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「自転車は風の車？（１）」（２０２２年０１月１０日） 

現代インドネシアでは一般的に、自転車のことは sepedaと呼ばれている。スペダだけなら人

力の自転車であり、エンジンを付けると sepeda motor になる。スペダの同義語としてインドネ

シアの国語学界は besikal, kereta angin, pit, roda angin の四つを認めている。 

ちなみにマレーシア語の Kamus Dewan を調べると、自転車を意味する単語として basikal, 

kereta angin, sepeda, pit, roda angin が見つかるので、「インドネシア語とマレーシア語は同じ

だ」説が証明されることになるのだが、インドネシア語の besikal とマレーシア語の basikal は綴

りが違っていて、同じではない。おまけに最も頻繁に使われる単語はインドネシアがスペダ、マ

レーシアはバシカルなので、これも同じではない。 

basikalは英語の bicycle の音写、pitはオランダ語 fietsの音写だ。マレーシア人がオランダ

語を取り込む扉はたいへん狭いために、マレーシア語のピッはインドネシア語とマレーシア語

の間で融通し合った結果のように思われるのだが、どうだろうか。インドネシア語のベシカルは

マレーシア語のバシカルを変形させて取り込んだものだそうだから、やはり融通が行われてい

るにちがいあるまい。 

 

インドネシア語で自転車を意味する最頻出単語のスペダはフランス語 velocipede の中の一

部である cipede の部分が音写されて作られたものだ。シペードはインドネシア人の耳と口でス

ペダという形に変容したのだろう。 

ヴェロシペードは、ドイツ人カルル・ドライス Karl Drais

が考案して１８１７年６月に一般公開した Laufmaschine と

いう名の木造自転車が１８１８年以来フランスに輸入され

るようになり、その物品にフランス人が付けた名称である。
Laufmaschine 
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フランス人はまた、ヴェロシペードの他に draisienne という別名でも呼んだ。 

インドネシア語スペダの語源がフランス語だったというのは、どのような歴史の巡り合わせ

なのだろうか。ジャワ島がフランス領だったときに自転車が入って来たのだろうか？ 

ジャワ島のフランス領時代は１８００年から１８１１年までの時期になる。１８１１年から１８１６

年までがイギリス領の時代であり、１８１６年に新興オランダ王国に返還されてオランダ植民地

時代が１９４２年まで続いた。 

それに照らし合わせて見るなら、ジャワ島のフランス領時代にフランス本国にはまだドレイジ

ェンヌの現物もなければヴェロシペードという言葉さえなかったのではあるまいか。だから語源

がフランス語だからフランス人、つまりフランスからの渡来物という発想をこの問題に適用する

ことはできないのだ。 

 

自転車がヌサンタラの土をはじめて踏んだのはいつのことだったのか？はっきりと年号を示

している文献は見つからないものの、１９５０年に印刷メディアに掲載された Toko Sepeda N.V 

Handel-Maatschappij 社の企業広告に、この店は百周年を迎えたことが記されており、更に加

えて Batavia, Bandoeng, Cheribon, Pekalongan, Tegal, Solo, Djogja, Semarang, Soerabaia に支

店を出していることも書かれている。 

オランダ人が最初のヴェロシペード製造工場をデフェンテール1に設けたのが１８６９年だっ

たので、オランダ王国の東インド植民地にそれ以前に入って来ていたのはフランスやドイツか

ら輸入された物だったにちがいあるまい。 

その当時ヨーロッパ中をフランス語のヴェロシペードが風靡し、どこの国の人間もその品物

をヴェロシペードと呼んでいたようだから、ハンデルマツハペイをはじめとする東インドの諸販

売店はヴェロシペードという呼称でその品物を売っていたことに間違いないだろう。発明国のド

 

1 Deventer 
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イツでさえその言葉に倣って veloziped という言葉を作ったらしいから、ヨーロッパ中の共通語

になっていたのは疑いあるまい。必然的に東インドのあちらこちらでもオランダ人がヴェロシペ

ードという言葉で自転車を呼んでいたために、プリブミがそれをスペダと呼ぶようになったこと

は想像に余りある。[ 続く ]

 

 

「自転車は風の車？（２）」（２０２２年０１月１１日） 

ヴェロシペードに限らず、ヌサンタラにやって来たオランダ人がフランス語の語彙をオランダ

語の中に織り交ぜて使い、プリブミがそれをオランダ語と思って取り込んだ言葉の例は

sopir(chauffeur)、trotoar(trottoir)、eselon(echelon)等々かなりの数に上っている。フランスがヨ

ーロッパ大陸の政治上文化上の覇権を握っている間、多数のフランス語がその文化属国を経

由して世界中にばらまかれた可能性は小さくないように思われる。 

フランス人は今日現在に至るまで、ヴェロシペードのシペードを外したヴェロを自転車の名

称として使っているようだ。フランス人が捨ててしまったシペードという言葉がインドネシアに今

も生きていることを知ったなら、フランス人はどんな顔をするだろうか？ 

 

インドネシア語のスペダについて言うなら、ヌサンタラの諸地方語を見ると、アチェ人は

keutangen、ミナン人は sepeda、ジャワ人は pit、スンダ人は sapedah などと呼んでいる。アチェ

人のクタグンというのは keureta angenを短縮した言い方であり、つまりは kereta angin と言っ

ているのだ。 

この「風の車」という詩的な呼び名は、自転車で走ると風を巻き起こしたり、あるいは風の中

を突っ走る感触があることから名付けられたと考えるインドネシア人が多くいて、クレタアギン

という言葉が出てくるとそのような形容の修辞がよく付随しているのを目にするのだが、クレタ
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アギンの「アギン」は風でなくて空気のことだと言う論説を呼んだとき、わたしははたと膝を叩い

た。 

馬車や牛車の車輪は昔、木や金属だったから、人間が乗る場合の乗り心地はお世辞にも

ならないものだっただろう。その後、車輪の接地面にゴムの塊を貼り付けることで乗り心地が

多少とも快適になった。そして更には、スコットランド人ダンロップによって革命的な変化が実

現されたのである。１８８８年にダンロップは空気を充てんしたゴム製タイヤを自転車の車輪に

履かせた。それ以来、自転車は空気タイヤを装着して生産されるようになり、その特徴をとらえ

てムラユ人は自転車をクレタアギンと表現したというのがその論説の内容だ。ロダアギンはも

ろにその点を衝いた表現になっているではないか。 

日本語では「風」という言葉が常に気体の運動を指して使われるものの、インドネシア語を

含む諸外国語は「風」を意味する言葉で気体の運動並びに気体そのものを指して使っている。

インドネシア人もどうやら angin を気体の運動と考えるひとがマジョリティを占めているようで、

だからこそクレタアギンは風を巻き起こすイメージが最優先されているのだろう。この風につい

ての筆者の思索が「風と angin」（２０２１年０１月２２日）： 

http://indojoho.ciao.jp/2021/0122_2.htm 

で論じられているので、ご参照いただければ幸いです。2 

 

女性たちも自転車を漕ぐようになって、自転

車のデザインが男乗りと女乗りに分かれた。ジ

ャワ人はそれを pit lanang と pit wedhok と呼ん

だ。英語の bicycleはジャワ語の obahe sikilに

由来しているのだとジャワ人は冗談を言う。オ

バヘシキルとは足漕ぎという意味だそうだ。か

 

2 巻末に添付 

obahe sikil 
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つて一時期、会社で親しくなったジャワ人の友人は、ジャワ人は昔から英語を使っていたのだ

とわたしによく冗談話を語った。その証拠として bersila の sila（ジャワ語発音はシロ）は英語の

sit lowに由来しているなどと三つ四つの単語の例を引いて説明していたが、残念なことにシロ

以外は忘れてしまった。 

男はたいてい長ズボンや半ズボンで自転車に乗り、女乗り自転車が作られ始めると女はス

カートやガウンでも乗るようになった。インドネシアでは民族衣装であるカインやサルンで乗る

ひともあった。インドネシアでサルンは男女両用であり、女性がサルンで乗るくらいだから、男

性もサルン姿で乗った。今でもバリ島では、男性がサルン姿でオートバイに乗っている姿を当

たり前のように目にする。ジャカルタでわたしは、男にせよ女にせよサルン姿でオートバイに乗

るインドネシア人を見たことがなかったから、バリ島で初めてそれを見たときには驚かされた。

バリ島でもっと驚いたことは、ビキニ姿の白人女性がオートバイに乗って街中を走り回ってい

る姿だ。コロナ禍のここ数年、その風景は今や過ぎ去った夢の日々となっている。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（３）」（２０２２年０１月１２日） 

１９世紀前半にオランダ人がヴェロシペードをヌサンタラに持ち込んだあとも、ヨーロッパで

自転車の改良がさまざまに進められ、１８７９年にチェーンの使用が始まり、１８８５年に前輪と

後輪が同一サイズの自転車をイギリス人ジョン・スターリーが考案して現代の標準形体の基

礎が作られた。バタヴィアにその Rover ブランドのモダンな自転車が登場したのは１８９０年だ

った。バタヴィアがアジアの中のヨーロッパとしていかに密接にヨーロッパと繋がっていたかと

いうことが、そこから感じられるだろう。 
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その年、オランダ人実業家フライターGruyter がロー

ヴァー社製自転車を輸入して、ガンビル地区に店を開

いて販売した。一台５百フルデンという結構な価格だっ

たから、植民地政庁の役所やキリスト教団などの組織

と行政高官を主体にしたオランダ人上流層や華人分限

者がそのローヴァ―セーフティ自転車を購入した。フラ

イターはガンビル広場の一角に自転車レース場を設けて購入者が遊ぶための場を提供した。

そこでスピードを楽しんだのはオランダ人と華人ばかりだったそうだ。 

 

１８９４年４月２１日付けのペナンの新聞に、北スマトラのアサハンにあるタバコ農園で自転

車を使っているヨーロッパ人マネージャー氏の紹介記事が掲載された。その地方でのパイオニ

アがそのマネージャー氏だったのだろう。 

さすがにバタヴィアではもっと早く、新聞ヤファボデ Java bode は１８９０年４月７日のイース

ター祝日にバタヴィアからバイテンゾルフまでの道をサイクリングで踏破したひとの記事を出し

た。この人物の名前や身分は記事の中に述べられていないが、バタヴィア在住のオランダ人

のひとりではないかと推測される。 

 

ローヴァ―製自転車をオランダ人はもはやヴェロシペードと呼ばなくなり、fiets あるいは

wielrijder と呼ぶようになった。インドネシア語 pitは fietsに由来しているが、一方で既にプリブ

ミの間に定着していたスペダは自転車の形体が変化したにも関わらず、維持されたようだ。 

フライターの自転車販売が大当たりしているのを目の当たりにしたビジネスマンは自転車輸

入販売事業にこぞって参入したのではあるまいか。しかしバタヴィアの路上を自転車の長い列

が走るようになった契機は第一次世界大戦だった。第一次大戦の間、少しも戦火を被らなかっ

た蘭領東インドにヨーロッパ中から続々と商社がやってきて、店開きした。こうして自転車市場

Rover safety bicycle 1885 
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は１９２０年代に著しい成長を示し、１９３０年代にその黄金期を迎えたのである。 

バタヴィアだけでなくバンドン・スマラン・スラバヤ・メダン・バンジャルマシン・マカッサル・・・。

当時の宣伝広告に使われたエナメル塗装の金属板がそれらの諸都市を彩った。Fahrrad, Opel, 

Gazelle, Raleigh, Simplex, Burgers, Humber, Kaptein, Mustang, Hercules, Rudge, Batavus, Cyrus, 

Phoenix, Fongers等々のブランドが蘭領東インドに自転車天国を形成したのだ。 

１９３７年にバタヴィアで登録された自転車の累積台数は７万台に達し、およそ６０万人だっ

たバタヴィア住民人口の１割を超えた。住民８人に自転車１台という比率になる。 

アムステルダムのプリンセンフラフツ５８１／５８３番地を住所にする N.V Handel en 

Industrie-Mij. V/h M. Adler が発行者である自転車の構成部品カタログが１９１４年４月に英

語・オランダ語・ムラユ語で作られた。バタヴィアでは第一次大戦中にそれが流布したのでは

あるまいか。 

これは多分、車体メンテサービスの手引きや部品グレードアップあるいは車体改装の資料

としての用途並びに販売促進の小道具として作られたものではないかとわたしは想像するの

だが、自転車がプリブミ大衆の所有物として一般化するにはもう少し歳月が必要だったから、

ムラユ語が販促の役に立ったのはだいぶ後になってからのような気がする。 

自転車はまだまだ高価な資産であり、プリブミの間でそれを持てる者は限られていた。政庁

の役人が業務遂行のスピードアップに使うことが最優先事項であり、それは警官や軍人など

の治安要員についても同じだった。植民地警察内に設けられた Veldpolitie野戦警官部隊が何

十人も長銃を背負って自転車で列走している写真がしばしば見受けられるが、それは多分１９

３０年前後の時期に撮られたものではないだろうか。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（４）」（２０２２年０１月１３日） 
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行政者以外にも宗教機関の要人やビジネス組織の上位者などだけが使うものとされて、自

転車はおのずからステータスシンボルとなっていた。自転車が世の中に一般化する前の時代、

オランダ製 Gazelle ブランドの自転車は一台が黄金１オンス相当であり、ヨーロッパ人ですら一

般庶民は中古車が廉く放出されるのを待つしかなかったのである。Gazelleの発音は多分ハゼ

ラに近い音だったように思われる。 

このハゼラは１９０２年から高級商品として生産が開始されたもので、頑丈な車体と快適な

走行を運転者にもたらす諸機能の高い完成度を持っており、数世代にわたって使われ続ける

ことを可能にしてきた。インドネシアで、骨とう品的な自転車を乗り回すサイクリング愛好者にと

って自分が持っているハゼラは自慢の種で

あり、「ハゼラは頑丈で、ペダル漕ぎがスム

ースこの上なく、坂道を上るのも楽だ。」と

そのひとりは絶賛している。かれの持つハ

ゼラ・シリーズ１１は今、市場で１千数百万

ルピアの価格が付いている。 

かれら古い自転車の愛好者たちは全国各地で同好会を結成し、高価な昔の自転車を使っ

て自転車のある生活をエンジョイしている。１９６０～７０年代に自転車が庶民の交通機関とし

て一世を風靡したヨグヤカルタにも、十近いクラブがあるそうだ。 

古い自転車の愛好者たちにいまだに人気の高いブランドとして、ハゼラの他にも Raleigh や

Fongers にしばしば脚光が当たる。ロリーはイギリスのノッティンガムのロリー通りに作られた

工房で１８８７年に生産が開始された自転車であり、最初は一週間に３台という生産量だった

そうだ。フォンガースはオランダのフロニゲンで１８８４年から高級自転車として生産が開始さ

れたが、１９１０年以降は普及価格帯商品も併せて作られるようになったらしい。 

ヨーロッパ製ばかりでなく、米国製 Union も１８９９年に作られたものがまだインドネシアに残

されているし、タンデム走行自転車も１８９０年に作られたものがインドネシアにある。イギリス
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軍落下傘降下部隊用に作られて第二次大戦の中で使われたユニークなイギリス製 BSA 

Airborne もある。落下傘降下兵がその折りたたみ式自転車を身体に縛り付けて降下し、地上

に降りてからの迅速な移動のために使った。こ

の自転車は７万台が生産され、現存するのは

世界中で百台程度しかなく、そのうちの４台がイ

ンドネシアにある。 

 

往時のそのように高価なステータスシンボルである自転車を普通のプリブミが使っていると、

人種いじめの標的にされずには済まなかっただろう。現代インドネシア人作家が書いた短編小

説に、そんな人種差別の話が登場する。 

ある心優しいヨーロッパ人が下男にしばしば自分の自転車を使わせていた。地方に住んで

いるそのヨーロッパ人の親戚が訪れて、プリブミの下男がかれの自転車を使っていることを知

った。プリブミであるにもかかわらず、その下男はオランダ人のような白い上下服に靴を履い

て自転車に乗っていた。「犬とインランダーは立ち入り禁止」という人種差別が当たり前のその

時代、心穏やかでない親戚は心優しいヨーロッパ人をとがめた。それは反社会的行為になる

のだと言う。 

支配者であるオランダ人だけがそのステータスを示している行為を被支配者が行えば、世

の中はひっくり返る。世の中の秩序を保つためには、そんなことをしてはならない。それはオラ

ンダ人のためばかりか、オランダ人を助けているプリブミのプリアイ階層のためにも必要なこと

なのだ。一般庶民プリブミがオランダ人のような服装をするだけでも、プリブミ支配層のステー

タスを破壊することになるのだ。プリアイ層を侮辱するようなことをしてはいけない。 

その人種差別観は日本軍が東インドを占領してオランダ人を最下層人種に落としたことで

払拭された。しかし自転車に関するかぎり、日本軍より先に自転車の黄金時代がやってきてお

り、その黄金時代にはプリブミ一般庶民も白い上下服に靴を履いてバタヴィアの街中を人間
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の波のように流れていたのだ。自転車はそれ以来、上位階層のステータスシンボルから下位

階層のステータスシンボルへと、没落の道を歩み始める。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（５）」（２０２２年０１月１４日） 

２０世紀初期のころから、バタヴィア旧市街に勤めるオランダ人トアンたちはヴェルテフレー

デンの自宅から職場に自転車で通勤するひとが増え、通勤時間帯には路面電車も混雑し、路

上も自転車・馬車・徒歩者で混雑した。ただしその時期、自転車で家とオフィスを往復していた

のはトアンだけであり、昼食の弁当をトアンのオフィスへ届けに行く使用人は徒歩やトラムを使

った。上の短編小説に描かれている通りだ。 

１９１０年代から２０年代にかけてのバタヴィアは、オランダ人が撮影したドキュメンタリー映

画を見る限り、自転車の姿はちらほらとしか路上に出現しない。だから、今のガジャマダ通りと

ハヤムルッ通りが自転車で混雑したと表現されては、現代人のわれわれにとってミスリーディ

ングであるかもしれない。 

そして１９３０年代の黄金期がやってくる。自転車の大量生産時代が始まると、上流階層の

ステータスシンボルは自転車から二輪四輪の自動車へと移って行き、自転車はエガリテ3のシ

ンボルに変化して行った。自転車通行者の大幅な増加によって、バタヴィアでは大通りに自転

車専用レーンが設けられて交通の混雑緩和がはかられた。 

 

植民地政庁は東インドであらゆる道路交通機関に税金を課した。自動車や自転車ばかりか、

馬車のサドやデルマン、後に出現するベチャ、果てはただの荷車でしかないグロバッも役所に

 

3 フランス語の égalitaire が語源で「非差別化」=「社会(富)の平準化」の意味。 



自転車は風の車? 西祥郎著 

11 

登録して毎年ペネン peneng と呼ばれる税金を納め、その納税証憑を車両に掲示しなければ

ならなかった。それを怠ると税金滞納者として摘発され、罰金を徴収された。 

おまけに、それらの道路交通機関は夜間通行に際して灯火照明の設置も義務付けられた。

夜中に無灯火の車両が動いていれば、すぐに捕まって５フルデンの罰金が科せられた。５フル

デンというのは、当時の一般プリブミ庶民がなんとかひと月、食いつなぐことができた金額だ。

灯火照明は最初、灯油やローソクを金属製ケーシングの中に置いて火を点けたものが使われ

た。初期の自転車も照明器具は常設されていなかった。１９１１年になってはじめて電気式の

照明が自転車に常設されるようになった。タイヤがダイナモを回転させ、起こった電流がランプ

を点灯させるシステムのものだ。 

日本軍政期がやって来ると、日本軍は四輪二輪の自動車と石油を大東亜戦争遂行のため

に取り上げてしまい、庶民生活のために世の中に流されるものは極度に逼迫した。ジャカルタ

の大動脈路を通るバスや路面電車はあっても、毛細血管路の端の方へ行く人にとっての交通

機関は人力を使って動くものにならざるをえず、おのずと自転車が脚光を浴びるようになった。

あとはまだ数少なかったベチャだ。 

インドネシアだから人力はたっぷりあったはずだと思うのは間違いで、日本軍は人力までロ

ームシャやヘイホにしてインドネシア社会から取り上げ、残った人間の別行政区への移住も禁

止したから、その時期ジャカルタにおけるベチャの増加はたいへん少なかったというインドネシ

ア人の論評もある。 

ともあれ、一般庶民の交通機関は自転車が切り札になり、外出の足を自転車に頼る家庭が

増加した。一般庶民住宅地区には、自転車の修理や調整を行う bengkel sepeda が昨今のベ

ンケルモトルのように林立したそうだ。 

 

インドネシア共和国独立後、１９５０年代から６０年代にかけて、ジャカルタの庶民生活の中

で自転車が不可欠なものになっていたのは、今日のオートバイと変わらない。職場へ、パサル
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へ、学校へ、映画館へ、たいていの場所へ行くのに自転車が使われ、自転車が集まって来る

場所には駐輪場が用意されて番人が監視した。 

駐輪場では施錠するのが普通だった。自転車泥棒事件

も少なくなかったが、盗難の被害は自転車本体よりも

berko と呼ばれるダイナモ発電機の方が多かった。ベルコ

とはひょっとしたらオランダのメーカーの名前かもしれない。

[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（６）」（２０２２年０１月１７日） 

発電機が盗まれたのは、夜間の無灯火運行が罰金の対象にされていたためである。オラン

ダ時代に行われていたペネンの納税や滞納者に対する罰金なども、オルラ時代はオランダ時

代そのままに続けられていた。 

オルバ期にもその制度は継続されたはずだが、社会での実効性が失われて行き、だんだん

とだれも法規を守らなくなって制度が崩壊して行ったのは興味深いポイントだ。植民地時代に

は飼い犬の登録制度や狂犬病予防注射、あるいはラジオ税などといったものが社会制度とし

て実施され、オルラ政府もそれらを継続していた。ところがオルバ期になってそれらの制度が

法規上は維持されても社会の中で同じように崩壊して行った事実をそこに並べて見るなら、オ

ルラとオルバが単なるレジームの政治態勢の差だけでなく、社会運営の主体者たる人間が持

つ社会観にも影響を及ぼしたことが視野に入って来るだろう。確かにそれらは表裏一体の関

係にあったと言えるに違いあるまい。 

 

自転車に与えられたステータスシンボルの上位から下位への転落はオランダ時代から既に
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始まっていたにも関わらず、１９７０年代ごろまで中下流層は自転車の有用性を手放さなかっ

た。ヨグヤカルタ・クラテン・ソロ・プカロガンなどで自転車は街中の交通機関の代表選手にな

っていた。 

そのころは、郵便配達夫も自転車で配達作業を行っていた。ジャカルタのパサルバルにあ

る中央郵便局から百人を超える配達夫が午前７時に一斉に自分の受持ち地区に郵便物を届

けるために自転車で出発するのである。 

 

ジャカルタのタンジュンプリオッ港で

ojek sepeda商売が始まったのもそのころ

だった。今でこそオジェッはオートバイが

常識になっているものの、オジェッの元

祖は自転車だったのである。 

港の敷地内を徘徊しているベチャとベ

モの動きが港湾業務の邪魔になってい

ることを理由にして、タンジュンプリオッ港湾管理者が敷地内への立ち入りを禁止した。港の中

で外部交通機関が動いていたのはそれだけの需要があったからだ。港湾関係者の港内での

移動ばかりか、船員目当てに埠頭近くまで商品を提げてやってきて地べたで店開きする外部

者もたくさんいたのである。たくさんの埠頭でたくさんの船が出入りすれば、船員消費者の人

数もたくさんになる。こうして船に近い場所にパサルが出現した。 

だだっ広い港の中で交通機関がなくなると、ひとびとはみんな困ってしまう。そこに自転車オ

ジェッが救いの神として登場したのだ。タンジュンプリオッ港の自転車オジェッの記事が初めて

コンパス紙に掲載されたのは１９７０年９月１２日だった。そのころには、自転車オジェッが社会

現象として顕著なものになっていたのだろう。 

ひとびとはこの自転車オジェッを taksi sepeda や bonsped というしゃれた名称で呼んだ。ボ

Ojek Sepeda 2011-03-06ジャカルタコタ駅前 
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ンスペッという西洋語の響きを持つ呼称は、何のことはない bonceng sepeda というインドネシ

ア語の短縮語だった。 

港の内外で自転車オジェッ商売を行う者は登録を命じられ、５百人ほどが登録リストに載っ

た。だが登録しない者が４百人ほどいて、全体では９百から１千人くらいになっていたようだ。

統計数字というのはいつも話半分に聞かなければならない。 

かれら自転車オジェッ運転手は移動距離の遠近によって１０または２０ルピアの料金を客か

ら徴収した。運転手の一日の収入はだいたい１００から２００ルピアの間だったが、心優しい乗

客が重労働を可哀相に思って余分にくれたりすると、５百から１千ルピアくらいの日収になるこ

ともあったそうだ。インドネシアならではの話ではあるまいか。その当時のコメの価格はリッタ

ー当たり３５ルピアだった。 

しかしプリオッ港湾管理者は最終的に、港湾敷地内における自転車オジェッの活動に引導

をわたした。１９７２年６月１日付で出された指示書で自転車オジェッ禁止が宣告されたのであ

る。オジェッはメトロポリタン都市にふさわしくないものであり、オジェッの廃止は人間が人間の

労働力を妥当でない報酬で搾取するシステムを消滅させる原則に合致したものである。どうや

ら、自転車オジェッはベチャと同一視されたようだ。[ 続く ] 
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「自転車は風の車？（７）」（２０２２年０１月１８日） 

１９８０年代に入ると、オルバレジームが国家開発に加えるドライブが強さを増した。四輪二

輪自動車の増産と自動車専用道路建設をはじめとするモータリゼーションのためのインフラ向

上が自転車の存在価値を弱め始めたのだ。国民大衆は自転車から自動車へと視点を移すよ

うになっていった。自動車を持つことが豊かな生活を目指す国民の夢になり、必然的に自転車

のイメージは貧困に結び付けられることになった。 

自転車は国民の交通機関のカテゴリーから脱落し、交通行政が作る諸計画の中から姿を

消し、町中を自転車で走ることはたいへんな危険と背中合わせで行われる冒険に変化したの

だ。自転車で走りたければ、自己責任でどうぞ・・・。 

だがその後、自転車の交通機関としての機能に代わってレクレーションサイクリングのため

の道具という使われ方が出現し、更には行き過ぎたモータリゼーションが街中に生み出す交

通渋滞や大気汚染への反省や批判として、通勤に自転車を使う bike to workなども世の中に

出現して来た。行政が自転車を白い目で見ていたのだから、ひとびとは集団走行するのが普

通だったことを忘れてはなるまい。 

 

１千キロを超える長距離を数日かけて走る自転車レースがインドネシア共和国で初めて行

われたのは１９５８年の第一回 Tour de Java だった。このレースはバンドンからチルボン→ス

マラン→レンバン→ソロ→ヨグヤカルタ→プルウォクルト→バンジャル→ガルッ→バンドンとい

うルート１，２４８キロを周回した。翌年の第二回ツールドジャヴァはコースが変えられ、ジャカ

ルタ⇔マラン間を巡る１，９５９キロを走った。 

それから９年間の空白期をおいて、１９６９年にＩＳＳＩ（インドネシア自転車スポーツ連盟）が

ツールドＩＳＳＩを開催した。そのときはジャカルタ⇔スラバヤ間がレースコースになった。ＩＳＳＩは

１９７６年からジャワ島外での自転車レースを開始し、手始めはスラウェシ島ウジュンパンダン
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⇔マリノ間、１９８１年に西カリマンタン、１９８４年にまた南スラウェシ、１９８６年に西スマトラが

会場になった。１９９０年にはジャカルタから北スマトラ州メダンまでの１，５００キロを走る、多

数の州を巻き込む大会が催された。 

ツールドＩＳＳＩは１９９２年の第１１回大会のあとストップし、２０００年に復活してスラバヤから

ジャカルタへというコースが使われ、２００３年の大会はマレーシアから選手を招いて国際大会

に規模を広げた。 

国際大会に昇格させたことで名称もツールドインドネシアと変わり、２００４年にはイラン・香

港・ニュージーランド・デンマーク・スイス・タイ・マレーシア・台湾・ベトナム・オランダ・エジプトと

インドネシアから１７チーム８０人が参加してレースを盛り上げた。翌年の大会にはアメリカとモ

ンゴルからも参加している。 

一方、ＩＳＳＩはツールドＩＳＳＩシリーズとは別にツールドジャヴァを１９８３年に復活させている。

名称をツールドジャワと変えた、インドネシアの長距離自転車レースの事始めを記念するレー

スは１９８５年と１９８９年に開催されたあと、続かなくなってしまった。 

 

乗物レースと言うと、自動車レースに焦点を当てるひとが多いだろう。インドネシアで初めて

の四輪自動車のレースが行われたのは１９１１年５月１１日だった。これはバタヴィア→スラバ

ヤ間およそ８５０キロをより短時間に走破した者が勝者になるというレースである。 

主催者はジャヴァモータークラブ機関誌 Het Algemeen Sportblad（雑誌「総合スポーツ」）で、

ジャカルタ・スラバヤ間を汽車より速く走破することを実証するのが最大の目的だった。つまり

２４時間以内に到着しなければお話にならないということだ。[ 続く ] 
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「自転車は風の車？（８）」（２０２２年０１月１９日） 

参加条件はエンジンパワー６０馬力を参加車両の上限にするということだけであり、走行は

どのようなルートを通っても構わず、要はジャカルタのマトラマン通りを出発してからスラバヤ

のゴールにいかに短時間で到着するかというのが勝敗の判定基準とされた。 

このレースに参加したのはフランス製ドゥロー

ネベルヴィル Delaunay Belleville と、やはりフラン

ス製シャロン Charron が各一台。フランス製四輪

車の一騎打ちだ。どちらも４気筒の乗用車である。 

それぞれの車にはドライバーと交代要員、そし

てプリブミの助手、および新聞記者ひとりの合計

４人が乗り込んだ。ドゥローネベルヴィルは

オランダ人ふたりが運転したが、シャロン

はヨグヤカルタでシャロン車を輸入販売し

ているフランス人がハンドルを握った。交

代要員はオランダ人、新聞記者はスマラン

のデロコモティフ紙記者デュクロ―だった。 

デュクロ―のレース同乗記によれば、次のようなレース展開だったようだ。１８時きっかりに

旗が振られて、シャロン車はバイテンゾルフに向けて飛び出した。 

ドゥローネのスタートは１８時１５分。 

１８時半に最初の犬と衝突事故。 

１９時５分にバイテンゾルフの町の灯が見えて来た。二匹目の犬と衝突。 

１９時半、スカブミのチバダッに入る。 

Delaunay Belleville 

Charron 
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２０時１５分、また犬と衝突。 

２１時、チアンジュルのムシジッ山近くの急カーブで水路に落ちる事故。ドアが外れかかり、

ホイールがへこみ、タイヤがひとつ外れた。人体に怪我なし。 

２１時１５分、後方からライトが近付いてきた。ドゥローネがクラクションを鳴らし、土埃を巻き

上げながら通り過ぎて行った。車を水路から押し出し、修理して出発。 

２２時、エンスト。クランクをかける。再出発。 

２３時、バンドン手前のチマヒの軍事地区に到着。 

２３時１０分、バンドン着。ホテルプリアンゲルに立ち寄り、給油と給水。デュクロ―は翌朝の

新聞記事を電報で送る。 

２４時、スムダン到着。運転者交代。 

３時、チルボン着。パジャマ姿の市民が飲食品を差し入れ。ドゥローネは２０分前に通り過ぎ

たばかりだそうだ。 

４時、トゥガル到着。ドゥローネはわずか５分前に通ったばかりだと住民が言う。 

５時、シャロン車のヘッドライトにドゥローネの土煙が映った。 

６時、プレレンの上り坂でドゥローネに追いついた。ドゥローネは道を開ける気配を示さない

が、シャロンは路肩を使って追い越した。ドゥローネが土埃を浴びる番だ。 

６時半、クンダルに到着。 

６時５０分、スマランに入る。更にドゥマッ→クドゥス→レンバン→グルシッを通過。 

１３時２６分、シャロンがスラバヤに到着。レースの優勝者になった。 

全行程の平均速度は時速４４キロ、最高速度は８５キロだった。 

ドゥローネの運命は悲惨だった。ドゥローネは三回事故を起こし、同乗記者は最初の事故で
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軽い怪我をした。ところが三回目の事故でかれは不帰の客となったのである。 

 

似たようなことは、オートバイでも繰り返し行われた。オートバイの場合はレース催事と言う

よりも、記録への挑戦の趣が強かったようだ。オートバイによる最初の挑戦は１９１７年５月７

日に行われ、ヘリッ・デ・ラアツ Gerrit de Raadtが Reading製オートバイを使って２４時間４５分

の記録を作った。 

その当時、街道沿いにガソリンスタンドがあるわけでもなく、修理ベンケルやタンバルバンが

道路脇に店開きしているわけでもなく、自動車関連の諸用品を売っている店さえなく、四輪車

なら多少の器材は積めるだろうが、二輪車はその点に関してはるかに条件が悪いのだから、

ヘリッは要所要所にその対策を前もって仕込んでおかなければならなかったのではあるまい

か。このオートバイによる挑戦は四輪車よりはるかに手間と費用がかかったのではないかと想

像される。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（９）」（２０２２年０１月２０日） 

しかしそれからほんの一週間ほど経過した１９１７年５月１６日、フリッツ・アイマース Frits 

Uijmers とヴィム・ヴィホル Wim Wygchel のふたりが Excelsior 製オートバイを交替で運転しな

がら平均時速４２キロでヘリッの記録を塗り替えた。所要時間は２０時間２４分だった。 

するとまた一週間ほど後の１９１７年５月２４日に、スマラン在住のオランダ人ゴディ・ヨンガ

Goddy Youngeが愛車 Harley Davidsonを駆って１７時間３７分の記録を打ち立てた。平均時速

は４８キロだ。その一週間後に記録破りに挑戦する者は現れなかったが、四カ月たってから１

９１７年９月１８日に挑戦者が出現した。 
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バレンツ・テン・ダム Barend ten Damが Indianブランドオートバイで１５時間３７分の快記録

を達成したのだ。平均時速は５２キロになる。するとゴディ・ヨンガがチャンピオンの名誉を防衛

する挙に出た。一週間も経たない１９１７年９月２４日、かれは再びハーリーデイヴィッソンにま

たがり、平均時速６０キロで突っ走ったのである。所要時間１４時間１１分の新記録が金字塔

に輝いた。 

一番最初に記録を作ったヘリッ・デ・ラアツは、後進にどんどん記録を塗り替えられていく様

子を見てどう思っていたのだろうか？あれから１５年も経過した１９３２年８月１８日、かれは再

びバタヴィア→スラバヤオートレースに挑戦

した。ヘリッはその目的のために当時最速の

レースマシーンという評価を得ていた Rudge 

Ulsterを輸入してこの壮挙に賭けた。 

ラッジアルスターは１９２９年から１９３９年

までレーシングバイクを生産したイギリスのメ

ーカーで、その５００ｃｃエンジンはその時代のスピード王という評判を博

していた。最高速度９０ｍｐｈは時速１４０キロに相当する。 

このラッジアルスターのおかげで、チャンピオンの栄冠は再びヘリッの頭上に戻って来た。

バタヴィア→スラバヤ間をかれは１０時間１分で駆け抜けたのである。それは永遠に破られな

い記録になった。 

 

ヌサンタラの土を自動車が初めて踏んだのは、１８９３年のことだった。ドイツのミュンヘンで

Hildebrand und Wolfmullerが１８９３年に世界最初のオートバイ商業生産を開始したあと、東ジ

ャワのプロボリンゴにあるウンブル Umbul サトウキビ農園の製糖工場で働くイギリス人エンジ

ニア、ジョンＣポターからの手紙が届いた。いまだかつて聞いたこともない、有名なジャワ島内

のプロボリンゴという土地に製品を１台送れという注文だ。製造者のヒルデブランドとウォルフ

Rudge Ulster 
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ミュラーは送り先の町を地図で探しただろうが、果たして見つけ出すことができたのだろう。 

 

ともあれ、その年のうちにオートバイはスマラン港に届いた。ポターはプロボリンゴの農園で

それを乗り回したに違いあるまい。だからヌサンタラにおける自動車の皮切りはオートバイに

なった。 

世界に最初に市販されたこのオートバイは、水平に置かれた二つのピストンが後輪を回転

させる構造になっており、チェーン・ギヤ・マグネット・バッテリー・ケーブルなどが一切ないシン

プルな形態をしていた。燃料はナフタが使われ、動く前に２０分間のウオームアップが必要だっ

た。 

このオートバイは１９３２年にポターのワークショップの片隅で、分解され錆びついた状態で

発見された。スラバヤのオランダ海軍技師がそれを復元し、最終的にスラバヤの交通博物館

の所蔵品になった。 

このヒルデブランド・ウオルフミュラー社は、１８９５年にイギリスの自転車メーカートライアン

フがオートバイ生産に乗り出すことを決めたために同社に買収され、１９０２年からトライアンフ

社はベルギーの Minerva 社製エンジンを購入してオートバイを売り出し、１９０５年になって自

社エンジンを搭載したフルスペックに転換した。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（１０）」（２０２２年０１月２１日） 

二輪自動車に対するもう一方の、東インド初の四輪自動車はベンツヴィクトリアで、スラカル

タのススフナン、パクブウォノ十世がスラバヤの高級品輸入商社に１万フルデンを払って取り

寄せた。スマラン港を経由してスラカルタに届いたのは１８９４年だった。 
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バタヴィアのタンジュンプリオッ港にはじ

めて四輪自動車が陸揚げされたのは１９０

３年だったが、上述のようにそれから８年後

には既にバタヴィア→スラバヤ自動車レー

スが行われている。四輪車の普及がたい

へん急ピッチで進んだことを、それが示して

いるようにわたしには思えるのだが、どうだ

ろうか。それに比べると、オートバイの普及は緩慢だったのではあるまいか。 

植民地時代にオートバイは農園主や砂糖工場の上級職員たちが購入し、かれらは地元で

オートバイツーリングクラブを作った。Reading, Standard, Excelsior, Harley Davidson, Indian, 

King Dick, Brough Superior, Henderson, Norton といったバラエティあふれるブランドが東インド

市場を賑わせた。１９１６年から１９２６年までの新聞広告に、それらのブランドが頻繁に顔を出

している。 

 

１９５０年代から６０年代にかけて、インドネシアの路上を走っているオートバイはすべて欧

米製のものだった。日本メーカーの現地生産品が出回るようになったのは７０年代に入ってか

らだ。それまでは Java, Norton, BSA, BMW, Hercules, Harley Davidsonなどが人気ブランドに

なっていた。５０年代末ごろからイタリア産スクーターが増加し、Vespa や Lambretta が幅をき

かせるようになった。同時に小型オートバイの Ducatiや Solexあるいは Mobilletteも垂涎の的

になったが、一般庶民にはなかなか手の届かない価格だった。いや、そもそもオートバイ自体

が一般庶民にとって高嶺の花だったと言えるだろう。だからミドルクラス以下の階層は自転車

を握りしめていたのである。 

オランダ製のソレックスは前輪のタイヤを駆動装置がはさんで回転させる仕組みになってい

たため、タイヤがすぐにすり減ったそうだ。それでも６０年代のジャカルタでオートバイを持って

Benz Victoria Phaeton 
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いれば、夕方町中に繰り出して顔を売ることができた。ＢＭＷにでも乗っていれば、声をかけた

女の子はすぐに後ろに座ったとアルウィ・シャハブ氏は書いている。 

重い財布を持てる者のステータスシンボルであるオートバイの後にすぐに乗って来る女子

は cewek bensin という愛称で呼ばれた。ガソリンとの共通点は何だったのだろうか？ 

昨今モゲ(Moge = Motor Gede)と呼ばれている大型バイクの代表格であるハーリーデイヴィ

ッソンについて言うなら、第二次大戦前のバタヴィアでオランダ人もハーリーデイヴィッソンクラ

ブを結成して、ジャワ島内をデモンストレーションしていたようだ。 

植民地警察も現場警官がハーリーを使い、左側にサイドカーを付けて走った。犯罪者を逮

捕すると、手錠をはめてサイドカーに座らせ、本部まで連行した。 

 

ヨーロッパで人間が乗るための人力駆動車両は、二輪車より三輪車の方が数百年も先行し

ていたそうだ。走行するためにバランスを保つのは三輪の方がはるかに楽だからだろう。古い

歴史をたどると、ドイツ人身障者が１６８０年に自分の行動の足として手漕ぎの三輪車椅子を

作った記録にたどり着く。 

西洋世界で三輪車はレクレーション・買物・運動などを目的にして作られ、人間や貨物を乗

せる商業目的のものはアフリカやアジアなど発展途上地域に出現したと英語ウィキぺディアは

書いている。 

インドネシアに三輪のベチャが出現したのも、ヨーロッパ人が持ち込んで来た二輪車がその

実現を促したのではないかとわたしには思われるのである。わたしは三輪車というアイデアの

話をしているのでなくて、実際の形を持つ車両としてのベチャのことについて述べている。[ 続

く ] 
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「自転車は風の車？（１１）」（２０２２年０１月２６日） 

１９２０年代には、巷に増加し始めた二輪自転車を馬車のようにして荷物運びの経済性を高

めれば、ビジネス運営コストを低減できると考えた華人頭家が少なからずいたにちがいあるま

い。何しろ、馬を自分で飼うにせよ他人から借りるにせよ、馬を使うというのは金がかかること

だったのだから。 

馬車の馬を車輪に替えれば三輪になるわけで、あとは前を一輪にするか二輪にするか、つ

まりは駆動力を前にかけるか後ろにかけるかの選択次第で形が決まる。そんなアイデアを抱

いた頭家が自分の店のために自転車を改造させて三輪車にした可能性は十分に推測できる

だろう。 

ベチャの発端はどうやら荷車としてのものだったらしい。荷馬車の代替品として始まり、名前

までが馬車をそのまま使ったようだ。インドネシアでベチャの語源は馬車の福建語読みである

というのが定説になっている。そのベチャがインドネシア共和国の中で人間運搬用交通機関

に特化し、何十年にもわたって一世を風靡するようになった。 

とは言っても、インドネシア型人間観のせいで人力搾取の一形態という観念がそこについて

回り、ベチャを何十台も持って大儲けしている華人頭家とベチャを借りて運転している痩せこ

けたプリブミ貧困労働者の対比がその観念の基盤に取り込まれて、経済問題・人種問題・人

道問題などがそこに引き寄せられ、ジャカルタをはじめとしてミナンカバウやバリでもベチャを

行政が禁止するという事態が並行して起こった。 

 

バタヴィアで、乗客を乗せて走るベチャは１９３０年代に出現したように思われる。オランダ

人がバタヴィアの様子をドキュメンタリー撮影した映像を見ると、１９１０年代の路上にいるの

は蒸気トラムと馬車ばかりで、ほんのわずかに自転車と四輪自動車がちらほらと走っているだ

けだ。しかも大通りでは自動車の方が多いように感じられた。 
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２０年代の映画では、蒸気トラムと馬車が相変わらず路上の主役であり、四輪自動車がだ

いぶ増えて自転車も数を増しているが、グロドッやパサルスネンの風景にさえ乗客ベチャはま

ったく出て来ない。 

そしてやっと、３０年代の映画の中に乗客ベチャがちらほらと出て来た。ちらほらといるベチ

ャは路上を列をなして走っている四輪自動車と二輪自転車の間で小さくなっており、うっかりす

ると依然として少なくない馬車と見間違う可能性もなきにしもあらずという風情なのである。どう

やらジャカルタでベチャが激増したのは、インドネシア共和国になってから起こったことのよう

に思われる。反対に、スラバヤで植民地時代にベチャが急増したという話がある。 

ムハンマッ・ソリヒン氏によれば、オランダ時代の１９４０年代にスラバヤ市民がベチャに乗

るのを好むようになり、四輪自動車やドカルに乗るよりもベチャを使うことに情熱を傾けた。お

かげでスラバヤ市内に不穏な空気が漂ったそうだ。 

落ち着いて穏やかな、オランダ人にとっての快適な都市生活がベチャにかき乱されたので

ある。オランダ人たちは町中での日常生活で、周囲を田舎者インランダーが三輪自転車で徘

徊する事態に直面した。植民地行政者が描いていた都市生活の理想像にベチャが冷水を浴

びせかけたのだ。そのときベチャは反植民地運動の一翼を担ったのだとかれは解説している。 

 

インドネシアでベチャは小規模資本生産者が

自分の町あるいは特定地域向けに生産してきた。

そのために、地方ごとにベチャのスタイルに違い

がある。日よけと本体の形状を一瞥しただけで、

どの地方のベチャだと見当をつけるひとだってい

るのである。 

東ジャワのベチャは太目で飾り気たっぷりだが、

バンドンのベチャは細目でオーナメントは簡素だ。サドルの位置が高く作られているためにバ

Yogyakarta の becak 2014-08-29 
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ンドンのベチャは運転手の視野が広い。チルボンや

インドラマユのベチャは最初客席の背もたれが直立

型だったものが、１９９０年代にラウンジチェアー型に

変化した。またチルボンやインドラマユのベチャ引き

はサドルを外してしまい、長さ３０センチ幅１０～１２セ

ンチの木の板に薄くスポンジを貼ってビニールで包んだものに替えている。そんなスタイルの

ベチャをジャカルタに持ち込んだ者もあって、ジャカルタの乗客を驚かせた。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（１２）」（２０２２年０１月２７日） 

チルボン・インドラマユのベチャ引きは自分のベチャを飾るのが大好きで、前面を派手な色

のペンキで塗り、客席の背もたれにはスーパーマン・ランボー・ゴバンなどのヒーローやおふざ

けでトゥユルを描いたりもする。昔、大統領選挙のときにメガワティを描いてくれという注文がた

くさん来たとベチャに絵を描く画家のひとりは物語っている。テレビが普及する前は、ワヤンの

ビマやガトッカチャなどの像が描かれていた。パゲランディポヌゴロだって描かれるのである。 

 

乗客用ベチャが望まれない子供として

生まれて来たのは、どのような背景があっ

たためだろうか？荷物用ベチャが乗客用

ベチャに転換された時に、やはり華人がそ

こにからみ、反華人感情が人力搾取観念

と相まってベチャをハラムな乗り物にして

しまったのだろうか？ジャカルタ都庁が首

Cirebon の becak 1993-01-04 

ジャカルタの becak 200-08-04 

Pondok Labu 



自転車は風の車? 西祥郎著 

27 

都建設基本計画１９６５－１９８５を打ち上げて、都議会が１９６７年５月３日にそれを承認した

とき、ベチャは首都にあってはならないものと定義付けられた。都民の交通機関として行政が

ケアする対象からベチャは外されていたのである。 

その線に沿って、アリ・サディキン都知事はベチャを１６万台から３．８万台にまで削減した。

アリ・サディキンに代わったチョクロプラノロ知事はベチャ撲滅の手を緩めたために、ベチャ台

数は５．５万台に増えた。次のスプラプト知事の時代、１９８５年１月１日にジャカルタ無ベチャ

都市宣言が出された。そのとき、ベチャ台数は７．５万台に膨らんでいた。 

無ベチャ都市を実現させるために、無ベチャ地区を設けてそれを徐々に拡大していくこと、

現存台数を増やさないために新規生産と新規流入を厳禁すること、活動地区システムを設け

てベチャの行動は首都５市の各行政区域内にとどめること、そのために各市のベチャを色分

けして違反車がすぐ分かるようにするなどといった種々の方針が開始された。そのようにして、

ベチャを徐々に減らして最終的に無ベチャ都市にしようという考えだったようだ。無ベチャ都市

の無ベチャ地区にいるベチャは違反車だから即時没収することが公然とできる。貧困民衆保

護を叫ぶ民間団体に十分対抗できるだろう。 

 

１９６８年３月２１日のコンパス紙に出たベチャ取締り記事は、ベチャの存在そのものに関す

るものでなく、納税忌避ベチャに対して行われたものだった。この納税は上で見たペネンという

オランダ時代以来行われて来た乗物税のことで、納税を行っていないベチャ数百台がサリナ

ビルの敷地に集められ、乗客用座席が取り上げられてから帰ることが許された。納税したら座

席を返してもらえるということだったのだろうか？それとも単なるお仕置きか？ 

存在そのものが非合法であるにもかかわらず税金を納めろというのは、大いなる矛盾では

あるまいか。このインドネシアの国税当局の発想はきっと他の国にまねのできないものだろう。

似たようなことは、汚職者が逮捕されたときにも発生している。汚職で手に入った金は犯罪に

よる収入であり、その収入を納税申告する者はまずあるまい。ところがインドネシア国税はそ
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れを収入と見なして汚職者に脱税の措置を取るのである。 

 

１９７０年６月にベチャ泥棒が逮捕される事件が起こった。都内のベチャは黄金時代に達し

ていて１５万台とか１６万台が動いていると言われていたのだから、盗んだベチャに安値を付

ければ飛ぶように売れただろう。イスティクラルモスクの表の道路脇で眠りこけているひとりの

男が発見されたのが事件の発端だった。男はベチャ引きであり、その男のベチャをふたりの別

の男が漕いで走り去ったのを目撃した者もいた。ベチャ泥棒は適当にベチャに乗り、しばらく走

らせたあとベチャ引きに食べ物を勧め、麻酔薬か催眠薬かを混ぜたその食べ物をベチャ引き

に食べさせるのが犯行の手口だった。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（１３）」（２０２２年０１月２８日） 

それと正反対の、正直者ベチャ引きの表彰記事もそのころ新聞に載った。都内街中で旅行

者がベチャに乗り、ホテルインドネシアまで送らせてからホテルに入って行った。しばらくしてか

らベチャ引きが客席をよく見たところ、背もたれとシートの隙間に財布が挟まっていた。翌朝、

ベチャ引きはその財布をホテルインドネシアに届けた。ホテル側はその中身を調べて、泊って

いる日本人客のひとりと判断し、すぐに連絡した。その客は前夜、財布がなくなったと騒いでい

た人物である。 

フロントからの連絡で緊張した顔つきの日本人が慌しくロビーにやってきて、自分の財布を

目にして相好を崩した。かれはベチャ引きの手を握って感謝を表明し、褒美に５千ルピアを進

呈して恩に報いたのだった。そのころの５千ルピアはコメ百キロ相当の価値があった。 
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１９７８年８月には都庁センサス統計事務所がベチャ引き３百人を対象にした面談調査を行

った。かれらのベチャ運行は１日平均１１．４時間で、この職業を３年以上続けることはできな

いと６割の者が考えていた。体力を消費するこの仕事をそれ以上行うと、身体にガタが来て仕

事ができなくなるとのことだ。ベチャ引きの職業病として kencing panas というものがある。ベチ

ャ引きはサドルに座って、力を入れてペダルを漕がなければならない。そのときに尿道が圧迫

される。それを毎日続けていると排尿に障害が起こる。 

ジャカルタのベチャ引きの９６％はインドラマユをメインにした西ジャワからの出稼ぎ者とトゥ

ガル・プカロガンを主体とする中部ジャワからの出稼ぎ者で構成されていた。そしてかれらの

二人に一人はベチャの客席で睡眠を取っていた。 

ベチャ引きの１日当たりの収入は８４７ルピアであり、ベチャオーナーへのストランは１日３４

５ルピアで、支出は多めの食事量と精力剤としてのジャムゥと卵に費やされる。かれらは月に

２千から４千ルピアの貯蓄をしてジュラガンに預けている。 

 

ベチャ事業を行っている資本家はみんな大きくない資本金でそれを行っている。そんな事業

主はたいてい、インドネシア語で juragan と呼ばれた。ジュラガンは事業組織のボスを意味して

おり、その組織で働く者は、事業主が老若男女のどれであろうが、組織の頭領をジュラガンと

呼んだ。その短縮形 gan で話し相手を呼ぶことがある。「Baiklah, Gan.」と言うような表現だ。こ

のガンは英語ボスの意味で使われているが、昨今ではそのものずばりのBosの方が愛用され

ているように感じられる。相手は自分の雇用主でなくても、だれかれ構わずにそう呼ぶ。空港

のポーターやタクシー運転手がわれわれに「ボス」と言って来るようなものだ。 

ジャカルタのベチャ事業のジュラガンたちは昔、華人頭家が多かったのかもしれない。資金

を持つプリブミミドル層がまだ育っていなかった時代だからだろう。しかしオルバ期にプリブミミ

ドル層は大躍進を遂げたのである。プリブミ小金持ちの層の厚みはオルバ期に大幅な膨らみ

を示した。オルバレジームを単純に悪者にするのでなく、罪もあれば功もあったことにわれわ
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れは目を開かなければなるまい。 

ジュラガンたちは普通、一台が７５～１２０万ルピアのベチャを２～５台所有し、それを運行さ

せる人間に委ねて一日一台当たり３千５百ルピアのストランを徴収した。この項のデータは２０

０１年のコンパス紙記事から引用している。 

ジュラガンと運行者の関係は対等の立場による契約関係であり、雇用主と被雇用者という

身分関係ではない。ジュラガンは自分の資産を相手に貸して、日銭を相手から取る。その日銭

がストランと呼ばれるものなのだ。その資産、つまりベチャの運行に関わる経費はすべて運行

者の負担になる。 

ベチャ運行者が日中だけの運行で契約すると、ストランは一日当たり２千５百ルピア。夜間

だけの運行で契約すれば一日当たり２千ルピアになり、ジュラガンはふたりの運行者にベチャ

一台を使わせて一日４千５百ルピアを手に入れることになる。[ 続く ] 

 

 

「自転車は風の車？（終）」（２０２２年０１月３１日） 

ジュラガンは田舎から上京して来たベチャ引きに無料宿泊施設を用意している。と言っても、

狭い空間にゴザが敷かれているだけのスペースだ。そして水浴場も用意する。更にワルンを

用意して、コメ・タバコ・石ケンなどベチャ引きが生活に必要な品物を売る。 

またベチャの修理や調整のためのベンケルも用意する。ベチャ引きがベンケルに何かを依

頼する場合、すべて有料になる。ベチャ引きの故郷の家族に怪我や病気が起こって緊急の金

が必要になったとき、ジュラガンは金貸しにもなる。 

ジュラガンとベチャ引きは建前が独立個人の契約関係と見なされていても、実態ははるか

にウエットな人間関係の中にいて、まるで親族のような関係が形成され、互いに相手を必要と



自転車は風の車? 西祥郎著 

31 

する者同士の親密感が日常生活の中に築き上げられている。 

ベチャ引きはジュラガンが自分を道具にして搾取しているとはまったく感じておらず、まるで

親や兄のような気持ちで接しているし、またジュラガンはジュラガンで、ベチャ引きを搾取して

いるなどとは少しも思っておらず、そのベチャ引きの収入があまりにも少なければストランを減

額さえしている。 

 

ベチャ引き稼業に身を投じた上京者の多くはそれで生きて行くことを考えるようになり、自分

のベチャを持って独立する夢を抱く。自分のベチャを持てば、毎日ストランに追われて気の休

まる機会のあまりない身分から解放されるのである。 

プルウォクルト出身のベチャ引きパイノさん３２歳は、倹約生活をしていれば一年で自分の

ベチャを持てるようになる、と語る。 

「ベチャ引きの収入はだいたい一日に１．５～３万ルピアだ。ストランと食費などで一日の支

出は１万ルピアくらいだから、残りは貯蓄に回せる。故郷の家族の生活費にもなりゃあ、自分

のベチャを買う資金にもなる。」 

 

かれらが上京してベチャ引きになるのは、金になる仕事が田舎にないからだ。中部ジャワ州

トゥガル出身のベチャ引きバシルさん４１歳はこう語る。 

「農業労働者にもらえる賃金は一日８千ルピアだ。しかも仕事がいつでもあるわけじゃない。

植付け時期に田作りや畝作りをするだけであり、種が蒔かれたら、その後は施肥にしろ穫り入

れにしろ、農業労働者が呼ばれることはない。だから年中ほとんど失業状態だ。しかしジャカ

ルタでベチャを引いているかぎり、田舎での生活は困らない。」 

かれは故郷に自分の家を持ち、１４インチのテレビを置き、子供たちを中卒にした。しかもジ

ャカルタのベチャは自分の物だ。故郷にいて農業労働者を続けていれば、そんな暮らしができ



Becak 

32 

るはずがない。 

かれは自分のベチャ引き人生がそろそろ終わりに差し掛かっていると考えている。ベチャ引

きは一生続けられる仕事ではないのだ。かれは資金がたまったら、故郷に戻ってあひる養殖

の仕事を始める計画を立てている。ベチャ引きに比べたら体力の消耗は大違いだし、収入も

決して悪くない。 

 

そんなベチャ引きたちの夢と生活設計を、都庁の無ベチャ政策が粉々に破壊した。１９８８

年ごろから強められたベチャ没収オペレーションは、都下の秩序安寧部門と行政警察が没収

部隊を編成して、都内のベチャ溜りで客待ちしているベチャに襲い掛かり、ベチャ引きを脇に

押しのけてベチャを大型トラックの荷台に放り上げる。そのようにして集められたベチャはジャ

カルタ湾に投げ込まれて魚礁にされてきたのだ。 

民衆が自力で、行政から何の支援も指示ももらわずに築き上げて来たベチャのシステムは、

ジュラガン・ベチャ引き・ベンケルオーナーと技術者・製造者・ベチャ引きの生活に関わる諸経

済活動従事者など十数万人ものジャカルタ低層庶民に生活の糧を与えて来たのである。そん

なベチャシステムの代替を用意することが、行政にはたしてできるのだろうか、とトリサクティ大

学教官はコメントしている。[ 完 ]
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「風と angin」（２０２１年０１月２２日） 

 

風化しかかった昆虫の死骸を見て、ふと思った。風化とはどういう意味なのだろうか？辞書

には「地表の岩石が、日射・空気・水・生物などの作用で、しだいに破壊されること。また、その

作用。」と記されている。しかし「化」という文字を従えた熟語を見ると、液化・固化・気化・酸化・

塩化・磁化・強化・弱化・軟化・硬化・激化・悪化・異化・開化・教化・羽化・緑化・電化・欧化・劇

化・感化などのように、その種のもの、あるいはそのような状態への変化を示しているように思

われる。 

では、風とはいったい何なのか？辞書に示されているのは「空気の運動（特に水平方向）」

だけだ。その運動の媒体を示す用法は現代日本語の中に存在しない。ところが英語ウィクショ

ナリーの「風」の項を見ると、なんと中国語も日本語も air(s), atmosphereが示されているので

ある。にもかかわらず日本語ウィクショナリーの「風」の項に「空気」の語義は見当たらない。 

 

風化という言葉は「風」が空気の意味で使われているものではないかという考えが頭に浮か

んできた。というのも、日射・空気・水・生物などの作用で岩石や死骸から風が巻き起こるとい

う理解は現実離れしているように思われるからだ。それらの作用によって空気のような物に変

化すると解釈するのが正確なのではあるまいか。 

もちろん、風というのは漢字であり、したがって漢民族文化の産物であるから、風という漢字

が内包している語義は中国語の風[フォン・ホン・ふう]が持つものと同じであって当然だ。和語

の「かぜ」が動きだけでなく空気そのものを含んでいたのかどうかというのはまた別のことがら

になるだろう。もちろん、「かぜ」が気体の運動という意味で「風」と合致したために「かぜ」に

「風」の文字が当てられ、「風」が内包していたバリエーションとしての語義が「かぜ」のほうに

移って来た可能性もあり得ない話ではないのだが。 
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「かぜだまり」という日本語が昔からあったのであれば、そこで使われている「かぜ」は気体

の運動でなくて気体そのものを指しているように思われる。運動は移動するものであり、エネ

ルギーとしてためることはできても、運動そのものはたまる（一カ所に蓄積される）と運動でなく

なるから、運動としてのかぜがたまることはありえないだろう。 

 

ＫＢＢＩに記されたインドネシア語の anginは第一語義が風で、第二語義は空気、第三語義

は屁となっている。自動車のタイヤに空気を入れることを ban diisi angin と言うのは風を送り込

むのでなく、空気を注入することを表現している。 

放屁を buang angin と言うのは、腸内の気体を尻の穴から放出することを述べている。ヨー

ロッパ語はたいてい、風を屁の類語にしているようで、風に該当する各言語の単語は第一義

的に気体の運動を表し、次いで気体の語義が登場する。こうして見ると、現代日本語はどうや

ら「風かぜ」の語義を運動面だけに絞り込み、気体そのものの意味を捨て去ってしまったので

はないかと思われ、特異な民族としての面目躍如という雰囲気を感じることになるのだが、こ

の世界的に特異な民族は自らの特異さをあまり自覚していないようだ。 


