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「ワルン（１ ）」（２ ０２ ２ 年０４月２ ８日） 

座り込んで飲み食いしながら仲間と駄弁ったり、あるいはボーッとしたりして時間を費やすことをインドネ

シア人は nongkrongと言う。英語では hang outだろう。インドネシア語での標準語形は menongkrongであ

り、語根は tongkrongだ。ノンクロンはムノンクロンからブタウィ式に接頭辞 me-の脱落した形になってい

る。つまりきわめて口語的でガウルな表現と言うことができそうだ。 

ＫＢＢ Ｉ に tongkrong/menongkrongの語義は、1 

berjongkok; 2 duduk-duduk saja karena tidak bekerjaと

記されている。インドネシア語日語辞典には、座り込んで時間を

潰す、とぐろを巻くと書かれている。 

何かの用事で数人の仲間とどこかへ行った帰り道に「あのカ

フェでノンクロンしようぜ。」と誘ったり誘われたりしてカフェに

入ったはいいが、いざテーブルに着いたあとは全員がケータイにかかりきりになって、みんなうつむいて黙

り込み、忙しそうに一生懸命ケータイをカチャカチャやっている情景が今では普通のものになってしまっ

た。実態がそんな風に変化してしまったノンクロンの定義はこの先いったいどうなるのだろうか？  

 

ノンクロンという行為についてジャーナリストのアンドレアス・マルヨト氏は、カフェにやってきてノンクロ

ンしている一般庶民の姿が当たり前の光景になっている北スマトラ州メダンの文化に驚かされたと２ ０１ ０

年のコンパス紙に書いた。その一部を少し抜き書きしてみよう。 

北スマトラ州内で、中でもメダンの街中でその習慣は顕著なようだ。街中の至るところにそんな店があ

り、国際チェーンカフェが増加している一方で伝統的な店も確固としてその地位を保っている。 

ジャワ人の筆者が１ ９９８年にはじめてメダンを訪れたとき、ジャワには見られないユニークなその光景

に驚かされた。ジャワ文化が持っている価値観ではそのような場所にネガティブな評価が与えられていたた

め、その種の店が至るところにオープンしている風景を目にすることがなかった。まっとうな生き方をしな
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い者や勤労を厭う者たちが集まる場所、有用なことをしないでただ時間を浪費するための場所、等々のネ

ガティブなレッテルがそこに貼られていたのである。 

ジャワでは親が子供に、道端でノンクロン（ここでは jongkokの意味）したり、ノンクロン（こちらは

hang outの意味）の徒と交わって道端や店で座り込んだりしないように言い聞かせていた。そのような姿

を社会に示す者はたとえ子供であっても、親や他人の忠告を聞かないで世間のならわしに反抗する人間、

自分がなすべきことを怠って好きなことだけをする人間という評価が与えられたものだ。子供がノンクロン

していたことを知った親は、必ず子供を叱った。 

 

アンドレアス氏は古い新聞の記事を引き合いに出した。１ ９ １ ６年７ 月１ 日付け日刊紙スアラジャワ

Soeara Djawaの記事にはこんな文章が見られた。「比較してみるがいい。ジャワの地で公務員の給与はわ

ずか３０フルデンだ。かれらのほぼ全員がワルンでコーヒーを飲むことさえしない。しかしデリーでは１ ０

０フルデンもの給料をもらっている者たちが飯屋ワルンで頻繁にコーヒーを飲んでいるのだ。」 

それを書いたスアラジャワ紙の記者はジャワとメダンの間に横たわっている価値観の相違を度外視したよ

うだ。 

 

アンドレアス氏がメダンでいろいろなひとびとにジャワの価値観について意見を聞いてみたところ、メダン

のひとびとの方が反対に驚きを示した。コーヒーを飲みながら座り込んで話している内容は無駄話でな

く、しばしば大きな取引の糸口になったりしている。朝などは、朝刊を読みながら話をしているひとも少な

くない。そこでは情報が飛び交い、知識がシェアされ、更に人間関係を広げて行く社交性までも織り込ま

れているのだ。 

あるビジネス業界に属しているひとびとが定例的に集まって来て、情報交換を行っている。新聞記者で

さえ、町の噂を仕入れるのに利用しているそうだ。文化人のひとりは、ノンクロンが悪であるというジャワ

の見解は、民衆を働かせる立場にあるプリアイ層が作り出したものだ、とコメントした。[ 続く ] 
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「ワルン（２）」（２ ０２ ２ 年０４月２ ９日） 

ジャワでは、ノンクロンするための場所は warungと呼ばれる。warung kopi略称 warkopと表現すれば

そのものズバリになるものの、warung nasiでもコーヒーを出すし、そこのコーヒーで客がノンクロンすれ

ばワルコップという名称は使えない。ワルンコピもワルンナシもワルンなのだから、ワルンで括ってしまえば

よいということだろう。 

１ ９ ７ ０年代前半のジャカルタでわたしがはじめて知ったワ

ルンコピは、大通りや住宅あるいは商店などのない野原の一画

にグロバッを置き、ベンチをいくつか並べて周囲を幕で囲った店

だった。陽が落ちるとそこに肉体労働者らが集まって来てノンク

ロンし、精力補強のために卵やハチミツなどを加えたコーヒー、

いわゆるＳ ＴＭＪ を飲んでいたそうだ。 

その環境は多分、わたしの私見だが、ターゲット客層を配慮

したものだったように感じられた。肉体労働者集団と交わることのできる素質を持っている非肉体労働者で

なければ、そのような場所には近寄って来ないだろう。日々教養を顔の端にぶら下げて行動している人間

にとって、多分そこは異界に等しい場所だったのではないだろうか。 

 

そのころのわたしは、日本のように街中の喫茶店でコーヒーを飲みたい願望にとらわれていて、車でジ

ャカルタのあちこちを走り回ってみたものの、街中に喫茶店のある風景はジャカルタに存在しなかった。コ

ーヒーショップがあるのはホテルばかりで、買物スポットでさえコーヒーショップなどほとんど見当たらなか

った。 

その一方で、Cafeというネオンサインを出している店は少なくなかったが、昔のジャカルタのカフェとい

うのはお食事処のことであり、コーヒーももちろんメニューの中に入ってはいても、生バンドの演奏を聴き

ながら食事をするのが主機能になっている店だった。それこそ、コーヒーを飲みながらノンクロンする雰囲
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気は皆無だったと言える。 

 

今でこそ国際ブランドのコーヒーショップやインドネシア産ローカルコーヒーのブランドを付けたフランチャ

イズ店などがインドネシアのあらゆる町のノンクロンスポットとして当たり前のように存在しているものの、

ジャカルタを含むジャワ島でコーヒーに関わる社会的ライフスタイルが今のように変化したのはスターバク

スの出店が契機になったとわたしは確信している。 

もちろんアンドレアス氏が言うように、１ ９７ ０年代にインドネシア初心者のわたしが体験した喫茶店の

ないジャカルタの話はジャワ島の特殊事情であったのかもしれない。民衆の背に乗って鞭を振るっている

プリアイ層という構図のない外島地域にはきっと、昔から堂々としたワルンコピが存在していたのだろう。 

ところで、このワルンというジャワ語源のインドネシア語のイメージがはなはだつかみにくいのは、その言

葉がもっぱら機能だけを示していて、典型的な具体例を得ようとしても実例がたいへんな広範囲に散在し

ているために焦点がしぼれないことが原因になっているからではないだろうか。 

ＫＢＢ Ｉ に語義は tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainyaと記されている

だけ。飲食品や雑貨類等々を売っている場所なら、規模や形態、環境、背景などがどんなに違っていよう

がワルンと呼んでよいことになる。現実にインドネシアの在来型商店というのは、零細資本のファミリービジ

ネスが住宅地区の一角で自宅の軒先に商品を並べて販売する様式がマジョリティを占めていたから、小規

模・自宅・家族経営などといったキーワードがワルンという言葉の語義に大傾向を与えることになったのだ

ろうが、それが定義だと考えると大間違いのもとになる気配が濃厚だ。[ 続く ] 

 

 

「ワルン（３）」（２ ０２ ２ 年０５月０４日） 

スマランのディポヌゴロ大学文化学部トリアス・ユスフ教官によれば、warungという言葉はジャワ語の
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wawangや wuwungなど家屋の部分を指す言葉に関係しているそうだ。それは家屋の軒下に店を開くというこ

とを指しているのだろうか？  

広い床面積を持つスーパーマーケットがローカリズムにおもねって店名にワルンの語を使えば、ひとびと

はその店をワルンと呼ぶ。会社の従業員生協が従業員厚生方針のひとつとして従業員向けの店を開けば、

ワルンという名称をつけなくてもみんながワルンと呼ぶ。 

規模感・自宅かどうか・家族経営などといった要素は定義にできないのである。条件がいっさい省かれ

た物品や飲食物の販売場所をワルンの定義にしなければ仕方がないようだ。 

 

インドネシア語シソーラスにはワルンの同義語が３２個記されている。その中の代表的なものはこのよう

なものだろう。Toko, Gerai, Kios, Lapak, Los, Stan, Depo, Depot, Kedai, Lepau, Lapo, 

Kantin..... 

この中にも、飲食品の販売場所に使われる傾向の高いものや、飲食品から雑貨品まで含めて何でも屋と

いう用法になっているものなど、さまざまだ。ただし、どの言語でも同じだが、伝統習慣の中に築かれた

用法に差異があって、まったく同義で同一ニュアンスの単語であっても安易に置き換えすることを許さない

ファクターを避けて通ることができない。 

たとえば、ワルンコピもあればクダイ
1
コピもあり、日常にひとびとがそこでノンクロンしているが、トココ

ピと呼ばれる場所ではコーヒー豆を買うだけでコーヒーを飲みながらのノンクロンはできそうにない雰囲気

が漂う。トコクロントンもあればワルンクロントンもあるが、クダイクロントンと言われると kedai lontongの

聞き間違いだろうかと一瞬、わが耳を疑ってしまいそうだ。 

toko obatはたくさん店開きしているものの、warung obatという言葉は世の中に流布していない。ワル

ンクロントンが家庭用常備医薬品の一部を販売しているから、そんなワルンで買った医薬品は obat warung

と言えるが、医薬品を専門にしているワルンというのはこれまでなじみがなかったから、ワルンオバッとい

 

1 商店をインドネシアでは tokoと呼んでいるがマレーシアでは kedaiが一般的。 
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う言葉は口にしづらい。 

 

店を意味するトコの語源は福建語の土庫で、元々は在庫品の倉庫を意味した。箱型の建物を作り、三方

は壁、道路に面した一辺だけ開口部にし、在庫品を壁沿いに並べて客に販売した。夜になると開口部は板

を並べて壁にし、店主は中に入って板の壁を外から開けられないようにして、土庫の中で眠った。最初は

穀物を取扱い、古い時代は販売と言うよりも物々交換がなされていたようだ。 

デポッやデポなどという言葉もトコの原意によく似ている。東ジャワ東端のタパルクダ地域を車で走って

いて、デポッという言葉が飯屋ワルンの代わりに使われていることを初めて知った。この語法はひょっとし

たらスラバヤ辺りが震源地かもしれない。 

トコが福建語由来だったように、キオスもオランダ語から摂取された。オランダ人はフランス語の kiosk

を外来語としてオランダ語に摂り入れて使った。そのキオスクというフランス語はアラブ語源 kiosqueだった

そうだ。スタンはいかにも英語の standを連想させるし、デポッやデポもヨーロッパ由来の印象を受ける。

カンティンもオランダ語の kantineから取り込まれた。クダイはタミル語から摂取された。インド人のヌサン

タラ移住に伴って起こったことだ。ラポはルパウが音変化したものであるため、同一語のバリエーションと

考えて良いだろう。ラポは lapo tuakという用法が有名になっているものの、元来は飲食ワルンのバタッ

版だったそうだ。マレーシア人はルパウをインドネシア語としているため、ムラユ語源でない印象を受け

る。そうであるなら、ラポ／ルパウはバタッ語であるように思われる。[ 続く ] 

 

 

「ワルン（４）」（２ ０２ ２ 年０５月０５日） 

ヌサンタラに移住して来たインド人や華人の昔の様子に関する資料には、移住外国人が農耕を行ってい

たことが記されている。１ ６０３～０４年にバンテンのイギリス商館で勤務していたエドマンド・スコット

は、華人は内陸部でコショウ栽培だけをしていたのでなく、都市部での消費のために米も栽培していた、
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と書いている。そうなるとそのコメは商品作物として栽培されていたのだから、流通販売ルートが形成され

なければならない。土庫が無くては済まないだろう。 

１ ６ １ １ 年にオランダ人は、仮設的でない華人のコメ売買場所がバンテンにあることに触れた。市場の

ような規模だったとは考えにくいから、多分恒久的な建物の土庫だったのではないだろうか。だから、上

で述べたようなトコが１ ７ 世紀初期のバンテンにできていた可能性は小さくないようだ。 

もっと後の時代になると、土庫の形状は更に商店

風に変化して行く。建物の表にはテラスが設けられて

そこに商品が積み上げられ、通行人の購買意欲をそ

そる姿を示すようになる。米を売るトコはトン tongと

呼ばれる箱を複数置いてコメを種類別に入れ、コメ

で山形を作って客の目を引いた。そんな米屋の姿は今でも在来パサルへ行けば見出すことができる。 

 

ジャワ島のワルンは元々、飲食品を販売する場所だった印象が濃い。１ ８１ １ 年から１ ６年までジャワ

島を統治したスタンフォード・ラフルズは The History of Javaの中で、ジャワ人は昼食・夕食を行うもの

の、朝食は摂らないと書いた。いや、午前中何も食べないと言っているのでなく、ジャワ人は家から飲食

物を持って田畑へ行き、朝食をそこで食べたとラフルズは書いているのだ。 

家から飲食物を持って行けなかったとき、かれらはワルンでそれを買った。ワルンはみんな道路沿いに

あった。ラフルズは warongsと自著の中で綴っている。 

ワルンが最初、飲食物を販売する場所であったのは、旅人の需要をとらえたビジネス戦略が最大の要因

として働いたためではなかったろうか。昔から、村に住むひとびとは収穫した農産品を車に積んで馬に引

かせ、遠方まで商売に出かけた。ヨグヤカルタ特別州グヌンキドゥル県プンドン郡には、１ ９６０年ごろま

でそのような旅をする村人が現実にいたという話だ。 

長旅をすれば、途中必ず休憩が必要になる。旅人たちはたいてい、道路が交差したり分岐するところで
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休憩した。そんな旅人をターゲットにする飲食品ワルンは街道が交差する場所に店開きした。そのような、

昔からワルンが開かれていた場所はたいてい後の時代にパサルになった。だからジャワ島のパサルの中に

は、道路が交差する場所に設けられているものが少なくない。 

 

メダン人のノンクロン場所であるコーヒースポットをバタッ人は lapo kopiと呼んでいたようだ。一方、

インド系プラナカンは kedai kopiと呼び、華人系は kopi tiamと呼んだ。 

現在のメダンという都市がかつてデリという名前で発展したときに、多数の民族種族を招き寄せた。下の

人種別人口比に関する資料はメダンという街の一断面をひとつの切り口から見せてくれるものだろう。（数

字は％） 

人種 １ ９ ３０年 １ ９ ８０年 ２ ０００年 

ジャワ ２ ４．９  ２ ９．４  ３ ３．０  

バタッ ２ ．９  １ ４．１  ２ ０．９  

華人 ３ ５．６  １ ２ ．８  １ ０．７  

マンダイリン ６．１  １ １ ．９  ９．４  

ミナンカバウ ７ ．３  １ ０．９  ８．６  

ムラユ ７ ．１  ８．６  ６．６  

[ 続く ] 
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「ワルン（５）」（２ ０２ ２ 年０５月０６日） 

インド系の種族名がひとつの勢力にならなくなってしまったのは、インド系プラナカンたちのマジョリティ

が遠い昔から母方の文化の中に自らを帰結させてしまったからに他ならないようにわたしには思われる。こ

れはヌサンタラの全土で一様に見られる現象だ。華人系やアラブ系との顕著な違いがそこに感じられる。 

それに反して、タミル語のクダイが現在までも人種種族を問わず一般語彙として優勢な地位を保っている

のはひとつの壮挙と言えるにちがいあるまい。ただし言葉はそうでも、メダンのひとびとがクダイコピと呼

んでいる店に入って見ても、インド文化の雰囲気はどこにも見えず感じられもしないから、クダイという語

感にインド文化を絡ませて抱いているメダン人はもういないのかもしれない。 

そのクダイが日常語の中で頻繁に使われていたのは１ ９８０年代ごろまでだったそうだ。その後勢力は

衰えて、ワルンの語を使うひとが増加した印象になっている。とはいえ、依然としてまだ日常語の中に生き

続けていて、自分はワルンの語を使うがクダイと言われてもすぐに意味が分かるというような状況になって

いると推測される。 

 

華人が呼ぶコピティアムは漢字熟語「咖啡店」の福建語での発音である。シンガポールやマレーシアで

も Kopi Tiamの看板は至るところで目にすることができる。華人のライフドリンクである茶を飲ませる店は

Teh Tiamと言う。つまり「茶店」だ。 

コピティアム自体は多分、ヌサンタラに移住した福建人が茶の代わりに地元のコピを供する店を出したこ

とが由来だろうと思われるから、文化融合が起こった一例と見て間違いあるまい。 

ただし北京語でのロ加ロ非の発音 kafeiはフランス語やスペイン語などラテン語系統の音に似ている。

おかげで、単に言葉が似ているだけの理由で中国語「咖啡」の語源はフランス語だなどとまことしやかに

書く人が出現するのだが、どうして現物の伝来という側面を無視してそんなことが言えるのだろうか？ 主張

者はどれだけ現物の伝来という面の調査を行ったのだろうか。 
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まず、現物を介在させたムラユ語と福建語の関係は間違いないところだろうという気がする。一般的な

中国語の語形成法の中に偏と旁で作られるものがあり、その場合の旁は発音を示すケースが普通だ。ロ加

の字の加の部分の福建読みは「ke」または「ka」になっていて、「ko」という音はこの文字からだと出て

来ない。ロ非は「pi」だから、咖啡という文字は「kapi」と読まれるのが順当であるにもかかわらず「コ

ピ」と読ませているのは、現物と共に入って来た名称であるムラユ語「コピ」をその文字に当てはめたた

めではないかという気がするのである。 

一方の北京語発音については、加を旁に使っている文字はすべて発音が「jia」になっていて、咖啡と

いう文字は「jiafei」と読まれる方が順当である印象が強い。どうして口偏をつけたものだけが「ka」と

いう発音になっているのか？ 加を「ka」と発音するのは、漢字の日本語音読みの元になった中国語中古音

なのである。 

 

中国語の諸資料の中には、咖啡の語源としてギリシャ語の kawehだとか、あるいはトルコ語の kahveだ

といった説が述べられている。いずれもがアラブ語の qahwaに端を発しているわけだが、シルクロードを介

して中国の茶が西方へ、アラブ・トルコ辺りのコーヒーが中国へという文化交差が起こったようなことを示

唆する中国語記事もそれらの資料の中に見受けられるのである。[ 続く ] 

 

 

「ワルン（６）」（２ ０２ ２ 年０５月０９日） 

ただしメインの論調では、中国におけるコーヒーの事始めは１ ８８４年に台湾で木の移植に成功したと

いう歴史が記されているだけであり、あたかもそれ以前に中国人はコーヒーという飲み物を知らなかったよ

うな印象を満々と漂わせている。そもそも中国の社会常識として咖啡の語源をギリシャ語やトルコ語などの

アジア西端地域の言語に求めるのであれば、西洋人がコーヒーを中国に紹介する前に西アジアから現物が
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渡来した可能性を想定して調べるのが筋ではあるまいか。 

もしもシルクロード経由での渡来の事実がなかったのであれば、１ ９世紀の樹木の移植にからんで西洋

人が持ち込んだ単語の母語がどうして中国語「咖啡」の語源とされないのだろうか？ 北京語発音のカフェ

イがフランス語源だという発想の裏側にその辺りにからむ雰囲気が強く立ち昇って来る気がしているのだ

が、果たしてかれの主張はシルクロードの調査を踏まえた上での発言なのだろうか？  

 

もしも北京語が中国の普通話になる前にコーヒーがシルクロード経由で中国にもたらされていて、アジア

西端地域の名称を語源として咖啡という中国語が生まれていたのであれば、それは中国語中古音で発音さ

れた可能性が高い。 

その場合、「加非」の中古音は kapui（uはＩ Ｐ Ａ式で横棒が入る）となる。そのカプイが時空間の移

動を経て北京語のカフェイに音変化したという仮説が立てられたとしても、それほど奇想天外とは思えない

ような気がする。そうなると福建語の??コピは先に存在していた中国語の文字表記がムラユ語発音に当て

はめられただけだったということになるかもしれない。 

もしも陸路シルクロード経由で茶とコーヒーが東方と西方の間で交差することが起こっていたとするな

ら、それから１ 千年近い歳月の後に海のシルクロードを経由して福建とヌサンタラの間にまた同じことが起

こったことを、われわれはどう解釈すれば良いのだろうか？ 人間は時代と共に進歩し変化して行くものだと

言われてきたものの、どうもポール・サイモンの歌詞 After changes upon changes, we are more or 

less the same.の方にヒューマニズムにおける真理を感じそうだ。 

 

さて、このコーヒーショップを意味するコピティアムという言葉がインドネシアで商標権を与えられた。東

南アジア諸国の関連業界から白い目で見られているこの珍奇なできごとのおかげで、インドネシア国内では

KOPITIAMというロゴを使っている??店以外の事業者は、例えば劉咖啡店 Lau's Kopitiamといった看板を

出すことが許されなくなった。 
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２ ０ １ ２ 年にインドネシア政府法務人権省知的財産権総局にその一般名称を商標登録した者がいたので

ある。国会と政府が合議して定めた知的財産権法には、商標登録に際して受け付けられないポイントが５

つ記されている。 

１ ．事業競争で他者を不利に陥れようとする悪意が低意に置かれている 

２ ．憲法・宗教モラル・人倫・社会秩序に反する 

３．他の類似の物との区別や差別化が困難である 

４．社会的に共有される財産になっている 

５．物品サービスそのものを示している 

本来なら却下されるべきものと思われるこの商標登録申請が受理された後、商標権者は２ ０１ ２ 年２

月に社会告知を行い、kopitiam という言葉のついたすべての屋号や商標の持ち主に対して即刻その使用

をやめるよう警告を発したから、業界で一大騒動がまき起こった。申請者も申請者だが、その申請を承認

した政府・省・総局にも批難が集まった。[ 続く ] 

 

 

「ワルン（７ ）」（２ ０２ ２ 年０５月１ ０日） 

シンガポールでもかつて、コピティアムの商標化を画策した者があった。ところがシンガポールの知的財

産権オフィスは申請を却下した。kopitiamの語は遠い昔からシンガポール社会でだれもが使っていた言葉

であり、特定の個人法人にその使用が独占されるべきものではないというのが理由だった。 

ジャカルタに住んでいるかぎり、kopitiam という名称は一般性のない特異なものというイメージが強い

とはいえ、昔、華南地方から大勢の華人が移り住んできたとき、福建系のひとびとが集まって居住地を形

成したメダンやスマトラの海岸部、カリマンタンのポンティアナッなどでは kopitiam が今やひとびとの日常

生活の中に根をおろしている。ジョクジャにさえ、kopitiam の看板が街並みの一角に顔を覗かせている。 

全国にいる kopitiam店経営者たちが作っているインドネシアコピティアム事業者ユニオンが、商標権者
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とそれをバックアップしている政府に抗議してメダン地方裁判所商業法廷に訴えを起こした。その訴えの内

容は、Kok Tong Kopitiamという既存の屋号と商標権を与えられた KOPITIAMは類似性がないという主張

だ。 

それに対して法曹機構は、一貫して類似性があるという判決を下した。最高裁まで持ち上げられた一連

の訴訟は、すべて告訴側の敗訴に終わったのである。２ ０１ ３年３月に下された最高裁判決では、一般

名称に商標権を与えた行政の行為に関して５人の判事団の意見が割れたものの、類似性がないという主張

はそこでも否定された。政府がコピティアムに与えた商標権の効力はゆるぎないものになった。 

その結果、商標権者が出しているコピティアムの店を除いて、街中にあったコピティアムの看板が一斉に

姿を消した。シンガポールへ行けば、たいていのコピティアムで供されているバターコーヒーでカヤトース

トを食べることさえも、インドネシアではコピティアムの看板を探すだけでは見出せないことになってしまっ

たと嘆くひともいる。 

ちなみにバターコーヒーというのはコーヒーに練乳とバターを加えたもので、インドネシアでは kopi 

mentegaと呼ばれるが、華人は牛油咖啡 gu you kopiと呼んでいる。この発音も北京語ではないので、

為念。 

 

ラポはラポトゥアッのイメージがあまりにも優勢になりすぎ、非バタッ人の、中でも主にムスリムインドネ

シア人の頭の中に、ラポはハラルでない飲食物を供する店というイメージがしみ付いてしまった。 

しかしラポ本来の意味はワルンと同じなのである。だから、ミナンカバウの地、西スマトラ州に接する北

スマトラ州マンダイリン県ナタルには Lapo Lamak Seleroという看板を出しているワルンがある。lamak 

saleroというのは enak seleraを意味するミナンカバウ語だ。強いイスラム精神を持つミナン人を客にしよ

うとしているこのラポで非ハラルの飲食物を販売するわけがあるまい。 

 

さて、メダン住民の中でメジャー種族のトップになっているジャワ人たちはワルンコピを設けず、そんな
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ふしだらな場所でノンクロンしようとしなかっただろうか？ プリアイ層の鞭の下から遠く離れたデリの地にや

ってきたかれらの先祖は、どうやらジャワの地に構築された倫理観をかなぐり捨てたようだ。 

ジャワ人は元々、市民生活を営むためにデリにやって来たのでなく、デリ農園の労働者としてやってき

た。
2
かれらは農園内のバラックに住み、農園から街中へ出かけるような自由は与えられなかったから、農

園労働契約期間を終える前に街中での市民生活のありさまを肌に触れて感じる機会はなかっただろう。 

農園を去ったあと、貯えた金を持って故郷に錦を飾るためにジャワに戻って行った者たちは別にして、戻

らなかったひとびとがメダンの町に住み着き、その町の風習に合わせてワルンコピを開いた。そのクオリテ

ィがクダイコピ・ラポコピ・コピティアムに劣っていれば商売は敗北するのだから、この町に出現したワル

ンコピはわたしが１ ９７ ０年代にジャカルタで初見したものとはまるで違っていたはずだ。[ 続く ] 

 

 

 

 

2 ジャワ人の前に農業労働者としてメダンにやってきたのは広東人だった。この変化はこちらをご覧ください。

http://omdoyok.web.fc2.com/Ah_Indonesia/Aind-87/Aind-87.htm 
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「ワルン（８）」（２ ０２ ２ 年０５月１ １ 日） 

デリーの農園群での生活の中に、ジャワに構築された労働倫理観と異なるものが存在し、それがメダン

の街中にジャワ人が開き、またノンクロンのために利用するワルンコピの展開を推し進めた可能性をアンド

レアス・マルヨト氏は指摘している。 

デリではたいていどこの農園でも、ひと月に二回ある賃金支給日とその翌日の二日間、労働者は全員休

みを与えられ、農園内で音楽・踊り・飲食・酒・賭博・女に満ちたお祭り騒ぎが繰り広げられた。エネル

ギーを搾り尽くされる半月間の労働を乗り切ったあとのお祭り騒ぎが三年とか五年の労働契約を結んだジ

ャワ人の生活習慣と価値観をひっくり返したことは想像に余りある。 

このデリの農園生活のありさまについては、拙作「『ニャイ』植民地の性支配」： 

http://indojoho.ciao.jp/koreg/libnyai.html 

中の＜  農園のニャイ ＞の項をご参照ください。 

 

たとえお祭り騒ぎの底に別の意図が隠されていたとしても、労働と休憩休息が短い期間の中で両立する

あり方は、「生きる」という活動を禁欲的な勤労主義で塗り固めることに対するアンチテーゼとして捉えるこ

とを可能にするように思われる。 

農園所有者に雇われて農園経営を委託された農園管理者とその手足となる管理助手たちヨーロッパ人自

身が持った労働観がそこに反映されていたかどうかはまた別問題だとして、かれらメダンに住むヨーロッパ

人たちは自分たち専用のノンクロン場所を持った。 

１ ９世紀末ごろから２ ０世紀初期にかけて、メダン在住ヨーロッパ人の間ではメダンクラブやホテルドブ

ールのカフェ／レストランが人気のあるノンクロン場所になっていたそうだ。 

 

http://indojoho.ciao.jp/koreg/libnyai.html
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メダンの市内でコーヒーを飲みながらノンクロンする場所はそれぞれの種族語別にクダイコピ・ラポコ

ピ・コピティアム・ワルンコピ、更に国際語のカフェなどが使われてきた。 

その中でワルンコピ、略称ワルコップが何十年も昔から最有力者の地位を獲得してきたのである。

WARung KOPi = WARKOPだ。住民人口最大のジャワ人だけがそれを使っているのでなく、メダン市民一般が

使う呼称になっているということなのである。 

ワルコップという名称はコメディグループの名前として全国的に有名になった。こ

のグループは１ ９ ７ ３年に民間ラジオ局プランボースが組んだトーク番組から誕生

した。最初はワルコッププランボースと称していたが、ラジオを離れて舞台や映画

に出演し始めたとき、プランボースの名前が出るとラジオ局への著作権支払いが発

生することが判明し、ワルコップＤＫＩ に改名した。 

メダン市民によれば、ワルコップという言葉はそのコメディグループ登場よりもっと古くからメダンで使わ

れていたそうだ。一方、ラジオプランボースが始めた番組も人気を集め、「ワルンコピでのリラックストー

ク」というタイトル名はワルコップと短縮されて人口に膾炙した。ワルンコピをインドネシア人が短縮すれ

ば、誰がやってもそんなものになるのだろう。 

 

インドネシアにある飲食ワルンが持っているイメージは、集まって来た客たちが貴賎貧富の差を店の外に

脱ぎ捨て、裸の人間として店の中で交友する場所という姿でしばしば描かれる。 

狭い店で客の一人が店主と世間話をしていると、その客と知り合いでもない別の客が話の中に割り込ん

で来て自分の意見を開陳する。するとまた別の客が・・・というように、客同士が知り合いでも友人でも

ないのに、その場に居合わせたことがきっかけになって座談会が始まる。[ 続く ] 
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「ワルン（９）」（２ ０２ ２ 年０５月１ ２ 日） 

店主は忙しさにかまけて座談会に半身で接するだけになり、座談会の軸は互いに見知らぬ客たちの間に

移って行く。こんな座談会でポイントが置かれるのは語った内容であり、それを言った人物が一張羅を着て

いようが野良着姿であろうが、そんなことは斟酌されない。つまり店の外でその人物が会社の社長であろ

うが組織のボスであろうが、言った言葉にその色を塗って聞くということがなされないのだ。どんな内容の

ことをどのように語っているのか、ただその一本勝負なのである。 

そのようにして言葉を交わした他人の間に物識りさんもいれば毒舌さんもいて、かれらが発したずっしり

と重い、あるいは華麗にきらめく言葉が印象に残る。「昨夜の話は面白かったな。あの人は今夜もあの店

に来るだろうか？ この件についてあの人はどんなことを言うだろうか。よし、今夜もあの店に行って、この

話を出して見よう。」 

そんな現象は人間好き・話し好きのインドネシア人ならではのもののように思われる。インドネシア人は

たいてい衆人を前にして物怖じせずに堂々とスピーチをするし、また成熟して行くにつれて話術の巧みさに

磨きがかかっていくために、群衆に向けられた見ず知らずの他人の話を聞いてもたいてい面白く楽しいもの

が多い
3
。もちろんそのようなことができない人間もいるにはいるのだが、できる人間がマイノリティの社会

とできない人間がマイノリティの社会では、社会生活の内容がまるで異なってくるだろう。 

インドネシアで生活し始めたころのわたしにとっての大発見がそれだった。たくさんの人間がそのように

なれる社会というのは、そうでない社会しか知らなかった人間にとっては驚愕ものだったということだ。成

熟した人間は沈黙して自分の行為行動にすべてを語らせるという文化と、成熟した人間は言葉で社会や後

進に理解と納得を与えて導くものだという文化では、社会のかたちが異なるものになっていくのも当然のよ

うに思われる。 

 

 

3 インドネシア人の雄弁を聞いてみると「中身がない」ことがほとんどである。この「座談会=井戸端会議」では話を面白く

するために誇張する場合がほとんどであるから「ハナシ四分の一」として聞いておくのが良い。 
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スラバヤの道端飲食ワルンで、客は決して王様にならないと言われている。日本には「お客様は神様で

す」という俚諺が確立されているが、インドネシアの俚諺では「お客様は王様」と表現される。日本文化

の神様とインドネシア文化の Tuhanは意味内容が違っているのだ。ある日系企業の駐在員がこともあろう

に、その日本語俚諺をインドネシア人従業員を前にして、直訳してしまった。辞書に記された単語の置き換

えが翻訳だと思っている人間に付いて回るミスのひとつだ。 

その一事で、かれがそのとき従業員に与えた訓話の大部分が従業員の頭の中から飛び去ってしまった。

その日、従業員たちが行っている雑談の中からトゥハンという単語が頻繁に聞こえて来たから、従業員の頭

の中に入ったのが何だったのかはたいがい想像がつく。 

 

さて、スラバヤ市内道端飲食ワルンは、店主が客をお客様扱いしない。時には店主が客にズケズケとも

のを言い、悪態をつき、jancukあるいは jancokといった罵り言葉を浴びせるから、店主の礼儀知らずや

ガラの悪さにムカつくひとは道端ワルンを利用することができない。しかし友人としての他人に対して持つ

べき一線は厳守される。それを踏み越えてしまえば、その客は二度と来ないだろう。 

客のほうも、店側の人間を自分にかしずかせようとはしない。店の人間が忙しくしていれば、出来合い

のおかずを自分で取って来て食べるのが普通のふるまいだ。 

スラバヤの下層庶民の生活環境の中にあるワルンでは、客は友人として扱われるのである。店主の友人

であると同時に他の客の友人でもあるという位置付けだ。普段の暮らしの中で、年来の友人同士が悪態を

つき合ったからと言って、そのことが原因で腹を立てて喧嘩になることはまずあるまい。素のままの自己を

互いに受け入れ合ったために悪態の交換が起こるのだから。 

スラバヤ俗語のジャンチュッあるいはジャンチョッは更に cuk, ancok, ancukなどのバリエーションがあ

り、英語の fuck, shit, asshole, bastardなどに相当している。[ 続く ] 
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「ワルン（１ ０）」（２ ０２ ２ 年０５月１ ３日） 

スラバヤの道端ワルンのそのありさまは、スラバヤが開かれた港湾都市だったために異文化異人種の人

間たちが繰り広げて来たコミュニティ生活の中に生じた伝統だとマラン国立大学人類学者は説明している。 

店主と客の間で交換される悪態は常に、カラッとした陽性の明るい雰囲気の中に包まれている。人間は

みんな対等で同等であり、本人が持っている属性が自動的にパトロン＝クライアント関係における立場を決

定しない。 

そんな社会に育てられた人間の使う言葉には裏がない。スラバヤ人の話す言葉はたいていシンプルで明

確明瞭であり、持って回ったことを言わずにズバリとポイントを突き、多義性や修辞を嫌う。「言語は民族性

を表す」の格言通り、スラバヤ人の性格がそのようなものなのだと人類学者は述べている
4
。 

 

インドネシアのワルンがエガリタリアンのシンボルであるのは、ヌサンタラのどこでも同じだ。スラバヤの

道端ワルンは極端な例としても、社会ステータスが上位にあるからワルンの中で王様然とふるまうというの

は通らない。店の姿勢が客を公平に扱うのは当然として、客の間でも、飯を食いに来ている者やノンクロ

ンしに来ている者の間に貴賎上下の差別はないとしているから、店の外における自分の地位をかさに着て

店内で他人に偉そうに振舞ってもそっぽを向かれるだけだ。 

祝宴の場は少しちがう。封建遺制のまだ強い地方では、社会的に権威を持つ賓客の来席を祝宴主催者

は名誉と考えるために、賓客には王様扱いがなされる。席の場所が違い、食器のサイズが違い、供される

料理が違い、世話のし方が違う。マカッサルでは、皿の下に敷くマットが二枚重ね三枚重ねにされるという

話もある。 

マカッサルのパオテレ漁港に近いスリガラ通りにある食事ワルンのパッルバサスリガラは、朝からパッル

バサを食べに来る客で賑わう。食事時間帯に店内が満席になっても、一杯のパッルバサをどうしても食べ

 

4 同じジャワ人と言ってもスラバヤとジョグジャ・ソロでは性格が大きく異なるので注意した方がいい。ジョグジャ・ソロには

背の高い人が多くスラバヤでは背が低いという体格から見ると異なる民族と言っても良いほどだ。 
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たいひとびとが店の外に並ぶ。狭い中庭が順番待ちの客でいっぱいになり、さらに店外にあふれて駐車し

ている車の隙間までもがひとで埋まる。サファリジャケットを着てピカピカに磨いた靴を履いているからと言

って、そんな順番待ちの列を押しのけて中に入って行く者はいない。それが非常識であることを、誰もが

知っているのだ。 

 

ブギス＝マカッサル人もノンクロンが好きだ。ただしかれらのノンクロン場所は食事ワルンになる。朝食を

家で食べたひとが、友人仲間と連れ立って１ ０時ごろにワルンチョトに入る。食事ワルンが社会交際のため

のスポットになっている。一緒に食事をすることが交友関係を親密にする原理は多分ユニバーサルなもの

なのだろう。 

マカッサルの街中のあちらこちらにチョト・コンロ・ソップサウダラなどを供するワルンがひしめいている

のも、住民が時間を問わずノンクロンするためにそこへやってくるからだ。マカッサル住民の食べながらノ

ンクロンする風習がそれらのワルンの生存を保証している。メダンにおけるワルコップの機能を、マカッサ

ルではそれらが担っているということにちがいあるまい。 

マカッサル市内では、それらの食事ワルンが一日２ ４時間、どこかで必ず営業している。食事時間はた

いていある時間帯に集中するが、ノンクロンの欲求は時間を問わないのだ。ひとびとは真夜中であって

も、夜食を食べたり、コーヒーを飲みながらワルンでノンクロンしているというのがマカッサルの風景だ。 

 

マカッサルで知り合いになったブギス＝マカッサル人を誘ってワルンチョトでノンクロンし、かれの分も一

緒に支払ってあげれば、かれはあなたをまるで兄弟のように思うだろう。次回、かれに会ったとき、かれ

はきっとあなたを饗応しようと努めるはずだ。 

中には自宅に招いて何種類もの焼き魚を作ったり、カニを茹でたりして饗してくれるひともいる。そして

自宅に泊るように懇請し、翌日は人気のあるワルンのハシゴに連れて行ってくれる。[ 続く ] 
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「ワルン（終）」（２ ０２ ２ 年０５月１ ７ 日） 

だからそんな関係になったブギス＝マカッサル人の家に三日以上泊まったり連続して訪問してはいけな

い、と識者は冗談交じりに語る。なぜなら、その後のかれの暮らしは借金漬けの重い負担に彩られてしま

うからだそうだ。「義兄弟のように思う相手に最高の饗応ができないくらいなら借金を抱えて死んだ方がマ

シだ」とたいていのブギス＝マカッサル人は考えている、と郷土文化研究者のひとりが物語った。 

ブギス＝マカッサル社会における人間関係は食べ物を通して始まる。食べ物をだれかに勧めることは、

そのひとに敬意を表しつつ交友関係が開始されることを象徴する。そんなロジックが裏側に置かれている

文化では、勧められた食べ物を食べない者は相手との人間関係の扉を開かないこと、相手を拒否すること

を意味することになる。勧めた者の心が傷付いて当然だろう。 

 

しかしマカッサルのワルンが完ぺきなエガリタリアン
5
になっていない面もあるにはある。店の外でボスの

ステータスにある者は、連れ立ってワルンに入った者たちの飲食を負担するという常識も存在している。自

分はコーヒーだけしか飲まなかったにせよ、他の連中の飲み食いの代金をかれが支払うのは当然という風

土があるのだ。これこそ、店外のパトロン＝クライアント関係が店内に持ち込まれているズバリの実例だろ

う。 

つまり、行政高官や明らかに富裕な者が自分より劣位にある者の飲食を世話してやらないということは

当人の威厳に関わる問題になっていて、本人はそこに恥の問題を重ねようとする。おかげで店外の偉いさ

んが店内でも偉いさんのまま連れの食事代を払ってやることになる。その連れがその店でツケを貯めてい

れば、それも一挙に解決される。 

もちろん偉いさんの財布の中身に不足があれば、「申し訳ないが・・・」ということで終わるわけだ。

人間の営みは杓子定規にはならない。 

 

5 平等主義者 
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この観念は更に続いて、だれかをワルンに誘ったら、誘った者が誘われた者の飲食代金を払うものであ

るという常識に発展した。おごってやるという気がなければ、ワルンでの食事に誘うなということだろう。 

わたしもインドネシア文化初心者のころ、ジャカルタで部下のマナド人に同じことを言われた。わたしはこ

う説明したのだが、理解してもらえたかどうかは分からない。 

日本文化では、一席その人のために設けるという状況でない場合に相手の食事代を負担してや

るのは恩を相手におっかぶせているのと同じことであり、負担してもらった方がまっとうな一人前

の人間ならばそのために恩返しの義務を背負わされることになるため、ただ単に一緒に食事をする

という場合はダッチアカウントにして明朗な人間関係を培うことが良しとされているのだ。 

わたしの理解はそんなものであり、つまりは会社の上司と部下というだけの関係にパトロン＝クライアン

ト関係を持ち込むことはわたしの主義でないということをほのめかしたのだが、インドネシア文化において

は異端児的な意見になったかもしれない。 

それにしても会社の接待でもないのに、同じ日本人の仲間同士が一緒に食事したとき、ある一人がテー

ブルに置かれたビルをさっと取り上げて支払いを済ましてしまい、食事代金については沈黙を通すというケ

ースが多々見られることにわたしは昔から当惑してきた。 

いや、長年同じことを目にすれば、当惑よりも辟易に傾くのが正直なところだ。わたしの考え方に従うな

ら、それは恩着せがましい行為に該当することになるのだから。そうやって着せられる恩を拒否してクライ

アントにならずに裸のままの自分でいるわたしは、きっと付き合いづらい社会の異端児であるにちがいある

まい。 

もっと言うなら、ある一人がビルをさっと取り上げると、別の一人がそうさせてはならじと追いすがり、

キャッシャーの前でビルの奪い合いを演じるのもしばしば目にする光景だ。この種のひとびとは世界中どこ

へ行こうが、同じようなことをする。 
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マカッサルのワルンにもうひとつ別の常識がある。数人連れだってノンクロンしに来たグループ内のひと

りが先にワルンを出る場合、一座の飲み食い代金はかれの背に載せられるのである。どうりでみんな、遅

くまでワルンの店内でだらだらとノンクロンしているわけだ。[ 完 ] 


