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「カリマンタンのダヤッ料理（１）」（２０２１年０８月２４日） 

世界のどこでも河が古代文明を育んだのと同様に、カリ

マンタン人の文明も河に興り、河に沿って発展した。ムラワ

ルマン王の名と共に不朽のものになっているインドネシア

最古の王国、東カリマンタンのクタイ王国は、マハカム河の

河口であるクタイカルタヌガラ県ムアラカマン郡に都を置い

た。ムラワルマン王の

碑 yupa1は河口から近

い丘の上に建てらてお

り、西暦紀元４００年ご

ろ建てられたと見られ

るその石碑はパッラワ文字で書かれたサンスクリット語の銘

文になっていて、クタイ王国がインド系王朝だったことが確実

視されている。王都がマハカム河口にできたことの原因のひ

とつに、食の豊かさがそれを保証したためだという見解も出さ

れている。 

 

このインド系王国は後に興ったイスラム系のクタイスルタン国に滅ぼされたので、それらを区別

するために古代王国はクタイマルタプラ王国、イスラム系はクタイカルタヌガラ王国と呼ばれてい

る。それらとは別に、今の西クタイ県スンダワル Sendawar、別名スンタワル Sentawar にも小王国

があり、西クタイのダヤッ人はスンダワルが種族発祥の地であると認識している。 

 

 

1 石碑の写真は編者が国立博物館で 2011/07/16 に撮影したもの。 
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カリマンタン島の三大河川は東のマハカム河（９８０キロ）・中部のバリト河（８８０キロ）・西のカプ

アス河（１，１４３キロ）から成っている。それぞれの大河は陸地を分断する数限りないほどの支流

を持ち、川水が流れる場所にダヤッ人の居住場所を提供した。 

ダヤッ族はたくさんの支族に分かれていて、中部地方だけでもガジュ Ngaju、オッダヌム Ot 

Danum、ラワガン Lawangan、マアニャン Maanyanの四つの主支族がおり、それに１３１もの小支族

が所属している。小支族はバリト河の支流の流域を占有し、それぞれが独自の文化の中で自治的

に暮らしている。ところがかれらはバリト河という大河で相互に結ばれていて、文化面での融合ば

かりか、実生活での相互扶助もまるで親戚付き合いのように行っている。 

たとえば陸稲の取り入れに失敗が起こった上流の小支族が河口の小支族の穫り入れに参加し

て、米をもらって帰る慣習がある。上流ではほとんどが陸稲栽培で、収穫期は６～７月であり、河

口では水稲栽培が行われて収穫期は８～９月になっている。そんな仕組みの違いがその慣習の

実現を支えているのも間違いあるまい。 

クタイ王国だけでなく、古くからすべての大河の

河口に大きい町ができて、更に人間が海岸部か

ら内陸に移動を始めたとき、河が使われた。河は

天然に作られた街道の役割を果たし、ひとびとは

木の幹をくりぬいたジュクン jukung やランカン

rangkan2と呼ばれる大型小型の船で街道を上り

下りした。 

原住民コミュニティが宿駅のように距離を置

いて河川沿いに生まれ、友好的に通行しようと

 

2 Jukung Rangkanの写真の説明には 18世紀とあるが、その当時にはカメラがなかったのでは。

https://folksofdayak.wordpress.com/2014/05/28/jukung-rangkang-perahu-tradisional-dayak/  

編者の友人の木造船の権威によると、rangkanが正しいようです。 

Jukung 

Jukung rangkang 

https://folksofdayak.wordpress.com/2014/05/28/jukung-rangkang-perahu-tradisional-dayak/
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するかぎり、旅人は各宿駅で大いに歓迎された。もちろん贈り物がないでは友好さが証明できない

ことを忘れてはならない。 

 

それらの原住民コミュニティは周辺のジャングルと、そして村が面している河川から食料を得た。

カリマンタンの食事は陸の幸と水の幸に満ちている。そして水の幸は川魚料理が多い。 

ダヤッのガジュ族はミヒン mihing と呼ばれる巨大な

船の骨組みのような木製構造物を川底に置いて魚を

捕る。ミヒンは８種類の籐竹木を材料に使い、長さは数

十メートルに達するそうだ。このミヒンについての伝説

がある。 

昔々、ボワッという名の男が上界に連れ去られた。

ダヤッの宇宙観は上界・現世である人間界・そして下界で構成されており、人間界は上と下で異界

に包まれているという観念になっている。上界は天国であり、人間界と異なる不滅の世界だ。下界

は人間界に似ているがやはり不滅の世界だ。有限な人間界とそれらが相互に補完し合って存在し

ているというのがダヤッの宇宙観なのである。人間は死ぬと上界に移る。そのときに河を通って移

るとされていて、河は人間界にとって上界と下界に至る通路と考えられている。[ 続く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（２）」（２０２１年０８月２６日） 

ボワッは上界がたいへん豊かな場所で、人間界にある金銀財宝に満ち溢れているのを知った。

おまけにどうしてそんなことが起こるのかということまで知ったのである。上界にはミヒンというもの

があって、そこは常に金銀財宝でいっぱいになっており、しかも金銀財宝を使ったために隙間がで

きても、またすぐにお宝が湧いて出て来るのである。 

Mihing 
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あるとき、上界のひとびとが新しいミヒンを作るために集まった。ボワッは離れた場所に連れて

行かれて縛られた。ボワッは叫んだ。「おい、何をしてるか全部丸見えだぞ。」するとかれらはボワ

ッを巨大なゴン gong の下に移した。ボワッはまた言った。「作り方が全部見えるぞ。魚網で目をふ

さがれないかぎり、わしには丸見えだ。」 

ボワッは顔を漁網で包まれた。上界のひとびとは安心してミヒン作りを進め、ボワッも安心して

網の目の隙間から作り方を見て覚えた。その後しばらくしてからボワッは人間界に戻され、かれは

上界で得た秘密を人間界で密かに実践してみようと考えて、ミヒンを作って河底に沈めた。すると

実に霊験あらたかで、魚がどんどん捕れたそうだ。 

ダヤッ人がミヒンを作るとき、いくつかのタブーがあって、製作に携わる者は厳粛な気持ちで仲

間と喧嘩などせずにミヒン作りにいそしむこと。女性はミヒン作りを見てはならず、ましてや製作中

のミヒンに入ることは厳禁。女性が製作中のミヒンに入ると、魚がミヒンに入らなくなり、またその女

性も出産時に死産や母体死亡を蒙ると言われている。ミヒンに入った魚を捕るときも魚を傷付けて

はならない。なぜなら、魚の血がミヒンの中に流れると他の魚がミヒンの中に入らくなってしまう、と

信じられているからだ。 

 

コメは昔からダヤッ人の主食だった。コメは最初、人間界を富ませるために上界が与えたもので、

天国とこの世を結ぶ媒体と考えられていた。上界が人間に与えたコメは大きなもので、モミ粒を日

に干しておけばティッ・ティッ・ティッと音をたてながらモミ殻が向けて行く。だから人間は身を粉にし

て働かなくても、十分に腹を満たすことができた。 

あるとき、ひとりの盲人がモミ粒を干してある場所を通りかかった。モミ殻が立てるティッ・ティッ・

ティッという音をその盲人はニワトリの声だと思った。大切なモミを数羽のニワトリがついばんでい

るイメージがその脳裏に浮かんだ。「とんでもないニワトリどもだ。成敗してくれる。」盲人は杖でモ

ミ粒を打ち叩きまくった。 

怒ったのはモミ粒たちだ。「なんてことをするんだ。こんなひどい人間たちにいい思いをさせる必
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要なんかないだろう。なあ、みんな。」 

モミ粒たちは一斉に賛同を唱えた。それ以来モミ粒、つまり稲の実は小さいものになり、人間は

たいへんな手間暇をかけてコメを得なければならなくなった。そうやって苦労して得たコメで十分に

腹を満たせる人間の数も減ってしまった。 

 

ダヤッ人の陸稲の種蒔きも、良い稔りをもたらしてくれるよう、モミに大いなる敬意を表して行わ

れる。畑の中心部は humpun bini と呼ばれる聖域として残され、そこにモミのための供え物が置か

れる。さまざまな特別の意味を持つ樹木の枝葉とピナンの実、鶏卵、そして節に水が詰められた

竹が地面に突き立てられる。水は河川から汲んだものだ。尽きることのない河川の水のように、こ

の畑が常に潤うように。「稲も水を飲み、水浴もするんだ。」 

５人の男たちが横一列になって泥炭土の緩やかな斜面を歩く。一足ごとに手にした棒で地面に

窪みを作る。その後ろを女たちが付いて歩く。女たちはバッグや袋に入った種モミをつまんで窪み

に落としているのだ。植えられる稲種は単一でない。うるちだけでも数種類、モチ米も、赤米も撒か

れている。かれらの暮らしには、そんなバラエティが必要とされているのである。実にダヤッ人の持

っている陸稲の種類は数十に上っているそうだ。[ 続く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（３）」（２０２１年０８月２７日） 

２０１３年１１月初め、東カリマンタン州西クタイ県の創設１４周年記念祝祭をコンパス紙が取材

した。特に、催しのひとつとして開かれる大祝宴に地元のダヤッ族の料理が勢ぞろいするとあって、

興味津々の取材になった。 

西クタイ県はマハカム河上流に作られた県だ。祝宴の会場はスンダワルにある文化園内の建
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物のひとつだった。大広間の木の床にダヤッの織物が長く敷かれ、その上にさまざまな料理が所

狭しと並べられていた。大小の皿に焼き魚や揚げ魚が載り、大椀には野菜や魚の汁物が入ってい

る。取材班は県婦人会会長ヘルミヤナさんの解説を聞くことにした。かの女がこの大祝宴で供され

る料理の総取りまとめ役だったのである。 

トゥンジュンダヤッ族の料理 bina'kは酸ナス terong asam とラクンプ lakum'pの実がトウガラシと

ニンニクやスパイス類と一緒に煮込まれていて、たいへんエキゾチックな味覚を愉しめる。ラクンプ

はマハカム河沿いの至る所に生えている蔓性植物で、その紫色の実は酸味と渋みの混じったユ

ニークな味だ。ビナッはダヤッ族の伝統スタイルの結婚式の祝宴にしか出て来ない料理であり、外

部者がそれを賞味できるのはきわめて稀なことなのだ。 

その汁はパティン patin 魚でだしを取る。パティンは

東南アジアのたいていの川に棲む大型淡水魚のひと

つで、英語では pangasius、日本語はバサと言う。それ

にショウガ・赤と白のバワン・ウコン・スレー・酸ナス・

ラクンプの実・髪バワン bawang rambutを加えて一節が５０６０セ

ンチの竹筒に入れ、クチョンブラン kecombrangの葉で封をして６

時間超、火であぶる。 

酸ナスはナス科の植物で、terung dayakとも呼ばれている。髪

バワンはアヤメ科植物で、その塊根から出る根毛が髪の毛のよ

うに長く密生している特徴によって名付けられたと思われる。中

米が原産地であるものの、インドネシアではカリマンタンの特産種になっている。別名 bawang 

dayakや bawang hutanなどとも呼ばれる。 

ikan jelawat bakar daun emperum'kはジュラワッという体重が十数キロの重さに成長する川魚に

ンプルンクの葉を搾った水をふりかけてから焼き魚にしたもの。食べる前に赤バワンとトウガラシ

のみじん切りを載せる。 

Ikan Patin 

Bawang rambut 
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pumni は ikan baung と瓜と若い籐の芯の煮物だ。籐の芯はかすかな苦みが感じられた。buras

は米のロントンに ikan gabusとその煮汁をかけたもの。nasi sobotは陸稲の米とキャッサバを gebok

の葉で包んで炊いたもの。 

デザートは bubur jagaq。ジャガッは陸稲畑で稲の間に植えられていたチガヤの一種であり、小

さい実をたくさんつける。陸稲の収穫が失敗すると、ダヤッ人はジャガッを主食にした。稲の収穫を

行った後にジャガッを取り入れるのが昔からの慣わしだった。しかし陸稲は一年二回の収穫があ

るが、ジャガッは年一回しか稔らないため、ダヤッ人の間で植えるひとが減っている。つまりブブル

ジャガッも口に入る機会が減っている食物なのだ。 

このブブルはアレンヤシ砂糖とココナツミルクを垂らして食べる。記者の印象はジャワのブブル

メラ bubut merah と似たようなものと感じたが、ブブルジャガッは細かい粒々感が口中に残った。 

 

今ではダヤッ料理のレストランがあちこちの都市にオープンしているものの、昔は滅多に出会え

るものでなかった。カリマンタン島内にすらほとんどなかったのだ。それはどうしてなのか。[ 続く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（４）」（２０２１年０８月３０日） 

ダヤッ人文学者コリー・ラユン・ランパン氏によれば、ダヤッ人にとって食べ物は分かち合うもの

というのが基本コンセプトになっていたからだ。コリー氏は次のように語った。 

ダヤッ人はその日に食べる分量だけしか取らない。狩りをすれば、獲物の肉は全部みんなに分

配する。カリマンタンにダヤッ料理レストランがないのは、人間が少ないからだ。ダヤッ人自身も人

口が多いわけではない。レストランを開いたところで、どれだけの客が食べに来るだろうか。もうひ

とつは、babi 肉の問題だろう。バビ肉を食べないひとたちは、ダヤッ料理がバビ肉と無縁でないた
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めにダヤッ料理を食べようと考えない。ダヤッ人自身はバビ肉を神事の宴に不可欠なものとしてい

るから、作る料理にバビの要素が入ることを避けるのが困難だ。 

コリー氏が語ったバビという言葉は広い意味で使われている。インドネシア人がバビと言う時は

豚と野生豚であるイノシシの両方を含んでいるケースが多い。イノシシであることを明確にしたい

場合に babi hutanが使われる。イナゴとバッタが同一の言葉で表現されたり、ジャワ人が羊とヤギ

を同一のカンビンという言葉で言い表すのと似たようなものだ。それを語彙が少ないと誤解しては

いけない。大カテゴリの下位区分として使い分けるコンセプトになっていることを見落としてはなら

ないのである。 

言うまでもなく、インドネシアの都市部にオープンするダヤッレストランはハラル認証取得の対策

を行えば豚の要素の混じらない料理を供することができる。豚の要素が混じって当たり前の中華

料理ですら、ハラル認証を得たところがいくつもある。かえって本家のカリマンタンでハラルなダヤ

ッレストランを開く方が難しいと言えるようだ。 

 

西クタイ県創設１４周年記念では、県のよき未来を祈念して生贄の儀式が行われた。熱い太陽

は暑すぎる世をもたらさず、雨は多すぎる水をもたらさず、稲はよく稔り、魚はよく近寄って来るよう

に。 

西クタイ県民を構成しているダヤッ族のブノアッ、バハウ、トゥンジュン、クニャッ、アオヘンの小

支族およびクタイムラユ族にとって、県の繁栄は自分たちが手に手を取って作り出さなければなら

ないものだ。生贄の儀式はマジョリティであるダヤッ族の様式で行われるが、ムスリムのクタイムラ

ユ族が除け者にされることはない。 

生贄の儀式は１６人の祈祷者 pemamangが司って厳粛に営まれた。生贄にされたのは２頭の水

牛だ。生贄の儀式は８日間ぶっ通しで行われ、他の日はバビやニワトリが屠られる。その一日が

水牛だけの生贄になったのは、県民の協調融和が大優先されたためだ。 
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水牛はイスラムのハラルな作法に従って屠られ、解体された。もちろんそれを行ったのはムスリ

ム県民だ。そして水牛肉がなんとルンダンに料理され、参会者の全員に振舞われたのである。 

ひとりの男性シェフの指揮下に、数十人の女たちが黙々と肉を切って、水が沸騰している巨大

な５つの鍋に入れる。普段カリマンタン料理に使われるスパイス類はウコン・ショウガ・スレーそし

てココナツ程度だというのに、そこにコショウ・コリアンダー・アニス・ククイなどが加えられた。ミナン

カバウ名物の重厚なスパイスに満ちたものにならなくても、それに近いものが作られる。 

出来上がったルンダンの一切れが温かい飯と共に皿に置かれ、女たちの手から手へとリレーさ

れて大広間に運ばれ、その何百枚もの皿が数カ所に分かれて積み上げられていく。この儀式に集

まった参会者たちは宗教的戒律の違いを忘れて、和気あいあいと同じ物を食べるのである。[ 続

く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（５）」（２０２１年０８月３１日） 

西クタイでは、ルンダンは昔からダヤッとムラユを結び合わせる食べ物として使われて来た。ダ

ヤッとムラユが同じ席に着いて同じ物を食べるとき、ルンダンが供されたのだ。それがいつから始

まったのかを知っているひとは地元民にもいない。その日、ルンダンの調理を指揮したムラユ系の

シェフですら、西クタイにおけるルンダンの起源については知らないと言う。 

コリー・ラユン・ランパン氏は、先住民のダヤッ族が後からやってきて住み着いたムスリムのクタ

イムラユ人、バンジャル人、ブギス人たちを受け入れ、隣り合って暮らすことを昔から自然に行って

きたことを示すものだとそれを論じた。素材の肉はダヤッの古来からの食べ物である水牛が使わ

れ、その味付けと調理法がムラユ系であるミナンカバウに倣ったハイブリッド料理だという見方が

できる。 
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普段からあまりスパイシーな料理を食べない内陸ダヤッ人が豊富なスパイスを使った味覚の鋭

い食べ物を受け入れていることが、外来のものに対するかれらの広い受容力を示しているのだと

いうコリー氏の見解だ。 

 

中部カリマンタン州パランカラヤの町にある地元料理の食堂には、たくさんのメニューが用意さ

れていた。やはり川魚の料理が多い。jelawat, lais, saluang, patin, gabusあるいは baungなどが焼

き物・揚げ物・煮物・ペペス pepes、ペニェッ penyet、ジュフ juhu などにされる。ジュラワッはカリマ

ンタンだけに住む魚で、揚げ物にすると最高。サルアンは川魚の雑魚だ。バウンはナマズに似た

巨大魚である。 

煮物は濃いココナツミルクと豊富なスパイスが使われている。ジュフとはタケノコや若い籐の芯

と一緒に煮込んだもの。籐の芯は苦みがあって、ニガウリを思い出させる。客は選択したおかずと

陸稲の飯とサンバルスレーsambal seraiで食事する。サンバルスレーはスレーの香りが豊富で、あ

まり辛くない。 

魚を発酵させた wadi を油で揚げたものは塩気と酸味が強い。果実の酸味とはだいぶちがう。魚

の卵をスパイスで黄色く煮込んでいる telur ikan masak kuning はモチモチした魚卵の感触に甘味

が載っていた。gulai ikan jelawatや sayur asam ikan baung、そして甘酢をかけた ikan asin telang-

telang の魚肉は口の中でとろけるようだ。薬用シダの kalakai と籐やヤシの若木の芯とスレーで作

ったすまし汁も人気がある。 

 

川魚はダヤッ人の日常食品なのだ。常に河川の岸に居住地を設けるダヤッ人は川がもたらす

たんぱく源を毎日摂取した。きっとそのあまりにも日常的なものとして扱われて来たためだろう、神

事の生贄に魚が使われることは皆無になっている。ダヤッ族の生贄は牛・水牛・バビだ。コリー氏

によれば、それらの動物のほうが、元々生贄に使われていた人間に近いからだそうだ。臓器など

を含む身体の構造が人間に近いために、人間の代理を果たすことができると考えられたのかもし
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れない、とかれは言う。 

別の人類学者はダヤッ族の宇宙創造観について、「造物主はまず陸上生活する獣を作り、その

あとで人間を作ったというのがかれらの持っている観念であり、陸生の獣たちは人間の兄に当た

ると考えられている」と述べている。ここでもまた、生贄に成りうるものは人間と同等のものでなけ

ればならないという考え方が登場する。最高最良の生贄は人間であるということを言外に物語って

いるようにわたしには聞こえる。[ 続く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（６）」（２０２１年０９月０１日） 

ダヤッ人にも魚の保存食がある。塩に漬けて日干ししたものはどこにでもあるが、発酵させる保

存法はヌサンタラで稀なものだろう。中部カリマンタン

で一般に行われている発酵型の魚の保存はいくつか

の種類があるそうだが、ワディ wadiと呼ばれるものが

一番普及している。この方法はダヤッ人だけでなくバ

ンジャル人も行っている。 

特にダヤッ人にとって魚の保存がたいへん重要なのは、かれらが陸稲の仕事に掛かり切りにな

るとき、魚を捕りに行く時間がなくなることが大きく関わっている。その時期になると、ワディを漬け

てある壺を出してきて、壺のワディを調理して温かい飯といっしょに食べることになる。 

 

既にお気付きの読者もいらっしゃるだろう。日本人の魂のように思われている寿司の原形がカリ

マンタンの地に残ったものがワディなのである。そのスシの「ス」という発音が果たして中国語伝来

以前の和語だったのかどうかに疑問が生じた。 

Wadi 
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国語辞典では「酢」の訓読みが「す」になっており、音読みは「サク・ソ」だけしか書かれておらず

「ス」は見当たらないのだが、現代中国地方語の中に「ツウォ・チュオ・ス」が存在している。英語

wiktionary の「酢」のページを開くと、日本語の項の呉音（つまり日本語音読み中の呉音）として「ス」

が記載されている。 

もうひとつの「酸」も訓読みが「す」、音読みは「サン」になっているものの、やはり英語 wiktionary

には中国中古音に「スァン」、現代福建語に「スン・スイ・ソアン」が見える。 

古語「酸し」の語根は中国語が渡来した後、中国語に乗っ取られたのではないかという可能性

がそこに出現するではないか。いや、あくまでも可能性としてだ。しかし、もしそうなら「酢」も「酸」も

訓読みを持たないことになり、「日本語古来の形容詞があるのだから、'す'は訓読みだ」論者の自

信を覆すことができるかもしれない。 

 

余談はさておき、ダヤッ人はワディをこのようにして作っている。まず魚をおとなの掌の半分大に

切り、塩を塗って一昼夜置く。翌朝、魚を洗って塩を全部落とす。それからアレンヤシ砂糖の水溶

液に一昼夜漬ける。翌日、魚の切り身を細切れにして、ニンニクをふりかける。それを壺に詰めて

から、上から炒ったコメ粒をふりかける。 

コメ粒も先にプロセスを経ている。まず洗ってから一晩乾かして、それを炒って黄色っぽい茶色

にする。そして粗く砕いておくのである。およそ一週間経過すると、魚は発酵してワディになる。に

おいはものすごいが美味しい、とかれらは言う。 

jelawat, papuyu, baung, gabus, gurami その他、河川で取れる魚は何でもワディにされる。ワディ

は何カ月間も保存が効き、一年でも大丈夫だと言うひともいる。ワディは独特の酸味があり、たい

ていのインドネシア人にとっては他で経験したことのない酸味だそうだ。コンパス紙記者が油で揚

げたワディを試食し、うまいうまいと言って全部たいらげた。 

食べた後でワディの壺を見せてもらい、においのすさまじさに閉口した。もし先にこのにおいを
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嗅いでいたなら、試食は遠慮しただろうと記者は書いている。魚の食べ方のバリエーションとして

ワディはたいへんにユニークなものであり、インドネシア人の食生活にこれが取り入れられたなら、

魚食の楽しみ方が広がることはまちがいないだろうというのが記者のコメントだった。かれはきっと、

日本の「なれずし」をも抵抗なく食することができそうだ。[ 続く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（７）」（２０２１年０９月０２日） 

ワディはダヤッ族の各家庭で作られていて、それぞれがわが家の味を持っている。昔、日本の

家庭がそれぞれ漬物を作っていたようなものだろう。パランカラヤ大学農学部が各家庭のワディの

味を調査したことがあった。南カリマンタン州でワディ作りの盛んな三地方の百家庭を選び、それ

ぞれに５キロの魚を提供していつも行っている方法でワディを作ってもらった。その結果、魚の重

量に対して１５％の量の塩を使ったワディが一番美味しいことが判明した。 

更にアレンヤシ砂糖の量もいろいろ変化させてみた。砂糖の量を多くして作ったワディは油で揚

げると黒くなり、見た目が食欲をそそらなくなった。アレンヤシ砂糖の適量もやはり魚の重量に対し

て１５％の量になっていることが明らかになった。ライムの搾り汁は４％が最適であることが分かっ

た。 

ワディをカリマンタン島外で普及させようと考えるビジネスマンが現れたとき、パランカラヤ大学

の研究成果が有効利用されることになるだろう。 

 

バンジャルマシンの名物に三角クトゥパッ ketupat segitiga がある。ただしクトゥパッでなくロント

ン lontong segitiga と呼ぶのも一般的になっている。どちらの名称であろうが、腹に入れば同じ物と

いうところだろうか。 
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クトゥパッの方はカンダガン Kandangan という地名が添えられるケースが多く、バンジャルマシン

から１２５キロ北東に離れた南フルスガイ県の県庁所在地カンダガンがその発祥の地と言われて

いる。 

クトゥパッカンダガンはクトゥパッの飯の上から味付けされ

た濃いココナツミルクの汁をたっぷりかけ、揚げ魚の切り身

を上に乗せて供される。更に家鴨の卵やクルプッが添えら

れたりする。ジャワ島でクトゥパッはイドゥルフィトリの食べ物

とされていて、シーズンから外れると口にする機会がほとん

どなくなってしまうものだが、南カリマンタンでもバリ島でもクトゥパッは日

常の食品になっている。ところが、南カリマンタンでは、クトゥパッの飯が他地方の飯と異なってい

るのである。 

たいていどこの地方でもクトゥパッにはそれぞれの地元で美味しいと言われているコメが使われ

る。どこへ行ってもコメはインドネシアで pulen と形容されるもっちりフワフワのコメが使われ、クトゥ

パッの容器の形に成型された飯が皿の上でもその形を維持しているものだ。ところがクトゥパッカ

ンダガンはパサパサのシアム siam 米が使われているのである。どうしてそんなことが行われてい

るのか。カンダガンのひとびとが意地悪をしているわけでは決してない。南カリマンタンのひとびと

は pera と呼ばれるパサパサのコメの方を美味しいと感じているからだ。 

この事実を視野に入れるなら、ＫＢＢＩが定義付けている pulen/pulanの語義 empuk dan enakに

疑問が生じることになる。南カリマンタン人はプルンな飯を tidak enak と感じているのだから、ＫＢＢ

Ｉの enak という定義が適用できない。 

多分プルンとは元々もっちりフワフワの empuk な飯という意味しかなかったのかもしれない。そ

の性質に人間の嗜好が関わって、ジャワ人たちがプルンが美味いと言い出したことからプルンに

美味いの意味が後から添えられたのではあるまいか。もちろんジャワ人はプルンを美味いという

意味で使うケースがたくさんあるのだろうが、美味いという語義をプルンの意味として固定してしま

Ketupat Kandangan 
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うと、南カリマンタン人との会話で行き違いが起こる可能性が出現するようにわたしには思える。

官選辞書にも勇み足がありそうだ。[ 続く ] 

 

 

「カリマンタンのダヤッ料理（８）」（２０２１年０９月０３日） 

クトゥパッカンダガンの飯はパサパサ飯だから、皿の上ですぐに崩れてバラバラになってしまう。

若いヤシの葉で作った容器の形は維持されない。だからカンダガンのひとびとのしていることが揶

揄される。わざわざクトゥパッの容器を作り、そこに米を詰め、わざわざ特別に炊き、いざ食べると

きに皿の上に置くと崩れてバラバラになる。これじゃあパサパサ飯を一括で炊いて、それを皿に盛

るのとどこが違うのか？手間暇かけてご苦労さん。 

しかしクトゥパッカンダガン食堂はシアム米の飯をプルンな飯に変えようとしない。プラ飯でなけ

ればクトゥパッカンダガンにならないとかれらは言い張るのである。ジャワのコメを使うとベタベタに

なり、濃いココナツミルクの汁に浸してしまうと、お粥のようになってしまうのかもしれない。クトゥパ

ッカンダガンの食べ方はきっとプラな飯に最適な方法なのだろう。 

 

ヌサンタラで一般的なおやつの中にンピン

empingというものがある。ムリンジョmelinjoとい

う樹（日本語ではグネモン）の実を素材にしたも

のが一般的になったために、ンピンと言うと

emping melinjo を指すことが習慣になってしまっ

たようだが、元々はコメが素材だったように思わ

れる。インドネシア人は甘いものが好きで苦いものなんか食べないという先入観は、かれらがンピ

ンムリンジョを食べている姿が目に入っていないからだろう。 

Emping 
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ムリンジョの実はまず中火で炒られる。砂焼きにする方法もあるし、茹でる人もいる。そして外皮

と中皮をはがすのだが、これは一個一個の実の皮を手ではがす作業になる。そのあと、実をひと

つひとつ木槌や円筒状の石でつぶし、更に叩いて厚紙のようにしていく。 

妥当な薄さになったところで、２４時間乾燥させる。これは一個の実が一枚のンピンムリンジョに

なったものだ。それがそのままつままれて口に入って行くことになるのだが、世の中にはクルプッ

kerupuk くらいの大きさのンピンムリンジョもある。それは数枚をつなげて作る。言うまでもなく、芋

やトウモロコシの粉を混ぜたり、甘辛い味付けをしたりといったことも行われて、ンピンムリンジョの

バリエーションが広がっている。 

一方、あまり目にする機会がないコメのンピンも地方へ行くとまだまだ一般的に食べられている

のだが、都市部のスーパーの棚はンピンブラス emping berasがあっても陰に隠れているようで、ン

ピンムリンジョの独り舞台の感が強い。 

スマトラのブリトゥン島では、モミ粒を２４時間ココナツミルク溶液に浸してからつぶす。すると平

らなンピン状になってくる。その後でザルに載せてふるい、籾殻はきれいに除去される。別に用意

してあったココナツミルクの水溶液・ヤシ砂糖・パンダンの葉を混ぜたものをンピンブラスと一緒に

皿に入れて食べる。このコメの食べ方は陸稲栽培者がバリエーションのひとつとして行っていたよ

うで、やはり陸稲栽培の盛んなカリマンタンでも同じような食べ方が伝統的に行われて来た。 

パランカラヤでは、ンピンと言わずにクンタ kenta と呼ばれている。使われるのは陸稲のモチ米

だ。インドネシア語のモチ米 ketan はジャワ語源だそうだから、果たして関係があるのやらないの

やら。 

まだモミの状態のモチ米を炒って半焼けにしたものを一昼夜冷水に漬けてふやけさせる。それ

を木製の臼に入れ、ウリンの木で作った杵でつぶす。つぶしている間、カルイルと呼ばれる竹製の

薄いヘラで中身をひっくり返し、均一につぶれるようにする。日本の伝統的餅つきのような大きな

道具を使って力いっぱい叩くことはしないが、実に大きな日本の伝統との類似性をわれわれはそ

の作法に見出すことになる。[ 続く ] 
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「カリマンタンのダヤッ料理（終）」（２０２１年０９月０６日） 

平らにつぶされたモチ米と籾殻が入り混じっているから、それをザルに移してふるい、籾殻を除

去する。ふるいに掛けられたときに籾殻が自然に飛んでいくような状態に搗くのが作る者の腕の

見せどころだ。下手な搗き方をすれば、籾殻がモチ米にめり込んで離れなくなり、手でひとつひと

つを除去する作業が発生してしまうからだ。 

平らになったモチ米は温水で柔らかくする。そして先に作っておいた、ヤシの果肉のフレーク・粉

砂糖あるいはヤシ砂糖・少量の塩の混合物をふりかけて食すると、甘くて旨く、腹にたまるおやつ

になる。 

パランカラヤ市から３百キロ以上西方に離れたパンカランブンの住民は、コメの収穫のときにク

ンタを食べるのが慣習だと語る。地元でそれはウンピン umping と呼ばれている。村人が総出で穫

り入れを行うとき、畑の中に建てられた壁のない高床の小屋に集まって休憩し、みんなでクンタを

食べる。 

パンカランブンから百キロほど北のラマンダウでは同じものがバハップ bahap と呼ばれている。

そこでは、クンタは収穫の神事に使われていて、これから収穫を行う畑から先に穫られたコメがそ

の材料にされる。神事の供物とされているために、バハップを作る習慣が依然として維持されてい

るのだ、とラマンダウ住民は述べている。 

ラマンダウの農家がクンタを作るのは決まって年に一度、３月４月の陸稲収穫期がそのシーズ

ンになる。収穫を手伝ってくれる村人たちと共にラハップを食べ、しかも一部は慣習を司る村の長

老に提供する。コメの収穫が大きければ、その一部をも長老に差し出す。ダヤッ人がいかに分け

与えることを生き様にしているかがそこに示されている。 
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クンタ作りは中部カリマンタンのすべてのダヤッ族が行ってきた。臼を搗くとき、リズムを付け、そ

れに合わせて歌が唄われた。民俗芸能がそのようにして日常作業から発生した。バリト地方では

杵の頭部をえぐって中に別の木切れを入れ、杵を搗くと音のバリエーションが出るようなことさえ行

われた。 

カリマンタンでクンタは農民の生活の中に息づいている。農民たちが農民の暮らしを続ける限り、

クンタは生き続けることだろう。ラマンダウでは、パサルへ行けばクンタ、つまりンピンブラスを売っ

ているひとがいる。しかしパランカラヤのパサルでは、もう誰も売っていない。あるのはンピンムリ

ンジョだけだ。 

 

バンジャルマシンで伝統様式の結婚式に不可欠な料理

がある。新郎新婦の家では結婚式の前日にガガンガダン

ピサンが料理されるのだ。この料理にはバナナの木の芯

が使われるのである。およそ十本のバナナの幹が割られ

て白色の芯が取り出され、細切れにされる。 

ココナツミルクにバナナの木の芯とカボチャとササゲ、そして小エ

ビと若いココナツ肉のフレークが加えられ、百人分を調理できるほどの巨大鍋で煮られる。この料

理が結婚式の準備に来てくれた人たちに振舞われるのである。 

地元文化研究者によれば、バンジャル族の結婚式にガガンガダンピサンの料理を食べるのは

生命力 sumangat に関係しているそうだ。結婚の祝宴の前にそれを食べると、興奮を冷まし、冷静

さと忍耐力を高める効果があると信じられている。そして新郎新婦が落ち着いて円満な家庭を築く

ようにとの願いも込められている。 

また夫婦の暮らしがバナナの性質を反映するものになることも期待されている。つまり早く実が

なるように、実がならないうちに死なないように、その生涯が平穏に包まれるように。 

gangan gadang pisang 
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しかしずっと北の地域に住むバンジャル人はこの料理を食べるのをもっと即物的に解釈してい

る。つまりこの美味い料理を食べて子孫繁栄と一家の平穏無事を手に入れるように、というものだ

そうだ。[ 完 ] 


