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「スラウェシ島の食（１）」（２０２１年０９月０７日） 

マカッサル料理には、全国的に有名なものがいくつもある。肉が豪快に入っている印象がわ

たしには強く、肉を食べたいときはマカッサル料理店をお薦めのひとつにしていた。チョトやコ

ンロという名前を聞けば、たいていのひとはすぐにマカッサルを思い出すにちがいあるまい。 

２０１３年１０月にコンパス紙Ｒ＆Ｄが全国１２大都市住民３２３人から集めた統計によれば、

好きなマカッサルのローカルフードは次のようになっていた。 

sup konro   ２５．４％ 

pallu butung/pisa g epe/pisang ijo  １０．２％ 

ikan bakar   １３．３％ 

coto Makassar   １０．２％ 

その他   ７．８％ 

 

ヌサンタラのいたるところで食されているソト soto のマカッサル版がチョトだ。よそではだい

たいどこでもソトと呼んでいるのに、マカッサル人はチョトと訛って差別感を出したところが心憎

い。 

チョトは牛の臓物を長時間煮込んだダ

シを使い、臓物と牛肉を細かく切り、スパ

イスを加えて温かくしたものを食べる。食

べるときはクトゥパッ ketupat やブラス

buras など葉で包んで炊いた飯と一緒に

いただく。 

チョトマカッサルの歴史は１６世紀のゴ

ワ王国に由来すると言われており、王国の兵士が朝食に食べるものだったというのが定説に

なっている。しかしその当時、牛肉は王族貴族が食べるもので、一般庶民が食べるものではな

いとされていたから、ひょっとしたらその時代のチョトは臓物だけのものと肉入りの二本立てだ

ったのかもしれない。 

庶民の牛が屠られたら、美味しい肉は上級階層に献じなければならなかった。結局庶民が

食べて良いのは残った内臓や骨腱筋などになり、それが庶民の食材にされた。この風習は多
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分ヌサンタラの全土で行われていたように思われる。というのも、現代インドネシアの伝統的

庶民料理はほとんどが内臓や骨などばかりを使うのが基本になっているように見えるからだ。 

もちろん現代は庶民が自由に肉を食べて良い時代だから、料理の中に肉は常に入っている。

そうではあっても、庶民が好むメニューに牛やヤギの脚スープやら、脳みそやら睾ガンのサテ

などといった下手物が限りなく多い現象に、わたしはそこはかとない関連性を感じるのである。 

 

チョトに使われるスパイスは４０種類あると言われている。かつてマカッサルがスパイス交易

の一大要港であったことが、住民に多種のスパイスを自在に扱う技術を涵養したことは疑いが

あるまい。赤・白バワン、トウガラシ、コショウ、コリアンダー、クミン、ククイ、ナツメグの実と皮、

クローブ、サラムリーフ、コブミカン葉、ウコン葉、スレー、セロリ葉、ネギ、リーキ、ナンキョウ、

ショウガ、タマリンド、塩、砂糖、シナモン、味噌、ピーナツ、等々。そして食前にネギのみじん

切りとバワンゴレン、およびライムの搾り汁をかける。 

チョト通の食べ方は、サンバルタウチョをひとさじ加え、ライムを搾り、塩をちょっと足す。ピー

ナツの旨味・コショウの辛さ・ライムの酸味に味噌が混じり合って、えも言われぬ至福感が舌と

腹を堪能させてくれるのである。 

チョトの起源について、ジュネポント地方のガンタラ gantala が由来だという説もある。ガンタ

ラは馬の臓物を使う汁料理で、塩と簡素な調味料だけが使われる。 

チョトは一大開港マカッサルにやってきたさまざまな外国人がもたらした味覚の集大成の姿

を示していると語るひともいる。複雑なスパイスの使用にアラブ人やインド人の影を感じるひと

も少なくないだろう。[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（２）」（２０２１年０９月０８日） 

全国的にはチョトよりも人気の高いコンロも肉を使う汁料理だが、コンロはあばら肉が使わ

れる。チョトが実のたっぷり入ったスープの印象であるのと違って、コンロは骨付きあばら肉が

汁と一緒に出て来る印象であり、スープの量は大幅に異なる。汁は黒っぽい茶色をしたスパイ

スあふれるもので、チョトと同じようにクトゥパッやブラスなど葉で包んで炊いた飯と一緒にいた
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だく。 

汁が黒っぽいのはクルワッ keluwak が使わ

れているためだ。東ジャワのスラバヤ一帯で

有名な郷土料理になっているラウォン rawon

の真っ黒な汁もこのクルワッの賜物である。

他のスパイスはチョトに似ていて、コリアンダ

ー・ナツメ

グ・ウコン・

バンウコン・シナモン・タマリンド・レモン葉・クローブ・サラム

リーフなどが使われる。 

骨付きあばら肉の脂こってりが昔は贅沢品だったのだろ

うが、現代人にはコレステロールが怖ろしい。そんな現代人

の人気を集めるためには、脂の処理に工夫をしなければだ

めなのだということをコンロ食堂の店主たちは十二分に理解している。 

 

ジャカルタにコンロの店を数店出しているマミン・ダエン・タタ氏によれば、骨付きあばら肉を

まず大鍋に入れて数時間茹で、水面上に層をなすまで脂を搾り出し、そのあと新しい水を入れ

た鍋に骨付きあばら肉とコレステロールを中和させるスパイス類を入れて煮るそうだ。コレステ

ロールの心配なしにコンロを愉しんでもらいたい、とかれは語っている。最初は煮物だったコン

ロもその後、焼きコンロ konro bakarをバリエーションに持つようになっており、食の楽しみがま

た増えている。 

マミン氏の店には、アレンヤシのトゥアッが用意されている。マカッサルでバッロ ballo と呼ば

れているその液体をコンロに混ぜるとコレステロールが多少とも中和されるそうだ。一方、やは

りジャカルタに店を出しているコンロカレボシ店主は、発想を転換させている。コンロはスタミナ

食なのであり、病気上がりやそれ以外でもスタミナを付けたい皆さんはどうぞコンロを召し上が

れ、と宣伝しているのだ。店主は語る。 

「コンロは死んだ細胞の新陳代謝を活発化させる。コンロは身体を健康にするものなのです。

コンロを食べたら、身体がすぐに反応して汗をかき始めます。」インドネシア人はたいてい、食

Keluak 

Konro 
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事で汗をかくのは健康の証明であると信じている。もちろん、コンロカレボシも骨付きあばら肉

を最初に茹でて脂を搾り出すことは同じようにしている。 

 

supあるいは sop konroは骨付きあばら肉のユニークな食べ方の極地だろう。肉の付いた大

きなあばら骨がスパイスに満ちた汁と共に供される。骨を手づかみにしてあばら肉にかじりつ

く野趣満点の醍醐味がコンロの食べ方だ。ちょっと深めの皿に四本のあばらと適量のスパイス

汁が入り、コメの飯と一緒に供される。 

このコンロ食堂というのは骨付きあばら肉専門食堂なのであり、客はみんなあばら肉を食べ

に来るのだ。一日に客が５百人来るなら、一体何頭分の牛が必要になるだろうか。 

コンロカレボシ店主のハナピンさんは、一頭の牛から８人前のあばらが取れると言う。最初、

あばらの調達は何も問題がなく、十二分の余裕があった。ところが後から後からコンロ食堂が

店開きし、西洋料理店もリブステーキの販売を増やして行ったから、あばらの需要がどんどん

増加して、ジャカルタ店の材料調達は西ジャワからランプン果てはパレンバンまで延びて行っ

た。それでも足りない時は、割高な輸入品を仕入れざるを得ない。需給関係による値上がりだ

けでなく、輸送費も上昇するから、コスト変動がたいへんだ。 

[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（３）」（２０２１年０９月０９日） 

マカッサル市内には、チョト、コンロ、そして

パッルバサ pallubasa を食べさせてくれる人

気店がいくつもある。ヌサンタラ通りの coto 

Nusantara、ロンポバッタン山通りのコンロカ

レボシ、スリガラ通りのパッルバサスリガラが

各料理の代表店と言われている。 

他にもアロマチョトガガッ、チョトパライカッテ、チョトブガダン、チョトペッタラニなどがマカッサ

ルのチョト愛好族を招いている。コンロとパッルバサは上の代表店が断トツで、競争できる店

Pallu basa 
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がまだ育っていないようだ。 

パッルバサというのはチョトと同じように、炒ったココナツ果肉とスパイスで臓物と肉を煮込

んだ、黄色く濁ったスープだ。このルウ県由来のスープは水牛が使われている。 

 

チョト食堂では、朝から客が入れ代わり立ち代わり店内のテーブルを満たし、昼食時には客

が並んでテーブルが空くのを待つ状態が日々出現する。チョトヌサンタラは１９６０年に別の場

所で食堂を開き、その後数カ所を転々としてからヌサンタラ通りに店を張って今日に至ってい

る。 

チョトが爆発的に売れるようになったのは２０１０年であり、それ以来、客がひっきりなしにや

ってきた。店内がいっぱいになるとひと椀のチョトを食べるために客が表で待つこともいとわな

いあり様に変貌した。 

 

コンロがはじめて世に出たのは、マカッサル市内カレボシ広場に１９６８年に店を開いたコン

ロカレボシの店主の手からだった。１７時に店がオープンすると、カレボシ広場で運動していた

ひとびとがコンロを食べにやってきた。およそ一年間で、コンロカレボシの名はマカッサル住民

の間に知れ渡った。マカッサル市内ロンポバッタン山通りの店を買って移転したのは１９７１年

で、屋号はコンロカレボシを維持した。 

ロンポバッタン山通りの店は午前１１時にオープンし、２３時に閉店する。この店も客がひっ

きりなしに出入りしていた。一日に８百食が売れた時代があった。初代創設者は汁のだしを取

るのに小豆を混ぜたが、二代目はそれをやめてピーナツの量を増やし、少し焦げるくらいまで

焼いて汁の色の黒さを強めるように変えたそうだ。 

 

ローカル料理の人気店をマカッサルの市内で探すのは、分かりやすい。料理の名前と道路

名を屋号にしている店が多いからだ。パッルバサスリガラはスリガラ通りのパッルバサ食堂を

意味しており、オオカミ肉のパッルバサなのではない。ましてや、店主がオオカミのような人間

だということでもないのだ。ただしコンロカレボシは名を高めたときの地名が使われている。 

更にマカッサル人は店の創始者の名前を宣伝に使うことを好んでいる。ハジの誰それが作
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り上げた味だという意味で asuhan という言葉を付記しているところが多い。 

たとえば Coto Gagak Asuhan Haji Jamaluddin Daeng Nasa, Pallubasa Srigala Asuhan Haji 

Chaeruddin, Warung Ikan Bakar Paotere Asuhan Daeng Tawakkal といったスタイルだ。 

そのスタイルは別の州に進出した店が始めた習慣らしい。別の州の住民が持っている、チョ

トマカッサルの味はどの店でも同じだろうというイメージを切り崩して自店をプロモートするため

に、当店は独特の味付けであるという主張を表明する方法としてその手段が執られたのだそ

うだ。それがマカッサルの市内にまで逆流して行ったということらしい。[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（４）」（２０２１年０９月１０日） 

古い時代のマカッサルでは、どの料理は

何時ごろに食べるものという時間割があった。

午前６時前はトウモロコシ飯のバッサン

bassang やモチ米飯にチリメン雑魚をふりか

けたソンコロ songkolo。７時までは黄飯 nasi 

kuning で、７時を過ぎると正午ごろまでチョト

に交代する。１０時を過ぎるとサウダラスープ

sop saudaraを探すひとが増える。サウダラス

ープというのは牛肉のスープで、ビーフン・ジ

ャガイモのプルクデル・臓物の揚げ物・ゆで

卵などが付いている。たいていそれを白飯と

焼き魚のおかずと一緒に食べる。 

昼食は魚の頭スープやパッルカロア

pallu kaloa。パッルカロアは魚のラウォン

スープだ。そして夕方から夜中にかけて

はコンロの出番となる。 

この習慣はマカッサルから外に出ると、

bassang 

songkolo 

pallu kaloa 
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周辺地方ではいまだに守られているそうだ。州都のマカッサルだけが、古いしきたりから離れ

て自由を謳歌している。似たような例は世界中にあるだろう。 

チョトが朝食あるいは午前中の食べ物であったことについて、チョトヌサンタラの店主ハジ・

マッムル・ダエン・トゥトゥ氏はこう語っている。 

「マカッサルに冷蔵庫が普及したのは１９８０年代でした。冷蔵庫のない時代、わたしは朝暗

いうちにパサルへ買い物に行き、戻ったらすぐに調理を始めました。料理ができたらすぐに開

店して商売開始です。というのも、チョトは３～４時間経過すると汁の味がダメになってしまうか

らです。だから、冷蔵庫のない時代には、午後になったらチョトを売る店が街中に一軒もないと

いう状態になったのです。」 

 

冷蔵庫の普及によって、朝暗いうちに買って来た肉や臓物がその日の何時にでも出して料

理できるようになった。チョトが朝飯になる因果関係が冷蔵庫によって断たれたのである。チョ

ト食堂は夕方でも夜でも、翌朝までだって営業できるようになった。マカッサル市民もチョトが

朝飯であるという観念を捨てた。 

午前２時。ワルンチョトペッタラニは煌々と灯りがともり、チョトを食べるたくさんの客で賑わっ

ている。別の場所にあるチョトバガダン食堂も同じようなありさまだ。マカッサル語のバガダン

bagadang はインドネシア語の begadang に相当しており、徹夜して起きている人間の行動を指

している。チョト食堂が従来の観念から外れて夜中までチョトを食べる機会を提供するようにな

ったのは２００３年ごろからだった。その先鞭をつけたのがチョトバガダンだったと言われている。 

１９９０年ごろ事業を始めたチョトバガダン食堂は最初からその屋号ではなかったはずだ。こ

の店は最初午前８時に開店して、昼前ごろには売り切れになって閉店していた。店主は夜中

まで商売してみようと考えて、営業時間を延ばした。すると客がどんどんやってきた。断食月に

はマグリブに合わせて開店した。客の多くがサウルもここで食べたいと要望し、翌日未明まで

開店するようになった。断食月でなくなっても、店は朝から翌朝まで営業するようになり、こうし

て２４時間営業の食堂になっていった。 

チョトペッタラニ、チョトガガッ、チョトダエンバガダンなどがそれに追随した。今ではマカッサ

ル市内に不夜城のチョト食堂が立ち並んでいる。 
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マカッサル市内にはカプルン kapurung 食堂もある。カスアリ通りにあるルママカンカプルン

カスアリがそれだ。カプルンもスープだが、サゴの団子が入っている。サゴの塊はまず冷水で

洗い、そのあと熱湯をかける。するとサゴが溶け始めるから、それを手で丸めて団子にする。

[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（５）」（２０２１年０９月１３日） 

スパイスのトウガラシ・ウコン・ピーナツ・塩・トーチジンジャーの実を合わせてすりつぶす。ス

パイスとサゴ団子、そして雑魚・海老・裂いた鶏肉を水の入った鍋に入れて煮る。沸騰したらサ

サゲ・ナス・ほうれん草・トマト・バナナの花・トウモロコシを入れて茹でる。野菜が茹ったらでき

あがり。 

これはトーチジンジャーの酸味がユニークな特徴をかもしだしているスープだ。他の素材の

酸味が使われるとカプルンにならない。必ず伝統に従ってトーチジンジャーの実が使われる。

この店はサゴとトーチジンジャーをルウ県パロポの町から取り寄せている。というのも、カプル

ンはルウ県の郷土料理なのだから。 

スープは少し白っぽい黄色の汁で、口に入れるとまず酸味が口中に広がる。その後をトー

チジンジャーとウコンの香りにまとわれた旨味と辣味と鹹味が付いてくる。続いてサゴ団子と野

菜と裂き鶏肉と雑魚を口に入れれば、個体の汁の実ととろけるサゴが口中で一体化するので

ある。 

カプルンは熱いうちに食べるのがベストだ。冷めると、溶けたサゴがスープを半固形にしてし

まい、スープと呼べないものになってしまう。だからカプルンは注文されてから作らなければな

らない。 

この食堂のメニューには雑魚のルンぺイェ rempeyek、魚の酸味煮、トウモロコシと野菜の入

ったコメ粥、サゴを使った菓子類、そしてラワ lawa がある。ラワは生の小魚に酢をかけただけ

の料理で、ブギスのラワバレ lawa baleはブギスの寿司という異名を取っている。この店のラワ

は生の小魚の身と炒ったヤシの果肉を合わせてトウガラシとライムの搾り汁をかけただけのも
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ので、板状の焼きサゴと一緒に食べる。 

別の店アロマルウ食堂では、カプルンに鶏ガラスープを混ぜている。この店はカプルンの小

サイズも用意している。焼き魚と飯の食事の前菜としてカプルンを食べるひとのために、特別

な配慮をしているのだ。 

カプルン食堂は５百キロ以上離れたルウからマカッサルに進出して来た。カプルンカスアリ

は２００３年にオープンしている。５年間は客がまばらにしか入らなかったが、その辛抱の時期

を越えてからは、週日は５０～７５食、休日は百食売れるようになったそうだ。カプルンに出会

って病みつきになったマカッサル人も少なからずいるのだろう。 

 

マカッサル名物のおやつにピサンエペ pisang epe がある。焼いたサババナナを板で潰して

平べったくしたもので、アレンヤシ砂糖の水溶液をかけてからその上にヤシの果肉フレークを

散らしたものだ。お好み次第でさらにチョコレートやチーズ、あるいはドリアンを上乗せすること

もできる。 

ロサリ海岸で沈む夕日を眺めながらピサンエペを食べる趣向が昔から盛んだった。そんなと

きの飲み物はサラッバ sara'bba がお薦めだったそうだ。サラッバはジャワのウエダンのような

伝統飲料で、ショウガ・ココナツミルク・ボネ産のヤシ砂糖を素材にしている。マカッサルではボ

ネ産のものが最高なのだそうだ。 

サラッバをひとひねりしたものがサルテル sartel だ。sara'bba telor がその語源であり、サラ

ッバに生卵を落とし込んでかき混ぜる。卵はアヤムカンプンの卵が原則だ。「生卵は日本人し

か食べない。日本の鶏卵は特別だ。」などと言っているのはいったい誰なのだろうか。 

ワルンサラッバはたいてい夕方オープンして、翌朝まで営業する。夜が更けるとともに、客も

増加する。ロサリ海岸の夜はまだまだ賑わっているが、われわれはこの辺りでマカッサルにサ

ラバを告げよう。[ 続く ] 
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「スラウェシ島の食（６）」（２０２１年０９月１４日） 

連なる山なみの風景が素晴らしいタナトラジャ～マカッサル街道を往くと、トラジャの地にあ

る街道沿いのワルンでトラジャの味覚を愉しむことが

できる。トラジャのひとびとが伝統的に地元の食材を

処理して愉しんできた食べ物がそれだ。そのひとつが

ダンケ dangkeである。 

ワルンの店先にトウフの塊のようなものが置かれ

ている。それがダンケであり、それを指さすだけで、店

主はすぐに料理にとりかかる。鍋に油を敷き、少量の塩をふってダンケを炒める。すぐに出来

上がったダンケは塩・トウガラシとライムの搾り汁で作られた浸け汁と共に供される。 

柔らかいチーズのようなこのダンケは水牛のミルクから作られる。水牛ミルクを塩とパパヤ

の樹液を混ぜて加熱するだけだ。パパヤの樹液はミルク１０リッターに小さじ一杯でよい。パパ

ヤの樹液がミルクを脂肪とタンパク質と水に分離させるのである。１０分ほどでダンケができあ

がるそうだ。ダンケは室温で三日間もつ。冷蔵庫を使えばもっと長期の保存が可能になる。 

ダンケの食べ方はほぼチーズと似たようなもので、炒める他に焼いて食べることもする。ま

た飯のおかずとして、トウガラシを加えた調味料で炒めたものを食べることもある。 

その名称の由来として一般に言われているのは次のような話だ。１９００年ごろにオランダ人

がエンレカンを視察に訪れて宿泊し、翌日エンレカンを去るときに地元民が旅中の食べ物とし

てこの水牛チーズをオランダ人トアンに差し上げた。するとオランダ人は Dank je wel.と謝礼を

言ったのだが、オランダ語を知らない地元民はダンキェヴェルという言葉の前半だけをその物

の名称にしたというものだ。 

ダンケの他にも街道のワルンで愉しめるトラジ

ャの味覚がある。デッパトゥトゥカン deppa tetekan

は米の粉をヤシ砂糖と一緒に茹で、皿に盛って

からゴマをふりかけて供される。甘くモチモチして

腹にたまるおやつは、昔から人気の高いものだっ

た。この食べ物はトラジャ人が日常的に食べてい

るもので、旅中の食べ物としても、あるいは手土産や客のもてなしとしても便利なために重宝
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がられている。密封容器を使えば、数カ月間保存が効くそうだ。食堂でばかりか、パサルでも

売られているのである。 

 

西スラウェシ州のマンダル人の漁村では、トビウオの卵がご馳走になっている。マムジュ～

マジュネ～ポレワリマンダルと続くマカッサル海峡沿いの諸県で、マンダル漁民の村はブギス

人のエリアの中にある。マンダル人がご馳走を食べたり振舞ったりするのは、婚礼やサンデッ

sandeq レースの祭りといった祭事祭礼の時だ。そんなハレの日のために作られるトビウオの

卵のグライが人気を集めている。 

このグライの黄色いスープはトウガラシとコショウの辣みとこってりした旨味、そして全体の

味を引き立てるわずかな酸味が印象的だ。中に入っているトビウオの卵はつぶつぶが筋に付

いている状態でタバコ箱くらいの大きさに切られている。それを口中で噛みつぶし、センセーシ

ョンあふれる食感と味覚を愉しむのである。 

マンダル人社会で特別な機会のときだけ食べられるこのグライを、知り合いもいないマンダ

ルの漁村を訪れて試してみようとしてもきっと無理だろう。サンデッレースのような誰もが訪れ

て良い地元の祭りを狙って訪れ、地元の漁民たちと触れ合うことができれば、チャンスは得ら

れるだろう。だが祭り好きでないひとは、そんな心苦しい思いをしなくてもマカッサルのホテル

で食べさせてくれるそうだから、それを当てにした方がよいのかもしれない。ただし、いつでも、

どのホテルでも可能なのかどうかを筆者は知らないから、保証はないと思っていただきたい。

[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（７）」（２０２１年０９月１５日） 

マンダル人の料理は概して辣みと脂っこさ、そして少々の酸味を特徴にしており、また汁気

が少ない。マンダルの漁民は何日間も漁に出るとき、昔から日持ちのする食べ物を船に持ち

込んだ。自ずと、食べ物は汁気の少ないものになった。トウガラシとコショウは漁師の血行を良

くして海風で体調を崩さないための配慮だった。 
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祭事祭礼のときにトビウオ卵のグライと一緒に食べられ

るものに、ププ pupu、サルンデンイカン、ソンコウビ、ブラス

などがある。ププはプルクデル perkedelのようなもので、と

ても柔らかい。その作り方はまず、カツオの身を蒸してから

骨を外し、スレー・ナンキョウ・塩・赤バワン・コショー・赤ト

ウガラシ・ライムを合わせて細かく潰す。そこに米の粉を混

ぜて一片が５センチほどの三角形に形作り、弱火で揚げる。

中まで均一に火が通ったかどうかは、外皮が茶色になることで分る。 

ププは普段からブラス、クトゥパッ、ソンコウビなどと一緒に、みんなが普通に食べている。

右手にクトゥパッ、左手にププを持って、互い違いに?み切って食べるひともいる。朝食をププと

温かいコーヒーや紅茶で済ませるひともいる。カツオの味覚満点のこのプルクデルは、さすが

に漁村の味覚を堪能させてくれるものだ。 

 

マカッサル海峡のパレパレやポレワリ＝ママサの

漁民は昔からトビウオ1を自家消費のために捕獲した。

他の魚は売り物にする傾向が高かったということだろ

う。トビウオは高く売れないから自家消費にしたが、ト

ビウオが大漁であれば売らなければ仕方ない。安い

価格で売られるトビウオは低所得層庶民の常用食糧になったようだ。 

スラウェシ島の反対側のフローレス海に面したタカラルやブルクンバでも似たような状況だ

った。実に面白いことに、それらふたつの海に棲んでいるトビウオは別種であって、同一種で

はないのである。ともあれ、スラウェシ島南部の社会において、トビウオは庶民の食べ物だっ

たと言えるだろう。 

元々、マンダル漁民はトビウオの捕獲をするだけで、卵はたまたま手に入ったときだけ取っ

ていた。そしてすべてを自家消費した。１９７０年代になって日本の水産会社がマンダル漁民

にトビウオの卵を高値で買うことをプロモートし、マンダル漁民は卵を標的にするように変わっ

 

1 インドネシア語では ikan terbang 
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ていった。 

以来、マンダル漁民は５～９月の期間、トビウオの卵漁を行っている。昔はマンダル型小型

帆船のサンデッが使われたが、今ではモーターボートが使われる。その時期、漁師たちは長

いロープにヤシの葉や海藻をたくさん結び付けたものを沖合に持って出て海に浮かべるので

ある。１０～１５日経ってからその仕掛けを回収すると、葉や海藻に産み付けられた卵の大収

穫となる。 

卵漁のシーズンに５～７人の漁民グループは１５回出漁して生の卵を最高で７百キロ収穫

する。少なくても３百キロは集めて来る。卵は水洗いしてから１～２日間天日乾燥させる。十分

に乾燥させたものは一年間保存できる。そして自家のストックに少量だけを取り分け、残りは

全部買付け人に売り渡す。 

マンダルの漁民家庭は干したトビウオの卵を必ず保管している。特別の祭事や重要な客を

もてなすために必要なだけを自家保存しているのだ。なにしろ、他の漁獲に比べてたいそうな

高値で売れるのだから、全部自家消費するなんてとんでもないという話になるのである。 

その成果がマンダル漁民の最高級料理トビウオの卵のグライとなって結実した。料理をする

際には乾燥卵を一晩水に漬け、翌日グライを作る。揚げ物にする場合は水に漬ける必要がな

く、そのままゴレンすればよい。揚げ卵はアチャル acar ととてもよく合うそうだ。 

[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（８）」（２０２１年０９月１６日） 

西スラウェシ州マジュネ県の県都からマムジュ方面にトランススラウェシ街道を１９キロ北上

するとソンバの村がある。このソンバでトビウオの燻製が名物になった。街道を車で走れば、

標識や掲示などなにひとつないのに、ソンバの村はすぐに判る。道路脇に見すぼらしいワルン

が並んでいて、どのワルンでも中から煙があふれ出ている場所が見つかれば、そこがソンバ

なのだ。 

燻製はその場で作られる。生のトビウオを水洗いし、かまどの上に並べられたヤシの葉脈
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の上に整列して置かれる。かまどの中は海岸で拾って来た流木を乾燥させたものが燃やされ

る。「燃やされる」と言っても、火が出てはならない。小さい炎が芽吹いた場合でも、すぐに水が

かけられる。 

トビウオは火であぶるよりも燻製にするほうがずっと旨味が出る、と店主は語る。皿に置か

れた燻製トビウオの茶色い皮をはがすと、温かく柔らかいトビウオの身が現れる。口に入れれ

ば、まるでミルクフィッシュをほうふつとさせてくれる。骨の多いミルクフィッシュよりもずっと食

べやすい。 

 

ソンバは元々、その街道を車で走るひとたちが炎暑の海岸走行で疲れて一休みしたくなる

ころに出現する位置にある。当然昔から複数の飲食ワルンがそんな客を待ち受けていた。２０

００年代に入ってから、一軒のワルンがトビウオの燻製を客に供し始めた。そしてほんのしばら

くの間に、４０軒ほどのすべてのワルンがトビウオの燻製料理を提供するようになっのである。 

 

燻製トビウオは普通、サンバルマタを付けて食べる。バリ語の sambal matahはインドネシア

語の sambal mentah だ。トウガラシ・トマト・バワンを細切れにして少量の油と一緒に混ぜれば

出来上がる。 

もうちょっと腹を満たしたければ、ジェパ jepa が

ある。キャッサバとヤシの果肉を練り合わせて素

焼き鍋で焼いたものだ。焼き方はスラビのような

印象だが、ふたが中身を抑えつける構造になって

いて、出来上がりは丸く平らな板のようになる。た

だしこのジェパを食べた後は、水をガバガバ飲ん

ではいけない。腹の中でジェパが固まるからだ。 

それが怖ければ、ソッコルラメアユ sokkol lameayu がある。これはキャッサバとヤシの果肉

と緑豆の練り物をバナナ葉で包んで蒸したもの。ロントンのようなブラス buras やモチ米を包ん

で焼いたゴゴス gogosなどもワルンに常備されている。 
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スラウェシ島北端でフィリピンに近い北スラウェシ州では、島内のすべての州と同様に海の

幸も豊富だ。ビトゥンでは生魚まで食されていて、ビトゥンの刺身の異名を取っている。参照記

事は 巻末の「ビトゥンの刺身」をご覧ください。 

 

ところが、海の幸も山の幸も貪欲に食べるミナハサ人は、犬・コウモリ・ネズミ・サルに至るま

で、ありとあらゆる肉をも食べる。おまけにオランダ文明に習った料理や菓子類まで日常のも

のにしているのだから、この地のひとびとの食のバリエーションには驚嘆の思いを禁じ得ない。 

元々スラウェシ島北端半島部はミンダナオ島スルタン国の属領になっていた。テルナーテに

ポルトガルが足掛かりを設けたころ、ポルトガル船はマラッカとの往復に際してその半島部に

しばしば寄港していたが、１５１２年にアムランに要塞を設けるに至った。アムラン要塞の記事

はこれ。↓↓↓ 

http://indojoho.ciao.jp/2019/0807_1.htm 

http://indojoho.ciao.jp/2019/0812_1.htm 

[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（９）」（２０２１年０９月１７日） 

一方、最初はティドーレに向かっていたメキシコからのスペイン船がフィリピン南部の植民地

化を開始し、ミンダナオ島では１５２１年から侵略が始まった。そしてスペイン人は当然のように、

ミンダナオの属領は自分たちのものだと見なして北スラウェシに来航し、１５５０年にマナドの

港にスペイン要塞を築いて北スラウェシの支配に乗り出した。マニラがスペイン領フィリピンの

首都になった１５７１年よりずっと前のことである。 

最終的にはスペインの支配を嫌う北スラウェシの土着支配層がオランダＶＯＣの援助を求め

てスペイン人を北スラウェシから追い払ったのだが、オランダの植民地支配下に落ちるという

のがその結末になってしまった。ともあれ、スペインの支配下にあったマナドでは、当然ながら

親スペイン層原住民が言語習慣宗教を学んで土着化させることが発生したから、スペイン語
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やスペイン料理などがオランダ文化の陰に隠れながらいまだに生き残っている。たとえばドウ

に魚を混ぜて練った実を包んで揚げたパナダ panada はスペイン文化の影響だと一般に言わ

れているものの、ポルトガルが由来だと異を唱えるひともいる。 

 

スペイン人よりもずっと着実に北スラウェシにヨーロッパ文明を植え付けたオランダ人の言

葉や食べ物のほうがはるかにたくさん現存している。特にオランダ語で呼ばれている菓子類の

中にはローカル風にアレンジされたものも見られ、より旨い物を作ろうとする地元のひとびとの

意欲と言うか、執念じみたものが感じられる。 

クラッパターツ klappertaart、ブルードゥル brudel、ポフェルチェス poffertjes などマナドやマ

ルクの家庭の食卓にはよくオランダ語名のおやつが登場する。ポポルチス poporcis と訛って

呼ばれることもあるポフェルチェスはタコ焼き板でドウを焼くひともいるようだ。他の地方でそれ

は kue cubit とも呼ばれている。その他にも speculaas, ontbijtkoek, napolitein, nastar, 

kaastengels,・・・・  

クラッパターツは小麦粉・メイズ・砂糖・バター・卵・干しぶどう・クナリの実・シナモン・若いヤ

シの果肉で作る。表面をヤシの果肉がたっぷり埋めるから、名前通りのクラパのタルトと言え

るだろう。オランダには元々クラパの木が生えていなかったのだから、クラッパターツはヌサン

タラにやってきたオランダ人がタルトのバリエーションとして考案したものではあるまいか。 

オランダ人はヌサンタラのひとびとがクラパと呼んでいる物品を klapper と綴ったようだ。習

い覚えたアルファベットでヌサンタラのひとびとがムラユ語を書く時にクラパという言葉を

klapper と綴ったかどうかはよく分からない。なにしろオランダ人がムラユ語のアルファベット標

準表記法を決めたのは１９００年ごろなのだから。つまり、古い時代にオランダ人がオランダ語

の klapperを東インド人にクラパの綴りとして使わせたかどうかという話をわたしはしている。 

文字としてその推移を眺めるなら、オランダ語 klapper がムラユ語 kelapa を生み出したよう

に見えないこともない。しかし言語の世界は昔から「最初に音ありき」だったのであり、人間の

いるところ、まず「物と名称と音」が一体化して存在し、文字表記は後追いで出現したというの

がユニバーサルな実態だろう。文字を基準に据えるとタイムラインの中でピンボケが起こる可

能性は高いように思われるのだが、文明重視を好むひとびとは文字を基準にして言語を見た

くなるようだ。その傾向は日本人だけに限らない。 
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オランダ人もスペイン語／ポルトガル語由来の coco の語を使う方が優勢らしく、coconut に

対応する kokosnoot の方が一般的に使われているように見える。klapper はインディシュの愛

用語ということなのだろうか。[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（１０）」（２０２１年０９月２０日） 

イギリス人ウォレスが１８５９年に訪れたマナドとミナハサの地は、オランダ東インド植民地

政庁によって文明化が相当に進んでいた時期にあった。かれの記述によれば、１８２０年代ご

ろまでミナハサ族は蛮人の暮らしをしていて、首狩りをし、住居には狩られた頭蓋骨がごろご

ろ置かれていた。人肉まで食っていたと言う話もある。この話の詳細は次のサイトでどうぞ。５

１～５２ページ、または見出しの No.42～No.43をご覧ください。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-6EuropeaninNusantara-

person-1b.pdf 

多分その蛮族時代の文化が、「脚があるものなら何だって食べる。机以外はね。空を飛ぶも

のなら何だって食べる。飛行機以外はね。泳ぐものだって何でも食べる。舟以外はね。」 

という習慣を現代にまで持ち越させてきたのかもしれない。もちろん人肉は禁止されたから

きれいさっぱりと諦めたわけだが、禁止されなかったものは食い続けたという可能性がなきに

しも非ずだろう。 

珍しい物は珍味であるというのがユニバーサルな真理だとはいえ、美味であるかどうかは

別問題だ。美味か不美味かという問題は辣味でベタベタにしてやれば消滅するにちがいある

まい。なにしろ、トウガラシさえあれば、不美味なものでもおいしくなるのだ、とミナハサ人自身

が語っているのだから。こうして、ヌサンタラで誰もが認めるトウガラシ消費量最大のミナハサ

の食確立の一因がそこにあったのかもしれない・・・と妄想は限りなく広がって行くのである。 

 

１８５０年代にミナハサの地を巡回視察したオランダ人フラーフランド N Graafland 牧師の書

いた記録によれば、牧師や宣教師たちがミナハサの田舎までヨーロッパ文明を教えたので、ヨ
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ーロッパ並みの文化が行き渡ったとの論評が見える。 

かれらは良い住居・良い道路を原住民に教え、ミナハサ女性には衣服の着方・料理の作り

方・家政の整え方を訓練した。その結果、ミナハサ女性はヨーロッパ女性に劣らないエチケット

を身に着けた。 

その訓練は教会や学校などの公的機関が田舎の村々まで対象にして行ったとミナハサの

郷土史家のひとりは語っている。その訓練の成果は各家庭が子々孫々に伝え、たいへんにヨ

ーロッパ化した現在のミナハサ社会を作り上げた。かれらの生活はパーティ・服装・音楽・言葉

などから菓子に至るまで西洋スタイルに満ち満ちている。スペイン人からはカトリリ katrili ダン

スやパナダを得た。オランダ人からは実にさまざまな文明の産物を得ていて、マナド語を聞くと

西洋諸語に由来する単語のオンパレードの印象を受ける。 

 

マナドの焼き魚はブナケンの対岸にあるマララヤン海岸で愉しめる。海岸沿いに並んでいる

カフェやレストランでは、焼き魚をメインにした種々のシーフードを供している。多くの店は料理

が皿の上に置かれてテーブルに並べられるビュッフェ方式になっていて、客は現物を見ながら

メニューを選択できる。 

炭焼きされたバラクーダ・マグロ・イカ・クエなどが、切り身だけでなく角切りを串に刺したサ

テ状のものまであり、そして白飯とミナハサのサンバルである dabu-dabuがセットになっている。

焼き魚にはダブダブが一番よく合うのだ。ダブダブは赤と緑のトウガラシ・トマト・赤バワン・ライ

ムの搾り汁で作る。 

このマララヤン海岸で２００７年にシーラカンスが捕獲されて大きな話題になった。raja laut と

呼ばれているシーラカンスはたいてい北スラウェシ州東南の深海に棲んでいるが、１９９８年に

も旧マナド島の海岸で捕獲されたことがある。体長１３０センチ、幅４６センチ、重さ５０キロほど

の古代魚を昔はミナハサ人が食べていたそうで、オランダ時代には魚市場にときどき姿を現し

ていたという話だ。[ 続く ] 
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「スラウェシ島の食（１１）」（２０２１年０９月２１日） 

焼き魚の中で特筆に値するのが鯛の頭焼きだろう。日本の兜焼きに相当するのだろうが、

マナド料理はトウガラシなしには済まない。並みの辣さでは満足しないマナド人がだらだら汗を

流しながら食べる kepala kakap bakarに挑戦するのもきっと面白い話のタネになることだろう。

もちろん鯛だけでなく、大型の魚ならたいていのものは頭焼きメニューになるようだ。 

 

たいていの食材が使われるミナハサ料理のユニークさは調理法にある。おまけにありとあら

ゆる料理にトウガラシが必ず使われている。使われる量も半端ではない。辣ければ辣いほど

おいしく、しかも食欲が湧いて来ると言うのだから、かれらの口と胃腸も半端ではないに決まっ

ている。 

ミナハサの婦人たちは台所でいともあっさりと手のひら一杯のトウガラシを料理に使う。三人

分の食事を作る場合には最低でも二握りのトウガラシが使われるのだから。かれらの食事か

らトウガラシを抜いてしまうと、塩を使い忘れたおかずのようになってしまうそうだ。だから甘い

お菓子でないかぎり、トウガラシを使うのは常識になっている。 

ちょっと古いデータになるが、２０１１年全国州別トウガラシ消費量統計は北スラウェシ州が

住民一人当たり月間１．６キログラムとなっていて、全国平均の１．３キロより２３％多かった。

州内の月間消費量は２千トンだ。トウガラシの需給関係に全国的な異変が起こって値上がりし

ても、かれらのほとんどは買い控えをしない。きっと辣味の乏しい食事に耐えられないのだろう。

２０１３年に全国的なトウガラシ危機が起こった時も、トウガラシが節約されることはなかった。

その年３月のマナド市インフレ率は対前年比で１．５２％に達し、その内訳の半分以上である０．

８５％をトウガラシが担っていた。 

 

トウガラシの辣味は口の中の痛覚受容器官を刺激してあの辣い感覚を生み出しているので

あり、痛覚は繰り返されるうちに人間の保護機能が働いて鈍化して行く。その伝で行けば、辣

口が半端でないひとは痛覚受容器官があまり鋭敏でなくなっているということかもしれない。お

まけに人間の身体は痛覚がピークに達すると快楽ホルモンが放出されるという話もあるため、

辣味愛好家というのはその快感を求めて、あえて痛みで死に体になるほどの辣味を口に入れ
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ている可能性もありそうだ。 

余談はともあれ、ミナハサ人の台所に鎮座する最重要食材のトウガラシを地元ではリチャ

rica と呼んでいる。マナド料理によく登場するリチャリチャ rica-ricaはショウガ・トウガラシ・チャ

ベラウィッ・赤と白のバワン・塩・砂糖を潰して混ぜたものをコブミカンの葉・スレー・ライム搾り

汁と一緒にヤシ油で炒めたもので、この調味料をありとあらゆる食材にからめて焼いたり炒め

たりする。bebek rica-rica, ikan mas rica-rica, sapi rica- rica, babi rica-rica, cakalang rica-rica, 

tude rica-rica, udang rica-rica, cumi rica-rica, kelinci rica-ricaなどがマナド料理の通り相場の

ようだ。 

この rica という言葉は多分 merica に由来しているように思われる。ＫＢＢＩの merica の語義

はコショウだけしか記されていないが、インドネシア語シソーラスには merica と cabaiのそれぞ

れの同義語として互いの言葉が掲載されており、インド由来のコショウ merica にアメリカ由来

のトウガラシが対抗馬として登場した時期にトウガラシもmericaと呼ばれたことを推測させるも

のだ。 

その可能性は、西洋諸語でトウガラシがコショウの名称に付属語を付けて命名されているこ

ととの類似性を感じさせてくれるのである。たとえば英語ではコショウ pepperの語がトウガラシ

chili pepper に使われているように。今でこそ chili や cayenne などと省略して使われているも

のの、元々は pepperが付着していた言葉なのだ。[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（１２）」（２０２１年０９月２２日） 

リチャリチャは、だから料理の味付けに使われる調理素材なのであり、サンバルのダブダブ

と混同してはいけない。更にミナハサ人はリチャをトウガラシの意味で使うが、リチャリチャの

短縮形としても使うので、これもややこしいことになる。 

ミナハサのリチャはジャワのトウガラシと違っていて、もっと細長い。そしてジャワのトウガラ

シも相当に辣い物があるが、リチャは格段に辣い。ミナハサ人は特別に辣いリチャを rica 

anjing と呼んでいる。食べた者をキャインキャインと鳴かせるからだそうだ。 

そんなトウガラシ大好きマナド人はトウモロコシやピサンゴレンにまでトウガラシを使う。あの
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甘いおやつのピサンゴレンを、サンバルを付けて食べるのである。このマナド風ピサンゴレン

はピサンチョロチョロ pisang colo-colo と言う。サンバルに cocol-cocolするからだそうだ。 

サンバルも sambal roa と呼ばれる特製のもので、ikan roa（英語の ballyhoo）と赤トウガラシ

を潰して作る。バナナは柔らかくて甘い pisang nangkaや pisang kepokなどでなく、木から取ら

れた pisang tandukの熟れていないものがすぐに調理される。バナナは皮をむいてから縦に割

って扇型にする。それでサンバルロアをつついて食べるのである。だから甘味がなくて旨味が

感じられ、昼食前とか午後のハイティ―の軽食に供される。 

 

他の軽食としてはカツオの身入りのパナダ、魚の身入りルンプル lemperを焼いた lalapa、あ

るいはマナド風アシナン asinanあるいはルジャッ rujakの異名をとるゴフ gohu。 

ゴフは潰した赤ショウガ・赤バワン・トウガラシ・酢そしてトラシ terasi の一種であるバカサン

bakasang を茹でてから冷まし、それに未熟パパヤを細長く切って浸けたもの。供される前に冷

蔵庫で冷やしておくのが普通だ。 

もちろんトウガラシ要らずの軽食だってある。ヤシ砂糖

を中に詰めたモチ米の握りをパンダンの葉で包んだクエア

ブ kue abu、別名コヤ

ブ koyabu。あるいはポ

パチョ popaco。それと

も揚げ物のクエチュチ

ュ ル kue cucur 

Manado。いくら西洋文明化しても、コメを使った甘いもの

がこの熱帯アジアの一画にないはずがないのである。 

 

また、ウォク woku というマナド特有の調理法もある。使われる容器によって大型土鍋を使う

woku belanga と大きな葉で包むペペス pepesスタイルの woku daunに区分される。ウォクの語

源は飯を包むのに使われたロンタルヤシの一種ウォカ woka の葉に由来しているそうで、決し

て中国語ではない。 

Koyabu 

Cucur Manado 
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この調理法は肉や魚の料理に使われ、woku sapi, babi woku, ayam woku、あるいは水産物

の woku ikan nila, ikan kerapu woku, ikan mas woku, kepiting woku, udang woku など多種に及

んでいる。wokuの語が食材の前に置かれたり後ろに置かれたりしていてめまいがしそうだが、

そのような使い方がなされているから仕方ない。ただしマナドレストランで一般的なメニューは 

ayam woku と woku cakalangになっている。 

ウォクに使われるスパイス類はバジル・コブミ

カン葉・パンダン葉・ウコン・スレー・ワケギ・トマ

ト・チャベラウィッ・ショウガ・ニンニクで、すりつぶ

すものをまず作業し、ウォクブラガの場合はその

まま使うスパイスと一緒に少量の油を入れた土

鍋で炒める。そこに肉や魚の食材を入れて炒め、できあがったらウォカの葉に置いて包む。ウ

ォクダウンの場合は最初からウォカの葉に置いて包み、それを蒸したり焼いたりする。このウ

ォクの方がリチャリチャよりずっと辣いそうだから、見かけに目をくらまされてはいけない。 

 [ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（１４）」（２０２１年０９月２７日） 

歴史学者氏によれば、スペイン人が旧マナド島 Pulau Manado Tuaに港を開いたのは１５８０

年のことで、寄港するスペイン船に食糧を供給するために駐在スペイン人がトウガラシや穀物

類を植えたのが、北スラウェシにおけるトウガラシの事始めだった。 

そのうちに船員たちがミナハサの地に定住するようになり、かれらはキマ kima に住んで地

元女性と家庭を持った。スペイン人の妻になったミナハサ女性は夫が教えるスペイン料理を作

った。トウガラシを初めて知ったかの女たちは実家や友人にトウガラシを教えた。 

ゴラカで既に辣味志向を持っていたミナハサ社会はトウガラシを受け入れるのに何の不都

合もなく、ほどなくしてトウガラシとゴラカの二本立てが始まった。そして数百年という長い期間

にトウガラシが主導権を握ってしまったというのが、ミナハサのトウガラシ史のようだ。 

 

Cucur Manado 

Ayam Wok 
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北スラウェシの州都マナドを昔の日本人はメナドと呼んでいた。コンパス紙によれば、ミナハ

サ語でマナドという地名をジャワ人が Menado と発音し、またそう書いていたために、それが国

際社会に先に採用されて、非ミナハサ人は一様にムナドあるいはメナドとしていたという説明

が記されている。 

１９７０年代のジャカルタでは、日本人も含めてインドネシア人もみんなメナドと称していたよ

うに記憶している。おまけに北スラウェシは、その昔、日本を追われた日本人が移住して来た

土地であり、日本を懐かしんでミナト（港）とか、ゴロンタロ（五郎太郎）などという地名を付けた、

というまことしやかな話まで聞かされた。確かにマナドよりもメナドの方がミナトから音変化する

方向性は近いような気がする。 

インドネシアで発見されたシーラカンスに Latimeria menadoensis という学名が与えられた事

実を、インドネシア政府がミナハサ語のマナドを公式名称として決定するずっと以前に世界で

流通していた常識の反映と見ることもできよう。 

ミナハサ語のマナドとは、遠い場所を意味する mana rouあるいは mana douが語源だとされ

ている。日本を追われた日本人も実に遠い場所に港を作ったものだ。 

 

ミナハサ人がマナドと呼んだ土地は最初、ブナケン島の西にある旧マナド島 Pulau Manado 

Tua だった。そこには王宮があって、領主がそこを支配していた。陸地半島部のミナハサ人が

そこへ行く時に「遠方へ」と言い、それがその島の地名になった、という流れがその説明から推

測される。 

ところが旧マナド島で良い生活用水が得られなくなり、一方でボラアンモゴンドウの王からの

支配圧が強まった結果、ひとびとは島を捨てて半島側に移り、現在のマナド市北部に移住した。

それが現在のマナド市の発端だそうだ。 

マナド人を orang Kawanua と呼ぶ表現が時おり見られる。wanua は古ムラユ語で居住地区

／部落／集落を意味しており、desa/negeri/nagariなどの類語と説明されている。w→bの異音

変化からwanua→banua→benuaの関連性は十分に考えられるところであり、現代インドネシア

語で benua は大陸をその語義と定めているものの、古代にはもっと狭い人間の集合居住地を

示す言葉だったとも指摘されている。 
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カワヌアはミナハサ族全般を指して使われることもあるが、特にマナドの衆を意味する語法

が一般的なようだ。だから時と場合によって、ミナハサ料理＝マナド料理＝カワヌア料理という

同義語用法が発生することも稀でない。[ 続く ] 

 

 

「スラウェシ島の食（終）」（２０２１年０９月２８日） 

マナドの名物「３Ｂ」についても、わたしは１９７０年代に講釈を受けた。ジャワ人の３Ｂは嫁を

選ぶ際の規準を示しており、bibit, bebet, bobotがその内容になっている。しかしマナドの３Ｂは

あくまでもマナドの地を印象付ける名物なのである。 

まずは食べ物の bubur Manado。インドネシア語の buburには塩味のものと甘いものがある。

たいていの地方でコメの粥は朝食として普通に食されており、塩味が普通だ。一方、モチ米・

サゴ・豆類などが使われる場合は甘いものが多い。マナド粥の特徴は濃い透明な汁に入った

コメ粥で、そこにトウモロコシや緑野菜が混じっており、ただのコメ粥より食べ応えはあるがトウ

モロコシの甘味に違和感を覚えるひとが多いそうだ。朝から粥だけでは軽すぎると言うひとは、

魚をおかずにしている。 

二番目は bibir Manado。唇という言葉で男たちは異性の顔を思い浮かべるそうだが、はたし

てこれはユニバーサルな人間心理なのだろうか？女性の価値をある一点に絞り込んでいる男

は別のものを思い浮かべるのではないかとわたしは想像するのだが。いや、それはあくまでも

想像だ。 

ともあれ、マナド人はそれをユニバーサルなものと考えて bibirを選択したようだ。ミナハサ女

性はたいてい色白で、しかも美人が多いから、眺めているだけで心地よい。その色白さが「港」

の追放日本人説の傍証に使われたのだから、始末に悪い。 

ところがマナド娘を名物にしたなら、まるでマナド娘がふしだらであると宣伝しているような印

象を与えかねないと考えるひとびとが、当然のように反論した。上の解釈はその種の男たちが

するものであって、真の由来は違うのだという主張である。この別説によれば、bibirもやはり食

べ物であり、スープにされる fish lip のことだそうだ。しかしながら中華料理由来の魚唇スープ

は結婚式などでの贅沢メニューとしてインドネシアの各地で供されていて、マナドをエクスクル
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ーシブに代表するものとは考えにくい。 

三番目は Bunakenで、これは説明する必要がないだろう。2 

 

マナド市街からまっすぐ２０キロほど南下するとトモホンの町に至る。町中の三叉路を南東

に向かうと、１０キロほどでトンダノの町、そしてトンダノ湖に到着する。トンダノ湖も淡水魚の宝

庫であり、マナド料理が海産魚と淡水魚の両方を含んでいるのは、その地勢に負うところが大

きい。 

トモホンのパサルは食用飼育動物でない動物肉が普段から供給されている市場として有名

だ。コウモリ・犬・バビルサ・アノア・野ネズミ・クロザル・・・ 

ミナハサ人にとって年一度の最大の祝祭シーズン、クリスマス～新年のお祝いに、珍しい動

物肉を食べて祭りの雰囲気を満喫するのは昔からの習慣になっている。そして地元民が総出

で祝祭の準備にかかり、うきうきする雰囲気の盛り上がっていく時期になると、トモホンのパサ

ルがキリングフィールドに変わる、とさる料理評論家が十数年前に語った。そのときにかれが

記した見聞記は下のような内容だった。 

主に数百頭のバビやアンジンが市場の裏で屠られるのだ。他の動物も数は少ないが、同様

の道をたどる。市場の表では、バナナ葉を挿入してある竹筒が大量に売れて行く。他の地方で

は珍しいクルワッの葉 daun pangi も売られている。ブルッ料理に使われるのだ。 

インドネシアでクルワッ kluwakあるいはクルウッ kluwek と呼ばれているパンギ pangiの使い

方が種族によって異なっている。ミナハサ人は葉を食用にし、トラジャ人ブギス人は果肉を野

菜として使い、ジャワ人は種の身をラウォンにする。 

パサルで売られている肉はバビとアンジンが最も多く、そしてコウモリと野ネズミが次に多い。

カンビンは見当たらず、牛肉が少し売られている。魚は淡水魚のカワスズメ mujair やコイ ikan 

mas および小魚 ikan nike がメインを占めているものの、燻製にしたカツオの cakalang fufu や

ロアの干物などもある。小魚 ikan nikeは鶏卵と小麦粉を混ぜたものをからめ、塊りにして油で

揚げるとバッワン bakwan（肉丸）のような食品になるし、あるいはプルクデルの中身に混ぜた

 

2 ホモセクシュアルの間での隠語で bukan を意味する 
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りもする。 

トモホンのパサルは実に、ミナハサ人の食に掛ける意欲を下支えしている場所と言えるにち

がいあるまい。この豊かな食のバラエティを見せてくれる地上の異界スラウェシ島という土地

はきっと、ざらにあるものではないだろう。[ 完 ] 
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「ビトゥンの刺身（前）」（２０１６年０８月２５日） 

昔、たいていのインドネシア人が刺身やすしを食べようとしなかったのは、かれらの生活環

境にある生の海洋魚は生臭いという認識があったためらしい。インドネシアの魚料理には、生

臭さを消すためにさまざまなスパイスが潤沢に使われている。さもなくば、たっぷりの油でフラ

イにした。こうすれば生臭さは消し飛んでしまう。 

次にあるのは寄生虫の恐怖だ。魚に火を通すことで、一応は寄生虫対策も行うことができ

る。インドネシア人ムスリムに限って言うなら、調理されていない生の海洋魚の肉がハラルな

のかハラムなのかよくわからず、無鉄砲をして禁を冒すのを恐れたことがそこに加わっている

のかもしれない。 

しかし日本クオリティの刺身やすしをひとたび体験すると、生魚嫌悪症は影を潜めるひとが

大半であり、日本人の長寿健康の秘密はこれだと考えて、この世界にのめりこんでいく。 

 

北スラウェシ州ビトゥンは

港町であり、貿易港もあれば

漁港もある。海産物加工品

製造工場は７軒、海産物加

工場は２８軒あり、それらは

一日あたり１，４１４トンの魚

を必要としていて、ビトゥンが

魚の町であることをそのこと

が物語っている。日本の遠洋

漁船もこの港に立ち寄るし、

日系資本の海産物加工品製造工場もあるようだ。 

この町に、ツナの刺身を供するワルンや食堂あるいはカフェがある。インドネシアでカフェと

いう名称は最初、カフェテリアに由来した。だから元来は簡易レストランなのであり、純然たる

コーヒーショップとは内容が違っている。カフェという名の食事処が世間に普及してから数十年

後、米国資本のスタバを代表とするコーヒーショップの波がインドネシアに上陸した。このニュ
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ーファッションをもたらしたものもインドネシア人はカフェと呼んだ。だから、インドネシア人がカ

フェと言ったとき、かれ・かの女がどちらを意図しているのかは、確かめなければわからない。 

ともあれ、ビトゥンの刺身は地元民向けに供されているものであり、日本人客を狙ったもの

ではない。だから味覚はインドネシア風になっており、日本風の刺身を期待してそれを注文す

ると驚くことになる。 

食事ワルン「Aertembaga Indah」で刺身を頼むと、まずツナの切り身が載った皿が出てくる。

小さく切られた魚肉は大きさも厚さもばらばらで、皿の上に雑然と置かれている。漬けタレは醤

油とワサビでなく、ケチャップマニスとトウガラシの千切りがベースだ。このスタイルはジャワ島

の漬けタレの本命なのだ。ただし、ビトゥンの刺身用漬けタレは、もうちょっと手が込んでいる。 

ベースにはケチャップマニスとケチャップアシンが使われ、バジル、ニンニク、エシャロット、

赤トウガラシをすり合わせて少量の塩を加えたものとピーナツを炒めて砕いたものが混ぜ合わ

されている。 

これを味わったインドネシア人記者の印象は、日本とインドネシアの味覚が程よく融合して

いると評した。生臭みのないフレッシュツナの歯ごたえと複雑な味の漬けタレが口の中で心地

よく混じり合う。バランスのとれたケチャップの甘さしょっぱさと魚の旨味が溶けあい、トウガラ

シの辛さが口中を満たし、ピーナツの歯ごたえと味がバリエーションを添え、そしてバジルの刺

激が後味をさわやかなものにしている。[ 続く ] 

 

 

「ビトゥンの刺身（後）」（２０１６年０８月２６日） 

一皿２万５千ルピアのツナ刺身は、瞬く間に消えた。「もう一皿注文しようか？」という自分の

声が頭の中で点滅したそうだ。 

ワルン「アエルトゥンバガインダ」の主人ママ・レナ６０歳は、日本漁船に乗り組んだ夫が日

本人の仲間たちを自宅に招いて食事をふるまったときにはじめて刺身を作ったと回顧する。ビ

トゥンの町でだれが最初にインドネシア風の刺身を始めたのかはわからない。ビトゥン港に寄

港した日本の遠洋漁船乗組員が、同じ船で働くインドネシア人に刺身を教えた。 
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ツナという素材そのものはビトゥンの町にあふれかえっている。日本人はみんな自前の醤油

を持ってきて、刺身を食べていた。しかし北スラウェシのひとびとは、豊かなスパイスの味覚に

慣れている。しょっぱさだけでは物足りかなったにちがいない。しょっぱさ、甘さ、辛さ、爽やか

さ・・・もっとたくさんの味わいを求めて、かれらは漬けタレを工夫した。刺身にされる魚も、マグ

ロ、カツオ、モロアジなどが使われた。 

このビトゥン風刺身に米の飯はつかない。「米飯はこの味覚にあまり会いません。シンコン

（キャッサバ）を茹でたものと一緒に食べるほうがおいしいですよ。今ではその組み合わせが

常識になっていて、でも店によっては茹でバナナを出すところもありますけど。」茹でシンコンの

ほんわかとした甘みによってトウガラシの刺激が緩和され、次の刺身の一切れを待ち受ける

態勢を口の中に作り上げていくようだ。この絶妙のコンビネーションで、ビトゥンの刺身はお代

わりが続けられるにちがいない。 

話変わって、刺身という料理が普及する以前に、ビトゥンにも海洋魚を生で食べる料理があ

った。イカンゴフ(ikan Gohu)と呼ばれる。同じものは北マルク地方にもあり、さらにはフィリピン

のミンダナオ島やハワイにもあるという話で、だから、生の海洋魚もタコも世界中で日本人しか

食べない、というようには思わないほうがよいだろう。インドネシアでタコは海岸部に住むひと

びとが昔から食べていた。 

イカンゴフは北マルクでゴフイカンと語順を変えて呼ばれている。インドネシア人は必ずその

料理にトウガラシを加えるが、フィリピンやハワイはトウガラシを使わないようだ。レナさんによ

れば、イカンゴフは生の海洋魚の肉で作ったマリネであり、北スラウェシでこの料理は大勢の

人が好んでいるそうだ。マグロやカツオの肉を一口大のサイズに切り、ショウガ・赤トウガラシ・

バジルの葉をすり鉢ですり合わせて魚肉と一緒にもみ、ライムを搾って上から振りかける。食

べる前にしばらく置いておき、スパイスソースをじっくりと魚肉に浸み込ませるほうが、美味し

い。ビトゥン風刺身よりも酸味が勝っていて、爽やかさが強く、ケチャップマニスやケチャップア

シンが使われていないために魚肉の旨味がもろに口内に広がる。 

北マルクではゴフイカンを地元のサシミと称しているが、サシミという言葉が今や魚肉の生

食という意味で世界語になったことをそれが示しているようだ。[ 完 ] 
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