
今回は、南洋の島・パラオについてお話したい。自
分が2017年12月に行って、是非ともお伝えしたい
こと、これから考えていきたいことが一杯出来たから
である。例えば以下の点である。
・ 何故パラオではこれほど沢山の日本語由来の言葉
が使われているのか？

・世界で唯一、日本語を公用語と定める憲法とは？
・イルカよ、お前もか？
・ 太平洋戦争中のペリリュー島での激戦は、他の日
米戦とどこが違っていたか？

・ 戦禍を経ても日本との深いご縁が続いているのは
何故か？

いつものように余談を交えながら、パラオの現在と
過去を見つめる中で、日本人が世界の中で生きていく
に当たり学べることがあるか、書いて行きたい。
話の最初に、基礎知識の確認である。「パラオ」と

いう国の名前は良く知られているが、どこにあり、日
本とどういう縁のある国だか、ご存じだろうか？

「ああ、去年のラグビーワールドカップで日本と
戦った、ラグビー強い国だね。」いや、それはサモア。
少しヒント。太平洋戦争の激戦地があって。。。「あ

あ、ガダルカナルね。それがパラオか」いや、それは
ソロモン諸島。申し訳ないけど相当パラオから遠い所
にある。
実際、私も、自分が行くまでは、余り知識が無かっ

た。ただ、大変な親日国であること、太平洋戦争の激
戦地だったということは聞いており、その2つがどう
結びつくのか、漠として不思議に思っていた。私がマ
ニラに赴任してしばらくの後、直行便で所要2時間余
の距離と知り、冬の休みに行くことにした。

1パラオと日本のご縁
まず、国旗に親しみが湧
く。白黒ではよく分からな
いが、ライトブルーに黄色
の円形。円の中心はやや左
に寄っている。勝手に親近

感が湧くが、日の丸の影響があるかどうかは諸説ある
らしい。なお、ブルーは海、黄色は月を表すというの
は確かなようである。
何故パラオは日本と特に縁が深いのか。パラオは第

1次世界大戦前はドイツの統治下にあったが、1914
年の開戦後に日本が占領し、終戦後1920年に国際連
盟により日本の委任統治領と認められた。すなわち、
今年は日本とパラオとのご縁が正式に始まってから
ちょうど100年なのである。太平洋戦争の敗戦まで
日本の統治は続き、日本から多くの入植者が来て、太
平洋戦争中は人口3万4000人のうち7割以上は日本
人だった（軍人除く）。この長い統治期間の間、学校、
病院、道路等のインフラ整備を進め、日本人パラオ人
平等に接すべしとの基本方針が貫かれ、極めて安定し

新・エイゴは、辛いよ。
大矢  俊雄

― 第四回　パラオ・ペリリュー島編 ―
～ひと世紀の縁～

外務省ホームページから引用
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た統治を実現出来たと言われる。
このため、日本の文化の名残が国のあちこちに今も

見られる。びっくりする順番から以下に記す。

（１）パラオ語になった日本語
長期の統治により日本語は現地の生活の一部にな

り、パラオの人々はそれを受容し、多くの日本語がパ
ラオ語になり、今の若者は語源が日本語ということを
全く意識せず日本由来の言葉を使う。例えば以下の如
しである。
・�ダイトウリョウ（大統領）、センキョ（選挙）、ケン
ポ（憲法）、バッキン（罰金）等。これらの法律・
政治的なものは外国から輸入の必要があったのは分
かる。

・�しかし、つい微笑んでしまうのは、以下のような、
いかにも日本の人が普段使うがなかなかエイゴでは
ニュアンスを出しにくい表現である。
アツイネ（暑いね）、ショウガナイ（しょうがな

い）、メンドクサイ（面倒臭い）、ムリ（無理）、ダ
イジョーブ（大丈夫）、バカヤロ（馬鹿野郎）、サビ
シイ（寂しい）、ノンベエ（のんべえ）、オテンバ
（お転婆）、オジサン（伯父の意味ではない）等。
・�他方、以下のようなものは、最初にパラオの人にこ
んな日本語を教えた奴は一体誰だ、と言いたくな
る。
アジダイジョーブ（美味しい）、アタマグルグル

（混乱する）、ツカレナオース（ビール等を飲む）、
アイコデチョ（ジャンケン）、サッポロイチバン
（インスタントラーメンの総称）、アブラパン（あん
ドーナツ）。
以上をビビッドにまとめた動画がある。企画は在パ

ラオ日本大使館であり、大変失礼ながら大使館企画と
は思えない出色の出来で、かなり心から笑える。最後
は河野外務大臣（当時）もパラオのダイトウリョウも
出てくる。
https://www.palau.emb-japan.go.jp/itpr_

ja/00_000258.html　検索エンジンでは、「パラオ語
紹介動画」で検索すれば出てくると思う。とにかく、
どんなに夫婦喧嘩しても、夫婦倦怠期で話題を失った
2人でも、これさえ一緒に見ればOKである。

（２）世界で唯一の憲法の規定
太平洋戦争後、パラオは国際連合の委託により

1947年に米国の信託統治領になり、今はパラオの公
用語はパラオ語と英語になっている。パラオが独立し
たのは1994年なので、第一次大戦後の日本の統治の
期間（25年間）よりも米国統治期間（47年間）のほ
うが長かった。それなのに「ショウガナイ」「メンド
クサイ」がパラオ語の中に生き残り、生活言語として
普通に話されているのは極めて興味深い。
しかも、もう1つ驚くべきことがある。パラオ最南

部に位置するアンガウル州では、州憲法で以上の2つ
の言語に加えて日本語も公用語になっている。正確に
言うと、アンガウル州で話される方言（dialect）が
「州の言語」で、パラオ語、英語、日本語が「公用語」
と規定されている。以下が憲法の公式英語版である。

ARTICLE�XII　GENERAL�PROVISIONS
（A）：Official�Languages
Section�1.�The�traditional�Palauan�language,�
particularly� the�dialect�spoken�by�the�people�of�
Angaur�State,�shall�be�the�language�of�the�State�of�
Angaur.�Palauan,�English�and�Japanese�shall�be�
the�official�languages.

日本国憲法には、「日本の公用語は日本語である」
との規定は無いから、この規定が、世界で唯一日本語
を公用語と定めた憲法、ということになる。もっと
も、アンガウル州の人口はわずか130人なのだが。

（３）パラオの人のおなまえっ！
現在の駐日特命全権大使は、フランシス・マツタロ

ウ閣下である。パラオ・日本外交関係樹立25周年記
念事業HPでのインタビューによれば、「マツタロウ」
はお父様のファーストネームとのことである。 　
（https://readyfor.jp/projects/palau25Japan）　これ
だけでは何のことかよく分からないが、パラオには古
くは苗字という慣習が無く、日本統治下において日本
人のファーストネームを苗字に「採用」する人が多
かったらしい。
以下、恐らくパラオの人の名前を平均的に代表して

いると思われる（但し特に根拠は無い）パラオ観光庁
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（Palau�Visitors�Authority）の理事会メンバーとス
タッフの名前のリストをHPで見つけたので、以下転
記させて頂く。
（注） 各メンバーの写真も載っていたのでチェックし、多分全員パラ

オ人の方と思われるが、もし間違っていたら申し訳ありません。 
（https://www.pristineparadisepalau.com/palau-
visitors-authority/）

太字は日本語起源（多分）の名前である。
Board�of�Directors
�Mr.�Ngiraibelas�Tmetuchl,�Mr.�Ngelechel�
Etpison,�Ms.�Marie�Anderson-Nabeyama, Ms.�
Yumie Morishita, Mr.�Joe�Tutii�Chilton,�Mr.�
Olkeriil�Kazuo,�and�Mr.�Vann�Isaac

Management�and�staff
�Mr.�Kadoi Ruluked,�Aiyumu Takada, Norma�
Etibek,�Corine�Vickery,�Lucia�F.�Santos,�Alessa�
T.�Aguon,�Chloe�Yano, Katarina�Mad,�Sharrise�
Ngiraked,�Judy�Ann�Sabino,�Maria�Paula�
Ngoriakl,�Mara�Immanuel,�and�Ben�Kintaro

20人中7人が日本語由来の名前を持ち、うち2人
が名前の全てが日本語由来である。（この他「Tutii」
のように判別し難いものもある。）しかも、駐日大使
同様、カズオさんやキンタロウさんのように日本人の
ファーストネームが苗字になっている方もいる。
こうした日本由来の名前は、決して発音しやすいと

は思えないのだが、現地の人々に何らかの理由で愛着
を持ってもらえているのであれば、嬉しいことであ
る。

（４）イルカよ、お前もか
パラオで泊まったホテルの近くの港から船で10分

ほどのところに、Dolphins�Pacificというイルカと触
れ合える環境教育施設があると聞き、行ってみた。ス
タッフは半分以上が日本人の感じで、創設者も日本の
ビジネス界の著名な方である。なかなか日本的に（？）
イルカは良く訓練されている。
右上の写真の2つ目は、いくら何でもビート板にし

ては速すぎる。そう、イルカが足の裏を後ろから押し
てくれるのである。これならスーパーマンの速さで水
中を進める。
スタッフの人に、素朴な質問をした。「このあた

りって、やっぱり野生のイルカは沢山いるんですか？」

答えは意外だった。「いいえ。この辺りには全然野生
のイルカはいません。」は？「このイルカたちは、も
ともと和歌山県から来たのです。」
イルカも、日本人だった。。。ここのイルカの公用言
語は、何語だろう。

2太平洋戦争の激戦地 ―― ペリリュー島
しかしそれでも不思議である。パラオは、太平洋戦
争中は日米両軍激突の地だったと聞いており、どうし
て戦争の惨禍にも関わらず日本とのご縁を大事にして
くれたのか。
何かが分かるかもしれないと思い、激戦地で知られ
るパラオ領内のペリリュー島に行くことにした。これ
はパラオ本島の南約50kmに位置し日帰りで行ける。
2015年には当時の天皇皇后両陛下が訪問され大きく
報道された。2016年より武田一義さん作画の『ペリ
リュー�楽園のゲルニカ』（白泉社）の連載が開始され、
日本漫画家協会賞優秀賞を受賞し自分も単行本が出る
たびに買って精読している。他にも色々な資料を読ん
だうえで、現地に赴くことにした。
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アンガウル島

パラオ本島
（バベルダオブ島）

ペリリュー島

（１）ペリリュー島での戦闘―事実関係
ペリリュー島はフィリピンとパプアニューギニアの

間に位置し、日本軍はラバウル等撤退後にこの島を重
要拠点として1944年4月から防衛強化を始めた。米
軍は、フィリピン奪回のために戦略的にまずペリ
リューの飛行場を奪うことが重要と考え、1944年9
月15日に上陸を開始した。攻撃を行ったのはガダル
カナルで顕著な戦績を上げた米軍第一海兵師団であ
り、当時の師団長はこの小さな島を2-3日で陥落させ
ると豪語していた。数日の戦闘で飛行場は確保した
が、日本軍は島の山地（最高約90m）の自然洞窟等
に構築した陣地から反撃し徹底抗戦した。
この戦闘の前に行われたサイパン等のマリアナ諸島

の戦いで敗北し、最後は玉砕で終わった経験から、ペ
リリュー守備隊の指揮を執る中川州男（くにお）大佐
には、1つの重要な指示が出されていた。決して玉砕
せず極力持久の上、米軍の戦力をペリリューに留め本
土方面への攻撃を遅らせるべしと。これを日本軍守備
隊は極めて忠実に実施した。
事前に縦横に掘り進めた洞窟陣地の無数の隙間や穴

からの苛烈な砲撃射撃に、米軍による掃討は進捗せ
ず、世界最強と謳われた第一海兵師団は夥しい死傷者
を出し、10月下旬には島からの撤収・陸軍第81歩
兵師団との交代を命じられる。これは日本守備隊に
とって大きな戦果となった。しかしその後、山地の日
本軍の陣地は新師団により逐次奪取され、一切の補給
を絶たれ11月24日に周囲を包囲された中川大佐は自

決、27日に米軍は掃討作戦の終結を宣言した。当初
の戦力は米軍約4万人余、日本軍は1万数百名。日本
軍は200名程度の捕虜と、（終戦後も1947年まで洞
窟に潜んでいた）生存者34名を除き、1万余もの死
者を出した。これに対し、米軍は、戦死者2,000人以
上、戦傷者8,000人以上であり、「死傷者」というく
くりで見ると日米ほぼ同数という結果であった。
小さな島で日本軍が長期持久の方針で2ヶ月以上に

わたり抵抗を続けることができたことは、日本の島嶼
防衛方針に大きな影響を与え、その後の硫黄島等の防
衛戦に生かされることになる。

（２）ペリリュー島訪問
自分が泊まっていたホテル（Palau�Pacific�Resort）
のツアーデスクで日帰りペリリュー戦跡ツアーの予約
をし、高速ボートで約1時間のペリリュー島に向かっ
た。
菊池さんというプロの日本人ガイドが付いてくれ、
実に懇切丁寧に解説をしてくれた。
島に着いてすぐ、「千人洞窟」に案内して頂き、中
を歩いた。ここで日本兵の多くが火炎放射器等で命を
落とした。割れたビール瓶や焼けて黒くなった飯盒が
散乱している。
更に車に乗って旧海軍司令部の建物（爆撃で破壊さ
れ骨格が残るのみ）、日米が争奪戦を演じた滑走路、
米軍が上陸したオレンジビーチ、更に天皇皇后両陛下
が手を合わせられた西太平洋戦死者の慰霊碑等を訪れ
る。滑走路脇には破壊された日本軍の軽戦車が放置さ
れている。また、時折道を逸れては菊池さんが茂みに
分け入り、ジャングルの中で撃墜された零戦や米軍の
貨物機の残骸を見せてくれる。こうした残骸の殆どに
は、標識も説明版も何もなく、保存の工夫も無く、こ
のままでは朽ち果て
るだけに見えた。菊
池さんにそのことを
言うと、「そうなん
です。全く予算が無
いのです。しかも悪
いことに、何がどこ
にあるか、全部知っ
ている人は私しかい 日本軍軽戦車の残骸（澤田康幸氏撮影）
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ないのです。そして私も、来年（2018年）でガイド
を引退しようかと思っています。誰かこの仕事を引き
継いでくれる人が見つかれば良いのですが」と言われ
た。

零戦の残骸（澤田康幸氏撮影）

このままではいけない。そう思った。後日談だが、
その後、マニラの日本人の友人たちがペリリュー島に
行ったと教えてくれた時、ガイドはどうしたかと聞く
と、元自衛官の方が懇切丁寧にガイドしてくれた、と
言う。無事後継者が見つかったのだろう。安堵した。
（注） 上記マツタロウ大使のHPをずっと下まで行って頂くと、「パ

ラオ25周年記念行事実行委員会の紹介」という項目の写真に
菊池さんの姿があり、肩書が「大統領特別顧問（観光プロモー
ション）」と書かれている。日本と行ったり来たりの生活だろ
うか。引き続きパラオのために尽力されているのは心強い。

中川大佐が自決した洞窟にも行った。急峻な丘を
登ったところで、樹木が密に繁り、ここなら戦車は近
づけない。しかし周囲の全てを包囲され、弾薬食糧全
て尽き、この地で1944年11月24日、「サクラ、サク
ラ」とパラオ本島の地区集団司令部に打電の上、中川
大佐始め幹部は自決したのである。僅か50数名に
減った健在な将兵は、ここを出てそれまで禁じられて
いた玉砕戦法を一気呵成に展開せんとするも短時間で
鎮圧され、11月27日をもって組織的な抵抗は完全に
終わった。

中川大佐が自決した洞窟と慰霊碑（澤田康幸氏撮影）

この地で手を合わせながら、考えた。米軍側の夥し
い死傷者の数は上に記した通りであるが、ここまでして、
日本と米国は、何をこの島で勝ち取ろうとしたのか。
ペリリュー島での戦闘で、米軍に多大の損害を被ら

せたのは軍事的には大成果であった。他方で、この島
での戦闘が続いている間、10月には米国軍はペリ
リュー島の活用を断念し、大部隊を直接レイテに向か
わせ、10月20－25日にレイテ沖海戦に勝利し、
フィリピン本土上陸を果たす。フィリピンで激しい攻
防戦が既に展開される中、この鬱蒼とした森の中で、
日本兵たちは何を求め、何を願って散って行ったの
か。フィリピンへの前進基地としての意義を失ったパ
ラオで、米兵たちは何を得ようとしたのか。日本・米
国とも、このような終わりの無い戦闘に追い込んで
いったのは、何だったのか。
もう1つ知りたいと思ったのは、当時のペリリュー

島住民の思いである。
これだけの激しく絶望的な70日以上の戦闘の中で、

ペリリュー島の現地住民の犠牲者はゼロだったと聞い
た。日本軍が戦闘開始前にパラオ本島に強制疎開させ
たためである（注）。戦後、その配慮に感謝したペリ
リュー住民は多かったようだ。しかし、ペリリュー住
民にとっては、故郷の島が戦闘の結果甚だしく破壊さ
れ荒廃したのもまた事実である。
（注） 何らかの理由で疎開できず亡くなったペリリュー住民も若干名

いたとの情報もある。
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3パラオのホテルにて
ペリリュー島からパラオ本島のホテルに戻り、あれ

これ思いに耽りながら美しい敷地内を散策し始め（ち
なみにホテルの敷地内には日本大使館もある）、入り
江沿いに岬の端のほうに歩いて行くと、突然視界が開
け、荒れた広いコンクリートをところどころ雑草が覆
う、不思議な場所に出た。これも大戦中に軍用で使わ
れていたのではないか？

周囲を見ると、あった。英語の説明書きのプレート
があった。

これによると、もともとは民間航空機用に1934年
に造られたが、戦争開始により日本軍に徴用され、軍
用水上機の離発着用のスペース、及び修理地として使
われたとのことであり、近くの丘は管制塔等の通信設
備があったとのことである。
突端の丘の上に向け密林の中を更に歩いて行くと、

古く朽ち果てた建物に出くわした。これは大戦中に日
本軍によって作られた通信用の構造物ではないか。中
を見たが落書きがあるだけで、この用途を示す手掛か
りは何も無かった。

観光客で1年中賑わうこのリゾートホテルの敷地の
中に、未だに戦争の跡がそのまま残る。良く探すと米
軍の爆弾や銃弾の跡もそこかしこにあるらしい。この
パラオ本島も、一時的に日本の連合艦隊の艦船や航空
部隊の拠点になり、1944年3月以降戦争の惨禍に曝
されたのである。滞在客でこうした戦争の痕跡に気が
つく人は、一体どれほどいるだろう。あったのはプレー
ト1枚、しかも事実を余りにも淡々と書いたものだ。
ホテルのスタッフは、滞在中ずっと変わらぬ微笑み
で、日本語由来の明るい挨拶を投げてくれる。微笑み
と挨拶を返しながら、自分の中に不思議の感情が湧い
てくる。パラオの人たちは、ただ全てを忘れたいのか、
それとも本当に日本に愛着を持ってくれているのか。
答えが見つからないものは多い。手掛かりを見つける
ためには、あと何回この国に来る必要があるだろうか。

4パラオのために、何が出来るか
実は、7月21日現在、コロナ禍の中で、パラオ発着

の航空便は（パラオ人を帰国させるチャーター便を除
き）全て運航停止になっている。従って、我々は、今、
パラオ本島にも、ペリリュー島にも行けない。イルカ
にも会えない。コロナ禍が続くと、観光に依存するこ
の国の経済への影響は甚大なものとなる。
これまで縷々書いたように、パラオは日本と深い縁があ
る。我々は、パラオのために何か出来ることは無いだろ
うか？小さなことでも、1人1人がやれば、大きなものが
出来るかもしれない。We�can�make�a�difference.�You�
can�make�a�difference.�今日からでも、考え始めよう。

（最終回の次号に続く）
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新・エイゴは、辛いよ。
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