
「ヌサンタラのスエーデン人」（２０２０年０９月３０日） 

 

１７４３年１２月９日、スエーデン船ヨテボリ Goteborg号がバンテン港に入った。

この船はスエーデン東インド会社 Svenska Ostindiska Companiet SOICの武装商船だ。 

１７４３年１２月１３日のバタヴィア城日誌 Dahregisterには、バタヴィアのＶＯＣ

総督宛てにバンテンのスルタンが送った三人の使者が報告書を携えてやってきたことが

記録されている。アストラ・プラナ、ドゥタ・ウィナタ、スラヤ・ディナタという三人

の使者はＶＯＣ職員に迎えられ、総督からの返書を持ってバンテンに帰って行った。バ

ンテンはＶＯＣの敵に協力しないという条約をバタヴィアと結んでいるから、やってき

た船が敵国船かどうかをバタヴィアに確認しなければならない。 

イギリスと戦争中のＶＯＣにとって、スエーデンは友好国であるから無下に扱うこと

もできないが、かといってＳＯＩＣはビジネスでの競争相手になるわけで、甘い顔ばか

りするわけにもいかない。ＶＯＣ総督はスルタンにスエーデン船への補給を行うよう命

じた。 

 

１７４３年１２月２２日、ヨテボリ号乗組員ニルス・ストロームとアンダース・クテ

ンのふたりがバタヴィアにやってきた。ふたりはＶＯＣ職員に対してヨテボリ号が求め

ている補給内容について説明した。地元産のアルコール飲料アラッ arak、薪、そして

火薬だ。ＶＯＣはそれらの要請に応じて物資を与えた。火薬は２０袋だった。風待ち状

態に入っているヨテボリ号はその間、乗組員のアラッの需要を満たすのに大わらわだっ

たようだ。 

ヨテボリ号がジャカルタ湾に投錨したのは１７４４年１月９日のこと。ヨテボリ号は

大型船だったためにバタヴィアのハーフェンカナールに乗り入れることができず、バタ

ヴィア港までは短艇を使わざるを得なかった。 

 

当時バタヴィア住民の中にルーテル派新教徒は少なくなかったが、ルーテル派の神父

はおらず、教会もまだバタヴィア内に作られていなかった。ヨテボリ号にルーテル派の

神父がいることを聞きつけた住民はペッター・ホルマート神父に礼拝の集いを司ること

を求め、了承された。時のＶＯＣ第２７代ファン・イムホフ Gustaaf Willem baron 

van Imhoff総督もルーテル派だったから、話はとんとん拍子に進んだのだろう。 

バタヴィアで初めてのルーテル派の礼拝の集いはバタヴィア城市城壁内南部の高官邸

で催された。現在の国鉄ジャカルタコタ駅に近い辺りだそうだ。ルーテル派教会は１７

４９年にバタヴィア市庁舎前広場 Stadhuisplein北側の、現在カフェバタヴィアのある



建物群の辺りに設けられたものの、１９世紀に取り壊されてしまった。インドネシアに

おけるルーテル派キリスト教活動の発端にスエーデン船が関与しているのは、まぎれも

ない事実である。 

ヨテボリ号は１７４４年４月２６日、バタヴィア号沖で錨を上げ、広東に向けて出帆

した。千人を超えるバタヴィア在住ルーテル派新教徒は涙を流してペッター・ホルマー

ト神父が去って行くのを岸壁から見送っていた。 

 



「ヌサンタラのドイツ人（１）」（２０２０年１０月０１日） 

 

ヌサンタラに関わったドイツ人は、初期の時代にはたいていＶＯＣとの関連で足跡を

印している。フランス人との大きい違いは多分それだろう。 

ヘッセン Hessen出身のドイツ人ギオーグ・イーバーハルト・ルンプ Georg Eberhard 

RumpfはＶＯＣのアンボン地区ナンバーツーを務めた人物であり、同時にアンボンの植

物カタログ「アンボイナ植物誌」Herbarium Amboinenseを遺した植物学の大家だ。か

れは Rumphiusという名前でも知られているが、これはルンプのラテン語式表記であ

り、インドネシアではもっぱらルンピウスという名で呼ばれていて、ルンプの名前は一

般的でない。 

かれはＶＯＣに入社して軍務に就き、１６５３年７月にバタヴィアにやってきた。そ

して１６５４年アンボンに移って技術将校のポジションにあったが、文民職への異動を

申請して二級商務員に移された。１６６２年に一級商務員に昇進している。そのころか

らかれはこのスパイス諸島の動植物に興味を抱いてカタログの作成を開始している。 

１６６６年、ヨーン・マーッサイカーJoan Maetsuycker第１３代総督はかれを総督

直属のアンボンナンバーツーに指名した。つまりアンボンのＶＯＣ組織内でかれはトッ

プの地位に就いたことをそれは意味している。 

１６６８年、かれのＶＯＣとの雇用契約期限が来たが、かれは自分のライフワークを

投げ捨てて故郷に帰る意志を持たなかった。かれの研究がアンボンの風土病の治療に効

果をもたらす薬用植物発見につながるものであるからには、ＶＯＣにとっても大きな意

味を持つものに相違なく、無理やりそれをやめさせることは社会的な損失につながる。

ＶＯＣはこのドイツ人元社員の継続滞在を認めた。 

１６７４年２月１７日、中華正月祝祭期間が終わりに近づいたころ、激しい地震と巨

大津波がアンボン島とセラム島を襲った。かれの居宅は壁が倒壊し、妻とふたりの娘が

その下敷きとなって死んだ。その災害の犠牲者は２，３２２人で、巨大津波は高さ８０

メートルに達し、インドネシア史上最大のものとされている。かれはそのときの様子を

アンボイナ植物誌の中に書き残した。 

 

１千２百種の植物を集めたアンボンの植物カタログは２７年の歳月をかけて１６９０

年に完成した。時にルンピウスは６３歳になっていた。かれはそれをバタヴィアのＶＯ

Ｃ本部に送り、ヨハネス・カンパウス Johannes Camphuys第１５代総督はその複写を作

らせてからＶＯＣ本社に送った。バタヴィアからオランダに送られたのは１６９７年で

あり、複写作りは７年かかったことになる。 



 

ところがＶＯＣ本社はその内容が敵を利することになると考えて、公開を禁止した。

その間に制作者のルンピウスは世を去ってしまう。自分の生涯をかけた作品がＶＯＣ本

社の倉庫の中でただ眠っているだけであることを、かれは知っていたのだろうか？ 

ルンピウスのアンボイナ植物誌が出版されたのは１７４１年だ。この大作の公開はほ

ぼ４４年間の休眠のあとでやっとなされたのである。印刷部数はわずか５百部で、セッ

ト価格１００フルデンで販売された。現在のユーロ価に直すと２万ユーロになる。アム

ステルダムの医者の年収の三分の一だったそうだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのドイツ人（２）」（２０２０年１０月０２日） 

 

ＶＯＣバタヴィア総督にもドイツ人がいる。ファン・イムホフ Gustaaf Willem 

baron van Imhoff第２７代総督がそのひとだ。かれのドイツ語名は Gustav Willhem 

Baron von Imhoffで、オランダ国境に近いレア Leerの町で生まれた。Imhoff という名

称は Imhofあるいは Im Hof と綴られたこともある。領主として爵位を与えられていた

ファミリーの出身だったようだ。この一族はヌーレンバーグ Nurenbergを本拠地にして

いた。 

かれは２０歳でオランダのＶＯＣに入社し、東インドで二級商務員の履歴をスタート

させた。翌年には一級商務員、そして上級商務員へと階段を上り、更に港湾監視官、バ

タヴィア参事会特別顧問などを歴任した。３１歳でセイロン行政長官に任命された後、

１７４０年３月、４年間務めたセイロン行政長官の人事異動で業務を後任者に引き継い

だかれは、バタヴィアに戻った。 

セイロン行政長官はバタヴィア総督の直属の部下になり、人事異動権はバタヴィア総

督が持つ。ＶＯＣ管轄地域の本拠地がバタヴィアなのだから、ケープタウンから出島ま

で各現地支部の人事権がすべてバタヴィア総督の手に握られていたのである。 

ファン・イムホフがセイロンからバタヴィアに戻されたのは、現地政策が地元民族寄

りだったために危険視されたという話があり、一方でかれの政策が現地でのかれの人気

を高めたことへの不快感がバタヴィア総督に生じたという説もある。そのときのバタヴ

ィア総督がアドリアン・ファルケニール Adriaan Valckenierだ。 

 



折りしも、アドリアン・ファルケニール第２５代総督の華人対策がきな臭い雰囲気を

高めつつある時期に当たっていた。ファルケニール総督はバタヴィアで増えすぎた華人

の人口調節を行おうとし、南アフリカやセイロンに華人を強制移住させつつあった。と

ころが華人社会で扇動的な噂が流れたのである。 

移住させると言ってＶＯＣの船に乗せられた華人は、沖に出たあと海中に投げ込まれ

てサメの餌食にされているのだという噂話だ。その結果オランダ人に対する華人の反抗

行動が起こり、５０人ほどのオランダ人が殺害された。１７４０年１０月９日、ファル

ケニール総督はバタヴィア防衛軍に対抗行動を指令した。 

武力鎮圧の姿勢を見せれば反乱者はおとなしくなるという総督の思惑は完全に的が外

れた。華人の武力反抗は一層盛んになり、バタヴィア防衛軍はますます殺りくを繰り返

すことになって、その後の数日間で５千から１万人の華人を主体にするバタヴィア居住

民が殺され、史上に名を遺すバタヴィア華人大虐殺事件（インドネシア語では geger 

pecinan, 華人街騒乱）に発展してしまう。 

バタヴィア防衛軍の銃と剣の下をくぐり抜けた華人反乱者たちは中部ジャワへ逃れて

行く。在ジャワ島華人とＶＯＣ間の戦争の導火線がそのバタヴィアの騒乱だった。華人

兵力はマタラム王国のスナン・パクブウォノ二世に接近してＶＯＣに対する共同戦線を

打ち建て、１７４１年８月にスラカルタのＶＯＣ要塞に対する総攻撃が開始された。Ｖ

ＯＣ本社の重役会がファルケニール総督のこの失政を黙って放置するはずがない。 

 

ファン・イムホフはファルケニール総督の近くにいて、総督が４０年１０月９日にバ

タヴィア防衛軍に下した指令をいさめようとした。すると総督はファン・イムホフを逮

捕させてＶＯＣ本社に送還したのである。 

総督はファン・イムホフの本社重役会に対する影響力を軽視したにちがいない。重役

会の査問にファン・イムホフの答弁がどのような色彩を帯びたかは想像にあまりある。

１７４１年１１月にファルケニールは総督職を解任されてヨハネス・テーデンス第２６

代総督にその座を引き継ぎ、本社に呼び戻された。 

ところがファルケニールがオランダへ向かっていた途中のケープタウンで、本社から

の別の指令がかれを待ち受けていた。バタヴィアでかれに対する裁判を開くというのが

その内容だった。本社重役会への弁明の余地も与えられないまま、かれはバタヴィアへ

回れ右せざるを得なかった。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのドイツ人（３）」（２０２０年１０月０３日） 



 

１７４２年８月１２日、バタヴィアに戻ったファルケニールはそのままバタヴィア市

庁舎で牢獄生活に入った。裁判のための取調べが始められたものの、プロセスはだらだ

らと進められて何らの結論も出されずに１０年が経過し、ファルケニールは１７５１年

６月２０日に囚人として５６歳の生涯を閉じた。 

ファン・イムホフはヨハネス・テーデンスの後を継いで第２７代総督の座に就いた。

かれの総督在任期間は１７４３年から１７５０年までであり、ファルケニールの捕囚期

間と並行している。 

 

ファン・イムホフには色めいたエピソードもある。ボゴールのプンチャッ Puncak峠

を越えて南側のチアンジュル Cianjur県に下ってしばらく行くと、チボダス Cibodas植

物園に曲がる道があり、その少し先にチパナス Cipanas宮殿がある。 

チパナス宮殿はインドネシア大統領のための７つの宮殿のひとつであり、建物の歴史

は古い。ちなみにインドネシア大統領のための宮殿とは、次の７つを指している。 

ジャカルタの国家宮殿  Istana Negara 

ジャカルタの独立宮殿  Istana Merdeka 

ボゴールのボゴール宮殿  Istana Bogor 

チパナスのチパナス宮殿  Istana Cipanas 

バリのタンパッシリン宮殿  Istana Tampaksiring 

ヨグヤカルタのグドゥンアグン宮殿  Istana Gedung Agung 

パプアのグドゥンヌガラ宮殿  Istana Gedung Negara 

チボダス植物園はボゴール植物園長だったヨハネス・エリアス・テイスマン

Johannes Ellias Teijsman が、他所から持って来た植物をボゴール植物園に植える前

にこの地域の気候に順化させる場所として１８５２年に設けたものだ。ボゴール植物園

がボゴール宮殿の庭園として作られたのとは異なり、チボダス植物園とチパナス宮殿は

そのような関係になっていない。 

現在チボダス植物園には桜園があり、この熱帯の高原では桜が毎年１～２月と７～８

月に開花する。桜園が作られたころには、「わざわざ日本まで花見に行くことはない

よ。このチボダスにおいで」という宣伝がなされていて、わたしも花見に行ったことが

ある。 

 



チパナス宮殿建物は最初、バタヴィアの貴顕ファン・ヘイオツ Van Heots が海抜１千

１百メートルの高原にヴィラとして１７４０年に設けたものだった。かれは多分そのグ

デ Gede山麓の地主になっていたのだろう。その土地には三つの天然硫黄温泉があっ

て、それがチパナスという地名の由来になった。 

１７４２年８月にファン・イムホフはその地を訪れてたいそう気に入り、既存の母屋

に建て増しするよう命じた。その建設工事のために、中部ジャワのトゥガル Tegalやバ

ニュマス Banyumasから木工職人が集められて建築が進められた。ファン・イムホフは

工事の進捗状況を見守りながら、高原の温泉に浸かりに来ていたにちがいあるまい。 

ファン・イムホフはこのヴィラを建てる一方で１７４４年にボゴール宮殿も建ててい

るのだから、同時期にふたつのプロジェクトを並行して進めた観がある。 

ファン・イムホフの主侍医は、鉄分と硫黄分を含んでいる原泉の水と牛乳を混ぜて飲

むようかれに勧めていたそうだから、かれのチパナス参りは複数のメリットをもたらし

ていたにちがいあるまい。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのドイツ人（４）」（２０２０年１０月０４日） 

 

そこにもうひとつのメリットが加わった。中部ジャワの木工職人たちは自分たちの疲

れを癒すためのマッサージ女を連れて来ていたのだ。総督職に就いたファン・イムホフ

に取り巻きがマッサージを勧めたことは想像に余りある。多分、一番見目の良い女が選

ばれたのだろう。ファン・イムホフ総督はこの女もチパナス参りのメリットの中に加え

てしまった。 

女が妊娠すると、洗礼を受けさせられたようだ。かの女にはヘレナ・ピータース

Helena Pietersという名前が与えられ、ヘレナはファン・イムホフの子供を３人産ん

だ。 

後年のファン・イムホフ総督はチパナスの家に入り浸っていたようだ。かれがそのヴ

ィラで１７５０年１１月１日に没したとき、かれはまだ総督職に就いていた。かれの遺

体はバタヴィアのタナアバンに埋葬された。 

 

その後、このヴィラは歴代の総督が使うようになり、総督たちは温泉浴を愉しんだだ

ろうが、マッサージ女が付いたかどうかはよく分からない。日本軍政期には日本人高官

たちがジャカルタとバンドンを往復する際に一泊する施設として使われた。 



共和国独立後、スカルノ大統領はオランダ総督の持っていた権利を引き継いだ。必然

的にチパナス宮殿は大統領のための国家資産となり、以来インドネシア共和国大統領の

一族は国費で高原温泉ヴィラを楽しめるようになっている。 

 

東インドに関わったドイツ人貴族の中には、１８４９年に東インド植民地軍司令官に

なったヘルトフ・ベーンハード Hertog Bernhardという人物もいる。この人物につい

ては拙作ヴェルテフレーデンの中で紹介してあるので、そちらをご参照ください。度欲

おぢさんのサイトでどうぞ。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-27Weltevreden.pdf 

 

また２０世紀初期に東インドで事業を行ったドイツ人もいる。２０世紀前半の時代と

いうのは、在留ドイツ人の密度において日本を除くアジアの中で蘭領東インドが最大の

国だったのである。 

１８７８年、ノイシュタット Neustadt an der Haardtの実業家の家系に生まれたエ

ミール・ヘルフェリッヒ Emil Helfferichは東南アジアでのビジネスにチャレンジする

ため、１８９９年にヨーロッパを去った。ペナンで一年と少し働いてから、１９０１年

にスマトラ島南部のトゥルッブトゥン Teluk Betungに移った。イギリス領からオラン

ダ領へ足場を変えたことになる。 

細々とした資金でビジネスを続け、やっと事業への確信を得たかれはドイツに戻って

資金集めを行い、それを携えてバタヴィアにやってきた。ヘルフェリッヒカンバニーを

興して念願の自分のビジネスに邁進する。１９０９年、ストレーツ＆スンダシンジケー

トの総取締役になる。１９１５年にはバタヴィアでドイツ語雑誌 Deutsche Wacht の発

刊を開始。 

かれは独身で一生を過ごしたが、人生の伴侶は得ていた。つまり結婚はせず、子供も

持たなかったが愛情生活はつかんでいたのである。かれの生涯の伴侶はオランダ人将軍

とジャワ人の妻との間に生まれた欧亜混血女性で、１９３９年にかの女が没するまでふ

たりの間に別れは訪れなかった。 

船上でのかの女との出会い。そのころ、ヘルフェリッヒはオランダ語がまだうまくな

かったためにふたりはフランス語で会話した。最初かれはその女性をインドシナに向か

うフランス系のひとと思ったが、「わたしの父を知っているか？」と尋ねられ、言われ

た名前がオランダとドイツ系のものだったことで誤解が明らかになった。[ 続く ] 

 

 



「ヌサンタラのドイツ人（終）」（２０２０年１０月０５日） 

 

１９３２年からヒトラーとの関係が始まり、かれはナチスを支える諸組織の役員を務

めるようになる。１９４０年には東アジア協会会長として東京を訪れ、講演を行ってい

る。 

かれの事業の一つ、西ジャワのチコポ Cikopoに設けた茶農園の話は拙作「南の島の

Ｕボート」の中で触れられているので、それをご参照ください。これも度欲おぢさんの

サイトでどうぞ。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-33U-boats.pdf 

 

２０世紀前半の時代のドイツ人で忘れてならないのはバリ島のヴァルター・シュピー

ス Walter Spiesだろう。ヴァルターはドイツ人外交官の父とドイツ人貴族の母の間に

１８９５年、モスクワで生まれた。しかし他の情報によると、父は実業家であったり、

あるいはドイツ人の祖父がロシアに帰化し、父はロシア国籍でドイツの名誉領事だった

というものもある。ドイツ人の項に加えて良いものかどうか迷うところだ。 

モスクワで暮らしていた一家は共産革命によって貧困生活に叩き落とされ、ヴァルタ

ー自身もバシュキール bashkir 地方へ流刑された。三年間のバシュキール時代にかれは

底辺層のひとびとと交わり、どん底生活の中で絵画を始める。展覧会のためにドレスデ

ンへ行き、更にアムステルダムに移ったが、バシュキール時代の生活はかれのヨーロッ

パ社会に対する観念を根こそぎ覆してしまっていたのである。かれは自分がヨーロッパ

社会の一員であることを嫌悪し、ヨーロッパの中にいる自分を消滅させることに憧れる

ようになる。 

１９２３年にかれはヨグヤカルタを訪れ、スルタンの依頼でヨーロッパ式管弦楽団の

編成を行った。あるときバリを訪れたかれはそこに自分の存在の場所を見出して、１９

２７年にウブッ Ubudでの暮らしを開始する。 

自然主義者で同時に画家・音楽家・作曲家など多彩な才能を持ったかれは世界に向け

てバリ文化を発信する立場に立つことになり、その関連でマーガレット・ミードやチャ

ーリー・チャップリンらがバリを訪れて休日を楽しむようになった。 

 

１９３７年、かれはカランガスム県イセ Isehに山小屋を建てて住み、種々の芸術活

動を行ってバリの著名人になる。植民地官憲は危険なドイツ人に対する監視を強め、折

りしも行われた同性愛者取締りに関連して１９３８年にヴァルターを逮捕した。マーガ



レット・ミードをはじめとする世界的著名人たちの人脈が、１９３９年にかれを牢獄か

ら放免した。 

だが第二次大戦の勃発でナチスドイツがオランダを占領したために、東インド植民地

政庁は在留ドイツ人を数千人抑留キャンプに入れた。戦争前には東インドに８千人のド

イツ人がいて、その中に芸術家が１５９人いたという記事もある。 

日本が東インドに対して軍事行動を開始すると、抑留キャンプのドイツ人はセイロン

島へ移されて行った。１９４２年１月にスマトラ島西海岸のシボルガ Sibolga を出港し

たＫＰＭの貨客船ファン・イムホフ号はそのプロジェクトの最後をしめくくるための航

海を４７８人のドイツ人を乗せて行った。ヴァルターはその中のひとりだったのであ

る。 

ところが沖合に出たとき、ファン・イムホフ号は日本軍爆撃機に発見されて攻撃を受

け、爆弾が命中したために航行不能になって沈没が始まった。ファン・イムホフ号乗組

員は互いに助け合いながら脱出したが、抑留者ドイツ人は見捨てられた。オランダ人は

かれらに救援の手を差し伸べなかったのだ。ドイツ人は自力で脱出を試み、２百人ほど

が船を離れたものの、最終的にニアス島にたどり着けた者は６６人だけで、他の者は不

帰の客になった。６６人の生還者の中にヴァルター・シュピースはいなかった。[ 完 ] 

 



「ヌサンタラのスイス人（１）」（２０２０年１０月１６日） 

 

１８７６年、チューリッヒの北でドイツとの国境にある町ハラウ Hallau でハインリ

ッヒ・ズーベック Heinrich Surbeck は生まれた。１８９５年から１９００年までチュ

ーリッヒテクニカルカレッジで学んだハインリッヒは、化学技術学士号を得たものの肺

の病を患って１９０２年に北スマトラの山岳部に向かった。その時期のかれの足跡はよ

く分からない。だが空気の澄んだ高原地帯で勤労にいそしむ日々を送っている間に、か

れの病は完治してしまったようだ。 

１９０６年、かれはアサハンのグヌンムラユ Gunung Melayuにガンビル gambirの工

場を作った。ガンビルというのはカギカズラ属の植物で、カテキンやタンニンを含んで

おり、葉や枝から湯に浸出させたものを凝固させて作る。 

インドネシアで太古からの習慣になっているシリを噛むときに使われてきたが、化学

技術の発達によって医薬素材としての効能が認識され、胃炎・下痢・傷・やけど・また

口内をきれいにするといった用途に使われている。インドネシアでの工業生産はほとん

どが西スマトラ・リアウ・南スマトラ・ブンクル・西カリマンタンで行われ、国内消費

以外にインドやシンガポールに輸出されている。 

ガンビル工場が稼働を開始するとかれはプマタンシアンタル Pematang Siantar に移

り、発電所、ホテル、そして別の工場をそこに設けた。NV Ijs Fabriek Siantar と命

名されたこの工場では、製氷と飲み物が生産された。かれはさらにパダンシデンプアン

Padang Sidem-puanにも進出して発電所と工場を作った。 

 

１９１６年に作られたシアンタル製氷工場で生産された飲み物は炭酸飲料とマルキサ

markisaの果汁で、マルキサは Marquisa Sapの商品名が付けられて国内主要都市から

スイス・オランダ・ベルギーにまで輸出された。 

１９７０年代前半にジャカルタのメスでよく出された飲み物のひとつにメダンのマル

キサシロップがあったのは、ひょっとしたらその知名度によってマルキサとメダンがジ

ャカルタのひとびとの深層意識の中で結び合わされていたせいかもしれない。インドネ

シアのいたるところで旺盛に繁茂するマルキサの樹がメダン特産物であるはずもなく、

古い時代にマルキサの商品化がメダンで行われたことがずっと後まで尾を引いていたの

ではないかという気がわたしにはする。 

あのころ、マルキサはメダン、サラッ salakはバリというのが通り相場になってい

て、メダンやバリに出かけるひとはたいてい通り相場のお土産を頼まれたものだが、今



どきそんな地元特産物の話をしても、地元民の間ですら真に受けるひとはいないだろ

う。 

炭酸飲料の方は Badak のブランドが付けられて北スマトラ地方からジャワ島にまで販

売網が広がり、一世を風靡した。最盛期には月産３万５千クレートがスマトラとジャワ

の販売網に流されている。コカ・コーラが東インドに入って来たのは１９２７年であ

り、バタヴィアで現地生産が開始されたのが１９３２年のことだったから、バダッはた

いした競争相手のない大平原をその名のごとくまっしぐらに突進していたにちがいな

い。 

ズーベックがプマタンシアンタルに工場を作ったのは、氷のための良質の水を得る面

で利点があったことに加えて、周辺エリアまで含めたこの高原地帯にたくさんの農園が

作られており、裕福な階層の生活圏が形成されていたのだから、その旺盛な消費パワー

を当て込んだのも理由のひとつと見られている。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのスイス人（２）」（２０２０年１０月１９日） 

 

バダッ印ソーダ飲料は、ソーダ水に始まってオレンジ・グレープ・サルサパリラ

sarsaparilla味のバリエーションが生産された。地元のプマタンシアンタルやメダン

で、バダッ炭酸飲料の愛好者はいまだにたくさんおり、かれらの間ではサルサパリラが

もっとも好まれ、ひとびとはそれをサルシと短縮して呼んでいる。 

サルサパリラというのは中南米原産の植物で、１９世紀に米国で飲み物に使われて普

及した。ヨグヤカルタの王族貴族たちはこのソーダ飲料をジャワコーラと呼んだそうだ

が、サルサパリラ自体をジャワ人はサパレラ saparellaと発音した。ルートビアーroot 

beerにも使われているそうだ。 

ジャカルタではすでに炭酸飲料マーケットから脱落した印象のあるバダッだが、ムア

ラカランのレストランに置かれているのを見たと語る工場関係者もいる。 

日本軍政期に入っても、この製氷工場は従来通りの形で生産を続けた。日本軍から監

視官が派遣されて常駐したものの、工場はそれまで通りの形態が維持された。 

 

共和国独立宣言のあとオランダの復帰が開始されると地元青壮年が反オランダ武力闘

争を起こし、ズーベックはそのターゲットにされて１９４５年に殺された。ズーベック

のふたりの子供はなんとか難を免れて、ヨーロッパに避難することができた。 



その子供のひとり、１９０９年にグヌンムラユで生まれたリディア・ロサ・ズーベッ

ク Lydia Rosa Surbeckがプマタンシアンタルに戻って来たのは１９４７年のことだ。

ズーベック一族が不在の間も工場は操業を継続しており、戻って来たリディアに経営の

手綱が渡された。その後リディアはプマタンシアンタルでオットーというオランダ人と

結婚した。 

オットーとリディアの夫婦が工場経営に奔走しているとき、共和国政府のオランダ資

本接収の動きが始まる。オットーとリディアは工場経営からすっぱりと身を引き、１９

５９年に大番頭格のエルマン・タンジュン氏に工場経営をゆだねた。夫婦は１９６３年

までインドネシアで暮らしていたが、最終的にスイスに移って新たな生活を始めてい

る。 

エルマンは１９３８年に１７歳でこの工場の平社員として入社した叩き上げの人物で

あり、その後ハインリッヒの側近のひとりにまで伸びあがった。エルマンにとっては、

たとえ経営をゆだねられたとはいえ、工場資産はズーベック一族のものだという考えが

頭から離れなかったに違いあるまい。 

 

バラッ通商会社のオーナーであるユリアヌス・フタバラッ氏と知り合った時、エルマ

ンはユリアヌスに工場売却の話を出してみた。ユリアヌスは興味を示した。エルマンは

密かにオットーから売却に関する指示をもらって交渉を進め、１９６９年に売却がなさ

れたのである。支払いは１９７１年に完済して、工場オーナーはユリアヌスに代わっ

た。 

会社名は PT Pabrik Es Siantar とインドネシア語化されたが、エルマンは１９８７

年まで工場経営の采配を振るった。そのあとはユリアヌスの息子が工場経営を受け継い

でいる。 

会社名が変更された後も、この工場はプマタンシアンタルの産業界を代表するほどの

地位にあった。プマタンシアンタルの町への電力供給も自前の発電所から行われた。町

の映画館は工場に敬意を表して、７つの座席を工場用の貸し切りにし、会社名を書いて

一般客用とは別扱いにした。工場から座席を使うという連絡が入れば上映時間は無視さ

れて、工場関係者がやってくるまで映画は始められなかったという話だ。 

バダッ炭酸飲料の生産は今日まだ続けられているものの、生産量は最盛期の半分に低

下している。製品バリエーションは炭酸水とサルサパリラだけに絞られた。炭酸飲料業

界はさまざまな逆風を乗り越えるために、針路を模索している状態だ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのスイス人（終）」（２０２０年１０月２０日） 



 

プマタンシアンタルのスプラッマン通り Jl WR Supratmanには、シアンタルホテルが

今でも営業している。ロビーにはピアノが置かれ、壁には昆虫や植物標本の入った箱が

６個飾られて、ホテル経営者が自然に深い興味を抱いていることをうかがわせている。

ところが、それはただの興味どころではなかったのだ。 

ハインリッヒ・ズーベックが建てたこのホテルに飾られているすべての標本箱は、そ

の創始者が手ずから作ったものだったのである。化学技術の学士号を持つ技術屋の心の

底には大自然に向けられた強い愛情が流れていたにちがいあるまい。 

 

オランダの国立植物標本館 Nationaal Herbarium Nederlandの解説によれば、ズーベ

ックは１９１４年からスマトラ東海岸レシデン区のスガイタルアン Sungai Taroean、

アサハン Asahan、アイェルサコル Ayer Sakor、バンカラッ Bangkalak、ウラッブタル

Oelak Boetarなどで動植物の採集活動を開始し、そのあとトバ湖周辺に移ってカバン

ジャヘ Kabanjahe、グヌンリアリア Gunung Ria-ria、テレ Tele、シディカラン

Sidikalang等々で原生の動植物を採集してまわった。しかし日本軍の占領によって、

西洋人のかれが自由に山野を渉猟できる機会は閉ざされてしまう。 

日本軍がやってくるずっと以前に、１９１４年から１７年までの間に作ったシダ類の

標本を携えてかれはチューリッヒに赴き、母校の教授に紹介したものの反応は芳しくな

く、諦めてしばらく様子を伺っていると、別の教授がやってきて買い上げてくれた。そ

の教授はズーベックの標本を全部買い上げており、それらは今でも大学の植物標本庫に

保管されている。以後、ズーベックの作る標本はチューリッヒ、レイデン Leiden、ボ

ゴールに置かれるようになった。 

しかし１９４１年に作られた標本は日の目を見ることなく消えてしまった、とズーベ

ックの傍らに仕えていたエルマン・タンジュン氏は語る。 

「日本軍が来るので、ズーベックさんは標本の描画を行っていました。標本が壊され

たり無くなったりすることを心配して、画に描いておこうと考えたようです。その仕事

を始めると、部屋の中にこもりっきりになるのです。画ができあがるとわたしを呼んで

感想を求めました。本物そっくりに描かれていましたよ。画は４百枚くらいできていま

した。ところが、その力作がどこにしまわれたのか、探しても見つからないのです。あ

れが残っていれば、たいへん価値のあるものだろうと思われるのに、本当に残念なこと

です。」 

 

ズーベックの娘のリディアが１９４７年にプマタンシアンタルに戻って来たのは、父

親の事業を継ぐことだけが目的ではなかった。この娘は父親のライフワークだった標本

作りをも引き継いだのである。 



オランダ国立植物標本館にはリディアがスマトラ東海岸レシデン区で採集した標本に

はじまり、かの女が機会を見つけては作り続けた作品が保管されている。１９５３年に

はプマタンシアンタル周辺で、１９５４年にはパラパッ Parapatとシマルグン

Simalungunで、１９５５年にはポルセア Porsea、スリブドロッ Seribu Dolok、リマプ

ルッ Lima Puluhなどで採集された標本が作られ、ヨーロッパに送られた。リディアが

制作した標本も、かの女が愛し、尊敬した父親のものと共に、チューリッヒとレイデン

に保管されているのである。 

[ 完 ]



「ヌサンタラのイギリス人（１）」（２０２０年１０月２１日） 

 

ヤン・ピーテルスゾーン・クーン Jan Pieterszoon Coenによるバタヴィア建設の歴

史には最初からイギリス人がからんでいた。元々両者はバンテンに商館を開いてビジネ

スを行っていたが、オランダ人が商館をバンテンからジャヤカルタ Jayakarta に移した

とき、イギリス人もオランダ人の後を追ってジャヤカルタでのビジネスをも取り込もう

とした。イギリス人はバンテンの商館を維持したまま、その拡張を目指したという違い

だ。その時期、両者はすでに武力抗争状態に入っていた。 

当時のジャヤカルタの街はチリウン川（今のカリブサール）とクルクッ Krukut川に

はさまれた洲の上に作られており、オランダ人はチリウン川東岸のジャヤカルタの街の

外に商館建設の許可を得て建築を開始する。その一帯はプチナン Pecinan（華人居住

区）になっていた。 

最初に建てられたのは掛け値なしの商館であり、しかも十分な建築資材が得られなか

ったために見すぼらしい小さいものしかできなかった。それを商館だと言いながら実際

には城 kastilに改築したのがクーンであり、かれのその行動は腹の中でアジアにおけ

るＶＯＣ商業帝国の野望が既に固まっていたことを証明するものだろう。 

 

ジャヤカルタの支配者はオランダ人と抗争状態に入り、後追いでやってきたイギリス

人と同盟を結んでオランダ人に対抗した。そのためにイギリス人はチリウン川西岸のジ

ャヤカルタの街の中に商館建設の許可を得ている。そして川をはさんでカスティルと対

面している、現在のＶＯＣ造船所の跡地にイギリス商館の建設を開始したのである。 

イギリス人も商館と言いながら頑丈な建物を建設して大砲を置いた。戦闘の際の陣地

が意図されていたのは明白だ。だがその陣地が完成する前の１６１８年１２月２３日夜

に、オランダ人はカスティルから船でカリブサールを渡って夜襲をかけ、未完成の建物

を燃やして灰にした。１６１８年１２月２３～２５日の間、ジャヤカルタの随所で市街

戦が繰り広げられた。しかし圧倒的な兵力差のために、オランダ側はカスティルでの籠

城を余儀なくされる。 

海上でもトーマス・デイル率いるイギリス側の優勢な軍事力のためにオランダＶＯＣ

船隊は叩きのめされて、クーンがマルクに逃走する結果になった。その当時ＶＯＣの本

部はマルクに置かれており、オランダ側の軍事力はマルクに集中していたのである。 

イギリスに反撃するためクーンはマルクから十分な軍船と陸戦部隊を連れてジャヤカ

ルタに戻って来た。そして海上のイギリス軍を打ち払い、陸上でもイギリスとジャヤカ

ルタの連合軍に打撃を与えてオランダの立場を回復させた。そうこうしているうちにバ



ンテン軍がジャヤカルタの治安を掌握して戦争状態は終わりを告げた。ジャヤカルタは

バンテンの属領なのであり、自国内の騒乱を属領だからと放置する支配者はいない。 

こうなればイギリス人はジャヤカルタから引き上げざるを得ない。イギリス人はバン

テンでの商売に専念することにしてジャヤカルタを去った。クーンにとっては思うつぼ

だ。状況が落ち着いたあとＶＯＣ軍はバンテン軍への攻撃を開始し、ジャヤカルタの街

中からすべての原住民を追い払うと町のすべてを焼き払い、そこにアムステルダムに似

せてヨーロッパの街を建設した。 

そこにいたのがクーンでなかったなら、あるいは捲土重来してきたクーンがイギリス

との戦闘に敗れていれば、インドネシアはイギリスの植民地になって今頃はコモンウエ

ルスの一員の道を歩んでいたかもしれない。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのイギリス人（２）」（２０２０年１０月２２日） 

 

１６８５年、イギリス人がスマトラ島南部西岸のブンクル Bengkuluに取り付いた。

ＶＯＣは１６６４年にそこに駐在員を置いたのだが、６年後に駐在ポストを閉めた。そ

の地で得られるものは駐在員を置くだけの価値がないと判断したようだ。とはいえ、Ｖ

ＯＣの船は時によってそこに立ち寄っていたから、まったく等閑に付していたわけでも

ない。 

イギリス人はそのチャンスに乗じた。１６８５年にイギリス東インド会社ＥＩＣの船

がやってきて現地の状況を調べ上げると、地元スルタンとの交渉に入る。北からアチェ

が覇権を南に拡大していた時期であり、１６世紀と１７世紀にアチェとブンクル間で戦

争が行われている。 

１６９５年にイギリス側が商館開設・コショウ売買独占・裁判権などを手に入れる内

容の条約が結ばれ、イギリスは支配を内陸部へと広げて行った。イギリス人はブンクル

をベンクーレン Bencoolen と呼んだ。しかし原住民反乱が頻発したため、イギリスは１

７１８年にマルボロ要塞 Fort Marlboroughを建設して防衛力を高めはしたものの、１

７１９年の反乱の結果、ブンクルの将来性に見切りをつけて全イギリス人がそこから退

去した。 

イギリス人がブンクルに戻って来たのは１７２４年で、内容を軟化させた条約をその

年４月にスルタンと再度交わしている。それからちょうど１００年後の１８２４年３月

１７日、イギリスとオランダの間で領有地の交換が行われた。それぞれが支配している

面上にある相手の点を交換して、一面を完ぺきに自分のものにしようというのがその目



的だ。その結果、ブンクルはオランダが手に入れ、オランダはマラッカをイギリスに譲

った。 

 

ナポレオン戦争でヨーロッパが激動に見舞われ、オランダ本国がバタヴィア共和国に

なってフランスにすり寄ったあと、ナポレオンは弟を国王にしてオランダを属国にす

る。弟の失政でナポレオンがオランダを併合し、そこをフランスの一州に変えたとき、

オランダの海外領土を奪取する公然たる理由をイギリスはつかんだ。海外覇権におくて

のフランスはイギリスに赤子の手をひねられてしまうことになる。ジャワだけでも死守

しようと試みたものの、頼みの綱のダンデルスをフランスに呼び戻してしまってはアリ

の一穴が起こるしかあるまい。 

イギリス東インド会社インド総督のミントー卿は１８０７年に、インド洋のフランス

＝オランダ権益を総なめにすることを計画した。モーリシャス Mauritiusからジャヴァ

Javaまで、がかれのスローガンになった。 

サミュエル・オークマティ Samuel Auchmuty中将指揮下のイギリス東インド会社ジャ

ワ島進攻軍は大型軍船４隻、フリゲート１４隻、スループ７隻、クルーザー８隻、輸送

船５７隻に１万２千人が分乗してカルカッタとマドラスを発進した。この一大軍事行動

は大英帝国がアジアで行った史上最大規模のものだった。もちろん、第二次大戦を除い

てはということだ。第二次大戦までその記録は破られることがなかったのである。 

この大船隊はまずペナンに達してから南下してバンカ島に立ち寄り、更にジャワ海を

ジャカルタ湾へと押し出して行った。イギリス人はバンカ島をセントヨーク St York島

と名付け、ムントッ Muntok の町をミントー卿にちなんでミントと呼んだ。地元民の中

にその町を Mintoと呼ぶひとがいまだにいるそうだ。[ 続く ] 

 

「ヌサンタラのイギリス人（３）」（２０２０年１０月２３日） 

 

イギリス軍は１８１１年８月４日夜間にバタヴィアから１５キロほど東方のチリンチ

ン Cilincing海岸に上陸を開始し、全軍の上陸が完了したのは８月７日だった。完璧な

無血上陸だ。前衛部隊は既に海岸沿いを旧バタヴィア城市に向かって進軍しており、

続々とダンデルスが見捨てた過去の都に入って行った。ダンデルスによって城壁が撤去

されてあった旧バタヴィア城市にイギリス軍は難なく進入し、バタヴィア市庁舎

Stadhuysに軍司令部を置いた。 



フランス＝オランダ側は北岸部の住民を安全地帯に移動させており、退避命令に応じ

ない原住民には飲用水を余分に持たせないようにした。敵兵をどうやって苦しめるかは

戦略の基本だろう。 

イギリス軍はたいして間を開けずにヴェルテフレーデンへの攻撃を開始する。モーレ

ンフリート沿いの道を騎馬と歩兵が突進して行った。あちこちで散発的な交戦が始ま

る。するとダンデルスの後を受けたヤンセンス Jan Willem Janssens第３７代総督は、

早々とヴェルテフレーデン防衛部隊をメステルコルネリスに引き上げさせて背水の陣を

固めた。 

南往き街道をメステルコルネリスに向けて進軍するイギリス軍は、街道沿いに設けら

れたフランス＝オランダ軍の砦に悩まされながらもメステルコルネリス要塞に向けて接

近していく。１８１１年８月２６日に要塞が最終的に陥落した後、中部ジャワに逃走し

たフランス＝オランダ軍にはイギリス軍と対等に戦う能力が残っておらず、イギリス軍

が行う掃討戦に敗れて白旗を掲げる結末が相次いだ。イギリス軍に捕らえられたフラン

ス＝オランダ軍兵は６千人にのぼった。 

こうして１８１１年９月１８日にスマラン地方で行われた最後の決戦で敗れたフラン

ス＝オランダ軍はスマラン郊外のトゥンタン Tuntang村で降伏文書に調印し、イギリス

の勝利が確定した。イギリスはジャワとパレンバンそしてマカッサルの統治権を手に入

れたのである。 

そのジャワの統治権をイギリスは１８１６年８月１５日にオランダに返還し、マレー

半島経営に専念するようになる。ジャワの統治に心血を注いでいたラフルズ第４０代総

督はその返還に反対したが、大英帝国の思惑は違う所にあり、ラフルズの希望と夢は潰

えてしまう。落胆したラフルズは心機一転してシンガポール島の開発に乗り出し、今日

のシンガポールの礎石を築いた。返還がなされずラフルズの手腕が振るわれ続けていた

ら、ジャワ島は・・・・シンガポールは・・・・・？ 

 

１８１９年、ロンドンミッショナリーソサエティの牧師がジャカルタのコニングスプ

レインの南東でチキニ地区の北端部に土地を買い、質素な教会を建てた。現在トゥグタ

ニ Tugu Taniと呼ばれているモニュメントと道路をはさんでちょうど真向いにその教会

がある。この教会は１８２９年に改装されて豪壮な建物に変わった。アングリカン教会

All Saints Church/Anglican Church と呼ばれているこの教会の墓地にはイギリス軍将

校たちが埋葬されており、１８１１年の戦争の際の戦没者も含まれているという話だ。

[ 続く ] 

 

 



「ヌサンタラのイギリス人（４）」（２０２０年１０月２６日） 

 

帆船による大航海時代に名を遺した船長たちもバタヴィアを訪れた。１７７０年４月

にエンデバー号による航海でオーストラリアの南東海岸部をはじめて発見したヨーロッ

パ人として著名なキャプテンクックはその後オーストラリアから東インドに向かい、バ

タヴィアに寄港した。スリブ群島 Kepulauan Seribuの中のひとつでＶＯＣの造船所と

船舶修理施設が完備されているオンルスト Onrust島で船の修理を行う間、船長はバタ

ヴィア城市内南部の、今日トコメラ Toko Merahと呼ばれている建物に宿泊した。 

このトコメラは現在の西カリブサール通り Jl Kali Besar Barat南詰にあるバタヴィ

アチャータードバンクビルからほぼ百メートル北に位置している、表が全面的に赤色で

塗られている建物で、周りが一様に白塗りだから遠くからでもすぐに分かる。トランス

ジャカルタバスのコリドール１２に乗って西カリブサールバス停で降りれば、トコメラ

はすぐそばだ。 

この建物は１７３０年にファン・イムホフが第２７代総督になる前に建てたものだっ

た。２，４７１平米の土地にかれは豪壮なヴィラを建てた。ファン・イムホフのあと第

２８代のヤコブ・モッスル Jacob Mossel総督(1750?1761), 第２９代のファン・デル・

パッラ Petrus Albertus van der Parra 総督(1761?1775), 第３１代レイニア・デ・ク

ラーク Reinier de Klerk 総督(1777?1780), ニコラス・ハーティン Nicolaas Hartingh

やフォン・ ホーエンドーフ Baron von Hohendorffら高官たちも本人や家族がそこを居

所にした。 

１７８６年から１８０８年までそこはヒーレンロジメン Heerenlogement として使わ

れた。ＶＯＣにとっての貴賓用宿舎だ。アムステルダム本社のヒーレンが出張して来た

り、諸外国の高貴な人物が訪れたときに使われたと思われる。キャプテンクックが泊ま

ったのはその前だから、多分ファン・デル・パッラ総督の賓客として泊まったのだろ

う。 

その時期、この宿舎には客用の馬車８台、馬１６頭が建物裏に用意されて、客の外出

の用を足した。もちろん、西洋社会においては自動車が発明されるまで馬と馬車が個人

用交通機関だったのだから、宿舎として使われる以前も以後もその建物に厩舎とガレー

ジがあったことは十分に想像される。それに加えて表のカリブサールにはスンダクラパ

地区のバタヴィア港との往復のために小船が６艘用意されていた。主に荷物の運搬に使

われたようだが、ひとも運んだのではあるまいか。 

１７４３年に総督になったファン・イムホフは、海員養成学校 Academie de Marine

をこの建物に開いた。学校は１７５５年まで続いたそうだ。ＶＯＣの船に乗組んで指揮

を執る人材の養成が、バタヴィアおよび東インドの諸都市に住む青少年を対象にして行

われたのである。この学校はその種のものとしてアジア最古だと謳われている。 



 

１８０９年から１３年までアントニー・ナケア Anthony Nacareがそこに住み、その

後さまざまなひとの手から手に渡された後、１８５１年になって華人カピタンのウイ・

リオウコン Oey Liauw Kong の手に落ちる。ウイは建物の表を赤塗にしてそこを商店に

したため、世上でトコメラと呼ばれるようになった。だからキャプテンクックの時はま

だトコメラになっていない。 

しかしトコメラという名前の由来を１７４０年１０月の華人街騒乱 Chinezenmoord に

結びつける者がいる。華人を見つけ次第皆殺しにせよという命令を受けたＶＯＣバタヴ

ィア防衛軍が華人居住者の多いバタヴィア城市内西側の南部貧困地区で一大殺戮を行っ

たことから、カリブサールの水が真っ赤に染まった。そのイメージが建物に結び付けら

れたというようなことを匂わせる話になっている。この種の話をわたしは最初、華人が

かれらの被害者意識を泣訴するためのものというように感じていたのだが、最近ではど

うもその反対ではないかという気がしてきている。華人憎悪者が華人に向けた嫌悪感を

裏側に秘めているような気がしてならないのである。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのイギリス人（終）」（２０２０年１０月２７日） 

 

グヌンサハリ Gunung Sahari という道路名は一日で華人の屍が山になったからだ。ジ

ャティヌガラのラワバンケ Rawa Bangkeという地名は、華人の屍が池を埋めたためにそ

う呼ばれるようになったのだ。アンケ Angkeという地名は漢字「紅渓」の福建語読みで

あり、アンケ川の水面が華人の血で朱染めになったことに由来している。云々・・・・ 

歴史的な考察を加えればそれらが史的事実から逸脱していることは明白なのだが、そ

れでもそんなことを言うのは、「だからお前たち華人は気を付けな」という意図を裏に

隠しているように思えて仕方ない。 

日本軍政期にはジャワ軍政監部衛生局がこの建物を使ったようだ。 

ところで、トコメラにも妖怪譚がある。二棟から成るこの建物は一階に１６室、２回

に４室、３階に５室と多くの部屋があり、そのどこかの部屋で時折窓から外を見ている

オランダ娘の姿を見ることがあるというのがその話だ。そのオランダ娘は華人大虐殺の

とき、外で繰り広げられている暴虐を見て被害者を助けようとし、オランダ兵に殺され

たのだという説や、この館では昔、オランダ娘を折檻することが行われていて、それで

生命を落とした娘もおり、今でも館内ではふっと娘の忍び泣きする声が聞こえたり、悲

鳴が聞こえたりするという説もある。また館内見学の少女たちの中で、突然憑依現象に



襲われる者がおり、気絶したり、暴れてオランダ語を流暢に喚き散らす者があるという

話もある。もちろん本人にオランダ語の素養などない。 

 

キャプテンクックの他にも、イギリス人船長は何人かトコメラに宿泊している。著名

人物としてはバウンティ号反乱事件で有名になったキャプテンブライがいる。１７８９

年４月２８日にバウンティ号を乗組員に乗っ取られたブライ船長以下１９人は、全長９

メートルのランチに乗せられ、タヒチ島海域で大海の中に放り出された。 

一行はヨーロッパ文明が存在する東インドのティモール島を目標に定めて、大海を小

船で渡る６千７百キロの冒険行を開始したのである。キャプテンクックの薫陶を受けた

ブライ船長は常人の及ばない航海術を駆使し、４７日をかけてその距離を踏破してティ

モール島クパン Kupangに１７８９年６月１４日に到着したのだった。 

クパンからバタヴィアに到着したブライ船長は日記にこう書いた。「バタヴィアで

は、他の場所に宿泊してはならない外国人の宿舎があり、そこに泊まった。このホテル

はたいへん汚く、ろくにメンテナンスがなされていなかった。」 

バタヴィアにやってきた他の船長たちは、ニューブリテン島を発見したウィリアム・

ダンピア William Dampier が１７００年に、１７６６年にジョン・バイロン John 

Byron、そしてフィリップ・カートレット Philipe Carteretなどと多彩な顔触れになっ

ている。 

南太平洋を走る船はバタヴィアが外すことのできない寄港地になっていたようだ。た

とえどれほどコレラやマラリアで生命を落とすリスクが高かったとしても。[ 完 ] 



「ヌサンタラのロシア人（１）」（２０２０年１１月１６日） 

 

ロシアの歴史の中にインドネシアが初めて登場したのは１７世紀末のころだ。ピョー

トル大帝の時代に語られていたオストロヴニツァ Ostrovnitsaという地名がヌサンタラ

を示していたことは今や共通の見解になっている。 

ロシアのふたりの世界周航家イヴァン・クルゼンシュテルンとユーリ・リシャンスキ

ーは１８０６年にスンダ海峡を通って東シナ海に抜ける航路を取り、そのときヌサンタ

ラ住民とロシア人の接触が史上初めて起こった。それ以来、ロシアの船は相次いでオラ

ンダ領東インドを訪れてケロシンや工業製品を住民に売り、コーヒー・茶・タバコ・コ

プラ・スパイス・鉛などを住民から買った。 

 

１８７６年、ボゴール植物園の植物誌とスンダ及びジャワの原住民の生活や慣習を記

した５冊の書物が出版された。その著者がロシアの民族学・人類学者ニコライ・ミクル

ホ‐マクライ Nicholai Mikluho-Maklaiである。 

かれは１８７０～８０年代にニューギニア島に入って調査を行った。島の東北部と西

南部を訪れて調査し、ニューギニア島東半分のイギリス領と西半分のオランダ領の両方

で情報と資料を集めた。その島にかれが最初に上陸したおよそ百キロの長さを持つ東北

部の海岸はロシア語版世界地図にミクルホ‐マクライ海岸と書かれている。最初は西洋

諸国の地図にも Maclay Coast が記されていたものの、第一次大戦後オーストラリアが

その海岸の名称を Rui Coast に変えた。パプアニューギニアのひとびとはそのロシア人

学者をいまだに尊敬しており、海岸の名称をミクルホ‐マクライ海岸に戻す議論がとき

どき巻き起こっている。 

 

ニコライ・ミクルホ‐マクライはノヴゴロドのラジュデスヴェンスコイェで１８４６

年に生まれた。父親は鉄道技師で、サンクトピテルブルク⇔モスクワ間の鉄道線路敷設

に関わった。１１歳で父親を失ったニコライは１８６３年にサンクトピテルブルク大学

の数学物理学部に入ったものの、政治運動に関わったため放校された。かれはロシアを

去ってドイツに向かった。 

ハイデルベルク、ライプツィヒ、イエナの諸大学で哲学・人類学・民族学・動物学を

修得して学士号を得、スペイン・イタリア・イギリスなどを歴訪して各地の学者と交流

してから、調査研究に発心してカナリー諸島・モロッコ・スエズ・紅海を遍歴した。シ

アキンとジッダで奴隷市を目の当たりにしたかれは、そこで感じた人道的な怒りを日記

に書きなぐっている。 

ロシアに戻って調査研究の成果を発表したかれは、次にニューギニア島に向かい、さ

らにマラッカ半島に入ってトレンガヌ・クランタン・パハン・ジョホールを訪れ、奥地



に入ってスマン族とサカイ族を観察した。それからフィリピンを経て南太平洋の島々や

オーストラリアに行き、民族学・人類学・地理学・気象学などさまざまな分野で成果を

残した。 

その中で、かれの興味はパプアニューギニア人にもっとも深く注がれたようだ。滞在

した土地で動植物や地理を観察し、また原住民の生活に密着してさまざまな秘密を解き

明かそうとした。１８７１～７２年、１８７６～７７年、１８８３年と三度もその島を

訪れて滞在し、島の東北部海岸地区と西南部地区のパプアコウィアイ Papua Kowiai で

調査研究にいそしんだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのロシア人（２）」（２０２０年１１月１７日） 

 

１８７１年の最初の訪問の際、かれはサンクトピテルブルク港からコルヴェット艦ヴ

ィティヤス号に乗ってロシアを離れた。艦は各地に寄港しながら世界周航ルートをたど

り、１８７１年９月１８日にニューギニア島東北部のアストロリャビア湾に停泊した。 

近郷にあるゴレンドゥ、ボング、ボガティムの村々の住民は、これまで見たこともな

い煙を吐く大きな船がやってきて、色の白い人間が上陸して来るのに驚いた。最初は武

装した８人の原住民がニコライに向かって矢をつがえ、矢先はかれの顔と胸に向けられ

た。ニコライは敵意の全くないことを示しながら親しみを込めて悠然と応対し、徐々に

緊張はほぐれて原住民は矢をおさめた。 

ニコライが最初に知り合った原住民は名前をトゥイと言い、トゥイとその息子はかれ

にとって終生続く友情で固く結ばれることになった。ニコライとトゥイは手をつない

で、そこから一番近い村に向かった。原住民の間で顔を知ってもらうためだ。出会う村

人のひとりひとりにニコライは土産物を与えてあいさつした。 

ひとわたり村人に顔を見知ってもらったかれは、上陸地点に戻った。海岸のボング村

寄りの場所にヴィティヤス号の船員たちがニコライのための家を建てていた。その家

で、かれはスエーデン人の鯨漁師ウルソンとポリネシア人少年のニ人と共に暮らし始め

た。 

陸上での成り行きを確認するために、ヴィティヤス号は数日間停泊した。色の白い人

間が敵対行動をしかけてこないのに安心した原住民は、手土産を携えてヴィティヤス号

に接近し始めた。ヤシの実・バナナの房・熱帯のさまざまな果実・・・。中には豚一頭

をプレゼントした者、あるいは犬を二頭持って来た者もあった。かれらは興味津々と艦

上に上がって来て、好奇心満々に艦内を見て回った。ロシア人士官や船員がかれらを歓

迎したのは言うまでもない。 

 



この大自然の下で生きている未開の人間たちの姿の中に、ニコライというひとりの人

間を作り出している文明なるものの原点をかれは見出したのだろうか。それは人間とし

てのかれ自身の原点に二重写しになるものであったにちがいあるまい。故国から遠く離

れたニューギニアの地でかれはやっとそれに出会ったということなのだろうか。 

かれはそこでの暮らしの中で原住民との平和共存をはかり、原住民はかれを受け入れ

てさまざまな祝祭や慣習行事に招いてくれた。原住民の暮らしを細かに知るうえで、そ

れが大きなメリットになった。さまざまな種族の言葉にも、かれは精通するようになっ

た。 

かれはまた、文明社会が持っている多様な知識を原住民に指導し、病人や怪我人にで

きるかぎりの治療を施し、釘の使い方や釣り針で魚を捕ることを教えた。原住民が釣り

針で捕った魚をかれの家にしばしば持って来た。かれは日誌に書いている。「毎日、同

じようなことを繰り返している。朝は動物学者になり、病人が出れば医者になり、薬剤

師になり、料理人になり、洗濯人になる。要はマスター何でも屋だ。」 

そんな何でも屋はイラストも描いた。原住民の肖像、石斧や鍬などの道具類、崇拝す

る神像、そして原始のまま息づいている風景。 

 

ニューギニア人が昔は金属の製法を知っていた時代があり、一時期は文明の発展階段

の上位に立っていたことがあるという仮説をかれは立てている。しかしその英雄的時代

は終わり、かれらは自然の中で生きることに方針を変えた。 

耕作や漁労で食糧を得、慣習を単純なものにし、人間同士が愛し合い、いたわり合っ

て平和に暮らす道を選択した。ニコライはこう書いている。「わたしは原住民たちの礼

儀正しさと穏やかな人間関係に感嘆する。妻子に対する親睦感情はたいへん大きいもの

だ。家族の間でいがみ合いや喧嘩が起こったことをわたしは見たことがないし、また、

村の中で盗みや殺人が起こったことなど聞いたこともない。生活共同体の中にはボスが

おらず、そして貧富の差もない。だから嫉妬も憎しみも存在しえないのだ。 

現地の娘たちの倫理性もヨーロッパの娘たちに十分匹敵するものだ。偽善の中で教育

され、人為的な偽善に満ちているヨーロッパの娘たちの倫理性がここの娘たち以上のも

のであるとは言い難い。」 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのロシア人（３）」（２０２０年１１月１８日） 

 



ニコライの消息が絶えて月日を重ねたことから、イギリスのマスメディアがニコライ

死亡の憶測を流した。それに驚いたロシア人が、事の真偽をたださんとしてイズムルッ

ド号を派遣した。 

船がアストロリャビア湾に到達したとき、ニコライの家は何事もなかったかのように

建っており、そして原住民がいて、その間にいるニコライが手を振っているのが見え

た。そのとき、船内に「ウラー」の大合唱が湧きおこった。 

 

ニコライがその地を去ることを伝え聞いた周辺の村々から、引き留めようとする意向

を携えた原住民がひっきりなしにやってきて、嘆願し、口説いた。再会を約束してニコ

ライは船上の人となった。 

船はかれをマルクのティドーレとテルナーテに運んだ。そのあと、船はさらにフィリ

ピンのマニラに寄港し、ニコライは山中に住むネグリート族の生活を観察した。小柄な

ネグリート族がニューギニア原住民とよく似た性質を持ち、類似の生活習慣を営んでい

ることが明らかにされた。 

その後、船はジャワ島のバタヴィアに入り、ニコライはバイテンゾルフの植物園を見

学したが、そのとき東インド総督がかれにバイテンゾルフ宮殿に滞在するよう勧め、宮

殿敷地内のパヴィリオンをかれに提供した。 

 

１８８３年にニコライが三度目のアストロリャビア湾上陸を実現させたとき、原住民

は男だけでなく女も子供を連れて海岸へやってきて、歓喜にあふれたお祭り気分を湧き

立たせた。ひとびとはかれの住む家を建て、周辺の土地をきれいにし、船から下ろされ

るかれの必要品を大喜びで家に運び込んだ。そのとき、かれはこれまでに増して大きな

意味を持つ研究成果を得ることができた。 

 

１８８４年２月、かれはまたニューギニア島を訪れたが、そのときは南西部のパプア

コウィアイが訪問先だった。しかし健康状態が悪化したために、かれはそこを引き上げ

てバイテンゾルフに向かい療養に専念することを余儀なくされた。 

バイテンゾルフ宮殿のパヴィリオンのひとつがかれに提供され、総督の客人としてそ

こに逗留したが、そのときに総督の娘のひとりとの恋愛譚が噂された。そういう記事が

ロシア人の署名入りでコンパス紙に掲載されている一方、同紙の別の記事によれば、ニ

コライが生涯の伴侶を得たのはオーストラリアに滞在中のことで、学者仲間のジョン・

ロバートソンの娘マルガリータと１８８４年２月２７日にオーストラリアで結婚したと

いう内容が記されている。オーストラリアからロシアへの帰途にバイテンゾルフに立ち

寄ったとしても、新妻を連れたかれに上のような話が起こるとは考えにくい気がする。 

帰国後、この夫婦はサンクトピテルブルクに居を構えて、男児を二人育て、ニューギ

ニア原住民のように仲睦まじい家庭を築いたとその記事には記されている。 



 

ニコライはまたニューギニア島東半分を領有しているイギリスの現地統治官に手紙を

書き、アメリカ人の探検計画を批判し、またドイツの南太平洋における行動を人道主義

の観点から非難した。イギリスおよびオランダの現地統治官に対して、古来から続けら

れて来た原住民の生活慣習に干渉する原住民政策への強い批判をもかれは行っている。 

かれは１８８８年４月１４日に病気で世を去ったが、１８８６年に帰国してから没す

るまで、かれはロシアの著名な学者のひとりとしてマスメディアに取り上げられるスタ

ーになっていた。かれの労作である学術諸論文を集めたものは１９２３年から発行され

るようになった。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのロシア人（４）」（２０２０年１１月１９日） 

 

ニコライが調査研究を行った地域の諸村は先祖代々語り伝えられてきたタモルス Tamo 

Rus (tamu Rusia)の話を集合記憶として保持し続けており、ニコライが連れて来た一対

の牛が子孫繁栄して牛の群れになっていたり、またかれが教えたトウモロコシ栽培も原

住民の食糧確保の一助として維持されている。 

その諸村で使われている地域語の中にロシア語源と思われる単語すら見つかってい

る。西瓜は abrus、トウモロコシは gugurusa、牡牛は byikaといったものだ。またマク

ライという名が学名に付けられた果樹植物もある。 

 

ロシア帝国の高位にあるひとびとも、バタヴィアを訪れている。バタヴィアは第二次

大戦勃発まで、東南アジア有数の文明化した大都市だったのであり、東南アジアの重要

な寄港地のひとつになっていた。 

１８９０年、まだ皇太子だったロシア帝国最後の皇帝ニコライ二世が極東訪問航海の

途中でバタヴィアに立ち寄っている。１９１１年にはボリス・ヴラジミロヴィチ大公が

シアム王の宮殿における戴冠式に列席したあと、バンコクからの帰国の航海でバタヴィ

アに立ち寄っている。 

１８９４年、ロシアはオランダ領東インドとの貿易拡大を望んで、バタヴィアに領事

館を設けた。初代の駐バタヴィア・ロシア帝国領事として赴任したのはモデスト・バク

ーニン Modest Bakuninであり、かれは有名な無政府主義者ミハイル・バクーニン

Mikhail Bakuninの叔父に当たる。バタヴィア領事は１８９９年に帰国したが、その後

任者はやってこなかったらしい。かれは１９０２年に「Tropical Holland～ジャワ島の

５年間」と題するモノグラフを出版した。多分それが系統的にヌサンタラの住民とその



生活や習慣、地理や自然などをロシアに紹介した事始めだったようで、ロシアにおける

インドネシア学の礎石となった。その中にはおよそ５百語のムラユ単語がロシア語の定

義を添えて記されている。またパントゥンに関する解説も詳しい。 

１９１７年、ロシアにボルシェビキ革命が起こってロシア帝国は崩壊し、共産ロシア

が誕生する。インドネシアは第二次大戦を経て独立宣言を行い、オランダ領東インドか

ら脱皮した。第二次大戦後、米ソ二大陣営の対立構造が激化し、同時に起こったアジ

ア・アフリカの民族主義と反植民地主義の動きに関連して、ソ連はそれをバックアップ

する立場に回った。 

１９３０年にモスクワ東洋学院の学者アレクサンドル・フーベル Alexander Huber は

オランダ領東インドの社会経済概説に関する２７９ページの論文を書き、オランダ領東

インドと呼ばずにインドネシアと記した。地理学上の学術名称が政治的な領土に対して

はじめて使われたのが、このロシア語の論文だったと言われている。 

１９４９年８～１２月のオランダとインドネシアのハーグ円卓会議のあと、１９５０

年１月２６日にソ連はいち早くインドネシアの独立国家承認を行った。１９５０年９月

２８日のインドネシアの国連加盟にもソ連は早くからそれを支持する立場を表明してい

る。 

その年の２月３日にソ連はインドネシアに対して外交関係を結ぶことを求めて来た。

インドネシア共産党とイスラム系勢力との間で、その賛否をめぐって国会は大揺れに揺

れた。 

最終的に１９５４年、インドネシアとソ連はそれぞれの首都に大使館を開設すること

に合意した。駐モスクワインドネシア共和国初代大使はスバンドリオ、駐ジャカルタソ

連初代大使はズコヴ DA Zhukov が任じられた。 

それから１９６５年までのオルラレジームでは、インドネシアとソ連の蜜月時代が続

いた。ソ連はインドネシアに対して軍事援助経済援助を惜しげもなく注ぎ込んだ。おか

げでインドネシアの軍事力は大きく進展し、中国に次ぐアジア第二の軍事大国になっ

た。 

スカルノ大統領は１９５６年以来四回もソ連を訪問した。スカルノが北京とモスクワ

を訪問して社会主義陣営への接近をあからさまに示した時、米国外交筋はインドネシア

を強く批判し、スカルノを共産主義者呼ばわりした。スカルノはそれに関してこう語っ

ている。「全能の偉大なる神が作ったこのわたしという人間を、かれらはコテコテの共

産主義者だと言うんだから・・・」 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのロシア人（５）」（２０２０年１１月２０日） 



 

スカルノはパンナム機に乗ってモスクワを訪問した。空港で飛行機が停まり、スカル

ノがタラップを降りる時、パンナムの青い制服を着た金髪の美人スチュワーデスがタラ

ップの両側に整列した。すると地上で１５０人の楽隊と合唱団がインドネシアラヤの演

奏と合唱を始めたではないか。感動で涙がこぼれたとスカルノはそのときのことを追想

している。完全独立をやっとのことで達成した一新興国にここまで手厚いことをしてく

れるのかという感慨にかれは襲われたのだろう。ソ連の心情作戦はたいへんに効果的だ

ったようだ。 

大統領訪問の前準備で先にモスクワを訪れていたナスティオン国軍総司令官国防統括

大臣はそのときフルシチョフ首相と共に大統領を迎えるために空港で待っていた。首相

がナスティオンに皮肉を言った。「将軍、インドネシアの娘たちはみんなきれいですな

あ。」将軍は切り返した。「首相がインドネシアにお越しになれば、もっと美しい黒髪

の娘たちをたくさんご覧になれますよ。」 

 

スカルノの最初のソ連訪問時に、レニングラードでかれは中央アジア風の青いドーム

を持つこぎれいな建物を目にした。好奇心に駆られて、かれはそこに立ち寄るよう運転

手に命じた。着いてみると、そこはただの倉庫だった。かれはその辺りにいるひとびと

に尋ねた。これは一体何なのかと。 

昔これは美しいモスクだったのだが、共産主義がこの国を支配するようになって、す

べての宗教施設は閉鎖を命じられたため、この建物もモスクとして使われなくなったの

だ、というのがスカルノの得た裏話だった。 

レニングラードからモスクワに戻って来たスカルノに、フルシチョフ首相が訪ねた。

「レニングラードはいかがでしたか？あの美しい町をお楽しみいただけましたか？」 

スカルノは答えた。「あなたのおっしゃるその町をわたしはろくに見なかったし、楽

しくもなかったですよ。」 

「そんな馬鹿な。世界的にも美しいと言われているあの町に閣下は何日か滞在された

でしょうに。」 

「いや、問題はね、わたしはモスクを探したのに、モスクが見つからなかったという

ことです。」 

スカルノが帰国してからフルシチョフはレニングラードで何があったのかを調べさ

せ、そして青いドームの建物を宗教施設として再開させるように命じた。レニングラー

ドのムスリムは驚き、その措置の陰にスカルノの名前があったことを知ってスカルノを

尊敬するようになった。そういう話が伝えられている。 

１９５７年に７人のインドネシア人学生が国費留学生として迎えられたのをきっかけ

にして、多数のインドネシア人留学生がソ連のあちこちの大学に迎えられた。その数は

通算して５千人を超えている。ソ連は西欧の植民地から独立した新興国家への援助の一



環として各国から青年の留学を受け入れる方針を取った。その中でインドネシア人留学

生は最多数に上ったのである。ソ連在留のインドネシア人留学生が２千人いた時期もあ

る。１９６０年代のインドネシアの都市部では、ソ連への留学が社会現象になってい

た。 

 

そのインドネシアとソ連の蜜月時代に作られた施設のひとつがジャカルタのスナヤン

スポーツコンプレックス Gelora Bung Karnoであり、そのメインスタジアム Istora

だ。スナヤンスポーツコンプレックスはインドネシアが１９６２年８月に第４回アジア

競技大会を主催するときに建設された。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのロシア人（６）」（２０２０年１１月２３日） 

 

その建設のためにスカルノはソ連に資金と技術の支援を要請し、ソ連はそれを受けて

１，２５０万米ドルの資金と建築技術者派遣の協力をインドネシアに与えた。スカルノ

はソ連のルジュニキ Luzhniki スタジアムのデザインをたいそう気に入り、スナヤンに

も同じものをと望んだことから、あたかもロシア人がルジュニキとスナヤンに双子のス

タジアムを作るような結果になった。 

ソ連の援助で作られた施設はもっとたくさんある。東ジャカルタのプルサハバタン病

院 RS Persahabatan、チルゴン Cilegonの製鉄所（現在のクラカタウ製鉄所）、チラチ

ャップ Ci-lacapの肥料工場、そして郵便局、電話局、銀行なども作られた。また、ア

ンボンのパティムラ大学への地理学と海洋学の専門家派遣も行われている。 

 

中部カリマンタンのパランカラヤ Palangkaraya⇔タンキリン Tangkiling 間の道路を

地元のひとびとはロシア道路 Jalan Rusiaと呼んでいる。全長３４キロ、幅６メートル

の直線道路はロシアの援助で作られたものだ。 

なぜこんな場所に外国の援助で一級道路を作ろうとしたのか？それはスカルノ大統領

が抱いた首都移転構想に沿ったものだったのである。スカルノは植民地支配者の歴史が

刻み込まれているジャカルタを捨てて、新興国家にふさわしい新しい首都を作る夢を抱

いた。そして、その当時森林原野でしかなかったパランカラヤに新しい首都を設けるこ

とにし、新首都とサンピッ Sampit、そして更にパンカランブン Pangkalan Bun までの

１７５キロを結ぶ一級道路建設の支援をソ連に求めたのである。 

 



１９５７年７月１７日、ダヤッ族居留地パハンドゥッ Pahandutの森の木にスカルノ

は斧を振るった。それが新首都建設の鍬入れ式だった。大人が両腕で抱えてもまだ届か

ないくらい太い巨木が林立していたそうだ。 

町の構造はカハヤン Kahayan 川を北端にして、行政地区・商業地区・住宅地区が分離

され、南東にあるバンジャルマシンと南西にあるサンピッ間の交通を陸路と水路の二本

立てでつなぐ構想になっていた。 

神聖・高貴・偉大なる場所という意味を持つパランカラヤと名付けられた未来の首都

はこうして建設が開始されたのである。一方、ソ連に要請した道路建設も１９６２年に

準備が整って開始された。十数人のロシア人技師がやってきて、現場で工事の指揮を取

った。ダヤッ人数十人、そしてこの工事のためにジャワからやってきた百人を超えるジ

ャワ人が、ロシア人技師の指図に沿って作業を行った。 

公共事業省道路建設専門家は、そのときたいへん丁寧な仕事がなされた、と語ってい

る。ロシアとは地質のまるで異なった泥炭土に覆われている中部カリマンタンに最高の

道路を作るため、技師たちは泥炭土の層をすべて取り去る方法を採ったのだ。どんなに

深かろうと、道路幅の分だけ泥炭土はすべて除去されて、そこに硬い基盤を底にした水

路が出現した。その水路は石・砂・高密度の土で埋められた。１９６２年１２月１７日

にそれが終わると、排水設備・土固め・アスファルト舗装の工事が続けられた。たいへ

んな手間と時間を費やす作業だったが、その効果は５０年以上が経過したいま、だれも

が明白に感じることのできるものになっている。 

このロシア道路は現在、カリマンタンの海岸部を端から端までつなぐトランスカリマ

ンタン道路の一部になっている。トランスカリマンタンは至る所で穴が開いたり、褶曲

したりしているのだが、ロシア道路の３４キロ区間だけは何の瑕疵もない、継続的に高

速走行が楽しめる道路になっているのである。 

他の区間はたいていインドネシア人が建設したものだ。即席が大好きで、早く結果が

出ることを尊ぶ民族性は、即席に完成し、そして即席に壊れて行く道路を国中に作って

いる。壊れた道路を補修するのに予算が支出され、毎年同じことが繰り返されて、業者

は受注の絶えることがない。 

公共事業省専門家は、ロシア人のやり方はインドネシア方式の３倍のコストがかかる

と言う。しかしそのやり方で作られた道路はインドネシアの一般的な道路よりも５倍長

持ちするのだそうだ。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラのロシア人（終）」（２０２０年１１月２４日） 

 



その素晴らしいロシア道路は当初計画の二割しか作られないまま終わってしまった。

１９６５年のＧ３０Ｓ政変がその結果を招いたのである。それは同時に、スカルノの夢

だった首都移転をも粉砕してしまった。 

Ｇ３０Ｓ事件の知らせがロシア人技師たちに届くと、かれら全員がすぐさまインドネ

シアを離れた。その工事に関わっていたインドネシア人たちも、即座にソ連のプロジェ

クトとは無関係であるという風を装った。工事現場は一転して無人の境に変わってしま

った。たとえ一介の労務者でしかなかったとしても、中国やソ連のプロジェクトに関わ

っていたと赤狩りの連中に騒がれたら何をされるか分かったものではないし、オルバ行

政に政治犯の烙印を捺されるのも怖ろしい。 

その後遺症はいまだに続いていて、２００９年にコンパス紙がトランスカリマンタン

特集を組んでロシア道路の取材を行った時も、建設に携わった体験者を探したがほんの

わずかなひとにしたインタビューができなかった。 

 

フルシチョフ首相は１９６１年にインドネシアを一度訪れている。１９６２年の西イ

リアン解放戦争では、インドネシア国軍はソ連のバックアップを受けてオランダとの戦

争を繰り広げ、米国の調停によって西イリアンをインドネシアの領土に編入した。 

西イリアン解放戦争の勝利を記念して、スカルノ大統領はモナス広場南東の、メンテ

ン地区北部とスネン地区を結ぶ道路西詰の緑地帯に記念碑を建てさせた。銃を持ち、ジ

ャワの農夫がかぶるチャピン caping（編み笠）をかぶって立っているひとりの男とそ

れに食べ物を渡しているカインクバヤ姿の女性の像はロシア人彫刻家のデザインと制作

によるものだ。 

二人のロシア人彫刻家は構想を練る中で、インドネシアで耳にした出征する息子に祝

福を与える母親の話に感銘し、そのデザインを採用した。この像はソ連政府がインドネ

シアにプレゼントし、１９６３年にスカルノの希望通り現在の場所に設置された。公式

名称は英雄の像 Patung Pahlawan となっているが、農夫のイメージが強いことから農夫

の記念碑 tugu taniと呼ばれることも少なくない。 

 

１９６５年のＧ３０Ｓ政変でインドネシアとソ連の蜜月関係は終焉した。ロシアや東

欧にいたインドネシア人学生や社会人に新政権は即時帰国を命じたが、さまざまな事情

でそれに従わなかった者もあった。赤狩りで行われた大殺りくの噂に帰国を怖れた者も

いた。従わなかった者たちは国籍を喪失し、政治亡命者になった。かれらの運命はイン

ドネシア語のさまざまな小説の中に描かれている。赤狩りにおけるジェノサイドや故国

喪失の被害者の話は、この民族が担わなければならない伝説となるだろう。 

１９８９年になって、スハルト大統領はソ連を訪問して国交を回復させた。１９９１

年１２月のソ連崩壊の三日後に、インドネシア共和国はソ連の後継者たるロシア連邦共



和国を公式承認している。こうして両国は互いにイデオロギーを抜きにした国交を展開

するようになった。 

２００７年９月５日にはヴラジミル・プーチン Vladimir Putin大統領が二日間のイ

ンドネシア公式訪問を行い、フルシチョフ首相以来、実に半世紀近い空白期間を経てロ

シアの要人の公式訪問が実現された。インドネシア側もスハルト大統領のあと、レフォ

ルマシレジームに入ってメガワティ、ＳＢＹ，ジョコウィ、と歴代の大統領がロシアを

公式訪問している。[ 完 ] 

 



 


