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唄の力
脇田

清之

北スラウェシ日本人会の皆様「タルシウス」節目の 第 30 号 発刊お祝い申し上げま
す。関係の皆様方の永年にわたるご尽力に心より敬意を表します。このたび長崎会長よ
り 小生が僅かな期間ですが関わってきたインドネシアの歌の会「ラグラグ会」につい
て書くようにとのことで、すでにご存知の方も多いと思いますが、ラグラグ会発足の原
点と現状など思い出すまま記してみたいと思います。
冒頭から 20 年も前の資料を持ち出して恐縮ですが、元インドネシア大使の国広道彦
さんが日本経済新聞（1995 年 7 月 8 日夕刊）のコラム「あすへの話題」に「唄の力」
のタイトルで書いた文があります。インドネシアの歌の会「ラグラグ会」のことが簡潔
に紹介されているので、先ずは そのまま掲載させて頂きます。
１．「唄の力」
１９７７年、「心と心の外交」を主唱ずる福田総理のインドネシア訪問の前のことで
ある。ジャカルタでその準備のために田中総理訪イの際の会談録を読み直していたら、
スハルト大統領が、日本人はビジネスだけに熱心でインドネシアの文化を理解しようと
しない、と批判している部分が強く意識に残った。
日本企業のジャカルタ駐在の人たちと夕食を共にしていた時、「この国に何年か住ん
で日本に帰ってもインドネシアの唄（うた）の二つ三つも歌えないというのは残念だ。
しかし一人で覚えようとしてもうまくいかない。皆で集まって練習したらどうだろう」
という話が出た。皆即座に賛成、実行することになった。
毎週水曜日の夕方一時間 場所はジャパン・クラブ、３０分間まじめに練習して、後
はアルコール随意。入・脱会自由、ただし会費６ヵ月分前払い。会員は男性のみ（女性
の前では恥ずかしいから）。会の名前はラグラグ会（ラグは歌のこと）と決まった。
直ちに２，３０人が集まった。熱心な人たちが一曲ずつ楽譜、歌詞を見つけてきて日
本語訳もつけた。北スマトラからアンボンまでインドネシアの唄は実に多様多彩で日本
人の心をとらえるものがある。こうして少しずつ厚くなった歌集は今日では専門家にも
重宝されている。だんだん上手になって、忘年会にはインドネシア人夫妻を多数招いて
一緒に歌った。
２０年後に再びジャカルタに赴任した。ラグラグ会はずっと健在で、新しいメンバー
が大歓迎してくれた。カラオケのせいかレベルが随分向上していて、私などついていけ
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なくなっていたが、それでもいろんな演奏会に引き出されて、皆の間で口だけぱくぱく
動かしていた。離任あいさつの時スハルト大統領に、最近は両国間の文化交流も活発に
なったことを喜んでいると言ったら、テレビでインドネシアの唄を歌っているのを見た
よと相好をくずした。
他方、インドネシアから帰国した人たちは東京ラグラグ会を設立。先週第２７回会合
が開かれ、１６０人余が集って唄を歌い、南国生活の思い出を楽しんだ。会長もいない。
会則もない。しかし、しっかり守る人たちが次々と現れてラグラグ会は栄える。
以上が元インドネシア大使国広道彦さんの記事です。その後、女性会員の参加、現地
の方々も参加、ジャカルタ本部のほか、スラバヤ、バリ島、マカッサル、東京、大阪、
福岡などに支部ができ、各地における日本とインドネシア親善行事などへの参加出演の
機会も増えています。
２．東京で、大阪で
日本ではインドネシアからの帰国者が中心となって、東京、大阪などで支部として活
動が続いています。

（写真上：2015 年 10 月 3 日、（社）日本外国特派員協会ホールで開催された
第 47 回東京ラグラグ会パーティ 澤田会員撮影）

東京ラグラグ会は 第 1 回が 1978 年 12 月、国広元大使の帰国に合わせて開催されま
した。もう 37 年も続いています。1 年に 2 回やった時期もあり、昨年 10 月 3 日は第 47
回のパーティとなりました。だいぶ前の話になりますが、アブドル・イルサン元駐日イ
ンドネシア大使（故人）が話された言葉が心に残ります。「政治、ビジネスなどとは違
う、何の利害もない、こうした歌を通じての交流こそ、一番強固な草の根レベルでの二
国間の友情を作り上げる」。同感です。年 1 回、大きな会場を借りてのパーティ開催の
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ほか、代々木公園での “Indonesia Festival”、メナド出身のインドネシアの方々の集ま
り、 “メナド会”へ出向いて歌うのも恒例となりました。メナド会へ行って毎年 “O Ina
Ni Keke” ばかり歌うわけにもいきませんので、今年は ”Esa Mokan” を猛特訓。メン
バーの一人が日本語の歌詞もつくりました。毎月、新大久保の貸スタジオや、目黒駅近
くのレストラン Sederhana を借りての練習会もあります。こうして大勢の会員のサポ
ートに支えられ活動が続いています。
大阪ラグラグ会の活動内容、交流範囲はより行動的、積極的で、関西地区においては、
日本ーインドネシアの親善活動の中心的な役割を果たしているようです。
３．マカッサルで
2001 年 6 月、「インドネシアの唄（うた）の二つ三つも歌えないと、、」に触発され、
職場の女性に講師をお願いして、マカッサルの歌の勉強会をしたことがありま
す。”Anging Mammiri” は全国的に知られて、我々もある程度馴染んでいました。それ
で、そのときはマカッサル三大名曲の一つ ”Pakarena” (踊り子）を習おうということに
なりました。”Ikate ri turatea bau' Adatta mariolowa sayang, E Aule,、、、、、” 楽
譜はないし、マカッサル語の歌詞の意味もまったく解らないし、まるでお経を丸暗記す
る感じでした。しかし現地の方のキーボード伴奏や、珈琲会社駐在員の T さんが得意の
ギターで歌の勉強会を盛り上げてくれました。
2001 年 9 月、マカッサルのロッテルダム城の中庭で、日本-インドネシア交流のお祭
りがあり、日本人会もこれに参加してインドネシアの歌を歌った。まず 1 曲目は地元の
名曲 ”Anging Mammiri” を歌いました。マカッサル自慢の名曲を日本人会が歌ったと
いうことで大歓声、会場は最高に盛り上がりました。気を良くして 2 曲目 ”Bengawan
Solo” を歌い始めた。会場は突然シーンと水を打ったような静けさ。何だろう？・・・
しかし考えてみたら、”Bengawan Solo” はジャワ島の歌ですね。日本人はインドネシア
を代表する歌と思ってしまいがちですが、ちょっと配慮が足りなかったと反省しました。
かつて南スラウェシ州知事を務められた方と雑談の中でその話をしたら、彼も公用で福
岡空港に着いたとき、日本の楽隊が ”Bengawan Solo” を演奏してくれて参ったよ、と
話されました。インドネシアは大きな国ですから相手の出身地、土地柄くらいは確認す
る必要があると反省しました。
マカッサル・ラグラグ会の幹事、ロビー竹内さんの Facebook (2015-6-14) を見ていた
らこんな文章と写真がありました。
マカッサル・ラグラグ会で 13 日 テオドラ 老人ホーム(キリスト教系)を訪問。用意
した 12 曲と リクエストを加え 16 曲を歌いました。64 歳から 93 歳まで 計 24 名の
- 4 -

おばあちゃん ばかりのホームで 14 人のおばあちゃんがホールに集まり 一緒に 歌っ
てくれました。91 才のおばあちゃんが Ole Sio を歌い, 「愛国の花」を歌う おばあ
ちゃんや, 曲名は分かりませんが 中国語の歌を歌うおばあちゃん 等 私達よりも 職員
の 方々が 驚いていたのが 印象的でした。別れ際に一人一人に挨拶すると 殆んどのお
ばあちゃんが また来てほしいとの 要望で, また 来ようと決意。やっぱり 歌を歌うっ
て いいな....

（写真：竹内さんの FaceBook から）

４． おわりに
ラグラグ会 会員番号 360 番の庵原 哲郎さんは戦時賠償プロジェクトで 1960 年代に
スラウェシ島で仕事をされた大ベテランです。彼がラグラグ会員についてこんな分析を
していました。
「ラグラグ派閥には、小学唱歌派 、音程狂う派、自分がいちばん派、ク
ラシック歌曲派、 キャバレー派、 グリークラブ派、 カラオケ一筋派があると、
、
、。」
旅先で初対面の相手でも、流行の一曲でも一緒に歌えば、一気に距離が狭まります。結
婚式のパーティなどに呼ばれたら一曲やるのもいいですね。
楽譜が読めなくても、最近ではカラオケで自習（？）できるし、パソコンを開いて
Youtube で歌いたい歌を検索すると簡単にお手本（？）が出てきます。ラグラグ会に
は 40 年近くにわたって採譜されたたくさんの楽譜、歌集があります。しかし昨今は作
詞・作曲家の著作権保護のため 簡単にコピー配布もできません。この点 会としてか
なり厳重に管理しています。歌集が必要な場合はジャカルタ本部やマカッサル支部と相
談されたらよいと思います。男性も、女性も、また国際結婚をされている方を通じて現
地の方々もお誘いして、インドネシアの歌、またたまには日本の歌も楽しんでは如何で
しょうか。
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ビトゥン留学
松野

恵

こんにちは。
今回、日本人会会報「タルシウス」に投稿させていただくことになりました。沖縄か
らの留学生、松野恵です。現在は高校 3 年生で 18 歳です。インドネシアの生活にもそ
ろそろ慣れてきた 4 か月目。私のインドネシアでの学校生活について、見たこと感じた
ことを書いてみたいと思います。

インドネシア人はとても日本人が好きなようです。4 か月たった今でも、歩いている
と必ず Megumi~Konnichiwa~などと声をかけられます。最初の頃はチヤホヤされて、
まるでスターにでもなった気分！！と、まんざらでもない気持ちだったのですが、3 か
月目くらいになるとそれがストレスになって、「もうほっといてくれよっっっ！！」と
一人イライラしていました。それでも今ではすっかり慣れて、おかげで営業スマイルが
得意になりました！（笑）
私のクラスはＩＰＡといって理系のクラスです。日本では文系クラスの私。人生でこ
れほどまでに理系に生まれたかったと思ったことはありません。来てから 3 週間ほど経
ってここが理系クラスだということを知り、私はクラス替えを申請しました。が、3 週
間の間で仲良くなったクラスメートと離れるのが寂しかった私は、恥ずかしながら先生
たちの前で号泣してしまい…。
もうちょっと頑張ってみようということで今に至ります。ＩＰＡのクラスでは、数学、
化学、生物、物理が日本では発展レベルの内容で習ったこともなかったので、苦戦中で
す…。
果たしてこの難しい内容をクラスメートは理解しているのか！？（失礼ですが、彼ら
が自ら勉強しているところなんて見たことがありません。）というと、おそらく私が見
る限りクラスの半分が分かっていないように思います。私の友達の一人は、二ケタの掛
け算に苦戦していました。しかし、クラスの頭のいい人がみんなに教える。ここではそ
う言った協力体制が非常に多く見られます。
ほかにも、ここではグループディスカッションや発表、質問の機会が多く設けられて
います。理系、文系科目に関わらず、です。そのおかげなのか、彼らのプレゼンテーシ
ョン能力は日本の学生に比べて高いように思われます。
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先進国として、アジアを引っ張っていく存在として、日本人にはもっと自分を売り込
むプレゼンテーション能力が必要だと私は思います。
勉強することはとてもいいことです。ビトゥンに留学して、日本は本当に勉強する環
境に恵まれているなと実感することが多々あります。しかし、そんな日本もこの発展途
上国の地から学ぶこと、見習う点はあると思います。

他にも日本と違うことが多すぎて毎日がカルチャーショックの連続です。ほとんどの
生徒はゴミを平気で捨てるし、唾は吐く。テストのカンニングは当たり前。生徒だけで
なく先生も教室内での喫煙や、授業中のセルフィー。自分で板書するのが面倒くさいの
か、生徒に板書させ自分は Facebook。
テスト中にもかかわらず Nomor3!!Nomor10!!の声が飛び交う教室。日本人の私も自分
で解いているんだから自分で解けよ！！と私は心の中で葛藤。先生たちも気づいていて
なぜ注意しないのか…
“郷にいては郷に従え”という言葉がありますが、その中でも自分の日本人らしさを
忘れないようにこの先も行動していきたいと思います。

と、まぁ不満も数々ある中で、やはりクラスメート、友達にはとても感謝しています。
日本人の端くれである私を受け入れ、助けてくれるのですから。学校生活が楽しいのも
彼らのおかげです。
留学生活も残り半年ほどです。もっとインドネシア、ビトゥンのことを吸収し、良い
ところも悪い所も含めて日本に持って帰りたいです。

最後に、私を留学生として受け入れてくれたホストファミリー。本当に感謝でいっぱ
いです。こんな私ですがこれからもよろしくお願いします。
そして興味深いお話を聞かせてくれる北スラウェシ日本人会の皆様。機会があればま
たお話を聞かせてください。再度お会いするのを楽しみにしています！
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インドネシア交換留学
仲宗根

佑希

北スラウェシの日本人の皆さん SELAMAT SIANG! 私は交換留学生として沖縄から
来た仲宗根佑希と申します。私がインドネシアに来てそろそろ 4 ヶ月が経とうとしてい
ます。
まず初めに、私がインドネシアを留学先に選んだ理由からお話ししたいと思います。
私は、インドネシアの島々で異なる文化、言語、宗教、人種に興味があったこと、そし
て、ここ数年ニュースなどで"インドネシア"という言葉をよく目にするようになり、私
の中で、インドネシアとは一体どんな国なのかと、さらに興味を持ったのがきっかけで
す。
私は現在、北スラウェシのトモホンに住んでいて、インドネシア人の家族の家にホー
ムステイさせてもらっています。ここでの生活は、大変な事も沢山あるのですが、毎日
新しい発見も沢山あり、とても充実しています。
私がここに来て一番驚いたことは、"トイレ"です。インドネシアに来て初日の日、ト
イレを使用しようと思ったら、トイレットペーパーがない事に気付き、大変焦りました。
(来る前にしっかり調べておけばよかったと思いました^^;)
そして、次に驚いたことは、トモホンの人についてです。長崎さんが私に、"トモホン
の人は日本人のような顔の人が沢山いるよ"と聞いていたのですが、本当に皆んな日本人
のような顔立ちで、違和感を感じませんでした。今では、街を歩いていても、喋らなか
ったら、"日本人だ!"と言われることはありません^ ^
次に驚いたことは、やはりトモホンならではの"pasar"!! このトラディショナルマーケ
ットについては、日本にいる時から知っていたのですが、生で見る pasar は本当に衝撃
的でした。まだ勇気が出なくて全ては見てないのですが、特に犬、豚、ヘビ、ネズミな
どが売られている場所は、言葉では表せられないくらい衝撃的です。私は、今までに、
ネズミ、犬を食べることに挑戦しましたが、どちらも私にとっては、あまり美味しいと
は感じませんでした。日本に帰るまでに、ヘビ、ネコ、カエル…なども食べてみたいで
す。
最後に、やはり日本との違いを常に感じている場所といえば、学校です。授業中のお
しゃべり、携帯の使用、飲食…などは私にとってはかなり衝撃的で、初めは慣れるのに
大変でした。静かな中で授業をできないことに苛立ちを感じるときもありました^ ^;。
今では、その自由さがとっても気に入っています(笑)ここの生徒は、自分の意見をし
っかり主張したり、授業の発表も積極的なので、そこは日本の生徒が見習う面だと思い
ます。勉強の面に関しては、今はまだインドネシア語が完璧!というわけではないので、
辞書なしではできません。4 ヶ月が経とうとしている今、インドネシア語だけではなく
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マナド語もだんだん理解してきているので、いずれは両方の言葉を操れるようになりた
いです!
ここに来て、毎日が楽しい事ばかりではなく、とても辛いことも沢山ありました。し
かし、ホストファミリーや地域の人、ここに住んでいる日本人の方々、そして長崎さん
のおかげで頑張ることができています。私にとって、異国の地での日本人の方々の存在
はとても大きいです。これからの残り半年、自分にとって後悔の無いよう毎日一生懸命
頑張っていきたいです。
今後とも私たち二人の応援をよろしくお願いします。
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南洋真珠養殖

その２（バリ島編）
今泉

宏

前回に続き今回も真珠の話題でいこうと思います。が、その前に９月に行われた領事
出張サービス後の懇親会の席で私今泉が平野さんにかわって北スラウェシ日本人会の
会長をさせて頂く事になりましたのでご報告しておきます。平野さんからは仕事の場所
がバリ島中心になり北スラ日本人会の方へはなかなか出席もできなくなったので会長
を誰かに交代してもらうよう頼まれていました。先日行われた忘年会には偶然平野さん
もビトンへ来られていて久し振りに出席してくれましたが、これからもマナドへ立ち寄
られたらそれをきっかけに皆が集まれたらよいと思います。長い間お疲れ様でした。
バリ島と言えば、実は私もバリ島には縁がありまして 2002 年、2003 年と西バリのギ
リマヌックという町の近くで真珠養殖をしていたことがあります。その少し前に新漁場
を作る計画があり中部スラウェシ、ロンボック、スンバワからパプアニューギニアまで
漁場の調査をして回っていたのですが真珠の値段がさらに下がり単独での新漁場開設
は難しくなりました。そこで養殖場はすでにあるが技術不足でよい珠が揚がっていなか
った西バリの PT. Disthi というローカル会社で挿核とその他養殖技術を提供するという
形で合弁事業をすることになりました。
最初はこの漁場での今までの結果を見ると真珠の巻きがとても悪く正直自分の技術
が通用するのか心配でした。しかしここをパスしたら新しい漁場をさらに探すのは中止
と言われそうな状況であり、その場合振り出しに戻ってソロンへ逆戻りか。。。それなら
ばダメ元でバリ島生活をエンジョイしてやれと、今だから言えるけどそんな軽い気持ち
で始めた漁場でした。上司の海外事業部長もあまり乗り気ではなかったのだけど私の
（偽りの）熱意に負けて了承してくれました。
そして憧れのバリ島生活が始まりました。といっても住居は現地のスタッフが住んで
いるような竹で編んだ板を壁に使った粗末なもので床は製材もしっかりしていない板
にビニールのシートを敷いただけ。日本資本の養殖場がいかに恵まれていたかを痛感し
ました。唯一トイレだけは贅沢を言って自分専用にしてもらいました。食事は完全に現
地料理になりましたがバリ料理はそこそこ私の舌にも合い、ピリッと唐辛子の効いた料
理はビールのつまみにもビッタリだったので不自由はなかったです。スンバワのある養
殖場に滞在していた知り合いは米と野菜だけとか、ひどい時は米とピーナツのみでピー
ナツは数を数えて支給されるのだと言っていたのを思うと自分は恵まれていた方です
ね。
そんなこんなで何とか生活ができるようになり養殖場の方も壊れた筏の修理から始
まり貝の手入れの仕方を指導し、そして挿核までこぎつけました。しかし日本企業のよ
うに挿核部屋などという立派な設備はないので考えた末（と言っても選択肢などほとん
どなかったけど）、自分の住居の隣にあるガレージでやることにしました。いろいろと
不便なことは多いけどまぁやればできるということが分かりよい勉強になりました。
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そしてあれよあれよと言う間に浜揚げとなりました。この時の浜揚げは PT. Disthi の
オーナーさんをはじめ覚田真珠の海外事業部長（後の社長）、PT. Arta Samudra のオー
ナー一族が立会いました。しかし正直私を含め誰も大きな期待はしていなかったし、幹
部の皆さんは半分は旅行気分だったのではないでしょうか。普通、南洋真珠の養殖場と
言えば辺鄙なところにあるのが一般的です。小さな飛行機を何回も乗り継いで最後に着
く空港は敷地内で牛が放牧されていたり子供たちがサッカーをやっているようなど田
舎で、さらにそこから車で 10 時間とか船で 3 時間なんてところばかりでしたから、バ
リのリゾートホテルに泊まりながら数 10 分で現場まで通えるなんて夢のような養殖場
だったのです。そんな場所でいい真珠ができるわけないから事業としては採算は合わな
いだろうけど、たまにはリゾートホテルでゆっくりしたいし何年か続けてみてもいいん
じゃない？でも今泉の給料分ぐらいの売り上げがあればさらにいいんだけどねぇ。なん
てことは言われてないけど幹部さんたちは思っていたんじゃないかなぁ？て言うか私
はそう思っていました。そんな雰囲気で始まった浜揚げも、あれっ、こんな場所でもい
くつかはいい珠もでるね。えっ、えっ？また出た？っ感じで最後には平均点を十分上回
る結果が出ました。特にゴールド系の珠のできがよく当時ゴールドパールが騒がれ始め
た頃だったのでうまいこと流行の波にも乗り予想を大きく上回る売り上げをあげるこ
とができました。
さらにその次のロットでは思い切ってゴールドを狙って挿核をしていたので浜揚げの
ときは目がチカチカするほど金一色となりました。
実は浜揚げを見る前に海外事業部長から、これ以上やっても無駄なんじゃないか、と言
われたこともありますが、せめて浜揚げまでとお願いして浜揚げまでこぎつけ、この浜
揚げのおかげで事業の継続が決まったのです。
この時が真珠養殖はおもしろいと思い始めた瞬間だったと思います。
それまでは正直、真珠養殖は同じことを繰り返すだけで結果は自然任せの面白味の無い
きついだけの仕事だと思っていました。毎日直射日光の当たる海へ出て重たくて汚い貝
を揚げたり吊ったり、べたべたに汚れた筏を掃除したりと単純肉体労働の繰り返しです。
そう言えば入社して数ヶ月の頃新入社員募集のパンフレットに載せるから何か体験談
を書いてくれと言われた時、ありのまま汚くてきつい仕事だと書いたらボツにされたこ
とがあります。そりゃそんなこと書いたら誰も来なくなりますからねぇ。でもバリでは
現地のスタッフに仕事を教え込むことでこのきつい仕事からも解放され、余裕ができた
ことで今まで気付かなかったことに気付くことができるようになりました。真珠の品質
を上げるためにできることを考える時間が持てるようになったのです。
真珠の品質を決める要素は、巻き、テリ、形、キズ、色などがありますが人為的に確実
にコントロールできるのは色です。前号でも触れましたが白はすでに高い確率で白い貝
を作ることができるようになっています。黄色は濃いものから薄いもの、赤みの強いも
の弱いものなど白よりも複雑で選別の仕方で真珠の色も左右されます。そこで挿核時に
スピード重視ではなく少し余裕を持って貝を厳しく選別するようにすると黄色が濃く
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て赤みの強いもの、つまり高額商品を高い確率で作り出せるようになるのです。挿核す
る時に出来上がってくる真珠を想像しながら行う訳ですが、浜揚げの時に狙いがピタリ
と当たった時はこれほど嬉しいことはありません。
バリの PT. Disthi では 2 年間しかいなかったので挿核をして１、２度浜揚げをしただけ
で移動になり、結局、色の操作しかできませんでしたが確かに人間が自然をコントロー
ルしたという感触がありました。この感触が真珠養殖の面白さに繋がったのです。
そろそろど田舎に飽きておしゃれな観光地で生活してみたいという下心から生まれた
このバリでの経験は、その後の私の真珠養殖に対する考え方を大きく変えることになり
ました。偶然出会った良漁場にも助けられましたが誰も手を貸してくれない状況という
のが自分を育ててくれたのかなとも思います。問題が起こった時に自分で考え、自分で
行動し、失敗し、もう一度考え、再挑戦する。そして解決。これを繰り返すことで、精
神的にも鍛えられたし新しい経験は知識となってさらにそれは自信に繋がるという好
循環が生まれました。
バリ滞在中には日本人が一人という状況だったので話し相手はインドネシア人のみで
自然と友人も増え、飲み屋のねーちゃん以外の一般人女性ともお話をする機会ができ、
ちょうど離婚した後だったこともあってインドネシア人女性と恋などもしました。この
時期に私のインドネシア語会話力や女性をデートに誘い出すスキルなども格段に進歩
しました。そして、ビトンへ移動となり数年後に今の妻と出会い結婚となったのですが、
これもバリの経験が役に立っていたのですね。と言うことで次回はビトン編です。
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レノン広場で Olah raga
江田

直美

私は、バリ島では「歩く」機会がほとんどない日常生活を送っております。
家を一歩出たら、車で移動です。。 (トモホンでも、同じかな！？)
歩いて 10 分の本屋にも、暑過ぎるから、雨が降りそうだから、、、と都合の良い理由を
見つけて、車で行きます。
圧倒的に、運動量が足りません。
運動(olah raga)不足を解消すべく、まずは最初の一歩？！ウォーキングから。。。
レノン広場に向かいました～。
このレノン広場は、(Lapangan Puputan Margarana Renon)デンパサールのレノン地
区、官公庁街にあります。
日本領事館や入国管理局などもすぐ近くです。
朝、夕方は特に、運動をする沢山の人達で、大変にぎわう場所、そしてのんびり時間
を過ごすことも出来る、人々の憩いの場所となっています。
広場の中心には、
「バリ人民闘争記念碑」(Monumen Perjuangan Rakyat Bali)があり
ます。
日曜日の朝は、インドネシアのラジオ体操！？「Senam」を大勢でしています。
100 人、200 人？もしくはそれ以上の人達が集まっているかも知れません。
日本のラジオ体操よりも、ずっと激しく、終わるころには汗だくです。
広い広い青空の下、広場に集まる人の多さに、バリ島での健康意識の高まりを感じ、
とても刺激を受けています。
この健康意識の高まりは、バリ島に限ったことではなく、インドネシア全体で言えるこ
とかも知れませんね。
広場の外周は、1 周 20 分から 40 分くらいかかるでしょうか。
ジョギングをしている人は、ウォーキングをしている人たちをさけながら、走らなけれ
ばならないくらいの盛況ぶり？！です。
芝生では、ヨガやバドミントン。記念碑の階段前では、Zumba。
サッカー、バレーボールや野球をやっているグループや小中高生たちもいます。
石の健康歩道もあります。
素足で歩くのですが、これがかなり痛いです。
そんな私の横では、平気な顔をして、歩いている Ibu Ibu がいます。スゴイっ！
最近、小さな子供用に滑り台、シーソーやブランコも設置されました。
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老若男女、楽しめる場所になっています。
本当に賑やかで、皆さん思い思いに、この広場での時間を楽しんでいるように感じま
す。
私も、その賑やかで楽しい輪に加わろうと、広場の一角でヨガをしているグループに、
参加してみました。
このグループは、有り難いことに、いつでも誰でも参加 OK で、尚且つ無料です。
無料と聞けば、何となく初心者向けなのかなと、思いきや、そうではありません！
Bapak Bapak は、シールシャーサナという頭立ちのポーズ(逆立ち)も軽々とやってのけ
ます。
新入りの私に、突然、この頭立ちのポーズを指導してくれた Bapak は、10 年以上も
健康のために、ヨガを続けているそうです。
ふくよかなお腹まわりの Ibu Ibu も、慣れた様子で次々とポーズをとっています。
日曜日限定ですが、広場周辺は歩行者天国になります。
人が集まるところには、露店もたくさん！
Bakso、ピザ、Hoka-Hoka Bento、Siomai、Nasi jinggo、Cendol 等、、、。
風船やボール、シャボン玉なども売っています。
運動をしに来ているのか、露店を見に来ているのか！？
こんなところも楽しみながら、普段の生活の中に、運動する時間を上手く取り入れて
いけたらと思っています。
でも、毎日広場に行けるわけではありません。
そんな時は、「ラジオ体操」です！
小学校では、夏休みに必ずやっていましたよね。
何十年のブランクもなんのその！ラジオがかかれば、
体が覚えているものです。
「新しい朝が来た〜希望の朝だ〜
喜びに胸をひらけ〜大空仰げ〜」
始まりのテーマ曲も、爽やかで清々しいです！
YouTube で、検索すると英語ヴァージョンのラジオ
体操も出て来ます。外国人にも人気があるのかも！？
とっても手軽です！
近所をジョギングしたいけど、早朝は犬に追いかけ
られる～(我が夫、、、体験済み)
そんな時は、ラジオ体操がイイね！だそうです。
普段の体力作り、健康維持に、何か運動をしたいなと思われていらっしゃったら、、、、
どうぞ皆様も、ラジオ体操から試してみませんか？
- 14 -

Manado/Menado、マナド/メナドの由来を探る
下村 まゆみ
一つの地名に 2 つ以上の表記や発音が競合するのは珍しいことではありません。例えば「日
本」には「にほん」と「にっぽん」の 2 通りの読み方があり、私たちは状況によって 2 つの読みを
使い分けています。
「マナド」と「メナド」に関しては、使い分けではなく、どちらか一方を専ら使うケースが多く、私
の友人知人は以下のように比較的はっきりとマナド派とメナド派に分類できます。
 マナド派の代表 ： いわゆるインドネシアおたく（≒近年の日本におけるインドネシア語学
習者）
 メナド派の代表 ： 第二次大戦の前後に生まれた世代、スクーバダイバー
この分類を念頭に置くと、ご自身のウェブサイトなどでマナドとメナドを併記したくなりません
か？私などは、しつこくて目障りだなぁと思いながらも、つい「マナド（メナド）」とやってしまいま
す。何がどうして「マナド」と「メナド」になって、私に「マナド（メナド）」と併記させるに至ったので
しょうか？（笑）
Kota Manado は公式サイトで「1623 年に Pogidon あるいは Wenang から Manado になった」と
しています。Manado の由来には諸説あるものの、先発が Manado ならば、重要なのは Menado
の由来。私の知る限りでは、そこに言及しているネット記事は、ミナハサの歴史文化を専門とす
る文筆家 Jessy Wenas 氏の研究をもとに 2005 年 9 月付で SulutLink に掲載された『Mengenai
asal kata MANADO dan MENADO』（*１）だけです。したがいまして、ここでは同記事を典拠資
料として Manado と Menado の由来を探り（拙訳につき至らない部分はご容赦ください）、そこか
らマナドとメナドの関係を紐解きます。
MANADO の由来 - 『Mengenai asal kata MANADO dan MENADO』から
Jessy Wenas 氏によれば、Manado の語源は（ミナハサ民族語の一つ Tombulu 語の）
“Winaroran Ni Tasikela” にあり！
1500 年代初頭、スラウェシ島北部とその周辺の島々をスペインが支配下に置き、Castillia 人
を自称したスペイン商人は Kima 島（現 Manado Tua 島）を大本営に、そこから Wenang（現
Manado）へ船を走らせて、Wenang 川河口でミナハサ高原からの収穫を買い付けました。
山の民のミナハサ人はスペイン商人を tou Tasikela と呼び、山から Wenang へ収穫物を運ぶ
ときは “Mau pergi kemana?” の問いかけに “mau Winaroran Ni Tasikela（スペイン人との商売
へ）” と答えていましたが、Wenang 行きが頻繁になるに連れ Winaroran Ni Tasikela は略されて
Winaror となり、Minaro、Manaro と変遷し、最後は Manado となり、Manado は Wenang 川河口の
商拠点をさす言葉として、スペイン人とミナハサ人の間に定着しました。
スペイン撤退後、テルナテから Kima 島へやって来ったオランダ人総督は、Kima 島を Manado
島へと改名し、Wenang に Amsterdam という名の要塞を建てました。ところが Wenang 川河口の
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Manado は改名を免れ、オランダ人とミナハサ人の間の商拠点として引き続き活用されたので、
Amsterdam 要塞も Manado 要塞の呼び名で通りました。
後には Wenang の全域が Manado となり、元 Kima 島の Manado 島は、Manado-Toewa 島へと
更に改名されました。
MANADO の由来に関する異説 - ご参考まで
 ミナハサ民族語の一つ Toutemboan 語の Manarow（pergi ke negeri jauh）が Manado の語源。
Kota Manado 公式サイトはこの説を掲載しています。
 1339 年にフィリピン出身の Humansangdulage 一家 6 人が現 Manado Tua 島に漂着。
Humansangdulage の孫が盛んに水をせがんだ言葉 Man narou（masih haus）が Manado の語
源。
MENADO の由来 - 『Mengenai asal kata MANADO dan MENADO』から
Jessy Wenas 氏によれば、Menado の起源はオランダにあり！
Menado の文字が確認できる最古の書物は 1856 年にオランダで発行された旅行報告書
『Fragment uit een Reisverhaal』で、同書ではまだ Manado と Menado の印字が混在していまし
た 。 1910 年 に 同 じ く オ ラ ン ダ で 発 行 さ れ た ミ ナ ハ サ 慣 習 法 に 関 す る 調 査 報 告 書
『ADATRECHTBUNDEL III』では、Menado のみが使われ、もはや Manado の印字はありません
でした。
オランダ式の Menado の登場をうけて、その普及に貢献したのがカワヌアのエリート層です。
Keblanda-blandaan（オランダっぽいこと何でも大好き）な彼らが Menado を愛用、それがミナハ
サ人のみならず現地で生まれ育ったサンギヘ人、タラウド人、モゴンドゥ人、ゴロンタロ人、中国
系やアラブ系の人々にも広まって、Menado のシェアが拡大していきました。
MANADO と MENADO の発音
以下の 6 点から、Manado と Menado の発音は同一であるとほぼ断定できます。
① Jessy Wenas 氏が言及しているのはあくまでも綴り方の問題で、発音には一切触れていな
い。
② ネイティブの Manado の発音に最も忠実なカタカナ表記は、私曰く「ムナド」。
③ 英語通訳翻訳者で、北スラウェシ訪問歴を持つ知人によれば、「現地で Manado の発音を
聞いた外国人が Menado と綴っても不自然ではない」とのこと。
④ シーラカンス Latimeria menadoensis の命名に物申す『Manado atau Menado???』（*２）を
Kompasian に寄せたマナド人は、「ジャワ人は Menado と綴りがち」とし、「シーラカンス調査
に参加したのがフランス人とジャワ人だったから “menadoensis” になっちゃった」と嘆いて
います。しかし、彼もまた発音には一切触れていません。
⑤ Menado と綴るインドネシア人がいても、その発音は「メナド」ではない。この根拠は、かつて
Lion Air は公式サイトで Menado の表記を使っていましたが、機内放送の発音は「メナド」で
はなく、私曰く「ムナド」な発音でした。
⑥ インドネシア語では、zaman/jaman、pikir/fikir のように「辞書形の綴り方」と「発音重視の綴
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り方」が併用されます。Manado/Menado も、前者が辞書形の綴り方、後者が発音重視の綴
り方で、ジャワ人は発音から Menado と綴るのではないでしょうか。インドネシアおたくの知
人によれば、現地マナドの人々の発音と比べると、ジャカルタ辺りの人々の発音はよりはっ
きりと Menado と聞こえるそうです（Menado の“e” は kepada の“e”の音）。
マナドとメナドの由来
外国の地名・人名などをカタカナに置きかえる際には現地音を無視しがちです。しかし、
Menado の現地音が仮に「ムナド」でも、日本の外務省が「メナド」と定めれば、日本では公式に
Menado はメナドです。アメリカ合衆国の Connecticut がコネチカットであるように。
長崎編集長による『北スラウェシの日系人メモ・・大岩勇の遺産』（*3）には、以下の記述があ
ります。
 （スラウェシ島には）明治の末期ごろから、すでに日本人商人や漁業者などが進出していて、
かつお釣り漁業（カツオ節加工）も興りつつあった。
 ビトゥンの最初の町興しの中心的な役割を果たした大岩勇氏は、昭和 4 年ごろパラオへ渡
るも、パラオはほとんど素通りのかたちで北セレベスにやってきた。
明治末期から昭和初期の出来事を調べると、「大正 4 年に創立されたメナド日本人会」、「昭
和 12 年に開設されたメナド領事館」、「メナド降下作戦」とメナドだらけ。このことから、当時の日
本は「メナド」の表記を使っていたことが分かります。
ここで再び Jessy Wenas 説を。Menado の文字が確認できる最古の書物は 1856 年（安政 3
年）にオランダで発行された報告書。同書ではまだ Manado と Menado の印字が混在していまし
た。ところが、1910 年（明治 43 年）に同じくオランダで発行された報告書では、Menado のみが
使われ、Manado の印字はありませんでした。
つまり、日本が幕末の頃に Menado がデビュー、明治 43 年には Menado オンリーで、オラン
ダのみならず、カワヌアのエリート層も Menado の普及に貢献したのですから、明治末期から昭
和初期にかけてのオランダ領東インドでは、Menado が一般的な表記（あるいは公式表記）だっ
た可能性が高いと思います。そこへ進出した日本（人）は、Menado を「メナド」と読み、「メナド」と
書いたのではないでしょうか。（明治・大正生まれの日本人はデスコ（ディスコ）、テーシャツ（T
シャツ）の世代ですし、現代日本人でも Terima kasih をテリマカシと書くかも知れませんし、
Menado がメナドになる発想はとてもよく理解できます。）
ところで、Maria Menado さんをご存知ですか？その名の由来は Maria dari Menado。1932 年
に北スラウェシのトンセアに生まれ、後にマレーへ移住した彼女は、1950 年代から 60 年代にか
けてのマレー語映画を代表する女優です。Wikipedia（*4）によれば、彼女が Maria Menado と
名乗ったのは 1950 年を過ぎてから。となると、インドネシア独立後もしばらくは Menado が優勢
だったのかも知れません。
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インドネシア語の正書法は、1972 年に制定された EYD（Ejaan Bahasa Indonesia yang
disempurnakan）（*5）により、オランダ式から現行の綴り方に改訂されました。一例として tjutji
→ cuci、djarak → jarak など。オランダ式の綴りといえる Menado も EYD の頃に Menado →
Manado となったのでしょうか？
現在は kota Manado 公式サイトが Manado 一色ですから、インドネシアにおける正式表記は
「Manado」。そして、在マカッサル出張駐在官事務所からのメールに「マナド」の表記が使われ
ていますので、日本は「マナド」としていることが分かります。
MANADO/MENADO、マナド/メナドのまとめ
 Manado と Menado の発音は同一。マナド現地よりもジャカルタ辺りの発音の方がよりはっき
りと Menado と聞こえるという説もある（Menado の“e” は kepada の“e”の音）。
 綴り方の変遷は Manado → Menado → Manado。1623 年に Pogidon か Wenang から
Manado となり、1856 年頃にオランダが Menado を使いはじめ、1910 年頃のオランダの
Menado 一本化に前後して Menado が優勢（あるいは公式表記）となり、インドネシア独立後
のとある時期に Manado に戻った。
 Menado の綴り方が優勢（あるいは公式表記）の時代に進出した日本は Menado をメナドと
し、インドネシア独立後のとある時期に Manado に戻ったのを機に日本もマナドに変更し
た。
マナド派、メナド派について
以上を踏まえると、第二次大戦の前後に生まれた世代はメナド派で、いわゆるインドネシア
おたく（≒近年の日本におけるインドネシア語学習者）はマナド派である。これは極めて当然で
す。
モヤモヤが残るのは、ダイバーが圧倒的多数でメナド派な件。すなわち、日本のダイビング
業界が「メナド」とした理由です。ブナケンのダイビングを日本に紹介したのはサチコポイントに
名を残すサチコさんと聞きますが、サチコさんならその理由をご存じでしょうか。
と、個人的にはかなりの線で納得がいく結論が得られましたが、私の主観も多く含まれますの
で、お読みくださる皆様は参考程度に流してください。これにて冬休みの自由研究を終わりま
す。

出典
（*１） Mengenai asal kata MANADO dan MENAD
https://groups.yahoo.com/neo/groups/PSKD-I-Reuni-2004/conversations/messages/5329
SulutLink 全面改装に伴い同サイト上の記事は削除され、現在は上記 URL に掲載。
（*2） Manado atau Menado???
http://www.kompasiana.com/haprylapian/manado-atau-menado_5501a8e1a33311a872513aa1
（*3） 北スラウェシの日系人メモ・・大岩勇の遺産
http://www5d.biglobe.ne.jp/makassar/manado/oiwa.html
（*4） Maria Menado
https://id.wikipedia.org/wiki/Maria_Menado
（*5） Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan_Yang_Disempurnakan
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ムスリムについて考える
ビトン

大貫

周明

新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。（´▽｀）ノ
昨年はインドネシアでの滞在期間が短く、皆様にお会いする機会が少なかったので、今
年はもっと頻繁に来れるようにと計画しております。
昨年は、ジョコ大統領の打ち出した新政策の一環で漁船への規制が厳しくなり、マグロ
の水揚げが激減。外国船の操業・入港・水揚げ・船員を禁止したので、各地のマグロ工
場は開店休業を余儀なくされました。水産加工業は大打撃の年でしたが、長期的に見れ
ばインドネシアにとって良いことであると考えます。
そんな理由で、インドネシアでの仕事がヒマでしたので、中国・韓国やアメリカへの出
張が多かったです。世界の各地へ出張し、インドネシアの話をすると必ず話題にのぼる
キーワードがありました。
それは「イスラム国(IS)」についてです。ここ数年で世界にイスラム教=怖いという悪い
イメージを与えたテ口組織ですが、インドネシアのイスラム教徒はどうなっているの
か？安全なの？とよく聞かれました。今回は私が感じたインドネシアのイスラム教につ
いて投稿させていただきます。(あくまで個人の意見です)
①急増するムスリム
イスラム教徒は世界 200 カ国に 15 億 7000 万人おり、62%がアジア太平洋、20%が中東と
北アフリカ、15%がアフリカ・サハラ以南にいるそうです。意外にアジアに多いのです
ね。また、ムスリムは年々増加傾向にあり、2025 年には 20 億人に達すると推定されて
います。2030 年には、世界の人口の 4 人に 1 人がムスリムとなり世界最大の宗教となる
そうです。すごい。
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②インドネシアは世界一のイスラム教徒人口を抱えている
ご存知の方も多いと思いますが、インドネシアは人口の 76%がイスラム教徒です。(88%
とするデーターもあり) 世界で最もイスラム教徒が多い国ですが、インドネシアは多民
族国家であり、宗教の自由を認めています。キリスト教が 13%、ヒンドゥー教 3%、伝
統信仰 3%、その他 2%、無宗教が 2%だそうです。俗に言うイスラム国家(国教としてい
る)ではありません。マナドやビトンはキリスト教が多いですよね。
参考までに、Wikipedia によると無神論は違法で公言すると逮捕される可能性があると
書いています。自分は聞いたことありませんが本当でしょうか。。。。
③インドネシアの寛容なイスラム教
個人差があり一概には言えませんが、私が今まで会ったいろいろな国のイスラム教徒と
比べると、インドネシアのムスリムは寛容であると言えます。お祈り、食事、断食、酒
などは個人の裁量で厳しさが異なっておりますし、ヒジャブ率も会社で 2 割程度です。
また中東に比べてヒジャブがカラフルです。仕事が忙しい時は、お祈りはあとでまとめ
てする、という社員もいますし、酒が好きな教徒も多いです。ビトンの食堂のハラール
もどこまで厳格なのか怪しい感じがしますし、エロ DVD は人気のみやげ物です。当社
の若い社員達はクリスマスにケーキを食べてクリスチャン達と一緒にパーティーで祝
います。普段、私が彼らと付き合っている中では、ムスリムだからと特別に気をつけて
いることはありません。
残念ながら、そんなインドネシアでもイスラム過激派は以前から少なからずおり、時々
ニュースになったりしますが、昨今はイスラム国(IS)を支持する輩も増えていると報道
されておりますね。すぐに影響を受けやすいインドネシア人、権力者の汚職や経済成長
の裏で急速に貧富の差が聞いていることがますます過激派思想への拍車をかけている
のでしょう。心配です。。。
④インドネシアは安全か?
今のところ、ネシアのムスリムに外国人が拉致されたという話もありませんし、親日派
が多いですが、私が愛読している週刊実話によるとアジア全体にイスラム過激派が広が
っているのは本当のようです。ジャカルタやバリなどの都会や観光地では私も安全です
よ、とは言い切れません。マカッサルの領事館から時々注意喚起のメールが届きますが、
いづれも都会でのデモやストライキなどの出来事です。マカッサルやビトンの地名が注
意喚起のメールにでていた記憶がありません。火山が噴火位かな?
今、ビトンで目の前にある危機としては、過激派の脅威よりも、イミグレや悪警察の脅
威の方がずっと高いのですが、北スラウェシ日本人会のネットワークではタチの悪い役
人の情報は共有されております。このあたりのリゾートに来ている欧米人は、もしかし
たら過激派の標的になるのかもしれませんが、当地で一緒に仕事をしたり生活をしてい
る在留邦人の方々は安全ではないかと考えております。また、国ごとに犯罪別で比較し
た治安のデーターがありましたので、参考までに添付しておきます。治安抜群に良いで
すね。データー上では。。。コソ泥もっと多いと思いますが実際はどうなんでしょうか。
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⑤どうしても消えない偏見
最近、アチエ!こ行くためにメダンの新しい空港(国際線)でトランジットした時の恐怖体
験(私の偏見)です。
時間がたっぷりあったので私と日本人のお客さんが空港内の長精子に座って談笑して
いました。その横に目つきの悪い男と、ヒジャブをまとった女性が座りました。最初は
気にもしていなかったのですがなんだかソワソワしています。そのうち、大きなキャリ
ーバックを残し、目つきの悪い男と、ヒジャブの女性はどこかに行ってしまいました。
5 分経っても戻ってきません。目の前にはキャリーバックだけがあります。
これはもしかして？バクダン？僕らは死んじゃうの＞最初、冗談で話していましたが、
10 分経っても誰も戻ってきません。誰かが、今から空港に政府の偉い人が来るらしいと
話しています。サノバビッチ！やばいぜ。2 人でその場を逃げようとしたその時、遠く
から 2 人が戻ってくるのが見えました。
手にはドーナツ屋の紙袋とドリンクが。ただ単に席を確保しておきたく荷物を置いてい
ただけのようです。これはやはり偏見なのでしょうね。。。反省。。。でもお願いだから空
港では荷物から離れないでください。
⑥日本人はイスラム教を知らなすぎる
最近更でムスリムの方々と接する機会が少なかった日本人ですが、日本に来るインドネ
シア、マレーシア人は急増しておりますし、経済成長著しいイスラム圏からの観光客は
入国緩和で今後も増え続ける事でしよう。
私も含め日本人はもっとイスラム教について勉強し、彼らを理解せねばならない時が来
たと感じます。世の中に広まっているムスリムへの偏見を払拭すベく、僕らの仲間の魅
力を海外に発信していこうではありませんか。人類皆兄弟。世界が平和でありますよう
に。Love and Peace。
ご静聴ありがとうございました。
以上
- 21 -

発電船

海上発電所は電力危機の救世主となるか？！
中村

高太郎

皆様こんにちは、中村高太郎です。
海上発電所？！聞きなれない言葉ですが、簡単に言えば、台船やバージ（艀）に発電
機と変電設備を備えた船のことです。発電能力は、100MW～250MW ぐらいの能力がありま
す。発電機は主にディーゼルエンジンを使った発電機から、最新のものではガスタービ
ンエンジンによる発電機もあります。ロシアでは、原子炉を搭載した原子力発電船も計
画されています。
さて、マナドを含む北スラウェシでは、ひどい電力危機に見舞われています。おそら
くショッピングモールや住宅の乱開発に、インフラがついてこれない、そして、以前タ
ルシウスに執筆しましたような、事情で、正確な契約 VA 数がわからず、需要予想（損
益予想）そして、設備投資の計画も出来ないことが原因でしょう。
この原稿を執筆中の 12 月、インドネシアに海上発電所が導入されました。船名は、
MV Karadeniz Powership Zeynep Sultan、発電能力は 125MW あります。先ほどのように
船ですので、電力が足りないところへどこへでも（海沿いなら）移動可能です。そして、
その、海上発電所が、マナド近郊のアムランへ配備されることになりました。12 月中旬
にジャカルタ港（タンジュンプリオク沖）を出港し、12/23 にアムラン到着予定です。
到着しても、送電網への接続や、送電網との同期をとるための調整やエンジンの点検
などで、1 週間～1 か月ぐらいはかかるのではないかと思います。
この船は、トルコの Karadeniz Powership 社の所有で、操業も Karadeniz Powership
社により行われるようです。Karadeniz Powership 社の発電船は 9 隻ありイラクやパキ
スタン、レバノン、ガーナなどの電力事情が危機的な状況に陥った地域へ電力を供給す
るため、現地政府や電力会社と契約されています。アムランへ配備された、Zeynep Sultan
もおそらく PLN と Karadeniz Powership 社とで契約しているのではないかと思います。

MV Karadeniz Powership Zeynep Sultan （Wikipedia より）
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さて、どこでも移動可能といっても、実際は停泊する場所、発電した電気を送電する
地上の設備、発電のための燃料などの問題から、既存の発電所の近くに停泊する運用が
一般的のようです。アムランには、30MW x 2 基の石炭火力発電所があります。おそらく
この付近に停泊し、アムランの既設の発電所の送電網へ接続することになると思います。

海上発電船-レバノンの例

（GoogleEarth より 33.972N 35.602E）

内燃機関（ディーゼル発電機）を用いるこの Zeynep Sultan は 125MW の発電能力を持
ち、排気用の煙突が 6 本見えますので、ディーゼルエンジンは 6 基備わっているものと
思われます。しかし、エンジンの調整などで、常時 125MW を供給できるか疑問はありま
す。計画的な燃料補給と計画的な定期点検を実施すれば、常時 100MW は供給できるので
はないかと思います。
それで、この船とアムラン発電所の電力網と接続すれば、北スラウェシの電力供給能
力は、一気に 100MW が追加投入されることになります。PLN では北スラウェシとゴロン
タロに供給する計画のようです。
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アムランへ向け航行中（2015/12/19 09:32 marinetraffic より）

アムランの石炭火力発電所（GoogleEarth より 1.182N 124.480E ）
この沿岸に停泊し、発電機南側の送電設備へ接続されると思われます。
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アムランへ到着・投錨（2015/12/23 marinetraffic より）

１００ＭＷ（１２５ＭＷ）で足りるのか？
発電船の投入などは計画的だとは思いますが、投入する電力量やそれが適切か、それ
で十分かなどは、計画的かどうか疑問点が残ります。とりあえず 100MW 追加投入してみ
よう・・・そんなノリでやっているかのようです。（もちろん PLN の書面上やミーティ
ング上は、それっぽくやっていると思いますが、、、）
アムランの発電所には、衛星画像では、重油タンクも２基見られますが、発電船が停
泊し発電を始めると、燃料補給のため沢山の重油タンクなどで備蓄も必要になると思い
ます。また、そのタンクに重油を安定供給するための計画も重要です。
私としては、数年前にアムランに 60MW の石炭火力発電所が新設されましたが、電力
状況は一向に良くならず、むしろ悪化の方向に行っているようです。今回、100MW（125MW）
が投入されても、果たしてどうでしょうか？私は難しいと思います。
まずは、汚職職員に作業員や現場検針員などを排除あるいは今後汚職をしないように
厳命するなどし、各戸や商業施設、工場などの書類上の契約と実際のブレーカなどの状
況を合わせて、本当に最大需要が幾ら MW 必要なのかを算出し、さらに、昼間や夜間の
電力需要を想定して、それに見合う電力供給能力を用意する必要があると思います。
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そして、発電装置などのメンテナンスを行わず、壊れるまで酷使するような事は、見
直すべきでしょう。しかし、インドネシア全体的な傾向として日常的な生活（例えば乗
用車のメンテナンス、また道路のメンテナンスも作った時は真新しいが、1～2 年もすれ
ば穴ぼこだらけ・・・）から医療まで全体的な方向性として、毎度のように指摘してお
りますが、このような感じがあります。発電装置も壊れる前は異音がするとか、壊れた
/壊れてないに関わらず定期的に取り換えないといけない消耗パーツもあるでしょう。
もちろん異音がしたり、消耗パーツを定期取り換えしなくても、すぐ壊れるというわけ
ではありません。それならば、そのために本部などで計画的に用意されたお金は、懐に
入れてしまおうという事でしょうか・・・でもすぐ壊れるわけではないのですが、将来
的には装置全体の寿命を短くします。すると大部分を取り換えないといけないなど高額
で時間もかかる修理に発展します。
プリペイド方式（いわゆるプルサタイプ）のマイコン内蔵の電気メータを PLN は推し
進めていますが、おそらく、末端の不正の撲滅などの意図もあるのではないかと思いま
す。機械は嘘をついたり賄賂を要求して便宜を図るといったことをしませんから。
また、ホテル、ショッピングモールの乱立や住宅の乱開発なども、原因として多くあ
ると思います。住宅が新しくなれば、TV や炊飯器、電子レンジ、エアコンなどの電気を
使うものも、標準装備されるでしょう。人口が変わらなくても、家が新しくなれば、電
化製品も増えるわけです。生活費に余裕ができれば、生活に必須ではない電化製品でも、
見栄の為のステータスとして、ほしくなることもあるでしょう。電力などのインフラも
都市計画の裏方の一つでしょう。しかし、宅地の計画やホテル、ショッピングモールの
進出など、表だけ取り繕っても、裏がしっかりしてないと、つまづいてしまいます。
そして、実際、こういった類の発電船は、一時的なもの（例えば災害で電力不足にな
ったとか、発電所を建設中だが完成までに需要が待ってくれない・・・など急場しのぎ）
ですから、コストは非常に高いと思います。また、最新のコンバインドサイクル型の発
電所に比べても、効率は非常に劣ります。しかし、新しい発電所の計画などは、情報と
して上がってきていません。
実際にパキスタンなどは、契約費用や燃料供給をめぐってトラブルとなり、船はドバ
イへ回され、問題も国際投資紛争解決センター（ICSID）へ回されることになりました。
インドネシアも不払いなどになって訴えられないことを祈ります。
また、なにより、北スラウェシの電力事情が好転することを祈ります。
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ところで、停電の備え、、、皆様はどのようにしていますでしょうか？
ガソリンエンジン式の発電機？何もしない？・・・色々ありますが、ガソリンエンジ
ン式の発電機も、能力にもよりますが、1 時間に 1L ぐらいガソリンを使ってしまいます
から、ガソリン代もばかになりません。
1 日数時間程度の停電であれば、バッテリー（普通のカーバッテリー）+充電器（普通
のカーバッテリ用の充電器）+DCAC インバータなども有効かもしれません。DCAC インバ
ータというのは、キャンピングカーなどで、車のバッテリで家庭用電化製品が使えるよ
うにするという機器です。100W 程度の小さなものから 3000W ぐらいの大出力のものがあ
ります。（大出力のものはそれなりにバッテリの容量も大きなものが必要です。）
それで、PLN から電気が供給されている間は充電器からバッテリーに充電（普通のカ
ーバッテリー用のものなら満タンになっても自動的にフロート充電に代わるので）し、
停電時は、充電器の電源を切り、DCAC インバータを利用すれば、ガソリン代よりも良い
かもしれません。
問題は、最近は技術の進歩により効率が上がってきていますが、充電と DCAC インバ
ータつまり（220V→12V→バッテリ→12V→220V）で 20～30％の損失が起きる点です。長
期間（2～3 年）に及べばバッテリの寿命や交換も考えないといけません。損失は、つま
り、停電時に PLN の電気代+20～30％割り増しになるという感じです。これがガソリン
代よりも安ければ、そういった方法も有効であると思われます。
また、停電時間も、長時間になるとバッテリではカバーできません。バッテリは例え
ば、50Ah というような感じで容量が書かれています。簡単に言えば、これは 50A の電流
を 1 時間流せますという意味です。12V で 50A ですから、600VA で 1 時間となります。
ただし、バッテリを空にしてしまうと著しく寿命が低下しますから、約 50％程度が望ま
しいとされています。つまり、50Ah のバッテリの場合、300VA で 1 時間の電気を賄える
ことになります。LED 電灯と PC と扇風機だけとかに絞れば、もっと長く使えそうですね。
注意）DCAC インバータは、ポンプのような電力を使うモータなどは苦手です。また
、エアコンなども瞬間的に大電力を使うことがありますので定格出力内で
あっても使えない場合があります。

以上
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中国に横取りされた高速鉄道の受注
中村

高太郎

皆様こんにちは、中村高太郎です。
北スラウェシでの話ではないのですが、２０１５年今夏～秋にかけて、インドネシア
では、高速鉄道（ジャカルタ～バンドン、将来スラバヤまで延長）の採用を巡って、話
が二転三転し、結局、インドネシアは、日本ではなく、中国（中華人民共和国）の鉄道
を選択するに至りました。
入札制を取ったので、インドネシア政府が負担する金額や要求する性能など色々な面
があったと思います。
たしかに、日本のように通常運行なら１分の遅れも許されない（実際に運転席では秒
単位で運行ダイヤが組まれている）ような事は日本以外では、不要なものでしょう。米
国や EU 諸国など先進国でも鉄道は２０～３０分ぐらい遅れても許容範囲といった風潮
もあるぐらいですから、、、世界の常識から行くと、日本の鉄道の方が異常で、これは外
国人が見ればおそらく、「スゴイ」事だと思われるかもしれませんが、同時に「だから
何？」という思いも出てくるかもしれません。
また、事故についても新幹線では、今日に至るまで、鉄道システム上の死者は出てい
ません。（車内から投身自殺したとか、殺人事件が起きたとかでの死者はありますけ
ど・・・）これも、すごいことです。しかし、日本でも新幹線以外では、正面衝突や運
転士ミスなど人災で、多数の死傷者が出ています。もう１０年以上前になりますが、兵
庫の尼崎で起きた、JR 福知山線の鉄道事故が記憶に残ります。これも、秒単位で刻まれ
たスケジュールに遅れが出て、行き過ぎた JR の指導・教育を恐れた運転士が、カーブ
で大幅な速度超過することで、脱線し、沿線のマンションに突っ込み、多数の死傷者を
出したというものでした。原因は正確無比を追求するあまり異常な事故だと言えます。
そのようなわけで、普通に考えれば、鉄道運営上見れば、ある程度の事故も織り込ん
だうえでの運営コストも重要になります。さらに、国によって命の値段も違っています。
命の値段と言うことなど不謹慎ですが、実際に損害賠償などで補償金など額がつきます。
「人の命は地球より重い」と言った政治家もいましたが、現実は、事故に遭って死亡し
た場合等、１人あたり１００万円とか１０００万円とか１億円とか国や運営会社によっ
て、幅広い補償額になってきます。インドネシアでは残念ながら人の命は高いとは言え
ません。
そして、インドネシア側は、今回の採用は、鉄道は高速（３００Ｋｍ／ｈ）でなくて
も中速（２００Ｋｍ／ｈ前後）でも良いと言いだしました。また、２０１６年１月着工
で２０１９年前半の開業を目指すそうです。が３年半しかないですね。
このようなことから、両者の思惑が一致し、中国に決めたのでしょう。（勿論、中国
側からのインドネシア高官達へインドネシア特有の『アレ』もあったのだろうと思いま
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すが・・・）
・・・まぁ、
『色々あって、国際入札で負けた』と言えば、それだけの話なのですが、
、、
それでは、タイトルのように中国に横取りされたとはならないのです。下のようにおか
しな点があります。
・中国が入札を表明したのが２０１５年４月
・日本が作成した、事前調査データや運営計画などが中国へ漏洩
⇒中国案もルートや駅の位置なども同じであるらしい
⇒中国は、入札の表明が今年４月であるにもかかわらず地質調査などもなく、
ルートや駅の位置など日本側の調査内容と同じであるらしい
（＝日本側の調査結果を盗用）
※ニュースによると中国の提案書は８月に提出されたとか・・・
このような点で、中国に横取りされたと言っても過言ではないでしょう。
スタートラインが同じで、中国に負けたのなら、しようがありませんが、、、そういう
わけではないのでした。そもそも、以前マスコミのニュースなどで、中国の高速鉄道自
体が日本の技術を盗用していると言われています。また信号システムなどは、フランス
などのものを使っているようで、色々な技術がミックスされているようです。
中国は、自身で調査しなくて良い（と言うわけではないですが）ので、その分、費用
も浮くでしょう。情報を漏らしたインドネシア側もビジネスとしてどうかと思いますし、
おそらくそこでも中国からインドネシア特有の『アレ』があったのでしょう。
日本の調査報告書などは、インドネシアのある親中派の高官から中国へリークされた
ものであると言われています。インドネシアでは、ドキュメントや写真などが勝手に流
用されたり、日常茶飯事です。あまり著作権というものは、頭にないのかもしれません。
（しかし逆の事をされた場合、大変お怒りになるようですが。）日本人会の方も、こう
いう思いをされた方は、いらっしゃることでしょう。
そのようなわけで、リークした人物もあまり罪の意識はないのかもしれません。また
こういう事情でも、破格の提案を出した中国に対して、安いからと飛びついてしまう政
権はビジネスとしては、いかがなものかと思います。
ともあれ、日本は負けたのです。色々言っても、結局は、諜報・情報戦やロビー活動
さらには『アレ』の活用など色々な部分で負けたのです。もちろん『アレ』は推奨でき
ませんが・・・
しかし、中国が入札に勝ったといっても、建設の期間や用地買収の問題などなど色々
あるのではないかともいわれています。
さて、日本では、１１月になると、「この高速鉄道を延伸（スラバヤまで）際に日本
へ協力を求めたい」と言うような話（１１／１０に来日中のインドネシア議員団の話）
も出てきているようです。何を期待してかは、分かりませんが、中国が作った鉄道シス
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テムに簡単に日本も参加できるはずもありません。また、今までのようなこともありま
すから、良いところだけ持って行かれて、後は何もナシということも十分あり得ます。
それで済めばまだ良いですが、後々何か起きたとき、日本のせいにされるかもしれませ
ん。しかし、もしかすると、単に９月末に土壇場で中国を採用した事による、インドネ
シア流の日本へのご機嫌直しのつもりかもしれませんね。
今回の、入札劇では、中国側のしたたかな戦略もうかがえます。
・インドネシアに恩を売り、中国の依存度を上げる。
（現実にインフラや橋梁建設なども中国が援助している場合が多いです）
・他のアジア諸国に売り込む為の布石にする。
・日本の調査結果を入手し、調査費などを安く済ませる。
・日本-インドネシアとの協力関係を弱体化させる。
中国は ASEAN 諸国と領土領海をめぐって争いが絶えませんが、同時に経済協力（イン
フラ整備など）も行っているのです。それで、ASEAN 会議などでは、南沙諸島問題など
で、（領海争いで鞭打たれても、経済協力という飴をもらっている為）中国包囲網の意
見がかみ合わなくなってしまうのです。中国の外交戦略の勝利とも言ってよいでしょう。
今までは、アジアへの経済協力や ODA と言ったら日本が独壇場でしたが、もはや日本
は、下火になっているようです。（経済悪化の影響で ODA 予算が縮小されている理由も
あるかもしれませんが、ここ最近中国が、力を伸ばしてきているのです。）
日本製品でも、多くの生産は、中国が多いです。例えば東芝のノート PC を見ても裏
面には Made in China と書かれています。食品も、色々な問題があるにもかかわらず、
依然として中国産も多いです。Made in China と書くと、中国産の悪イメージがある場
合など、Made in PRC と書く場合すらあります。（PRC =People's Pepublic of China）
追記（2015/11/23）
本稿を執筆中に、またニュースが飛び込んできました、
クアラルンプールで開催されていたＡＳＥＡＮ会議に安部総理が出席し、11/22 にイ
ンドネシアのジョコ大統領（もちろん、あの専用機でクアラルンプール入りですヨ）と
も会談し、
「高速鉄道の結果に失望している」と言った発言をしたそうです。
誰が、どう見ても、今回の入札は、中国とインドネシアが仕組んだ出来レースのよう
にしか見えませんから当然のことでしょう。これは、国家間ビジネスですから、中国の
傍若無人とそれを黙認・支持したインドネシア政府、更には、日本が地道に築きあげて
きた調査結果などをリークすると言った、信頼を裏切る行為ですから、安倍総理自ら苦
言を呈するのは当然とも言えるでしょう。また、安倍総理と他の首脳との会談に比べ、
インドネシア大統領との会談は短かったそうで、今後の日本のインドネシアの見方が変
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わったり、ＯＤＡを初めとした政府支援など政策にも影響を及ぼしてくるかもしれませ
ん。そのときインドネシアがどう反応するか、「やはり、ああいうことをするのは、ま
ずかった」と後悔したり反省するか？それとも、「はっ！たったそれだけのことで？こ
んな仕打ちをするか！」みたいに逆ギレ？して、色々日本に対しての規制強化などお門
違いの嫌がらせに走るか？後者でないことを期待しますが・・・

ここまでは、ジャワ島での話でしたが、実はスラウェシでもトランススラウェシ鉄道
が計画、建設中です。これはマカッサル～マナドを結ぶ鉄道で、実はこれも、中国が作
ります。ニュースによると中国の中国北車集団（ＣＮＲ）唐山軌道客車が建設を行うよ
うです。また、以下の様に３区間に分けて３工期で建設するようです。
・マカッサル～中部スラウェシ州ソロワコ区間（７００Ｋｍ）
・ソロワコ～西スラウェシ州北マムジュ区間（４００Ｋｍ）
・北マムジュ～北スラウェシ区間（１，０００Ｋｍ）
マナドに鉄道駅が出来るとしたらどこになるのでしょう。洪水で水没してしまうよう
なところは、やはり、NG でしょう。でも市内に近い方が良いですよね。またマナドが、
北端の終着駅になるので、おそらく近くには、車両整備場も必要です。土地的に空港辺
りになるでしょうか・・・
また、トモホンやコタモバグなどの都市もありますから、その辺も通したい感じはあ
ります。活火山もあるので、トンネルなども十分な調査をしないと難しいかもしれませ
ん。不用意にトンネルでも作ると、火山性ガス（硫化水素など）がコンクリートにヒビ
を作って、そこから吹き出して、トンネルの電車の乗員乗客死亡とかなるかもしれませ
んから。山を迂回したり色々ルート決めに大変だろうと思います。そして、鉄道用地の
取得も大変です。近隣住民に立ち退きを要求しても、価格をつり上げようとするでしょ
うし。
しかし、いまや、マナド～マカッサルは、飛行機でＲｐ１ｊｕｔａ～Ｒｐ１．５ｊｕ
ｔａ 程度でいける時代ですので、鉄道を使った場合、どれぐらいの時間かと、いくら
でいけるか、と言うのも重要です。同じぐらいの料金だったら航空機を使うでしょう。
全行程２１００Ｋｍを超えるようですし、途中の駅での停車などもあると思いますから、
２００Ｋｍ／ｈで運行するとしても、１２～１４時間ぐらいでしょうか（日本のように
遅れがないという前提で）
マカッサルには、スラバヤ総領事館の出張事務所がありますから、１日がかりになる
かもしれませんが、非常に低料金(Ｒｐ３００，０００～Ｒｐ５００，０００位)に設定
されたならば、マカッサルに行く際に利用するというのは、車窓からの風景を見ながら
の旅も、在留邦人にとっても何かと便利かもしれません。
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実際に鉄道ができると、貨物の輸送能力が向上しますので、物流や経済などに対する
効果は大きいと思います。
さて、想像ばかりでは、何とも言えませんから、少し調べてみました。その結果、次
ページのようであることが分かりました。
ななっなんと、予想と全然違っています、トランス－スラウェシ道（高速道路？！）
の南側にそって敷設され、コタモバグへのトランス－スラウェシ道から外れ、そのまま、
海岸沿いに方面終着駅は、マナドではなく、ビトゥンになっているではありません
か！！。（次ページ参照）さらにに２０１１年の計画では２０３０年頃、開通のようで
す・・・気の長い話です。中国の参入でこの辺がどのように変わるか分かりませんが・・・
最近の中国の躍進と覇権主義には脅威を感じますが、問題点を着々と克服していって
進化していっている（その際に多数の命が犠牲になることもありますが）のも事実です。
どう見ても最近の日本は、負け気味なところが残念です。
「がんばれ日本！」
（だけど人
としての道は踏み外さないで！）
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スラウェシ島の鉄道計画（RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL より）

以上
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日本と日本人の七不思議（Ⅱ）
長崎

節夫

デムシー君とケニー君はランゴワン出身で、研修生として茨城県水戸市に来ています。
上野駅で同じランゴワン出身のユヌスさんと会ってからちょうど半年、今日は寒い北風
のなかを、大洗町のユヌスさんを訪ねてきました。ユヌスさん一家は、静かな住宅街に
あるアパートに住んでいます。アパートは２階建て、１、２階それぞれ５世帯、合計１
０世帯が住んでいます。建物の右端の階段を上がって 2 階の通路に出ると、最初のドア
に「YUNUS」と名札がかかっていました。ピンポーン。
挨拶のあと居間に通されると先客が一人いました。ユヌスさんの職場の工場長・西さ
ん、41 歳、このアパアートに住んでいます。九州は熊本県出身でまだ独身。
西さんは九州の水産高校を卒業して、最初は千葉県内の水産加工会社に就職しましたが、
１５年前に今の職場に転職しました。働き者で社長のおぼえめでたく、若くして工場現
場をまかされています。
デムシーとケニー

西さんにむかって）はじめまして。どうぞよろしく。

西

はじめまして、西です。ふたりとも日本語が上手ですね。

デムシー

あいさつだけです。あとはダメ。

西

建築の仕事はいそがしいですか？

デムシー

はい、最近は毎日残業です。しかし、日曜日は毎週休みです。

西

日本語をこれだけ話せたら十分ですよ。
仕事でも困ることはないでしょう？

デムシー

ときどき作業現場で班長の言うことがわからなくて
怒られています。

西

日本語もいろいろありますからね。
全部覚えるのも大変でしょう。
建築の現場というと、これから寒くなって大変ですね。

ケニー

日本に来て 1 年以上になりますからもう大丈夫と思います。
現場では体を動かしますから、そんなに寒いとは感じません。
寒さよりも夏の暑さがたいへんです。
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西

なるほどね。うちは工場のなかで、夏も冬も冷房を
かけっぱなしだから冬のほうがたいへんだ。

デムシー

日本は夏も冬もあって、着るものも取り換えなくては
なりませんから大変ですね。お金もかかります。

ユヌス

しかし、春、夏、秋、冬、季節が変わるのは変化があって
楽しいですね。冬は冬の楽しみがあるし、春、夏、秋、
それぞれ楽しみがある。果物も季節ごとのおいしいものが
あるし、日本に食事のメニューが多いのも季節の変化が
あるせいかもね。

西

インドネシアはメニューが少ないですか？

ケニー

インドネシアの食事はイカンゴレンとアヤムゴレンと
ナシゴレン、ミーゴレン、以上です（笑）

ユヌス

四つだけとは少なすぎますよ。もっとあります。ミナハサ
料理にはヘビ、ネズミ、コウモリのメニューもあるじゃないか

ケニー

ヘビ、ネズミはたまに食べるだけ。たまに食べてもそれほど
おいしいとは思えないし、日本人に自慢できるような食べ物
ではありません。

今日は若い二人がみえるというので、ユヌスさんの奥さん（ユリ）が張り切って食事
を用意しています。日本式サテアヤム、メナド式クアアサム、テンペのゴレンなど、日
本インドネシア混成のメニューがテーブルにならべられました。テーブル中央の豪華な
寿司盛り合わせは西さんの差し入れです。
ケニー

凄いごちそうだ！

デムシー

お寿司も奥さんの料理ですか。

ユリ

おいしそうだな。

お寿司は西さんの差し入れですよ。
こんな立派なお寿司は、私にはまだ無理です。

デムシー・ケニー

西さん、ありがとうございます。

ユヌス

それではとりあえずビールで乾杯しましょう。
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一同声をそろえて

カンパーイ！

西

ユヌスさんは日本のたべものが大好きですが、
君たち二人はどうですか？

デムシー・ケニー

（声をそろえて） 日本のたべもの大好き！
インドネシアに帰りたくない。

ユリ

アラ、困ったことになりました。
ランゴワンのお母さんが嘆きますよ。（笑）

ユヌス

１０年ほど前の話だけど、ミナハサ人の知り合いで、
不法就労とオーバーステイで入管に捕まって強制送還された
男がいたけれど、彼が言うには、留置所の食事がおいしくて
インドネシアに帰りたくなかったそうだ。

西

分かった！インドネシア人の不法滞在が多いのは食べ物の
せいだったのだ（笑い）。これでは不法滞在がますます増え
そうだな。しかし、インドネシアの食べ物でもおいしいのは
あるんでしょう？

ユヌス

あるある。でも、やはり日本の食事がおいしい。さしみとか
寿司とか、インドネシアではほとんど食べることができない。

デムシー

ビトゥンからジャカルタまで客船に乗ったことがあるけれど、
エコノミークラスの食事は朝昼晩一日 3 回、プラスチックの
皿にご飯と魚のゴレン一切れとカンクンを少し。これに
サンバルを少しかけただけ。5 日間毎日毎食同じでした。

西

それだけで 5 日間も食べられますか？

デムシー

それが私達貧乏人の普通の食事ですから 5 日でも 1 か月でも
食べます。僕はポケットマネーが少しあったから売店でパンや
コーラ、カップヌードルを買ってたべたりしました。
日本にきてわかったことですが、インドネシアの貧乏人より
日本の野良猫のほうがマシな食事をしていると思いますよ。

ケニー

そういえば、寮の近くの公園に、杖をついたおじいちゃんが
弁当をもってきてノラちゃんたちにたべさせているのを見た
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ことがあります。日本のノラちゃんは幸せだと思いました。
インドネシアのノラネコは油断したら人間に食べられて
しまいますよ（笑）。
西

そんなものですかね。僕もたまに食事に不満を言うことが
あるけれど、それは贅沢というものでしょうね。バチが
あたりますね。食べ物の不満は言わないことにしましょう。

ユヌス

それぞれの国の生活レベルの違いで、比べてもしかたのない
ことですが、日本の食糧事情はほんとに恵まれていると
思いますね。私たちは幸いにいま日本にいますから、
おいしいのをいっぱい食べて、仕事もいっぱいがんばり
ましょう！ デムシーもケニーも、もっとたべなさい。

ケニー

はい、どんどんいただきます。

健太郎＆リサ

ごちそうさま。ママ、テレビを見ていい？

健太郎君とリサちゃんは腹いっぱいになってテレビの前に移動。
ユリさんはお酒をレンジで温めて持ってきました。
ユリ

デムシーもケニーも、日本のお酒は飲めますか？

デムシー

日本酒は会社の寮で日本人の先輩にときどきむりやり
飲まされています。はじめのうちはマズかったけど、
最近少しのめるようになりました。

ケニー

スーパーやコンビニでも、ビールの銘柄がいっぱいあるし、
日本酒もウイスキーもいろいろあって、日本に長く住んだら
ドランカーになるんじゃないかと心配です。

デムシー

水戸ではときどき居酒屋にも連れていってもらうけど、
居酒屋にはいつもお客さんがいっぱいいますね。
日本のみなさん、仕事の帰りには途中でお酒を飲んでから
帰るようにと、会社で言われているんですか？

ユヌス

まさか、そんなことはないでしょう。私もときどき西さんに
さそわれて仕事帰りに夏はナマビール、冬はヤキトリに
アツカンとやるけど、リフレッシュ、気分転換にいいですよ。
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ケニー

僕たちはまだそこまでいかない。仕事帰りは会社の車に
押し込められて寮までノンストップ。寮に着いたらシャワー、
そしてメシ。メシが終わったらテレビを見ておやすみなさい
です。たまに自動販売機の缶ビールをのみますが。

ユヌス

研修生では、仕事の帰りに一杯やって、というのは
むつかしいかな。ふたりとも、日本人の嫁さんを見つけて
日本に永住しなさい。仕事は西さんが保証するし、
居酒屋は私が保証する。
仕事帰りに一杯やりましょう。

デムシー

嫁さんも保証してください。西さんとユヌスさんの
イザカヤの支払いは私が保証します。

西

これは大変なことになってきたな。私も 40 歳すぎて
まだ自分の嫁さんが見つからないのに。この問題は
ユリさんにお願いするのがよいと思います。

ケニー

西さんは日本人ですからチョンガーでも問題ありません。
私たちは日本人と結婚しないと日本人になれません。
いつまでも日本で働くわけにはいきません。実習が終わって
ランゴワンに帰ったら、さしみも寿司もたべられません。
（大笑い）

デムシー

さしみやお寿司のかわりにネコやネズミを食べさせられます。
（笑）

西

はいはい、よくわかりました。ユリさん、この二人を
助けてください。

というわけで、うまくいけば日本の少子化問題に（二人分の）歯止めがかかりそうで
す。
（続）
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ジョコ政権と BITUNG の水産業
長崎

節夫

２０１４年６月の政権交代のあと、ビトゥンの水産業界に震度７の揺れがあり、その
余震はまだ続いています。震源地はインドネシア共和国中央政府。
インドネシアに限らず世界のどこでも、政権交代直後というのは新しいリーダーたち
が張り切って課題に取り組むために、大なり少なり動揺がおこるものですが、インドネ
シアの今回の政権交代では、ビトゥンの水産業界を大揺れが直撃しました。
今回、新しくインドネシア丸の船長として選ばれたジョコ・ウイドド氏は、歴代の大
統領とはひと味ちがうキャラクターが売り物で、それなりに期待を持たれています（不
安視もありますが）。そしてジョコ大統領によって海洋・水産大臣に指名されたスシ・
プジアストゥティ氏（通称トゥティ）、これがまた異色の経歴と強烈な個性の持ち主の
ようです。
トゥティ大臣ご本人が自慢している経歴を簡潔にいえば、
「高校を中退して、わずかの
資金で魚の行商を始め、順調に事業を拡大して現在の地位を築いた」とのことで、おま
けに海洋・水産大臣の椅子まで射止めてしまいました。
「私はたたき上げの水産人で、魚（商売）のことなら誰よりも詳しい」と公言する強
烈な自負、プラス、２回の離婚歴（２回とも相手はヨーロッパ系）。二人の子を持つシ
ングルマザーとのことです。
ブログで大臣のお姿を拝見しましたが、みるからに精力にあふれ、自信満々、やる気
満々という容貌をしています。見ようによっては魅力のあるお顔です。日本の政治家で
いえば若い頃の田中角栄というところでしょうか。しかし、田中角栄は問題の処理にあ
たって調整を得意とする政治家であったそうですが、トゥティ大臣はこの点どうでしょ
うか。
今回、ビトゥンの水産加工業界をあわてさせた地震の震源地は、海洋・水産省（す
なわち彼女）です。しかし、この地震のもとになっている地殻のストレスは、インドネ
シア建国以来何十年にもわたって溜まってきたものですから、今回の激震の原因を新大
臣だけのせいにするわけにはいきません。彼女が新しい担当大臣として真っ先にこの問
題に力をいれたことは、ある意味では当然のことであったのです。
野次馬としての私個人の気持をいえば、
「もっとやれ」
、と思う反面、もっとうまくで
きないか、という気持ちもあります。
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a

「この問題」とは何か。

「この問題」というのは、根本的にはインドネシア国の資源（財産）管理の問題です。
やや大げさに言えば、国の規範の問題と言ってもよいでしょう。

ここで「資源（財産）」というのは、インドネシアの管轄水域（経済水域・領海）内に
ある水産資源のことです。国の資源が不当（不法）に国外に持ち出されている。この問
題はインドネシア政府としては建国時から続く頭痛の種であると思いますが、近頃は、
当事者ではない私から見ても度が過ぎるように見えました。インドネシア政府としても、
タガを締め直そうということでしょう。
どのようにタガを締めるかといいますと、まず、密漁取り締まりの強化です。マスコ
ミのニュースに現れた限りですが、カリマンタン沿海（南支那）およびパプア州沿海（太
平洋）のインドネシア管轄海域内に不法入漁していた外国漁船を、拿捕しただけでなく
見せしめに「撃沈」しました。もちろん乗組員を取り締まりの艦艇に収容したあとでの
撃沈ですが、「問答無用！」という、中央政府の強い意志が感じられます。
さらに、海上での取り締まりの強化に並行して、半合法的に（法の抜け穴を通ってイ
ンドネシア船籍に化けて）入り込んでいる外国漁船の操業を停止させ、乗組員を追い返
しました。マスコミ報道によると北スラウェシ管内から強制送還された外国漁民（その
ほとんどがフィリピン）の数は約２千人ということです。驚くほどの人数です。
なりすましで入り込んでいた漁船は、すでに帰国した漁船もいるでしょうが、まだ数
十隻の漁船（まき網漁船とまぐろ一本釣り漁船）がビトゥンの船溜まりに係留されてい
ます。（写真参照）‘
さて、国としてタガを締め直すのはよいのですが、
「それでは困る」、という声がイン
ドネシアの業界からあがりました。ビトゥンの水産加工業者です。
水産加工業（缶詰、鰹節、まぐろ加工など）はビトゥンを中心に北スラウェシ一帯に
乱立して、加工原料になる魚（かつお・まぐろ、むろあじなど）は不足気味、工場側の
需要を満たしていません。加工業者は使用する原料の多くをフィリピン系漁船に頼るこ
と大でありましたから、フィリピン系漁船の操業が止まると原料魚がさらに不足し、会
社の死活問題になります。
困りはてた加工業界から代表団が二度もジャカルタまで陳情に出かけたそうですが、
聞くところによると、門前払い同様にあしらわれ、全く陳情にならなかったそうです。
先に、「水産加工業が北スラウェシ一帯に乱立・・」と書きましたが、直近２年間に
新規加入した大手の水産加工会社が２社あります。大型工場を新設しましたが、いずれ
もフィリピン系の会社と言われています。そのうちの１社は私もその名を知っている、
フィリピンでナンバーワンの水産会社、日本でいえばニッスイかマルハにあたるような
水産会社です。そのほかにも、以前からある工場でもフィリピン系工場があります。
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特に最近加入の２社は、大規模施設を設けただけでなく、原料を供給するためのまき
網船団を乗組員ごとフィリピンから持ち込みました。インドネシア国は、外国漁船のイ
ンドネシア管轄水域内の操業を認めず、外国製の中古漁船の持ち込み（輸入）も禁止し
ています。しかし、原則としてはダメでも裏口があるのでしょうか。明らかにフィリピ
ン製漁船とわかる船が堂々と、インドネシア漁船としてビトゥン港に出入りする姿が見
られました。
以前から、フィリピンのまき網漁船がインドネシア漁船に化けて入りこんでいること
を聞いていましたが、目立たないようにふるまっていたと思います。それが、2014 年初
めごろから（上記２社の操業開始のころから）ビトゥン港内を堂々と動きまわるように
なっていました。不思議に思ったのは私だけではないでしょう。外国漁船の侵入に腹を
立てた地元漁民も多かったと思います。

ｂ

北スラウェシのまき網漁船とフィリピンのまき網漁船の違い

ビトゥンを中心として北スラウェシ地元の標準的なまき網漁船は、「パジェコ」と呼
ばれる長さ１５～２０ｍ程度の木造漁船です。日本の昔の浜辺の絵に見られるような、
漁を休む日には砂浜に乗り上げておいて、出漁の際は４丁櫓とか８丁櫓で沖出しする、
そんな感じの船ですが、現代の北スラウェシの漁船は櫓のかわりにヤマハの船外機で航
走します。「船」と書くより「舟」のほうが似合います。
地元のまき網漁船の出漁は基本的に夕方で、夜中から明け方にかけて集魚灯で集めた
魚群を網で巻き獲り、自船の魚倉におさめて港に持ち帰ります。日戻り操業です。
上記は標準的なケースですが、最近は船を少し大き目にして、エンジンもヤマハ船外
機ではなく普通の船内機（車載用の中古ディーゼルエンジン。ほとんどが三菱またはい
すゞ製の中古エンジンに中国製の格安トランスミッションを接続）を備え、遠出して４，
５日の連続操業をおこなう船もふえてきました。しかしそれでも、夜間に魚群を巻き獲
り、自らの魚倉におさめて港に帰る、という操業スタイルはかわりません。
では、フィリピンのまき網漁船を見てみましょう。
ビトゥンに入り込んだフィリピン漁船の本籍地はミンダナオ島南部のゼネラルサント
スです。ビトゥンのフィリピン漁船というのは、ほとんどがゼネラルサントス出身です。
漁船の規模でいえば、北スラウェシのまき網漁船が「小型まき網」なら、ゼネラルサ
ントスのそれは「中型まき網」と言えるでしょう。網船の大きさが一回りも二回りも大
きい。船が大きい分エンジンの馬力も大きくなり、使用する網も大きくなります。
漁船・漁具の規模の違いだけでなく、操業の形態も異なります。ゼネラルサントスの
まき網漁船は、網船単独で操業するのではなく、運搬船や魚探船も加えてチームを組ん
でいます。たとえば、網船１隻に魚探船２隻、運搬船２隻、合計５隻で１船団を組みま
す。このチームで、地元ミンダナオ島の沿海だけでなく、フィリピンの経済水域をこえ
て太平洋の公海（どこの国の管轄水域にも含まれていない海）や、ときにはインドネシ
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アの管轄水域にも入り込んで操業します。獲れた魚は運搬船に収容してゼネラルサント
スへ運び、網船は漁場にとどまって操業を継続、効率的な操業を行うわけです。このよ
うな、まき網漁船を運用する漁業会社数社が、ミンダナオ島南部のサランガニ湾西岸一
帯にそれぞれ海岸線を占有し、専用の岸壁や冷蔵庫、製氷施設、修理施設などを構えて
います。ゼネラルサントスは東南アジアにおけるまき網漁業の先進地です。
先進的な操業技術をもってフィリピン国の管轄水域、あるいは公海で操業を行うのな
らよいのですが、インドネシアの管轄水域にも侵入し、さらにはあの手この手でインド
ネシア漁船になりすまして堂々と入り込む。そして、漁獲した魚を（ビトゥンにも揚げ
るのですが）運搬船でこっそりゼネラルサントスに運び、水揚げします。
この状況にトゥティ大臣は腹をたてているわけです。もっとも、これまでの担当大臣
もこの状況を知らなかったわけではなく、それなりの対策も取ってきたと思います。し
かし、いろいろインドネシア的な事情もあって思うようにいかなかったというところで
しょう。今回もうまくいくかどうか、大統領以下、関係の皆様のお手並み拝見といきま
しょう。
まき網漁船のほかに、フィリピンカヌーによるマグロの一本釣りの問題もありますが、
これについては次の機会に。（完）

（ビトゥン・水産加工会社の船溜まりに係留されたフィリピン系まき網漁船団）
２０１５年１１月１０日撮影
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編集後記
会員の皆様、全国の皆様、新年おめでとうございます。
会報「タルシウス」もおかげさまで第 30 号を積み重ねることができました。タイミ
ングよく今年の干支は申（さる）、表紙担当の羽根井さんからさっそくタルシウスの絵
が届きました。
記念すべき 30 号に、御年１８歳のフレッシュなメンバーが登場しました。松野さん
と仲宗根さん、昨年８月に沖縄県の県費交換留学生として北スラウェシに派遣され、そ
れぞれ、ビトゥンとトモホンの高校でがんばっています。寄稿の文章にもあるとおり文
化の違いにびっくりされているようですが、日本と異なる文化にふれてびっくりするこ
とは海外留学の大事な目的のひとつです。どんどんびっくりして大きく成長しましょう。
元マカッサル在住の大先輩・脇田さんにもご寄稿いただきました。脇田さんはブログ
「スラウェシ島情報マガジン」を主宰しています。マカッサルを中心にして広くスラウ
ェシ島全般のさまざまな情報が満載です。ブログのほうもどうぞご一読ください。
今泉新会長は南洋真珠養殖第２弾を発射。一般人にはうかがい知れない世界の話で、
大変興味深いものがあります。本会には今泉会長以外にあと２名、真珠関係の方がいま
す。
このお二方にもぜひ一筆お願いしたいところです。
江田さんからバリだより。市民の運動公園があるとは。同じインドネシアでもビトゥ
ンとはずいぶん違う世界のようだと、うらやましく思っています。
下村さんは MANADO の発音の問題です。小生も以前から気になっていますが、メナ
ード（ナにアクセント）でとおしています。下村さんの分類による戦前・戦中派にハマ
リます。
現在の日本人社会では発音、筆記ともにほとんどがマナドになっていますが、抵抗勢
力としてメナード（またはメナド）を楽しんでいます。
中村さんは時事問題２本。ジャワ島の高速鉄道を中国にとられたことは予想されたと
おりで、落ち着くところに落ち着いたということでしょう。メガワティさんを党首とす
る新政権になってインドネシア丸は取り舵３０度、ヨーソロ！です。
イスラムとは何か。宗教なら何でも OK の日本人ですが、イスラムと聞くとつい身構
えてしまいます。偏見・誤解がまかりとおっているということでしょう。世界を股にか
けてマグロを食べている大貫さんから、新鮮なさしみの味がする原稿をいただきました。
ありがとうございます。
今年も元気にがんばりましょう。

（長崎）
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会員名簿につきまして

会報「タルシウス」電子版では不特定多数の方が閲覧するため、
会員名簿に記載の個人名・年齢・職業・出身地など個人情報に該当
することから、プライバシーおよびセキュリティ上の観点により
会員名簿は非公開とすることとしました。
（ 2014年 04月20日より実施）

上記理由により会員名簿が非公開になりましたことをご了承ください。
●会報タルシウス（製本版）には従来通り名簿は掲載されます。
●各会員に対しましての個別の、または、尋ね人などのお問い合わせは、
直接、日本人会へお問い合わせください。
該当会員に連絡後、会員より直接連絡するか該当会員の同意のもとで、
連絡先をお知らせすることといたします。
※出来るだけ照会に努めますが、既に退会されているなどで、連絡が
取れない場合や、同意が得られない等の場合は、消息等につきまして
返答いたしかねる事もございますのでご了解下さい。
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