを実現させるために、わたしをインドンと呼ぶ人があれ

ば、わたしは常にそれを否定することにしている。「わたしはオランインドンでなく、オランインド

ネシアです。」と言って。マレーシアにいるすべてのインドネシア国民が同じような姿勢を示す

ことによって、わたしの希望はより早く実現するだろう。その日が一日も早く到来することを願っ

てやまない。[ 完 ] 


