
　この像はモナス南西ゲートに面する交差点
に、1987年にバリ人ニョマン・ヌアルタに
よって建造された。バタラユダ戦争でアルジュ
ナが馬戦車に乗って戦うシーンが表現されて
いる。14頭の馬の内、姿がはっきりとしてい
る８頭は人生に必要な太陽、月、地球、星、海、
風、雨、火を表しているとされる。この8つの
チョイスにはいろいろ突っ込みたくなるが、イ
ンドネシア人も透けている馬の方に注目した

でん呼で名の」像の車馬霊幽「」像の馬の魔悪「
いるので、まぁ良しとしよう。

アルジュナ・ウィジャヤ像
Patung Arjuna Wijaya/ Asta Brata

Map A1

レオの旅行記

銅像めぐり＠ジャカルタ



　モナスで有名なムルデカ広場内にあるディ
ポネゴロ王子の像。ディポネゴロ王子とは、
1825年から1830年まで続いたオランダの植
民地支配に反意を示したジャワ戦争の反乱軍
側の長である。最終的に彼がオランダ側に捕ら
えらて戦争は終結の日を見るのだが、ジョグ
ジャカルタには彼の博物館が、スマランには彼
の名前を冠した大学があることからも彼の存
在の大きさを窺い知ることができる。
1965年に当時のイタリア総領事のたっての願
いで、イタリアの彫刻家が制作した作品。

ディポネゴロ王子像
Patung Diponegoro

　ディポネゴロ像を背に左斜め前、こちらは地
味な佇まいを見せている。オランダからの独立
のために戦ったサワブサール出身の国民的英
雄としてはいささか扱いが軽いのではないか
とも感じるが、実はここだけじゃなく市内、市
外含めいくつか点在している。ついに、自分の
名前を冠した通りに鎮座することになったの
だが、前ジャカルタ州知事ファウジ・ボウォの
主導によって完成したのは2012年6月3
日！！おそらくこれを読んでいる諸氏の大半
よりインドネシア歴が浅いのだ。

ムハマッド・フスニ・タムリン像
Patung M. H. Thamrin
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1963年に日本とインドネシアの友好のしるし
として日本政府より送られたこの像は、元々メ
ンテンにあったのだが、ディポネゴロ像の設置
に合わせ、現在あるムルデカ広場に移された。
この彫刻は、女性の尊厳と教育や文化における
男女間の権利平等を訴えたインドネシアの女
性解放の先駆者ともいえるカルティニという
女性をモデルに作られたもの。モナスを訪れた
際に、ぜひともお立ち寄りを。ちなみに彼女の
誕生日である4月21日はインドネシアの女性
記念日となっている。

カルティニ像
Patung Kartini

Map A4

　剣を背に戦いに向かう息子に、最後になるか
も知れぬご飯を渡す母を表現したこの青銅の
像は、ロシアの著名な彫刻家であるマニツァー
親子によって1963年に作られ、ロシアから友
好のしるしとしてインドネシア政府に贈られ
たものである。しかし、「英雄の像」という名称
があるにも関わらず、インドネシア人の多くは
鍬を持って畑に出かける息子に奥さんがご飯
を渡しているように見えるらしく、「農夫の像」
と呼んでいる。いやはやインドネシア人のイマ
ジネーション力には恐れ入る…。

英雄の像
Patung Pahlawan

Map A5



西イリアン（現在のパプア）がオランダの植民
地支配から解放されたことを記念し、1962年
に建造された像。苦労の末に勝ち取った自由
を、鎖を引きちぎって咆哮する人間で表現され
ている。地上２５ｍの位置で両手を上げる9m
の青銅像は迫力満点。また、この銅像の横にあ
る説明文には興味深い一文が。IRIANとは Ikut 
Republik Indonesia Anti Nederlandのそれぞ
れの頭文字からできた言葉とのこと。ここから
もいかに独立が悲願の夢であったのかが窺い
知れますね。

西イリアン自由解放の像
Patung Pembebasan Irian Barat

Map A6



　ホテルインドネシア前で手を挙げ、微笑む二
人。彼らを見たことない人がいるだろうか？
1962年の第4回アジアゲームの開催に合わせ
て、スカルノ大統領の案で造られた「歓迎の塔」
である。30ｍにもなる台座とその周りを囲む
噴水。夜は若者のたまり場と化し、時にはデモ
で喧騒とするこの場所で、日中渋滞が絶えず、
誰もが一度は「噴水潰せば渋滞緩和になるだろ
う」などと考えるこの場所で、彼らは既に半世
紀もの間、全ての人間に絶えまなく歓迎の笑み
を届けているのである。

歓迎の塔
Patung Selamat Datang

Map A7



　インドネシアを語る上で絶対に欠かせない
人物、それが初代国軍総司令官のスディルマ
ン。結核に冒されながらもオランダからの独立
にその身を捧げ、オランダが独立を認めたお
よそ1 ヵ月後、34年の短い生涯に幕を下ろし
た悲劇の将軍である。いまなお絶大な人気を誇
る国民的英雄の像が、自らの名を冠したジャカ
ルタの大動脈に立っている。平日銅像の前で止
まるのは至難の業であるので、日曜朝の交通規
制の際にジョギングがてら行ってみるといい
だろう。2003年完成。

スディルマン将軍像
Patung Jendral Sudirman

Map A9

　手にとまった蝶を無邪気な笑顔で見つめる
この少年、黒人初のアメリカ合衆国大統領と
なったバラク・オバマの10歳当時の姿である。
もともとメンテン公園内にあったこの銅像は、
反対する市民の圧力により、現在はオバマが幼
少時に通ったメンテン第一小学校内に移され
ている。母校に通う将来インドネシアを背負う
であろう子供たちを、毎日見つめているのであ
る。ぜひとも小学校と併せて見に行ってほし
い。「オバマ友の会」により2009年寄贈。

オバマ少年の像
Patung Obama

Map A8
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　馴染み深い呼び名は「パンチョランの塔」だ
ろうか。1966年に旧海軍本部の前に建てられ
た高さ40m弱にもなるこの塔は、時のスカル
ノ大統領がインドネシアの将来的な発展を祈
念し、マハーバーラタに出てくるガトット・カ
チャをモチーフに表現したものとされる。度々
建設中断の憂き目にあうも、スカルノ大統領が
私財を援助してまで完成した代物であり、ハリ
ム空港が主だった頃は、ジャカルタの玄関口と
しての役目も担ったが、現在は高架橋に挟まれ
る形で空を見つめ続けている。

大空の塔
Patung Dirgantara

　グロラ・ブンカルノ総合運動公園内で一際目
立つこの像は、ラーマーヤナの主人公「ラーマ
王」をモチーフにしたものである。薔薇色の瞳
を持つ太陽の化身で弓矢の達人というラーマ
王らしく、眼光鋭く凛々しい。だが、台座にあ
るプレートには公園内の木の本数や道路補修
の記録が残されているだけ。ラーマ王に関する
説明はゼロ。これもインドネシアの「キラキラ
文化」のなせる業だろう。ちなみに、実は公園
内と公園入口にも他のラーマ王がいるので、探
してみるのも面白いかも。

ラーマ王の像
Patung Rama Memanah
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　あっちっちの像。この名を聞いたことをある
方はかなり多いのではないだろうか。むしろ知
らないなんてことがバレたら、飲み屋では絶対
に馬鹿にされてしまうだろう。それほどの知名
度を誇る彼は、スナヤンの「青年の像」。熱い精
神と鍛え上げられた肉体を持つ若者を表現し
ており、若者の精神充実を奨励する目的で
1972年に建てられたものである。夜になる
と、トーチの部分に灯がともり「あっちっち感」
が更に増すので、要チェック。ちなみに、欧米

笑（」naM azziP「は称呼のらか人

青年の像
Monumen Pemuda Membangun

Map C12
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「普段何気なく通り過ぎていた銅像も、調べてみると意外に面
白かったりする。　みなさんのご自宅の近くにも、実はすごい
裏話をもった銅像が建っているかも！？」（れ）

ご愛読いただきどうもありがとうございました。２０１３年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。（え）

あっという間どころではなかったジャカルタ 1年目、来年は楽
しいことをもっといっぱい発見する余裕を身に着けたいと思う
年の暮れでございました・・・。（の）

今年も早いものであと少し。ショッピングモールではクリスマ
スデコレーションを見かけるようになりました。イスラムの国
でも、やはりクリスマスは心が躍ります。（き）

ジャカルタ・ツアー

料金
）様名1（   名/000,005,1.pR
）様名2（   名/000,058   .pR

Rp.   700,000/名（3-4名様）
観光ポイント
独立記念塔、国立博物館、タマンミニインドネシア

Intiland Tower 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.32, Jakarta 10220
Tel (+62 -21) 5790-0481     Fax (+62 -21) 5790-0482

①レンタカーのみ
空港片道送迎/

000,004 .pR ： 間時5
000,006 .pR ： 間時8
000,057 .pR ： 間時01
000,058 .pR ： 間時21

PT. J Net Travel

ジャカルタ市内観光

レンタカー＆日本語ガイドチャーター

料金は予告なく変更になることがあります。

含まれるもの
専用車、日本語ガイド、入場料、駐車料
含まれないもの
昼食、その他個人的なご精算
※料金にはいずれもVAT 1%が追加とな
ります。

②レンタカー＆日本語ガイド
空港片道送迎/

000,008 .pR ： 間時5
000,003,1 .pR ： 間時8
000,057,1 .pR ： 間時21

＊ジャカルタ市内、1-3名様まで
＊含まれるもの： ガソリン、
　ドライバー、高速料、駐車料
※料金にはいずれもVAT 1%が追
加となります。
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