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「バタヴィア港（２９）」（２０１７年０９月１８日） 

 

クーンは決して軍人ではない。会計学を学び、会計士としてＶＯＣ職員に採用された青年だ。だがかれ

の真骨頂が会計のデスクワークでなく、優れた戦略とものごとの先を読む洞察力に満ちた先見性とともに

判断力と決断力に支えられた行動力にあることがバンテン駐在中に会社上層部の目にとまることになる。 

ＶＯＣは通商で利益を得ることを使命とする会社であり、加えてその使命を実現させるための軍隊を持

つことを本国議会が承認していた。だからＶＯＣの現地総督は利潤を追求する支店長であると同時に、そ

のためにどのように軍事力を行使するかという戦略の立案と遂行の責任を担う軍司令官でもあった。だが

本質は支店長なのであり、軍司令官はあくまでも二義的なものだ。 

 

クーンが着手したＶＯＣの喜望峰から日本に至る一大商圏における、力による独占ビジネス構想を十七

人会が一丸となって賛同し支持したわけでもなかった。着実なスパイス通商を行って利益をたくわえ、出資

者への配当を確保していくのが会社の責務であると考える重役にとって、クーンの構想はまるで賭博であ

り、巨大な経費支出を強いる危険極まりない企画としか思われなかった。事実、１６０５年から１０年までの

会社の業績は２１０％の配当を可能にしたし、１６１６年でも７５％の配当は確保されたというのに、その後の

アジア支配構想推進のために１６２０年までに支出された経費は膨大な数字に達し、累積８千フローリンの

赤字が計上されていた。だがクーンの企画のセンターとなるバタヴィア 

は既に動き出しているのである。 

１６２３年２月１日、クーンは総督職をピーテル・デ・カルペンティール(Pieter de Carpentier)に引き継いで

帰国し、ホールンのＶＯＣカーメル室長の座に就いた。カルペンティールは中国貿易を活発化させ、また

バタヴィア市街の建設にも貢献した。１６２７年に完成したバタヴィア政庁舎はかれの業績だ。しかし現在ま

で残っている政庁舎建物は１７０７年１月２５日に第１７代総督ヨーン・ファン・ホールン(Joan van Hoorn)が

再建を開始させ、かれを後継した第１８代総督アブラハム・ファン・リーベーク(Abraham van Riebeeck)のと

き、１７１０年７月１０日に完成した。 

カルペンティールについては、オーストラリア北部のカーペンタリア湾にかれの名前が残されている。 

 

クーンがカルペンティールへの引継ぎを終えて帰国し、アムステルダムの本社に帰国報告に訪れた時、

カルペンティールの後任者が早々と内定したのではあるまいか。十七人会はクーンに説得されて、次の５

年間かれを総督に再任する気になってしまったように思われる。 

実際にクーンの評価は相対立したが、クーンを支持する声が優勢になったようだ。月給は前回の６百フ

ローリンから１千８百フローリンに跳ね上がり、同額の特別手当が与えられた。バタヴィア建設の褒賞として

７千フローリン、バンダ獲得の褒賞が３千フローリン、加えて黄金のチェーンと４百フローリン相当のダマス

カスの刀がかれにプレゼントされた。ところがクーンは十七人会があまりにもケチだと言って、この重役会の

眼前で苦情を述べたのである。十七人会は結局、褒賞を倍額にした。 

 

１６２７年３月５日、クーンはバタヴィアに向けてテセルを出港した。その船にクーンが乗っていることは極

秘にされた。それが判れば、その船が無事にバタヴィアに到着できる保証はなくなったにちがいない。か

れは２年前に世間評判の良い家庭の娘、エヴァ・メント(Eva Ment)と結婚しており、その船には妻と赤児そ
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して妻の弟妹が同乗していた。 

[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３０）」（２０１７年０９月１９日） 

 

ふたりが結婚したとき、夫は３８歳で妻は１９歳だった。クーンが妻子を連れてバタヴィアに赴いたのは、

バタヴィアのＶＯＣ職員や兵員がオランダ人の妻を持ち、キリスト教をはじめとするオランダ文化をバタヴィ

アに根付かせるための手本にするのが目的だった。クーンのその方針によってその後、オランダからバタ

ヴィアへ花嫁船が出されるようになるが、長続きしなかった。 

その辺りの事情は拙作「ニャイ」～植民地の性支配 

http://indojoho.ciao.jp/koreg/libnyai.html 

をご参照ください。 

 

その年９月に船はバタヴィアに到着し、クーン一行はカスティルに入った。エヴァ・メントとその妹が正式

にバタヴィアへ移住した最初のヨーロッパ女性だった。もちろんそれ以前に、船内に隠されて男について

行ったふしだらな女たちがいなかったわけではないが、そんな女性たちは正式な移住者という勘定の外だ

った。 

 

クーンは１６２９年のマタラム王国軍による攻撃の際に死亡する。寡婦となったエヴァはバタヴィアでの定

住を拒んで帰国し、１６３２年にＶＯＣ上級商務員と結婚した。その夫の死後１６４６年にまた再婚したが、４

６歳でオランダで没した。クーンが自分の死後、妻のどんな行動を期待していたのかは判然としないものの、

自分がうち建てたバタヴィアがオランダ女性に抱かれてオランダの一都市となることを望んでいたのは確か

であり、その面からエヴァの行動を見るなら、クーンの希望は裏切られたと言えるかもしれない。 

そうは言っても現実問題としては、クーンの理想に押された会社がオランダ女性を熱帯のコロニーに送り

込んで見たものの、かの女たちは現地で贅沢三昧な暮らしを営み、そのための資金稼ぎを夫の双肩に載

せ、夫はついつい汚れた金を手にするようになり、寡婦になった後は蓄えた財産を持ってオランダに帰国

するというのが一般的なパターンになっていったから、エヴァひとりをなじるのも酷であるにちがいない。所

詮は「男の理想が女にとっては何なのか」という古今不滅の定理に向かうだろうから、物言わぬに越したこ

とはあるまい。 

結局会社は、多大な経費を費やしながらたいした効果の上がらないクーンの理想を見捨てた。現地の

駐在職員や兵員にオランダ女性の妻を持たせる方針は取りやめられ、現地の女性を家庭生活の相手に

するよう会社はかれらを仕向けて行った。それがもっとも経費を小さくする方法であったことは、ＶＯＣ経営

陣が十分に承知している。インドネシアのニャイが疑似制度にまで発展していったことの根源がそこにあっ

た。 

 

クーン自身がピーテル・ボットの評したような性格の人間であったことで、その時代のキリスト教世界を支

配していた倫理に背いた少年と少女が断頭と鞭打ちの刑を受ける事件が起こった。少女はＶＯＣ高官の父
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と日本人の母を持つ混血児だった。 

クーンがバタヴィアをオランダ文化の都市にしようと望み、オランダ人がアジア人との間に子供を設ける

ことに特殊な感情を抱いていたことは、基本的にプリブミやアジア人をバタヴィア市内に居住させない方針

が取られたことや、そのオランダとアジアの混血少女を、父親が同じ会社の高官だというのに、妻の雑用に

奉仕する小間使いとして働かせたことなどに表れている気がする。その少女は名をサラ・スぺクス (Sara 

Specx)という。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３１）」（２０１７年０９月２０日） 

 

サラ、愛称サルチェの父親は平戸で初代のオランダ商館長を務めたジャック・スぺクス(Jacques Specx)

だった。母親はジャック・スぺクスが囲った地元の日本女性だったが、父親は娘をオランダ文化の中で育て

た。 

ネット上の発音サイトや人名情報を調べてみたが、Jacques の綴りはフランス語のものであり、それに相

当するオランダ語は Jack あるいは Sjaak などとなっており、Jacques という綴りが本当にヤックと発音された

のかどうかには疑問がある。ここでは、その自主調査結果を使わせていただく。 

ジャック・スぺクスは１６０９年から１６２１年まで初代と第三代の平戸商館長を務めた。１６２２年にはバタ

ヴィアの参事会頭兼参事会議員となり、１６２４年には教会諮問会の政治コミッショナーに選ばれた。１６２７

年に十七人会は平戸での経営に関する審問を行うため、かれをアムステルダムに召喚した。 

オランダでの滞在を終えたかれは１６２９年１月、バタヴィアに戻るべくオランダを去ったが、途中の悪天

候で船が破損したためバタヴィアへの帰着が遅くなった。１９２９年９月２１日に総督クーンが死去すると、マ

タラム軍の第二次遠征のさなかという緊急事態に対処するため、かれはクーンの指揮権を自ら引き継いで

困難な状況の処理に乗り出し、バタヴィアを守り抜くことに成功した。ただしかれの自主的な総督職の継承

を十七人会は喜ばなかったらしい。１９２９年から１９３２年まで、かれはバタヴィアで臨時総督を務め、第八

代総督ヘンドリック・ブラウワー(Hendrik Brouwer)に交代した。 

バタヴィアの町の中央を流れるチリウン川を改修させて現在のあのカリチリウンの姿にしたのは、ジャッ

ク・スぺクスが総督在任中のときだった。 

 

サルチェが生まれたのは１６１７年で、日本を去る父親に連れられてバタヴィアに移った。１６２７年に父

親がアムステルダムに召喚されたとき、アジア人との混血児をオランダに入国させるのがたいへん困難だ

ったことから、父親はサルチェをクーンとエヴァの夫婦に預けた。エヴァはこの１０歳の少女の養育を面倒

見ようと思ったらしいが、お客様扱いはされなかったようだ。少女はバタヴィアのファーストレディにあれこれ

言いつけられてその身の回りの世話を手伝う仕事を与えられたようだ。もちろん奥様を取り巻いて世話して

いた原住民奴隷並みの扱いがなされたとは思えないのだが、お客様扱いされてまるでプリンセスのような

待遇を受けたように解説している話に遭遇すると、わたしは首をかしげざ 

るを得ない。クーンがそのようなことを果たして妻に許しただろうか？ 

もし当時のオランダ人社会で一般に行われていた少女の躾方がそれであるなら、クーンの特殊な感情

をそこに結び付ける必要はないわけだが、社会慣習がそうなっていなかったのであれば、そのありさまをわ
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れわれはどう受け取ればよいのだろうか？ 

 

そのころ、カスティル守備隊の下級兵士の中に、ピーテル・Ｊ・コルテンフフ(Pieter J Kortenhoef)という名

の１５歳の少年がいた。かれはその美貌と男っぽい愛らしさで大勢の女たちを魅力のとりこにしていたよう

だ。独身であろうが人妻であろうが、この少年との甘い蜜の時を持った女性は少なくなかったらしい。つまり

バタヴィアで、このピーテルは美貌のプレイボーイだったということのようだ。 

守備隊兵士は言うまでもなく、最重要防衛ポイントのひとつである総督館の内部まで入って警備を行う。

総督館でクーン夫妻と一緒に暮らしているサルチェがピーテルと知り合う機会は潤沢にあったにちがいな

い。１２歳のサルチェが送っていた孤独な毎日がピーテルの姿でバラ色に染まるようになる。だが憧れのピ

ーテルに声をかける勇気はなかなか湧いてこない。 

 

ついしばらく前まではただの子供だと思っていたサルチェが、いつの間にか女に変わってきているのに

驚いたピーテルは、その魅力を堪能しようとしてかの女を見つめたとき、サルチェの顔がぽっとバラ色に染

まったのを目にして、この娘は落とせると思ったにちがいない。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３２）」（２０１７年０９月２２日） 

 

ピーテルのほうがサルチェに接近して行った。ゆっくりと時間をかけて、この少女の最初の男になるのだ。

軽いコンタクトが繰り返されて親しさが増し、サルチェの日常の意識の中にピーテルが常住するようになっ

たとき、ふたりの恋の炎が燃え上がり、そして破局に向かって転がり落ちて行った。 

夜中にピーテルがサルチェの個室に忍び込んでくることが何回か起こった。だが総督館は夜中でも千

の目を持っている。おまけに場所が場所であり、そしてその主がクーンだったのだ。その面を軽く見たのも、

ピーテルの未熟さだったに違いない。総督諜報隊の幹部からサルチェの品行に関する報告を聞いた時、

クーンは最初それを与太話だと思った。 

総督として処理すべき問題が山積されているというのに、ゴシップ話は聞きたくもない。だがある夜、深

夜まで執務していたクーンが寝室に向かっているとき、サルチェの部屋の扉がわずかに開いて男がひとり

部屋の中から滑り出てきたのである。クーンは壁際の灯りを手にしてその男に向け、大声で衛兵を呼んだ。

男は捕縛された。クーンがサルチェの室内に入ったとき、不安で蒼白な表情になっている、寝乱れたサル

チェの姿がそこにあった。 

「何ということだ。このわしの居館を神をも恐れぬ不倫行為で汚すとは・・・。」 

カルヴィニズムの忠実な信徒であるクーンにとって、性行為は婚姻という枠の中でのみ認められるものだ

った。夫婦になっていない男女がそれを行うのは、神への冒涜である。全バタヴィア住民に範を垂れなけ

ればならないクーンは衛兵に命じた。 

「このふたりの姦夫姦婦を絞首刑にする用意をせよ。」 

総督館が騒がしくなった時、噂はたちまちカスティルの中に広がった。クーンがふたりを処刑しようとして

いることを知った司法評議会員がそれを阻むためにやってきて説得した。いかなる罪人であっても、法の

裁きを受ける権利があるのだ。クーンはふたりの処遇を法に委ねた。１６２９年６月１７日深夜のできごとだっ



バタヴィア港 西祥郎作 

5 

た。 

 

６月１８日、司法評議会での審議が開始され、結婚していない若者と少女が総督館の中で行った性行

為は明らかに宗教が禁じている行いであり、ふたりは神への冒涜と不倫の罪を犯したことで有罪判決が出

された。罪を犯した者は罰せられなければならない。ピーテル・コルテンフフには断頭による死刑が決めら

れた。ＶＯＣ高官であるジャック・スぺクスの娘サラには、死罪は与えられず、公衆の面前における鞭打ち

刑が宣告されたのである。 

クーンはその裁判の進行にまったく介入せず、判決への反論すら行わなかった。総督は絶大な権限を

持っているのであり、判決内容を変えさせたり、あるいは判決審議の場で影響力を振るい、被告への刑罰

を軽くも重くもできるのは周知のことだったにもかかわらず。 

サラへの罰を、期限を付けての入牢とするような、もっと穏やかなものにすることは楽々とできたはずだが、

クーンは何もしなかった。妻のエヴァは監督不行き届きとして夫から強く叱責されたにちがいない。 

 

６月１９日、政庁舎表の広場で処刑が行われ、数百人のバタヴィア住民がそれを見物するために集まっ

て来た。処刑人に引き立てられてきたサルチェは政庁舎入り口の表で着ていた衣服をはぎ取られ、その健

康で白い若肌に唸る鞭が何度も振るわれた。一方、表の広場中央ではピーテル・コルテンフフの断頭の刑

が行われた。それ以後も処刑刀は長年にわたって受刑者の血を吸い続けた。刀は同じでも、処刑人は

代々入れ替わる。一刀両断の巧みな処刑人もいたし、数回首を叩いてやっと切り離した拙劣な処刑人もい

たらしい。色が既に黒変した刃渡りおよそ１メートルほどのその処刑刀はジャカルタ歴史博物館の二階に

展示されていたが、今もまだ見ることができるのだろうか？[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３３）」（２０１７年０９月２５日） 

 

刑の執行が開始されようとしたとき、処刑人チームのひとりが墨をピーテルの整った顔に塗りたくった。大

勢の女を夢中にさせたその美貌を台無しにして、恥辱を与えようとしたのだろう。美貌の女たらしへの憎し

みと侮蔑と、そしてひょっとしたら混じっていたかもしれない嫉妬がそんな形を取らせたにちがいない。処

刑人の一刀でピーテルの首と胴が切り離され、血にまみれた頭が広場の石畳の上に転がったとき、その顔

は白と黒のまだら模様になっていた。特にまだら模様の鼻にひとびとは印象付けられたようだ。 

インドネシアでは、女漁りの好きな色事師に hidung belang という代名詞を使う。まだら模様の鼻という意

味だ。ＫＢＢＩでは「女遊びの好きな男」という語義になっているが、昨今のメディア報道での用法を見ると性

犯罪者の代名詞にされている感がある。ピーテル・コルテンフフはインドネシアにひとつの熟語表現を遺し

たと言えるだろう。 

余談だが、hidung belang とよく似た熟語に mata keranjang というものがある。mata は目、keranjang は籠

という意味だ。この「籠の目」という熟語も色事師を意味している。インドネシアに多い竹や籐の籠の編目を

想像するひともきっと多いにちがいない。それと色事師がどう結びつくのか、知恵を振り絞ってさまざまな由

来を考え出した日本人先輩諸氏もいらっしゃるようだが、実はこの熟語「mata keranjang」でなくて「mata ke 

ranjang」が正確な表記だったということを、レミ・シラド氏が書いている。それがわかれば、こじつけた説明
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はもう無用だろう。 

サルチェの父親ジャック・スぺクスがバタヴィアに戻ったのは１６２９年９月２３日で、クーンはその二日前

の９月２１日に死亡しており、折しもマタラム軍の第二次遠征による戦争のさなかという状況にバタヴィアの

諸方面からの賛同を得たかれがクーンの後継者として総督の椅子に座ったのは９月２５日だった。 

娘が不倫の罪で刑罰を受けたことを父親はバタヴィアに戻ってからはじめて知った。かれがクーンに対

してどのような感情を抱いたのかを明らかにする記録は残っていないが、日曜日に教会へ礼拝に行くこと

をかれはボイコットするようになったらしい。 

バタヴィアの街中で恥と不名誉をさらしたサルチェを、父親はバタヴィアから去らせようと考えたようだ。１

９３２年５月２０日にＶＯＣの嘱託としてバタヴィアに勤めている３５歳のドイツ人プロテスタント牧師にサルチ

ェを嫁がせ、翌年に台湾のＶＯＣ基地に転勤する夫とともにサルチェを送り出した。サルチェは二度とバタ

ヴィアに戻らず、１６３６年に１９歳の若さで台湾の土となった。 

 

ところで、１６１９年のＶＯＣによるジャヤカルタ征服に先立って、中部ジャワに都を置くマタラム王国が西

ジャワの覇権を握ろうという意欲に燃えている状況にＶＯＣもバンテン王国も神経をとがらせていたことは既

述した。当時の中部東部ジャワの状況はどうなっていたのだろうか？ 

１６１９年にマタラム王国を率いていたのは後にスルタン・アグン(Sultan Agung)と通称されたラデン・マス・

ランサン(Raden Mas Rangsang)で、かれはパヌンバハン・ハニョクロクスモ(Panembahan Hanyakrakusuma)を

称号とした。そして１６２４年にマドゥラ島を支配下に置いてから、スルタン・アグン・スノパティ・イガラガ・ア

ブドゥラフマン(Sultan Agung Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman)に称号を変えた。分かりやすいように、最

初からスルタン・アグンで通しておく。 

１６１３年に２０歳でマタラム王国三代目の王位に就いたスルタン・アグンは、建国以来の念願になってい

るジャワ島平定の壮挙に着手する。当時の中部東部ジャワ一帯は、マジャパヒッ王国の遺制である諸領地

を支配するアディパティ(Adipati)たちの間で、覇権争奪の場になっていた。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３４）」（２０１７年０９月２６日） 

 

順繰りにバトンタッチされた王権をつかんだマタラム王国と、東ジャワのアディパティたちの盟主となった

スラバヤが天下を二分し、両連合軍が東と西に分かれて戦争を繰り返していた。 

マタラム王国が最初からオランダ人を敵視したわけではない。宗教上のミッションを背負って頭ごなしに

イスラムを滅ぼそうとする態度を最初からありありと示すポルトガル人とは異なり、そんなポルトガル人を倒

そうと攻めかかっているオランダ人は宗教よりも通商を優先している。商業上の利益があればムスリムとの

同盟も辞さないオランダ人をわが味方につけたなら、域内での軍事的優位は己の手中に落ちるだろう。 

時代の原理が弱肉強食だったとしても、互いのメリットを利用しあえる関係が作られる例は限りなくある。

マタラム王国にとっては、スラバヤを倒すためにオランダの兵器や軍事力を利用できないだろうかと考える

のが自然なあり方だった。そしてスラバヤが同じ思惑を抱くのも、当然だったのである。 

 

マタラム王国二代目の王、スリ・ススフナン・アディ・プラブ・ハニョクロワティ・スナパティ・イガラガ・マタラ
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ム(Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Senapati-ing-Ngalaga Mataram)の称号を持つマス・ジョラン(Mas 

Jolang)のときに繰り返し行われたスラバヤ出兵の中で、１６１３年にマタラム軍はスラバヤ周辺の水田に稔っ

た稲の収穫を阻むために稲を破壊しつくし、またスラバヤの西隣にあるグルシッ(Gresik)の町を襲って略奪

した。ＶＯＣはスラバヤから承認されてグルシッとジョルタン(Jortan)に交易所を設けていたから、マタラム軍

の略奪に巻き込まれてしまった。ＶＯＣ側はマタラム王国に苦情を申し入れ、交渉の結果、マタラム側はジ

ュパラ(Jepara)に交易所を開設することをＶＯＣに許可した。そこにマス・ジョランの思惑がからんでいたの

は、言をまたない。マス・ジョランは更にオランダ人と友好関係を築こうとして、当時マルクに置かれていた

ＶＯＣ総督館との間で交渉を続けた。マタラムとスラバヤの戦争が激化の一途をたどったため、ＶＯＣは１６

０２年に開いたグルシッの交易所を１６１５年に閉鎖している。 

 

スルタン・アグンは１６２１年スラバヤ攻略にＶＯＣを誘う交渉を行ったが、ＶＯＣはマタラムにもスラバヤに

も味方しようとしなかった。１６２５年、ついに宿敵スラバヤを自力で降したスルタン・アグンは次のターゲット

をジャワ島西部の支配者バンテン王国に絞る。だが、バンテン王国の手前にあるバタヴィアがどのような態

度を取るのかを明確にしておかなければ、バンテン出兵はできない。 

１６２８年４月、スルタン・アグンはトゥガル(Tegal)の領主キヤイ・ランガ(Kyai Rangga)をバタヴィアへの使

者に任じた。使者はスルタン殿下の口上を伝える。 

「マタラム王国が行うバンテン征服戦争に兵器と兵員を参加させなければ、バタヴィアは滅亡するであろ

う。」 

クーンは珍しく迷った。全ジャワを制覇するであろうマタラム王国に恩を売っておくことは、今後の通商や

食料調達に大きいメリットをもたらすにちがいない。だが、強大な王国ができあがるよりも、弱小王国が分裂

して互いに争いあう形にしておくほうが、かれらを支配下に置いて君臨するのに都合がよい。クーンは分割

統治原理を選択した。交渉は決裂し、使者はマタラムへ帰った。その報告を聞いたスタン・アグンはバタヴ

ィア攻撃を決意した。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３５）」（２０１７年０９月２７日） 

 

１６２８年８月２２日、カスティルに近い海上にジャワの船５９隻が出現した。ジャワ人武装兵や商人が５百

人ほど乗っている。カスティルの中は緊張に包まれた。小舟が一艘、城壁に近付くと、シャバンダルに告げ

た。「マタラムのスルタンがバタヴィアの生活用物資の取引を命じたので、カスティルの中庭で市を開きた

い。われわれは牛１５０頭、砂糖５千９百袋、ヤシの実２万６千６百個、米１万２千袋を持参している。中に入

るためにボームを通過する許可をもらいたい。」 

シャバンダルはクーンの判断を求めてから、翌日一隻ずつ順繰りにまず牛だけをおろさせるようジャワ人

に告げた。 

 

翌２３日、２０隻の船が順繰りに接岸して牛をおろした。他の船は沖で待つよう命じられたため、陸地に

接岸したのはその２０隻だけだった。カスティル守備隊の兵士百人が現場に出て警戒にあたった。この特

別市はたいへんな賑わいになり、バタヴィア住民は喜んだ。 
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２４日には別の２０隻がヤシ・砂糖・鶏・アヒルなどを運び込んだ。市は前日にも増しての賑わいだ。ジャ

ワ人たちは愛想よくふるまっている。 

すると７隻の船が新たにやってきて、マラッカへ行く用があるので通行許可証を出してほしい、と求め

た。 

ポルトガル人のアジア支配ネットワークの要の一つであるマラッカへ行くためにスンダ海峡からジャワ海

の一部で制海権を手に入れたバタヴィアに航海の許可を求めるというその理由をクーンは疑った。 

不穏な空気をかぎ取ったクーンはすぐにバタヴィア城市の外に設けた砦に緊急命令を発し、迎撃態勢

を敷かせた。案の定、夕方になると、マタラム船２０隻がバタヴィア城市から離れた陸地に押し寄せてきて、

大勢の兵士を上陸させた。マタラム兵の上陸は二波に渡って行われ、攻撃態勢を取ってカスティルに接近

してきたのである。 

それに呼応して、カスティル内で市を開いていたジャワ人が突然、警戒にあたっていた守備隊に襲い掛

かり、カスティル内を制圧しようとしたために戦闘が始まった。明け方近くになって、バタヴィア側は闖入者

の襲撃を抑え込むのに成功した。双方に多数の死傷者が出た。バタヴィアの町の住民も巻き添えをくい、

特に中国人の被害が多かった。 

カスティル内で起こった襲撃が成功していれば、上陸していたマタラム兵がバタヴィア城市に突入してき

て、バタヴィアは陥落していたかもしれない。いやもっと凄まじい大軍がバタヴィア城市になだれ込んでい

たかもしれないのだ。 

 

続く２５日、マタラム兵を運んできた船２７隻が姿を現したが陸地には接近して来ず、大砲の射程外の沖

合に投錨して陸地を静観している。一方バタヴィア城市の南方およそ１．５キロあまり離れた地区に、大兵

力のマタラム軍が到着して野営した。大量の戦旗がたなびき、喧騒が渦巻いているのが、城市の中でひし

ひしと感じられた。クンダル(Kendal)領主トゥムングン・バウレクサ(Tumenggung Bahureksa)率いるマタラム第

一軍がそれだ。町の住民の大半がカスティルの中に避難した。 

この大軍は３カ月かけて陸上を踏破してきた。マタラムの王都クルタ(Kerta)を発した軍勢は北上してジャ

ワ島北岸に至ると西に向かい、プカロガン(Pekalongan)～トゥガル(Tegal)～チレボン(Cirebon)を経由してか

ら西ジャワの内陸部に入り、スムダン(Sumedang)～チアンジュル(Cianjur)～パクアン(Pakuan = 今のボゴー

ル)を通ってチリウン川沿いにバタヴィアに近付いてきたのである。 

バタヴィアは一日で陥落させると豪語していたトゥムングン・バウレクサは、計略を用いた奇襲が失敗した

ことを知って残念がった。次の攻勢に出るための作戦計画を立てるにあたって、マタラム軍は敵の出方を

見るべく、随所で小規模な攻撃を繰り返してオランダ側の出撃を誘った。特にバタヴィア城市南東一帯で

の交戦を頻繁に起こした。マタラム兵は上半身裸で、はだしだったという。[ 続く ] 
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「バタヴィア港（３６）」（２０１７年０９月２８日） 

 

バタヴィア城市の東側に作られた城壁は今のチリウン川の西岸にあった。その城壁にはヘルダランド

(Gelderland)、ホランド(Holland)、ゼーランド(Zeeland)、フリスランド(Friesland)、フローニゲン(Groningen)と

名付けられた５つの堡塁が設けられ、さらに城壁の外側を川に沿っておよそ４百メートル南南東に下った

場所にホランディア(Hollandia)要塞が置かれた。そこは今の東ピナンシア(Pinangsia Timur)通りとパゲラン

ジャヤカルタ(Pangenran Jayakarta)通りにはさまれたエリアで、プラザグロドッ(Plaza Glodok)にほど近い。 

バタヴィアの急を聞いてバンテンとオンルスト島から救援部隊が駆け付け、兵員２百人が増強されたの

で、バタヴィアの兵力は５３０人になった。バタヴィア側はマタラム軍の糧食補給線を見つけ出して徹底的

に破壊しつくしたため、マタラムの大軍勢は食糧難に陥ってしまう。 

 

９月１０日、マタラム軍はバタヴィア城市の近くまで進出してきて、障害物を立て、砦を築き、布陣した。い

よいよ総攻撃の構えに入ったようだ。 

９月１２日、バタヴィア側が先制攻撃をかけた。１５０人のマスケット銃隊が城壁の上から援護する中、６５

人の精兵と多数の解放奴隷や中国人がマタラム側の陣地を攻撃した。マタラム兵４０人が倒され、他の３

百人ほどのマタラム兵は逃げ去った。解放奴隷は勇敢に戦い、中国人は手際よく略奪した、と書き残され

ている。 

９月２１日、攻城戦に必要な城壁を乗り越えるためのはしごや縄、壁を崩すための諸道具類、門を打ち

破るための巨木などの用意を整えたマタラム軍はホランディア要塞目指して大規模な攻撃をかけてきた。

壁をよじ登って突入する部隊を下から長銃隊が壁の上目がけて撃ち続けて援護する。だが、わずか２４人

の要塞守備隊は決死の防戦を続けて敵の侵入を防いだ。波状攻撃は一晩中繰り返されたが、要塞の壁

を超えることはできなかった。そのとき起こったのが、弾薬を使い果たした守備隊が糞尿を武器にしたという

エピソードだ。 

 

ホランディア要塞守備隊のハンス・マデレン(Hans Madelijn)軍曹は弾薬が尽きかけたとき狂気じみたこと

を考え付いた、と後世にヨーロッパで出版されたこのバタヴィア攻防戦を描いた書物は物語る。ドイツ生ま

れでそのときまだ２３歳のマデレン軍曹は、部下に肥壺を持ってくるように言いつけた。 

昔のヨーロッパ人の暮らしには、かれらが生活している場所に必ず肥壺が存在する。言い換えるなら、

かれらが生活している建物の中にトイレが存在しないのだ。その事実は昔バタヴィア政庁舎だった今のジ

ャカルタ歴史博物館を訪れてみればわかるだろう。建物内にトイレはないのである。同じことは、もっと南の

ガジャマダ通りにある国立公文書館(Gedung Arsip Nasional)にも言えるし、わたしがオーストラリアで数百

年を経た歴史遺産の大邸宅を訪れたときも、同じ事実を発見した。 

つまり毎日出てくるものは肥壺に溜め、いっぱいになったら捨てる、というのがかれらの日常生活だった

のだ。バタヴィアの町が縦横に走る運河を作ったのは洪水対策が第一義だったのだが、それの捨て場に

も使われるようになってしまった。路上に捨てられるよりはまだ文明的かもしれない。 

しかしその川や運河は、生活用水を得るための水源でもあるのだ。そのために疫病が蔓延し、バタヴィ

アはオランダ人の墓場という異名まで取る始末なのだから。総督は肥壺の中身を捨てる時間を制限した。

２２時まで捨ててはならず、午前４時以後も捨ててはいけない。こうして夜回りが２２時の時を打つと、各家
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庭は一斉に肥壺の中身を運河に流し入れるようになった。その瞬間バタヴィアの町に立ち込めた臭気を想

像してみていただきたい。それがバタヴィア生活だったのである。ホランディア要塞のマデレン軍曹にカメ

ラを戻そう。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３７）」（２０１７年０９月２９日） 

 

「弾薬が尽きても、これでまだまだ戦えるぞ。」 

そう言うなり軍曹は、その中身を城壁によじ登ってきているマタラム兵の頭上に振りかけたのだ。マタラム

兵は一瞬身体を硬直させたかと思うと、あわてて城壁を下り始めたではないか。逃げ散っていくマタラム兵

の間から“O, seytang orang Hollanda de bakkalay samma tay!”という叫び声が聞こえた、とその書物は述べ

ている。それが、インドネシアのローカル言語がはじめてヨーロッパの書物に活字となって取り上げられた

事始めではないかという歴史家の発言を付記しておこう。 

ちなみに seytang は現代インドネシア語では setan と表記され、bakkalay は berkelahi がそのような音に

聞こえたのではないかと思われるが、de については想像がつかない。現代インドネシア語に翻訳するなら、

"Oh, setan. Orang Belanda berkelahi sama tahi"となるだろう。Hollanda は言うまでもなくオランダのことで、

ポルトガル人の呼んだ Nederland の外名に由来している。インドネシアでは holanda, olanda, wolanda, 

bolanda, belanda と変化したようだ。その過渡期に日本語の中に定着したものとまったく同じものが見られる

のは面白い。 

要塞外壁一面が糞尿の海となり、壁にとりついていて糞尿の爆弾を浴びたマタラム兵は言うまでもなく、

支援のために壁の近くにいた者たちもしぶきを浴び、離れた場所にいた指揮官たちの中にもしぶきを受け

た者がいて、マタラム軍は結局その状態に耐えられなくなり、兵たちは自主的に野営地に戻りはじめた。野

営地に戻ると、近くの川に飛び込んで身を清めていたそうだ。ホランディア要塞へのマタラム軍の攻撃を撃

退したのがマデレン軍曹の糞尿作戦だったという正式な戦果判定がなされたのかどうかはよくわからない

が、戦後マデレン軍曹は少尉に昇進した。 

 

９月２２日、敵の戦意が低下したのを見たバタヴィア側が反撃に移る。兵員３百人と解放奴隷および中国

人百人が加わって、マタラム軍が敷いた陣構えの中に突入して行った。随所で凄まじい戦闘が展開され、

１千３百人近いマタラム兵が死に、３千人近い者が捕虜になった。捕虜の話を総合すると、まだ４千人近い

兵力があって、かれらはジャングルの中で食べ物を探しているそうだ。その日の戦闘でマタラム軍司令官ト

ゥムングン・バウレクサは戦死し、マタラム軍は四分五裂となった。 

ところが１０月に入ると、パゲラン・マンドゥラレジャ(Pangeran Mandurareja)の兄弟とウパ・サンタ(Upa 

Santa)およびトゥムングン・スラ・アグラグル(Tumenggung Sura Agulagul)率いる第二軍が到着した。マタラム

第一軍との戦争で武器弾薬が激減したバタヴィア側は震え上がった。やってきた１万人の大軍勢は第一

軍の残兵を集めて１万４千人に膨れ上がったのだ。 

第二軍が攻勢に出てくると、バタヴィア側は押され始めた。マタラム軍はバタヴィア城市を包囲して、攻

撃を継続する。多数のバタヴィア側兵士が死傷して抵抗力が大きく低下してしまい、陥落寸前の状況がや

ってきた。ところが、マルクから大救援部隊が到着したのである。ジャック・ルフェーブル(Jacques Lefebre)
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指揮下の大軍船団が２，８６６名の兵員と大量の武器弾薬をバタヴィアにもたらしたのだ。ＶＯＣ兵員４２０

人、ＶＯＣ職員３５０人、一般市民２００人、アンボン人を主体とする多数の使用人、という兵力になっていた

バタヴィアの戦闘力は、大幅に改善された。 

マルクからの救援部隊はその夜、海上に掃討船隊を出撃させ、河口周辺にいたマタラム軍帆船２５０隻

のうち２００隻を破壊した。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３８）」（２０１７年１０月０２日） 

 

翌日、ジャック・ルフェーブル指揮下の戦隊は、フリゲート船２隻、スコッチ７隻、１５０人の兵士を乗せた

輸送船などが川に乗り入れ、陸戦部隊を岸に下ろし、船からの砲撃を交えてマタラム軍に攻勢をかけた。

この水陸両面作戦はうまく行ったように見えたものの、大混戦の果てに陸上での戦闘はＶＯＣ側が押され

始めて、最終的にバタヴィア側が敗退した。マタラム側は２百人の死者を出し、一方バタヴィア側は数十人

が戦死したが、敗走したとき百丁を超えるマスケット銃がマタラム側の手に渡った。しかしそれがマタラム軍

の勝利に貢献することはなかった。 

 

ジャック・ルフェーブルがマルクから連れてきた戦闘軍団の中に、日本人傭兵隊もいた。かれらはある日、

押し寄せてくるマタラム軍の襲撃に立ちふさがり、多数の敵を斬り払いなぎ倒して敵部隊を潰走させるとい

う目覚ましい戦果をあげた。平戸のＶＯＣ商館は物産の交易のほかに、日本人傭兵のリクルートも行ってい

たのである。今で言う戦闘員の募集だろう。折しも当時の日本は全国を東西に二分する大戦争が持続的

に行われていた時期であり、劣勢に陥った側に属していた藩の中下級武士たちの間に南海に新天地を求

めようと考える者が出現する環境が醸成されていたように思われる。この時代はまだキリシタン追放が開始

される前であり、傭兵たちは自主的にオランダ人やイギリス人に自己の戦闘能力を売って雇用される道を

選択し、海を渡って行った。 

１６１１年にＶＯＣの船は平戸からバタヴィアに６８人の日本人を連れてきた。その中には職人もいたが、

戦闘員も大勢いた。１６１３年には３百人が運ばれてきた。クーン総督は平戸のＶＯＣ商館長に宛てて、もっ

とたくさん日本人戦士を送って来い、と指示している。だが１６２１年のバタヴィア住民明細の中に日本人は

３０人しか記載されていない。それは前年に７１人がマルクに移されているからだ。日本人傭兵はバタヴィ

アでなく、むしろはるかに大勢がマルクで働いていたように思われる。１６３２年のバタヴィア住民明細には

男４８人、女２４人、子供１１人、奴隷２５人の日本人がいたことが記録されている。それから５～６年後には

多数の日系混血者と肉親が故国から追放されて、バタヴィアの日系者人口は膨れ上がることになる。 

 

マタラム第二軍はバタヴィアへの攻撃を手控えるようになり、東・南・西に陣地を固めて包囲する作戦に

出た。そして乾季のため水量が減っているチリウン川の流れを一部バタヴィアに入れないようにしてバタヴ

ィアが得られる水量をもっと減らし、更にバタヴィアに流れ込む水には動物の死骸や汚物を大量に投げ込

んで、バタヴィア城市内に伝染病が蔓延する戦略をマタラム側は採ったのである。しかしバタヴィア側がマ

タラム軍の糧食補給線を破壊したため、その工事は緩慢にしか進捗しなかったようだ。 

それでもその作戦は完遂され、バタヴィア城市内に疫病が蔓延した。だがそれは諸刃の剣だったらしく、
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その作戦遂行を命じられた３千人のマタラム兵士の間にも疫病が流行して何百人もの死者を出してしまう。 

バタヴィア側は苦境に陥っているだろうと予想して、１１月２７日に４百人のマタラム兵士がホランディア要

塞に攻撃を仕掛けたが撃退され、更に人数を増やして再攻撃したものの、多数の戦死者を出し、一部の

兵士は逃げて行方をくらましてしまった。マタラム側には逃亡兵が増加し始めていた。もう雨季が始まって

いたのだ。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（３９）」（２０１７年１０月０３日） 

 

農民がほとんどを占めているマタラム兵士は、雨季の到来によって水田の世話を開始する時期が来たこ

とを思い出した。米の収穫がなければ、かれの一家は飢餓に直面することになるのである。 

一方、軍司令官にとっては、この土地に雨季が到来することは戦争継続を不可能にする最大要因となる。

チリウン川河口の低湿地帯はそこに直接降る雨ばかりか、遠く離れたボゴール丘陵に振る雨までもが流れ

込んでくる受け皿になっていて、冠水で足場が不安定になるだけでなく、軍事行動中に鉄砲水が襲ってく

れば戦争どころでなくなるからだ。こうなってしまえば、マタラム第二軍はむなしく引き上げるしかなくなって

くる。 

 

１２月１日、士気は落ち込み、攻撃の意欲も失われてしまったマタラム第二軍の司令官や上級幹部たち

を集めてトゥムングン・スラ・アグラグルが痛烈な批判を投げつけた。「お前たちが死ぬ気でここへ出陣して

きたようには思えない。このままおめおめとマタラムに戻っても、スルタン殿下のお怒りを蒙るのは間違いが

ない。マタラムで不名誉な死を賜るよりは、ここで戦士としての責任を全うするのが、名誉を重んじるマタラ

ム戦士の姿であろうぞ。」 

その言葉に反論する者はいなかった。トゥムングンが処刑の段取りをつけて実施したあと、マタラム軍は

最前線に構築した砦や防御壁を取り壊してから、東に向けて去って行った。 

１２月３日、静まり返ったマタラム側陣地を調べるために偵察隊がバタヴィア城市の外へ出た。そしてマタ

ラム軍が野営地を築いていた場所に接近して行ったが、敵兵はひとりも見当たらない。かなり開けた場所

に着いて、そこが敵の野営地であることを偵察隊は知った。その場所は今のマンガブサール (Mangga 

Besar)通りがグヌンサハリ(Gunung Sahari)通りにぶつかる少し手前のフサダ病院(RS Husada)のあるエリア

だ。そして偵察隊はそこで７４４の死体が散らばっているのを発見した。首をはねられた者、銃殺された者、

刀槍で生命を奪われた者などが混在していたそうだ。 

 

スルタン・アグンは翌年のバタヴィア再進攻を計画した。第一回進攻が圧倒的な火力差によって不本意

な結果に終わったことを十分反省したスルタンは、可能な限り多くの銃砲を集めて投入する方針を立てた。

兵力の差によらず、兵器の威力の差で戦争の形勢が決まるという、まったく新たな時代の到来をスルタン・

アグンは実感したにちがいない。スルタンが調達させた真鍮製の新型砲は射程距離も長く、弾着も正確だ

った。 

また前回の失敗に懲りたマタラム軍は糧食や弾薬の補給も前回より効果的なものにするべく、検討を重

ねた結果、トゥガル(Tegal)とチレボン(Cirebon)に米や火薬・砲弾を集めて補給中継基地にし、また穀倉地
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帯であるカラワン(Karawang)にも食糧補給基地を置いた。各地で収穫を終えた米や買い入れた火薬・砲弾

がジャワ島北岸沿いに船でその二カ所に集められた。 

クーンはスルタン・アグンの心中を知る由もなかったものの、再進攻の可能性は十分にあると考えていた。

当然、バタヴィアの防衛力はそれに備えて強化された。しかしマタラム軍が進撃してくる時期が８月から１２

月の間だろうということは、クーンに読めていた。 

米の栽培と収穫および雨季の到来という要素がそれを決めていることをクーンは理解していたのだ。

[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４０）」（２０１７年１０月０４日） 

 

１６２９年６月２０日、ワルガと名乗るマタラム王国の使者が何人もの部下を率いてバタヴィアを訪れた。ワ

ルガの口上によれば、「スルタン・アグンは昨年の進攻を謝罪し、バタヴィアのために米を今トゥガルに集め

ているところであり、それを脱穀してからバタヴィアに運んでくるので、また市を開くことを許可してほしい。

バタヴィアとマタラムはこのように友好関係を維持できるのだから、相互の繁栄のために手を結び、今計画

しているバンテン征服作戦にバタヴィアも参加し、バンテンを支配下に置こうではないか。」という話だった。

クーンは色よい返事をしなかった。 

ワルガと部下たちは何日もカスティル内に泊まり込み、引き上げる気配を示さない。クーンが共同軍事行

動を拒否したというのに、ワルガはクーンを説得しようとして、連日のようにしつこくクーンに接近した。その

うちに、ワルガの部下たちがカスティル内の構造や兵力を探っている気配が感じられるようになった。 

 

そんなある日、総督諜報隊が放っている諜報員からの報告がクーンに届いた。マタラムはトゥガルとプカ

ロガンやチレボンに米や軍需物資を集積中であり、それは今年バタヴィアに進撃してくるマタラム軍勢のた

めのものである、というのが報告内容だ。その裏付けを取るためにワルガの一党を捕らえて締め上げるよう、

クーンは部下に命じた。すぐにカスティル守備隊が全員を捕縛し、尋問が開始される。そしてワルガの部下

のひとりが、その報告が正しいことを自白したのだ。 

クーンはすぐに海上部隊に出撃命令を出した。陸戦部隊を乗せてトゥガルを攻撃せよ。突然襲来したＶ

ＯＣ船隊によってトゥガルの港に集まっていたジャワの船２百隻は片端から沈められ、陸戦部隊は上陸して

トゥガルの家々４百軒および米蔵や倉庫などをすべて焼き払った。部隊はバタヴィアへの帰還途上で、チ

レボンに立ち寄って同じことをした。そうしてから、バタヴィアの軍勢はマタラム軍の進攻を手ぐすね引いて

待ち構えたのである。 

 

ウクル(Ukur = 今のバンドン)とスムダン(Sumedang)の軍勢を率いるウクルのアディパティを第一軍、ジュ

ミナ(Juminah = 今の Kaliwungu, Kendal)のアディパティを総大将、プルバヤ(Purbaya = 今の Tegal)のアデ

ィパティをその補佐とする第二軍という総兵力１万４千人の大軍が１６２９年５月と６月に分かれてマタラムの

王都クルタ(Kerta)を進発した。 

色とりどりの軍装と旌旗に飾られた騎馬隊の長い列が先頭を行き、続いて刀槍や斧をきらめかせた兵士

の波が絶えることなく続々と進む。さらに数え切れないほどの大砲や重い弾薬類あるいは軍用物資を積ん
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だ荷車が何台も何台も象に引かれてそのあとに続いた。太鼓や銅鑼が響き、吹き鳴らされるラッパや笛の

音が威勢を盛り立てた。 

 

大軍団は今のヨグヤカルタにあるクルタを出ると北上してプカロガンに達し、ジャワ島北岸沿いにトゥガ

ル～チレボンと進んだあと左に折れて内陸部に入り、スムダン～チアンジュル～パクアン(Pakuan = 今の

ボゴール)を経てチリウン川沿いに北上した。９０日間の道程を踏破した軍勢は１６２９年８月３１日カスティ

ルからおよそ１０キロ南東に離れた場所に到着して本陣を構えた。そこはチリウン川の本流沿いにある樹木

と原野の無人の地であり、スンダ王国時代から既に開けていたジャティヌガラに近い場所だ。ジャティヌガ

ラにはクーンに追い払われたパゲラン・ジャヤカルタの一党が住み着いている。マタラム軍が本陣を敷いた

その土地が今マトラマン(Matraman)という地名で呼ばれているのは、この１６２９年の故事に由来しているた

めだと言われている。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４１）」（２０１７年１０月０５日） 

 

９月に入るとマタラム軍は、またバタヴィア城市の東・南・西に陣地を構築して包囲した。土を盛り、木や

竹で柵や遮蔽物を作り、塹壕を掘った。更に大量の大砲を並べて砲列を敷き、バタヴィアに砲弾を降り注

いだ。バタヴィア住民はまたカスティルに避難したが、砲声と空中で唸る弾丸の音に生きた心地もなかった

ようだ。城市の中を砲弾が荒れ狂い、多くの建物が破壊されたり燃えたりして大きい損害を出した。 

ホランディア要塞に向けて塹壕を掘り進んできたマタラム軍は、９月８日に要塞に対して集中攻撃をかけ

た。砲弾の集中攻撃を浴びて、ホランディア要塞は陥落した。マタラム軍は続いて攻撃の矛先をボンメル

(Bommel)要塞に向ける。マタラム兵が中に侵入して要塞の大門を開こうとしたが、要塞守備隊の一斉射撃

を受けて全滅した。ボンメル要塞の守備は堅く、なかなかホランディア要塞のようには行かない。 

後に１６３６年から１６４５年まで、それまでの総督在任期間の最長記録を作った第９代総督アントニオ・フ

ァン・ディーメンは当時３６歳で、かれは一隊を指揮してマタラム軍に対抗し、押し寄せてくる敵兵を押し返

す戦果を挙げた。その後、それに倣ってマタラム軍への攻撃が盛んに行われるようになったものの、戦果

をあげた出撃ばかりでもなく、中には損害の方が大きい戦闘も少なくなかった。戦況はバタヴィア側が押さ

れ気味だったようだが、その防戦にバタヴィア側はよく耐えた。 

 

９月２０日になって、マタラム軍は突然ウエスプ(Weesp)要塞に総攻撃をかけてきた。大乱戦となり、最初

は押されていたバタヴィア側も時間の経過とともに盛り返しはじめ、最終的にはマタラム軍を敗走させるの

に成功した。大勢のマタラム兵が力尽きて捕虜になった。食糧不足の深刻さがその日の戦闘の結果を左

右したようだ。バタヴィア側にも食糧が潤沢にあったわけではないのだが、はるかに大人数のマタラム側が

トゥガルとチレボンの米蔵を焼き払われているのである。 

ところが降参して武器を捨てたマタラム兵は１千人を超えていた。バタヴィア側上層部から現場の部隊

指揮官に指令が飛んだ。「マタラム兵は捕虜にせず、解放せよ。」捕虜の監視と食糧支給がたいへんなこ

とになるのは目に見えているのだ。捕虜になったら食べ物にありつけると思っていたマタラム兵はきっとが

っかりしたにちがいない。 



バタヴィア港 西祥郎作 

15 

 

９月２２日、マタラム軍は１６９個の砲弾をバタヴィア城市内に雨あられと降り注いだ。しかし突入部隊によ

る攻撃はまったく行われなかった。敵の様子を見ていたバタヴィア側は、応射するのをやめた。どうやら敵

は残った弾薬を使い果たそうとしているようだ。 

案の定、バタヴィア城市を包囲する形で設けられていたマタラム軍の前線砦はどんどん取り壊され、そ

れが終わるとかれらはマトラマン方面に撤退して行った。バタヴィア側はその奇妙な事態を幸運だと思った

もかもしれないが、実はそれどころでなくなっていたのだ。ヤン・ピーテルスゾーン・クーン総督が９月２１日

の夜に急死したのである。 

死因はコレラとも赤痢とも言われ、あるいは急性胃腸炎と述べているものもあれば、乱戦の中でマタラム

兵に首をはねられたというものがあり、さらにはマタラム側の隠密作戦で連れ去られ、最後に首を取られた

という説まで、百花繚乱になっている。インドネシア語情報の中に、クーンは９月２０日に死んだと述べられ

ているものが多いのは、その日行われた総攻撃による乱戦がマタラム兵にクーンを倒す機会を与えたよう

なイメージを誘っているからではないかという気がわたしにはする。そしてその説の結末は、クーンの首が

イモギリにあるマタラム王家の墳墓の入り口階段の下に埋められ、王家の墓参に来るすべての者がクーン

の首を足で踏みつけているのだ、という話に行き着くのである。 

一方ＶＯＣの記録では、クーンは２１日夜に病気のため死亡し、翌２２日に盛大な葬儀が催されたことに

なっている。マタラム軍が撃ち出す砲弾が降ってくる中で、十七人会がその支出額に顔をしかめたほど盛

大な葬儀が行われて、以後バタヴィアで行われる総督葬儀が華美で贅を尽くしたものになる前例が作られ

た。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４２）」（２０１７年１０月０６日） 

 

当時の慣習では、高位高官・社会的有力者の墓は教会の庭に設けられることになっており、たいていの

教会は裏庭が墓地だったそうだ。またその墓は一家一族の墓であるため、その本人だけがそこに埋められ

たわけでもない。 

１６２９年９月２２日の葬儀はバタヴィア政庁舎で営まれ、クーンの遺体は政庁舎の庭に埋葬された。とい

うのも、政庁舎左側に建てられていた教会はマタラム軍のバタヴィア進攻で焼け落ちていたからだ。 

 

１６３１年にチリウン川をまっすぐにする改修工事が行われてその名前がカリブサールと改称されてから、

区画の広がったその場所にバタヴィアの中央教会とでも呼ばれるべき位置を占めるオランダ教会

(Hollandse Kerk)が建てられた。しかしオランダから新しいパイプオルガンがもたらされ、その収納の必要性

を機会にさまざまな不都合が取り沙汰されたあげく大改装が決議され、１７３２年にオランダ教会は歴史の

幕を閉じた。１７３６年にデザインが一新された教会が誕生し、改装後のものは新オランダ教会 (Nieuwe 

Hollandse Kerk)あるいは大オランダ教会(Grote Hollandse Kerk)、昔のものは旧オランダ教会(Oude 

Hollandse Kerk)という名称で区別されるようになる。 

ところが１７８０年に起こった大地震でバタヴィアの街は大きな被害を蒙り、新オランダ教会もひび割れが

入って構造上危険な状態に陥ってしまう。バタヴィアの街は、オランダの記録によれば１６９９年、１７８０年、
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１８８３年に大型地震の被害を受けている。１６９９年の地震はボゴール山系のサラッ(Salak)山噴火、１８８３

年はスンダ海峡のクラカタウ(Krakatau)山噴火と言われているが、１７８０年の震源が何なのかは定説がな

いようだ。 

ともあれ、ナポレオンの支配下に落ちたオランダがジャワ島をイギリスに奪われないようにと繰り出してき

たエースである第３３代のウイレム・ヘルマン・ダンデルス総督が行った対英戦のための軍事インフラ改善

の中で、その新オランダ教会も取り壊しの対象にされてしまったのである。 

ダンデルスが行ったインフラ改善の代表的なものは、ジャワ島西端のアニエル(Anyer)から東端にほど近

いパナルカン(Panarukan)までを結ぶ大郵便道路(De Grote Postweg = Jalan Raya Pos)の建設だろうが、そ

れに次いでバタヴィアの街を外敵の侵略から防いできたカスティルと街外郭の城壁撤去をあげることがで

きるだろう。英軍の侵攻に対する防衛線たるべきそれらの城壁を破壊するという発想が分かりにくいかもし

れないが、ダンデルスが考えたのは城壁や石垣が敵の侵略を防ぐのではないという原理ではなかったろう

か。敵の侵略を防ぐのはあくまでも人間と人間が使う兵器であり、バタヴィアにある時代遅れの兵器では英

軍の新鋭兵器と太刀打ちできるものでなく、バタヴィアはやすやすと英軍に奪われてしまうにちがいない。

英軍が新鋭兵器をカスティルや城壁の中に持ち込めば、フランス＝オランダ側にとってその奪回はたいへ

ん困難になるだろう。だから英軍に奪われないようにするには、それらを無くすにしかず、というのがその発

想だったように思われるのである。 

ところで余談かもしれないが、アニエル～パナルカン１千キロの大郵便道路の東端がジャワ島東端のバ

ニュワギでなく、シトゥボンドの町の西側に接する小さな港町であったことに不審を抱くひとは多いかもしれ

ない。それは当時、ジャワ島とバリ島を結ぶ交通路が今のようなバリ海峡越えでなく、パナルカンとバリ島の

シガラジャ(Singaraja)を結ぶジャワ海～バリ海を経由する航路を幹線にしていたためだ。つまり当時はシガ

ラジャがバリ島の表玄関になっていたということだ。オランダ教会に話を戻そう。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４３）」（２０１７年１０月０９日） 

 

１８０８年ごろに新オランダ教会が取り壊されてから、そこにはもう教会が建てられなくなった。バタヴィア

の街の中心が既にウエルテフレーデンに移ってしまい、そんな場所にある教会に人がやってくることがもは

や期待できなくなっていたにちがいない。 

その後１８５７年にジオウエリー(Geo Wehry & Co.)社が土地の使用許可を得て事務所と倉庫を建てて使

っていた。今その地所にある建物はワヤン博物館になっているのだが、その建物は１９１２年に建てられた

もののようだ。 

１９３８年になって、バタヴィア芸術科学ソサエティ (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen)がその建物を買い取ってしばらく使用したあと、博物館を管理する財団に寄贈されて１９３

９年１２月２２日に古バタヴィア博物館(De Oude Bata-viasche Museum)としてオープンした。そして最終的

にインドネシア共和国に引き継がれて、１９７５年８月１３日にワヤン博物館としてオープンしている。 

 

それがこのオランダ教会の歴史だが、バタヴィア政庁舎の庭に埋葬されたクーンはその後、オランダ教

会が出来上がるとその庭に移された。ところが、新オランダ教会が取り壊されたとき、教会の墓地がどうなっ
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たのかを公式に説明している記録が存在しないのである。ある情報では、墓の多くは他の場所に移された

と述べられているというのに、現在のワヤン博物館にはクーンの墓なるものが存在している。 

その一方で、まったく別の場所で見つかったものがクーンの骨だと主張する声もある。１８２８年１月２４日

にオープンしたジャワ銀行(De Javasche Bank)が建設されたとき、１６４１年以来その地所に昔からあった病

院(Binnen hospital) が取り壊されて整地された。そのとき、土中に埋まっていた人骨とボタンが発見され、

それは新オランダ教会から移されたクーンの骨だと主張するひとびとがいた。 

その地所はバタヴィア城市の内側で南縁の城壁に接し、カリブサールとの角地になっているところで、そ

こは現在、マンディリ銀行博物館になっている。 

 

クーンの遺体がどこに埋められたのかという問題は、いまだに歴史家の間で議論の的になっているミス

テリーだ。一方、クーンの銅像がバタヴィアのワーテルロープレーンに１８７６年建立されたが、その巨大な

銅像は日本軍によって鋳溶かされてしまった。１９４３年３月７日、銅像を台座から引き下ろす作業が行わ

れ、インドネシア人作業者らが銅像にかけたロープを引っ張って台座からゆっくりと下ろしているところを映

した映像をユーチューブで見ることができる。 

クーンの故郷であるホールンでも１８９３年に故郷の偉人として市庁舎前広場に銅像が建てられていた。

ところが時代が変化してしまったのだろう、マルクのバンダ島でかれが命じた大虐殺の歴史を知ったホー

ルン市民たちが「偉人としてふさわしくない」「オランダ人として恥ずかしい」といった批判を加えて賛否両

論が盛り上がっていたとき、２０１１年８月１６日にけん引トラックがクーンの銅像に強く衝突したため像は台

座から転落して大破した。それが意図的なものだったのかどうかについて触れている報道は見当たらない。

１６２９年９月２２日のバタヴィアから大きく離れてしまったから、急いで戻ろう。 

[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４４）」（２０１７年１０月１０日） 

 

１６２８年１６２９年のバタヴィア進攻は、二度とも勝敗がつかないままマタラム軍が引き上げて行ったとい

うように見える。１６２８年は雨将軍の到来にマタラムが敗れたということなのだろうが、１６２９年は一体どうし

てマタラム軍が戦争をやめて帰還して行ったのだろうか？凄まじい火力を擁したマタラム軍がわずか半月

ほどの戦争でバタヴィアの街を瓦礫だらけにし、オランダ人を圧迫していたというのに、クーンが死去すると

突然撤退して行ったことの裏側に、どういう理由があったのだろうか？ 

インドネシアの歴史家の論調はすべからく、マタラムが敗れたと評している。しかしその第二次侵攻を敗

戦と呼ぶのは、正当なのだろうか？言い換えるなら、ジュミナのアディパティ以下の遠征軍司令部が「自分

たちは敗れた」という意識でマタラムへ帰還して行ったのかどうかというポイントにわたしは注目している。 

加えて、戦後の動きを見ても、言われている論評とどうも一致していないような風情が感じられるのである。

１６３０年には、マタラムとバタヴィアの間で戦後談判が行われた。 

 

ジャック・スぺクス総督はスルタン・アグンに対してあくまでも強い姿勢を取った。いわゆる高飛車に出る

というやつだ。スルタン・アグンは怒りをたぎらせ、もう一回遠征軍を派遣して今度はバタヴィアを軍事占領
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し、オランダ人を踏みにじってやる、と決意したそうだ。そして第三次侵攻の準備に取り掛かった。 

マタラム側の準備がジャワ島北岸地帯で開始されたという諜報隊からの情報を得たスぺクス総督は強力

なＶＯＣ船隊を出撃させ、バタヴィアの東側にあるジャワの海岸線を総なめにするよう命じた。船隊はジャワ

の船を見つけると片端から撃ち沈め、町という町を襲撃して焼き払った。その結果ジャワの民衆にオランダ

人とオランダ人に協力するプリブミに対する深い憎しみが植え付けられ、バタヴィア城市の壁から外へ出た

オランダ人や農園作業を命じられたプリブミたちが城市から離れた場所で襲われて殺されるという事件が

頻発するようになる。 

一方スルタン・アグンの方も、遠征軍派遣を支えるための経済力が落ち込んでしまい、第三次侵攻が実

質的に不可能になったばかりか、支配下にあった諸領地のアディパティに対する統制力も低下していった。

かれにとっては苦難の時代が幕を開いたということだろう。バタヴィア城市の外を覆っていた不穏な空気は、

その後ＶＯＣがマタラム王国を政治的に支配するようになってから徐々に鎮静化していき、南へ向かっての

バタヴィアの発展が本格化していくのである。 

 

第二次侵攻がクーンの死で終わりを告げたのは、当時の常識として、戦争している敵国の王あるいは支

配者の死が敗戦を意味していたのではないかという推測を招くものだ。この時代は普通、王が絶対君主な

のであり、軍隊は王が戦争を命じるから戦争しているという趣が強い。そうであるなら、王の死は軍隊が行

っている戦争の根拠を消滅させることになる。 

もうひとつのポイントは王位継承問題であり、たとえ皇太子／王位継承者が前から決まっていてさえ、頻

繁に内紛へと発展していく傾向を見るなら、王が死んだ敵国の後継者問題に戦争に勝った側が介入して

敗れた側の宮廷内人事権を握ってしまうということも起こりえたにちがいない。そういったいくつかの要素が

戦後談判の内容を決めていたのではあるまいか。だから戦争中に敵の王が死ねば、更に敵の軍隊を壊滅

させるまで撃ち進んで行く必要はなくなり、その先は戦後談判という外交にまかせて軍隊は帰還すればよ

いということになっていてもおかしくはない。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４５）」（２０１７年１０月１１日） 

 

もちろんこれは当時のジャワ島という、すべてが絶対君主である王国間の覇権争奪の場であったからこ

そ、軍事上の常識になっていたと推測できることだ。バタヴィアのＶＯＣがジャカトラ王国を名乗っていたの

が事実であるとするなら、ジュミナのアディパティ以下第二次遠征軍司令部は疑いもなくその常識を適用し、

半月間の戦闘の成果を土産にマタラムに帰還したのかもしれない。だが、ジャカトラ王国は看板に偽りがあ

ったのである。 

バタヴィアに作られた体制は、絶対君主である王という最高支配者がひとりですべてを決定する組織で

なく、オランダにあるＶＯＣ本社の命令を実現させるための会社組織だった。王国と会社が構造やビヘイビ

アに大違いであることは、現代人であればわかるだろう。しかしスルタン・アグンの時代に会社というものの

知識と理解を持っている人間がジャワ島にどれだけいただろうか？ましてや会社を名乗らず、王国という看

板を掲げていたのであれば、マタラム王国第二次遠征軍司令部がどのような判断を下していくかは想像に

余りあることだったにちがいない。 
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オランダＶＯＣが１６１９年からバタヴィアの街を築きはじめた時、最初はチリウン川東岸部の建設から着

手され、元々ジャヤカルタの町だった西岸部は更地にされたまま、後回しにされた。というのも、東岸部に

カスティルが建てられたのだから、そちらから手を着けて行くのが順当なはずだ。 

カスティルは濠で囲まれてヨーロッパ風の水城 (waterkasteel)になり、北は直接海に接する海門

(Waterpoort)、南は陸地側に開かれた陸門(Landpoort)が作られて、陸門と対岸の陸地までは長い橋で結

ばれた。カスティルの濠に接する陸地側は街区と濠で隔てられた空き地で、空き地と街区を隔てていたそ

の濠はオウデマークフラフツ(Oudemarkgracht)と名付けられたが、今は既に埋め立てられて東ヌラヤン通り

(Jl. Nelayan Timur)になっている。 

カスティルの陸門から空き地を越えて街区に入ると一路南に進むプリンセンストラート(Prinsenstraat)に

つながり、その先端はバタヴィア政庁舎(Stadhuis van Batavia)前の広場入り口に突き当たる。このプリンセ

ンストラートがバタヴィアの儀典道路だったわけだ。今ではプリンセンストラートがチュンケ通り(Jl. Cengkeh)

に名を変え、チュンケ通りがジャカルタ歴史博物館前のファタヒラ公園(Taman Fatahillah)に突き当たる形

のまま残されており、地形的な変化は何も起こっていない。 

言うまでもなく、この一帯がバタヴィアの治政を率いるひとびとの居住地区であり、今で言うエリート住宅

街に相当していた。後にバタヴィアの一般庶民が住むようになるのはチリウン川西の旧ジャヤカルタの町で、

北から南に下っていくほどランクが下がった。旧ジャヤカルタの町の南西どん詰まりの地区はオランダ時代

末期まで Kampung Miskin と呼ばれていたそうだ。 

 

街区の建設はそうだったが、バタヴィアはジャヤカルタの港をそのまま引き継いだようだ。先に述べたよう

に、スンダクラパ港のゲートからまっすぐ南へ下ってくるクラプ通りと更に南へ一路タマンファタヒラを目指し

て下るトンコル通り、そして西から運河沿いに東進してくるパキン通りの三本の道路が形成する三叉路の少

し西にある橋の下が当時のチリウン川河口だったのである。河口の西側は少し海に突き出しており、ジャヤ

カルタはそこに税関や港務事務所を置いて通商港湾管理を行っていた。その関門の通過を許された船が

チリウン川本流に乗り入れて、パゲラン・ジャヤカルタの宮殿やパサルに進むことができた。税関を意味す

るパベアン(pabean)をオランダ人はパエプヤン(Paep Jan)と呼び、ジャヤカルタの通商港湾管理地区をパエ

プヤンの地と称した。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４６）」（２０１７年１０月１２日） 

 

オランダ人も同じようにしてパエプヤンの地で通商港湾管理を行ったが、防衛機能は強化した。河口突

端には砲台を設け、接近してくる敵船をカスティルと連携して挟撃できるようにした。そこから更に西側の、

海に向かって陸地の最北端に当たる場所にも小型要塞を構築し、それはバタヴィア城市を取り巻く外壁と

一体化させられた。その最北端の小型要塞はゼーブルフ(Zeeburg)要塞と名付けられた。 

河口すぐそばの砲台は後に１６４５年になって第９代総督アントニオ・ファン・ディーメンが更に強力な要

塞に改修させたため、かれの出生地にちなんでキュレンボルフ(Culem-borg)要塞と命名された。このキュ

レンボルフ要塞が現在ムナラシャバンダル(Menara Syahbandar)という名称で観光スポットになっている建
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物がある場所で、海洋博物館とは目と鼻の先だ。 

１６３６年に総督に就任したアントニオ・ファン・ディーメンはポルトガルのアジア経営の柱のひとつだった

マラッカを１６４１年に奪取してポルトガルの南海における勢力を骨抜きにするなど、バタヴィアを拠点とす

るＶＯＣのアジアにおける勢力を圧倒的なものに押し上げて黄金時代を築いた人物だ。かれはヤン・ピー

テルスゾーン・クーンに見出された有為の青年であり、その薫陶を大いに受けたにちがいない。かれがク

ーンの再来と謳われたのは、単にかれがクーン型の考え方や行動を示したということだけでなく、かれがク

ーンの抱いた理想の実現にまい進したことまで含めてのものであるにちがいない。 

ディーメンはタスマンに命じて南方海域探査を行わせ、タスマンはタスマニア島・オーストラリア・ニュー

ジーランドの大部分の海岸線を記録して帰った。オーストラリア大陸のかなり正確な地図がヨーロッパに登

場した時、その大陸はファン・ディーメンランドと記されていたそうだ。 

 

ムナラシャバンダルと呼ばれている建物は高さ１２メートルほどの３階建ての四角い塔で、周辺には３５０

年前の大砲まで置かれて自己主張しているのだから、周りを歩いてみればたしかに要塞だったことがわか

る。キュレンボルフ要塞が解体撤去されたのは、ダンデルスが行ったカスティルや街外郭の城壁撤去の一

環としてのものだ。というのも、１８００年ごろになると陸地は既に８百メートルほど沖合まで伸び、その先の

突堤まで含めてハーフェンカナールが１キロ以上の長さになっていたのだから、カスティルもキュレンボル

フ要塞も元々持たされていた軍事機能が失われてしまい、アナクロニズムのシンボルと判断されておかしく

ない立場に追いやられていたのも確かだろう。 

キュレンボルフ要塞が消滅した後、１８３９年になってその場所に見張り塔(Uitkijk)が建設された。それが

今のムナラシャバンダルだ。パエプヤンの地における通商港湾管理は続けられており、１キロ以上離れた

泊地で入港を待っている船への指示の旗を立て、また泊地の状況を観察するのに、新たな見張り塔が必

要になったにちがいない。港務業務の一部もこの見張り塔で行われた。 

しかし１８８５年末にタンジュンプリオッ港が完成したことで、バタヴィアのメインポートは移転することにな

る。それに伴って、見張り塔もお役御免になってしまった。その後暫定的に天体観測に使われたこともあっ

たが、長続きしなかった。 

 

ムナラシャバンダルから５０メートルほどの距離に、全長１６０メートルほどの長い建物がある。これが海洋

博物館(Museum Bahari)だ。この建物は１６５２年から百年以上もの間、何度も建築や改修の行われた倉庫

群で、オランダ時代は西岸倉庫群(Westzijdsche Pakhuizen)と呼ばれていた。この建物は既述のＶＯＣ造

船所と同じように、分厚いチークの板や丸太がふんだんに使われている頑丈で贅沢な建築物であり、その

雰囲気に浸るだけで往時のＶＯＣの栄華を肌に感じることができる。 

バタヴィア時代の初期から、この倉庫に蓄えられたスパイス・茶・コーヒー・銅・錫・布類などがキュレンボ

ルフ要塞近くまで寄せてきた商船の船倉に積み込まれ、軍船の護衛が付けられた商船隊がアムステルダ

ムへ出帆して行った。きわめて接近した位置に建てられているのは、その便宜のためにちがいない。日本

軍政期には、この倉庫に軍需物資が保管されていたらしい。独立後もしばらくは国有事業体が倉庫として

使っていたが、歴史的文化遺産に指定されてからは海洋博物館となって１９７７年７月７日にオープンした。

[ 続く ] 
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「バタヴィア港（４７）」（２０１７年１０月１３日） 

 

１６１９年にバタヴィアの街の建設が開始されたとき、チリウン川西岸部の町作りは後回しにされたが、い

くつかの重要な施設はすぐに川沿いに作られた。たとえばＶＯＣ造船所(Timmerwerf der compagnie)は１６

３２年に設けられている。この施設も１８０９年に閉鎖された。またチリウン川西岸沿いのバタヴィア城市の中

央辺りで、荷役作業を行う場所が用意されていたようだ。それらの海事のための施設だけは、早い時期に

建設されていた。 

パエプヤンの地には、船からバタヴィアへ上陸するための上陸場所(Landingplaats)が設置され、上陸し

たひとびとが休憩や宿泊するための施設がゼーブルフ要塞の脇に作られた。その建物は正方形をしてい

たためにフィルカンツ(Vierkant)と呼ばれたが、迎賓館(Huis van Generalen ontvang)とも呼ばれた。そこは

元々ジャヤカルタ時代に税関業務が行われていた場所であるため、フィルカンツを税関と呼んでいる記述

もある。たしかにバタヴィアの税関吏もそこに住んだようだ。 

ＶＯＣやオランダ植民地政庁の高官たちがバタヴィアに到着すると、時間によるが迎賓館で一泊し、翌

朝仕立てられた馬車でバタヴィア市内に向かった。しかし下っ端職員や兵隊たちには、はなはだ評判の悪

い場所だったらしい。 

長い船旅のあと、やっと上陸したというのに、フィルカンツの休憩室や外の付近一帯で長い時間待たさ

れ、暑い室内にいたたまれずに外に出てみれば湿地帯のよどんだ水が腐敗臭を漂わせてくる。そしてや

っとバタヴィアの街中に入れる許可が出れば、そこから徒歩でワーテルロープレーンまで歩かされる始末

だ。海洋博物館前からバンテン広場まで歩いてみれば、かれらの苦情が実体験できるにちがいない。フィ

ルカンツはＶＯＣが滅びるころに姿を消したらしい。 

 

キュレンボルフ要塞から南にカリブサール西岸をたどると、１６３２年に稼働を始めたＶＯＣ造船所がある。

造船所の北側、今のカリパキンが流れている場所には造船所の倉庫があったが、１９８１年ごろにそのカリ

パキン運河を建設するために取り壊された。造船所の南側につながっている建物は港務事務所で、パエ

プヤンの地から業務場所がこちらへ移された。 

 

造船所の更に南側の大きい建物は税関事務所で、１８３４年にオープンした。多分、港務事務所の移転

と同じタイミングではないかと推測される。この税関はオランダ語でフローテボーム(de Groote Boom)と呼ば

れ、貨物船で運ばれる貨物の通関と関税徴収の業務を行った。入国者が手荷物として持ってくるものの通

関と関税徴収はクレイネボーム(de Kleine Boom)と呼ばれる役所の業務であり、税関業務でも取り扱う役所

が分かれていた。 

そこから更に百メートルほど下ると、跳ね橋がある。バタヴィア時代に作られた跳ね橋で現存している唯

一のものだ。コタインタン橋(Jembatan Kota Intan)という美しい名前で呼ばれているこの橋も、１６２８年に作

られて以来、バタヴィア時代に何度も改修が行われてきた。コタインタンという名前はカスティルの南西に

設けられた塔につけられたダイアモンドの名称に由来している。東ヌラヤン通り一帯の地区名称が今でも

コタインタンと呼ばれており、それに因んだもののようだ。 

この橋はかつてさまざまな名称で呼ばれてきたらしい。最初はイギリス橋(Engelse Brug)と呼ばれた。ジャ
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ヤカルタ時代のできごとを思い出していただきたい。近辺の故事来歴にちなんでの命名なのだろう。マタラ

ム軍侵攻で破壊された後の１６３０年に改修されてからはニワトリ市場橋(Hoenderpasarburg)と呼ばれた。近

くにニワトリ市場があったという説明になっているのだが、異説では売春婦のたまり場だったという話もあ

る。 

１６５５年に木の橋から石の橋に変えられて、中央橋(Het Middelpunt Burg)と変わり、更には女王陛下に

敬意を示して名前が変わったりした。Wilhelmina Brug や Ophaalsbrug Juliana といったように。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４８）」（２０１７年１０月１６日） 

 

さて、昔のチリウン河口からハーフェンカナールが１．３キロ沖合まで伸びて行ったいま、ハーフェンカナ

ールの根元部分にある船溜まりにはキュレンボルフ要塞の北側に突き出た半島ができている。パサルイカ

ン(Pasar Ikan)と呼ばれている地区だ。キュレンボルフ要塞を含むパエプヤンの地はもともと海に面しており、

パサルイカンはその対岸にできた島だった。 

そのはじまりはどうやら、バタヴィアの街が設計されたとき、パエプヤンの地の向こう側に作られた細長い

尺地の先端部分だったのではないかと思われる。つまり雨季の洪水対策としてバタヴィアの街の外側にい

くつか濠を掘り、チリウン川の水流を一部そちらへ導いて海に流れ込ませるための出口をたくさん作ったの

だろう。その濠の出口のひとつがチリウン川河口に近い場所に置かれた。だからパエプヤンの地は東側を

チリウン川本流が流れ、西側からもその濠を通って水が海に流れ込んでくる水量の多い場所にするべく企

図されていたのではないかという気がする。その濠の向こう側は細長い尺地であり、尺地の突端部分がチ

リウン川が運んでくる泥土によって肥大化し、そのうちにつながっていた土地から切り離されて島になった

という推理は外れているだろうか？ 

１９世紀のバタヴィアの地図を見ると、そこはハーフェンカナールの根元にできた島になっている。バタヴ

ィア城市はもともと城市全体を包むようにしてスターツバイテンフラフツが作られた。その東側はいまチリウ

ン川、西側はカリクルクッ(Kali Krukut)に名前が変わっている。南側は埋め立てられてしまった。西側のス

ターツバイテンフラフツは最初チリウン河口まで導かれていたのだが、後にそれをまっすぐ海まで導くため

にカリバル(Kali Baru)という名の運河が作られた。そのカリバルの河口がムアラバル(Muara Baru)だ。 

島の南側水路はパエプヤンの地の北側を西進してカリバルに合流するようになり、島の西側も狭い水路

がハーフェンカナールの根元に位置するバタヴィア港につながっていた。それを現代地図と比較するなら、

島の南側水路は埋め立てられて島とパエプヤンの地がひとつになり、パサルイカンは半島に変化した。更

にカリバルにつながっていた水路はルアルバタン(Luar Batang)地区の中ほどまで入ったところで潟になり、

島の西側でハーフェンカナールの根元につながっている。そしていまそれに代わってカリブサール河口と

カリバルを結んでいる水路が１９８１年に作られたカリパキンなのである。 

 

この島は１８３０年ごろになって東岸とつなげられ、チリウン河口、つまりカリブサールの河口の目の前が

遮蔽されてしまう。もちろん水門が設けられて緊急時には増水した川水をハーフェンカナールに流せるよう

にはしてあるのだが、普段は川水を濠のほうに流してバタヴィア港にチリウン川から流入してくる泥土をそこ

で遮断するのが目的だったようだ。つまりバタヴィア建設当初の周辺地勢が大幅に変化してしまった結果、
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パサルイカンの島 

の南側水路はチリウン川の水流の一部を迂回させてそこまで導く濠だった最初の機能が失われてしま

い、カリブサールや東側スターツバイテンフラフツの水を遠くまで伸びた海岸線まで運び出すためのカリバ

ルに導く役割を背負うようになっていったということだろう。 

こうなれば、パエプヤンの地にあったバタヴィア港の人と貨物の上陸や荷揚げ施設は移転せざるを得な

い。更に通商港湾管理機能もパエプヤンの地に置かれる必然性が急低下する。この時期よりもっと前から、

外洋を渡って来た大型船はハーフェンカナールを通ってバタヴィア港まで入ってくることがなくなり、人や

貨物は海上ではしけに乗り移らされてバタヴィア港に向かうようになった。バタヴィアのはしけビジネスが黄

金時代を謳歌したのも当然の帰結だったにちがいない。 

ランディングプラーツやクレイネボームはパサルイカンの島に移されたが、フローテボームや港務事務所

をそこに置くには土地が狭すぎたのかもしれない。既述したように、フローテボームも港務事務所も１８３４

年にカリブサール西岸に移っている。だがきっと、場所が離れすぎてはいないだろうか、とだれしも思うにち

がいない。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（４９）」（２０１７年１０月１７日） 

 

１８４６年、その島のキュレンボルフ寄りの位置に魚市場が作られた。ハーフェンカナールに向いてコの

字型に開かれた巨大な建物が魚市場であり、それ以来この島はパサルイカンと呼ばれるようになる。そし

てこの島とパエプヤンの地をつなぐための橋がパサルイカンの建物のすぐ南側に作られ、既に消滅してい

るフィルカンツの名前がその橋に与えられた。この橋にも、濠を通過する船のために一部分に跳ね橋が設

けられていた。 

フィルカンツブルフ(Vierkantsbrug)と呼ばれたその橋も、１９世紀終わりごろに取り壊されている。もちろ

ん、パサルイカンの建物も時代の流れの中に姿を消した。 

パサルイカンがその島に設けられたことで、ランディングプラーツとクレイネボームは１８４８年２月１日に

ハーフェンカナール東岸に移転した。そこが現在の観光スポット「スンダクラパ港」の埠頭がある場所である。

更に１８５２年６月１日には、港から離れていたフローテボームもその場所に移転し、税関倉庫も建てられて、

輸出入貨物の通関と徴税がそこで行われるようになった。いまスンダクラパ港と呼ばれているあの場所は、

このようにして歴史の幕を開いたのだ。 

 

海からバタヴィアへやってくる人の動きがハーフェンカナール東岸で盛んになると、カフェやホテルのビ

ジネスチャンスが高まり、そして東岸からバタヴィア市内に向かう交通が整備される。クレイネボームのすぐ

傍に１８４９年、スターツヘルベルフ(Stads Herberg)がオープンした。英語に訳せばシティインだ。やって来

たひと、去っていくひと、出迎えの人、見送りの人、それぞれがそこで飲食したり宿泊した。 

オーナーはオランダ人で、１８２０年ごろからそこで小さい宿屋を開いていたが、クレイネボームが移転し

てきたためにビジネス拡張をはかり、それが大当たりとなった。オーナーは１８５２年にそれを売却してバタ

ヴィア市内中心部のレイスウェイク(Rijswijk)にあるネーデルランドホテル(Hotel der Nederlanden)を買い取

り、そのホテルは１９世紀後半にバタヴィアを代表するエリートホテルの地位にのし上がった。しかし２０世
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紀に入ると、オテルデザンド(Hotel des Indes)にその地位を取って代わられることになる。ネーデルランドホ

テルは１９４０年代ごろまで存在していたようだが、インドネシア共和国独立後はレイスウェイク地区全体が

政府機関に変えられて行ったため、姿を消した。 

１８６０年代のスターツヘルベルフ黄金時代、ハーフェンカナール東岸に商業施設が建て込んでいた雰

囲気はあまりなく、このスターツヘルベルフはどうやら独占あるいは寡占事業を謳歌していたように見える。

宿の表には客待ちの馬車が多数たむろし、クレイネボームから直接市内に向かう客や宿から市内に向かう

客を拾っていた。 

しかし１８８５年にタンジュンプリオッ港がオープンすると、ハーフェンカナール東岸にあった港湾施設の

すべてが新港に移転してしまう。黄金時代は過ぎ去ってしまい、このエリアが人通り繁華な消費地区であっ

たことは昔語りとなった。代替わりしたオーナーはその建物を華人系ビジネスマンに売却し、新しいオーナ

ーはその建物を倉庫として使った。そして最終的にその一帯の古い建物は１９４９年に撤去されてしまった

のである。 

ハーフェンカナール東岸にある港の諸施設やスターツヘルブルフの前を通っている道路はカナールウ

エフ (Kanaalweg)で、南端にある橋を渡ってカスティルプレインウェフに入り、 アムステルダム門

(Amsterdamse Poort)をくぐってバタヴィア市内に向かった。いまカナールウエフは観光スポット「スンダクラ

パ港」入口ゲートから橋までがクラプ通り、ゲートから埠頭に沿って北上していく道がマリティムラヤ通り(Jl 

Maritim Raya)となっている。カスティルプレインウエフは今のトンコル通りだ。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（５０）」（２０１７年１０月１８日） 

 

アムステルダム門はアムステルダムスフラフツ(Amsterdamse gracht)とカスティルプレインウエフおよびプ

リンセンストラートの十字路に設けられたため、アムステルダムの名前が冠せられた。アムステルダムフラフ

ツは今の東ヌラヤン通りで、ある時期にオウデマークフラフツから名前が変更されたらしい。 

アムステルダム門の由来は第二期カスティルの時代にさかのぼる。ダンデルスがカスティルを撤去させ

たものの、この門は生き延びて、その後何回か作り直されている。門自体はヨーロッパ風の凱旋門を小さく

したようなデザインで、両脇にウイングが作られ、さらにフェンスが伸びていた。正面の左右には軍神マル

スと女神ミネルヴァの像が飾られていたが、日本軍政期に鋳溶かされたようだ。 

１８６９年にバタヴィアを馬車トラムが走るようになり、ルートはカナールウエフの港近くが終点で、そこから

プリンセンストラートを下ってスターツハイスプレイン (Stadhuis-plein)を抜け、ニューポーツストラート

(Nieuwpoort straat = 今の Jl Pintu Besar)を経てモーレンフリート(Molenvliet)脇の道（今の Jl Hayam Wuruk

と Jl Gajah Mada）を通った。必然的にアムステルダム門を通過しなければならなくなり、門の両側ウイングと

フェンスが除去された。 

最終的にモータリゼーションがジャカルタを訪れると、この由緒ある門は邪魔者になってしまい、インドネ

シア共和国が１９５０年に取り壊して平らにした。今では跡形もない。 

 

カナールウエフからカスティルプレインウエフへは濠をまたぐ橋を通る。その橋は現在クラプ通りとトンコ

ル通りをつなぐ橋のあるちょうどその場所に位置していた。規模はもっと小さいが馬車が通るには十分な広



バタヴィア港 西祥郎作 

25 

さだ。その橋もオランダ式の跳ね橋で、濠を通る船の通行を可能にしていた。 

この橋には公式な名称が他にあったのだが、オランダ語でスヘイツブルフ(schijtbrug)、インドネシア語

訳はジュンバタンベラッ(Jembatan Berak)、日本語になおすと「くそ橋」と一般に呼ばれていた。なぜ「くそ」

なのか？ 

先に述べたように、昔のヨーロッパ人の日常生活は排泄物の臭いの中にあったようだ。宮殿や豪邸の中

にトイレが作られず、出たものは大自然の中にそのままお返ししていたようだから、必然的に臭いは四方八

方に漂うことになる。トイレが作られて排泄物処理に関する文明化が起こるのは１９世紀になってからであり、

もっと昔からヨーロッパで香水産業が発展したのがその臭い対策だったという事実は、われわれをうなずか

せずにおかないだろう。 

 

マタラム軍進攻の際のホランディア要塞におけるハンス・マデレン軍曹の行動とそれに対するマタラム兵

の反応を見比べてみるなら、排泄物に対する両民族の感覚の差がなんとなく見えてくるような気になるの

は、わたしだけではあるまい。「くそ橋」は単なる言葉の上の誤解が招いたものだったらしいのだが、排泄物

処理の文明化が進み始めたヨーロッパ人が「くそ」という言葉で呼んだということにわれわれは興味を惹か

れるのである。 

この橋を越えれば港。千里の波涛を越えて愛するひとが旅立つところ。バタヴィアのロマンチストはその

橋を「旅立ち橋」オランダ語でアフスヘイツブルフ(afscheidbrug)と呼び始めたそうだ。その愛称が人口に膾

炙するようになり、中には省略して呼ぶ人間が現れる。スヘイツブルフという発音を聞いたオランダ人の中

には schijt というスペルの単語を思い出してその意味を解釈した、というのが「くそ橋」の由来だそうだ。

[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（５１）」（２０１７年１０月１９日） 

 

しかし、せっかくハーフェンカナール東岸に港としての陸上施設がまとまったのもつかの間、１８８５年末

に完成したタンジュンプリオッ新港の稼働開始にあわせて、すべての施設は９キロほど東に離れた新港に

移転してしまう。 

 

チリウン河口に設けられたバタヴィア港は、ジャヤカルタ港をそのまま引き継いだとはいえ、１６１９年バタ

ヴィア誕生の当初から救いがたい難題を抱えていた。チリウン川が運んでくる泥土問題である。港で船を

接岸させるために絶えざる浚渫作業が余儀なくされた。掘り揚げた泥土を周囲に積み上げて行くのは埋め

立て作業と同じだ。船の通路だけ残して周囲の海を埋め立てていくことでハーフェンカナールが形成され

た。 

しかし帆船から蒸気船への移行が船の大型化をもたらし、スエズ運河が開通したことで船会社は航海日

数短縮による稼働回転率向上をビジネス運営の基本に置くようになる。ハーフェンカナールが伸びて行け

ば行くほど、船会社には不満が鬱積することになった。沖に停泊した本船と港の倉庫間をはしけがこまめ

に往復するが、その間の距離が遠ければ遠いほど時間がかかり、費用も増大する。雨季には貨物の水濡

れ問題がそれに拍車をかける。 
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１８６９年のスエズ運河開通がバタヴィア当局者に抜本改善の決断を迫ったと言えるにちがいない。まし

てや新興のイギリス領シンガポールが交通と通商の王座を奪おうとして追い上げてきている状況になって

いるのだ。バタヴィア当局は１８６７年に移転先の新港をどこにするかについてサーベイを開始した。タンジ

ュンプリオッが十分な水深のある大型港建設にふさわしいというサーベイ結果に、バタヴィア港で活動して

いたほとんどの業者が反対した。タンジュンプリオッに新たな港町ができれば、港湾活動に関わっているあ

らゆる分野に新しい競争相手が出現するにちがいない。カリブサールから港一円にある既存の倉庫に、荷

が入ってこなくなるかもしれない。客はこの一帯のオフィスにやって来なくなり、直接タンジュンプリオッ周辺

の新たなオフィス街に行ってしまう可能性が高い。ところが、かれらが一様に胸をなでおろすというハッピー

エンドの結果となってそのコンフリクトは終わりを告げた。 

「タンジュンプリオッにニュータウンなどできるわけがない。あそこはマラリアの巣窟であり、きわめて不健

康な土地だ。あんなところに住んで終日仕事をしていたら、命がいくつあっても足りない。」という風聞がバ

タヴィアの街を覆ったのである。 

当局もそれに合わせて動いた。タンジュンプリオッとバタヴィアの街を鉄道でつなぎ、また街道を整備し

て、新港はトランジットポイントにする方針を取ったのである。その結果、港湾活動に関わるあらゆる業種が

ビジネス活動をカリブサール一帯で継続し、倉庫業も旧バタヴィア港近辺にあったものがいつまでも継続

して使われた。そればかりか、タンジュンプリオッ港から南へ下ってくる街道さえ、長期にわたって作られな

かった。 

ジャカルタバイパスと通称されているタンジュンプリオッからチャワンまでの地表道路は米国の援助金で

作られたもので、１９６３年１０月２１日に開通式が行われた。それまでタンジュンプリオッ港はアンチョル辺り

と東西方向でつながっているだけだったということなのである。 

 

またまた余談でご容赦願いたいが、スカルノ時代に米国がインドネシアに援助金を与えたことを不思議

に感じるひとがいるかもしれない。これはアレン・ポープ事件という名前で有名なストーリーが発端になって

いる。 

１９５８年５月１８日、ＰＲＲＩプルメスタ叛乱軍を支援して、米国ＣＩＡの一員であるアレン・ポープがＢ２６で

アンボンを空爆し、インドネシア国軍に撃墜された。負傷したアレンは捕らえられ、尋問されて事情を明ら

かにしたことから、スカルノ大統領が米国に談判をねじ込み、援助金をむしり取って来た、というのがその

背景にある。 

スカルノはケネディ大統領と交渉し、ハーキュリーズ１０機とベル４７一機、そしてタンジュンプリオッ～チ

ャワン間のバイパス２７キロの建設資金を援助させたという話だ。スマンギ立体交差もその金で建設したと

いう話もある。一方、アレン・ポープは刑務所からひそかに空港に連れ出され、「二度と世間に顔を出したり、

おかしな話をしゃべったりしないで、姿を消してしまえ。そうすれば、われわれもあんたのことを忘れる。」と

スカルノに言われて、ジャカルタを秘密裏に去ったと記されている。[ 続く ] 

 

 

「バタヴィア港（終）」（２０１７年１０月２０日） 

 

バタヴィア港が長い歴史の幕を閉じて、港湾機能がすべてタンジュンプリオッに移ったあと、ハーフェン
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カナール東岸はまた寂れた地区になった。とは言っても、カナールウエフ沿いを往来していた旅行者たち

の活気がタンジュンプリオッに移っただけということであって、それ以前からも通り沿いの建物からもっと東

に入れば人家もない林と空き地と沼潟ばかりで、その辺りからもっと東の、今のアンチョルドリームランドの

方まではワニや蛇やサルの住む世界だったから、それほど大きな変化でもなかったようだ。 

一方、西側のパサルイカンの島では、魚市場の隣にヘクサゴン(Hexagon)と呼ばれた建物が１９２０年に

建設された。四つの建物が集まって六角形をなしていたためにそう呼ばれたらしい。その建物は海洋研究

所として使われ、建物内には種々の生きた魚の標本が水槽に収められ、水族館として一般公開されたた

め、バタヴィア市民の人気のある行楽先のひとつになった。水族館はインドネシア語でアクアリウム

(akuarium)と言うが、ヘクサゴンの建っていた地区は今でもアクアリウムという地名で呼ばれている。 

水族館は１９４０年ごろ一度閉鎖され、１９４７年にまた再開された。１９６０年ごろにまた閉鎖されて、その

当時まだ子供だったひとびとの思い出の中に生き残っている。 

 

いまスンダクラパ港と呼ばれて観光スポットになっているあの場所は、歴史的見地に立つなら、バタヴィ

ア港という名のほうが正確だろう。上で述べたように、あの場所が名実ともに港になったのは１９世紀後半だ

ったのだから。ジャカルタがスンダクラパであった時代、あの場所には陸地が存在していなかった。歴史家

アルウィ・シャハブ氏によれば、スンダクラパ時代の港は今のスンダクラパ港から７百メートルほど南だった

そうだから、今オムニバタヴィアホテルの建っている辺りのように思われる。そのオムニバタヴィアホテルは２

０１５年に売却されてデリヴィエル(de Rivier)ホテルと改名していることを付記しておこう。 

スンダ王国の王都パクアン(Pakuan = 今のボゴール)にもっとも近いカラパに港が開かれたのは８世紀で、

この港と王都はチリウン川を経由して船が上り下りした。片道一泊二日の旅だったという。王都の生活需要

を満たすために近隣の３６諸王国の船がカラパに交易にやってきていたそうだ。 

 

同じように、ジャヤカルタ港という名称も史実を正確に反映することにはならないだろう。というのも、ジャ

ヤカルタの町がチリウン河口西岸にパベアンやシャバンダルを置いて港務を行っていたとはいえ、その当

時もハーフェンカナールはまだ存在せず、あの場所は依然として海の上だったのだから。 

ただ、当時のチリウン河口はその後も、陸地が、そして海岸線がどんどん沖へ伸びて行き、ハーフェンカ

ナールが長さを増しても、港であることをやめなかった。スンダクラパがジャヤカルタになって以来およそ３

百５十年間、その港はチリウン河口に存在し続けていたのである。 

接岸荷役や上陸場所あるいは港務施設がキュレンボルフ要塞周辺のパエプヤンの地からパサルイカン

の島に移り、最後にハーフェンカナール東岸へ移ったにしても、ハーフェンカナールの根元に設けられた

水域は、タンジュンプリオッ港が稼働し始めるまで、港の海としての機能を維持し続けた。 

 

いま歴史遺産となっているスンダクラパ港にその名が冠せられたのは１９７０年代で、スンダクラパという

歴史的な名称はそれまでジャカルタのどこにも使われていなかったとのことだ。一方、ジャヤカルタという名

称はかなり潤沢に使われていた。だからスンダクラパ時代から港であった（と見なされてきた）当時のチリウ

ン河口にある港にその名が使われたというのがそのネーミングの背景のようだ。史実とは別の角度から眺

めた配慮が加えられていたのは言うまでもない。 

だからわれわれが心しなければならないのは、いまあのフィニシ船が集まっているスンダクラパ港埠頭が
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６百年昔のスンダクラパあるいはカラパの時代から生き残って来たものだという、ネーミングから誘発される

短絡思考であるにちがいない。[ 完 ] 


