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「留学史（１）」（２０２２年１０月０４日） 

インドネシア人の海外留学の歴史について語るとき、その嚆矢となるのは多分この人物だろう。その名を

Raden Saleh Sjarif Boestaman と言う。植民地時代のインドネシア民族を代表する高名な画家だ。 

ラデンサレ・シャリフ・ブスタマン、通称ラデンサレは植民地政庁上層部の引き立

てを得て１８２９年にバタヴィアから海路ヨーロッパに向かった。かれは２０年間ヨー

ロッパに滞在してオランダ・フランス・イギリス・ドイツ・イタリア・オーストリアなどを

往来し、アジア人の優れた画家として優遇された。バタヴィアに戻ったのは１８５２

年で、現在の中央ジャカルタ市チキニ地区の広大な地所を買って御殿を建て、自

前の植物園動物園を保有して一般に公開した。 

 

ラデン・サレの半生記はこちらをご参照ください。 

「サレンバ（３）」（２０１８年０４月０２日）http://indojoho.ciao.jp/2018/0402_1.htm 

「サレンバ（４）」（２０１８年０４月０３日）http://indojoho.ciao.jp/2018/0403_1.htm 

「サレンバ（５）」（２０１８年０４月０４日）http://indojoho.ciao.jp/2018/0404_1.htm 

「サレンバ（６）」（２０１８年０４月０５日）http://indojoho.ciao.jp/2018/0405_1.htm 

 

その次に名前の挙がるのが Drs. Raden Mas Pandji Sosrokartonoだろう

か。インドネシアで女性解放運動の先駆者として名高いラデンアユ・カルテ

ィ二の実兄がかれだ。カルティ二はヨーロッパで活躍する兄を羨望し、自分

もヨーロッパへの留学に憧れたが、それが実現することはなかった。ラデン

マス・パンジ・ソスロカルトノが妹カルティ二の精神を導いたと言われてお

り、だとすれば、かれがカルティ二をインドネシア民族の母の座に押し上げ

たようなものだ。 

Raden Saleh Sjarif 

Boestaman 

Kartini 
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中部ジャワのジュパラ県令の家に生まれたソスロカルトノ、通称カルトノ

はジュパラのＥＬＳ、スマランのＨＢＳを終えたあと、オランダのデルフトにあ

る工学高等学校で学ぶため１８９８年に渡航した。時に２１歳のことだった。

しかし工学系が自分に合わないことを悟ったかれはレイデン大学に移って

言語学と東洋文学を専攻し、東洋文学の学士号を得てドクトランドゥス Drs.

の学術称号を手に入れた。かれがレイデン大学での東インドプリブミ卒業

生の第一号だった。 

１９１７年、カルトノはオーストリアのウイーンで米国ニューヨークヘラルド

トリビューンの戦争記者になり、月給１，２５０米ドルを得て第一次大戦下の

ヨーロッパ各地を取材のために飛び回った。戦争終結間近になって交戦国が秘密裡に行った講和会議をスッ

パ抜き、ニューヨークヘラルドが特ダネ記事をものして世界を揺るがせることが起こった。それは無署名記事だ

ったが、カルトノの業績だったことは記者たちの間で知れ渡っていたそうだ。 

インドネシア共和国初代副大統領になったモハンマッ・ハッタの回想録に、ウイーンを訪れたときにカルトノに

会った話が語られている。高額の給料を得て王侯貴族のような生活をしている様子にハッタは強い感銘を受け

たようだ。 

第一次大戦後の世界状況再構築のために米国大統領の提唱で国際連盟が発足し、その国際機構で使わ

れる言語の翻訳を監督する仕事にカルトノが抜擢された。世界の２４カ国語を自在に操る能力を持つかれに国

際機構運営者がほれ込んだようだ。かれは１９１９年から１９２１年までその仕事をした。[ 続く ] 

 

 

「留学史（２）」（２０２２年１０月０５日） 

Pangeran Aria Achmad Djajadiningratはダンデルス総督の時代に消滅したバンテンスルタン国の王家の直系

子孫に当たる。バンテン王国は滅ぼされてオランダの直轄領地にされたのだが、王家が皆殺しにされたわけで

. Raden Mas Pandji 

Sosrokartono 
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はない。王家のひとびとはオランダ植民地政庁の行政機構に入って、各地

の統治行政を行う首長になったのである。 

１８７７年にセラン県クラマッワトゥ1のウェダナ2の息子として生まれたパ

ゲラン・アリア・アッマッ・ジャヤディニンラは大ウラマになるためにプサント

レンで学び始めた。ところがある日、パンデグラン県令の伯父の命令でセ

ランにできたオランダ人向けＥＬＳへの入学を命じられ、かれの人生は大き

な転機を迎えることになる。かれはオランダ人の子供のような恰好をして、

インランダーをいじめぬこうと待ち構えている白人悪童たちの中に入って

行った。 

ＥＬＳを終えるとバタヴィアのカヴェドリ3に入り、かれはそこで Willem van Banten と名乗っていたそうだ。オラ

ンダ系の印象を少しでも与えて、偏見がもたらす蔑視と見下しをやり過ごそうと努めていたように感じられる。 

カヴェドリでの学業を終えた１８８９年に見習い官吏となって植民地管理行政の末端に就き、業績が評価され

て１９００年にはボジョヌゴロ4の副ウェダナに抜擢された。翌１９０１年にはセラン県令になって父親を後継し、１

９２４～１９２９年にバタヴィアの県令を務めた。 

１９１８年に国民議会が設けられてからはその議員になったし、ほかにも代表者参事会や東インド議会の議

員を務めている。かれは子供のころからオランダ式の教育を受け、またオランダでの生活を実地に体験して西

洋文明を肌で知った当時数少ないプリブミのひとりであり、東インドの、中でも自分の故郷であるバンテンの開

明化にその生涯を捧げた。 

 

Abdoel Rivai は１８７１年に西スマトラ州アガムでムラユ学校教員をしている父とブンクルの王族だった母の

 

1 Kramatwatu: Serang と Cilegonの街道沿いの中間地点付近。 

2 副県令 

3 Koning Willem III School te Batavia 

4 東ジャワ北部の県 

Pangeran Aria Achmad 

Djajadiningrat 
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間に生まれた。１８８６年、まだ弱冠１５歳のアブドゥル・リファイはバタヴィア

のジャワ医学校に入学した。それは両親に祝福されない選択だった。両親は

ブキッティンギにある王族学校にかれを入れたかったのである。ところが、親

の言いつけ通り先に王族学校に入っていた実兄が弟の選択を支持したの

だ。兄に支援されて両親の意に沿わないバタヴィアの医学校に進んだかれ

は、自分がどのように生きていくべきかについての基本を少年期に確立させ

たようだ。 

かれが人並外れた知識欲の持ち主であり、しかも自分の目標を達成するためにハードワークもいとわない卓

抜した精神力を持つ、自己統制に優れた人間だったことの片鱗は、ジャワ医学校時代に既に表れていた。オラ

ンダ語を習得しつつ多種の語学力を身に付けるために、役所にファイルされているオランダ語の書類をムラユ

語に翻訳したり、オランダ人にムラユ語を教えたり、さまざまな新聞に記事を書き、あるいは翻訳を行い、また

広告宣伝作りもした。 

学校でのあまり時間的な余裕のない学業の合間にそれらを行っていたのは、自分に力を付けることが主目

的ではあったが、それが金になるという見返りもあったからだ。ジャワ医学校の学生に政庁が支給する奨学金

はわずか１８フローリンだったのだ。親からの仕送りを期待しないで暮らすためには、身を粉にしなければなら

ない。 

１８９４年に医学校を卒業したかれは、うれしさと家族への孝行心から自分の肖像画を描かせて郷里に送っ

た。オランダ風の衣服を着て描かれているアブドゥル・リファイの肖像画を見た両親は、息子はもう別世界へ行

ってしまったという思いを禁じえず、腹立ちと嘆息の中に沈んだというエピソードがある。 

医学校卒業後、かれはメダンの官立病院での勤務を命じられた。だが５年足らずの勤務期間中にオランダ

へ留学する決意がかたまり、勤務のかたわらでその準備に没頭する日々が続いた。メダンであれどこであれ、

植民地の官医になって平穏な道を歩む人生を送る気は少しもなかったということだろう。１８９９年初、オランダ

を目指して船に乗ったかれはそのとき、オランダでの活動資金として２万５千フローリンの金を携えていた。[ 続

く ] 

Abdoel Rivai 
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「留学史（３）」（２０２２年１０月０６日） 

オランダに着いたかれをファン・デフェンテールやエイクマン教授たち東インド経験者が受け入れて面倒を見

てくれた。なにしろ、オランダに医学の高等教育を求めてやってきたはじめてのプリブミがかれだったのだから。 

１９０７年にアムステルダムで学業を終えてから、更に博士号に挑戦してベルギーのヘンツ大学で博士課程

に進み、１９０８年に学位審査をパスして博士号を授与された。ヨーロッパで博士号を得た東インドプリブミの第

一号がアブドゥル・リファイだった。 

東インド植民地軍の軍医としてバンドンのチマヒで勤務するために、かれは１９１０年に東インドに戻り、その

後東インドの各地を軍医として転々とした。プリブミドクトルの第一号となったかれは、医師としての能力と手さ

ばきの良さでたいそうな評判と信頼を獲得したという話だ。 

 

かれは１９００年に学業のかたわら、アムステルダムでムラユ語新聞 Pewarta Wolanda を発刊した。これもオ

ランダ始まって以来のできごとだった。かれはこの自分の新聞を育てながら、オランダや東インドの新聞に記事

を投稿した。オランダ語の新聞 Oost en Westや Algemeen Handelsbladにもかれの記事が掲載された。記事内

容が東インドにおける植民地政策と封建層のあり方に対する辛口の鋭い批判に満ちていたことで知識層読者

に好評を博し、アブドゥル・リファイの名は記者としての定評を得た。世間一般には、優れたドクトルとしてのか

れよりも、ジャーナリストとしてのかれの顔の方が有名だったようだ。 

アンリ・コンスタン・クロード・クロックナー・ブロウソンと意気投合したかれは、１９０１年に新聞 Bendera 

Wolanda をスタートさせ、１９０２年には Bintang Hindiaを立ち上げている。またヨーロッパにいる間、記事作りの

他にも文学の翻訳を行い、エミール・ゾラの小説などを翻訳した。 

１９１８年には国民議会議員になり、１９２３年まで三期にわたって議員を務めた。その間、１９１９～１９２１年
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にヨーロッパ一円から米国までの周遊旅行を行っている。以後バタヴィアに住んで Bintang Timur 紙の育成に

努めた。 

１９２６年１１月にかれが東インドからヨーロッパに向けて行った船旅の旅行記が、たいして間をおかずにビン

タンティムール紙に掲載された。当時の船旅を感性豊かな文筆家が書き残した記録として一読に値するものと

思われるので、ここにご紹介しようと思う。本論の主題と無関係とはいえ、当時の留学生たちも同じ光景を目に

し、似たような体験をしたはずだから、かれらの心のひだが覗けるかもしれない。 

 

２０日午後４時にタンジュンプリオッ港を出た船は、２２日午前７時にシンガポールに着いた。わず

か３９時間の航海だ。シンガポールはフリーポートであり、物品の出入りに関税がかからない。この町

の中であらゆる人種が混じりあって暮らしている。イギリス人・オランダ人・ドイツ人・日本人・北インド

人・南インド人・アルメニア人・アフリカ人・中国人等々。 

シンガポールの町の構造と様式はイギリスのそれに似ている。すべての道路や広場はイギリス式

の書き方で名前が表示されているし、華人の店名の看板も英語式綴りだ。すなわち、シンガポールの

言語や文化はイギリスの影響を強く受けていることがそこに示されている。イギリスで暮らしたことが

ある者には、シンガポール住民の精神がイギリス文化で染め上げられているのを感じ取れるはずだ。

[ 続く ] 

 

 

「留学史（４）」（２０２２年１０月０７日） 

わたしはシンガポールの大きいホテルに投宿した。ホテルのオフィスで働いている者はすべてイン

ド人で、ボーイや下働きの者は華人だ。上述の印象から、わたしは英語を使った。ところがオフィスの

インド人たちの中で、英語で長話できるのはひとりふたりしかおらず、後の者はちょっと話せばそれで

終わり。華人の下働き連中にいたっては、英語を話せる者はおらず、いくつかの英単語を知っている
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だけ。華人・日本人・北インド人・南インド人の商店へ行っても同じようなもの。ところがかれらのすべ

てがムラユ語を何不自由なく話している。 

それはいったい何を意味しているのか？この国際都市シンガポールでの異人種間共同生活で、英

語よりもムラユ語の方が大きい役割を果たしているということなのだ。わたしは路上でふたりの華僑

がムラユ語で会話している姿を目にした。 

インドネシアの全土で、マラッカで、シンガポールで、ムラユ語が使われている。ビジネスにも旅行

にも、ムラユ語が有用なのだ。そんな実態を見るにつけ、プリブミ子弟教育の中でムラユ語を教える

必要はないという声が中部ジャワで上がっていることにわたしは不可解の思いを禁じ得ない。 

ジャワ語・スンダ語・マドゥラ語はもちろん素晴らしい言語だ。しかしそれらの言語能力をどれほど

付けたとしても、それが使えるのはジャワ島内のそれぞれの地方だけなのではないか。中部ジャワと

東ジャワの外に出てしまえば、それらの言葉はジャワ人同士の間でしか使えない。 

わたしはこのシンガポールでついさっき、オランダの銀行を訪れた。そこでジャワにあるオランダの

銀行からの手紙をオランダ人職員に見せ、わたしが望んでいることをオランダ語で告げた。わたしは

その職員に以前ジャワで会ったことがある。 

ところが、わたしがオランダ語を話しているにもかかわらず、かれは英語で応対するばかりであり、

わたしがオランダ語で話すのを喜んでいない雰囲気が感じられたから、わたしは英語に切り替えた。

かれの雰囲気が変わった。 

オランダ本国とインドネシアは別にして、その外の世界へ行けばオランダ人さえオランダ語を使い

たがらないようだ。インドネシア人がオランダ人と話してすらそうなのである。何年も前にヨーロッパを

訪れた際に、わたしはそのことに気付いていた。オランダ人は自分の国から一歩外へ出れば、自分

の母語を使いたがらない。 

 

バタヴィアのホテルデザンドやホテルネーデルランデン、スマランのオテルデュパヴィリョン、スラバ
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ヤのオラニェホテルのように客室が清潔で整然と整えられているホテルはシンガポールに見当たらな

い。もちろんシンガポールの一流ホテルの中には、きれいな客室もあるだろう。しかしどの部屋を見て

も、上述のジャワのホテルの客室に入ったときのような気持ちよさを感じさせてくれない。ベッド、洗面

台、室内の椅子、浴室・・・どこか片付いておらず、不潔感が付いてまわる。ところが、室料や食事代

は上述のジャワのホテルとほとんど違わない。 

ホテルのヨーロッパ料理は悪くない。レイスタフェルはないが、それによく似た料理があって、メニュ

ーにはマルトンカリー＆ライスと書かれていた。ヤギ肉やナスをカリで煮たものにサンバル状のネギ

の細切れ、蒸したココナツとマンゴチャツネ、そして白飯。それがマルトンカリー＆ライスだ。決してま

ずい味ではなかった。 

シンガポールには小さいホテルがたくさんある。ジャワにあるのと同じようなものだ。移動には路面

電車・何十台もの乗合バス・何百台もの自動車と人力車がどこでも行きたいところに運んでくれる。料

金は決して高くない。  ： シンガポールにて、１１月２３日 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（５）」（２０２２年１０月１０日） 

この国際都市でムラユ人はどんな暮らしをしているのだろうか？シンガポールを立派な商業都市

に育て上げたのは、明らかに次の三人種だ。１．大規模商業・銀行業・海運業を行うヨーロッパ人、２．

小規模商業と手工業を行う華人、３．小規模商業と通貨交換ビジネスを行う南北インド人。四番目に

いるのがやはり大規模商業・銀行業・海運業を行う日本人だろう。シンガポールの先住者であるはず

のムラユ人は商業や諸産業においてたいした役割を果たしていない。 

どうやらムラユ人は市内から外に追い払われたように見える。かれらは郊外に住んでいる。しかも

住居の様子を見るかぎり、シンガポールのムラユ人は貧困層を形成しているようだ。つまりは、インド
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ネシアのプリブミ層と似たような道をたどっているのだ。経済分野において、外来者が社会の上位に

着き、先住者が下層に置かれている。 

シンガポールにも先住者貴族階層がいる。リンガ、リアウ、ジョホールのスルタンたちの係累だ。だ

がかれら自身も、知識層の世界あるいは商業や諸産業界においてたいした役割を演じているわけで

もない。シンガポールの土地建物の大部分がアラブ人の手に落ちているという話を耳にした。 

シンガポールのムラユ人の状況はジャワのプリブミと同じと言えるだろう。権力は外国人に握られ、

土地所有も外国人の手中にあり、産業能力に欠け、勤労意欲は低く、ものごとを達成しようとする意

志力も弱い。生活の中で他者と競い合うための学問技術も不十分だ。どうしてこんなことになったの

か？マラヤ民族と呼ばれる人種は地面を這いずりまわるために作られた者たちなのだろうか？本当

にそうだろうか？ 

インドネシアのプリブミと同じように、シンガポールのムラユ人も何百年も前からヨーロッパ人華人

アラブ人と混じりあって一緒に暮らすことをしてきた。かれら外来者の姿はムラユ人の目に、こんな連

中の生き方はわれわれが手本として見倣うべきものではないというように映ったのかもしれない。か

れら外来者が示した勤勉さ、精神力、優れた頭脳などに対する妬視が先住民の心に生まれることは

なかったのではあるまいか。その機会が眼前にありながら、それに目を開くことがなかった。外来者

が発展していくのを見て「かれらが栄えているのに、どうしてわれわれは違っているのか？」という疑

問が全員のものにならなかった。目は見ようとせず、耳は聞こうとしなかった。 

ジャワやスマトラで、あるいはインドネシアの他の島々で、プリブミが心に抱く願望は、政庁の官吏

や現場のマンドル、あるいは白人の会社の事務員になることがいちばん優勢になっている。資本を持

つ他人と一緒に通商会社を興したり事業を立ち上げたりして有意義なことを行う考えはプリブミが好

むものではなかった。資本蓄積の欠如したプリブミ社会に生活の場における事業競争の生まれる余

地はなかったのだ。こうしてインドネシア民族は地面を這いずるだけになり、外来者が天空高くそびえ

立ったのである。 
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１９２６年１１月２３日付けのシンガポールフリープレス紙に「婚姻法によってハーレム消滅」という記

事が見られた。旧法によって行われていた結婚離婚が新法によって統制されるようになった。新法で

は、結婚離婚は判事の前で行われなければならない。男も女も判事の前では一個の人間になるので

ある。伴侶をふたり持てば、最高５年の入獄刑が待ち受けている。女子は１８歳を過ぎなければ結婚

できない。以前は１５歳だった。 ： シ 

ンガポールにて、１９２６年１１月２３日 

 

 

「留学史（６）」（２０２２年１０月１１日） 

タンジュンプリオッからシンガポールまではＫ.Ｐ.Ｍ.（オランダ王国貨物海運会社）の船で来た。シン

ガポールからわたしは Norddeutscher Lloydの船に乗った。ノーツドイチャーロイドの船はジェノヴァま

たはロッテルダムへ向かうのだ。この船にはＫ.Ｐ.Ｍ.と異なる特徴がいくつかある。 

その１．船員は力仕事から雑用係にいたるまで、すべてヨーロッパ人だ。そのために船が出港した

あとは、もうヨーロッパの中にいるような気分になる。オランダ船のように、「ジョ~ゴス、パヒッを持って

こい！」「ジョ~ゴス、寝てばかりいるんじゃない、パンチル！」などの叫び声を聞かされることがない。 

その２．港に着いて、さまざまな人種が乗客を見送るために船に上がってくると、英語ばかりが聞こ

える。ところが船が港を出てしまうと、聞こえてくるのは英語・ドイツ語・オランダ語になる。つまり船に

乗っているのはイギリス人・ドイツ人・オランダ人だけみたいだ。 

その３．船が出港するとき、音楽が演奏される。楽団員は６～７人だ。演奏されるのは行進曲。ある

ときイギリスの民族曲が演奏されて、あたりの乗客がみんな脱帽した。４時半にまた音楽演奏があっ

た。夜７時からのディナーでもロマンチックな音楽が演奏される。ノーツドイチャーロイドの船に乗るオ

ランダ人も少なくない。かれらがこの船を好むのは船賃が安いからだ。二等の船賃はオランダ船の三

等とあまり違わない。一等はオランダ船の二等と同一で、特別キャビンもオランダ船の一等と同じ。 
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もうひとつ別の理由もある。オランダ植民地政庁高官はこの船に乗らないのだ。だから偉そうに構

えて傲岸な態度を見せる人間は乗客の間にいない。余人の及ばない巨額の給料を取っていたり、東

インドで高い地位に就いて権力を振り回しているために胸を張ってふんぞり返るような乗客は船内の

どこにも見当たらないのである。 

ノーツドイチャーロイドの乗客はみんな普通のヨーロッパ人だ。ヨーロッパに住んで、互いに敬意を

示しあい、また社会生活における礼節を十分にわきまえている普通のヨーロッパ人たちなのだ。「この

サルはここで何をしてるんだ」と目で語り掛けてくるような乗客に、この船の中でわたしはまだ遭遇し

ていない。ヨーロッパからインドネシアへ戻るインドネシア人たちがノーツドイチャーロイドに乗るのを

選ぶようになってきていることの理由もきっと同じものだろう。 

どのヨーロッパ船にもあるように、この船にもバーがある。しかしこの船はバーの開かれる時間が２

時から４時までになっていて、通常行われているような一日中開かれるものではない。そのせいだろ

うか、その時間は船員たちの休憩時間になっている。 

この船を選択しようと考えるインドネシア人は前もって知っておかなければならない。食事はすべて

ヨーロッパ式であるということを。白飯が必ず付くオランダ人のレイスタフェルの存在は期待できない

のだ。 

 

船がブラワンに到着したとき、シンガポールを出港した時のように心弾ませる音楽演奏が行われた。

たくさんの乗客がメダンへ行こうと手ぐすね引いて待ち構えている。ブラワン到着は夕方６時。出港予

定は翌日１時で、このあとサバンへ向かう。どうしてそんな長時間、ここに滞留するのかというと、６千

ケースのタバコを積み込むためだ。 

乗客が港に降りたとき、ブラワンからメダンへ行く最終列車は既に出たあとだった。メダンへ行きた

い者は自動車を使わなければならなかった。 

わたしは２７年前にメダンを去って、今久しぶりにメダンに戻ってきた。２７年前のメダンはだだっ広
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い土地に木造の大きい建物がいくつかあるだけの町だった。病院・レシデン庁から監獄に近い橋まで

がサワハン地区だ。サワハンのそんな昔の風景は２７年という時間の中に埋没していた。 

要塞正面の右手には木造の士官用住居があったが、今ではそこに市庁舎があり、竹葺き屋根の

兵営がある。左側は駅の裏手に当たり、鉄道員官舎がある。病院とスルタン寮の間には小さい家が

いくつかあっただけなのに。[ 続く ] 

 

 

「留学史（７）」（２０２２年１０月１２日） 

今やメダンは大きな町になった。昔ただの草地だったポロニア地区には壮麗な建物が並んでいる。

道路はすべてアスファルト舗装され、夜は電灯の光に照り映えている。水道もいたるところにある。長

い歳月はメダンの容貌をすっかり変えてしまった。 

昔スルタン宮殿はひとつだけだったが、今では三つになり、古い宮殿の表には荘厳なモスクが建っ

ている。残念ながらスルタンの王宮群はムラユ的性質を映し出す鏡になっている。道路から見た感じ

では、整然さや清潔さが物足りない。塗装ははげ落ち、屋根や壁には長い間職人の手が入っていな

い様子が見て取れる。壁はまるでペンキ塗り職人と喧嘩別れしたみたいだ。庭園も腕の良い庭師が

もっとうまく整えられるように思われる。 

モスクも宮殿も素晴らしい形で作られているというのに、われわれの目は若い娘を見て心に歓びを

もたらすときのような働きをせず、若いころにゴキブリのような暮らしをしていた老婆を見ている気持ち

にさせてくれる。所有物がいつまでも自分の目を楽しませてくれるように事細かく手入れをしようという

考えはまだムラユ人の精神の中に宿っていないように見える。 

新しいのはバグースだ。古くなった物は、たとえ作りがよくできていても、大切でなくなる。古くなって

役に立たなくなったり壊れたりしたら、また新しいのを作ればいい。それで何が悪い？金はたくさんあ

るのだ。・・・・ヨーロッパ人はそのような姿勢を「不経済」と呼んでいる。 
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メダンの先住民の姿をほとんど見かけない。町中で目にするのはヨーロッパ人・ジャワ人・パダン

人・バタッ人ばかりだ。ムラユ人の王が住んでいる宮殿はムラユ文化のセンターになっていない。ジャ

ワでソロやヨグヤカルタがジャワ人の文化センターとして栄えているのと対照的だ。 

今ここでそれらの分析はしない。わたしはただ見て思っただけのことを書いておく。船は夕方６時に

音楽を奏でながらブラワン港を出発してサバンに向かった。 

 

乗客がひとりこの船に乗り込むだけなので、サバンでは入港せず、沖合に停泊して乗客が小型蒸

気船でやってくるのを待つだけだった。サバンはウェー島にある小さい町で、ウェー島の向こうにブラ

ス島がある。海から見るとその島々は緑の密林に覆われていて、農園や水田の存在が感じられない。

元々が無人島だったのではあるまいか。 

サバンには石炭補給ステーションの他にドックと精神病院があり、軍隊が駐留している。そこでの

通商は大した規模ではない。オランダ人はサバンをシンガポールのような通商都市にしようと構想し

ているそうだが、それは夢でしかないようにわたしには思われる。 

 

船がサバンを離れるとインドネシア人にとっては、わが祖国インドネシアが波涛の向こうに置き去り

になっていく感慨を抱かずには済まないだろう。こんな状況に置かれたインドネシア人はだれでも、

「さらば、祖国よ」と心の中でつぶやくのではあるまいか。 

ここ数年、インドネシアからヨーロッパに学問を求めて渡航する青年の数が増えている。たいてい

はヨーロッパで修得した学問技術を携えて故国に戻ることを望んでいるようだが、故国が今のままで

あれば戻る気はない、という青年も中にはいる。 

今のインドネシアの青年層にとってヨーロッパに渡ることは夢であり、ヨーロッパで何年か暮らして

学問技術を身に着け、それを土台にして故国で就職し、生計を確保して生きていくのがその夢の実

現だと考えているようだ。 
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その考えは間違っている。そんな考えでヨーロッパに留学してから故国に戻ってきたとき、待ち受け

ているのは思い通りにならない現実に苦悩する自分の姿だ。ヨーロッパに留学するということについ

て、ここで少し分析をしてみよう。ヨーロッパへ行ってしばらく暮らす意図は何なのか？[ 続く ] 

 

 

「留学史（８）」（２０２２年１０月１３日） 

１．ヨーロッパを自分の目で見る。視野を広げ、教養を豊かにする。 

これができるのは金持ち層だけだ。渡航費も生活費もあまりにも高額すぎる。そしてこの目的が効

果を発揮するのは、オランダ人が言うところの「一般教養」なるものを十分に身に着けている人間だけ

なのだ。 

ヨーロッパで教養のある諸人種と交じわって暮らすには、オランダ語ができるだけではいけない。オ

ランダ語はオランダ国内で暮らすとき、そしてオランダ船で船旅をするときには有益だが、オランダの

外に出たら英語・フランス語・ドイツ語が必須になる。 

それとは別に、外国へ旅し外国で暮らす者は身体強健で健康な状態であるのが必須条件だ。旅立

つ前に医者へ行って健康診断してもらうことを忘れてはならない。 

まとめるなら、必要条件は： 

A 資金が十分あること 

B 教養が豊かであること 

C 身体強健で健康 

この三つのうちのひとつが欠けても、ヨーロッパに渡るには不十分になる。インドネシアにとどまる

方が良い。 
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資金について、信頼できる支援者が必要金額を賄ってくれる場合、支出にはよくよく注意し、経済

的な生活を心がけるようにしなければならない。経済的な生活への意識が不十分であれば、大切な

金を浪費することになる。スマランのレヘントが一年間ヨーロッパで暮らしたとき、その決算は３万フロ

ーリンが総支出額だったそうだ。そんなことにならないように。 

ヨーロッパで暮らすに当たって、貴族だとか行政首長だとかいったインドネシアでの身分や地位の

肩書をひけらかすようなことは意味がない。そんなことをすれば、ヨーロッパ人がインドネシアのプリブ

ミよりもはるかに狡猾怜悧な人間であることを思い知らされる。あなたの懐にある重い財布を軽くして

楽をさせてあげようとしてかれらはあなたに掛かって来るのだ。 

ヨーロッパでは、金はインドネシアよりも甘い蜜の味がする。プリンスだのレヘントだのといった称号

はヨーロッパ人にとって、金を使うという局面に関わるときだけ意味があり、そうでない場合は何の意

味も持たない。金を浪費して見せれば、かれらはインドネシア人をすぐに「プリンスインドネシア」と呼

ぶ。いくら本当に王族貴族であったところで、金のからまない場ではただの一個の人間でしかない。

船がサバンを出たあとは、インドネシアの身分や地位は何の意味も持たないことを肝に銘じるように。 

 

２．学問を修得する 

学問の修得を目的にしてヨーロッパへ行く者は、その学問がインドネシアに戻った暁に自分の生計

の資を得るための職業に役立つものであるかどうかをまず、確認しておく必要がある。ヨーロッパで

修得したあらゆる学問技術がすべて自己の生計の資を得るために活用できる状態にインドネシアは

まだなっていないのだ。インドネシアの職業生活の中で、人種の違いは大きな毒を形成している。 

さまざまな高等教育の学位の中で、現在のインドネシア人にとって有益なものは医学と法学の学

位だ。その学位を持っている者は、なんらかの理由で官立あるいは私立の組織で働くことができなく

ても、個人で仕事をすることができる。 

工学の学位なら、政府系の機関に雇用されなければならない。なぜなら、ヨーロッパ系民間企業は
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インドネシア人インシニュールを雇用しないからだ。個人で仕事をしようとしても、ヨーロッパ系企業は

その分野の仕事をヨーロッパ人に注文するのが常であり、十分な注文をもらえなければ生計を確立さ

せるだけの収入が得られない。インドネシアの王族たちもインシニュールを使う必要が出たらヨーロッ

パ人を使うだろう。現代の王様たちは何をするにつけ、まずレシデン閣下に相談する。自分の思い通

りになんでも命じるというわけにいかないのだ。レシデン閣下の最重要責務は王家のみなさんの監督

にあるのだから。それが植民地政治というものなのだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（９）」（２０２２年１０月１４日） 

農業や商業の学位もインドネシア人に役立つものでない。正農業コンサルタントの資格を使いたけ

れば、政府に雇われなければならない。商業の学位は生計の資を得るのに、まったく役に立たない。

インドネシア人を業務の管理者に据えてひとつの部門を委ねるような商事会社や銀行がいったいど

こにあるのか？事務員や貨物倉庫係だったらいいのか？そんな仕事が高等教育の学位を持ってい

る者にふさわしいはずがあるまい。 

中には、自分の店を開けばいいと言う人がいる。しかしそのための資本はどうするのか？自分の

会社を設立して株式を公開する？高等教育を終えたばかりの人間が経営する会社の株式に、いった

いだれが投資するだろうか？ 

ワルン商売の経験豊かなクロモやボッイナムのようにマッチや塩魚を一束売って利益を得るような

ことが高等教育を終えたばかりの者に同じようにできるとは思えない。自分の商品を褒め上げながら

消費者が興味を抱いて寄ってくるまで辛抱強く待つのがかれらのスタイルなのだから。 

それらの学科の高等教育をオランダで受けるためには、ＨＢＳやＡＭＳを卒業しなければならない。

その他にはＳＴＯＶＩＡまたはＮＩＡＳの卒業証書も使える。法律学校卒ではオランダの高等学校に入れ

ない。ＨＫＳあるいはクヴェークスホールを出ていれば、オランダの初等教育教員の免状を期待する
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ことができる。 ： コロンボにて、１９２６年１２月１日 

 

コロンボ港で船は一日だけ停泊した。コロンボの町はインドネシアにある一般的な町と大差ない。

インドネシア人にとって珍しいものは見当たらない。コロンボにいるヨーロッパ人の暮らしもシンガポー

ルと似たようなものだ。地元民の中に英語の上手なひとがたくさんいる。 

地元民の宗教は仏教だ。わたしはコロンボの寺院にあまり興味を持たなかった。メダンにもシンガ

ポールにも同じようなものがある。しかしコロンボの町とインドネシアの諸都市の間に大きい違いがひ

とつある。ヨーロッパ人の店を除いて、町中の商店はすべてセイロン人の店になっていることだ。この

町にアラブ人や華人の店は見当たらない。地元民の経済生活はインドネシアのプリブミよりもきっと

高いレベルにあるだろう。話では、輸出事業も地元民が行っているそうだ。この町に立ち寄る船の乗

客たちに宝石がよく売れている。ところがその宝石はガラス製だと言うひともいる。 

 

コロンボにもイギリスの石炭補給ステーションがある。もちろんシンガポールにもあって、そこもイギ

リスが所有している。インドネシアからヨーロッパへ行くまでの間にイギリスの石炭補給ステーション

はあとペリム、ポートサイド、ジブラルタルにある。地球を周回している電信システムは全部がイギリ

スのものであり、要所にある石炭補給ステーションもイギリスのものだ。 

ヨーロッパの大戦で世界中の諸民族がイギリスの世界覇権を目の当たりにしたではないか。イギリ

ス船でない船がイギリスの石炭補給ステーションで燃料を買おうと思っても、イギリスにボイコットされ

たら船は動かなくなる。電信による通信や郵便で手紙を送ると、その内容はすべてイギリスにモニタ

ーされている。イギリスが強力な覇権を握っているのは、国力が豊かで優れた海軍力を持っているば

かりでなく、電信や石炭補給ステーションを使って他国を強制できるからだ。[ 続く ] 
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「留学史（１０）」（２０２２年１０月１７日） 

スエズ運河もイギリスが握っている。エジプトは運河の収入の一部を得ているものの、しかも運河

を作ったのはフランス人であるにもかかわらず、運河に関する主導権はイギリスの手中にある。イギ

リスが運河の主導権を握ったのは、運河会社の株式の多数がイギリスの手に落ちたからだ。スエズ

運河の動向はイギリスの国益に軽視できない影響力を持っているのである。 

アジアに広大な植民地を持つイギリスにとって、アジアで一朝事あれば本国からの軍隊派遣が緊

急事項になる。世界最大の海軍力をそこに集中しなければならない。そのために大西洋～地中海～

スエズ運河の航路はイギリスが握らなければならないのだ。 

マルタ島にはイギリス海軍の基地があり、地中海を閉ざされないようにするため、イギリスは西端

の海峡に基地を設けた。無敗無敵のジブラルタル要塞だ。スペインの海岸線にある岩山の中に要塞

が構築されている。そこは本来スペインの領土であるはずなのに、昔イギリスがそこを奪取して要塞

にした。イギリスが今のように世界の覇者になっているかぎり、ジブラルタルがスペインに返還される

ことはありえないだろう。 

 

新聞でしばしば報道されているように、大型軍艦の補修が行えるようにするために、シンガポール

に巨大ドックが建設される予定だ。将来イギリスとアジアの王国、たとえば日本、との間に戦争が起こ

ったとき、マルタや本国にいる軍艦をインド洋に送り込んで、そこで容易に決戦を行うことができる。イ

ギリスは将来何が起こってもいいように、組織的に準備を整えている。イギリス人は雨が降る前に傘

を持つ人種なのである。 

既に使われ始めている無線電信が世界を覆うようになれば、イギリスの有線式世界電信網のパワ

ーは失墜する。将来、大規模戦争が起こった時、イギリスの優位のひとつは無力になっているかもし

れない。 

わたしは上で何度も戦争という言葉を使った。最近終わった大戦争はわれわれに教訓を遺した。
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現代戦争は世界を破壊してしまうのだ。何百万人もの人命が失われるだけでなく、もっとすさまじい様

相で経済が崩壊するのである。 

わたしと同じ乗船客の中に、１５年間中国で暮らしたひとりのイギリス人がいた。かれは中国を去っ

てイギリスに戻ろうとしていた。中国の最近の状況があまりにも激動に満ちているため、かれは中国

から永遠に去ることにしたのだ。闘争的な将軍たちの間で行われている戦争が、豊かだった中国を

衰弱させつつあるとかれは語った。 

その状況は落ち着く方向に向かわない。なぜなら、イギリス・米国・日本が中国の革命を終わらせ

ないように仕向けあっているためだ。近い将来、ひょっとしたら年内にでも、中国と日本の間で同盟が

結ばれるかもしれない、とそのイギリス人は打ち明けた。イギリスと米国はそんなことをさせたくない。

その結果、東アジアに戦雲が立ち込めるのは火を見るよりも明らかだ。 

日本の軍事力はイギリスと米国に規模では劣っているが、兵隊の強さ、軍艦の優秀さは決して劣

るものではない。日本軍は今のこの地球上にある最強の軍隊と言えるかもしれない。兵器と軍人規

律はきわめて優れている。日本は自分たちが満足できる規模とパワーの軍隊を作ることができる。そ

のイギリス人はそう語った。かれの話がその通りであるなら、アジアで大戦争が起こるのは決してた

だの空想ではない。もしそんな戦争が起これば、わが祖国インドネシアはいったいどうなるのだろう

か。 ： コロンボにて、１９２６年１２月１日 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（１１）」（２０２２年１０月１８日） 

コロンボからスエズまでの航海に１４日かかった。乗船客が退屈しないよう、毎日午後にスポーツ

ゲームが催され、夜には音楽会が開かれた。ペリムに到着する前夜はコスチュームパーティで盛り上

がった。 
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船はペリムからジェッダの対岸にあるポートスーダンへ向かい、そこの石炭補給ステーションで補

給を行ってから二日後にスエズ運河に達し、スエズ運河を越えてその玄関口であるポートサイドに入

港した。わたしはスエズの町で船から降りて、エジプト王国の首都カイロに車で向かった。このエジプ

トの地はアルクルアンにムシルの地という名で登場する。エジプト年代史はたいへん古い時代にまで

さかのぼって記述されている。 

 

カイロの町はたいへんに素晴らしい。アフリカからアジアに至る地域で有数な素晴らしさだと言える

だろう。このカリフの町はふたつに分かれている。ひとつはアラブの夜と呼ばれている旧市街、そして

新市街の方はヨーロッパの都市と見まがうばかりのすばらしさで作られている。アラブの夜地区はハ

ルン・アラシッ Harun ar Rasjid が生きていた時代から変化していないように見える。道路の左右は街

路樹が憩いをもたらし、小さい店がつながり、モスクとカフェが心を誘う。新市街へ行くと大型ホテル・

劇場・博物館・モダンなカフェなどがあって、ヨーロッパの町のように美しく整った姿を見せている。ヨ

ーロッパ人がカイロを訪れるのは１０月から４月までの冬の季節だ。今年もヨーロッパ人が大勢カイロ

にやって来ている。劇場では毎晩、オペラや演劇のショーがある。 

カイロの街中ではアラブ語の他にフランス語と英語が聞こえた。イタリア語を話しているひともいた。

よく知られているようにカイロにはイスラム教大学があって、さまざまなイスラムの国々からそこへ留

学に来るひとたちがいる。ムラユ・ジャワ・スンダのひとびともその留学生たちの中にいる。インドネシ

アから来ている留学生たちはだいたいにおいて貧困生活をしている。 

留学先での土地でどのような生活を送るのか、それにどのくらいの費用がかかるのか、といったこ

とがらの準備が十分になされないまま、故国を出発したのだろう。その貧困のせいで学問習得に十

分な時間とエネルギーを割くことができず、学習の成果が不十分になっているのではないだろうか。 

インドネシア人留学生たちはもうひとつ別の問題を抱えている。カイロの大学で授けられる学問を

受け入れて咀嚼するのに必要な素養が不足しているのだ。かれらは一般的な知識と教養が不十分

であり、おまけにアラブ語がろくに話せない者までいた。 
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カイロの大学で学びたいプリブミ青年たちのために留学の世話をする機関をインドネシアのイスラ

ム界はどうして作らないのだろうかという不思議の念がわたしに湧いた。留学基金を設けて留学を望

む青年たちに資金の支援をしてやり、同時に最高の効率で学問が修得できるようにするために何が

必要なのかを教えてその準備をさせるようなことはできるはずだ。イスラムに関する教養をもっと深め

させ、またアラブ語に慣れさせた上で送り出せば、カイロでの学習はもっと効果的なものになるにちが

いあるまい。そして乞食と紙一重の暮らしを留学生にさせなくてもよくなるだろう。 

 

エジプトの政治情勢もジャワとよく似ている。エジプトの青年層もイギリスの支配からの独立を望ん

でいるのだ。イギリスは嫌われている。ところが古い世代は青年層の肩を持つことをためらっている。

イギリスの黄金がかれらの金壺に落ちる時に立てる音があまりも心地よいからだ。それがために古

い世代はイギリスの銃と大砲の後ろに立ち、青年層だけがその矢面に立たされている。イギリス人は

エジプト人を、自分の土地と人民を正しく統治できるほどにまだ成熟していないと見なしている。 

カイロからあまり遠くない、サハラと呼ばれる砂漠の中にピラミッドとスフィンクスがある。ピラミッド

の下には昔のエジプトの王が葬られている。エジプト人の中にはヨーロッパの大学で学んだひとがた

くさんいて、知識層を形成している。また巨額の財を有して資本家になっているひとたちも、イギリス

領のインドと同様に少なからずいる。しかし現在のようなイギリスとの関係を覆すことは、インドと同様

にまだ難しい。 

わたしはスエズの町からカイロへ自動車で行き、カイロからポートサイドへは列車を使った。料金は

廉いものでなかった。ほとんど百フルデンの支出になったのだから。 ： ポートサイドにて、１９２６年１

２月１６日 

 

 

「留学史（１２）」（２０２２年１０月１９日） 
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船はそのあと地中海をジェノヴァに向かったが、激しい風浪のために到着が航海日程からまる一日遅延して

しまった。東方からヨーロッパにやってきた船はまず例外なくジェノヴァ港に入り、乗客は陸路フランスへ、パリ

やロンドンや、更にアムステルダムからドイツにと散って行く。 

アブドゥル・リファイもジェノヴァで上陸して陸路ヨーロッパ内を旅しながらオランダに向かったので、この船旅

の随筆はジェノヴァで終わった。かれはジェノヴァからローマを訪れ、また引き返してフランスに入り、いくつか

の町を見て回ったあとアムステルダムに行ってインドネシア留学生たちと会う日程を組んでいた。ところがジェノ

ヴァ到着が遅れたために、ローマ行きが反故になってしまい、ジェノヴァからそのままフランスに回ることになっ

しまった。 

アムステルダムやロッテルダムを目指してはじめてヨーロッパにやってくる留学生がそんなルートを取るとは

考えにくい。かれらはきっとオランダまで船旅を続けたにちがいあるまい。 

 

上に例を挙げたひとびとが紡いだ海外留学史の初期の時代に、オランダで学ぶ東インド青年の数はまだ

微々たるものだった。しかしその１９世紀末から２０世紀に移り変わる時代を超えて数十年経過した１９２６～２７

年ごろになると、人数はかなり増加した。オランダで留学生活を送っていた東インドプリブミ青年はおよそ６０人

いた、とその時期のオランダ留学生だったひとりは書いている。そのほとんどはレイデンで法学と東インド学、

ヴァヘニンヘンで農学、デルフトで工学、ロッテルダムで経済学、アムステルダムで医学を学んでいた。 

さまざまな条件においてオランダへの留学が便利さで優っていたとはいえ、ドイツ・オーストリア・スイスなど

オランダ外のヨーロッパへ留学したプリブミ青年もいたし、エジプトや米国を目指した者もまた別にいた。 

 

人数が増加した時代ですら、オランダ留学生はたいていがプリブミ社会のエリート階層の子弟であり、中でも

植民地での学校教育の中で淘汰された頭脳優秀な者であることが基本条件になったようだ。高等教育を受け

る目的は社会の中で活躍する専門家になるためであり、法律家・医師・建築家・農業指導者・都市計画家など

の職業に就いて生計の道を確保すると共に社会を指導する仕事を行うのがかれらの夢になった。 
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学業を終えて故国に戻れば、まだまだ後進的な東インドの民衆に自分たちが新しい時代を与えてやることが

できるはずだ。その方法論を考えていく中で、留学生たちはふたつの方向に分裂した。故国が現在置かれてい

る状況の中でそれを行うなら、現体制を強化する結果に向かうだろう。故国を支配している植民地主義者がそ

うでない方向を受け入れることなど考えられないのだ。 

しかし現体制の下であっても、故国の文明化を行うかぎり、同胞たちは新しい生活を享受できるのである。そ

う考える者は体制非協力の姿勢を採らなかったものの、民族独立のほうが重大事なのだと考える者たちは別

の動きを始めた。 

前者に属すと見られている著名な人物は、上記のパゲラン・アリア・アッマッ・ジャヤディニンラをはじめとして、

バンドンの有力な内科医ドクトル・シム・キーアイ、バタヴィアの医師ドクトル・アシキン、パゲラン・クスモユド、ラ

デンマス・マルゴノ・ジョヨハディクスモたちだ。 

一方後者に属したのは、後のインドネシア独立の動きの中で名前をしばしば耳にした次のようなひとびとだっ

た。モハンマッ・ハッタ、アッマッ・スバルジョ、イワ・クスマスマントリ、ドクトル・ストモ、ドクトル・グナワン・マグン

クスモ、メステル・スナリオ・・・・・ 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（１３）」（２０２２年１０月２０日） 

独立運動の道を歩み始めた留学生たちは、インドネシア協会 Perhimpunan Indonesiaを活動の根拠地にした。

このインドネシア協会は元々、１９０８年にハーグで留学生相互の連絡と扶助及び懇親を目的にして設けられ

た Indische Vereeniging（東インド協会）が発端だ。設立発起人の中にラデンマス・パンジ・ソスロカルトノ、ラデン

マス・ノトスロト、ラデン・フセン・ジャヤディニンラたちの名前を見出すことができる。 

東インド協会は１９２２年、ヘルマン・カルトウィサストロが会長の時に名称が変更されて Indonesische 



インドネシア協会 

24 

Vereeniging（インドネシア協会）となった。インドネシアという名称はオランダ人が倫理政策の中で既に使うよう

になっており、形容詞形の Indonesische とインドネシア人 Indonesier の語はオランダ社会の一部で確立されつ

つあった。 

従来から使われている人種差別的臭いの染みこんだ Indischeと Inlanderという名称を撤廃させようとして１９

１７年にコルネリス・ファン・フォーレンホーフェン教授がその使用を提唱したとされている。オランダの植民地政

策の基盤に置かれていた人種差別に反対する理想主義的な動きのひとつがそれだったと言えるだろう。 

だがオランダ領東インドがオランダ民族の重要な経済基盤であることを主張する植民地主義者がこれまで通

り東インドという乳牛の乳を搾るためにその土地と人間を従来通りの立場に置いておこうとして、時代の大きな

うねりを少しでも減じるための対策を講じることも当然のように起こった。いくら国家元首が抽象的な言葉で倫

理政策という理想を物語っても、その裏をかいて利のために理想を利用しようとする人間は国政中央で政務を

行う者たちの間に間違いもなく存在していた。かれらにしても、私利私欲でなく国家民族のためというスローガ

ンを掲げていたのだから。 

 

留学生たちのナショナリズムは更にエスカレートして、その団体名称をオラン

ダ語で言うことすらやめてしまった。１９２５年になって、スキマン・ウィルヨサンジ

ョヨが会長のときに団体名称のインドネシア協会はオランダ語 Indonesische 

Vereenigingからムラユ語の Perhimpunan Indonesiaに取り換えられたのである。 

祖国東インドに高まりつつあったナショナリズムはオランダの中にあるインドネ

シア協会に影響をもたらし、それを敏感に感じ取っていたオランダにいる新時代

のプリブミ知識層が祖国を鼓吹し、同時にインドネシア民衆の希望をオランダの

国と民衆に伝えようとする動きも呼応して起こった。それがオランダ国内に根強く生き続けている植民地主義を

刺激した。こうして、後にインドネシア共和国初代副大統領になったモハンマッ・ハッタが会長のとき、協会に対

する抑圧事件が協会指導層の逮捕拘禁と告訴～裁判という形で発生した。ハッタが会長の座にあったのは１９

Sukiman Wirjosandjojo 
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２６～３０年であり、かれは歴代会長の中で最長の任期を務めている。 

ハッタが会長になってから、民族独立を求める協会のアピールが強まった。

植民地主義の頭の上をうるさいハエが飛び回るようになったのだ。その時期、コ

ミュニストになってモスクワに住んでいるセマウンがハッタに接触したのは、イン

ドネシアの独立を共産主義が導くことによってインドネシアを共産主義国家にす

ることが目的にされていた。しかしハッタはその申し出を蹴った。[ 続く ] 

 

 

「留学史（１４）」（２０２２年１０月２１日） 

東インド植民地政庁にとっては、全土の行政機構の中間から末端を司っている pembantu - mantri polisi - 

camat - wedana - patih - bupati(regent)という階層構造に就いているプリブミ貴族層の官僚としての能力向上

を求めるのは当然のことだった。 

そのために１８７９年、プリブミ官吏の養成を目的にする５年制の Hoofdenschoolがマグランに開校し、１９００

年にホフデンスホールは内容が改善されて Opleiding-school voor Inlandse Ambtenaren略称ＯＳＶＩＡとなった。

更に１９２９年にまた改良が加えられた結果 Middelbare Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren 略称ＭＯＳ

ＶＩＡに変わって、バンドン・マグラン・マディウンに学校が設けられた。 

だが優秀な生徒にその上のレベルの教育を与えるためにはオランダへの留学が不可欠だ。かれらプリブミ

貴族層の子弟が学問を求めてオランダに留学することを、植民地政庁は良しとした。中には、ラデンサレのケ

ースのように、政庁の方が肩入れをしたケースもあったことだろう。今のブパティの息子たちがヨーロッパ文化

になじんで戻ってくれば、父親が就いているブパティの地位をそのうち継承することになる。ローカルな思想と

価値観に凝り固まった父親たちよりも、ヨーロッパ文化の価値観を肌で知った息子たちの方が、行政統治を指

図するにははるかに楽なはずであり、それだけ効果も高まるにちがいあるまい。だから留学生の中には、植民

地政庁から一定額の官費を得ている者もいた。決してかれらの全員が私費留学していたわけではなかったの

Mohammad Hatta 
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だ。 

ナシル・ダトゥッ・パムンチャッとアッマッ・スバルジョは年間８百フローリンを

官費で支給され、オランダでの勉学と生活のための費用として不足する分を

故郷の親族から月々１５０～２００フローリンほど仕送りされていた。東インド

植民地軍が優秀なプリブミ兵士をオランダの士官学校に送り込むこともあった。

士官候補生の留学は丸ごとの官費だったのではあるまいか。 

 

オランダ本国の植民地省がオランダ本国側で東インドプリブミ官費留学生の受け入れを行い、その現場での

世話役として在野の東インド経験者が留学生のカウンセラーに任命された。ラアズマンと呼ばれるこのカウンセ

ラーは植民地省と有給で業務契約した個人であり、責務は官費留学生の生活指導と支援、また故郷の親と留

学生の間に立って親が息子に与える経済的精神的な援助を確実に実現させることなどが主な役割になってい

た。 

だが全額私費であっても、東インドのレシデンが部下のプリブミレヘントから留学する息子をよろしくお願いす

ると依頼されたら、無視できるわけがない。そのような依頼も植民地省に入って来る。当然ながらラアズマンが

後見役に就かされることになった。 

異郷での勉学と生活の相談役として当初のラアズマンは留学生に対する責務を実直に果たし、留学生との

接触も父親のような誠実さで行っていたから、留学生の間にラアズマンの悪評はほとんど立たなかった。その

留学生たちの一部の者を受身の形で管理していたラアズマンの仕事を握ろうとしてひとりの東インド統治経験

者が乗り出して来た。かれはラアズマンの職務範囲を超えて、アグレッシブに全留学生を自分の管理下に置こ

うとした。 

この人物はパダンとメダンの行政長官を務めてから東インド議会の議長を経て退職し、オランダに戻った大

物だった。その履歴と業績評価によって植民地省でも信頼のおける東インド経験者として高く評価されていた。 

このヴェステネン氏は旧弊な植民地主義に凝り固まった人間であり、留学生の間に高まり始めたナショナリ

Nazir Datuk Pamoentjak 
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ズムに大きい脅威と不安を感じ、青年たちを締め付ける意図を隠して先任のラアズマンから仕事を取り上げた

という話だ。ヴェステネンにしてみれば、オランダにやってきて身分不相応な自由と権利を享受し、民族独立な

どという夢物語を吹聴しているインランダー青年層に身の程を思い知らせてやる必要性を強く感じたにちがい

あるまい。だから当然のように、オランダ憲法で保証されているオランダ在留植民地人の権利を無視して、かつ

てスマトラでインランダーを取り扱ったのと同じスタイルで青年たちを扱ったのである。[ 続く ] 

 

 

「留学史（１５）」（２０２２年１０月２４日） 

この新任ラアズマンは西スマトラ出身の官費留学生に手紙を出して行動を慎むように警告し、「よくよく注意

深く行動せよ。わたしはお前のことをよく知っている。」と書いた。するとある日、その留学生から返事の手紙が

届き、文末に「わたしもあなたのことをよく知っている。あなたの西海岸での野放図な行為をわたし自身がよく知

っている。」と書かれていたのに怒りをあらわにしたそうだ。 

別の私費留学生に起こった事件では、これまで東インドの父親がラアズマン宛に行った送金をその息子は

確実に受け取っていたのだが、新任ラアズマンから金が届かなくなった。息子は当然ヴェステネンに問い合わ

せる。ヴェステネンは「お前には渡さない！」と怒声を張り上げた。怒った息子はヴェステネンに言った。「今から

判事にこのことを訴える。」ヴェステネンは頭をかきながら金を渡したという話だ。 

別の留学生も故郷からの手紙をラアズマン経由で受け取っていた。中の信書はすべて完璧にそろっていた。

ところが新任ラアズマンから受け取った手紙の中身が完全にそろっていなかった。あるときその留学生がヴェ

ステネンをそのことで非難すると、「あの手紙はわざと開けたんじゃない」という返事が返ってきた。 

その時代、東インドでは郵便物の検閲や没収が当たり前のように行われていたが、オランダ本国では人権

擁護のためにそれが無くなっていたはずだ。たとえば、インドネシア協会機関紙「インドネシアムルデカ」はオラ

ンダで発行され配布されて何の不都合も起こらなかった。しかし、東インドに送られたものは東インドの郵便局

で全数が没収された。オランダの国内でならそれは大手を振って存在でき、持っていようが何をしようが自由で
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ある物品だから郵便局から東インドへ発送するのも何の問題にもならないというのに、東インドへそれが届け

ば存在自体が否定され、禁止されたということだ。 

ラアズマンの植民地主義的で横暴なふるまいをナショナリスト留学生たちは憎んだ。ラアズマンの管掌領域

は官費留学生と私費ながら植民地政庁経由で後見を依頼された学生だけのはずだ。ところが政庁と完璧に没

交渉でやってきた留学生にまで管理統制対象が広げられたのだから。ヴェステネンを憎まなかったのは、その

牙と爪の対象外に置かれていたノンポリ留学生だけだった。 

 

オランダの植民地政策は人種政策だったとアブドゥル・リファイは書いている。モリスコ教授は行政学アカデミ

ーで生徒たちに、植民地政策とは人種政策であり、植民地の人民統治は統治者と被統治者が異なる人間であ

ることを基盤に置いて行われなければならないと教えた。ユトレヒトで教授になっている医学高等教育終了者で

ドクターの肩書を持つ人物はかつて、インランダーの脳の構造はヨーロッパ人と異なっており、それはサルの脳

に近いと公然と語っていた。 

植民地政策における被統治者の異質さを際立たせるためにインランダーの短所が指折り数え上げられて、

何千万人もいるひとつの民族集団がひとりの個人のように見なされた。つまり何千万分の一でしかない一個人

であっても、東インドのインランダーという属性を持っているかぎり、民族の個性とされているものがその個人に

適用されたのである。この全体主義的発想が今日現在に至るまで人類の間にいまだに生き残っている事実に

われわれはもっと恐怖を抱いても良いのではあるまいか。 

個人の本性を見ないで集団のシンボルを各個人に投影するその全体主義的発想はもちろん頭の中で、観

念の中でしか行いえないことであり、現実の中で泳いでいる者にはそんなことができない。そんなことをすれば

現実の中でつまづき、沈んでしまうに決まっているからだ。現実の中でひとりの個人と相対したとき、個人の本

性を見きわめようとしなかったために痛い目にあった経験者はゴマンといるはずだ。 

ところが、その観念世界の中で生きることに危惧を抱かない人間があまりにもたくさんいる。かれらはもはや

目も耳も、果ては心まで閉ざして現実を見ることをやめ、脳の中にある妄想に浸って空中を浮遊し続けるので

ある。そのありさまは人間をやめた者を思わせる。空中浮遊はいつか必ず墜落するのが人間の宿命であること
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を忘れてはなるまい。現実世界の中で足を地に付けて生きようとする者は、空中浮遊などに関わり合ってはい

られないはずだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（１６）」（２０２２年１０月２５日） 

東インドインランダーの短所は山ほどある。だがそのうちのどれかひとつでも、東インドインランダーしか持っ

ていなくて、他の民族にそれを持っている者はひとりもいない性質が本当に存在するだろうか？数千万人いる

オランダ人のだれかひとりくらいは下に書かれてあるような性質を周囲の人間から批判されているのではない

のだろうか。 

いわく、東インド原住民は愚かな民族であり、理非曲直を弁別できず、礼節を知らず、物を盗み、他人を欺き

裏切るのを当たり前にしている信用できない連中だ。無恥・不潔・腐敗・怠惰・不敬であり、高貴さを知らず、批

判や反省がなく、怖がりで嘘つきで、イニシアティブがなく、歩くときは足音を立てず、たいへんな女好きだがで

きた子供の養育は投げ出し、学習も学校も嫌い、米の飯ばかり食い、偉いさんになりたがり、貯蓄をしないで金

を浪費し、報酬が少ないやら何やらと苦情し、何もしないうちから前払いや前金をねだり、借金は返済しようとし

ないのに自分が借金するのは大好きで、もしもレヘントのような偉いさんになったら砂糖農園にたかりにやって

来るわ、腐敗行為の金を大喜びでかき集めるわ、下層階級の同胞から搾り取るわ・・・・ 

愛国心を持たず、同胞意識や連帯心がなく、理想を抱かず、人間としての尊いものごとを成し遂げようという

考えもなく、向上意欲を持たない惰弱な精神力に包まれて、上の者の言いなりに従う奴隷根性の持ち主がかれ

らだ。ヨーロッパ人は生活の向上を目指して勤労の努力を払うのに対し、かれらはあらゆる努力を払って勤労し

ないことを目指し、勤労の量が少ないことをわが身の偉大さにして誇る。 

 

東インドに仕事をしに来たオランダ人の中に、ことさらにインランダーを見下し軽蔑し、同等の人間扱いをしな

いで帰国していくインランダーヘイターがいる。かれらヘイターの多くは本国で十分な生計を立てることが困難



人種侮蔑の植民地主義 

30 

なために故国を離れて一定期間環境の劣悪な植民地で働き、その後の生活が楽に送れるほどたくさんの資金

を蓄えて故国へ帰った者たちで、老後の年金に支えられたポストコロニアル暮らしを愉しんでいる境遇にあると

アブドゥル・リファイは書いた。 

かれらの精神は植民地主義に満ち満ちている。オランダ人植民地主義者とはつまるところレーシストなので

あり、オランダ本国では実現不可能なことを東インドで実現させようと努め、意のままにならない部分をすべて

インランダーのせいにした。 

造園設計人は東インドのクーリーが午前６時から午後６時まで日給２５セントで働くのを嫌がる怠け者ばかり

だと苦情し、医師はインランダーが手術されるのを怖がり、与えられる薬を飲もうとせず、病気の予防に気を回

さない合理性に欠けた連中だと批判し、精神病院の医師はインランダーの頭の中には女とナニすることしか入

っていないとコメントし、新聞界で働いた者はオランダの植民地政策に反対する新聞をすべて発禁処分にして

関係者を街路樹に吊るしてしまうか、あるいはボーフェンディグル送りにしろと書いた。 

ほとんどのオランダ人が東インドで接触するインランダーは住んだ家の世話をさせる下男下女、庭師、料理

人、運転手、勤め先で雑用するオフィスボーイなどの非知識層であり、行政機構の一画を占めている貴族層や

東インド有数の知識層の人間と会ったこともなければ話を交わしたこともない。かれらのイメージの中に作られ

るインランダーの姿がどのようなものになるかは、そこから想像が付くに違いあるまい。 

 

歴代の東インド総督はオランダ式植民地主義原理によって作り上げられた統治構造を、その原理の精神そ

のままに運営した。総督ばかりか、東インドの統治運営に関わった人間はその原理の精神を内面に持つことを

強いられ、自分をそうすることで業績を高め、出世して繁栄した。それができなかったムルタトゥリのような人間

が悲惨な境遇に落ちることになった。[ 続く ] 

 

 

「留学史（１７）」（２０２２年１０月２６日） 
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２０世紀のオランダ本国では法的権利がすべての人間に平等に与えられており、プリブミ留学生たちもそれ

を享受することができた。それは故郷の東インドに存在しない、きわめて貴重な宝石のようなものだった。留学

生たちがそれと故郷の状況を比較しないわけがあるまい。 

東インドでの暮らしがオランダで行われているようなものにならなければならない。植民地主義者が統治して

いる今の体制にそれを期待することはできるのだろうか。少なくとも植民地主義をヌサンタラの地から追放する

ことが大前提になるだろう。 

目標は既に見えているのだが、どの道を通ってそこに達するのかは、さまざまに意見の分かれるところだ。そ

のために主張が分かれ、主張が駆動する個人個人の行動に強弱の差が生じた。 

 

１９２７年９月２７日のビンタンティムール紙にアブドゥル・リファイの書いた記事が載った。インドネシア協会で

政治気のあまりない会長の不信任動議が起こり、留学生のひとりが不信任スピーチをした。結局不信任は採

択されて新会長が選任された。旧会長はその処遇を腹に据えかね、ラアズマンに訴えた。ヴェステネンにとって

は、自分の言うがままに動く非政治的な人間が会長をしているほうがインドネシア協会を御しやすい。ヴェステ

ネンは協会に横やりを入れて不信任を撤回させようとしたが、反抗的な若者たちは言うことを聞かない。 

怒りに燃えるヴェステネンは不信任スピーチをした留学生を血祭りにあげることにした。その留学生の父親

は東インドの地方行政機構の役職者だった。ある日レシデン閣下の使いが父親を訪れて閣下からの伝言を伝

えた。お前の息子はコミュニストになったから、息子宛の送金を禁止するとレシデン閣下がおっしゃっている。閣

下の命令に服従しないなら、今の地位や将来の年金がどうなるか分かっているだろうな。 

父親には信じられない話だったが、レシデン閣下の使者が来たのは夢ではない。父親は息子の身を案じな

がらも送金を止めた。息子と連絡を取ろうとして手紙をラアズマン宛に送ったが、息子からの返事は来ない。そ

りゃそうだ、ヴェステネンは父親から来た手紙を息子に渡さず、反対に息子からの手紙が父親の手に届かない

ように東インドに向けて手を打ったのだから。 

息子は下宿代も払えず、食事にも事欠くありさまになり、悲惨な暮らしに陥った。オランダを離れたほうがよ
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いと考えたかれは、パリに住む留学生仲間を頼って移り住んだ。留学生仲間は自分の下宿にかれを同居させ

たが、二人分の食費を得ているわけではない。ふたりは飢えにさいなまれる日々を送ることになった。 

アブドゥル・リファイがパリからオランダに行って留学生たちと会ったとき、その話を耳にした。リファイはすぐ

にパリに戻るとその留学生を探して事情を確認し、父親宛に電報を打って送金するように依頼した。ほどなく父

親の弟からの送金が届き、その留学生はやっと一息つくことができた。留学生をオランダに戻して東インドへの

帰国の算段をつけさせ、リファイはパリに送金させた留学生の帰国費用を持ってオランダに行き、かれを船に

乗せた。 

 

アブドゥル・リファイはそのできごとについての話を、それを赤裸々に物語る留学生からの手紙と共にインドネ

シア協会機関紙「インドネシアムルデカ」５月号に掲載させた。それを読んだヴェステネンはさながらチャベラウ

ィッを口に入れたときのように全身を震わせ、真っ赤になって激怒したそうだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（１８）」（２０２２年１０月２７日） 

インドネシア協会を槍玉にあげようとしてヴェステネンは法務省の高官を訪れた。東インド留学生が作ってい

るインドネシア協会はコミュニストの巣窟であり、モスクワのセマウンやダルソノと連絡を取り合い、オランダに

共産主義革命を起こさせ、その勢いで東インドまで共産化させる戦略を練っている。セマウンから金が届いて

いる留学生の存在が何よりの証拠だ。その動きの中心になっている者はどこそこの住所のだれそれ、また別の

住所のだれそれ、・・・ 

こうして１９２７年６月１０日、武装した高等警察特捜部隊がハーグとレイデンでそれぞれの住所を急襲し、留

学生たちを連行して取り調べ、室内にあった書籍や文書を大量に押収した。逮捕された留学生の中にはジャワ

人の妻を伴ってきている者もいて、生まれて１歳前後の赤ん坊と一緒に連行されたそうだ。オランダに留学生

の妻として滞在しているラデンアユは当時５人くらいいた。 
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警察側は特に書信を綿密に調べてモスクワとの関係を立証できるものを探したが、この事件が決着するまで、

そのようなものは何ひとつ見つからなかった。ヴェステネンの讒訴はかなり長期にわたって有効だったようだ。

かれの信用がそれほど大きいものであっただけに、結論が出たときのかれの社会的評価の落差も大きいもの

になったに違いあるまい。 

 

しかしその事件がオランダの社会に偏見を招いた。東インド留学生などに会ったことも見たこともないひとび

とが新聞を読めば、かれらがどれほどオランダの国家と社会に有害で危険な連中かということがひしひしと伝

わるだろう。 

１９２７年６月、オランダの新聞に東インド留学生の放校処分の記事が載った。ブレダの士官学校で修業試験

を間近に控えた留学生がコミュニストだったことが判明して、放校処分に付されたという内容だ。その士官候補

生は東インド植民地軍から送られてきた優秀な人間だった。名前をスワルジョと言う。 

オランダ高等警察によるインドネシア協会コミュニスト疑惑捜査の中で、ハーグやレイデンの協会員を頻繁に

訪れているブレダの留学生がいることが既に報告されていた。ヴェステネンがブレダの軍事アカデミーにそれを

知らせないはずがない。 

スワルジョに対する審問会が開かれ、「おまえはコミュニストか？」とかれは問われた。それを否定すると続

いて「おまえはインドネシア協会のリーダーをしているのか？」と尋ねられた。 

「オランダに来たとき、しばらくリーダーをしたことはありますが、もう何年も前に辞めています。わたしは軍人

なので、軍人が協会のリーダーをするのはよくないと留学生仲間に忠告されたので辞めました。」 

「しかしいまだにハーグやレイデンを頻繁に訪れているではないか、なんでだ？」 

「わたしの親友や遠い親戚がいるので、ときどき会いに行きます。」 

最終的にスワルジョは２４日間の営倉入りを命じられ、その間にかれの下宿が家宅捜索されて手紙や文書

が押収され、徹底的に調べ上げられた。報告書が作られて国防大臣に提出された。 
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スワルジョは国防省に呼び出されて大臣からの審問を受けた。ブレダでなされた審問と同じようなやりとりが

繰り返され、そのあと大臣が尋ねた。 

「ジャワ人が独立を望んでいるという件について、おまえは賛成か反対か？」 

「わたしはインドネシアの独立を希望します。」 

「士官たる者は主義主張を持つことが許されない。おまえを軍から追放する。」 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（１９）」（２０２２年１０月２８日） 

パダンの大型商人が息子をロッテルダムの商業高等学校で学ばせたいため、オランダの高等中学校へ行か

せた。かれはモハンマッ・ハッタと親しい知り合いだったので、息子を見てやってほしいとハッタに依頼し、ハッタ

もそれを受けた。ハッタは高等中学を探してやり、その息子をそこへ入学させた。 

父親はオランダの商事会社の得意先のひとりであり、その会社からクレジットを得てこれまでも商売してきた。

ところが商事会社のパダンのチーフに本社から連絡が来た。得意先の息子がオランダにいて、ハッタの監督下

に暮らしている。 

その時期、ハッタという名前はオランダ社会でゲジゲジの仲間と見られていた。オランダの国家と社会に有害

な危険分子、インドネシア協会という名前を持つコミュニストグループの親玉なのだ。おまえの息子をハッタから

引き離せとパダンのチーフは商人に迫った。その代わりにうちの本社が面倒を見る。無視するならクレジットは

取り消すぞ。 

父親はそれほど自分のマイナスになることでもないと思い、クレジットを取り消されるよりは、と考えてチーフ

の申し出を承諾した。ところが息子が高等中学を卒業したとき、オランダの商事会社はその息子がロッテルダ

ムで高等教育を受けることを禁止した。そして嫌がる息子を無理やりパダンに送り返した。「あなたの息子はあ
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なたの商売を後継して営んでいくのに十分な学力を既に身に着けている。」という父親宛のメッセージを添えて。 

この記事内で使っている「高等」という言葉は初等中等高等という昔の教育レベルの三段階の最高位を指し

ている。だから高等教育は現代日本語に直すと大学教育になる。昔の話であるために現代の大学に相当する

教育機関が高等学校という固有名称で登場するので、その点の首尾一貫に配慮して昔の概念で通すことにし

た。だから本論の中では高等学校や高等教育が現代日本語の意味で使われていない点をご容赦願いたい。 

 

１９２７年９月２３日、ロッテルダムの商業高等学校で来年の卒業のために研鑽をつんでいたモハンマッ・ハッ

タと、レイデンで法学を学んでいたアリ・サストロアミジョヨ、アブドゥル・マジッ、モハンマッ・ナシルの三人を警察

が逮捕した。かれらはそのとき、インドネシア協会の役員と機関紙インドネシアムルデカの制作に関わる立場に

あった者たちだ。ハッタ、アリ、マジッの三人は早朝ベッドの中にいたのを逮捕され、ナシルは自宅にいなかった

ため、夕方５時ごろ逮捕された。 

その逮捕計画のターゲットは８人になっていたのだが、他の四人はそのときオランダにいなかったために難

を免れたそうだ。ともあれ、ヴェステネンとその同類の植民地主義者たちは喝采と快哉を叫んだにちがいあるま

い。 

一方、オランダの新聞記者の中に、この逮捕事件に不審のまなざしを向けた者もいた。６月１０日に押収した

書信類の調査結果はまったく公表されず、コミュニスト疑惑の決着が着けられていないままずるずると日を送っ

たあげく起こったこの逮捕劇に関する警察のコミュニケは、犯罪事件取調べのための逮捕となっていたのであ

る。コミュニストの逮捕を犯罪事件取調べのためと言うのだろうか？表現の雰囲気が違いすぎている。これはコ

ミュニスト疑惑が立証されなかったことを物語っているのではあるまいか。だがセンセーションを崇拝している新

聞はコミュニスト逮捕という見出しを大きく紙面に掲げた。 

 

そんな風潮の中で、故郷からの送金が届かなくなった留学生が出た。レイデンの留学生のひとりが金の工面

に困り果てて、１１月にダヴォスにいるアブドゥル・リファイに借金申し込みの手紙を送った。部屋代３０フローリ
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ンと東インドに送金依頼する電信料金１５フローリンを貸してほしいという内容だ。そのころ、オランダでの独身

者の生活費はひと月およそ１５０～２００フローリンだった。もちろん、慎ましやかな暮らし方でだ。 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（２０）」（２０２２年１０月３１日） 

リファイがその留学生に返事の手紙を郵送したところ、しばらくして宛先人不明で返送されてきた。かれはオ

ランダの友人にこの件の調査を依頼した。その友人から届いた調査結果報告によれば、その留学生は下宿を

追い出されたのだそうだ。下宿のオーナーは留学生が部屋代を滞納したのでオランダ人に相談し、そのオラン

ダ人は「追い出せばいい」とアドバイスしたのでそれに従ったという話だった。アドバイスしたオランダ人がだれ

だったのかは容易に想像できる。 

その留学生はどこへ行ったのか？他の留学生たちの話によれば、かれはドイツにいる留学生に招かれて、

その下宿に転がり込んだ。レイデンでの学業は立ち消えになった。 

 

ラアズマンとインドネシア留学生間のコンフリクトが国家問題にまで発展したために、国会が問題の抜本解

決に乗り出した。オランダのコミュニスト層を代表する人物がインドネシア人留学生の中に共産党員はいないと

国会で述べたのだから、政府がしていることや報道界がはやし立てていることに誰もが首をかしげて当然だ。

そしてインドネシア協会リーダーたちの逮捕でも、政府の口からコミュニストという言葉は出てこなかった。コミュ

ニストの焼きごてを留学生に当てて騒ぎ立てているのは一部の報道界だけだったのだ。 

植民地大臣や法務大臣が国会喚問されて突き上げられ、これまで何が起こっていたのかということについて

の全貌がおぼろげながら見えてきた。逮捕拘留されている四人の留学生の罪状がコミュニスト容疑でないこと

は、ほぼ明らかになった。しかし検察が作る起訴状が出来上がるまで、大臣たちも明白に断言するのを避けた。
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たとえそうであっても、遅かれ早かれヴェステネンがラアズマンの職からお払い箱になることだけは間違いなか

ったようだ。 

 

拘留されている四人の留学生に対する取り調べは緩慢に行われた。結果的に四人はおよそ半年間拘置所

で日を重ね、その間、学業も留学生としての活動も停止した。バタヴィアで税務局長を務めた東インド経験者オ

ランダ人フレミング氏がその状況を見るに見かねて、その四人のための募金をオランダの民衆に呼びかけた。

四人が拘禁を解かれて社会復帰するとき、十分な資金がなしには済まないだろう。学業を再開するためにも、

あるいは東インドに帰国するためにも、資金が必要だ。フレミングの努力でオランダの民衆からほぼ１，９００フ

ローリンの浄財が集まった。アリとかれの妻が帰国するための船賃１，５００フローリンはそれでまかなうことが

できる。 

更に新聞ヘッフォーク編集部に８６３フローリン、そして街頭で行われた留学生支援のための署名と募金運

動で５千人の署名と３百超フローリンの募金が得られた。オランダの民衆が四人に向けた同情は総額３千フロ

ーリンを超える浄財となって結実したのだ。 

オランダ人植民地主義者が依然として強い勢力になっているオランダに留学して東インドであまり役に立た

ない免状を持ち帰るよりも、もっと効率的な留学と人生設計をしてはどうか、とアブドゥル・リファイはビンタンティ

ムール紙に書いた。ドイツへの留学の勧めがそれだ。 

東インドでオランダ植民地政庁に奉職する考えを持たない青年は、ドイツへ行って技術を身に着けるほうが

よい。ドイツは生活費もそれほど高くない。部屋代はひと月７０マルク（３８フローリン）程度で、お湯の出る浴室

が付いている。ベルリンには中華レストランがふたつあり、いつでもコメの飯を食べることができる。昼食・夕食

は５マルク出せば十分腹を満たせる。ベルリンにいる留学生の話では、部屋代はひと月６０マルク、旅行に出て

部屋をほとんど使わない月は部屋代が３０マルクになるそうだ。部屋代には水道光熱費が含まれている。東イ

ンドからの留学生はパリなどに住むよりもベルリンの方がはるかによい。ひと月の生活費支出は１４０マルク（７

０フローリン）で済むのだ。一部屋を数人の仲間でシェアすれば、ひとり当たりの負担はもっと小さくなる。[ 続

く ] 
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「留学史（２１）」（２０２２年１１月０１日） 

植民地政庁の下っ端官吏になって長い人生を他人に少しずつ引っ張り上げてもらうよりも技術を身に着けて

民間の職人として事業を行う方が、自分の人生にも世の中のためにも有意義ではないだろうか。官僚になれば、

下手をするととんでもない不健康な土地での勤務を命じられ、身体を壊して退職させられ、ほんのわずかな年

金をもらって残りの人生を送らなければならなくなる可能性だってある。 

自分で事業を行うことで自分の意志を自分の人生設計に反映させることが容易になるし、将来の暮らしをど

うするかも自分次第になる。他人に使われるよりは、確実に自分の意志のウエイトが重くなる。自分が関わる

経済規模が小さいと言うかもしれないが、自分の身の丈に合わせて大きくしていけばよい。 

ドイツでは、ガラス製品作り・時計工・靴や履物職人・衣服のデザインから製品作り・四輪二輪自動車工・自

転車作りなど数十種類もの技能があちこちで教えられている。それを修得して東インドへ戻れば、小規模では

あっても事業を興してすぐに社会の経済活動に参加することができるし、社会にはその需要も豊富に存在して

いる。 

外国へ留学して戻った人間が全員法律家や医師になる必要などどこにもない。社会的に見上げられるそん

な肩書を身に着けたとしても、金回りが良くなければ生活は苦しくなる。自動車修理工では世の中から見上げ

てもらえないかもしれないが、潤沢な収入を得て楽しい暮らしを送るほうがはるかに実際的ではないだろうか。

だれもが頭を下げるカンジュンンドロブパティ5になって借金漬けの人生を送るよりも、その方がはるかに健全だ。 

 

ドイツに留学するにあたっては、ドイツ語の勉強を特にしなくても、オランダ語が流暢であればそれほど問題

にならない。オランダ語のできる人間ならドイツ語はすぐに習得できるだろう。 

 

5 Kanjeng Ndro Bupati 
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資金はもちろん必要だが、たとえばドイツに２年間暮らして電気工の技能を身に着けるには、最低３千フロー

リンがあればよい。それは往復の船賃をも含んでの金額だ。 

オランダへの留学を今考えているひとは、ドイツで技能を修得するという別のアイデアをそこに加えて今の計

画を抜本的に再検討してみてはどうだろうか。ただしドイツでそのような技能を身に着けて故郷へ戻っても、東

インド政庁はそんな人間を歯牙にもかけないから、行政との関係を絶対に期待してはいけない。 

 

一方、ビンタンティムール紙はアブドゥル・リファイのその提案に補足説明を加えた。リファイは植民地政庁の

官吏になるなと言っているのではない。行政官僚は統率者がだれになろうと、常に必ず必要とされる。植民地

政庁がいなくなれば、プリブミ行政官僚の層はもっともっと厚くならなければならない。 

今の東インド社会でも、技能工や技術の優れた職人がいないわけではないのだ。タンジュンプリオッにある

ジェネラルモーターズの工場で５４分に一台の自動車が出来上がって来る。その作業を行っている全員がプリ

ブミだ。ヨーロッパ人はひとりもその作業に加わっていない。ヨーロッパ人は作業を監督し、作業員をリードして

いるだけなのだ。 

バタヴィアにヨーロッパのモードマガジンの店がある。その店に吊り下げられている新ファッションの衣服を縫

製している者は全部プリブミだ。ヨーロッパ人はそれを指導し、監督しているだけだ。自動車販売店や修理工房、

ヨーロッパブランドの靴、どこでもすべて同じようなありさまですべてが行われている。われわれに必要なのは

作業者でなくて統率者なのだ。 

ドイツへ留学して技能を修得してくるのは、自分が作業者になるためではない。事業を興せば最初は作業者

として働かざるを得ないだろう。しかし事業を拡大するに当たって、人を雇い、作業を教え、作業者の仕事を導

き監督しなければならなくなる。かれは自ずとリーダーになっていくのである。そこに湧き上がって来る精神をわ

れわれはたいへんに必要としている。[ 続く ] 
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「留学史（２２）」（２０２２年１１月０２日） 

行政官僚になってヒエラルキーの底辺から年数に従って上に引き上げてもらうようなところにその精神は湧

き上がってこないだろう。言われたことだけをして給料をもらい、それで家族を養って人生を過ごしていくような

あり方の中からリーダーが誕生することはあまり期待できないのだ。その点に関するかぎり、青年の覇気はた

とえ未熟ではあってもリーダー誕生にとってかけがえのない駆動力になる。 

覇気を持つ青年であるなら、政府や大会社に雇われて毎月生活に困らないだけの給料をもらい、かれらを

富ませるためのコマのひとつになって命令を実行する人生を送るよりも、その場所がどこであれわが同胞を統

率してみんなのより良い暮らしを実現させるために一生を送る方が、はるかに大きな生きがいを抱くことができ

るのではあるまいか。 

そのような人物こそ、同胞から見上げられるばかりでなく、東インドにいるヨーロッパ人からも一目置かれて、

蔑まれ見下されるインランダーのひとりとしてでなく、わたしの仕事仲間だという評価を受けて対等に扱われる

人間になりうる可能性を持っているのだ。 

 

ビンタンティムール紙はさらに続けて、留学先をヨーロッパだけに限定しなくても良いと説いた。ヨーロッパよ

りもっと近い日本という国がある。技能習得の面から、帽子や人形などの玩具の作製技能を学んできて事業を

興すことだってできる。日本から輸入されてわれわれの台所に入っている氷砂糖や、あるいは子供たちが買っ

て食べている砂糖菓子を作っても良い。 

ジャワの農園で作られた砂糖がスマランから横浜に送られ、日本の中でぐるぐる回った末に東インドにそれ

らの砂糖製品になって戻ってきているのを知ったら、それに金を払って買っているインランダーも目を回すこと

だろう。その金はカリブサールの横浜正金銀行に集まってから長崎に送られている。 

あるいはアメリカに目を向けるのもよい。アメリカに留学してアメリカ暮らしを体験するのも、新しい人間の生

き方に触れるひとつのチャンスだ。ドルが持っている意味、電気が作るライフスタイル、人間の手足がいかに迅

速に動くものであるか、アメリカニズムとは何なのか。高貴な人間がふんぞり返り卑しい者が右往左往している
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世界はそこにない。 

そこにしばらく身を浸して、働くということの意味に目を開いてから東インドに戻ってくれば、働くことの意義を

生きることの中に統合した新しいインドネシア人が誕生する。 

自動車王フォードは工学高等学校で禿げ頭の教授たちから学問を教わってインシニュールの肩書をもらった

人間ではない。高等教育を受けて修業証書をもらい、世の中に胸を張って自分の存在を誇示するような社会構

造はアメリカという国の中であまり感じられない。 

 

捜査のためという理由で長期間拘留されていたインドネシア協会の四人の留学生は、拘留期間が長すぎる

という国会の苦言を受け入れた政府が、起訴内容がほぼ確定したという理由で１９２８年３月初旬に拘留を解

いた。 

起訴内容は報道犯罪になっていた。インドネシア協会機関紙インドネシアムルデカ５月号の中の記事が一般

大衆に向けられた武装叛乱の扇動であるというのが法律に違反する罪状であり、その罪が３月８日から始まる

裁判で裁かれて処罰を受けることになった。あれほど国中を大騒ぎさせて盛り上がったコミュニストへの鉄槌は

上げた手の振り下ろしようがなく、どこかにしぼんでしまったようだ。 

しかし法務省側はこの機会をとらえて見せしめのために、コミュニズムに染まった者たちが計画した叛乱と印

刷物を使った使嗾に対して厳罰を与えようと構えており、３月８日の公判で主犯のハッタが入獄３年、他の者は

２年半と２年が求刑された。そこにも、植民地主義が顔をのぞかせているのである。オランダの新聞の中には、

終身刑にしてしまえ、と書いたヘイト記事を載せたものもある。オランダではもう死刑が廃止されていたのだ。 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（２３）」（２０２２年１１月０３日） 
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判決公判予定日である３月２２日がやってきた。ハーグ地方裁判所の傍聴席はひとで埋まり、東インドプリブ

ミの顔が多数を占めているのが分かる。オランダ国会の社会党代表者の顔も見えた。判事団が入廷して裁判

長が判決文を読み上げる。四人の被告は弁護人と共に立ち上がって神妙に判決を聞いた。 

検察が起訴した罪状は証拠品の中に認められなかったと裁判長は述べた。問題に取り上げられたいくつか

の記事に記された武装蜂起や武力叛乱などの言葉は、論旨全体を読むかぎりその実行を誘い使嗾しているよ

うには理解し得ない。中にはそれが失敗した後のことを分析しているものもあって、その言葉があるから即扇動

であり使嗾であると見なすのが不可能なものすらある。 

そもそもインドネシアムルデカに書かれている内容はインドネシアの独立のための方策として思索された

種々の考えであり、オランダ王国で武装叛乱を起こして現体制を覆すことはまったくその視野に入っていない。

オランダ王国刑法典第１３１条の条文はオランダ王国に対する叛乱についての刑事罰であって、この起訴はそ

の内容から外れている。それらの理由から被告四人には無罪の判決を与える。四人は求刑されているすべて

のことがらから解放される。 

この判決を聞いた傍聴席は歓喜に湧きたった。それはハーグの街中に伝わり、さらにオランダ全土に波及し、

そうして東インドにまで流れ込んだ。オランダで、東インドで、まるで戦争勝利の祝賀会のような催しがあちこち

で開かれ、四人の留学生は一躍ヒーローになった。 

 

１９２７年９月にハッタの逮捕が行われるしばらく前のころ、留学生の中にヨーロッパに墓を築いた者があった。

デルフトで学んでいたスマディは病気が長引き、衰えが目立つようになってきた。病状が悪すぎて帰国させるこ

ともできない。スヘヴェニンヘンの病院で治療を受けたが好転のきざしは一向になく、医師も匙を投げたようで

スイスに転地療養してはどうかと勧めた。その時期、スイスに留学生仲間はおらず、オランダから誰かが行か

なければかれの手助けも様子の観察もできない。インドネシア協会はできるかぎりのことをしてやりたかったが、

遠いスイスに高い交通費をかけて簡単に行けるものでもなく、また学業から長期にわたって離れることのできる

者もいなかったために、スマディは自分の友人に頼んでひと月間ほどスイスでの世話をしてもらった。 

ある日、スマディの介添えをしていた友人がインドネシア協会を訪れ、スマディの命は時間の問題になってい
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ると告げた。会長のハッタはそれを捨てておけず、試験が済んで時間の余裕ができたスティッノを伴ってスイス

に向かった。ふたりがスイスに着いてから二日後にスマディは息を引き取った。 

ハッタとスティッノはイスラム式の埋葬をしてスイスの地に墓標を建てた。それが終わるとスティッノはオラン

ダに戻り、ハッタは雑事を片付けるためにスイスに残った。先に帰ったスティッノはオランダ国境で逮捕され、ハ

ーグに連行されて取り調べを受けたが、拘留できる容疑が見つからないために釈放された。下宿に戻ってかれ

は驚いた。スイスに行っている間に自分の部屋が家宅捜索されて、文書類からタイプライターまでが押収され

ていたのだ。同じことはハッタの留守宅でも行われたそうだ。ハッタが逃亡したのではないかと警察が勘繰った

ことを思わせるようなできごとだ。[ 続く ] 

 

「留学史（２４）」（２０２２年１１月０４日） 

１９１０年代にもスイスで没した留学生がいたそうだ。アブドゥル・リファイがアベンダノン氏から聞いたとして

物語ったこんな話がある。東インド留学生のひとりがスイスで下宿生活をしていた。それはサナトリウム暮らし

のようなものだった。つまりサナトリウムに入らないで下宿に住んでいたということだろう。そしてある日、彼はた

だひとり、自分の部屋で孤独死を迎えた。その遺体がそのまま放置されているという話を人伝えに聞いたアベ

ンダノンは自費でスイスに向かい、孤独な青年の埋葬をしてやった。遺体は四日間、ベッドの上に放置されてい

た。その青年は東インドのさる王家の王子だったという話だ。 

王家の王子がオランダに留学する際には地元のオランダ人をその後見人に立て、父王の依頼に従って後見

人がオランダでの面倒を見るのが普通のやり方になっていた。そのオランダ人とプリブミ王の間に何があった

のかは知る由もないし、アベンダノンもそこまで立ち入る気は毛頭なかったようだが、父王は息子の死の通知

が後見人でない人間から届いたことに何を感じただろうか。 

 

言うまでもなくその時代、男子留学生がもっぱらヨーロッパの大学で教育を受けていたのだが、女子留学生

がいなかったわけでもない。１９２９年には Maria Ulfah Santosoがレイデン大学に通い始めた。かの女は自分
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の公式名称を Mr. Hajjah Raden Ayu Maria Ulfah としているように、ラデ

ンアユの称号を持つ貴族階層の出自だ。頭に Mr.が付いているのはか

の女が男性だったのでなく、法学の高等教育を終えた称号であるオラン

ダ語のメステルが付けられているのだ。ハッジャはメッカ巡礼を行ったム

スリマが名乗る称号であり、ハジの女性形だ。 

マリア・ウルファ・サントソは１９１１年にラデン・モハンマッ・アッマッの

娘として、バンテン州セランで生まれた。この父親は２０世紀初期にＨＢ

Ｓで教育を受け、卒業してから西ジャワ州クニガンの県令にまで登った

進歩派であり、妻の没後、１９２９年にオランダに娘ふたりを連れて移り住んだ。こうしてマリア・ウルファはレイ

デン大学で法学を学ぶようになり、１９３３年に東インドプリブミ女性として最初のメステルの称号を得たのであ

る。 

 

マリア・ウルファは最初、後進的な東インド社会にこびりついている

女性差別を解消するために法的な分野から切り込んでいくことを自分

の将来の夢にしていた。ところがレイデンでインドネシア協会に出入り

するうちに、政治体制の問題に意識が広がって行った。アムステルダ

ム大学で法学を学んでいたスタン・シャッリルと知り合い、社会主義に

のめりこんでいたシャッリルの影響を受けて、社会改革の理想を描く

ようになる。 

インドネシア共和国独立宣言のあと、内閣が設けられた。初代内閣は大統領が直々に率いたが、その後スタ

ン・シャッリルにバトンタッチされて、シャッリルは三回内閣を編成した。その第二次内閣のときにマリア・ウルフ

ァは社会相に抜擢された。 

東インドに戻ってきて旧態復帰を武力で実現させようとするオランダ植民地文民政府とインドネシア共和国の

間で１９４６年１１月に交渉が行われた。後にリンガルジャティ協定と呼ばれるようになるその交渉をどこで行う

Maria Ulfah Sant 

Stan Sahrir 
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のかについて、双方の主張が真っ向から対立した。オランダ側はジャカルタで、インドネシア側はジョグジャで、

とそれぞれ自分の本拠地を主張したのだから、交渉がまとまるはずがない。内閣首班のシャッリルも困ってしま

った。そこにマリア・ウルファがアイデアを出した。自分が育った土地である西ジャワ州クニガン県のリンガルジ

ャティで行えばいい。 

その地方には自分の人脈がある。双方の安全を保証するために自分が動くから、それでオランダ側を説得し

てはどうか。リンガルジャティ協定が成立した陰に、マリア・ウルファの果たした大きい貢献があったという話に

なっている。[ 続く ] 

 

 

「留学史（２５）」（２０２２年１１月０７日） 

女子海外留学生として有名な人物のひとりが Siti Latifah 

Herawatiだ。父親の名 Latipを付けた Herawati Latipあるいは

夫の名 Diahを付けた Herawati Diah という名前でも知られて

いる。オランダ植民地時代にオランダでなく日本に留学した最

初の女子留学生がこのシティ・ラティファ・ヘラワティだった。ヘ

ラワティは１９１７年にブリトゥン島のタンジュンパンダンで生ま

れた。そのとき父親のラデン・ラティプはブリトゥンマツハペイの企業医師をしていた。 

バタヴィアのサレンバにあるＥＬＳを終えたヘラワティはコニングスプレインのリセウムに進学した。５年制のリ

セウムでかの女はラテン語とギリシャ語を学んだものの、４年生までとんとん拍子に進級したあと、５年生に上

がれなかった。プリブミをあまり利口にしないほうがよいという植民地主義思想のためだったようだ。 

若いころ十分な公的教育を受けさせてもらえなかったためにかの女の母親は子供たちの教育に熱意を持

ち、ヘラワティと妹のサプタリタを日本に留学させることにした。オランダに留学しても差別的な扱いを受けるか

もしれない。日本や米国であれば、教育の場で差別を受けることはないだろう。 

Siti Latifah Herawati 
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１９３５年、母とふたりの娘は日本へのハネムーン旅行に行く母の弟夫婦と５人で日本に向かう船に乗った。

東京でヘラワティは目黒のアメリカンハイスクールに通った。サプタリタは文化学院6で絵画を学んだ。姉妹は田

園調布のドクトルヨネヤマの家庭に寄宿して日本人の生活習慣を体験した。ヘラワティは日本滞在中に柔道場

に通ったことがあるそうだ。日本人は歩くのがとても速くて、インドネシア人ののんびりした挙措に慣れている姉

妹は忙しい日本人の暮らしに驚いたとその印象を語っている。 

ヘラワティの日本暮らしは二年間で終わった。かの女がリセウムでの学習経験を持っていることから、ハイス

クールはかの女を二年間で卒業させたのである。するとかの女の母は米国の大学へ行くように勧めた。 

１９３７年にヘラワティはニューヨーク市のコロンビア大学バーナードカレッジに入学し、社会学を専攻し、ジャ

ーナリズムを副専攻した。卒業したのは１９４１年で、そのまま帰国の途に就いた。もう一年遅れていれば、故

国へ帰れなくなっていたところだ。 

 

１９４１年１２月８日に日本が米英に宣戦布告すると、オランダ亡命政府も日本に宣戦布告した。蘭領東イン

ドは日本と戦争状態に入ったのである。すると日本と関係を持ったプリブミが逮捕されて抑留所に入れられた。

ヘラワティとサプタリタ及び母親はスカブミのチバダッに設けられた抑留所で囚われの身となり、日本に行った

こともない父親のドクトルラティプまでもがガルッの抑留所に収容された。チバダッの抑留所には他のプリブミ女

性やドイツ人女性が囚われていた。 

１９４２年３月の日本軍ジャワ島占領で抑留所の囚人たちは全員解放された。ヘラワティの一家は中央ジャカ

ルタのクラマッ通りの自宅に戻ることができた。居所はその後、プラパタン通りに移った。 

日本軍政下のジャカルタでヘラワティはラヂオホーソーキョクのアナウンサーになった。そのころ、ホーソーキ

ョクで番組制作を担当していた B.M. Diah と知り合い、ふたりはその年のうちに結婚した。 

 

 

6 かつて存在した日本の専修学校である。1921年（大正 10年）創立、2018年（平成 30年）閉校。 
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ＢＭディアは新聞「アジアラヤ」の記者をしており、インドネシア共和国独立宣言前夜に在ジャカルタ海軍武

官府で行われた独立宣言文起草の場に登場している。ＢＭディアは１９４５年１０月１日に日刊紙ムルデカを立

ち上げた。ヘラワティも夫を助けて新聞の運営に協力することになる。 

この夫婦は１９５５年、バンドンで開かれるアジアアフリカ会議の開催に時を合わせてインドネシア初の英語

新聞インドネシアンオブザーバーを発行した。この新聞は２００１年に廃刊になり、一方日刊紙ムルデカも１９９

９年に人手に渡った。ジャーナリズムとは別に、プラパタン通りにあるホテルアルヤドゥタもかの女が手掛けた

事業だ。 

夫は情報大臣を務めたことがあるため、没後南ジャカルタのカリバタ英雄墓地に埋葬された。妻のヘラワティ

も９９歳の長寿を全うした後、夫の墓所の隣に永遠の住処を構えることになった。[ 続く ] 

 

 

「留学史（２６）」（２０２２年１１月０８日） 

１９世紀半ばごろの日本はヨーロッパ人にとって野蛮国だった。ヨーロッパ人が中国の領土を奪って治外法

権を敷いているありさまを日本人は見ていた。そこは中国の領土内だというのに、あらゆることがヨーロッパ人

の支配下に行われていたのだ。 

日本で天皇が政権を握ると、何百人もの青年を米国・イギリス・フランス・ドイツなどに留学させた。高等教育

の学校も作った。最初は西洋人の教授を雇って国民を教育させた。数十年後、教授陣はすべて日本人に代わ

っていた。 

三十年四十年かけて日本の軍隊と艦隊はヨーロッパと互角の戦争ができるまでになった。広大な四億の民

を持つ清国、鷲とあだ名されたロシア帝国との戦争で、日本は勝利した。日本の知識層には学識優れた著名

人があふれている。第二次世界大戦前、世界の目は日本を、イギリス・米国・フランスに並ぶ国と見なした。そ

のころ、イギリス人は日本をビッグファイブのひとつだと語っている。アブドゥル・リファイは新聞にそう書いた。 
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世界中が侵略的だったその時代、他国からの侵略を受けないためには強国にならなければならなかった。

いくら国を鎖していても、やる気満々の提督が戦闘艦隊を引き連れてやってくれば、一戦交えるかそれとも頭を

下げるかしかないだろう。勝てる可能性がゼロであれば一戦交えるのはバリ島のププタンのようなもので、単な

る誇りの問題でしかなくなる。 

一戦交えて勝たなければ、生き残った者が奴隷にされるだけだ。己の誇りを全うするために自分が世を去る

のは勝手だが、まだ生きていたい者たちを奴隷にして自分だけ逃げ出す者に真の誇りが得られるだろうか。勝

つためには強国にならなければならないのだ。 

強国として認められていたなら、やる気満々の提督も最初から砲門を開いて砲口を向けたままやって来るこ

とはあるまい。真の強者は万策尽きてからやっと喧嘩の腰を上げるのが世の常だったのではあるまいか。 

 

強国として認められるためにはまず軍事力だろうが、ただ大軍を擁しているだけで戦争の成り行きが推測で

きたのは遠い昔のことだ。もう何百年も前からそんな常識は覆されている。大国は普通大軍を抱えているもの

の、近世以降の戦争は格闘戦の人数が勝利を決めるものでなくなった。近代的軍備と戦略・戦術・作戦によっ

て戦争の勝敗が決まる方向に変化していったのである。大国が張子の虎になって行く道がそこに敷かれていた

ということだろう。 

格闘戦の人数が戦争の勝敗を決めるものでなくなったのは、幕末の長州征伐で村田蔵六が示して見せたこ

とではなかったろうか。いやもっと何百年も前に甲州武田の騎馬軍団が潰滅させられている。 

村田蔵六が作った長州軍は、格闘戦を飯のタネにして闘技を身に着けた戦闘員階層を敵に回しながら、そう

でないズブの素人たちが徹底的に格闘戦を避けることで戦争を勝利に導いたのだ。歴史に興味を持つ日本人

ならたいていだれでも知っているはずのことではないのだろうか。 
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ところが太平洋戦争の後半、マッカーサーの軍隊が日本に向かって反攻の途に入ってから、武器兵器の改

良と量産で差がついてしまった劣勢の日本軍はしばしば夜戦と吶喊攻撃7という格闘戦肉弾戦を敵に挑み、最

初のうちは戦果が挙がったものの、そのうちに村田蔵六戦法を体得した米軍を前にして、足元にも寄り付けなく

なってしまった。 

遠距離から精度のよい長距離砲を使い、また高高度から巨大航空機で爆弾を落とし、徹底的に格闘戦を避

けて勝利を不動のものにした。終戦交渉の余力を残らず打ち砕かれた大日本帝国は無条件降伏する以外にな

すすべがなかった。そこまで徹底した方針で日本を叩きのめしたマッカーサーの姿勢の中に、「アイシャルリタ

ーン、マニラ」の屈辱から発した憎しみを感じるのは行き過ぎだろうか？対日戦略の主導をマッカーサーが握っ

ていたのか、あるいはワシントンだったのか、浅学のわたしにはよく分からないものの、人間の精神に分け入っ

て見るなら、マッカーサーが心奥の最深部で日本人を憎んだ可能性は小さくないように思われる。余談から戻

ろう。[ 続く ] 

 

 

「留学史（２７）」（２０２２年１１月０９日） 

モダンな軍備を整えただけでは強国と認めてもらえない。整えた軍備を実際に使って戦争に勝たなければ、

強国というステータスが実証されたことにならないのだ。強力な軍備を持てば他国からの侵略抑止になるという

ような考えは素朴すぎるのではあるまいか。武器兵器だけが勝手に戦争するわけではないのだから。人間が

そのハードを使いこなして敵を殲滅するだけの頭脳と体力を持っているかどうか、それを示さなければ強力な

武器兵器も張子の虎にしか見えないかもしれない。 

他国から侵略されないためには、相手はどこでもいいからだれかと戦争して勝てることを実証しなければなら

ない。これは、軍隊を持ったから将軍が戦争をしたがるというおとぎ話とは次元の異なる問題だ。軍備を整え、

その軍備が実際の戦争の中で有効に使われたとき、その国が軍備を駆使できる能力を持っていることが実証

 

7 とっかんこうげき 
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される。そして優れた戦略と戦術で敵を一蹴する姿を世界に示せば、その国は強国と認められて、侵略しようと

する他国の出現をミニマイズできる。だれかと戦争して勝てることを示すためには、だれかが言いがかりをつけ

てくれば受けて立つ機会が得られるのだが、もしだれもそれをしてこないなら、こちらから仕掛けるしかあるま

い。 

このロジックを簡単に言うと、「自国防衛は他国と戦争して勝つことである。」「他国侵略は最善の自国防衛で

ある。」というどこかで聞いたようなパラドックスになるかもしれない。 

強国の象徴は戦争の中にだけあるのではない。パワー闘争における実力がたいへん重要なひとコマである

のは間違いないにせよ、明白な実績を大規模な会戦によって示す機会が得られないとき、近隣諸国に覇権をと

なえている姿を世界に示すならば地政学的な見地から十分に効果的であると認められていたように思われる。

強国としてのステータス獲得に際して極東の帝国はあらゆる項目を実行した。朝鮮半島、台湾島、中国大陸が

そこに巻き込まれることになったのは歴史の必然性のなせるわざではなかっただろうか。 

強国主義・自国防衛・近隣諸国侵略がからまりあって歴史を紡ぎ出していたのがあの時代の帝国の姿だっ

たのではあるまいか。その三つ巴があの現象を起こしたのであって、そのひとつだけを取り出してどうこう言う

ようなものではなかったように、わたしには思われるのである。 

 

蘭領東インドのプリブミにとって、白人の支配下に置かれている自分たちの現状とアジア東端の日出ずる国

の勃興の対照は、白人支配終焉への希望を抱かせるに十分なものだった。中でも１９０５年の日露戦争におけ

る日本の勝利が対白人劣等感のとりこになっているほとんどのアジア民族に覚醒のいぶきをもたらすものにな

った。 

１９世紀後半の５０年もかからないうちに、日本はアジアの先頭を切る重工業国になり、そしてヨーロッパの

列強と肩を並べる軍事強国になったのだ。「東方に倣え」というスローガンは出なかったものの、似たような意

識は２０世紀初期にアジア地域一帯に立ち昇っていた。アジアの知識人が口をそろえて、白人支配下にある自

分たちの現状にアジアの強国が変化をもたらすことを予言し、また期待した。 
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日露戦争における日本の勝利は全アジアを揺さぶったのだ。１９４５年のインドネシア独立宣言に関わった民

族主義青年たちが書き残したメモワールには、かれらが少年期に耳にし、日本軍がやってくるまでかれらの心

中に希望の星として輝いていたものがそれだったことが記されている。ある人物の手記には、バンドンのキリス

ト教ＨＩＳで５年生のときにオランダ人の歴史の先生エルシェ・ボスデイク嬢が「皆さん、日本は小国です、しかし

強い。」と授業中に語った思い出話が述べられている。[ 続く ] 

 

 

「留学史（２８）」（２０２２年１１月１０日） 

時事ニュースに登場した日本がイメージ作りに一人歩きしたのとは別に、東インドに在留する日本人の一挙

手一投足も東インドのプリブミに日本の印象を刻み込んだ。逆に見るなら、日本に関する情報はほぼそこに限

定されているばかりで、それ以上のなじみ感がなかなか持てない存在だったという言い方も可能だろう。 

１９４０年には蘭領東インド在留日本人が８千人まで膨れ上がっていた。日本人とプリブミとの接点はたいて

いがトコジュパンや写真館あるいは床屋などの商売を通してのものが多かったようだ。トコジュパンについて

は、 

「トコジュパン（前）」（２０１９年１１月１８日） 

http://indojoho.ciao.jp/2019/1118_1.htm 

「トコジュパン（後）」（２０１９年１１月１９日） 

http://indojoho.ciao.jp/2019/1119_1.htm 

をご参照ください。 

 

１９３０年代ごろから、東インドの市場にメイドインジャパンの商品が目立つようになってきた。衣服・紙と紙製

品・文房具や学用品・自転車などが輸入されてトコジュパンで販売された。なにしろ値段が廉かったから、東イ
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ンドの中流層から一般庶民層にいたるまでが日本製品を好んだ。子供向けセーラー服、小鳥印の鉛筆、パイロ

ットやセーラーブランドの万年筆が高い人気を得た。 

口中清涼剤の仁丹も世の中に広まった。その商標に描かれている提督閣下の盛装姿と商品名の DJINTAN

をかけて、ＭＨタムリンがこんなバクロニムを作った。 

Djenderal Japan Ini Nanti Tolong Anak Negeri 

 

おかげでトコジュパンは大いに繁盛し、日本から従業員を呼び寄せて規模を拡大させていった。もちろん下

働きにはプリブミが雇用されたわけで、規模の拡大は原住民の雇用拡大につながったのだが、政庁は外国人

就労に規制をかけて現在のインドネシア政府が行っているような原理と手続きをこの問題に適用した。 

外国人が就労目的で在留する際には、その入国許可を得るために役所にそれが外国人でなければならな

い必然性を雇用主が説明して了承をもらわなければならなかった。交代には容易に許可がおりたが、増員は

決して容易でなかった。 

ヌサンタラのたいていの大きい町にはトコジュパンがあった。チヨダ、ニッポンカン、タナカ、ヤヨイ、ミツリン、

キダなどの看板を掲げ、たいていが雑貨店であり、売られている品物は廉価で、しかも店内の雰囲気は明る

く、日本人店員は誰にでも元気よく応対し、プリブミに対しても敬意と親しさを示してくるのでプリブミが好む店に

なっていた。 
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バンドンで有名な日本人

の店は中央官庁街にある

コンコルディアの向かいの

キノシタ写真館だった。スム

ダンのチマラカには日本人

がオーナーの織物工場が

あり、オーナーはサトーとい

う名前だった。ガルッでは

日本人がバス会社を経営し、またキャベツやトマトなどの野菜販売店も営んでいた。スマランにはオガワという

薬局があり、また輸入電気製品を販売するカシマヨーコーもあった。 

それら日本人事業者の子供たちの中にＥＬＳ、ＭＵＬＯ、ＨＢＳなどに入学する者がいて、オランダ語が達者に

なるとバンドンの工学高等学校、バタヴィアの法律高等学校や医学高等学校で学ぶ者たちも出た。 

 

バンドンでは、日曜日の夕方になるとトコジュパンの日本人たちがトゥガルガ広場でしばしば野球の試合をす

る姿が見られ、野球というスポーツにあまりなじみのないプリブミたちも観戦を楽しんだ。 

１９３４年にはバンドンの小学生を無料招待して、日本の観光名所を紹介する映画の上映が市庁舎前広場

に面した映画館オリエンタルで行われた。フジヤマ登山、日本の一般的な家庭生活、日本料理店での食事風

景などの映像を大勢のプリブミが観賞した。[ 続く ] 

 

 

「留学史（２９）」（２０２２年１１月１１日） 

当時の中等学校に該当するＡＭＳの野球対抗試合が１９４０年にヨグヤカルタで行われたとき、マリオボロ通

りにあるトコジュパンの店員のひとりがたまたまそれを見物していて、ゲームが終わると同時にグランド内に入
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り、ピッチングのコーチを始めた。たいていはムラユ語で説明しながらときどき英語を織り交ぜていたが、理数

系ＡＭＳではムラユ語が教えられていなかったために説明はあまり有効でなかったようだ。 

しかしかれが実演して見せる投球のすばらしさに、ピッチャーと体育教師はただただ茫然とそれを眺めるば

かりだったそうだ。それはゲームを見物に来たプリブミたちにも伝わって、全員の目がその日本人の一挙手一

投足を憧憬のまなざしで眺めていた。 

 

２０世紀に入ってから進められた倫理政策の一環として東インドのプリブミに対する教育制度が実施されるよ

うになり、中でもプリブミエリートたちはＥＬＳとＨＢＳでの１２～１３年間の教育でオランダ語を身に着けるように

なったから、かれらがその先の高等教育のためにオランダに留学する条件がおのずと形成されていたわけだ。

オランダが宗主国であるということ以上に、実用的な条件がプリブミ青年たちをヨーロッパに導いたということが

言えるのではないだろうか。 

オランダ語は学校教育の全科目にわたって媒介語になっていたから、半ば生活言語としての役割を果たした

ように思われる。更に外国語学習課目として英語とドイツ語が教えられた。ただしドイツ語は１９４０年にオラン

ダ本国がナチスドイツの占領下に置かれたとき、東インドでの外国語学習課目から外された。 

オランダへの留学には種々の好条件が備わっていたが、日本への留学は言葉の問題から始まって、さまざ

まな苦労の多いこころみになっていたはずだ。しかし日本留学がオランダ留学よりはるかに低コストで実現可能

なことはプリブミ知識人の間でささやかれていた。日本で普通の生活を送るための費用はひと月５０～８０圓で

済むと言われていたそうだ。そのころ、東インドでの下級職員の月給は２００～３５０フルデン、上級職員になれ

ば６００～１０００フルデンの月俸が相場だった。 

その時代の日本円対米ドル交換レートは、ある資料によると１９３０年が２．０３円、１９３５年３．５０円、１９４

０年４．２７円となっている。１９３８年のフルデン対米ドル交換レートは１．８２フルデンだった。そうすると日本円

はフルデンの半分程度の価値だったことになる。東インドに住むひとびとにとって、日本は廉い国だったと言え

るのではあるまいか。 
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植民地支配からの離脱を理想に掲げるプリブミ知識層は日本への接近を、インドネシアの将来を形成する

方策の中のひとつのアイデアとして置いていた。スタン・シャッリルが流刑先のバンダネイラから妻に当てて書

き送った１９３６年ごろの手紙の中に、次のような文章がある。 

われわれの民族主義者たちが日本に対する関心をますます高めているのは、何も不思議なことで

ない。というのも、昨今、白人支配下の現状に対する不平不満が一層高まりつつある一方、それを抑

圧しようとする統治者からの力も当然強さを増している。そんな状況下にあるわれわれの目に、日本

が朝鮮半島に自治権を与えたことがひとつの涼風感をもたらしているのだ。もちろん日本のその政策

がアジア諸国からの精神的支持を得ようとする企図のもとに行われた可能性を否定しないにしても。 

わたしは想像もしていなかったのだが、日本はわれわれインドネシアプリブミの一般庶民・中流層・民間社員

までをもかれらのシンパにしてしまっていた。シンパになったひとびとは自分の子弟を日本に送って留学させた

り、あるいは文化を身に着けさせようと考えている。ここ数年、休暇旅行の目的地を日本にすることが流行にな

っているではないか。 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（３０）」（２０２２年１１月１４日） 

１９３７年８月１９日付のバンダネイラからの手紙にも、こう書かれてあった。 

この地で日本はますますポピュラーになっている。インドネシア民衆の日本に対する人気と支持が

将来日本におおきな恩恵をもたらすだろうことをわたしは疑わない。 

いや、この島だけでなく、全インドネシアの津々浦々に至るまで、民衆は日本の強さを確信している。

そしてオランダがそれに太刀打ちできないことまでも。ジャワには何世紀も前から語られてきた予言
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がある。白人の統治が終わった後、北からやってくる黄色人の統治が百日間続く。その黄色人とは日

本のことだ、と民衆は言う。 

日本人はあらゆる面において白人をしのいでいる。どれほど巧みな宣伝を行っても、その事実を覆

すことはできない。そもそも日本がインドネシア民衆の支持を得たのは宣伝からではないのだ。日本

人が日本人として行ってきた行為・態度・姿勢・振舞いがインドネシア民衆の心を勝ち取ったのだ。他

者への敬意に満ちた姿勢と振舞い、純朴で邪気のない表情。たとえかれらが微笑みを顔に浮かべな

くても、見る者にはその姿が微笑みに見えてくる。インドネシア人は日本人を有徳の人種だと思って

いる。 

ハッタ君も最近日本への支持を明らかにするようになった。ジャワにいる民族主義者たちもみんな

そうだ。みんなはただ、それを公然と表明しないだけなのだ。 

 

とはいえ大多数の東インドプリブミ青年たちにとっては、海外留学はヨーロッパが常識になっていて、日本留

学というのはよほど特殊な環境にいるプリブミ青年にしかその動機が起こらなかったようだ。そんな状況下に、

数少ないとはいえ、太平洋戦争勃発前の日本に留学した者もあったのである。その数は決して少ないとは言え

ない。メインストリームであるオランダへ、そしてヨーロッパへの道をたどらなかったその時代の日本留学生は、

概して強い政治意識の中にいた。 

インドネシアの独立形態に関して、知識人民族主義者層は当然のよう

に二極化した。対オランダ非協力・異民族

の干渉のない純民族独立を求めるスカルノ

やオランダ留学生でインドネシア協会経験

者たちと、オランダと協調しオランダの傘の

下での独立を目標にするＭＨタムリン、スタ

ルジョ・カルトハディクスモ、オット・イスカン

ダルディナタたち年上で中道的なひとびと

Mohammad Husni Thamrin 

Sutardjo Kertohadikusumo 
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だ。日本を留学先に選んだ青年たちの心がどちらに傾いていた

かは言うまでもあるまい。 

 

１９３３年、ユスフ・ハサン、アブドゥル・マジッ・ウスマン8、ガオ

ス・マッユディン、ルスリたち

日本留学生は、留学生相互支援のための組織 Serikat Indonesia を発足さ

せた。１９３８年にこのインドネシア連盟は一層の充実化を図って枠を広

げ、ビジネスやその他の目的で日本に住んでいるインドネシア人をも呼び

込んだ。そのとき参加したビジネスマンの中に、後に大阪外国語大学でイ

ンドネシア語学科客員教授を務めたイスマイル・ナシルもいる。 

イスマイル・ナシルはある商事会社の日本駐在員として１９３３年６月にメ

ダンを発った。当年２１歳のことだった。その前、かれはメダンの新聞 Pewarta Deli の記者をしたこともある。と

ころが１９３６年に天理大学でインドネシア語を教えるようになった。 

すると国立の大阪外国語大学から声がかかって、１９３８年から国立大学の教壇に立つようになった。そのこ

ろ大阪外大ではマレー語という学科名称が使われていたので、ナシルはそれをインドネシア語に変更するよう

提案したが、その実現はインドネシア共和国独立まで待たねばならなかった。だいぶ後になって１９７１年にナ

シルは京都産業大学でも教鞭をとるようになった。関西地方ではその三大学がインドネシア語教育のメッカに

なっていた。１９８０年以前に関西地方でインドネシア語を学んだ日本人はたいていナジール先生の指導を受け

たことがあるはずと思われる。[ 続く ] 

 

 

 

8 同氏の妻と娘のアミナ・マジッド・ウスマン長田周子とサルミヤ・マジッド・ウスマン著「インドネシア独立への悲願」(アミナ・Ｍ・ウ

スマン 108歳の証言)に詳細あり。 

Abdoel Madjid Usman 

Otto Iskandar Dinata 
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「留学史（３１）」（２０２２年１１月１５日） 

ナシルがインドネシア語とインドネシア文化の普及啓蒙の道に転身した動機をアイップ・ロシディに語ったこと

がある。あるとき、かれは大阪外大の外大際を見物していた。各語学科の学生たちが自分の学んでいる言語

国の文化を紹介するために扮装してパレードを行っている。マレー語学科の学生たちがやってきたとき、その

姿を見てかれは驚いた。褌ひとつの裸で顔にまだらの色を塗り、頭に何かわけのわからないものを着けて、奇

妙な叫び声をあげていたのだ。 

かれの心は自分が進むべき道を命じていた。インドネシア語を学びたい日本人とかれらを指導している教官

に、正しいインドネシアの姿を教えなければならない。その思いがかれを天理大学に向かわせたにちがいある

まい。ナシルは１９８２年１２月１日に大阪で世を去り、神戸の外国人墓地で永眠した。 

 

アブドゥル・マジッ・ウスマンは日本で４年間政治学を学んだ。かれは東京のパンアジア運動本部の委員のひ

とりになり、あるとき行われた大会の中で独立インドネシア代表者としてスピーチを行い、紅白旗を国旗として

飾った。祖国はまだオランダの植民地であるというのに、かれ自身は既に独立インドネシアの中にいたのだ。 

日本女性を妻9にして故郷のパダンに戻ったウスマンはイスラム色の強い風土の中でモダンイスラム層に歓

迎され、モハマッ・ヤミンもかれを全面的にバックアップした。 

 

9 この女性は 2019年にお会いしたことがありました。娘さんは日赤病院とポンドックインダ病院で医師をされていました。 
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インドネシア独立運動の活動家やリーダーたちが友好親善や観光目

的で日本を訪れるようになっていった裏側にインドネシア連盟の存在が

強く感じられる。若いころにオランダに留学したひとびと、オランダでイン

ドネシア協会の運営に携わったひとびと、ブディウトモ運動指導者、東イ

ンド国民議会メンバーたちが相次いで日本へ旅行するようになった。 

そのような動きが植民地統治者の神経を逆なでしたのも当然だ。ただ

でさえオランダ支配を覆そうと画策している反抗者たちが日本をそこに引きずりこめば、たいへんな事態に至る

だろう。民族運動活動家に対する締め付けがエスカレートした。その反動的な姿勢が中道的だったひとびとの

心を離反させる結果を招くことになったものの、強硬派の東インド植民地総督はそんなことを意にも介さなかっ

た。 

モハンマッ・ハッタは１９３３年に日本を訪れ、アッマッ・スバルジョは１

９３５年にシティ・ラティファ・ヘラワティとサプタリタの姉妹が日本に留学

するときに付き添って訪日した。そのときの日本行にはヘラワティの母も

同行していた。スバルジョはそのあと一年間日本に滞在して、翌年９月

に帰国している。 

他にも国民議会メンバーのスカル

ジョ・ウィルヨプラノト、パスンダン党支

部長イヨス・ウィリアアッマジャが１９３

６年に、そして１９３７年にはブディウトモ指導者ドクトルストモ、スヨノ・ヘンド

ラニンラ王子などが続いた。 

Budi Utomo 

Achmad Soebardjo 

Soekardjo Wirjopranoto 
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１９３３年にはパラダ・ハラハップを団長とする、７人から成る通商使節

団が日本を訪れた。後に日本軍政下に設立されたＰＥＴＡの立ち上げに

尽力したガトッ・マンクプラジャもそのときの団員のひとりだった。 

 

１９４２年３月１日に今村中将指揮下の大日本帝国陸軍第１６軍と共に

ジャワ島のバンテンに上陸したスジョノは日本留学生ではない。かれは

オランダのレイデンで法学の学術称号メステルインデレヒテンを得たオラ

ンダ留学組だ。同じルートを歩んだアッマッ・スバルジョの目は、インドネシア協会の役員を務めたスジョノを対

オランダ非協力の硬派だと見ていた。スジョノは大柄な男っぽい男性で、高い文明度を身に着けた優美な人と

なりを常に示し、粗野な姿を他人に見せることをしなかったとかれの友人たちは評している。 

オランダ留学から東インドに戻ったスジョノは北スラウェシのマナドで法律家の

仕事を始めたが、すぐにそこでの仕事がいやになった。そんなとき、かれに転職

の誘いが舞い込んだ。東京の外国語大学でマレー語を教える仕事だ。１９３１年、

かれは単身で東京に赴いた。１９３３年になってスジョノはジャワで妻をめとり、

新婦を伴って東京に戻った。かれの妻は社会的に著名な医師ラデン・ラティップ

の娘レッノワティだった。ラデン・ラティップの妻であるシティ・アリマはアッマッ・ス

バルジョの姉であり、つまりスジョノはスバルジョにとって姪の夫になる。スバルジョが東京に一年間滞在したと

き、スジョノはスバルジョと日本人名士たちとの顔つなぎに奔走した。[ 続く ]  

 

 

「留学史（３２）」（２０２２年１１月１６日） 

１９４１年末、スジョノの家に来訪客があった。やってきた陸軍高級将校はスジョノに、軍最高司令官の命令

であなたを訪問したと言い、ジャワ島攻略に手を貸してくれないだろうかと尋ねた。ジャワ島進攻軍と一緒にジ

Gatot Mangkupraja 

Soedjono Hoemardani 
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ャワ島に上陸して通訳の仕事をするのが求められている仕事だ。受けてもらえれば大佐の階級が与えられ、軍

人として行動できる。 

スジョノはそのときのことを後になって、「はい」と言う以外に選択肢はなかったと語っている。だがそれは決し

て自分の望まないことを無理して行う行為ではなかった。オランダ人を祖国から追い払う日を夢見ていたスジョ

ノは自ら蘭領東インド崩壊の現場に立ち会ったのだ。 

軍人とは無縁の世界で生きてきたスジョノにとって、そしてまた軍隊というものを実感した体験も皆無なスジョ

ノにとって、軍隊に入れと言われたら当惑して当然だろう。日本軍が自分に期待しているものは何なのか、かれ

はそれを知りたかった。 

「ジャワに進攻する目的は何ですか？」 

「あなたの同胞をオランダの支配から解放することです。」 

「わたしは何をお手伝いすればいいのでしょうか？」 

「あなたの仕事はたくさんあります。インドネシアの各界指導者とわれわれの間に立っていただかなければな

りません。」 

「それならわたしにできることです。やりましょう。」 

スジョノがジャワ軍政監部で翻訳部門長として働く一方、妻の伯父にあたるスバルジョも日本海軍に奉職して

ジャカルタの海軍武官府調査部長になった。日本敗戦の直後、インドネシア独立宣言がなされるべくスバルジョ

が一世一代の大活躍を果たしたことは知らぬ人とてない。インドネシアの歴史を変えたそのときの状況は「独立

宣言前夜」に詳述されているので、ご参照ください。 

「独立宣言前夜」  http://indojoho.ciao.jp/koreg/hroklamasi.html 

 

日本軍政下に置かれたインドネシアは、長引く戦争の中で生活物資が枯渇するようになり、モノ不足という貧

困が全土を覆った。軍政監部の役職者であるスジョノの家庭が貧困であるはずはなかったと思うのだが、妻の

レッノワティの回想によれば、野菜やコメ、ニワトリなどの食材を得るために家具やカーペットやカーテンを売っ
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たりバーターして暮らしを立てていたそうだ。 

三年半の日本軍政が終わりを告げたとき、スジョノは再びジョヨボヨの予言の締めくくりに立ち会った。北から

やってくる黄色人の統治が百日間続いたあと、１９４５年８月１７日にすべての予言が実現して終わったのであ

る。 

 

スジョノの著書には１９３０年代に日本留学したインドネシア人の名前が１６人上がっており、さらにそこに入

っていないインドネシア連盟設立者やヘラワティたちを加えると２０～３０人くらいの数に上っていたようだ。とこ

ろが４０年代に入ると、状況はがらりと変化した。 

１９４１年に太平洋戦争が始まると、東南アジアと日本間の一般人の往来はほとんど不可能になった。そん

な状況の中で、東南アジアの有望な青年たちを日本に留学させる企画が採り上げられた。南方特別留学生と

いう政府プロジェクトだ。 

対象になったのは現在のマレーシア・インドネシア・ミャンマー・タイ・フィリピン・ブルネイの日本占領下の地

域の原住民で、１９４３年入学の第一期生は１０４名、１９４４年入学の第二期生は１０１名の合計２０５名がその

人数だった。すべて男子に限定され、中等教育学歴と優秀な人材であることを条件にして各地域の統治行政

者に選抜された青年たちだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（３３）」（２０２２年１１月１７日） 

インドネシアからの第一期生はジャワから２４人、スマトラから７人、セレベス１１人、南ボルネオ７人、バリ・セ

ラム３人の合計５２人、第二期生はジャワ２０人、スマトラ９人の合計２９人だった。 

ジャワ島からの第一期生は１９４３年３月にジャカルタで行われた選考でほぼ人選が決まった。そのとき、各

地方の行政を通して選抜された１００人ほどの候補生が厳重な審査を受けた。学力・素行・健康・色盲・喫煙・
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水泳・運動・身体制御などが試験され、さらにスルタンアグン通りにある憲兵隊寮に入れられて訓練を受け、最

終的に年齢が１８～２１歳の男子２３人が第一期特別留学生として選出されたのである。その２３人はさらにメ

ンテンのチラチャップ通りにある文部省寮の三階に入れられて、日本人教官から日本語の学習とその当時の

日本式生活の訓練を受けた。 

そして最終的に３人が除かれてその年の５月２８日、２０人が日本人教官と共にタンジュンプリオッ港からショ

ーアン丸という小型船でシンガポールに向かったのである。ショーアン丸の乗組員はすべて日本人だった。船

内のキャビンには畳が敷かれていた。ジャワからの第一期生の合計が２４人になっているのは、スラカルタとヨ

グヤカルタの王家から４人が自費留学したのが含まれている。４人の王子たちは日本の費用で留学する者た

ちと別行動を取った。しかしそれは日本に着くまでの話で、日本に入ってしまえば同じ留学生仲間として団体生

活をした。 

 

かれらが船に乗り込む前に手荷物検査が行われ、憲兵がひとりひとりのトランクを開いて中身を調べた。憲

兵の気を損じてトラブルが起こってはたいへんと思った留学生たちは、たいへんかしこまってその検査を受けた

そうだ。 

ショーアン丸はジグザク航行して二日後にシンガポールに着いた。港から市内のホテルには、豪華なバスが

かれらを運んだ。かれらが車窓から眺めるシンガポールの町は汚れてきたなく、往時の美しさは消滅していた。

イギリス時代の美しさを話に聞いていたかれらはいささか失望した。バンドン出身者は戦前からの姿を保ち得

たバンドンの美しさを奇跡のように思ったそうだ。 

かれらはシンガポールにおよそ２週間滞在して、その間にスマトラ・ボルネオ・セレベス・マルク・ヌサトゥンガ

ラ・マラヤ・ビルマ・タイからの第一期留学生の到着を待った。シンガポールからの留学生も別にいた。全員の

集合を待つ間、かれらは１９４２年２月に在シンガポールイギリス軍との終戦交渉の舞台になったブキティマに

あるフォード自動車工場を訪れて、山下将軍がパーシバル将軍に対して「イエスかノーか」と迫った部屋を見学

した。 

そのうちに追い追いと他地域からの留学生が集まってきた。あるジャワ人留学生が書いたビルマ人留学生
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に関する印象は、あまり良いものでなかった。ビルマ人は他国の留学生たちに親しもうとせず、アプローチする

他国留学生に冷たく応じるだけで、自分たちだけで集まって静かにしているばかりだったそうだ。 

フィリピン人留学生はアメリカナイズされた者が多く、対人接触はフレンドリーだが自分の主張を公然と相手

にぶつけて議論しようとする傾向が強く、後に日本到着後の日本語学習期間中にフィリピン人留学生のひとり

が日本人教官を非難した事件が起こった。そのとき、怒った日本人教官が軍刀を抜いて留学生に突き付けた

のを、大勢の留学生が見ている。その留学生は帰国させられたそうだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（３４）」（２０２２年１１月１８日） 

６月１５日、百人を超える第一期留学生は大型船アワ丸に乗り込み、一路日本を目指した。 

船内は軍務交代で帰還する兵員や傷病兵でいっぱいになっていて、甲板も通路もハンモックが二段に吊ら

れて立ち上がれない状態になっていた。それだけの人数のための真水も十分に積まれておらず、留学生たち

は何日間もマンディなしの暮らしを余儀なくされた。およそ一週間ほどが過ぎた海上の真っただ中で、突然黒雲

が近付いたと思うとスコールが船を襲った。この時とばかり留学生たちは、子供のころを思い出して雨中のマン

ディを楽しだそうだ。 

 

アワ丸は敵の攻撃を回避するために船隊を組んでジグザク航行を行い、６月２８日に門司に到着した。だが、

港に接岸せずに沖に停泊したので、全員が舷側に降ろされた網梯子を伝って小艇に乗り移り、港を目指した。 
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港で入国管理手続きを終えた後、一行は迎えに来た

木炭バスに乗って門司の町中にある宿屋に移動した。こ

のバスは排気管が車体の屋根より高い位置にあり、はじ

めて目にする奇妙なバスをかれらは面白がった。 

 

やっと到着した日本で初めて目にする門司の街の様

子を徒歩で見て回ったかれらは日本の第一印象を、道路は壊れたところが随所にあって補修されず、清潔感も

あまり感じられず、走っている路面電車は老体で、目に映ったあらゆるものが日本は貧困国であることを物語っ

ていたと書いている。バンドン出身のサム・スハエディは、故郷のバンドンの街の方がはるかに美しく、整備も

行き届いていることを思い返して感無量になったそうだ。 

到着した初日に日本の風呂場で留学生たちのほぼ全員が当惑してしまった。パンツのまま入っていたら、あ

とから素裸の女性が入って来て「パンツを脱ぎなさい。」と注意された思い出話がかれらの手記に書かれている。 

それでも素裸の他人同士が同じ湯に浸かる習慣にはだんだんとなじんで行った。中には最初から熱い湯に

入って行く豪傑もいたそうだ。初日にかれらが犯した大失敗は自分たちが出るときに湯を抜いてしまった事件だ

った。宿屋側にもう一度湯を沸かすよう強いることは、その手間以上に貴重な燃料を無駄に使わせることにな

るのだと諭されて、かれらは大いに反省した。住宅地区にあるほとんどの家が煙突を備えているのを、最初か

れらは工場だと思い込んでいたが、それはその家の風呂焚き窯につながっていることをしばらくしてら知った。 

 

宿屋に入って最初の夕食を、これで腹を満たせると期待していたかれらは、小さい卓台に乗った飯・味噌汁・

焼き魚・漬物・海苔では足りずにお代わりを求めた。ところが「これだけしかないので、ごめんなさい。」と言う給

仕人の言葉に驚かされた。日本の本国の方が占領地より豊かな暮らしをしているとみんな思っていたのだ。祖

国インドネシアの状況、来る途中で見たシンガポールの様子、それらに比べても、日本本国の暮らしの方がは

るかに貧しい。 

木炭バス 
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故郷でも、日本軍があらゆるものを取り上げたために生活が困窮したと多くのひとびとが憤懣を語っている

が、それでも毎日腹を満たすことはなんとか行えていたし、衣服も手に入れることができた。ジャワのある村で、

駐留日本兵のひとりが交代のため日本に帰還することになり、親しくなった村人が餞別をあげようとしてほしい

物を尋ねたところ、衣服が欲しいという返事をもらって村中が不思議の念に包まれたという話もある。 

日本軍がジャワの豊かさを搾り取るためにやってきて、その通り搾り取り、民衆に困窮生活を強いたのは事

実だが、搾り取ったものを持ち帰って日本の民衆に豊かさを享受させていたのではなかったということだ。日本

軍政はジャワの民衆にその時期の日本人と同程度の暮らしをするように強いただけであり、ジャワ人を自分た

ちより低レベルに落しめようとしたのではなかった。日本の様子を知ることが不可能だったジャワ人たちにその

実情を知ることはできなかったから、おのずと被害者意識が優先したということだろう。 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（３５）」（２０２２年１１月２１日） 

数日後に各グループは教官に引率されて海峡を越え、本州の西端下関から汽車で東京に向かった。客車の

窓はすべて板が張られて外の景色が見えないようになっており、夜になると漆黒の闇に包まれて客車内部まで

見えなくなった。 

一行は東京でまず日本語の勉強に取り組んだ。１９４３年７月から翌年３月までの９カ月間、かれらは寮に入

って日本語学校に通った。戦前に目黒のアメリカンスクールだった建物で国際学友会が日本語教育を行った。

勉強は日本語だけでなく日本の歴史と文化、そして習字もカリキュラムに入っていた。 

留学生が入った寮は中目黒に建てられたばかりの建物であり、かれらの全員が個室を与えられた。そこから

学校に近かったので、徒歩通学した。二列縦隊で列を組み、毎日交代で全員がリーダーを務めた。夜は２１時

の就寝時間前に点呼が行われて、不在者や体調の良くない者の確認が行われた。 
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その期間、留学生たちは東京や近辺の観光旅行を行った。皇居、明治スタジアム、明治神宮、軽井沢、浅間

山、長野などへ、日帰りや泊りがけの旅行が行われている。 

東京の寮に入って生活を始めたとき、日本の一般庶民の暮らしから砂糖・コーヒー・卵・パン・ケーキなどの

おいしい食べ物や飲み物が欠如していることが分かった。そのころ日本では衣服や食材その他生活必需品が

配給制度になっていて、だれもが不足の中で暮らしていた。これならインドネシアの方が食べ物はまだ豊かだ。 

毎日食べる食事はご飯と魚とみそ汁、そして福神漬けと沢庵だった。肉が食べられる機会は本当に特別の

時に限られた。寮ではパンと牛乳が与えられた。留学生仲間のひとりが腹をこわしてご飯が食べられなくなった

とき、他の者はかれのご飯と自分の牛乳をバーターした。巷の食堂は名前だけで、供されるのは黒色の海藻の

おかずだけ。麺類すら作られなかった。飲み物はカルピスがあっただけ。 

 

不断の空腹に悩まされている留学生たちにも、腹を満たすチャンスは時おり訪

れた。その年の８月、スタルジョ・カルトハディクスモ率いる２０人のジャワ使節団が

日本を訪れ、留学生たちは第一ホテルでの昼食会に招かれた。空腹者たちはおい

しいパンやシーフードを心行くまで味わった。 

その年の１１月にはスカルノ、ハッタ、キバグス・ハディクスモが東京を訪れ、イン

ドネシアの留学生を招いて軍人会館で昼食会が開かれた。学生たちは薄汚れた学

生服でなくスーツにネクタイ、頭にペチをかぶって軍人会館に集まった。 

ブンカルノはスピーチの中で、「みなさんが砂糖を長い間味わっていないという話

を聞いた。それで砂糖を土産にしようかと思ったのだが、それはやめた。砂糖は、わ

れわれが生きるために不可欠なものではないからだ。」と語り、土産の黒色ペチを

全員に配った。 

留学生を代表してスディオ・ガンダルムがスピーチをし、「バパが土産にペチを選

ばれたのは、われわれがインドネシアの闘争を忘れないようにとの戒めです。」と土産の話に応じた。 

Ki Bagus Hadikusumo 

Bung Karno (Soekarno) 
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日本の民間人が食事に招待してくれることもときどき起こった。１９４４年の正月祝賀の一日、スタマを横浜に

住む一家が招待したので、スタマはアドナン・クスマとサム・スハエディを誘ってそのお宅を訪問した。そのお宅

は家の裏手で製飴工場を経営していて、三人は帰り際に飴をどっさり土産にもらったそうだ。 

その一家には二人のお嬢さんと一人の高中生の息子さんがいて、お嬢さんはきれいなピンクの和服で三人

を応接した。お姉さんが琴で六段を演奏すると、サムが琴に興味を持ってその音律を調べた。そして驚いたこと

に、スンダの多絃楽器クチャピのペロッ音階と同じ音律であることが判った。サムは六段のお返しにパロンスン

ダを琴で演奏して見せた。スタマはスンダ歌謡を唄い、アドナンは立ち上がってプンチャッシラッの形を示して見

せた。ご主人は大喜びで、いろいろな料理をあとからあとから持ってこさせたそうだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（３６）」（２０２２年１１月２２日） 

１９４４年３月、翌月から始まる新学期に合わせて全留学生が専攻したい学科を申請し、留学先の大学が決

められた。秋田・岐阜・京都・広島・山口・徳島・福岡・熊本・宮崎が安全性と気候の面から選択されたようで、希

望学科のあるそれらの県の大学が留学先になった。 

インドネシアからの第一期生は久留米に８人、熊本に４人、宮崎に５人、広島へ５人、東京に残ったのは３人

というように、散り散りに分かれた。久留米に向かった８人のひとり、アドナン・クスマは１９２２年のガルッ生ま

れで、ＨＩＳ、ＭＵＬＯ、ＡＭＳで学んだ。 

日本軍がジャワ島を占領する前にバタヴィアのＡＭＳは閉校になり、しばらくして日本軍政下に中等学校とし

て再開した。１９４１年にＡＭＳの三年生になっていたアドナンは、中等学校の三年生として学舎に戻った。かれ

がバタヴィアで寄宿していたのはプトジョ地区にある伯父のパスンダン党支部長イヨス・ウィリアアッマジャの家

で、この伯父は夫婦で１９３６年に日本へ旅行している。 
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日本への特別留学生選別が始まったとき、アドナンの父はボゴールで農業分野の高官職にあったため、アド

ナンはボゴール地区での選抜に加えられた。理科系の成績が良かったから、十分日本へ送られる人数の中に

入っていたように推測されるが、かれ自身は面接の時に係官に語った言葉が効果的だったのではないかと思

ったそうだ。 

「あなたは何を目的にして日本に学習に行くのか？」インドネシア語でそう尋ねられたときアドナンは日本語

で「みくにのためです。」と答えた。日本人にとって「御国」とは天皇陛下の国を意味している。日本語の理解が

まだ十分でなかったアドナンは「わが国インドネシア」を意図してその言葉を使ったのだが、どうやら解釈のすれ

違いが起こったらしく、係官が好感を抱いたようにアドナンは感じた。 

あとになってその言葉が持つ語感を悟ったアドナンは、自分が選抜されたのはその解釈のすれ違いが原因

ではないかと思ったということを回想録に書いている。 

 

留学生選抜の最終選考がジャカルタで行われるため、かれはボゴール代表としてユスフ・オダンとふたり、ジ

ャカルタへ出た。ジャワの津々浦々から集まった優秀な青年７２人を２０人に絞りこむための最終選考だ。その

最終選考をパスした２３人がメンテンのチラチャップ通りにある文部省建物に泊まり込んで訓練を受けた。 

日本への出発が予定されている５月末が近づいたころ、２３人を２０人にするという噂が流れたため、全員が

心を痛めた。ここまでやってきて、置いてけぼりにされる３人に自分がなるならないは別にして、当時のプリブミ

にとって異様な姿である坊主頭になった三人が不名誉な形で国に残されたら、日中の町中を歩けなくなってし

まう。しかし日本人はその冷たい仕打ちを３人にした。日本人に反感を抱く者も出た。 

 

出発前夜、と言っても出発予定日が決められていたわけではない。留学生の出発日は極秘にされていたの

だ。ある夜、晴天の霹靂のごとく、訓練に携わっていた日本人教官が酒に酔った顔でやって来ると、全留学生

を集めて翌朝４時の出発を命じた。そして送別の辞を燃えるような口調で弁じた。それを通訳したマリオノは１９

３０年代に日本に留学した先輩であり、かれはジャワ島上陸軍と行を共にしたスジョノの妻に付き添ってジャワ
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島平定がなされたあとのインドネシアに帰国してきたのだ。 

 

出発は極秘行動であるため、家族への連絡も許されない。もしもかれらの日本へ行く船が航海途中で攻撃さ

れ、沈没して海の藻屑になったら、家族はどこかへ消えてしまった息子の消息を知ることもなく、延々と長い歳

月を待ち続けることになるかもしれない。だが留学生はその不運を免れた。かれらの東京からの手紙が故郷に

届く前に、新聞が留学生の東京到着を報道したのだ。 

アドナンは久留米で一年過ごしてから京都帝大に移って終戦を迎えた。ところが、終戦とともに特別留学生

に日本政府が支給していた奨学金が停止された。奨学金は留学生ひとり当たり１００～１２０圓だった。それは

独身者の生活を十分成り立たせる金額だったが、かれらがいつも腹を空かせていたのは、売られている品物

がなかったからだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（３７）」（２０２２年１１月２３日） 

９月半ばごろに外務省からの状況説明があった。日本政府は奨学金の支給を禁止されたので、みなさんの

生活費を支給することができなくなった。帰国するのも日本で学業を続けるのもみなさんの自由だ。日本に残り

たい人はいますか？するとふたりが手を挙げた。そのとき他の者は帰国を考えていたのだろう。しかしインドネ

シアに向かう船がないために、全員が日本に残らざるを得なかった。そのころのインドネシアは、終戦処理と旧

態復帰のためにＡＦＮＥＩ軍がインドネシア暫定統治の準備を進めている最中だったのであり、独立宣言をしたイ

ンドネシア共和国とひと悶着起こるのは火を見るよりも明らかだったのだから。 

外務省高官は留学生全員に５千圓を渡し、帰国するしないはみなさんが自由に決めればよいです。いつま

でも日本に滞在できるようにしておきます。この５千圓が無くなったら、ご自分の手で生活費を得るようにしてく

ださい。というのが説明会の内容だったそうだ。だがそのときは大金と思われた５千圓も、その後のインフレ昂

進でいつまで持っただろうか。 
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生活面もさることながら、学業のための化学工学の実習実験に金がかかったために、アドナンは京都ホテル

にオフィスを構えている駐留米軍行政部門の事務員になって働き、学業を終えて修業証書を得た。かれは大阪

の駐留米軍オフィスでも働いたことがある。そのとき、そのオフィスに努めている神戸出身の日本女性と知り合

って結婚した。 

アドナンの結婚式は同じ留学生で久留米以来の仲間であるモハマッ・サルジと一緒に行われた。サルジも神

戸出身の日本女性と大阪で知り合って結婚した。ふたりは１９５０年に妻を伴ってインドネシアに帰った。 

 

ヨガ・スゴモやスジャルウォコ・ダヌサストロら５名は農学の専攻を希望し、宮崎農大へ行くことが決まった。イ

ンドネシア５人、マレーシア３人、ビルマ２人の留学生が宮崎に移動し、他の日本人学生２０人と同じ学寮に入

った。 

１９４５年３月、宮崎での学業を終えた１０人の特別留学生は久留米工大に移動して熊本大学で医学を学ん

だ留学生と合流し、京都帝国大学に移った。京都帝大には先に法科・工科・医科などの留学生がいて、九州か

ら移ったかれらはそこに合流した。東京・大阪・名古屋は戦火で焼かれたが、京都と奈良は安全だった。 

１９４８年３月に京都大学は、特別留学生のうちで十分な成績で学業を全うした学生に学士号を与えて卒業

させた。スジャルウォコ・ダヌサストロの回想録によれば、京都大学での学業のかたわらで、１９４７年９月から

米国の進駐軍オフィスで数人の仲間と一緒に事務仕事をするようになったそうだ。オフィスは京都ステーション

ホテルにあった。仕事を得たかれは最後の一年を学業に励み、１９４８年に学士号を得て卒業した。その後も進

駐軍オフィスでの仕事を続け、１９５０年に完全独立を達成したインドネシアに戻るため日本を去った。 

 

スマトラのパンカルピナン出身者ダラミ・ハサンは、スマトラから６人の仲間と共にシンガポールに行き、アワ

丸で門司に着いた。そして東京で日本語を学び、１９４４年４月に広島の文理科大学へ入った。かれはそこで初

めて体験した西洋音楽の楽器演奏の魅力に取りつかれ、それがかれの後半生を変えてしまうことになる。 
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広島での学業を終えたかれは福岡帝国大学で政治経済学を学ぶ希望を提出して承認され、福岡へ移った。

ところが大学はかれに福岡高等学校最終年を修業することを条件付けたため、４５年に高等学校に入った。そ

してある夏の夜、米軍機の大空襲が福岡を襲ったのである。福岡は焼け野原になった。留学生は久留米の寮

に収容された。 

そのことを知った広島の仲間たちが広島に来いとかれを誘った。そのとき、広島はまだ無傷だった。かれは

その気になって広島への移動許可を申請した。ところが警察が許可を出さなかった。情況はますます悪化して

おり、外国人は久留米の町から出てはならないことになっているという話だった。[ 続く ] 

 

 

「留学史（３８）」（２０２２年１１月２４日） 

そしてほどなく８月６日が来た。広島がピカドンで壊滅したという噂を聞いたとき、かれは運命の不思議さを感

じたそうだ。戦争が終わるとかれは東京へ戻り、新宿の国際学友会寮に入った。かれは自分の将来の岐路に

悩んだ。祖国に帰るか、それとも日本にとどまって学業を完了させるか？日本にとどまる場合、自力で食いつな

ぐ道を探さなければならない。かれは後者にかけた。 

音楽演奏に魅了されていたかれは音楽の道に向かった。上野にある東京音楽学校の入学試験を受けるた

めにかれは一年以上かけて準備をし、入試をパスして１９４７年４月に音大生になった。４年間の学業は順調に

進み、１９５１年春、かれはインドネシア人卒業生の第一号になったのである。 

１９５１年１２月、かれはマースクラインの船でインドネシアに帰った。そしてインドネシア共和国文部省に奉職

してヨグヤカルタにインドネシアではじめての音楽学校を設立するプロジェクトに携わり、以後インドネシアの音

楽教育界の重鎮として生涯を送ることになった。 

 

１９４３年末、ジャワの各地から集まってきた第二期生は中央ジャカルタのプガンサアンティムールの寮で準
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備訓練を受けた。１９４４年４月にジャカルタから船でシンガポールに向かい、他国から来た留学生と一緒に船

に乗った。船はシンガポールからマニラに向かい、マニラでフィリピンからの留学生が乗り込んできた。そしてマ

ニラに集まってきた軍艦と船隊を組んで日本に向かった。 

門司到着は１９４４年６月１０日。１２日に門司から汽車で東京へ向かい、１４日午前１０時に東京駅に到着し

た。東京では中目黒の国際学友会寮に入って翌年３月まで日本語教育を受けた。 

寮での生活は規律の厳しいものだった。日本全体が物資の不足した貧窮状態にあった中で、食材は配給制

になっており、留学生用の食事は一応確保されていたものの、留学生たちはいつも空腹だった。それでうどん

を食べて腹の足しにしようとしたのだが、うどん屋が店開きする場所にはいつも長蛇の列ができていて、自分の

数人前で「本日ここまで」をやられて悔しがったとかれらは述懐している。 

 

１９４５年４月、東京の大学はすべて閉鎖されていた。留学生は自分の専攻希望を提出して、比較的安全な

地方の大学へ分散した。岐阜・徳島・広島・千葉・京都などだ。しかしだいたいがいずこも、その後８月１５日ま

での数ヵ月間に米軍のＢ２９による爆撃を被って焼け野原になり、学校も焼けて学業どころでなくなった。 

徳島工業高等学校へ留学した４人は、６月になって徳島の町が空襲を受けて焼け野原になり、指示を受けて

鎌倉へ移動している。岐阜に行った者たちも、工業都市でも軍事都市でもない岐阜が襲われることはないだろ

うと思っていた。ところが６月に大空襲を受けて町は焼け跡になり、学業継続が不可能になった。 

留学生は街中から離れた長良川沿いの寮に入って生活し、学校へは汽車で通学していたが、あるとき森の

中に軍用機が何機も隠されているのを車窓から見て驚いた。岐阜の空襲はスパイがそれを通報したためでは

ないか、とかれらは憶測した。[ 続く ] 

 

 

「留学史（３９）」（２０２２年１１月２５日） 
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この第二期生の中に、面白い履歴を持つ人物がいた。バンドン生まれのマッムッ・ナタアッマジャだ。１９４２

年に日本軍がバタヴィアに入った時、かれはＡＭＳの生徒であり、オランダ植民地警察の予備役の訓練を受け

ていた。 

日本軍に占領されたジャカルタで植民地警察予備隊は市内の巡察を命じられ、かれはメンテン地区の豪勢

な邸宅が立ち並ぶエリアをオランダ警察の制服を着て見回った。その仕事は予備隊が解散するまで続いた。メ

ンテン地区はオランダ人が逃げたり捕まってキャンプに入れられたためゴーストタウンの雰囲気になっていて、

家の表には日の丸を描いた紙が貼られていたそうだ。 

かれは１９４５年４月に陸軍士官学校に留学し、そこで終戦を迎えた。敗戦の大混乱の中に学業の場は存在

せず、留学生たちは生活のために働くことを余儀なくされた。マッムッは駐留軍の事務員として働いているころ

の１９４６年１０月に日本女性と結婚し、１９４８年７月に妻子を連れて帰国した。 

 

医者になることを望んでいたチラチャップ生まれのスハシムは国際学友会での日本語学習を終えたあとの１

９４５年４月、千葉医大に入学した。ところが数カ月後、日本の敗戦ですべての学校が閉鎖された。奨学金も手

に入らなくなったために、かれは米軍の通訳として三年半働いた。 

１９４９年、かれは自分の夢を実現させるために慈恵大学医学部に入学し、内科小児科の国家試験をパスし

て東京で開業医になった。それから数年後、日本軍政期にジャカルタの医科大学で教鞭を執っていた村上教

授に出会い、インドネシアはたくさんの医者を必要としているので、インドネシアで医者になるほうがよい、と勧

められた。 

村上教授の下で博士号を得たスハシムは１９６１年、妻子を伴って帰国した。奥さんはかれが米軍の通訳と

して働いていたころに知り合って結婚した日本女性だ。インドネシアに帰国するとき、長女は小学生になってい

た。その船にかれは日本の木製浴槽を積んでいた。しばらくしてから村上教授がインドネシアを訪れてかれの

家に泊まり、ふろ場に日本の浴槽があるのを見て驚いたそうだ。 

上のお嬢さんはインドネシア大学日本語学科で教鞭を執り、下のお嬢さんは医学の道に進んだ。かれにとっ
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て日本は第二の祖国であり、家庭生活の中で日本の伝統作法や習慣の一部を維持し続ける暮らしをこの一家

は営んだ。 

 

オマル・トゥシンは南スマトラのラハッで１９２８年に生まれた。ラハッでＨＩＳに通い、ＭＵＬＯに進んでから日本

軍政が始まったので学校は閉鎖された。パレンバンのミズホガクエンに入り、１９４４年に特別留学生に応募し

てブキッティンギに移った。 

スマトラの留学生はスマトラからシンガポールに出て、ジャワや他地域からの留学生と合流し、日本へ行く船

に乗った。そして運よく敵襲を免れて門司に６月１０日到着した。 

門司から汽車で東京へ移動し、中目黒の国際学友会寮に入る。寮生活は毎朝起きるとまずラヂオ体操があ

り、そのあとマンディして朝食となる。朝食は毎日みそ汁で最初はうんざりしていたが、そのうちに中毒になった

のか、みそ汁なしでは物足りなくなった、とかれは書いている。 

日本の物資不足のために、特別留学生には配給品が確保されていたものの、量は育ち盛りの若者の腹を

満たせるものでなく、留学生たちはいつも腹を空かしていた。第二期生が到着したとき、東京近辺にいた第一

期生が歓迎のために会いに来た。先輩の中に食べ物を持ってきていないかと尋ねる者があった。オマルはス

マトラ人の心得としてルンダンを大きなバター缶に詰めて持ってきていたのだが、そんなことを明かす馬鹿正直

さは持っていない。かれはときおり自分の部屋でひそかにそれで空腹を癒していた。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４０）」（２０２２年１１月２８日） 

国際学友会での９ヵ月に渡る日本語学習が終わり、１９４５年３月に専攻希望を提出して留学先の学校が決

められた。第一期生のときには陸軍士官学校が選択肢に入っていなかったのだが、４５年になって方針が変わ

り、陸軍士官学校への入学が認められたため、第一期生と第二期生がたくさん士官学校を希望した。オマルも
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その中のひとりだった。 

そして８月１５日がやってきて日本の軍隊は解散し、全留学生は元いた国際学友会の寮に戻された。すべて

の学校が閉鎖され、奨学金が得られなくなった留学生たちは、駐留米軍で働き口を見つけて働き始めた。事

務・雑用・通訳・運転手など仕事はいくらもあった。 

 

生きることに追われる日々の中で、自分が無事でいることを故郷に伝え、また故郷の様子を知りたいとみん

なが思うようになった。しかしインドネシアとの通信は閉ざされている。郵便物を送っても、オランダ支配地域を

通過して共和国支配地域に届くはずがあるまい。１９４７年のある日、オマルは新橋の国際赤十字に相談を持

ち掛けた。 

すると電報用紙のような紙をくれて、そこに２５語以内で通信文を書け、と言う。かれはその用紙をもらって留

学生仲間に配り、みんなが書いたものを集めて赤十字に届けた。およそ６カ月後、国際赤十字からかれに電話

があり、返事が届いていることを知らせてきた。１２通の返事が届いていた。 

 

オマルが九段下の極東空軍で電話交換手の仕事をしていたころ、イスマイル・アブカシム、オマル・バラッ、

ハサン・ラハヤの三人がかれの持っているＯＳＳカードを買いたいと言い出した。毎月１万円をくれると言う。オ

マルは電話交換手として月給７千２百円を得ており、宿舎と食事と洗濯が無料になっていたから、まったくの余

裕ある暮らしをしていた。 

そこに１万円が加わるのだ。オマルはその話に乗った。すると日立がプリマス乗用車を買うためにそのＯＳＳ

カードを使い、かれに毎月１万円くれることになった。月収がいきなり４倍近くになって、かれの金銭面の不安は

消えた。 

他にもナイトクラブでのギター演奏の声がかかって収入が増え、またオマル自身も闇商売を行うために一度

売り渡したＯＳＳカードを有料で使うこともした。 
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同じ留学生仲間が集まって新宿にレストランを開き、ブンガワンソロと命名した。そこでオマルはサテとガドガ

ドの調理を担当した。このレストラン事業で一番得をしたのはオマル・ハッサンだったとかれは書いている。なぜ

ならこのレストランがきっかけでかれは妻を得たのだからだ。 

妻と言えば、ムスリム留学生たちの結婚にかれと数人の仲間がしばしば立ち会った。イスラム教徒でない日

本人女性をムスリマにするために、代々木上原のモスクでプンフルを前にして女性にシャハダッを唱えさせなけ

ればならない。オマルはシャハダッを覚えさせる仕事を担った。 

たいへん頭の良い女性が練習のときにすらすらとシャハダッを唱えるから太鼓判を捺して安心していたら、

当日になって緊張のあまり間違いが続出し、往生したという話もある。 

 

１９４５～１９４８年の日本での暮らしは日本人にとっても在留外国人にとってもたいへんなものだった。オマ

ルはしばしば東京近郊の農村へ買い出しに出掛けた。汽車の中はいつも満員で、しかも戦場からの帰還兵が

たくさんいて、雰囲気は殺伐としていた。 

かれは大きいリュックサックをふたつ持ち、農家を訪れてはナス・カボチャ・トマト・キャベツ・大根などを袋に

詰め込んで寮に持ち帰った。そしてみんなで料理して食べた。買い出し旅行はオマルにとってたいして苦になる

ものでもなかったが、汽車の中でもらってくる害虫に辟易したそうだ。寮に戻ると、服の袖の下にたいていノミが

何匹もへばりついていた。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４１）」（２０２２年１１月２９日） 

南方特別留学生の他にも、インド・中国・満州・蒙古からの留学生が日本にいた。それらの地域から来た留

学生は軍人になるために日本に学びに来た者たちであり、東南アジアからの留学生とは趣旨が違っていた。日

本側は最初、東南アジアの留学生にその機会を与える考えがなかったから、専攻学科の中に軍事アカデミー
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は含まれていなかった。 

ところが戦況の悪化が深まってきた１９４４年末、国際学友会で日本語を学んでいる留学生に対して、相武台

の陸軍士官学校が留学先の選択肢に含まれていることが発表された。その場にいたのは１９４４年６月に日本

に来た第二期生がほとんどだったが、そのニュースは各地で勉学中の第一期生にもすぐに伝えられた。 

インドネシアからの留学生のうちで、ジャワとスマトラ出身者が１７人、それに手を挙げた。ジャワとスマトラに

限られたのは、その地域が陸軍の統治所轄になっていたからだ。１９４５年３月、陸軍士官学校入学希望者は

全員東京に集められて二週間のオリエンテーションを受けた。ジャワとスマトラ以外にマラヤ・フィリピン・ビルマ

からの留学生も軍事アカデミーを希望した。 

４月から総勢３３名にのぼる南方特別留学生への学校教育が陸軍士官学校で始まると、全員が伍長の階級

を与えられた。そして他のアジア諸国から来ている留学生と親しくなった。外国人留学生は留学生隊と名付けら

れた部隊を編成し、日本人大佐の指揮下に入った。 

学生生活はたいへん厳しく、日曜日と定められた休日以外にのんびりする暇はなかったと留学生たちは回

想している。起床午前５時、就寝２１時、朝食７時、昼食１２時、夕食１７時。午前８時から学科授業が始まり、昼

食休憩時間後は戸外での訓練に終始した。日曜日と休日だけ、かれらに近辺の町々を見て回る余裕ができた。

たいてい東京行きの電車に乗って良さそうな駅で降り、その街を歩いて回るようなことをしていた。 

 

米軍の日本爆撃が激しくなってくると、士官学校から近い厚木基地が攻撃の主要目標にされ、士官学校にま

で攻撃が及ぶようになった。そのため学校側は外国人留学生にフィールドトリッププログラムを与えて攻撃から

安全な地方を巡遊する活動を命じた。インド・ビルマ・マラヤ・フィリピン・インドネシアからの学生は７月中旬に

会津に向かい、そこから福島～栃木～日光へと汽車で回った。 

日光で数日過ごしてから、一行は汽車で宇都宮に向かった。７月２７日白昼のできごとだった。汽車が宇都

宮駅まであと数キロという地点に差し掛かったとき、突然６～７機から成るＰ-５１の編隊が舞い降りてきて、駅

舎に向かって機銃掃射を浴びせた。米軍機は列車の左側を並んで低空飛行し、駅舎めがけて銃撃しながら飛
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び去った。列車は広い水田地帯の真ん中で停止した。そして餌食を求める米軍機が列車を次の標的にしたの

だ。 

列車の中は軍人と民間人でいっぱいだった。米軍機は容赦なくそこに機銃弾を浴びせかけてきたのだ。たく

さんの死傷者が出た。ジャワ出身の特別留学生スロソは３６時間後に宇都宮の陸軍病院で死去した。軍はスロ

ソを尉官に特進させて、軍葬に付した。 

そして１９４５年８月１５日がやってきた。日本軍は解散して消滅し、留学生は東京へ戻って行った。次の道を

探るために。 

 

留学生たちは一期生も二期生もそろって日本で終戦を迎えた。日本から出て行くことなど不可能だったのだ

から。米国とオーストラリアの軍隊が進駐軍として日本に上陸した。ほとんどが米軍だったが、オーストラリア人

はイギリスコモンウエルス占領軍の名のもとにやってきた。 

ビルマ人留学生の中に、進駐軍が日本に増加する前のまだ少数の時期に、日本の民衆が大暴動を起こす

のではないかと本気で心配する者があったが、それは杞憂だったことが証明された。戦時中に日本人一般民

衆が見せていた顔と内面性が密着していたなら、それは起こり得る推測だったかもしれない。だが密着してい

た者たちが自らのマイノリティを悟った時、かれらは扇動することの無益さを確信したに違いあるまい。しかし密

着した者たちの後継者は今もいて、時節到来を待ちながらこのインターネット時代に小出しの扇動を飽くことも

なく続けている。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４２）」（２０２２年１１月３０日） 

留学生たちは米国人やオーストラリア人と接したことがなかったので、かれらが日本でたいへん友好的な態

度と振舞いを示しているのにみんな予想外の驚きを感じた。留学生の中に進駐軍の軍人と親しくなった者もい
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た。 

夜間の灯火管制の日々は終わりを告げ、煌々たる夜の明るさが平和の到来を実感させた。しかし戦争が終

わったからと言って、食糧や生活必需品の生産がいきなり増加するはずがなかったから、配給制度は維持され、

一方徐々に生産が増えはじめた物品は統制された流通機構にあまり流されず、闇市が作られてそこで売買さ

れるようになった。 

京都でひとりの判事が闇市から買った食材を拒んだために、栄養不良で病気になり死亡した話が世間のトピ

ックになった。外地からの復員者が増え、最悪の経済状況の中に投げ込まれたひとびとの中から治安を悪化さ

せる者が増えた。 

大丸や高島屋のある大通りは歩行者の往来でにぎわったが、道路脇には白衣を着てアコーデオンやギター

で音楽を奏で、通行人に恵みを求める傷痍軍人が目立った。 

日本に米国流の民主主義を確立させようとするＧＨＱの指導で、政治の舞台に大きな変化が現れた。その中

のひとつに選挙制度があり、その運営方法の中に投票を得るための政策を述べる政治演説がある。日本人は

何の抵抗もなくそんな変化に即対応し、それをやりこなしている姿を目にして留学生は日本人の変わり身のす

ごさに驚いた。中でもたいていの立候補者が政治演説を即興で行い、原稿を読むようなことをしない点がかれ

らに強い印象をもたらした。かれらにとっては、演説は語法の過ちを防ぐために一度書いてみることが常識にな

っていたからだ。 

 

１９４６年末、独立インドネシア支持を表明するため、インドネシア連盟は駐日オランダ代表者のシリング将軍

に会見して意思を伝えた。オランダ側は在日東インド人に、オランダ王国の軍艦を使って本国帰還の便をはか

ることを明らかにしていたが、インドネシア連盟はオランダ非協力を決議していたので、オランダ船で帰国した

関係者はいなかったようだ。オランダ船で帰国すればオランダ占領地で暮らさざるをえず、オランダの支配下に

置かれてインドネシア共和国支配地域に出て行くことはできないだろう。 

一方、デメリットもあった。オランダに絶縁状を突きつけたことは、オランダが自国民として認めないことを意
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味した。終戦時に他国にいる日本占領地住民の生活を支援するために連合軍はかれらに無償で生活必需品

を供与していたのだが、オランダがかれらを蘭領東インド人と認めなければ、供与を受ける権利は消滅する。 

生活基幹物資が依然として欠乏している日本で、日本女性と結婚して乳飲み子を抱えながら生活する留学

生もいた。しかしかれらは国際赤十字から物資が手に入ることを知り、当時の苦境を自力で乗り越えたそうだ。 

 

第一期留学生の中にジャワ王家の王子がいたことは上で述べた。正確には私費留学生であり、南方特別留

学生には区分されない。しかし同じ留学生仲間として寮生暮らしを送り、生活の苦楽を共にした仲間たちはみ

んな、王子たちを同僚として遇した。そのひとり、サンジョヨ・スパルトの半生は起伏に満ちたものだった。 

スパルトはラウ山麓の寒村で生まれた。王宮の華麗な姿などかけらも見当たらない場所だった。４歳になっ

たときソロの町に移されて、オランダ人の一家に預けられた。かれは幼いころ、そのオランダ人の夫婦が自分

の両親だと思い込んでいた。 

ソロの町のカトリックフレーベルスホールに一年通い、そのあとソロのＥＬＳに入った。学友は全員が白人だっ

た。ＥＬＳで三年生に進級したとき、オランダから赴任したばかりの女性教師がかれに親の名前を尋ねた。かれ

がオランダ人夫婦の名前を答えたとき、女性教師はまるで雷にでも打たれたかのような驚愕を示した。そのとき、

かれは自分がこれまで住んでいた世界に亀裂が走ったことを感じた。自分がこれまで生きてきた世界は、本当

の自分のものではないのだということにはじめて気付いたのだ。このぼくはいったい誰なんだ？[ 続く ] 

 

 

「留学史（４３）」（２０２２年１２月０１日） 

それから数カ月が経過したある夜、新しい一張羅を着せられたかれは迎えにやってきたリムジン車に親代わ

りのオランダ人夫妻と一緒に乗った。車にはマンクヌゴロ王家の紋章が付いていた。 
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車はかれらを大きな建物がある広い場所に運んだ。そこには煌々たる明

かりに照らされている壮大な広間があり、一千人もいるかと思われる大勢の

着飾った貴顕淑女がその大広間を埋めて座っていた。かれは誰かに手を引

かれてその大広間の中央最前列に座っている人物に歩み寄って行った。子

供心に、そこに座っている人物がだれであるのかをかれは悟っていた。スラ

カルタの市民から畏敬と敬愛を受けている英傑マンクヌゴロ７世がその人で

はないか。 

かれの手を引いている者がささやいた。「さあ、お父様にご挨拶をするので

す。」「ぼくの父・・・？」王は椅子から立ち上がって幼児に手を差し伸べた。スパルトはその手をつかんだ。その

夜マンクヌゴロ宮殿で開かれていたのは王の誕生祝賀パーティだったのだ。 

 

それが妾腹の王子が王宮に入るための儀式だったのかもしれない。務めを果たし終えたオランダ人夫婦は

バンドンへ引っ越すことになった。ところがスパルトはかれらと別れるのを嫌がって泣いて暴れた。王宮は仕方

なく王子のわがままを受け入れた。だがバンドン生活は長続きしなかった。 

バンドンで数カ月経ったころ、そのオランダ人夫婦の息子のひとりと一緒にオートバイに乗っていたスパルト

は、転倒事故でけがをした。ニュースはすぐに王宮に飛び、リムジン車がバンドンまで迎えにやってきたのであ

る。自分がわがままを言い続ければ自分が愛するオランダ人夫婦の王に対する立場が無くなってしまうことに

スパルトは気が付いていた。 

スパルトは王宮に入ることにした。王の家族を世話するためにたくさんの女や男が侍っている特異な世界に。 

そして結局スパルトはその特異な世界になじむことができず、王宮を去った。王家の所有になるチョロマドゥ

製糖工場の経営責任者であるオランダ人の家に預けられたのである。 

 

ＥＬＳの４年生になったとき、バタヴィアに住んでいる皇太子が一緒に住むようにかれを誘った。最初よく分か

Mangkunegara VII 
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らなかったからうまくやれると思っていたところ、そこでの暮らしはまるでオランダ気どりの生活にジャワ貴族の

慣習が織り交ぜられていることが明らかになり、かれは一年間我慢してからまたそこを飛び出した。 

こんどの世話人はオランダ東インド鉄道会社ＮＩＳの取締役を務めているオランダ人の家だった。マンクヌゴロ

王家はＮＩＳの株主になっていたのだ。その一家はスマランのチャンディバル地区に住んでいた。そのころから

スパルトは父王と手紙のやりとりをするようになった。他の王子が父王におねだりをすると、たとえそれが輸入

しなければならないものであっても、父王はそれを買い与えた。ところがスパルトが何をねだっても、父王はす

べて無視した。その差別待遇がかれには理解できなかった。かと言って、父王に対して泣いて暴れることもでき

ない。 

スパルトはオランダ人取締役の家で定期的に開かれるパーティのとき、皿洗いや給仕をして小遣いを稼ぐよ

うになった。慣れてくると斜め向かいのスマラン市長の家のパーティにも顔を出して稼ぎを行い、金を貯めてカ

ール・マイの小説を買って読むことを楽しみにした。 

 

ヨーロッパに戦雲が立ち込めて、オランダ本国がナチスドイツに占領された。東インドのオランダ人社会は次

にやって来るものに備えた。真珠湾攻撃が行われて、アジアにも戦雲が立ち込めた。学校へ通う生徒はヘルメ

ットをかぶり、空襲警報があればすぐに防空壕に飛び込み、生ゴムの塊を歯でしっかり噛む訓練にも慣れた。

そしてある日、日本軍がグヌンムリア湾に上陸してドゥマッの町が陥落したという噂が流れた。オランダ人はパ

ニック状態になった。かれに構う人間はひとりもいなくなり、スパルトは仕方なくＮＩＳの最終便でスマランからソ

ロに向かった。こうしてかれは再び王宮生活に戻ることになった。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４４）」（２０２２年１２月０２日） 

ある月明りの夜、スパルトは父王の妻のひとりとベランダに座って黄金の光を浴びている夜景を楽しんでい

た。そのとき突然、背中をびりびりと戦慄が走り、ぞっと寒気がした。 
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その話をすると義母は「怖がらなくてもよいのです。あなたの守護者が後ろに来ているのだから。」とかれに

教えた。スパルトが後ろを振り向くと、人間の姿はないものの何かの影が自分のすぐ後ろにあった。かれが立

ち上がって影に近付くと、影はさがる。スパルトが下がると影は近寄って来る。数回それを繰り返してから、スパ

ルトはちょっとさがり、突然影に飛び掛かった。その瞬間に影は消滅した。 

翌日の日没ごろ、かれは王宮の中でドラムの音をはっきりと聞いた。マンクヌゴロ王家の軍隊、マンクヌゴロ

軍団は今スラカルタにいない。軍団は総出でオランダ植民地軍と協働し、日本軍と戦っているのだから。これは

いったいどういうことなのだろうか。 

スパルトはその疑問を義母に尋ねた。義母は説明した。あのドラムは開祖マンクヌゴロ１世が反オランダ闘

争のさなかに手に入れた家宝のドラムであり、王家の変事や敵の襲来をああやって教えてくれるのです。敵が

もっと接近してくれば、またドラムの音が聞こえるでしょう。 

そのあと夜になり、しばらくしてから伝令が王に報告を届けに来た。日本軍がサラティガの町に入ったそうだ。

夜９時になる少し前、またドラムの音がした。待ち構えていたスパルトは宝物蔵の扉の鍵を開いて中に入った。

人気のない蔵の中は、あらゆる蔵置物がひっそりと置かれたままの姿で居並んでいた。人間がドラムを鳴らし

た痕などどこにも見られなかった。 

 

スパルトにとって、王宮内での生活慣習の中にある不合理な点を受け入れることは容易でなかった。一般庶

民の生活論理に親しんで育ったかれにとって、儀式張った振舞いの中の不合理性は看過できるものでなかっ

たようだ。まだ年若い王子は父王にこんなことを尋ねた。 

「一般庶民が高貴な人間に対して行っている拝礼というものは、いったい何なのですか？」 

「あれは挨拶なのだ。」 

「挨拶なら、話の最初と終了時にすればよいのではありませんか？口を開く都度拝礼をするのは、多すぎま

せんか？」 

「また何かを言上しに来るとき、遠くの方から腰を落としてしゃがみながら歩いてくるのは、能率が悪いし、本
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人を疲れさせているだけではありませんか？しかも、部下や地位の低い者はみんな地べたに胡坐で尻を付け

て座っています。地面の汚い場所でもお構いなしです。」 

「それらは規則があって義務付けられているものではないのだ。それらは下の者が王に対する服従と忠誠を

示したいために行っているものなのだ。」 

 

父王の説明はそれだけで終わった。だが数日後、王宮内での作法に関する新たな命令が出された。王への

拝礼は対面したときと辞去するときだけでよい。腰を落としてしゃがみながら貴人に近付く作法は、近くに来て

から行えばよい。王に仕える者たちが侍るときの待機姿勢は、地べたに胡座せず、立ち姿で両手を丹田の下で

組むこと。ジャワ語のガプランチャン姿勢がそれだ。 

 

スパルトは王宮内で、異分子であり続けた。それは誰の目にも明瞭に映った。体内に入った異分子を排除し

て有機体が円滑で調和のとれた活動をしようとするのは、生理学的に当然の反応である。その良し悪しなど誰

にも言えない。異分子の存在そのものが間違っていることになるのだから。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４５）」（２０２２年１２月０６日） 

その原理がまた作用して、かれは再度、王宮を出ることになった。今度預けられたのはソロの初等中学校長

の家だった。それからしばらくして、かれは１９４３年にヨグヤの第一初等中学校に転校した。そして日本が留学

生の応募を呼び掛けていることをそこで知った。 

ソロで暮らしているかぎり、自分は常に一族の鼻つまみ者であり続けなければならない。自分はこの世界か

ら外に出て、自分の生きる世界を見出さなければならないのだ。スパルトは一も二もなく、留学生に応募した。

ところがスパルトは募集要項の最低年齢に達していなかったのである。 
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選考委員会から失格の通知が出された。送られた住所はマンクヌゴロ王宮であり、その手紙は王の手に落

ちた。 

 

ヨグヤカルタ第一初等中学校にマンクヌゴロ王家のリムジン車がやってきて、教室で学習中のスパルトに王

家の執事が用件を告げた。「父王がお呼びになっていらっしゃいます。今すぐにご同行ください。」 

その雰囲気から、これは楽しいできごとではないのだということがすぐに分かった。呼びつけられた原因が何

なのか、はっきりしたことは分からないが、父王が怒っていることだけは想像がついた。スパルトの胸は早鐘を

打っていた。 

 

王宮に着いて父王の部屋に案内されたが、父王はかれに一言も声をかけず、知らぬ顔を一時間ほど続けた。

そしてやっと怒りが少し収まったのだろう、机の上にあった失格通知の手紙をわしづかみすると、スパルトに投

げつけた。それを開いて中を見たスパルトの目にやっと父の心の中が見えてきた。 

このような重大事を一言の相談もしないで独断専行するとは何事か？おまえ自身がどうであろうとも、おまえ

は王家のひとりの王子なのだ。王家の構成員のひとりなのだ。 

だがそのときのスパルトは聞き分けの良い王子のひとりになる気持ちを持っていなかった。かれは自分の半

生・自分を今の自分に築き上げた境遇・自分の人生と未来、それらを父親に訴えた。その話し合いが父王の怒

りを溶かした。話し合いが終わるころ、父王の感情は平静に戻っており、「おまえの気持ちは分かったから、し

ばらく待て。」という言葉で父子の会見は終了した。 

 

自分によく似た性格の妾腹の息子を父王は愛していたのだ。父王自身も少年期に二度も王宮を抜け出した

体験を持っているし、青年期にオランダに留学してブレダの軍事アカデミーで卒業証書を得ている。どちらかと

言えば暴れん坊の気配を持つ国王なのだから。 
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父王がどこでどのように話を進めてきたのかスパルトにはよく分からなかったが、日本へのジャワからの留

学生２０人と一緒にスラカルタとヨグヤカルタの王家から４人が私費でそれに加わる話がまとまっていた。 

スパルトがソロバラパン駅から汽車でジャカルタへ向かう時、父王は駅まで出向いてかれを見送った。そのと

き父王は負傷して健康状態が悪化していた。乗っていた馬が転倒して大腿部に骨折が起こったのだ。だがそん

なこともいとわずに、杖を突きながら父親はスパルトの門出を祝福した。 

その出発の前日には、父王はスパルトと膝を突き合わせてさまざまな教訓を語り、二時間半にわたって人間

の生きる道についてのいろいろな話をした。父親の裸の人物像に触れたそのときの思い出を、スパルトは貴重

なものとして心の奥底にしまいこんだ。それは一度だけあって、二度とないものになってしまったのだ。１９４４年、

マンクヌゴロ７世は世を去った。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４６）」（２０２２年１２月０７日） 

２０人の南方特別留学生ジャワ組と４人の私費留学生はタンジュンプリオッ港から船でシンガポールに向か

った。南方特別留学生は教官に率いられていたが、私費留学生は自分たちの付添い者と一緒に別グループで

いることが多かった。そして場合により必要に応じて、私費留学生も特別留学生に混じることがあった。適宜、

臨機応変の行動が取られていたようだ。 

他国の留学生が集まり、日本行きの船の準備が整うまでの間、留学生はシンガポールを楽しんだ。ほんの

数年前にシンガポール最大の激戦が行われたブキティマ高地を見学し、そのときの戦闘にマンクヌゴロ軍団の

一部が連合軍側に混じっていたことをかれは知った。なんとスラカルタからここまで戦争をしにやってきていた

のだ。日本軍政下のシンガポールにも歓楽街があった。留学生の中には、新世界と名付けられた歓楽街で生

まれてはじめてストリップショーを見物した者もいる。 
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１９４３年３月、１万３千トンの大型船がシンガポールを出て南シナ海を北に向かった。多数の軍艦が周囲を

哨戒し、船隊は何日も海上を航行する。沖縄に近付いたころ、昼食前のデッキでスパルトは５人の仲間や付添

い者と談笑していた。そのとき、どうしたはずみか全員が一斉に青く澄み渡った空を見上げ、そして全員が視線

を落として顔を見合わせた。 

「ラトゥキドゥル」というつぶやきがだれかの口から洩れた。

緑の衣装に長い髪を垂らした美しい女神の姿がみんなのイメ

ージの中にあった。ところが不思議なことに、胸を覆っている胴

着の色だけが、それぞれのイメージの中で異なっていたのだ。 

みんなは昼食の席に移って、それぞれが体験した怪異を話

し合った。インド洋の主がどうして南シナ海に姿を表したのか。

それは解けない謎だった。 

昼食が終わってまたデッキに戻った時、周囲は戦闘態勢に包まれていた。各艦の信号灯が忙しく通信を交

わしている。後方にいた駆逐艦がスピードを落とした船を追い越して前方に進出し、戦闘位置に就いた。更に

油槽船が一隻、船の横を追い越して前進していった。そして次の瞬間、スパルトたち６人の顔が引きつった。油

槽船は突然轟音を発して火の玉になり、二つに折れて沈没していったのである。米軍潜水艦の魚雷攻撃だっ

た。 

沈んでいった油槽船の傍を船が通り過ぎるとき、船のクルーの中に皿やコップなどを海中に投げ込んでいる

者がいた。没した海の仲間に捧げる花びらの代わりだったようだ。ラトゥキドゥルが姿を見せたこととその敵襲

に関係があったのかどうか、結論はいまだに得られていない。 

 

船は最終的に下関に到着した。宿に入ってから夕方１６時にお風呂をどうぞと勧められた。スパルトは数人

の仲間と一緒に浴室に入った。すると女性が数人、浴槽の中で湯に浸かっているではないか。みんなは慌てて

外に出て、板の間で女性たちが出るのを待っていると、宿の使用人がそれを見て、みんな中に入ってくださいと

言う。これは日本の伝統習慣なのだから、習慣を守るのは悪いことではないのです、と説明した。留学生はしか

Ratu Kidul = Nyi Roro Kidul 

南海冥府の女王 
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たなく、日本の伝統を尊重して恥ずかしそうに入って行った。 

東京に着くと、教官に引率された留学生たちは都内名所めぐりを行った。私費留学生は行く先が少し違って

いた。帝国議会議事堂・陸軍省・製鉄工場・戦車や武器兵器製造工廠などが訪問先に入っていた。 

そして、目黒の国際学友会での日本語学習が始まった。１９４４年３月になって、留学生は各地の大学に散っ

て行った。スパルトは年齢が低かったためだろうか、ビルマの大統領の息子と一緒に東京の師範高等学校に

入った。 

 

数カ月がすぎて、日本の高校生暮らしが板についてきたスパルトはある日、まったく気分がすぐれず、食欲も

なく、学校へ行く元気もないので、ぶらぶらと外へ出てから山手線の電車に乗って一日中車内に座っていた。そ

れが三日間続いた。 

三日目の夕方、かれが寮に戻って来ると、寮の責任者がかれに尋ねた。「あなたはマンクヌゴロの王子か？」

スパルトがそうだと答えると、手にしていた新聞を見せられた。第一面のトップ記事に、マンクヌゴロ７世死去の

ニュースが載っていた。 

「帰国したいか？」 

「もちろんです。」 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（４７）」（２０２２年１２月０８日） 

翌日、帰国の許可をもらうために、スパルトは陸軍省に案内されて手続きを行い、また天皇陛下から亡父に

授与された勲章を受け取った。手続きを終えて寮に戻ると、留学生仲間の中に「日本に戻って来るんじゃない

ぞ」と忠告する者がいた。その留学生によれば、この日本への留学企画は日本側の政治宣伝であり、われわ
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れは全員がその道具にされたのだそうだ。最初のグループになったわれわれにはそれがよく見えていなかった

ためにこんな体たらくに陥ってしまった。美しいバラ色の未来を物語っていた留学生募集と、日本でのこの現実

生活の落差はいったい何なのか。われわれはだれもがこの現実に失望している。きみは故郷へ帰ったなら、こ

んなところに二度と戻って来るんじゃないぞ。 

スパルトはただ口を閉じてその仲間の言葉を聞くだけにした。かれの心の中には「いや、そうじゃない。」とい

う言葉がこだましていたのだ。そんなことを議論して何になると言うのか。自分の心の中にあるものをこの学友

の心が感じ取ることがはたしてできるのだろうか？ 

 

翌朝、三菱爆撃機が一機用意され、日本人中佐が操縦桿を握った。飛行機は日本を飛び立ってから順調な

飛行を続け、１９時間後にジャカルタのクマヨラン飛行場に降り立った。スパルトはすぐにジャワ軍政監部に赴

いて届け出を行った。すると、ソロから皇太子が軍政監部を訪れるためにこちらへ向かっていると言う。かれは

長い間会っていない長兄を出迎えるためにガンビル駅へ行って汽車の到着を待った。 

汽車が到着し、皇太子が降りてきて出迎えのひとびとでごったがえした。スパルトはその最前列の中にいた

のだが、長兄はかれに目も止めなかった。人の波はゆるゆると移動して迎えの乗用車を取り囲み、皇太子は車

に入った。皇太子に付き添う副官がその様子をさっきから見ていた。副官はスパルトがそこにいることに早くか

ら気付いていたのだ。 

副官は車に入ろうとせず、スパルトに近寄るとスパルトの身体を皇太子の座席の窓ぎわに寄り添わせて帽

子を脱がせた。坊主頭になっている弟の顔が皇太子の目にはっきりと映った。皇太子は車のドアを開いて外へ

出ると、弟を抱き寄せた。ふたりはひしと抱き合った。 

 

スパルトはほぼひと月間、スラカルタにとどまって父王の葬儀と新王即位の式典に参列した。長兄がマンクヌ

ゴロ８世として即位したのだ。しかしスパルトの心中には日本に戻る希望の火が燃えていた。 

王宮での公式行事がすべて終わり、スパルトは日本へ戻る願いを軍政監部に提出した。日本軍がノーを言
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うはずがない。日本へ向かう機体が用意され、出発予定日が決まった。出発を数日後にひかえたある夜、スパ

ルトは得体の知れない男たちの来訪を受けた。全身黒装束に覆面をした何人もの男たちが、スパルトを威嚇し

にやってきたのだ。 

「日本へ行くな。行ってはならない。わが国の未来はお前を必要としている。この国を真の祖国にする者がわ

れらの祖国の未来を形成するのだ。必要とあれば、われわれはおまえを誘拐してでも日本へ行かせない。よう

く考えろ。お前の未来はこの国のためにあるのだ。」 

 

しかし自分の人生・自分の世界を開く鍵を日本に見出したスパルトにとって、日本に戻ることは自分が生きる

ことと同じだった。とは言うものの、迷いが生じるのも人間の常だ。黒ずくめの男たちの出現は、人間というもの

が単に自分のためにのみ生きているのではないことをかれに思い起こさせた。 

スパルトにとって、自分が始めた今の進路を中途で投げ出すわけにはいかない。行くところまで行かねばな

らないのは、人間としての責任の問題だ。幸いなことに、黒ずくめの男たちの出現はその夜の一度きりで終わ

った。かれらはスパルトの出発を妨害しなかった。 

[ 続く ] 

 

 

「留学史（４８）」（２０２２年１２月０９日） 

出発のためにジャカルタへ行くと、スパルトが乗るのはダコタ型旅客機で、日本軍高級将校を含む十人が乗

客だった。飛行予定はジャカルタ→シンガポール→バンコック→香港→東京という旅程になっていたが、飛び立

ったとたんに機はスラバヤに向かった。機体を修理する必要があるというのがその理由だった。スパルトを悪い

予感が襲った。出だしからこれでは、東京へもスラカルタへも戻ることができなくなるのではないか？ 

かれはスラバヤに住んでいる伯父（マンクヌゴロ６世の息子）を尋ねてみることにした。自分の迷いに何らか
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の示唆を与えてくれるかもしれない。そのときかれは、もしも自分の信頼する誰かから「日本へ行くのはやめろ」

と言われたら、それに従う心理状態になっていたようだ。 

ところが伯父は外出していて自宅におらず、外出先の場所まで行ってみたものの、そこにも伯父はいなかっ

た。それで自分の生みの母を探してみることにした。かれの生母もスラバヤに住んでいたのだ。ところが生母も

自宅におらず、会うことができなかった。かれは自分が乗っている線路の上に踏みとどまることにした。 

 

翌日、修理が終わったダコタ機はマカッサルに向けて出発した。機がカリマンタンの密林の上を飛行中、エン

ジンの動きがおかしくなった。ゴホゴホと咳をするようになったのだ。行く先がマカッサルからフィリピンのダヴァ

オに変更された。乗組員のひとりが、この操縦士は滞空時間一万時間の強者だから心配には及びませんと乗

客を安心させた。その誉め言葉が効いたのか、ダコタ機は無事にダヴァオの飛行場に滑り込んだ。 

ダヴァオで一泊することになり、宿に入ってのんびりしていると、上流ジャワ語で挨拶する声が聞こえたので

かれは驚いた。やってきた者たちはマンクヌゴロ軍団の兵士で、東カリマンタンのタラカン防衛軍に配備された

者たちだったそうだ。かれらはタラカン陥落に際して日本軍に捕まり、捕虜としてダヴァオに抑留されているとの

ことだった。マンクヌゴロ軍団はなんとあちらこちらの戦場で日本軍と干戈を交えたことだろうか。 

 

ダヴァオでも修理は終わらず、機はさらにマニラへ飛んでやっと最終的に修理が完了した。マニラでまた一

日が費やされたのだ。日本からジャワへ戻る時、たったの１９時間で戻ることができた。ところがジャワから日本

へはもう四日もかかっているのに、いまだにフィリピンをうろうろしているではないか。自分は本当に日本へ戻る

ことができるのだろうか？マニラには部品が潤沢にあり、ダコタ機は完璧な調整を受けて最高の調子になった。

いよいよ無事に日本に到着できるだろう。そんな期待を乗せてマニラを飛び立ったのはいいが、伏魔はしつこく

スパルトをつけねらう。 

機は沖縄の上空を通過した。その直後、米軍偵察機と鉢合わせしたのだ。機は高度を上げ、右に左に機体

を振って敵機の銃撃を避ける。銃撃音が客席の中まで聞こえてくる。操縦士が窓を閉めるように言うと、乗客は
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すぐに従ったが、みんなの表情は緊張で引きつっていた。 

機がまた斜めに横滑りした。右翼に銃弾が数発当たったショックが感じられた。そのあと平常の水平飛行に

移ったのは、敵偵察機が引き上げたためだったようだ。右のプロペラは動いておらず、翼上の窓は飛び散った

油がべっとりと付いていた。発火しなかったのが奇蹟のように思われた。操縦士は沖縄に着陸することを決め

た。 

機はどんどん高度を下げて海面に近付いて行く。操縦士が乗客に言った。「指示するまで海に飛び込まない

ように。」客席の高級将校のひとりは、軍刀を立てて柄を握りしめた。硬い表情をしている。スパルトも自分のカ

バンからクリスを取り出し、抱きかかえた。だが、自分の人生がこれで終わりになるとは少しも思えなかった。父

が物語った人間の生きる道を自分はまだ一歩も踏みしめていないじゃないか。そう思った瞬間、機体はまた高

度を上げ始めた。海面に突っ込むことはなさそうだ。[ 続く ] 

 

 

「留学史（４９）」（２０２２年１２月１２日） 

しばらく波頭が見えるくらいの高さで飛行を続けたダコタ機は、何かに衝突して止まった。止まるまでの数秒

間、機体は激しく上下し、乗客はみんな客席で振り回された。操縦士は操縦席から降りて扉を開き、にこにこと

笑いながらスパルトの肩を叩いて機外に出てもいいと言った。しかし乗客のだれひとりとして、起き上がってベ

ルトを外す者はおらず、椅子の周りでぐったりとしているばかりだ。 

みんなが人心地ついて椅子から起き上がり、機外に出てみると、そこは砂浜で、波打ち際からそれほど離れ

ていない場所だった。遠くの方からサイレンがこちらに向かって近づいて来ていた。 

 

乗客はみんな操縦士に礼を述べ、迎えの車に乗って那覇の町に送られ、立派な宿に泊まった。翌日の夜に

はその宿で無事に日本に戻った祝の宴が催され、沖縄の芸者をあげて飲めや唄えのパーティを楽しんだ。 
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スパルトの隣でかれの給仕をした娘は、必ず近いうちに沖縄が日本の最前線になるとかれに語った。自分た

ちは日本の盾になって最後の血の一滴まで振り絞り、皇国を蹂躙しにやってくる敵と戦うのだとまだ年若い娘

は物語る。今こうして会っているわたしたちは、この世で二度と会うことはないでしょう、と語る娘の毅然とした顔

に、スパルトは哀しみを感じた。 

翌日、一行は東京へ向かうために用意された飛行機に乗った。数機の戦闘機に護衛された飛行機は無事に

東京に着いた。スパルトは戻るところまで戻って来たのだ。寮に戻ったスパルトに留学生仲間たちは失望の言

葉をかけた。「日本に戻って来るなと言ったじゃないか。ここにいても、何もいいことはないぞ。」 

 

一年間の学生生活が終わり、１９４５年３月に次の留学先学校の選択が行われた。去年の選択肢の中には

なかった陸軍士官学校が、今回の選択肢に含まれていた。自分はこれを待っていたのだとスパルトは感じた。 

空軍のパイロットにだけはなるなと父は存命中、かれに忠告していた。もしも飛行機乗りになる運命がこの先

に待ち構えているのなら、自分はその運命に従ってみるまでのことだ。きっと父は苦笑いして許してくれるだろう。

とりあえず、士官学校の教育訓練は飛行機乗りに関係のないものだ。 

士官学校の留学生は、中国人と満州人が最大のグループを占めていた。そこにインドネシア・フィリピン・ビ

ルマ・タイの学生が加わて大所帯になった。最初は学科と実地の教育訓練が半々くらいになっていたが、その

うちに屋外訓練がほとんどを占めるようになっていった。いつも駆け足が強制され、常に何かに急き立てられて

いる雰囲気にスパルトはなかなかなじめなかった。 

 

そんな状況がほんの数カ月続いてから、戦況の悪化が強く感じられるようになってきた。米軍爆撃機Ｂ２９の

大編隊による本土爆撃が激しさを増したのである。毎日昼間、８千メートルという高高度を二三機のＢ２９が偵

察飛行する。そして夜になると、２１時ごろから午前３時ごろまで、少なくても３０機、多い時には１５０機の大編

隊が街々を襲い、焼夷弾を雨あられと降らせるのだ。そんな高高度を飛ぶ敵爆撃機に対して日本側対空砲火

は何の効果も持っていなかった。 
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しかし日本軍がただ手をこまねいてそれを見ているだけでもなかった。知恵者はどんなときにでも出現するも

のなのだ。あるときの空襲で、日本軍戦闘機が一機、高高度まで上昇してからＢ２９の背面に自分の機体を乗

せた。馬乗りになったわけだ。Ｂ２９は失速して墜落した。Ｂ２９のような超大型機は真っ逆さまに墜落しない。放

物線を描いて落下し、地上でおよそ百メートルくらい滑る。たいてい乗組員は１１人で、中に落下傘で脱出する

者もいたが、地上に待ち構えているのは日本人による虐殺だった。 

戦闘機を操縦していたのは中尉で、その戦法はまったく本人の発案だったようだ。この中尉は数機のＢ２９を

その方法で撃墜し、最後に落下傘降下した。だが空中を漂っている中尉の身体を、米軍の護衛戦闘機Ｐ５１が

粉みじんにしてしまった。[ 続く ] 

 

 

「留学史（５０）」（２０２２年１２月１３日） 

Ｐ５１と言えば、Ｂ２９による絨毯爆撃とは別に、日本近海まで進出してきた米軍空母部隊から発進してくる１

百機から１千機を超えるＰ５１大編隊による機銃攻撃にも日本側は閉口した。 

日本の軍隊組織の基盤に置かれていた武士道精神は米軍のその戦争のやり方に対してまったくなすすべを

持たなかった。だが明治以後の大日本帝国軍の栄光を支えた武士道精神は最後まで日本軍の枠組みを支え

続けて日本軍と共に消滅したのである。日本軍の一兵に至るまでそのドクトリンで精神を固めるために神聖な

る精神を注入し、無意味な暴力を振るって人間の精神を鍛練した努力は、そんな精神をかけらも持たない人間

の考え出した戦法によって完膚なきまで叩き潰されたのだった。スパルトの目はそれをしっかりと見ていた。 

 

ある夜、明治の開国以前から外国人に開かれて一種の租界を形成してきた横浜が、その後の百年足らずの

歴史の中で日本最大の港湾都市のひとつに発展した横浜が、５百機を超えるＢ２９の数波に渡る絨毯爆撃を

受けて灰燼に帰した。百年近い歴史が一夜で消滅したのだ。相武台の陸軍士官学校と横浜の町は４０キロも

の距離に離れていたが、その夜、士官学校の留学生たちはまるで近所で焚火でも行っているような熱風を一晩
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中感じていた。 

話では、ナチスドイツが降伏する前、米軍は７百機のＢ２９大編隊を送り込んでドイツ最大の港町ハンブルグ

を焼け野原にした。横浜大空襲はその先例に倣ったものだったのかもしれない。 

陸軍士官学校が米軍の標的にされなかったわけでもない。厚木の飛行場に近い位置にあったために、米軍

の飛行場襲撃部隊は士官学校にも銃口を向けた。飛来した数機のＰ５１が銃撃を開始したために、留学生は

全員が防空壕に退避した。スパルトはそのとき身支度がまだ整っておらず、片足のゲートルが巻かれていない

状態で退避のために走ったから、ゲートルがほどけてどこかになくなってしまった。 

それを見た教官はスパルトをこっぴどく叱りつけ、連帯責任として隊の全員にゲートルを探させたが、発見さ

れなかった。フィリピン人留学生の隊員がスパルトのへまを口汚く罵って、おまえのせいで無関係の俺までがこ

んなことをさせられる破目になったのだと苦情した。すると喧嘩屋で定評のあるハサン・シャディリがそれを受け

て立ち、英語で罵り合いが始まった。と見る間に殴り合いに移行し、他の者たちの仲裁で殴り合いは収まった。 

数日後、スパルトがミンダナオ出身のフィリピン人留学生と話しているとき、かれらは北のカトリック教徒フィリ

ピン人をたいそう嫌っていることを明らかにした。種族文化の中に植え付けられた価値観の違いは、政治的な

立場の違いとはまた異なる対立を種族間にもたらすものだった。 

 

陸軍士官学校での教育訓練はほんの数カ月のうちに空襲の真っただ中に置かれるようになり、勉学どころ

でなくなった。学校側は留学生にフィールドトリッププログラムを与えて安全な地方を巡遊する活動を命じた。イ

ンド・ビルマ・マラヤ・フィリピン・インドネシアの留学生は７月中旬に汽車で会津に向かい、そこから福島～栃木

～日光へと回った。そして日光の見学を終えた後、東京に戻るために汽車は宇都宮を目指し、そこで悲劇が起

こった。 

突然飛来したＰ５１が数機、列車に向かって銃撃を行ったのだ。列車は止まろうとした。すると指揮官は隊員

に何の指示も与えずにスピードを緩めた客車の窓から外に飛び降りた。 

教官が「下車！」と叫んだが、その瞬間客車の屋根を機銃弾が何発も襲った。仲間が数人倒れた。スマラン
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出身のスロソが一番重傷だった。スロソは宇都宮の陸軍病院に運ばれたが、帰らぬ人になった。かれは死の

間際に力を振り絞って暴れ、日本を罵って死んでいったという話だ。指揮官は葬儀の場で目に涙を浮かべ、「俺

がお前を殺した。許してくれ。」と参列者の前ではっきり述べた。[ 続く ] 

 

 

「留学史（終）」（２０２２年１２月１４日） 

広島と長崎に原爆が投下され、８月１５日に天皇陛下のラヂオ放送があるということで士官学校生徒は全員

盛装して校庭に整列した。天皇が語った言葉を理解できた留学生はひとりもいなかったらしい。それでも、これ

で戦争が終わったということだけはみんなに分かった。戦争が終われば祖国に帰れる。そんな思いで留学生た

ちは概して喜びを抑えながら安堵した顔つきをしていた。しかしスパルトの心中は違っていた。かれは寮の部屋

に戻ってひとりで泣いた。仲間の中に、スパルトだけが違う雰囲気でいるのを不思議に思って尋ねた者がいた。

「戦争は終わったんだ。なぜ泣いてるんだ？」 

「日本が戦争に敗れたということは、オランダがまたインドネシアに戻って来ることを意味している。王家は対

日協力者としてやり玉にあげられるかもしれない。」 

インドネシアにこのまま平和が復活するなどとは、スパルトは露ほども考えていなかったのだろう。そしてイン

ドネシア共和国が独立宣言を果たし、王家の王子の立場はますます微妙なものにになっていった。 

日本では、戦争が終わったとたん、学生たちは忙しくなった。日本軍は解散した。士官学校の施設はやってく

る米国進駐軍のために早急に明け渡さなければならない。寮生は国際学友会の寮に戻るよう指示され、自分

の荷物を持って相武台を去った。一方、戦争が終わらなかった者たちは、何とか生き残った４百機のゼロ戦を

駆って最期の出撃を行った。留学生たちは、自分の戦争を終わらせるために出撃していく日本の若者たちを見

送った。 
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日本での戦後の生活は悲惨なものだった。だれもが生きることに必死だった。ついこの前まで美しき死を賛

美していたひとびとが手のひらを返して生きようとしていた。各所に備蓄品を貯えてあった食糧倉庫が開かれて、

だれでも好きなだけ持っていけと言われた。留学生たちは抱えきれないほどの食糧を寮に持ち帰って露命を繋

いだ。 

進駐軍は米軍が主体だったが、連合国の軍隊も来ていた。そしてその中で米軍の食べ物が一番豪華である

ことが人目を引いた。食事もそうだし、ふだんからいつもチューインガムを噛み、ポケットにネスレのチョコレート

を入れ、親しげに近寄って来る日本人にチョコレートをばらまいた。若い娘をチョコレートや缶詰で釣るＧＩもいた。

風紀の乱れは避けようもなく起こった。 

日本軍がかつて占領地で行ったことが今、日本本土で手痛いしっぺがえしになって表れたのである。違いは、

日本軍に暴力が付きまとっていたのに対して、米軍は暴力が厳禁されていたことだろう。 

日本の工業力が徐々に力を盛り返し始めたころに朝鮮戦争が好景気を呼び込んだ。スパルトは日本の復興

をその目と肌でしっかりと感じ取った。 

 

かれにとって心外だったのは、全ヌサンタラの王国が領地領民を共和国に進呈した中で、ヨグヤカルタだけ

が特別州として自治権を与えられたことだったようだ。しかしスラカルタの王家が消滅したわけではない。スカル

ノ大統領の娘の一人がマンクヌゴロ家の王子のひとりと結婚したから、初代大統領は王家の親戚のひとりにな

った。 

スハルト第二代大統領の妻ティン・スハルトはマンクヌゴロ３世の血筋を引く子孫に当たる。インドネシア共和

国の礎石を築いたふたりの大統領は大マンクヌゴロ王家の親族になっているのだ。とは言うものの、マンクヌゴ

ロ王家が政治的な特別扱いを受けたわけでは決してない。 

スパルトはその王家の一構成員として、インドネシアという祖国を興すためにその後の半生を献じた。かれに

とっての日本とあの激動の時代は、若き王子が自分探しを行う時期の背景として重要な位置を占めるものだっ

たにちがいあるまい。[ 完 ] 


