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「アチェスルタンの食糧政策（１）」（２０２０年０９月０２日） 

 

アチェ王国の興隆は、ポルトガル人のマラッカ奪取によってそれまでのマラッカ海峡を通る

通商航路がインド洋側に移動したことと密接に関わっている。 

 

元々アチェ地方を支配していたラムリ王国はアチェの東方およそ３５キロにその王都を置い

ていた。そこは西や北からマラッカ海峡を目指してやってきた船が寄港する港の一つだったの

である。ところがムスリム商船がスマトラ島のインド洋側を通るようになった時、ラムリの繁栄は

アチェに移って行った。ラムリ王国にとって不運だったのは、１４５０年の津波で国力が大幅に

低下したことだ。それがラムリ王国の辺境の地アチェに勃興の機会をもたらした可能性は小さく

ない。 

ラムリとアチェの関係は拙作「津波とアチェの歴史１～３回」（２０１９年０７月０８～１０日）をご

参照ください。 

 

アチェ王国の黄金期を築いた人物がスルタン・イスカンダル・ムダ Sultan Iskandar Mudaであ

る。イスカンダルというアラブ語の名前はマケドニアのアレキサンダー大王に由来しており、英

語のアレキサンダーはギリシャ語のアレキサンドロスが転訛したものだそうだ。 

イスカンダルにアラブ語の冠詞アルを付けるとアリスカンダルとなってアレキサンドロスの発

音に似てくる。エジプト最大の港アレキサンドリアはアレキサンダー大王の名前が付けられた

地名のひとつであり、アラブ語ではアリスカンダリヤ al-?Iskandariyya、エジプトアラブ語はエス

ケンデレイヤ Eskendereyya という発音になっている。インドネシア語では冠詞のアルを付けず

にイスカンダリヤ Iskandariyah と称すのが普通だ。 

 

イスカンダル・ムダの在位は１６０７年から１６３６年までのほぼ三十年間だった。このアチェ

王国の黄金期を築いた英傑がモットーにしていたことは二つある。ひとつは、自分が治めてい

るこの王国が近隣諸国の中でピカ一であること、もうひとつは安定した食糧供給だった。 

スマトラ島北西端にあるアチェが南と東に向かって覇権を拡大して行ったころ、食糧供給体

制は既に完璧なものに作り上げられていた。メダン国立大学歴史と社会科学研究センター長

のイッワン・アスハリ氏は、スルタン・イスカンダル・ムダがたいへん強固な食糧供給システムを

持っていたことを物語る。 

「外征を行う前に強固な食糧確保態勢を用意しておくことはとても重要な戦略です。イスカン
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ダル・ムダはその在位期間中にたいへん賢明な食糧政策を実行しました。アチェの出現はサ

ムドラパサイ Samudera Pasai王国の力が傾いて行く中で起こったことですが、その時期の状況

はまだあまり明らかになっていません。トメ・ピレスの東方諸国記 Suma Oriental には、パサイ

に並び立つ新興パワーが出現していることが報告されています。その新興パワーがアチェなの

であり、アチェはスパイス通商から国力強化のエネルギーを得たのです。」 

アチェ自身にも支配権に強弱の波が起こった。この王国は時に強力な存在になり、次いでそ

の力のかげる時期も来た。それが甚だしい時には暗黒時代さえ訪れ、そうしてイスカンダル・ム

ダの治政がやってきた。イスカンダル・ムダが国家統治を開始したとき、かれの目にはさまざま

な問題が見えていた。それらを改善しなければ、この王国は滅びるだろう。 

[ 続く ] 

 

 

「アチェスルタンの食糧政策（２）」（２０２０年０９月０３日） 

 

歴代の王に特権を与えられてきたランカヨ Rangkayo 階層の専横は目に余るものがあった。

そのひとつは、ランカヨが食糧供給を握って商品をほしいままに操る仕組みが出来上がってし

まっていたことだ。市場価格操作は容易に行われた。市場への供給量を減らせばすぐに値上

がりが起こる。値下がりが起こらないように小出しに食糧を放出していけば、大儲けができる。

民衆を貧困に陥れるこの種の悪行を統制できなければ、王としての役割が果たせず、王が支

配するべき国家の中身が蝕まれるままになる。 

貴族層が貧困にしてしまった民衆の側にも国を脆いものに変質させてしまう状況が起こって

いた。民衆にとって、食うためには奴隷になることが手っ取り早い道になっていたのだ。 

上流層の一部が自己を富ますために国力を吸い取って国家を空洞化させている状況を正さ

なければ、この国は滅亡するだろう。イスカンダル・ムダはランカヨ層の手から国家支配権を取

り戻すための動きを開始した。中でも最重要案件は、食糧供給のコントロールを国王が握るこ

とだった。 

イスカンダル・ムダにとって、食糧政策の重要性は国内統治のためだけではなかった。スマ

トラ島北部での覇権競争に躍り出たアチェの国力を支える基盤は、自らがスパイス通商航路

の要港になっていることだ。寄港する船はコショウだけでなく新鮮な食糧と水をも求めてやって

くるのであり、希望するだけの食糧が得られなければ商船の足は遠のいて別の港へ移って行く

だろう。それはすなわち、アチェの強敵を育成するのと変わらない。 
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アチェ王国にとって食糧確保は決して容易なことでなかった。米生産に関する限り、ヌサンタ

ラの各地がジャワ島と同じようなものと勘違いしてはいけない。広大な水田に囲まれたマタラム

王国、あるいはいかなる辺境の王国であってもジャワ島内であるかぎり、食糧生産は潤沢に行

われていたが、スマトラ島は状況がまた異なっていた。マラッカですら、ジャワから米を輸入し

ていたのだ。 

アチェがラムリ王国辺境の寒村から発展を続けて大都市に進化して行く中で、食糧生産は

増加する人口を養うことに追いつかなくなり、よそで作られた米に依存するようになった。だか

らと言って、アチェの土地が不毛だったわけでは決してない。 

ヨーロッパ人を含めてアチェを訪れた船乗りたちは、アチェは肥沃な土地に恵まれている、と

書き記している。海岸付近の湿地帯の向こう側は穀物や果樹がたくさん生えている土地になっ

ており、田を耕すための水牛を養う草地も多い。ところがジャワ人のように、貪欲にあらゆる土

地を耕して食糧を作ろうとする姿勢に欠けていた。アチェ人たちにとって農耕作業は身分卑し

い奴隷がすることだったのである。偉い高貴な人間は働かない。働かない人間は偉くて高貴な

のである。ジャワにも同じ思想はあったが、人口稠密なジャワには身分卑しい人間があふれて

いた。スマトラとはそこが違っていた。 

アチェ王国の人間を養うための食糧は、奴隷によって生産される限られた量と、他国から輸

入される多くの量に依存していた。そこの需給バランスに狂いが生じると、アチェの王都に飢餓

が発生することもありえない話ではない。１６０５年に起こった雨季到来の遅れによってヌサンタ

ラの諸地方で凶作が発生すると、アチェがその影響を免れるすべはなかったのである。[ 続

く ] 

 

 

「アチェスルタンの食糧政策（終）」（２０２０年０９月０４日） 

 

アチェに残っている古文書によれば、スルタン・イスカンダル・ムダの治政下に王国庶民は飢

餓の経験をすることがなくなり、民衆は腹いっぱいの飯を満喫したことが述べられている。ラン

カヨの食糧取扱いはかなり削減されたようだ。 

アチェへの食糧供給は陸続きのペディール王国やダヤ王国が輸出元だったが、足りないと

きはマラヤ半島の諸王国から海送された。西スマトラのミナンカバウ族は米生産が豊かな種族

であり、アチェは黄金を支払ってミナンカバウから米を買った。 

スマトラ島内だけでなく、マラヤ半島の諸王国もアチェとの覇権競争の中にいた。パハン、ジ

ョホール、ぺラッなどの競争相手に対して、食糧確保で後手に回るようなことが決してアチェに
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起こってはならない、という命題は歴代のアチェ王が肝に銘じていたことだ。 

 

スルタン・イスカンダル・ムダは食糧確保という基本方針の中で、歴代の王があまり関心を払

わなかった自力による食糧生産拡大を試みている。通商と海洋覇権に関する海洋政策に対し

てかれの行った農業拡大方針は内陸政策と呼ばれている。奴隷を奥地に送り込んで水田を作

らせ、王国への供出が確保された上で余剰分が奴隷の取り分にされた。 

だがアチェの奴隷だけではたいした生産量にならない。そのため征服地の人間がアチェの

農業生産のための労働力として連れ去られた。おまけにアチェに征服された王国がアチェに食

糧を献納するのは、スルタン・イスカンダル・ムダにとって当たり前のことだった。 

アチェの外征が隣接諸国を武力征服して支配地を拡大する目的だったのは疑いないが、被

征服地が食糧と労働力をアチェに献じればその地の既存の統治体制を覆して直接支配システ

ムに変えるようなことには至らなかった、とメダン国立大学歴史と社会科学研究センター長は

述べている。食糧確保がいかにアチェにとっての重要問題だったかをその事実が示しているか

のようだ。 

アチェが隣接諸国への征服戦を開始すると、アチェの軍船団はいつも陸上のアチェ軍を支

援するために海上でそれに付き添った。軍船団の存在は戦闘力としてよりも、食糧を含む軍需

品補給用途の意味合いがはるかに強かった。船には三か月分の食糧が積まれていたのだ。 

強い男（残酷という言葉で評されることも少なくないのだが）イスカンダル・ムダは王位に就い

た初めから、食糧が治政における基軸のひとつであることを確信していた。かれは米の供給を

厳格な規律を設けてコントロールした。食糧の失政が国王と国家国民の間に溝を生み、国王

の地位が、あるいは独立国家としての存在が危険にさらされることをかれは熟知していた。国

家統治者が国民の困窮を座視することは許されないのである。 

その原理は共和国になっても変わらない。食糧危機のさなかにコメの、肥料の、コメの苗の

投機行動が行われ、あるいは詐欺行為が頻発し、政府がその粛清に手が届かないありさまは

国家統治が正しく行われていないことを示している。スルタン・イスカンダル・ムダの治政であ

れば、かれら統治行政者たちは既に手や足を切り落とされているかもしれない。 

[ 完 ] 
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「マタラム王国の米政策（前）」（２０２０年０９月１７日） 

 

民を腹いっぱい食えるようにしてやらなければ、為政者の値打ちはない。それが人類

の長い歴史を通じて、世界中に存在していた真理だろう。アジアの稲作文化は米をその

真理にとっての対象物にした。日本も中国もジャワも、どこも違わない。民が食えなく

なると領国統治に問題が起こり、統治者の権威がないがしろにされ、統治者を倒そうと

する反乱さえ起こった。だから優れた為政者統治者は米政策を重要視した。それが自分

の立場を安泰にするかどうかという、死命を制するものであることを熟知していたから

だ。 

ジャワ年代記 Babad Tanah Jawi には、富 Harta女 Wanita権力 Takhtaが男児の生涯

に最重要なものであると徹頭徹尾描かれている。たとえマタラム王国の規範がそうであ

ったとしても、米政策の重要性が否定されているわけではない。 

ジャワ年代記はラデン・ガベイ・ヨソディプロ Raden Ngabehi Yasadipura が編纂し

たもので、節をつけて謡われる tembang macapat形式の詩編がジャワ文字で記されてい

る。その内容の解釈に関しては、伝説や神話のたぐいに満ちているという批判の一方

で、オランダの歴史学者デ・フラフ HJ de Grafは盛り込まれている話の中の１６００

年代から１８００年代にかけて起こった事件は史的事実としての信頼性が高いと述べて

いる。 

 

マタラム王国設立の当初から、米は政治アイテムとされた。米供給の確保はマタラム

王国開祖であるキ・アグン・プマナハン Ki Ageng Pemanahanの権力を支える節のひと

つであると位置付けられた。最初プマナハンは、他の豊穣の地に比べてまったくのジャ

ングルであるマタラムの地を与えられたとき、自分の心を抑制した。かれの統率力のお

かげでジャングルは農耕地帯に変化した。衣料食糧が安く手に入る、広大な水田を擁す

るマタラムにたくさんの人間が移住して来た。マタラムは繁栄する地になった。 

現代政治で経済指標が用いられるように、昔の統治支配者は米を経済と政治を安定さ

せるための指標に使い、また領地繁栄の業績をそれで示した。反対にレジーム崩壊のシ

ンボルとしてたいてい食糧供給の混乱が物語られた。 

マドゥラのトルノジョヨ Trunajayaの軍勢がマタラム王国を攻撃し、王国は大混乱に

陥った。アマンクラッ Amangkurat 一世は王都から逃れ、旅先で死去する。そのときの

状況は、多くの役人が食糧に事欠いたと表現されている。マタラム王国はたいへんに憐

れな国になってしまった。 
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米問題は続くレジームにも権威を蝕む問題をもたらした。アマンクラッ二世が王都を

カルトスロ Kartasuraに移した初期のころ、米を廉価に供給できなかったため王の権威

は民衆の反感によって地に落ちた。ジャワ年代記はそのときの状況を、末端兵士の多く

が熱病に臥せって王は苦難に陥ったと語っている。米価が高騰を続けたために、苦難は

さらに深まった。高い米価は民をして王への蔑視を煽っている。この状況が改善されな

ければこの王国は軽蔑されるべき国と国内外から見られるだろう。 

アマンクラッ二世の弟、プグル Puger王子が今で言うところの市場視察を行った。か

れは宮廷での衣服を一般庶民の衣服にあらため、イスラム学生の風をよそおってあちこ

ちのパサルに出入りし、米を恵んでくれと求めた。かれはまた、米の代わりに芋やガド

ゥン gadungの根しか食べられない軍隊も覗いてみた。たいへんな努力をしている農民

も観察した。農民たちは努力の成果を享受していなかった。 

王子は神に祈った。そして米価を昔のように安くするための方法をかれは悟った。か

れは国中のパサルを回って、民衆の手に届く価格で米を販売するよう命じたのである。

それから４０日後、米価は昔のレベルに戻った。農民は安心した。カルタスラの王都は

平静に戻った。衣料と食糧の安い国になったのである。 

 

米の機能は、政治上の安定というコンテキストのほかに、新権力パワー出現の前兆と

しても使われる。マンクヌガラ Mangkunegara一世となるラデン・マッ・サイッ Raden 

Mas Saidの登場をジャワ年代記は、かれが統治者にならなければジャワの地は糧が不

足し、米がなくなるためジャワ人は食べることができなくなる、と語っている。 

王国の都の場所選定にも米供給のファクターは考慮されている。ＶＯＣがファン・ホ

ーエンドーフ JAB van Hohendorff 大佐を通して王都をカルトスロからソロ Sala村に移

すよう勧めたとき、その場所選定は米供給の安定も考慮されていた。 

大佐はこう述べた。そこに王都が築かれたなら、稲や米が高くなることはもう起こら

ない。その地の水田で収穫がなかったとしても、ポノロゴ Ponorogoの収穫が必ずその

地に流れ込んでくるから。 

ソロ村に王都が築かれると、そこはスロカルトハディニンラ Surakarta Hadiningrat

と命名された。[ 続く ] 

 

 

「マタラム王国の米政策（後）」（２０２０年０９月１８日） 
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＜ 戦争のための戦略米 ＞ 

米は戦争のための戦略ツールとしても使われた。スルタン・アグン Sultan Agung が

バタヴィア進攻を行うずっと以前に東方の諸領主に対する征服戦を行っていたころ、進

攻する軍勢のための米供給は、妥当な進軍路の検討と共に、常に計算の中に含められて

いた。軍勢が攻撃を開始する前、秘密部隊はいつも、平坦で安全でしかも米が廉価に入

手できる土地を見つけることを命じられた。食糧基地になる場所を見つけ出しておくこ

とは攻撃開始のための必須条件だったのだ。ジュパラ Jeparaはその例のひとつだ。 

敵の食糧補給路を断つことも、敵を倒すための戦術のひとつだった。マタラム軍が敵

の補給路を断てば、敵は食糧に欠乏して安全でないものまで食べるようになり、敵の陣

中に病気が広がる。東方の諸領主に対する征服戦の中で、敵を包囲したときにはいつも

その戦術が使われた。敵の軍勢は米を食べることができずにあり合わせの不適切なもの

を食べ、士気が崩壊して互いに殺し合いを始める始末だった。 

カルトスロでＶＯＣとの間にコンフリクトが生じたとき、マタラム王は同じ手を使っ

た。ＶＯＣのロッジと対決する際にマタラム軍はロッジを包囲して補給路を断ち、ＶＯ

Ｃ軍は食糧が得られず戦意が低下した。ＶＯＣ側は結局食糧を得るためにマタラムに降

伏した。 

＜ 外交の失敗 ＞ 

しかしながらマタラムは米を外交ツールに使うことをしなかった。それをしたのはＶ

ＯＣの方だ。パクブウォノ Pakubuwana一世がＶＯＣと組んでカルトスロをその手に握

ろうとしたとき、ＶＯＣは米を外交ツールに使ったのである。ＶＯＣがカルトスロ攻撃

に加わる報酬を要求した最初から、パクブウォノ一世の外交は間違いを犯していた。 

ＶＯＣの要求はシンプルこの上ないものだった。ＶＯＣ側はパクブウォノ一世に表明

した。ＶＯＣ軍はカルトスロに常駐してパクブウォノ一世の守護に当たる。その軍兵を

食べさせるために毎年米を１千袋供給してほしい。パクブウォノ一世が返事をする前に

ＶＯＣ指揮官は約定書を書き始め、約束の成立を祝して号砲が鳴らされた。王はそれを

強制されていると感じた。アディパティたちはこの成り行きに心中穏やかでなかった。

こんなやり方が慣例的に使われたなら、ＶＯＣの要求はどこまでエスカレートしていく

かはかり知れない。 

実際にＶＯＣはますます増長し、最初のそのちょっとしたできごとが後日の大きい災

いを招くことになったのである。カルトスロ要塞守備隊への米供給の要請は、マタラム

王国の力をそぐためのさまざまな要求へと膨らんで行った。その最初のちょっとした要

求がＶＯＣの策略であったことは想像にあまりある。 

 

＜ マタラムの教訓 ＞ 
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マタラム王国の行った米戦略は米がいかに重要な戦略物資であったかということをわ

れわれに教えてくれる。国民が米を主食にしているかぎり、為政者は米を軽視できない

のである。 

ジャワ年代記に米価格の統御など一言も触れられていないものの、米価問題に関連し

て農民に対する支援を行うことは欠くべからざるものなのだ。しかし王宮の兵士や役人

のためには、高価格の米を放置していてはならない。そのコンテキストにおいて、規律

ある統治者だけが米生産を確保し、米価格を安定させ、統治行政の永続をはかることが

できるのである。 

オルバレジームにおける統治者だったスハルト大統領は、農民の子に生まれたことで

それを理解していた。肥料・苗・水がそろうことで米生産が確保されるのである。さら

にかれは米価を統御することで農民と消費者に苦難を与えない点に意欲を注いだ。かれ

は米価の変動に細かい注意を向けたため、大統領官邸には毎日米価の情報が入って来

た。 

スハルトレジームが倒れた際、米価が高騰したときに政府の威厳が砕け散るというマ

タラムの教訓が明らかに示された。スハルトの玉座撤退は１９９８年の米価暴騰の中で

起こったことだった。 

現レジームは米の経営問題を軽視する傾向を見せている。農民は肥料と苗の価格が保

証されず、妥当な水の入手にも困難をきたすことがある。農民と消費者の双方を満足さ

せる価格コントロールも行いきれていない。米価は暴走し、投機行為は容易に起こる。 

マタラムの教訓とは、米というアイテムの規律正しい経営が強力で強靭な国家の姿を

映し出すということなのである。[ 完 ] 
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「食糧危機（１）」（２０２０年０９月２１日） 

 

インドネシアが緑あふれる満ち足りた豊かな島と歌われようが、食糧危機の起こらな

い保証などどこにもない。現実にインドネシアのあちこちで食糧危機は発生していた。

激しい時には飢餓がはびこり、民衆はバタバタと死んで行った。 

１８４４年にチルボンの飢餓で何千人もの死者が出た。１８４８年にドゥマッでは人

口３３．６万人が１２人万人にまで減少した。１８４９年のグロボガンでは、９万８千

５百人あった人口が最後には９千人しか残っていなかった。 

歴史書の中にも、われわれはかつて起こった食糧危機のありさまを見出すことができ

る。代表的なものは下の通りだが、別の時代に別の場所で起こっていた可能性は否定で

きない。 

＜ アチェ ＞ 

１５０７年に成立したアチェ王国は米供給を領土外に頼っていた。領土の大部分が湿

地帯だったために領土外の米の産地に依存せざるを得ない。その状況が投機的な利益を

求める人間を招き寄せた。そのような者たちの前でアチェ王国がある期間、なすすべを

持たなかったことは、奇妙に思われる。 

ヨーロッパ人航海者が１６０２年に見たアチェのありさまを記した報告によれば、ア

チェには米がなく、あっても値段が高すぎる、と述べられている。ヨーロッパ人もそこ

に商機を見出して、あちこちから米を持ち込んで来たし、アチェで農耕させるためにイ

ンド人奴隷をも連れて来た。 

１６０５年ごろは状況がさらに悪化している。ブスタヌッサラテイン Bustan us-

Salatinの書によれば、日照りが続いて飢餓が発生した。それは大災害になったようだ。

恐怖と飢餓がアチェのすべての路上を徘徊し、数十人の奴隷がまだ仕事をしないうちに

そこで一挙に死んだ。 

アチェで起こったこの食糧危機は、湿地帯が多いという地理的要因が農耕地の確保を

困難にし、国内食糧生産が最初から不足していたということ、農耕作業という肉体労働

への偏見から農民になりたがらなかった地元民の見栄、国内の食糧危機を自己の金儲け

に利用したランカヨ Rangkayo たちの利己主義、統治者たるスルタンの支配権が弱体であ

ったこと、などにその原因を求めることができる。 

その状況は、１６０７年から１６３６年までアチェを統治したスルタン・イスカンダ

ル・ムダ Iskandar Muda の登場によって徐々に改善されて行った。国内治政では、スル

タンはランカヨの放埓な価格操作行為を抑制することにエネルギーを注ぎ、また貧困層
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に米を分配した。その分配で利得行為が行われないよう、厳しい監視が行われた。自国

領外では征服地から奴隷を国内に連れ帰って農耕作業を行わせ、あるいは国庫の資産を

使って他国から米を買った。国内市場に米をあふれさせることで、国内米価の低下を促

進させたのである。 

＜ バンテン ＞ 

米の大生産国であるバンテンスルタン国でさえも食糧危機が起こったことがある。１

６７５年、バンテンの王都住民は一軒あたり平均稲２０束しか持っていないという状況

が発生した。それは米不足のために為政者が割り当てたもので、一戸あたり米およそ４

０キロという、ひと月分の消費量に相当していた。 

バンテンの米商人はマタラムなどの他の王国に米を発注した。マタラムからは何度も

米が送り出されたものの、米はなかなかバンテンの王都に届かなかった。どうしてか？

バンテンと敵対関係にあるバタヴィアにマタラムの米が運び込まれていたのである。バ

タヴィアも食糧危機のさ中にあったのだから。 

スルタン・アグン・ティルタヤサ Sultan Ageng Tirtayasa はイギリス人に助けを求め

ざるを得なくなった。どこからであろうが米を運んで来れば、当方は全量を買い上げる。 

[ 続く ] 

 

 

「食糧危機（２）」（２０２０年０９月２２日） 

 

他のジャワ島北岸港湾都市国家と比べてバンテン王国は、設立の当初から農業国家構

想が大きい位置を占めていた。ドゥマッ Demak のような商業国家構想とは性格を異にし

ている。その結果、バンテンの米生産は豊かな食糧を王国民にもたらし、通商と一緒に

なって繁栄を築き上げていたのである。 

米のストックが減少して来ると、米価格は一年のうちに何回も倍増を繰り返した。年

初におよそ２０トンの米は２０レアルだったというのに、年半ばには５０レアルに達し、

年末には４００レアルにまで高騰した。 

この米不足は凶作によるものであり、その時期の北西風が雨を運んでこなかったのが

原因だと言われている。収穫は場所によって爬行的になり、おまけに田ネズミが残され

た少ない稲に群がって行ったから、状況は悲惨さを増した。 

１６７６年、バンテン王国は米蔵が空になったと報告されている。マタラム王国から
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購入しようとしても、マタラムも飢饉に襲われていたから何の助けもできなかった。バ

ンテン王国は船を一隻シアムに送って米を買付させた。イギリス船がベンガルから米を

運んできた。 

次の収穫期になってやっとジャワ島のいくつかの町に米が姿を現わした。だが米価は

上がったままで、鎮静化する気配はなかった。ジャワ島全土で食糧危機は１６７７から

７８年まで継続したのである。 

バンテンのスルタンは米生産が回復して安定するよう、全領民に対して稲作のための

祭祀を行うことを命じた。雨が降ることを祈って６日間断食と祈祷を続けなければなら

ない。１６７９年、米蔵にやっと米が満ちるようになった。 

ヨーロッパ人が書いたそのころのバンテンの状況は、バンテンには飢饉が起こってい

ないという内容だったが、米を豊富に持ち、商港に入って来る船への食糧供給も万全で、

米の輸出さえ行っていたバンテンが陥ったその食糧危機の苦境は、先祖たちが想像もし

なかったことだったにちがいあるまい。 

＜ マタラム ＞ 

マタラム王国は何度も食糧危機に襲われている。そのうちのひとつでは、雨が降らな

かったために凶作が起こったと記されている。そのため、マタラムは病気の巣窟になっ

た。皮膚病者と乞食が路上にあふれ、かれらは路上に倒れて死に、あるいは川に死体が

流れて、街中には死臭が立ち込めた。王宮の役人の中にも、死んだ者が少なくない。日

照りが続いて乾燥しきったために、マタラムは居住に適さないという噂が広がった。 

食糧危機はそのあとで起こった。１６７７年から１７０３年まで王位に就いたアマン

クラッ Amangkurat二世は、たくさんの兵士が熱病にかかったために苦難に陥ったと史書

に書かれている。食糧価格は高騰し、カルトスロ Kartasura の兵士や村落部の庶民は食

べ物が欠乏した。王はその状況を前にして悲嘆に陥り、思いは混乱した。王は弟のプグ

ル Puger王子を呼び、この事態を改善させるのに協力するよう命じた。 

「われわれの国が危殆に瀕しているため、汝を呼んだ。食糧価格が高騰しており、そ

れが起これば為政者は世の中から侮蔑される。末端兵士たちは困窮していて、ガドゥン

の根を食べている。この状況が回復されなければ、カルトスロの玉座に就く者は怨嗟の

声を浴びるだろう。もし神がカルトスロに米価が下がるよう助けを与えないのなら、余

はこの王国を去るつもりだ。余はあの兵士たちを目にするのにしのびない。」 

「スルタン陛下は退位してはなりません。」とプグル王子は兄に言う。[ 続く ] 
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「食糧危機（３）」（２０２０年０９月２３日） 

 

自分が王宮を出て、世の中で何が起こっているのかを確かめてくるとスルタンに請け

合った王子は家に帰って庶民の衣服に着替え、サントリ santriに身をやつして王都のあ

ちこちを訪れた。高位の貴人ほどたくさんの従者に囲まれて暮らしているジャワで、王

子はひとりの従者も連れずに単独行を行った。つまり、警護の者すら付かなかったとい

うことだ。 

街中の見回りを行っている警備兵すら、食べ物が値上がりしたために米をパサルで恵

んでもらっているサントリのひとりだとかれを見た。まさかスルタンの弟君であるなど

とは想像もしなかった。 

世の中では米が消え失せて芋やガドゥンがその代替品になっていることを王子はその

眼で見た。末端庶民は苦難の下で喘いでいる。王子は祈り続けるほかに何もできなかっ

た。そして終に王子はその救済方法に思い当たったのである。ジャワ年代記 Babad Tanah 

Jawiはこう記している。 

王子は庶民の手が届く価格を米価に定めて、王都のすべてのパサルにその価格で販売

せよと命じた。４０日後王子のもとに届いた報告は、米価が昔の状態に戻り、民衆の苦

難は消え、カルトスロは息を吹き返したことを告げていた。 

＜ 日本軍政 ＞ 

１９４２年から４５年までの日本軍政期にインドネシアの人口は７千万人だった。太

平洋戦争が開始された時、オランダは日本に宣戦を布告し、東インド植民地政庁は日本

軍の東インド進攻を予想して、東インドの資産で敵に利用される可能性のあるものを廃

棄し破壊した。インドネシア住民が蒙るべき物資欠乏はそのとき既に種が蒔かれていた

ことになる。 

予想通りやってきた日本軍は軍政を敷いてインドネシアの経済活動を支配した。東イ

ンド植民地経済の根幹を握っていたオランダその他のヨーロッパ人の会社や事業体は、

同盟国のドイツとイタリアを除いてすべてが閉鎖された。ヨーロッパ人と同様に経済末

端まで握っていた中国系の会社や事業体も、やはり敵国であるために閉鎖された。 

生産現場に携わっているのがプリブミであっても、流通と小売りの大半が仕事をしな

くなったのだから、世の中に出回っていた品物が影をひそめたのも当然だ。もちろん日

本軍はその影響をカバーしようとしたが、一元的に成し遂げられるようなものでないの

は明らかだろう。 

更に加えて、東南アジアから太平洋に幅広く拡散した戦線のための食糧確保の重責が、
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戦争開始前からジャワ島にあてこまれていたのだ。農業生産量が飛躍的に増大しなけれ

ば、これまで通り自分も腹いっぱい食べた上に日本軍の要求に応じることなどできるわ

けがない。インドネシアに食糧欠乏が起こる条件は二重三重にしつらえられていたので

ある。 

その上で、日本軍政はインドネシア国民にトウゴマ jarak を植えさせた。トウゴマの

実から絞られた油を航空機・船舶・自動車・重機などの燃料や潤滑油にするためだ。そ

のエネルギーが米増産の方に注がれていればまた違った結果になったかもしれないが、

日本人は二兎を追う愚を犯さなかった。たとえ米の増産という掛け声はかけても、組織

でそれに取り掛かる対象としてはトウゴマの方が優先された。[ 続く ] 

 

 

「食糧危機（４）」（２０２０年０９月２４日） 

 

街中にあった商店やワルンはほとんど店を閉め、多くの庶民にとって必要な物をどこ

で買えばよいのか分からない時代になってしまう。米は生産されているのだから農民か

ら買うことはできる。こうして街中からブカシやカラワンへ買い出し人が出かけて行く

ようになった。 

米が品薄になると、値が上がる。もっと品薄になればもっと値が上がる。金を持って

いる一部の者が、ただでさえ減っている流通量を更に減らそうと、投機的な動きを加え

て行くために、米価はもっともっと上がって行った。 

田んぼへ行ってアフリカマイマイ bekicot を集めて食べるひとびとも増えた。しかし

beki-cotというのは keong racun と呼ばれるものも含んでいるそうで、毒 racunの言葉

が添えられているように安全が保証されないものらしい。 

街中では浮浪者乞食が犬と競り合って残飯をあさり、病死するかさもなければ餓死か

という究極のひとびとが増加した。かれらが道路脇や線路脇に死体で転がっているのを

見るのは日常茶飯事になる。なにしろ戦時下なのだ。弾丸や爆弾が飛んでこないからと

言ってわが身は安全と思ってはならないのだ。 

市場から姿を消したのは食糧だけではない。衣服も布も針も糸もなくなった。その結

果はゴムシートや南京袋・麻袋で作られた衣服。日本語の「ありがとごぜます」をジャ

ワ語でもじって「残ったパンツだけはなくさないようにしろ」という駄洒落も作られた。 

医薬品も姿を消したのは同じことで、人間の身体にダニ・ノミ・シラミが巣食うのは

当たり前の光景になった。医薬品がなくなれば、開業医のすることもなくなってしまう。
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ドゥクンやタビブやシンセたちが大いに受けるようになった。 

それでも、日本軍政は日常生活必需品の価格統制を厳格に行った。需給関係が需要過

多になれば値上がりが起こるという経済原則そのままに、値上げしようとうずうずして

いる商人たちとそれを抑えようとする日本兵の駆け引きが展開され、何人もの商人が見

せしめのためにパサルから憲兵隊本部に連行されて取調べを受け、処罰された。憲兵隊

は密告を奨励し、また諜者を放って報告させた。スパイ行為や密告は物価などよりもむ

しろ日本軍への敵対行為に関するものが重視されたのも当然で、敵国の宣伝放送をラヂ

オで聞くことは厳しく禁止されていたが、サテ屋に扮した諜者が夜に住宅地を回り、不

審なラヂオ放送を聞いている家庭が見つかれば、翌朝その家に憲兵隊による「御用」の

訪問を受けた。 

戦争前のオランダ時代、２ぺラッ（フルデン）だった灯油は日本軍政期に２２．５ぺ

ラッになり、タオル・シャツ・靴下・石ケン・糸・綿布などは２～３倍の値段に上昇し

た。６人家族の家では一日１ぺラッあれば日常の出費が終わっていたオランダ時代から、

日本軍政が始まって半年後には３～４ペラッなければまともな生活ができなくなってし

まう。 

奇妙なことに、憲兵隊の日常消費生活の監督が厳しさを増していく一方で、市場の物

品も影を薄くして行った。憲兵隊は物資の豊かさを回復させることができなかったよう

だ。ただ、そのおかげでインフレ率の暴騰は発生しなかった。共和国独立後のスカルノ

政権末期に起こったインフレ率３６０％という事態が日本軍政の顔を汚すことはなかっ

たが、日本軍政末期には買い物をするのに紙幣をざる一杯に盛り上げて持って行くよう

になる。日本製ルピア紙幣の値打ちが暴落していたことをそれが証明しているようだ。 

 

＜ スカルノ ＞ 

バンドンの大学生だったスカルノが民族運動活動家の道を邁進しはじめたころ、スカ

ルノの関心はプリブミ底辺層の空腹の苦難に向けられた。１９３２～３３年ごろ、かれ

は Darmokondo、Pertja Selatan、Aksi、Siang Po、Pewarta Deli、Sin Po などの新聞に

書かれた社会底辺層の困窮生活の様子を読み、心打たれてその内容を政治的発言の中に

盛り込んだ。[ 続く ] 

 

 

「食糧危機（５）」（２０２０年０９月２５日） 
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かれは１９３２年１２月７日付けプワルタデリ紙の記事を次のように引用した。町で

は、刑務所の門に寄って来る者が絶えず出現した。もうこの苦難に耐えられないから、

刑務所に放り込んでくれ。刑務所に入れば腹を満たすことができるが、外にいれば一日

一回食えるかどうかもわからない。・・・・ 

１９３３年３月２７日付け新報 Sin Po紙からは、飢えていたからニワトリを盗んだだ

けなのに、それでも９カ月の入牢刑罰が与えられた。・・・・ 

この初期段階のスカルノはまだあまり行動的でなく、民衆の苦難を世の中に知ろ示す

ことに意を注いでいた。自分の出身家庭が貧困だったことから、かれにとって貧困庶民

への思い入れは特別なものがあったようだ。南バンドンでカン・マルハエン Kang Marhaen

なる人物に出会ったあと、スカルノの貧困庶民への思い入れは厚みを増した。最終的に

スカルノは、インドネシアの貧困小作農民のシンボルとしてマルハエンの名前を使って

いる。 

１９３８年から４２年まで流刑先のブンクル Bengkulu でスカルノが毎週土曜日に行

っていた種々の討論会で、かれは食糧問題をテーマのひとつに取り上げている。「米とト

ウモロコシのどちらが良いのか、そしてそれはなぜか？」というテーマに議論の花が咲

いた。 

 

その後スカルノが食糧危機に直面したのは日本軍政期だ。対日協力姿勢が諸方面から

非民族的だと非難を招いたその時期、日本軍が全方面戦争の糧食を支えるためにジャワ

農民から米を取り上げようとした時、スカルノは知恵を働かさなければならなかった。 

ジャワ島を陥落させた後、日本軍は自分たちの食糧確保に取り掛かった。スカルノは

そのとき、スマトラのパダンにいた。米の複雑な問題に直面しており、力ずくで取り上

げるようなことはしたくない、と語って日本軍はスカルノに協力を要請した。 

拒否すれば日本軍は力ずくの手段に訴え、プリブミ農民が虐待されることになる。日

本軍に米を提供したほうが良い結果になるだろうとスカルノは考え、大規模商人らに米

を用意するよう要請した。短期間のうちに米は日本軍の手に渡った。しかしそれだけで

は済まなかった。 

そのためにあちこちで食糧不足が起こり、日本兵はプリブミの米を取り上げようとし

た。たくさん米を持っている者からは容赦なく取り上げた。金持ちはたくさん米を持て

るという不平等社会はそのころ消滅した観がある。もちろん、被支配者がいくら平等に

なっても、喜ばしいことかどうかは別問題だ。 

ジャカルタでスカルノがプートラ Pusat Tenaga Rakyat (Putera)の指導者のひとりに

なったとき、民衆の食糧確保をも推進した。かれはパパヤの種を集めて民衆に一人当た

り２個配り、家の周囲に植えさせた。ジャワ島のいたるところにパパヤの木が育ち、民
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衆は空腹の一部をそれで埋めることができた。 

日本軍はラジオ受信機に特製スピーカーを装着させて、スカルノの演説を村々の民衆

にも聞かせるようにした。スカルノは民衆に説いた。 

「女性の皆さん、あなたの時間が空いたとき、インギッさん（スカルノの妻 Inggit 

Garnasih）やわたしが行っているようなことをしてください。あなたの家の前庭に食べ

られる何かを植えるのです。それは皆さんの食べ物を増やすことに役立ちます。」 

その演説は効果を発揮し、家々の表にはトウモロコシが育って、民衆の空腹を和らげ

ることができた、とスカルノは語っている。[ 続く ] 

 

 

「食糧危機（終）」（２０２０年０９月２８日） 

 

スカルノ政権末期の１９６０年代、スカルノは再び食糧危機に見舞われた。それは１

９５０年代に始まっていた退化現象の帰結だったのだが、スカルノは政権維持のための

政治レトリックに溺れてその問題への真剣な対応をおろそかにした。土地の細分化が進

行して生産性が低下したために、それが食糧危機の元凶になったのだが、政府は何もし

なかった、とメダン国立大学歴史社会学研究センター長は述べている。 

１９６０年１月３日付け新報紙は政府のガソリン値上げを報じた。それまでのリッタ

ー当たり１．６ぺラッは２ぺラッになった。その当時、タバコひと箱の価格は、Escort, 

Kansas, Kresta, Lancer が７．５ぺラッ、Commodoreと Wembleyは９．５ぺラッだった。 

続いて１月１１日付け新報はスラバヤで米が市場から消え失せたことを報道した。見

つかったとしてもリッターあたり１０～１１ペラッという跳ねあがった価格になってい

た。１９６１年ごろのジャカルタでの一般庶民の生活は、たいていの家が米にトウモロ

コシを混ぜて炊いていた。 

スカルノは書いている。 

「飢餓との闘いで、われわれは米の生産量を倍増させたが、それだけでは足りずに毎

年百万トンを超える米を輸入するのに百万米ドルを支出せざるを得なくなった。米生産

を上回る人口増が起こったためだ。加えて、植民地時代に住民は米の飯を一日一回食べ

ていただけだったのが、一日三回食べるようになった。進歩が起これば、頭を悩ます問

題がもっとたくさん噴出して来る。」 

米を使って自分だけがもっと儲けようとする商人たちも続出した。スカルノはかれら
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への対決姿勢を取った。 

「最近、わたしは経済を混乱させる者たちを死刑で威嚇した。ある脱穀場オーナーが

米価格を引き上げたために市場で価格が高騰した。かれは６千トンもの米を隠匿したの

だ。もし法廷で有罪が宣告されたなら、わたしが、このわたし自身が、死刑執行命令書

にサインしてやる。」 

とはいえ、民衆をただ甘やかすことがスカルノの希望ではなかった。かれは民衆に援

助米をばら撒くことを控えた。「苦難と窮迫が人間を強くする」という信念をかれは抱き

続けたのだ。 

「民衆の腹を満たしてやるだけでなく、かれらの精神にも糧を与えてやらなければな

らないのだ。すべての金を食糧のために振り向けるなら、かれらの空腹は多分消滅する

だろう。だがそんなことはしない。もしわたしが５米ドルを手に入れたなら、そのうち

の２．５ドルはかれらの腹でなく背骨のために使う。一民族を教育するというのは、な

んと複雑なことだろうか。」 

 

米を輸入しないというレトリックは米自給を目指す意欲を示している。その意欲は尊

いが、米蔵確保の努力は見られなかった。食糧戦略という側面から見るなら、食糧危機

への対応としての妥当な手段はほとんど執られなかったと言える。メダン国立大学歴史

社会学研究センター長はそのように分析している。 

１９６５年９月３０日のＧ３０Ｓ事件から１９６７年の大統領辞任に至る流れの根底

にあった問題に関する緒論はそれとして、食糧（特に米）問題は大変重要な意味を持っ

ていた。食品カテゴリーのインフレ率は６８５．３６％、米価格は９００％の値上がり

になっていた。 

民衆が割当米に長蛇の列を作っていた一方で、スカルノは自分の方針にたいへんな自

信を抱いていたように見える。ある新聞が米を奪い合っているシーンの写真を掲載した

とき、スカルノはその新聞社の大統領府担当記者を叱責したことすらあった。スカルノ

の失脚は食糧危機と無縁ではない。[ 完 ] 
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「マジャパヒッ王国の米政策（前）」（２０２０年０９月２９日） 

 

国と村は獅子と森のように密接な関係にある。村が損なわれたら、国は食糧が不足す

る。兵士がいなくなれば、他国はわれわれを容易に侵略するだろう。だからそれらは共々

に育成しなければならないのだ。余は汝らにそうするよう命じる。 

マジャパヒッ王国のハヤムルッ Hayam Wuruk王はワヌア wanuaを行政域内に持ってい

るワドノ wadanaたちを前にしてそう述べたことがナガラクルタガマ Nagarakertagama第

８９編第２節に謡われている。ワヌアとは現在のデサ（村）に該当し、ワドノは行政区

の最高位者（領主）を意味していた。 

ハヤムルッ王のその声明は食糧の重要性への認識を明白に示すものだ。ナガラクルタ

ガマには、あちこちに食糧の重要性に関する記述が散りばめられている。第８８編２－

３節では、ウンクル Wengker 領主スリナタウンクル Sri Nata Wengkerがブバッ Bubatで

行われた大祝祭でハヤムルッ王と王国高官やワドノらを前にして述べた言葉が記されて

いる。ウンクルは現在のポノロゴ南部地方の旧名だ。 

「王への愛と誠実なる奉仕を示しなさい。特に高地と水田が繁栄し続けるように。」と

スリナタウンクルは述べた。ハヤムルッ王はただ命令するだけでなく、自ら率先してテ

ィガワギ Tigawangi のワッサリ Watsari を開墾し、手本を示した。マジャパヒッの高官

たちも同じようにした。 

 

ンプ・プラパンチャ Mpu Prapanca はナガラクルタガマ第８２編に、ウンクルの領主ウ

ィジャヤラジャサ Wijayarajasa がパスルアンとパジャンの開墾を行い、ハヤムルッ王が

ティガワギの森を切り拓いたと記している。その畑地開墾跡は現在のクディリ Kediri県

パレ Pare郡にあり、そのときに作られた地下水路は今なお存在している。 

それを記念してチャンディスロウォノ Candi Surowono がハヤムルッの叔父であるブ

レウンクル Bhre Wengker によって、チャンディティガワギがウィジャヤラジャサの息子

と思われるマタフン王子 Pangeran Matahunによって建立された。 

パレ郡チャング村スロウォノ部落にある５つの泉はそれぞれが地下水路入り口になっ

ていて、５～６十メートル離れた他の泉とつながっている。地下水路内部はアーチ型に

なっており、身長１７０センチくらいまでの大人が立って通行できる大きさだ。しかし

泉から６０センチ低いだけの場所もある。 

チャンディスロウォノは地下水路の入口からほんの数十メートルの距離に建てられた。

そのチャンディの裏側には地下水路につながる部分があって、お供え物をそこから地下
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水路に流すこともできる。この地下水路は近くを流れる川にもつながっており、この地

方では三期作が行われ、干ばつの時期がなく、また洪水に見舞われたこともない。現在

の水路内には常に水がたまっており、深さは１０センチから７０センチ程度までさまざ

まだ。 

わざわざ地下水路にしたのは、その時期にそのエリアが比較的密度の高い住宅地区に

なっていたため、住民を立ち退かせることを避けた可能性が推測されている。東ジャワ

には１０世紀から１６世紀にかけてのヒンドゥブッダ時代に設けられた水利施設が各地

に散在している。それらの施設を建設するための技術を、当時のひとびとはインドから

学んだようだ。ジャラサストラ Jalasastraやシルパシャムシタ Silpa Shamsita などの

書が読まれていた可能性が高い。 

 

１２９３年から１４８６年までのマジャパヒッ王国時代に食糧生産は大幅な増加を見

せた。新水田を開墾する農地拡張のみならず、用水路や運河、ため池やダムに至る灌漑

施設建設が盛んに行われて、単位当たりの増収も進んだ。１９７３年から８０年にかけ

て国土調査地図統括庁が行った全国の航空写真から、マジャパヒッが首都を置いたモジ

ョクルト県トロウラン Trowulan に井型の運河網が作られていたことが明らかになって

いる。 

運河網は南北４．５キロ東西５．５キロあって、幅は最大で８０メートル、深さは最

大で９メートル。今日、それらの運河は水田・住居・道路などに覆われているため識別

できなくなっているが、運河跡と判断できる場所は少なくない。[ 続く ] 

 

 

「マジャパヒッ王国の米政策（後）」（２０２０年０９月３０日） 

 

運河跡の中央部にはチャンディが集中して建っており、また建築資材としての陶器や

レンガが密集して埋もれていたのが発見されている。更にマジャパヒッや中国の銭貨、

中国・タイ・ベトナム産の陶器の破片なども出土していることから、その辺りがマジャ

パヒッ王国の首都の中心部だったのではないかと推測されている。この運河建設を物語

る古文書はまだ見つかっていないが、水利技術に関する専門家を示す職業名はマジャパ

ヒッ時代に作られた碑文の中にさまざまに登場している。 

ため池はアンジャスモロ Anjasmara・ウリラン Welirang・アルジュノ Arjuna 山岳地区

の北部に２０カ所超設けられ、トロウランにも用水池が多数作られた。現在残っている
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Kolam Segaran、Balong Bunder、Balong Dowoはそれらの一部だ。 

マジャパヒッ民衆の農耕生活の様子はチャンディムナッジンゴ Candi Menak Jinggoの

壁画に描かれている。馬歓はマジャパヒッの王都が暑かったことを書き残した。トロウ

ランは低地にあったのだ。洪水の被害を受ける傾向が高かったことをそれは意味してお

り、マジャパヒッ王国が国家事業として水利に重きを置いた必然性がそこにあったよう

だ。 

 

２０１４年１２月にヨグヤカルタ考古学館がマディウン Madiun のドロポ Dolopo 郡ド

ロポ村グラワン Ngurawan 部落で行った発掘調査で、マジャパヒッ時代の水利施設と見ら

れる遺跡が見つかった。サカ暦１３２０年（西暦１３９８年）の年号が彫り込まれてい

る安山岩で作られた木製柱の礎石が発見されたのである。 

この遺跡は細かい砂の層の上にレンガが２０層で積まれているものだ。レンガのサイ

ズは厚さ７センチ、幅２０センチ、長さ４２センチで、マジャパヒッ時代に共通のもの

であり、遺跡には間違いなく水流があった痕跡が見られると発掘調査団は説明している。

この遺跡からは石像やヨニ像が出土しているし、マジャパヒッ時代の陶器・テラコッタ・

コインや釜・瓦の破片なども見つかっている。コインは中国銭で、当時中国との交易が

おこなわれていたことを証明している。 

 

マジャパヒッ王国が作った法律書 Kitab Undang-undang Kutara Manawa には農業関連

の法規と罰則が盛り込まれている。それによれば、耕作地を放っておいた農民はその地

で生産されうる稲の総量分を罰金として科されるし、耕作地を狭めたことが判明した農

民は死刑に処せられる。これは夜盗と同じ刑罰が適用されている。 

クタラマナワ第２６０条には、農民を保護する規定もある。耕作地の稲を焼いた者は

焼かれた稲の５倍をその土地を耕作している農民に弁償しなければならない。それに加

えて王に２ラクサ laksa の罰金を納めなければならない。この規定では弁償の額がたい

へん大きい。たいていの行為に対する弁償額は２倍が普通になっているからだ。 

マジャパヒッ王国は米の大生産国になった。国民が腹いっぱい食えるようになるのは

当然の帰結であり、さらにそれ以上の生産分が他国に輸出されたことで国民は繁栄を謳

歌するようになる。ヌサンタラの諸王国どころか、東南アジアから南アジア、さらには

東アジアにまで米は運ばれて行った。 

「それらを王国の統治機構が行ったのでなく、民衆が自主的に行ったという事実はま

ったく信じられないようなできごとだ。その陰に民衆の事業に対する統治機構の支持と

保護があったことをそれは容易に想像させてくれる。食糧が国家と国民の生活の心臓で

あるという統治者の認識がそれらを実現させたにちがいない。」マラン国立大学考古学者
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はそう語っている。 

 

ハヤムルッ王の在位は１３５０年から８９年までの３９年間に及んだ。かれの国家統

治の基本観念が国家を繁栄させ、そしてかれの治政が王国に黄金期をもたらしたのであ

る。 

[ 完 ] 

 

 

 

 


