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昨年 7月号で博物館巡りを始めてはや 1年 4か月、ようやくたどり着いた
国立博物館。
以前チラリと覗いたときには開いていた本館も現在はクローズされ（再
オープンは未定）、新館のみのオープン。
大型の移動させにくいものは残念ながら新館には来ていませんが、1階
から 4階までのフロアには厳選された（であろう）大小様々な展示品が並
べられていて、やはり新しいだけあって本館よりも見やすい印象です。
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国立博物館　Museum Nasional
住所 : Jl. Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat
ツアーガイド : (021) 3811551, (021) 70079761
開館 : 火曜日～金曜日　午前8時30分～午後4時、
         土曜日～日曜日　午前8時30分～午後5時、
休館 : 月曜日
入場料 : 大人 Rp.5,000、子供 Rp.2,000、
            外国人 Rp.10,000
日本人ボランティアによるツアーガイド :
毎週火曜日 10:30より
毎月第1土曜日 10:30より

それぞれの階には、1階 ： 人類と環境、
2階 ： 科学と技術、3階 ： 社会組織、4
階 ： 金と陶磁器　というふうにテーマ
があるようですが、正直なところ 2階
と 3階ではその明確な違いが伝わって
こないので、その点はあまり気にせず
展示物を見るのがよいでしょう。
それではどんなものがあるのか早速
見てみよう～！

この階は他の階と比べてモノの展示はあまりな
く、この『ヌサンタラ・インドネシア』が地球上
でどのような変化ののちに成り立ってきたの
か、インドネシア人の祖先や動物たちがどこか
ら渡ってきそしてどんなふうに進化してきたの
かを、その多くを文章と図で説明している。

1 階    人類と環境のコーナー

サンギラン 17、 サンギランを代
表する一品 （品ではありません
が…） と説明書きにある通り、
顔の造りがしっかりと整ってい
る。 Homo erectus 8の名でも
知られ脳の体積は約1000cm3で
あった。

中部ジャワ、 4万年前。 1889
年にインドネシアで最初に報
告された原始人の骨。 ジャワ
島へ目を向けるきっかけとなっ
た。

これがインドネシア人の
古代人のイメージ？！

インドネシアの博物館といえばこれ。
担当者が嬉々として制作している姿が
目に浮かぶ…



2 階    科学と技術のコーナー

かつては武器として活躍した剣たち
も、 ガラスケースの中では芸術品に
姿を変える。

東南アジアにおけるインド文字の発達
を一覧にしたもの、 らしい。

この巨大な石には王への
賛辞と足型が刻み込ま
れている。 （レプリカ）

カリマンタン Kenyah地方
の家の模型。 屋根の一
部がないのは中が見え
るようにという気遣いだと
は思うが、 建築途中又
は長年展示している間に
壊れてしまったようにも
見え…。



オランダ領東インド会社時代の薬屋に
置かれていた、 非西欧医学のお医者
さんの像。 日本でいう S製薬のゾウさ
んのようなもの？

南カリマンタン、 一方に地方の長が座
り、 もう一方には農産物を載せて税金を
計量したのだとか。

修行中の僧と学ぶ者たちに
教えを与えている僧。 14 ～
15世紀、 東ジャワ。

オランダ領東インド会社時代の金持ちはこ
れに乗っていたそうな。 スリムじゃないと難し
そうですね。。。

15ｍほどもある木をくりぬい
て作られた舟、 説明書きは
どこにあったのだろう。。。



3 階    社会組織のコーナー

西ヌサトゥンガラ、 星 ・ 幾何学模
様 ・ 動物 ・ 植物 ・ 舟や人間などの
モチーフが描かれている。 伝達用の
道具として、 社会的ステイタスの象
徴として、 また雨乞いの儀式の道具
としてや、 はたまた棺桶としても使わ
れたようだ。

左・西ジャワ、 右・南カリマンタン。
この世を旅立つときに共に埋葬され
たと思われるアクセサリー。 今でも
見かけるデザインだ。 北イリアンジャヤ、

耳飾りとのことだ
がどうやって飾る
のだろうか。 しか
もナニゲに材料に
はウミガメの革と
ネズミの歯も使わ
れているらしい。

アチェ、 16カラットのゴールドの足
環。 アチェの人たちにとって装飾
品は民族的な日用品の一つ。
だがしかし重そう。

マンゴスチンの形がキュートな入れ物は実は噛みタバコ用。
シリーの葉を噛んで歯の清潔を保っていた



ムスリムがお祈り前のお清めをするた
めの水を入れる容器。 シンガバロン
は長寿を表すのだとか。

14-15世紀頃の蒸し器。 で
も同じようなものが今でも
バリで使われているのを私
は知っている…。

カメさん椅子は種族の長
が会合時に利用。 中央カ
リマンタン。

かわいいような不気味なよう
な、 やっぱりこれは足が付い
ているんですよねぇ。 スマトラ
地方の薬入れ。

船首の飾り物、 龍は
厄除けのシンボルと考
えられていた。



金庫！！まさに金塊で
も入れていたのだろう
か？？？ 19世 紀 頃。
どんな鍵だったのか
見てみたい！

うーむ、 国立の博物館に飾るにして
は子供の工作風すぎやしないだろう
か…。 花嫁花婿人形、 南スラウェ
シの女の子のおもちゃとのこと。

パッと見ちょっと凝った机ですが…、
実際にはものすごく凝ってます…。 落
ち着いて座れません。

修行用かと思ってしまうが、 そんなこ
とはなく軽い木から出来ている。 北
スラウェシの成人式で使われる。

男性専用住居！？ in パプア。 住
居として、 また父祖伝来の品や先祖
の骨なども保管しているそうだ。



パプアの男性の帽子、 このあとに続くもの
からすれば十分帽子に見えます。

銀製、 どこぞの地方の女性の民族衣装の
一部、 首にはめる

西カリマンタン、 冗談のように見えるがなんと戦
争時に種族の長が着用。 ダヤック人にとってサ
イチョウは人間を守ってくれる神を表している。

銀 ・ 貝 ・ 竹のコンビネーション。 カリマンタ
ンの女性用。

東ジャワ、 デザイン性が高い。 結婚前の
男性用。

大変オシャレで凝ったデザイン、 頭頂部の避
雷針風なものも気になるが、 詳細わからず。

帽子ではないが、
頭の飾り物、 らしい
…。 Bengkulu ・
Enggano地方の若い
女性が重要な儀式
の席で踊る際に使
うもの。

お
国
自
慢 
か
ぶ
り
も
の
対
決
！



博物館、美術館、図書館…、博物館以外は
「館」を取っても聞き覚えがあるけれど、
博物館の場合は博物だけで使うことは私
はほぼない。従ってその意味について深
く考えたこともまたないのだけど、簡単
にいうと【ものしり】をさすこの言葉、改
めて意識してみると博物館の持つ使命と
責任がいかに大きなものであるか感じざ
るを得ない。そしてインドネシアではそ
れはまだまだかも…というのが正直なと
ころでもある。

だけれど、あまり構えずに、どんな面白
いものがあるんだろう？自分の興味のア
ンテナに引っかかるものがいくつ見つか
るかな？そんな気持ちで足を運んでみる
と思いのほか楽しめるような気もする。
広い広いインドネシア、お宝はまだあち
こちに埋まっているかも！？

まとめ


	nks35_106_nobuko01_fin.pdf
	nks35_107_nobuko01_fin
	nks35_108_nobuko02_fin
	nks35_109_nobuko02_fin
	nks35_110_nobuko03_fin
	nks35_111_nobuko03_fin
	nks35_112_nobuko04_fin
	nks35_113_nobuko04_fin



