
ヌサンタラの酒 

1 

「ヌサンタラの酒（１）」（２０２０年１０月０６日） 

南アジアから東南アジアにかけての一帯でアラッと呼ばれるアルコール飲料は、インドネシ

アで arak と書かれるが南アジアでは arrack と綴られる。ただし arrackは英語綴りであり、他の

ヨーロッパ諸語はむしろインドネシア語綴りの方に近い。昔、スリランカ人から arrack を頂戴し

たことがあったが、ココナツから作られた透明な液体はやたら強い酒だった。 

アラッという言葉は元々東地中海地方からアフリカ北部のマグレブ地方で習慣的に飲まれて

いた薬用飲料を指すアラブ語 arq から来ているという説もある。これはブドウ果汁を発酵させて

蒸留し、フェンネルを加えたものだ。 

「ムスリムがアルコールを・・・？」と不審を抱いた方は、イスラムへの誤解に呑まれているの

である。アルクルアンにアルコールはハラムだということは一言も書かれておらず、正気を失わ

せる「酔う khamr」という現象に対してハラムだという定めが与えられている。 

つまりそのロジックに従えば、アルコールばかりか、麻薬やトリップに誘う薬物も、快楽のた

めの性行為も人間を酔わせるものであるからハラムだということになる。性行為は子孫を作る

ための行為であり、それに酔って恍惚となることなく正気にして謹直にその運動に励むべしとい

うのがイスラム的見地からのセックスだろうとわたしは解釈しているのだが、それが正しければ

ムスリムのいったいどれほどが正しく宗教行為を行い、どれだけが背教徒の振舞いをしている

のか、わたしは忠実なムスリムですという顔をしているかれらの偽善ぶりが目に浮かぶ。 

だからイスラムにとって「酔う」ことは悪事なのであり、それゆえにその現象を引き起こすアル

コールはすべてハラムだという考えが広まった。これは女性の身体が男にムラムラを引き起こ

させるから女性は見知らぬ男に自分の姿を示してはならないという論理にもとづいて、世間に

姿を現わすとき女は黒子にならなければならないというものを社会常識にしてしまったことによ

く似ている。 

アルクルアンにはただアウラッ aurat と述べられているだけであり、その言葉は他人に見せ
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てはならない身体部位ということを意味しているだけだ。他人に見せるべきでない身体部位は

隠せという神の命令なのだが、さあこんな具体性のないことを言われると人間たちの間では

喧々諤々、まとまりなどつきはしない。結局女の身体は全部隠してしまえというところに行き着

いた。アルクルアンは女の身体をすべて覆えなどと一言も述べていないというのに。 

人間の狭隘な精神がこれほどまでに社会生活でのライフスタイルを貧困にしてしまった実例

を人類は記憶にとどめておくべきだろう。もちろん人類が発展を望まなくなったときには話が別

だが。 

 

かつての狭隘な精神が導き出した結論は、より原理に近寄ったものに修正されつつあるよう

に見える。イスラムがハラムにしているのは人間を酔わせるために作られたアルコールなのだ

というのが筋道を通した見解になってきた。 

たとえば洋酒からワイン、日本や中国の酒類、バタッ Batak 族のトゥアッ tuak などは酔いを

目的にして作られているためにハラムと定められている。この物の見方は文化面（つまりは文

化的価値観の差異）に関わっているためにあまり公正中立という気はしないのだが、当人たち

がそうしているのだから仕方がない。 

ならば酔わなければハラルじゃないかという反論を出すひとが必ず出て来るだろうが、そう

はいかない。ムスリムコミュニティ宗教指導部がハラムと決めた物品はハラムなのであり、個人

の尺度でそれを斟酌することは許されない。[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラの酒（２）」（２０２０年１０月０７日） 

一旦ハラムと定められた物品はウンマーにあってはならぬものとなる。自分は酔わないから
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いいじゃないか、では済まないのだ。ウンマーにあってはならぬものを身辺に置けば、それは

反社会的行為となるのだから。ところがウンマーの外では、またロジックが変わって来る。ウン

マーの中で社会からの他律性に従って暮らしていたひとびとは、社会からの統御が失われてし

まうと、あとは自律する以外に方法がない。 

モスクが近くになければアザーンの声は聞こえて来ず、自分で日々の礼拝時間を調べ、時

計を見て行動せざるを得ない。ウンマーの中にいれば、冠婚葬祭の一切も隣近所から友人知

人までが同一のしきたりを当たり前としているから、本人が何かを失念してもだれかがカバーし

てくれるのであって、ウンマーから出てしまえばそんなことは望みようもない。ウンマーのない

土地で仮想ウンマーの下で暮らす場合は、すべてを自律的になさねばならなくなってしまう。 

ウンマーというのはアッラーの命令を骨子に置いた、つまりイスラム法に則った人間の生活

共同体であり、人間がその中身を調整しながら運営している。だから酔うかどうかとは無関係

にアルコール飲料がハラムにされる。仮想ウンマーの下で暮らす場合は、その習慣を続けれ

ばよいのだが、さまざまな不便が生じて来る。それを克服するために、日本のようにウンマーが

存在しない土地で暮らすムスリムには、直接的にアッラーと対峙する道が開かれる。 

アッラーが命じているのは「酔ってはならぬ」なのだから、酔わなければ良いじゃないか 

という判断はそのときに出現するのである。それはウンマーから切り離されたムスリムにとっ

てのものだ。ウンマーの中での生活で、あるいは日本にいながら仮想ウンマーの下で生活する

ムスリムには、その判断は毒（つまりはハラム）にしかならない。 

 

こうして、アルコール含有のドリアンに非ハラム（と言うよりハラル）のお墨付きが与えられる

ことになった。どうやら、植物素材が自然発酵してアルコールを持つようになるものは基本的に

ハラムとされない考え方になっているらしい。オオギヤシの花から採取される液体はニラ air 

nira と呼ばれて飲用になり、ニラを発酵させるとヤシ酒になってアラッができるわけで、ココナツ
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アラッはハラルとハラムの隙間に置かれているそうだ。 

こうしてタぺ tapeも固形ブルム bremもハラムの非難を浴びないで済むようになっている。面

白いのは、ノンアルコールビールがハラムにされていることだ。これには別の定義があって、ハ

ラムな物品に似せて作られたものはハラムであるというものが適用されている。アルコールの

有無や濃度といった基準でハラル・ハラムが決められているのではないことを、それが端的に

物語っているようにわたしには思われる。 

 

アラッはニラ、米、サトウキビ、果実などから作られる。この素材の選択は地元で得られやす

いものが優先される原理に沿っていて、国や地方ごとにウエイトが違っているようだ。発酵した

素材をボイラーで蒸留するのが製造プロセスであり、生産者の気に入る色や風味の製品が作

られるべく蒸留の回数は生産者次第になっている。 

インドネシアではバリのアラッが有名で、カランガスム Karangasem が主生産地であり、素材

はニラと米が主体で、アルコール濃度はかなり高い。諸外国にも輸出されている。 

一方、バタヴィアアラッ Batavia arrack というものもある。インドネシア語にすれば arak 

Batavia だ。これは素材がたいていサトウキビであり、カリブ海のラムと似たようなものだ。蒸留

物に独特の風味と香りを添えるために、地元で採れる酵母菌と赤米を発酵させたものを混ぜ

てサトウキビを発酵させる。発酵液はアルコール度５０～７０％に達するまで蒸留される。 

このアラッが何百年も昔からジャワへやってくる西洋人の必須飲料になっていた。オランダ

人はこのバタヴィアアラッを他の飲み物と混ぜてリキュールやパンチを作った。薬草リキュール

やパヒッ pahitの味を良くすると言って、オランダ人は好んで使っていたそうだ。食品産業でも使

われた。[ 続く ] 
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「ヌサンタラの酒（３）」（２０２０年１０月０８日） 

インドネシアでは闇酒あるいは密造酒が昔から作られていたが、その意味が単に行政許可

や税金に関わるものであるなら、消費者への危険はない。このカテゴリーはインドネシア語で

miras tanpa izinあるいは miras gelap と表現される。 

ミラスというインドネシア語は minuman kerasの合成語であり、基本語義は蒸留されて作られ

たアルコール飲料となっているが、すべてのアルコール飲料の総称としても使われているため

判別は難しい。その種の飲み物を形容するのに keras の語が使われたのは、どのような意味

をそこに与えようとしていたためだろうか？ほぼミラスの対照になると思われるソフトドリンクの

インドネシア語に ringan という keras と非対称な言葉が使われているのは、その両者が同時期

に作られた言葉でないことを示しているように思われる。keras の語義は多岐にわたっており、

酒に与えられた keras という形容詞の語義が何であったのかを探して見るのも一興かもしれな

い。 

 

最近、インドネシア在住の日本人の間で話題になっている、消費者の健康に危険をもたらす

カテゴリーのものがまた別にあって、それはmiras oplosanと呼ばれている。オプロサンという単

語はオランダ語の oplossenに由来しており、「溶かす」がその原意だ。 

昔、灯油がたいへん廉かった時期があり、そのころプレミウムガソリンに灯油を混ぜて道端

で廉価に販売する者が現れた。その商品は bensin oplosan と呼ばれた。普通の一般家庭の台

所で混ぜ物を作るときに oplos という単語が使われることもある。単なる混ぜ物という意味であ

って、語感に悪事のニュアンスがあるわけでは決してない。 

このミラスオプロサンと呼ばれる物には更にまたふたつのカテゴリーがある。アラッに廉価素

材を加えた混ぜ物を作り、商品として販売されるものがそのひとつ。廉価素材は工業用のメチ

ルアルコールが使われるケースが多く、健康にきわめて有害なために、死者が出ることも少な
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くない。 

ヨグヤカルタでラプン lapen という名称で売られているものや、ジャワ島全般でチュクリッ

cukrik と呼ばれているものもそれに該当する。アラッに変性アルコールを混ぜたたいへん高濃

度のアルコール飲料になっていて、時おり死者が出る。ラプンなどは langsung peningの略語だ

そうで、購入者は酔うためにそれを購入しているのが明白であり、おまけに酔って恍惚となるこ

とに加えて、自分の強さを実証しようとして飲んでいるようにも思われ、酒に強い人間の偉大さ

という世界中に存在する虚像がインドネシアにも存在している雰囲気をそこから嗅ぎ取ること

ができる。 

もうひとつあるのは、消費者が普通のアラッを購入し、リキュールやパンチのようにそれにさ

まざまなものを自分で加えて飲む方式だ。薬草やソフトドリンクを加えるのなら問題はないだろ

うが、とんでもないものを加える輩がいる。 

昔から犠牲者を何人も出しているのに、依然として人気の高いオプロサンレシピ―には次の

ようなものがある。 

＊ミラスとエネルギードリンク 

＊ミラスとココナツウオーター 

＊ミラスと大量の炭酸ドリンク 

＊ミラスと虫よけローション 

＊ミラスと炭酸ドリンクと味付けパウダー 

＊ミラスとペンキ用シンナーと炭酸ドリンク 

＊ミラスとゾウノリンゴ汁と食品着色料着香料とジャムゥ 

＊チウ（下記参照）と変性アルコールと虫よけローション 
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＊多種のミラスを混ぜ合わせる 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラの酒（４）」（２０２０年１０月０９日） 

ヌサンタラの各地に、その土地で伝統的に作られて来たアルコール飲料がある。いわゆる地

酒に相当するのだろうが、地酒という言葉の定義があいまいで使用者による個人差が激しい

から、ここでは使わない。アラッは上に挙げているので、再掲しない。 

１． フローレス島のモケ moke 

siwalanや enauの花から採取されたニラを何日も放置して自然発酵させたもの。 

２． トゥアッ tuak 

ニラまたは米あるいは果実を素材に使う。ニラのトゥアッと米のトゥアッに区分されている。 

３． 南スラウェシのバッロ ballo 

ロンタルの樹液から作られる甘い酒。竹のコップで飲む。 

４． パプアのスワンスライ swansrai 

アルコール度が３０％ほどある強い酒。賓客を歓迎する儀式によく使われる。 

５． ミナハサのチャップティクス cap tikus 

arenのニラを発酵させて作る。 

６． チウ ciu、漢字の酒の福建読み 
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キャッサバを発酵させて水分を取り出したもの。バニュマスなど中部ジャワが特産地。 

それらさまざまなアルコール飲料がヌサンタラの各地で遠い昔からおもいおもいに作られて

きた。すべてがその地元で育まれた酒であり、闇とか密造といった概念とは一切関係がない。

闇とか密造のような概念が出現するのは、酒の生産を統制する法規が定められてからのこと

であり、法規がそれを誕生させたようなものだ。行政の統制に服すものは合法正当であり、服

さないものが闇やら密造やらと呼ばれるようになったということでしかなく、それらの法律用語と

品質を結びつけるのは的外れのように思われる。 

 

ヌサンタラの地でオランダ植民地政庁が原住民のアルコール飲料生産の統制を開始したの

は１８７３年のことだった。１８７３年官報 Staatsblad２５４，２５５，２５７号でミラスは財務省税関

局が監督することが定められた。税関局はアラッの製造工程、道具・設備、土地の状況を監督

し、良い品質のアラッが生産されるよう管理する職責を与えられた。植民地政庁は歴史上はじ

めて、伝統的物産であるミラスを統制する意志を固めたのである。もちろん法規制の対象はプ

リブミとヨーロッパ人とを問わない。 

官報２４０号でミラスの等級が三つに区分された。１．組み合わされた赤ボイラーを使って一

回だけ蒸留が行われるアラッ。２．発酵させた主素材を加工して土釜に蓄え、ボイラーで二回

蒸留されるアラッ。３．蒸留が三回以上行われるアラッ。 

法規が定められたとたん、闇や密造やらその他もろもろの違法行為が一斉に始まった。地

元産アラッばかりか外国からの輸入品の闇売買、更にヨーロッパ産ミラスのニセモノが続々と

市場に現れるようになる。 

バタヴィアの植民地政庁は軍人文民の双方にジェネワーjemewer の無料配給を行っていた。

ジェネワーとはジン ginのことだ。高官から最下級兵士に至るまで政府から無料でジンがもらえ

たのである。このジンは市場で販売されていないものであり、私的売買は厳禁された。違反者
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は１６～２５フルデンの罰金もしくは禁固三日間だったが、規則は簡単に破られた。下級兵士は

５センで他人の余りものを手に入れていたのである。 

１８８９年のバタヴィア新聞によればヨーロッパ産ジンの価格は１．５フルデンであり、それが

５センで手に入るのなら、信じられないほどの高利益率になる。下級兵士はせっせとそれを買

い集めて闇ルートに流した。 

バタヴィアの密造酒の分野で、ラウ・タッ Lauw Tat、リム・タイ Lim Thai、ヨー・スイ Jo Soeij、

チェン・テッチェン Tjen Tek Tjen、ゴウ・リアンスイ Gouw Liang Soeijなどの名前は知らぬ者の

ない闇酒のバンダルたちだった。バタヴィア新聞１８８９年１２月７日号は、パサルスネン Pasar 

Senen で闇酒を販売しているラウ・タッの店が警察の手入れを受け、店が閉鎖されたことを報

道している。１８９０年１月１５日には、ドゥバイサーD'Beisser の率いる捜査チームとグロドッ警

察がスンティ Senti橋にあるリム・タイ所有の密造工場を急襲したことが報道された。トイレに隠

れていたリム・タイも逮捕された。 

[ 続く ] 

 

 

「ヌサンタラの酒（終）」（２０２０年１０月１０日） 

ヨーロッパ産高級洋酒を廉く手に入れるのがニセモノ作りの鉄則だ。その標的にされたのが

コニャック、バルセロナ、ポートワインだった。ニセモノはアルコールになる糖分を減らし、水と

塩分を増やす方法で作られた。作られた商品は華人の店で販売され、その廉価低品質の贋物

輸入品はたいてい、プリブミであるプリヤイたちが生活上で見栄を張るための小道具に使われ

て消費された。 

１８９８年に既存法規の穴を埋めるための追加規定が定められた。生産工程・設備・販売・経
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営者・工程監督者・徴税などに関する詳細規定だ。だが政府の法規が十分に社会を統制しき

った実例は今も昔も変わりなく、手に入らなかった。 

政府は１９１８年にアルコール撲滅コミッションを編成して、社会でのアルコール飲料悪用の

捜査と撲滅に立ちあがった。このコミッションの委員長にはポノロゴの県令クスモ・ユド PT 

Koesoemo Joedo が任じられ、警部補・宣教師・軍人・プリヤイ・社会団体役員などが委員にな

った。１９２２年のアルコール撲滅コミッション報告書は、ミラスが世の中で広範に消費されてい

ることを物語っている。バタヴィアでは、製造・販売・消費のすべてに渡って既に不安を抱かせ

る段階に達しており、闇売買の中心地のひとつがスネン地区であると述べられていた。 

植民地政庁はカッツ J Kats の著になる Bahaja minoeman keras serta daja oepaja 

mendjaoehinja: teroetama bagi Hindia-Belanda と題する書物を刊行した。ミラスに関する詳しい

説明とその長所および害悪を述べたこの書物は１９１５年に行われたサレカッイスラム会議

Kongres Sarekat Islamの「政府はプリブミに対して禁酒令を定めよ」という決議を引用している。 

 

プリヤイがヨーロッパ産リカーを飲むことを権威と見映えのツールに使っていたのだから、一

般のムスリムプリブミ層も競ってビールを飲んでいたにちがいあるまい。１９世紀末のバタヴィ

アには、シママン Zimmermannが輸入するビンタン印のクパービール Kupper bier、ディットマン

W Dittmanが輸入する馬印ビール、ドイツのベック社 Beck & COが輸入する鍵印ビール Beck's 

Koentji Bierなどが市場を賑わしていた。 

バタヴィアでデ・クローン De Kroon がビールの生産を開始したのは１８８６年５月６日で、日

産３千ボトルの生産能力を備えていた。現地生産品は輸入品の半額で販売可能と目されてい

たが、５年間の生産の後、１８９０年に倒産した。消費者の嗜好の点で輸入品に勝てなかったよ

うだ。 

１９３０年、蘭領東インドのビール輸入は１，４００万リッターで、ドイツ産１，０４０万、オランダ



ヌサンタラの酒 

11 

産２６８万、日本産７９万という内訳だった。１９３１年には１，０８７万リッターに低下し、ドイツ産

７４８万、オランダ産２０７万、日本産５２万。１９３２年には総計が８０３万、ドイツ産３５７万、オ

ランダ産２３５万、日本産１１５万と平準化に向かう。１９３３年上半期はドイツ産９２万、オランダ

産８９万、日本産２００万と顕著な逆転劇が起こった。 

１９２９年、フランスの銀行家の息子がオランダのハイネケン Heinekenビールにジャワでのビ

ール生産に関する相談を持ち掛けた。ハイネケンはそれに協力して現地調査を行い、スラバヤ

が生産拠点に適しているとの結論を出した。 

ガグル Ngagel地区の土地が買収され、１９３１年１１月に東インドビール会社 Nederlandsch-

Indische Bierbrouwerij Maatschappijが発足した。この工場ではヨーロッパの伝統的な醸造方法

でなく熱帯地方に適した方式が採用され、製品はヤファビール Java Bier の名前で販売された。

しかし伝統的醸造方法にはかなわなかったようだ。ハイネケンは徐々に東インドビール会社の

株式を買い集めて大株主になり、最終的にその工場のテコ入れを行った。 

１９３７年、会社名がハイネケン東インドビール会社 Heineken's Nederlandsch-Indische 

Bierbrouwerij Maatschappij に改称され、ハイネケンのブランド名と星印のアイコンが製品を飾

り、ハイネケンはオランダから東インドへの輸出を全面停止して現地製造に切り替えた。それ

が現在インドネシアで一番人気のビンタンビールの元祖である。現在の会社名は PT Multi 

Bintang Indonesia となっている。[ 完 ] 

  



ヌサンタラの酒 

12 

「続・ヌサンタラの酒（１）」（２０２１年０１月０６日） 

[ブルム] 

バリ島を訪れたひとはライスワインと呼ばれるブルム bremを知っているだろう。さらにバリ島

の土産物屋に行けば、お菓子の固形ブルムも販売されているから知っているだろう。 

固形ブルムはジャワにもあるが、液体ブルムはバリとヌサトゥンガラでしか見られない。酒飲

み旅行者はバリ島の地酒を知っているだろう。アラッ arakとトゥアッ tuakの二つがあり、蒸留酒

と醸造酒の違いになっている。しかし旅行者がトゥアッに触れる機会はあまりないにちがいある

まい。まあ、酒飲みにはアラッをあてがっておけば十分ではあるのだが。 

 

バリ島の伝統地酒にはアラッ arak、トゥアッ tuak、ブルム brem の三つがある。バリのアラッ

はアレンヤシ pohon enau (aren)やロンタルヤシ pohon ental (lontar)の花穂から採られた液体

であるニラ niraを素材にしている。トゥアッも同じだ。一方、ブルムは白または黒のモチ米 beras 

ketan hitam atau putihを素材に使う。 

バリ州カランガスム Karangasem 県では、アラッやトゥアッ生産者は製造開始前にアレンヤシ

を２５日間可愛がる。木に花が咲くと、花の周囲を叩いたり揺すったりして刺激を与えるのであ

る。２５日間、毎日それが繰り返される。そうやって可愛がると、良いニラがたくさんできるのだ

そうだ。 

アラッもトゥアッも、最初はニラの発酵プロセスから始まる。媒体にヤシの繊維とバユル

bayurやクタッ kutatの木の皮が使われる。それらの媒体はまず１４～２０日間乾燥させてから、

更に石の上に置いて木で叩き、柔らかくしたものが使われる。柔らかくなったものがニラを溜め

てある容器に入れられるのである。アラッとトゥアッの工程はその後で分かれる。 

アラッの場合は発酵日数を２～３日かけるが、トゥアッの場合は１日で済む。トゥアッはそれ
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でもう出来上がるのだそうだ。あとは不純物を取り除いてやるだけで、すぐに飲むことができる。 

アラッの場合は次に蒸留工程が待っている。発酵したニラを加熱して蒸発させ、竹のパイプ

を通して蒸留が行われる。加熱する熱源も薪が使われる。薪でなければ味が落ちるそうだ。蒸

留作業は午前５時から１７時まで行われる。 

バリの液体ブルムは黒または白のモチ米が使われる。モチ米はまず洗浄し、タぺ用イースト

を加えて蓋つき容器に入れ、発酵させる。８～１０日間待つと、発酵液が採れる。それがブルム

であり、そのまま飲むことができる。黒モチ米を使えば黒いブルム、白モチ米だと白いブルムが

できる。白黒を混ぜて作れば、ブレンド物になる。バリのブルムは歴史が古く、ヒンドゥ儀式タブ

ラ Tabuhrahに使われる血を代替するものとして使われ始めたという話だ。 

ブルムはトゥアッよりも甘味が勝っている。トゥアッは作ってから十時間くらいは甘味が残って

いるが、二日くらい経つとアルコールの強さが増して来る。 

 

ジャワで作られるブルムは固形菓子のブルムだけであり、マディウン Madiun やウォノギリ

Wonogiriが産地になっている。マディウンのチャルバン Carubanは生産センターとして知られて

おり、チャルバンのバンチョン Bancong 村とカリアブ Kaliabu 村はオランダ時代からブルムの特

産地として名を上げていた。そこでブルム生産が始められたのはオランダ人がやってくるはる

か前だったそうで、今もその家業を続けている生産者たちは、先祖代々語り伝えられたレシピ

―に従って生産を行っている。[ 続く ] 

 

 

「続・ヌサンタラの酒（２）」（２０２１年０１月０７日） 

チャルバンの家内工業で作られているブルムは、こんな製法だそうだ。 
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１．モチ米・イースト・重曹を用意する 

２．モチ米を洗い、水に漬ける 

３．モチ米をおよそ一時間蒸す 

４．イーストを加えて発酵プロセスを七日七晩行う 

５．できたタぺクタン tape ketanを搾って水分を取り分ける 

６．タぺクタンを熱して濃くする 

７．濃くなったものを専用ミキサーに入れて、重曹を加える 

８．そのドウを型に入れて一日置く 

９．密度が高まったものを天日干しして乾燥させる 

天日干しは三日、オーブンを使えばもっと早い 

マディウンの固形ブルム菓子は薄い長方形の、板チョコを大きくしたような平板形で、色は黄

色がかった白色だ。ウォノギリのブルムは白いから、一目で見分けがつく。 

 

カリアブのある生産者は毎日１００キログラムのブルムを生産している。家族だけでなく三人

の村人を雇って生産しており、雇用者は日給制にしてあって、ひと月無休で働けば最低賃金に

近いレベルになるとのことだ。製品は仲介業者やブランドを持つ大型販売業者に卸される。 

小売り用パッケージングは販売者が行うため、生産者は簡易包装の形で製品を送り出す。

生産者は卸売り価格からおよそ３割のマージンが手に入るので、地方村落部にしてはかなり

巨額の経済が動いていると言える。 

中でもブルムの最需要期はルバランであり、ルバラン帰省したひとびとが土産にたくさん持

ち帰るために生産が追いつかない。あるマディウン市内の製造販売店では、ルバラン帰省逆
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流が始まり出すと、店内は購買客でごった返す。一日１００人くらいがやってくるそうだ。しかし

店側は平素から取引のある相手への卸を優先するため、店へ来た客が空っぽのショーケース

を見てむなしく引き返すというシーンがよく起こる。 

この最繁忙期が近付くと、その店は普段の生産量１万箱を１．５から２万箱に引き上げるの

だが、それでも焼け石に水のようなありさまだ。マディウンの生産者はどこでも、だいたいそのく

らいを生産しているという話だ。県外への卸販売はソロ・スラバヤ・ヨグヤカルタ・クドゥスなどが

お得意先になっている。 

 

マディウン県庁商工観光局中小事業コペラシ課の２０１３年データによれば、県下のブルム

製造事業所は６０あって、およそ５百人が雇用されているとのことだ。販売所・店舗については、

ブルムだけを扱っている専門店から土産物店や雑貨食料品店まで入れて県下にはおよそ１０

０の販売ポイントがあり、更に店を構えずバスターミナルや駅などで行商風に販売に携わって

いる者たちもたくさんこの産業の恩恵をこうむっている。 

マディウンのブルム産業は県の経済から見るとたいへん有意義なものになっていて、業界も

イノベーションに余念がない。固形菓子の味の多様化は言うまでもなく、中には液体ブルムの

製造に成功した生産者もいて、バリ島に製品が出荷されているとのことだ。 

[ 続く ] 

 

 

「続・ヌサンタラの酒（３）」（２０２１年０１月０８日） 

[チウ] 

ヌサンタラの伝統アルコール飲料の中にチウ ciuというものがある。アルコール飲料でチウと
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言えば日本人なら焼酎を思い出すに違いあるまい。その日本語の焼酎は中国語で焼酒と書く

そうで、福建語ではそれを siociu と発音する。ヌサンタラのチウはもろに中国語の酒だ。 

チウはヌサンタラにやってきた華人が与えた名称だと思われるが、その史的経緯がよく分か

らない。バタヴィア初期にその周辺に作られた砂糖工場が由来をなしているという可能性がま

ず推測される。サトウキビ畑が作られ、畑のそばの川沿いに水車を使うサトウキビ搾り作業場

が設けられて砂糖の生産が行われた歴史があり、その作業に華人が使われることが多かった。

華人たちが砂糖の副産物として酒を造ったのが事始めであるなら、かれらがそれを酒チウと呼

び、プリブミがそれを ciu という名前の物品と認識した経緯が想像されるのである。 

 

だが、華人のヌサンタラ定住はもっと古くからあったわけで、プリブミに入り混じって暮らして

いた華人の誰かが芋類やサトウキビから酒を造り、チウなるものを教えた可能性を否定するの

も難しいだろう。オランダ人が来るはるか前からヌサンタラはアルコール飲料に満ちていた土地

であり、華人がそこに一ページを加えたという推測も十分に妥当性があるように思われる。 

ともあれ、プリブミが認識したチウなるものは、サトウキビの搾りかすやシンコンを発酵させて

できたタぺシンコンの液体を利用して作られた蒸留酒に限定されていたのではないかと思われ

る。なぜなら、現在のインドネシアでチウと呼ばれているアルコール飲料の素材はそのふたつ

がメインを占めているからだ。 

 

現代インドネシアでサトウキビを素材にしたチウの特産地として名前が知られているのは中

部ジャワ州のブコナン Bekonangとトゥガル Tegalだろう。トゥガル県には蒸留産業地区として有

名なグマユン Gumayun やトゥンパ Tempa があり、トゥガル県グマユンのひとびとは１９世紀に

サトウキビの搾り汁から高アルコール度の白アラッ arak putih を産して名を上げた。トゥガル市

トゥンパは白アラッを素材にした加工製品を作る面で名を高めた。タンクルブアヤ tangkur 
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buaya などは人気のある製品だ。チウ産業は通常の生計に不利な土地で発展した印象がある

ことを指摘するひともある。 

 

最古のチウ産地と言われているブコナンはカランアニャル Karanganyar にあるタシッマドゥ

Tasikmadu 製糖工場に近く、またグマユンもジャティバラン Jatibarang 製糖工場の陰に控えて

いるといった位置関係にあり、チウ地場産業の発展をオランダ人が作った砂糖工場が後押しし

た可能性は高い。 

もちろんブコナンのチウ産業はタシッマドゥ製糖工場が生み出したものでなく、もっと古い昔

からあったものが、製糖工場が作られたおかげで便宜を享受できたために生き残っていると考

えられる。また最古というのは、もっと古い産地が滅びたあとも現在生き残っているという意味

であり、そこが発祥の地ということではない。 

トゥガル県の他にも、バニュマスBanyumas県一帯にチウ産業が散在している。プルバリンガ

Purbalingga、スンピウ Sumpiuh、バンジャルヌガラ Banjarnegara、クロヤ Kroya、チラチャップ

Cilacapなどがそれで、こちらの方はシンコンが素材に使われている。 

素材が何であれ、それらのチウ特産地では住民が何世代にもわたって伝えて来た家業とし

てのアルコール飲料生産を、相変わらずの小規模家内工業で続けているのが実態だ。たいて

いは村のたくさんの家庭が同じようなことをしていて、ブコナンの村に入れば風の中にアルコー

ルの香りが漂っているという現象になって現れる。 

闇酒取締りで押収されたさまざまな瓶詰アルコール飲料の廃棄処分を官憲はショー仕立て

で演じるのが昨今の慣わしになっていて、広場に中身入りの酒瓶が敷き詰められ、その上をロ

ードローラーが走ってつぶして回る。アルコール飲料がこぼれ出て、広場を満たし、側溝にあ

ふれながら流れ去って行くのだが、周辺一帯は酒の匂いに満ち溢れる。見物人の間から、「こ

りゃ、ブコナンの匂いだ。」というつぶやきが漏れるのも、ブコナンという存在を象徴しているか
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のようだ。[ 続く ] 

 

 

「続・ヌサンタラの酒（４）」（２０２１年０１月１１日） 

その昔、イスラム化した後でもヌサンタラの飲酒習慣が消え失せることはなかった。伝統的

な生活慣習を新来のイスラム界が容認し、寛容な姿勢で現実に対処していたことは想像に余

りある。その姿はオランダ人がいなくなるまで続いたようだ。 

独立インドネシア共和国になってから、寛容な姿勢が変化し始めたのではあるまいか。わた

しがインドネシアに関わり始めたころには、「アルコールはハラム」のモットーが国中にこだまし

ていたようで、禁忌を犯すということに対する教徒の精神的負い目意識が強く感じられる時代

だった。アルコールは一滴たりともハラムであるという観念に沿って、消毒用アルコールもアル

コール含有化粧品もハラムであるという原理に向かったわけだが、おかしなことに、毎日きちん

と５回の礼拝を行い、断食も誠心誠意心を込めてそれを実践する庶民たちが、まったく平気な

顔をしてタぺを食べている矛盾に驚かされた。 

そもそも、ずっと昔にタぺ生産者がハラル認証をＭＵＩ（ウラマ評議会）のハラル認定機関か

ら得ていた事実があり、多分それが寛容な時代を象徴するものだったのだろう。しかしわたし

が関わって来た５０年間はしぶきを立てて不寛容に突き進んでいた時代であったのかもしれな

い。だから最近になって、アルコールでなく酔うことがハラムなのだという見解のもとにタぺは製

造も飲食もハラルであるという定義が優勢になっていることは、あたかも歴史が螺旋階段を回

っているようなイメージをわたしにもたらしてくれる。 

 

ブコナンやトゥガルやバニュマスで先祖代々チウ生産を行っていた庶民たちは、アルコール
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不寛容の時代に困惑したことだろう。イスラム社会の禁忌を犯す破戒の元凶と指さされたなら、

何百年も続いてきた家業の営みをどうすればよいのか分からなくなる。かれらはただ、先祖

代々伝えられてきた遺産である家業を維持継続して、祖先に報いたいだけなのだ。社会に害

毒を流そうという気などさらさらない。 

不寛容が進んだ時代、スケープゴートを欲しがる人間はたくさんいた。社会からの指弾をか

わすためにブコナン村のひとびとは、チウという言葉を使わないようになった。生産者たちは自

分の製品をエタノールと呼ぶようになったのである。昔からブコナンはチウの村としてヌサンタ

ラに知れ渡っていた。イスラムが寛容な時代にはそれが販売促進の役割をも果たした。ところ

が破戒の元凶チウの村という烙印に社会が価値観を変えたとき、社会生活においてチウの村

は１８０度の大転換を蒙ってしまった。 

ブコナンの村人たちはチウをエタノールに変えるアイデアでそれを乗り切ろうとしたが、チウ

の村の評判を「エタノールの村」という看板に書きかえるのは容易にできるものではない。 

 

これまで作っていたアルコール度３５～４０度のチウをアルコール度９０％のエタノールにす

ることにブコナン村は取り組んだ。県の指導と協力を得て蒸留器具をモダン化させ、エタノール

製造に邁進しているのが、チウで名前を売ってしまい、不寛容時代の真っただ中に落とし込ま

れたブコナン村の苦難の道になっている。 

 

今でこそ、サトウキビを素材にする蒸留酒がチウという名前を持っているものの、その物自

体がジャワの地に出現したときからチウという名称が与えられたのかどうかは分からない。チ

ウという華語由来の言葉で呼ばれているから、その物品の由来縁起は華人がもたらしたのだ

という考えを持つと、ジャガイモという日本のはてな常識と同じものになってしまうかもしれない。 

歴史家によれば、８世紀から１３世紀ごろまでの碑文の中に酒の話題はよく登場していて、１
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１世紀のカディリ Kadiri 王国時代にサトウキビ蒸留酒は既に飲まれていたという解説もある。

[ 続く ] 

 

 

「続・ヌサンタラの酒（５）」（２０２１年０１月１２日） 

そもそもジャワ島は古来から酒浸りの土地だったようで、シゴサリ Singasari 王国のクルタヌ

ガラ Kertanegara 王のときに王自身が宗教祭礼で酔っぱらった際、地方領主ジャヤカッワン

Jayakatwang の反乱軍によって王国が滅ぼされた事件があり、更にクルタヌガラの娘婿である

ラデン・ウィジャヤが詭計を弄し、ジャワ島を服属させるために攻めて来た元の軍勢をジャヤカ

ッワン討伐に向けさせたあと、戦勝に喜んだ元軍に酒肴を供して酔わせ、一気にモンゴル勢を

全滅させた事例もあって、酒が国を滅ぼし、酒が国を興す、というたいそうな土地がこのジャワ

だったのである。 

そんなジャワの地で生まれたアルコール飲料には、サトウキビの酒、アレンヤシの酒バデッ

ク badeg、コメの酒アラッ、スンダ地方の酒ラハン lahang などさまざまな酒があり、酒の分野で

も多様性に満ち満ちていたことが見て取れる。 

ヌガラクルタガマ Negarakertagama の書によれば、王宮が開く祝宴や宗教祭事に酒は欠か

すことのできないものであり、サトウキビ酒ももちろんそこに含まれていた。そのような歴史を見

渡すかぎり、サトウキビ蒸留酒はチウという名称が与えられる以前から、ジャワ人の産物として

別の名前を帯びて存在していたであろうことが想像されるのである。 

  

[ソピ] 

インドネシア東部地方の地酒と言えば、まずソピ sopi が登場する。ソピの語源はオランダ語
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の zopje に由来しており、一杯、一口、一飲などを意味しているそうだ。ソピは東ヌサトゥンガラ

からマルク～パプア、そして北スラウェシにまで分布しているが、北スラウェシ州ミナハサ

Minahasaのソピはチャップティクスという名称に変わっていて、別扱いがなされている。 

ソピはマルクで発祥したという説がインドネシア語ウィキに記されている。マルクではアレン

ヤシのニラが使われた。一方、東ヌサトゥンガラではロンタルヤシのニラが使われ、そのどちら

もヤシの花穂から採られたニラを素材にして蒸留プロセスを経た蒸留酒がソピと呼ばれるもの

である。 

東ヌサトゥンガラ州ガダ Ngada 県アイメレ Aimere が高品質ソピの特産地として有名だ。この

地方の生産者は、燃えるソピが良質の証明であり、燃えないソピは売り物にならないと語って

いる。かれらは燃えるソピのことをＢＭという言葉で形容している。bakar menyalaがその意味だ

そうだ。 

 

東ヌサトゥンガラを訪れた酒飲みが地酒を探すと、ソピともうひとつモケ moke というものが登

場する。実はこのふたつ、蒸留プロセスが異なるだけの同じものを区分しているのである。モケ

は素焼きの釜に入れて熱し、蒸気を竹パイプに通して作るものであり、ソピはパイプを取り付け

た焼き物の大型容器を使って蒸留している。アルコール度はどちらも４０％だ。 

ソピは地元民の日常生活に深く関わっている。慣習儀式、結婚式、葬式、社交など、日常生

活で欠かせない飲み物になっているのである。ソピは最初、山岳部の生活の不便な場所で発

展した。水の入手が困難な土地でもニラは容易に手に入った。かれらは水の代わりにニラを飲

むようになる。発酵したニラを飲むようになるのは時間の問題だった。 

毎日、朝夕ニラを採り、溜めておいて飲んでいるうちにニラは発酵してくる。結局、水の代わ

りにトゥアッを飲むようになったというのがそのプロセスだ。ヤシ殻でトゥアッを飲むとき、かれら

はわざと少し地面にこぼしてから飲む。そうやって祖霊に感謝を捧げているのである。 
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ニラから砂糖が作られる。ニラにフソル husor の根を粉末にしたものを混ぜると、ニラの甘味

が減り、また液体がどろっとしてくる。その液体を熱して水分を散らすと、パームシュガーができ

るが、散らした水分の蒸気を集めてやるとソピになるのである。蒸留のアイデアはそこから起こ

ったのかもしれない。[ 続く ] 

 

 

「続・ヌサンタラの酒（６）」（２０２１年０１月１３日） 

ニラが住民の日常生活に密着したものであったがゆえに、蒸留酒がかれらの日常生活の中

で文化の一部を担うものに発展して行った。慣習や宗教儀式で飲まれ、親睦のために社交の

小道具として飲まれ、もめごとが起こった後の和解を象徴するものとして飲まれる。日常的に

飲まれるものだから、食事ワルンや食堂、コーヒーワルンなどにも常備されるようになる。需要

が作られれば、自家用に生産しているものの一部がワルンに売られ、家庭に臨時収入の道が

開かれる。酒が地元民の文化を彩るものになるのは、古今東西似通った現象のように見える。 

コンパス紙記者が取材でフローレス島を周遊した時、かれらは食事のためにあちこちのワル

ンに立ち寄った。料理はそれぞれ異なっていたが、どこのワルンもソピやモケを記者一行に勧

めた。 

東ジャワ北岸地方では、今やソピもモケもアレンヤシから作る伝説の飲み物になっているが、

フローレス島ではロンタルヤシのニラで作られる。記者はモケについて、ソピがアルコール度３

０度の蒸留酒であるのに対し、モケは蒸留酒でなくアルコール度は低いもので、酸味が強い、

と書いている。ガダ県バジャワ Bajawa では、ワルンで食事をし終えると、どこでもモケを振舞っ

てくれたそうだ。ここで述べられているモケはどうもトゥアッのことを言っているように思われる。 
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[チャップティクス] 

このチャップティクス cap tikus とはネズミ印を意味しており、その語感から製品名あるいは商

品名を思わせてくれるのだが、実態は物品名称としてこの言葉が使われている。つまり北スラ

ウェシ州ミナハサ Minahasa で産する蒸留酒であり、元々それはソピ sopi と呼ばれていたもの

だ。 

昨今のミナハサで流通しているものは３２０ｃｃの片手におさまるユニークな形の小瓶入りで、

ラベルにネズミの絵が描かれており、チャップティクスそのものになっているのだが、これもそ

のラベルによって名称が定まったのでなく、名称が先行しそのラベルが後追いで作られている。

ラベルにはアルコール度４５％と書かれていて、ビールのつもりでこれを飲むとたいへんなこと

になる。 

ミナハサのソピは元々、住民が各自でアレンヤシの花穂から採取したニラを蒸留し、自家消

費と他人への販売を兼ねて作っていた。だから生産者は何千人もいる。つまりは家庭常備品を

各家で作っていたということなのである。ソピがいつからどんな事情でチャップティクスという物

品名称に変わったのかについては定説がない。いや、誰に聞いてもよく分からない、と言うほう

が正確だ。 

一説では、アレンヤシの林がある原野でニラを採取し、原野のど真ん中の家でソピを作って

いる自分の姿を振り返り、野ネズミがうろちょろしている環境の中で作られるこのソピはどうもネ

ズミ印ものだなという感想を抱いた者がいて、その韜晦じみた呼称がそのうちミナハサ全土に

広まり、他の土地ではソピと呼ばれているのにミナハサだけは別名称になってしまった、という

ものがあるが、誰もがそれを肯定しているわけでもないようだ。 

名称がソピからチャップティクスに変わったのは１８２９年ごろのジャワのディポヌゴロ戦争の

時期だという話もある。オランダ植民地政庁はディポヌゴロの反乱に手を焼き、北スラウェシで

も兵員大募集を行った。募集に応じた北スラウェシの民衆は軍事訓練を受ける。その訓練セン

ターになったのがマナドのアムステルダム要塞 Benteng Amsterdam であり、要塞周辺にたくさ
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んの華人がソピを売りに来た。 

起き抜けの一杯の習慣が抜けないミナハサ人が華人の売るソピ目指して毎朝殺到したにち

がいあるまい。要塞内の兵舎に持ち込んだ者もいたのではないだろうか。ひょっとしたら、オラ

ンダ人やプリブミ指導官の耳に入るのを怖れて、ソピという言葉を別の符牒で呼んだかもしれ

ない。[ 続く ] 

 

 

「続・ヌサンタラの酒（終）」（２０２１年０１月１４日） 

 

ミナハサでアレンヤシの木はセホ seho という名前で、その花穂から採れる白い液体はサグ

エル saguerと呼ばれている。ここでも住民はセホを叩いたり揺すったりして、良質のサグエルを

たくさん吐き出させるのに努めている。サグエルの品質はその可愛がりようと花穂の下に吊り

下げてサグエルを溜める竹筒の良し悪しに影響される。 

砂糖のように甘いサグエルを得るためには、花穂から出てくるサグエルを直接受け止める位

置に竹筒を構えること、ろ過機として使うセホの繊維がきれいなものであることが重要条件だ

そうだ。サグエルが良質であればあるほど甘く、それを使って生産する蒸留酒は高品質のもの

になる。 

アルコール度について言うなら、サグエルは出てくる最初からアルコールを５％ほど含有し

ている。そのサグエルを熱して蒸気を竹パイプに通し、その先端で冷えて水滴になったものが

チャップティクスである。ほとんどの生産者は先祖代々伝えられて来た方法を使って蒸留作業

を行っており、その器具や作法次第でアルコール濃度に差がつくのだが、だいたいが４０％を

中心にしてばらつく程度だ。 
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一般庶民がほとんど毎日自宅で行っているチャップティクスの製造は、まずセホの世話から

始まる。花穂の周囲をたたくのは４日間くらいで、甘いサグエルが採れても蒸留するときは酸っ

ぱくなっていなければならないらしい。蒸留作業はポルノ pornoと呼ばれる炉が使われ、サグエ

ルはドラム缶にいれて熱せられる。６ガロンのサグエルから１ガロンのチャップティクスが得ら

れる。 

蒸留が始まると、最初の２瓶はアルコール度が４５％を超える。これはチャクラム cakram と

呼ばれて特別扱いされる。その後はどんどん低下して行って、３０％程度まで落ちてしまうとの

ことだ。 

 

ミナハサでは、はるか遠い昔から、男たちが野良仕事に出かける際に、毎朝早くソピを一杯

引っかけて出るのが習慣になっていた。だからどの家庭もがソピを作り、自家消費を行ってい

たのである。郷土文化の一形態と言えるだろう。 

早朝の一杯は寒気を払い、仕事の意欲を煽る駆動エネルギーだった。ショットグラスのよう

な小さい器で一杯ぐい飲みをして出かける姿は、きっと男の世界だったのだろう。ショットグラス

のことをインドネシアではスロキ seloki と呼ぶが、これもオランダ語の slokje に由来しているそ

うで、意味はそのものずばりのぐい飲みだ。 

毎朝、ぐいをやっている者の中に依存症に向かう者が出るのは当たり前のことだ。だからか

れらの先祖はそれを戒める格言を語り伝えた。スロキひとつは血を増やす。スロキふたつは監

獄行き、スロキみっつは地獄行き。 

それでも地獄行き候補者の絶えないのが人間界の常で、北スラウェシ州警察によれば、マ

ナドを含むミナハサ一円の犯罪事件は、その５割超がチャップティクスで血と度胸を増やした犯

人によって行われているそうだ。かれらはスロキどころか、３２０ｃｃ小瓶をぐい飲みしているは

ずだから、落ちる地獄はいったい何層下の地獄なのだろうか？ 
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ミナハサのワルンや飯屋・食堂では、たいていサグエルが売られている。客はまずサグエル

を軽く胃の中に落とし込んで食欲を煽り立たせる。アペリティフと同じだ。売れ残ったサグエル

はもちろんチャップティクスに変身させられる。庶民の作るチャップティクスのアルコール度はだ

いたい４０％前後だが、器具と作法の優劣で上か下かの違いが出てくる。さらに作ったあと熟

成させると、アルコール度はもっと高まる。ミナハサの酒飲みたちは、良質のチャップティクスは

火をつけると青い炎が出ると語っている。 

昨今のミナハサで流通している洒落た小瓶入りのチャップティクスは製造メーカーがあり、こ

の会社は１９７８年に公式登録をして生産を開始した。行政と官憲は市場統制のためにこの製

品だけを域内のワルンや食堂で販売させる方針で臨み、一般市民が作っているものの市場流

通を禁止したが、最初は何千人もいる生産者が猛反発して反対デモが行われている。結局、

その製造メーカーは一般生産者が作るチャップティクスを公定価格で買い上げる義務を負わさ

れ、一般生産者が近隣のワルンに売っていた状況は、そのメーカーに一手販売する形に変わ

って落着したようだ。[ 完 ] 


