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 ジャワの食  

「ジャワ人の食コンセプト（前）」（２０２１年１０月２８日） 

 

ライター： ジャーナリスト、アンドレアス・マルヨト 

ソース： ２００７年１２月１４日付けコンパス紙 "Orang Jawa Tidak Kenal Konsep Ruang 

Makan"      

ジャワ人の家を訪問するとき、その家の食堂にオートバイや洗濯物、あるいはモミ米が積み

上げられているのを見て驚いてはいけ

ない。一般論として、ジャワ人の家屋

には食堂というコンセプトがないのだ。

昔のジャワ社会における住宅設計者

は、食事をするための部屋を特別に用

意することをしなかった。接客する空間、

食事する空間、家族団らんのための

空間は渾然一体となっていた。 

農業文化が朝食の場を水田や畑にした。農民は太陽の陽射しに焙られる前に家を出なけ

ればならない。当然、家で朝食を摂ってから、という悠長なことは言っていられない。１８１７年

の History of Javaの書にラフルズはそのような解説を記している。１８９０年代にジャワを訪れ

たアウグスタ・デ・ヴィッツは自著 Java: Facts and Fanciesの中で、朝ジャワ人は川へ行き、水

浴してから朝食を摂る、と記している。 

ジャワ文化専門家のスマラン国立大学トゥグ・スプリヤント教授は、ジャワ人は食事のため

の部屋という考えを持っていなかったと語る。「農業生活の習慣がジャワ人に、食事をするた

めの部屋というコンセプトを持たせなかった。朝食ばかりか、昼食でさえ水田で食べていた。田



ジャワの食 

2 

畑で食べるのが普通の生活になると、家で食べるときの姿勢も普段の癖が出る。足を高く上

げて座り、スプーンなど使わずに食べ物を手づかみする。現代でも、ジャワの農民はいまだに

そんな様子で食べている。」 

 

食堂を持たない農家の例は、ヨグヤカルタ特別州バントゥル県で容易に見出すことができる。

家屋設計者は食事のための部屋を家の中に設けなかったのだ。それどころか、料理を並べて

置くためのテーブルすら、家の中にないケースもある。家族の一員はだれでも、食事したけれ

ば台所で飯とおかずを皿に載せ、好きな場所にそれを持って行って食べるのである。 

変化は、郡役場が置かれている町で起こった。家の中に食事をするための場所がしつらえ

られ始めたのである。最初は独自の部屋でなく、台所につながっているスペースに食事の場

所が設けられた。台所とは仕切られていない。そのスペースが十分に広ければ、そこにはオ

ートバイやモミ米など食事に関係のない種々の物が置かれ、ひもが張られて洗濯物がぶら下

がる。その典型例はヨグヤカルタ特別州グヌンキドゥル県ポンジョン郡の一軒の家だ。 

料理がそのスペースのテーブルの上に置かれるのは、ほとんど客人のためだった。普段は

家族のすべてが自ら台所に入って皿に飯を盛り、コンロに掛かっている鍋からおかずを取り、

好きな場所に向かう。テーブルに行って食べる者もあれば、台所の片隅の縁台に腰かけたり、

あるいはどこかの床に座って食べる。 

客人があると客に食事をふるまうが、客人だけをテーブルに着かせて食べ物を供する。家

の主人は相伴どころか、客を放り出して、別の場所で何かをしている。他人の家を訪問して、

自分ひとりがその家の誰にも相手にされないまま食事だけしているという事態を平常心で受け

入れられるひとは少ないだろう。しかしジャワ人にとっては、それが客人への最高の尊敬を示

す方法になっていた1。される側の感情とはまるで関係なしに。 

 

1 何かを食べているときに邪魔をしてはならないという風習らしい。都会では客人と一緒に食卓で食べるの

が一般的であるが、食卓に座りきれない時はめいめい好きなところで皿に盛ったご飯を食べている。 
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家の主人が同席して話し相手になるが、相伴はしない、というケースもある。ジャワ式最大リ

スペクトよりもまだ客人の感情は救われるかもしれないものの、自分が食事するときに同席の

人間が何も食べないという状態に平気でいられるひともあまり多くはあるまい。客の自分には

食事をふるまうのに、家の主人は何も食べようとしない。これはいったいどういうことなのか？

ジャワ農民にとっての食事コンセプトが特異なものであったのを、われわれはその現象に見出

すことになる。 

 

更に時代が進んで、台所と切り離された食堂が住居の中に設けられるようになった。食堂に

はもちろん食卓が置かれ、食器棚があり、食堂としての機能は整えられているものの、単にそ

のような形にしつらえられただけ、という雰囲気がまとわりついている。食卓は料理を並べ、必

要にして適正な食器類が置かれる機能を十分に果たしているが、単にそう扱われているだけ

で、それ以上のものになっていない印象が避けられない。 

この段階で、一家のための食堂は家を建てるときに当然設けられるべきものとなった。食堂

には食卓が置かれてテーブルクロスが掛けられ、食器も完全なセットが常備された。フォーク

が使われるのは普通の光景になった。[ 続く ] 

 

 

「ジャワ人の食コンセプト（後）」（２０２１年１０月２９日） 

大都市では、食堂は台所と客間の間の位置に仕切りのないオープンスペースの形で設計さ

れ、食卓が客間から丸見えになるスタイルで設けられる形も増えて来た。都市部の住宅用地

の制限もあっただろうが、ライフスタイルの変化という面も見落とせない。 

暮らしぶりがオープンになる傾向は、世間に自分の暮らしぶりを見せようとする生き方を生

むのである。最新流行を取り入れていることが価値を持ち、食堂のデザインから食卓の様子
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やそこに置かれた料理の内容が家の主人の評価を左右する。 

ジャワ人の多くも住居内に食堂を設け、食事の礼儀作法も学んだとはいえ、伝統の中に培

われて来た農民の自由な作法への郷愁が心の中でせめぎ合う。食卓に着いて食事用道具類

を使いこなしてはいても、時おり、自由な雰囲気での食事への憧れがかれらをカキリマ屋台に

向かわせる。スプーンを使わずに手づかみで食べることの快適さも捨てがたいものがある。ま

ったく自由な姿勢と自由な作法で食事ができる伝統的な食堂や食べ物ワルンから切り離され

ることに耐えられないのだ。 

腹を満たすという生理的欲求への対応行動でしかなかった伝統的な農民の食事スタイルか

らなかなか離れられないでいるジャワ人の状況は、かれらが食卓・食堂・団らん・礼儀作法と

いったコンセプトを持つ食事への移行の中途段階にあることを示している。かれらが通り過ぎ

なければならない道程は、決して短いものではなさそうだ。 

食事の際の姿勢がしばしば、昔ながらの乱れた形を示すひともいる。自宅の中に設けた食

堂で食事することに依然として溶解することのない違和感を覚えるひともいる。食堂は住宅設

計の標準要素であり、食卓があって料理が並べられる場を持つのが現代人の標準ライフスタ

イルであるという理解は持てても、自分の生き様にその知識がしっくりと位置付けられていな

い。 

 

ジャワ農民に食事コンセプトの変化を最初にもたらしたのは、ヌサンタラの支配者になった

オランダ人たちだった。行政高官・地主・農園主などになったオランダ人は豪邸を建てて家族と

一緒にそこに住み、ヨーロッパのライフスタイルを実践した。近在のプリブミが大勢その豪邸に

雇われて召使いになった。 

トアン一家の食事を作る手伝いをし、食堂でテーブルマナーを駆使して食事する姿を目の

当たりにした召使いたちが、ヨーロッパの料理・飲食物・食事作法などを覚えてプリブミ社会に

持ち帰った。しかし、それがプリブミ社会で即座に模倣されたわけではない。プリブミ社会がそ
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の実践を真似するためには、それを行わざるを得ない要因が加わってはじめて広がりを見せ

ることになる。 

１９世紀に入って植民地行政のシステム化が進められ、中下級官僚にプリブミの登用が増

加し、さらに官僚予備軍の育成のために学校教育が行われるようになると、プリブミ社会にヨ

ーロッパ式ライフスタイルが広がり始めた。もちろんそれはプリブミ上流階層で起こったことだ。

プリブミ中級官僚がオランダ人上級官僚と私的な交際を行うのは当然のことであり、プリブミが

上司のオランダ人を自宅に招いて接待することがなしでは済まない。中級官僚になったプリブ

ミ上流層の抱える召使いがヨーロッパ式ライフスタイルの知識を持つようになれば、プリブミ社

会での知識量はマッシブに広がる。 

フランセス・ハウダはその著 Dutch Culture Overseasの中で、オランダ人のライフスタイルが

プリブミの生活様式に影響をもたらしたことを指摘しており、ジャワ社会がオランダ人の食堂と

食卓の作法を模倣するようになったプロセスはそこに端を発しているように思われる。 

 

トゥグ・スプリヤント教授もそれを肯定する。「住居内の食堂と食事の作法についてのコンセ

プトはオランダ人に影響されたものだ。そのときにジャワ人は食堂というものをはじめて知っ

た。」 

だが、学んだからすぐに模倣したわけでもないし、百年以上もの間、それを身に着けようと

努めたわけでもない。現代ジャワ人ファミリーの中にも、テーブルに着いて一家団らんの食事

をするときに、足を椅子の上にあげて座るひともいる。一部のジャワ人にとって、自宅内の食

堂で西洋式の作法に従って食事することは自由な生き様を拘束する苦痛の場かもしれない。

[ 完 ] 
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「ジャワ人の台所（１）」（２０２１年１１月０１日） 

ジャワで台所は古来から、裏にあるもの、隠れたものという理解になっていた。そこには深

鍋・平鍋・ヤカン・土壺・すり鉢などの調理器具が置かれた竹製の棚や台があり、同時に薪を

使う粘土製や煉瓦製の炉があって、料理するとき、濃い煙が息苦しさをもたらし、目を痛くした。

その伝統的な台所のあり方に異なるコンセプトをもたらしたのは、オランダ人だった。 

 

１８６９年にスエズ運河が開通してヨーロッパとアジア間の船旅の日数が大幅に短縮された

ことで、アジアへの旅はヨーロッパ女性たちを大いに誘惑するようになる。その爆発現象はま

だ数十年待たなければならなかったが、オランダ領東インドにも妻子を伴って行政官僚が赴任

したり事業者が移住する可能性が開かれたことは間違いがない。 

ジャワ島に住むオランダ女性が増加して来ると、ジャワで手に入る食材を使ってオランダ料

理を作るアイデアが価値を持つようになる。まだオランダ本国にいて、これからジャワに住もう

としている女性にとっても、予備知識は喉から手が出るほど欲しい。料理レシピ集や台所関連

情報は売れるだろう。ジャワの女性はどんな台所で何をしているのだろうか。その時代、世界

中の女性にとって、台所は数少ない自己実現の場のひとつになっていたことを忘れてはなる

まい。 

ベルクム N van Berkumは１８９９年に De Hollandsche Tafel in Indie と題する書物を書いた。

それが出版されたのは１９００年で、その中に汚く、暗く、換気のないジャワの台所の様子が記

されている。 

 

１９２０年代に作られたムラユ語学校向け教科書 Pendjaga Diri: Kitab Batjaan tentang 

Kesehatan Oentoek Sekolah Melajoe にも、ジャワの台所について同じような内容が描かれて

いる。それどころか、台所の近くに家畜小屋があることまで指摘されている。この教科書はプリ
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ブミに健康な生活を営むことを教えるためのもので、編者はもちろん清潔な台所が健康生活

に不可欠であることを踏まえて内容を編纂している。 

オランダ植民地政庁はジャワ島内での疫病の流行に

対処するため、ジャワ人医師養成を１８５３年から開始し

た。それが本格化して大量の医師養成が行われるよう

になったのは１８８９年のＳＴＯＶＩＡ開校以来だ。そのジ

ャワ人医師たちが同胞の健康生活向上を目指して台所

に関する意識改革推進の立役者になった。健康な家庭

は健康な台所が基盤になる。調理器具が整然と置かれ、

タイル張りの床は濡れておらず、十分な換気がなされて

いるのが健康な台所のイメージだ。 

 

健康な台所の普及促進は持続的に行われた。ジャワ語とジャワ

文字で書かれた１９３１年の教科書 Siti Karo Slametには、清潔で

乾いた床の、大きな換気窓がある台所のイラストが掲載されてい

る。オランダ植民地政庁はジャワ人の健康生活を、住民教育の中

で総力をあげて推進した。 

共和国独立後もその伝統は続けられた。料理レシピ書籍の中

にも、良い台所とはどのようなものであるかを解説するページが盛

り込まれている。たとえばその一例として１９５４年に出されたBuku 

Masakan と題するレシピ本には、良い台所は日光が差し込み、すべての調理器具が収められ

だけの広さがあり、中で身体動作が自由に行え、新鮮な空気が流れ込むこと、が条件として挙

げられている。[ 続く ] 

 

伝統的なジャワの台所 
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「ジャワ人の台所（２）」（２０２１年１１月０２日） 

健康な台所に関する国民への知識啓蒙は続けられ、続々と出版される書物には大きな換

気窓を備えている床の乾いた台所の絵や写真が掲載された。そのころ、豪華な台所と質素な

台所が比較される傾向が出現した。質素な台所は石油コンロ・調理器具・素朴な机があるだ

けだが、豪華な台所は電気を使うコンロがあり、床はタイル張り、そして種々の電気調理器具

がそろっている、というものだ。 

 

国民の健康生活促進は政府の政策になり、キャンペーンが行われた。オルバ期のＰＫＫ（家

庭福祉育成プログラム）では、さまざまな家庭問題への対策と共に健康な家庭生活と健康な

台所というテーマが頻繁に取り上げられた。 

オルバレジームが国民の経済レベルを向上させると、実際の台所の姿も変化を示すように

なった。まず女性週刊誌が台所に関する最新イノベーションを紹介し、それに追随してデザイ

ンや建築関連の雑誌も台所関連の最新型製品を掲載するようになった。マスメディアはそのよ

うに台所のあり方の啓蒙に大きな役割を果たしたのである。外面的なデザインや実質的な中

身だけでなく、住居の一部分としてばかりかわれわれの暮らし全般における台所の地位と機

能の観念まで、それらの情報は国民を教化した。 

モダンできれいな台所コンセプトによって、さまざまな電子式調理器具が台所を満たすだけ

でなく、排煙設備や食器洗浄機、冷蔵庫、オーブン、電子レンジ、シンク、更には様々な形態

やデザインの蛇口・引き出し・オートストッパーなどの諸設備までが台所の中を彩るようになっ

た。 

このような台所が裏の隠れた場所に設けられるものでないのは明らかだ。それは世間に示

されるべきものになっており、家屋設計の中で重要な一部にされている。そんな台所を設ける
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ための費用は、家屋の他の部分に比べてとりわけ巨額なものになった。多分浴室と双璧をな

しているにちがいない。 

 

現代生活における台所の機能は既に変化した。台所は単に食べ物を作り出すための場所

でなくなり、家族が集まって団らんと意思疎通を生み出すための究極の場所に変化したので

ある。更には、親近感をもたらす客を迎え、一家の「内部」に招き入れて接する場所にもなった。 

台所は一家のキャパシティとクオリティを示す展示場の趣を持つようになり、こうしてきれい

な台所 dapur bersih と汚れた台所 dapur kotorの二分化が発生した。この観念がいつどこから

起こったのかはっきりしないのだが、多分全国の都市部で住宅建設が盛んになった１９８０年

代ではなかっただろうか。 

きれいな台所は展示場としての台所であり、汚れ仕事を行う昔ながらの台所機能と切り離さ

れて、せいぜい冷めた料理を温め直したり、飲み物を作るといった軽い作業だけが行われる

ようになり、食材がごろごろと転がり置かれ、ゴミやカスが散らかっている昔ながらの台所は、

ダプルコトルとして維持された。ダプルブルシッは世間に対して見せるためのもの、一方本格

的な調理作業はダプルコトルが一手に引き受けた。ダプルブルシッは場所としての姿を見せる

ためのものであり、調理作業を世間に見せる必要などまったくないのだから、そこで本格的な

調理が行われるわけがない。 

台所はもはや裏方の役割にとどまらず、モダン文化の中で、陽の当たる場所でライフスタイ

ルを示すポジションに引っ張り出されたのである。もちろん、世間に見せるライフスタイルは豪

華で贅沢なものになるのが当たり前だ。台所には高いセンスの芸術感覚と趣味の良さが反映

された。審美感・機能性・現代性・快適さ。台所が社会階層を示すシンボルになれば、それが

どうあらねばならないかは自ずと決まって来る。[ 続く ] 
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「ジャワ人の台所（終）」（２０２１年１１月０３日） 

ウマル・カヤム作 Para Priayi(２０１２年)はそれを示している。

ひとが上流階層 priayi 出身者であるかどうかは、台所でのふ

るまいで分るのだ。昔のジャワの上流階層は貴族階層だった。

プリアイ層の女性は、食卓の整え方がすぐれていると、良い

妻になると見られた。皿を裏返しに置き、フォークとスプーン

は皿の右側、グラスは皿の左側に置く。 

ジャワの女性を男性は konco winking（後の仲間・後の味方）

と呼んだ。表にいる夫が解決困難な問題を妻が裏で解決し

てくれるというのがコンチョウィンキンのコンセプトだ。 

現代の台所はもはや、コンチョウィンキンだけの場所でなくなった。男性も台所のことがらに

はばかりもなく口を出すようになり、料理が趣味だと言う男性も少なくない。現代は料理が女性

の専門でなくなった時代だ。台所は女の世界であり、男が台所で何かしていると男としての値

打ちが問われた時代は既に過去のものになった。男にとって台所はもうタブーでない。それど

ころか職業料理人の世界では、シェフと呼ばれる人間はどうやら男性のほうが多いようだ。 

 

そんな変化を単純に進歩と呼んで良いものだろうか。その過

程の中で失われたものもあるのだから。ジャン・ニューベリーは

著作 Back Door Javaの中で、通常は台所に通じているジャワの

裏扉がその家の裏手への直接アクセス路以上のものであったこ

とを明らかにした。裏扉は、表扉を通じては行え得ないさまざま

なことがらへのアクセス路でもあったのである。 
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ジャワ社会では、台所と家の裏手は女中と子供たちが集まってふざけ合っても顰蹙を買わ

ない場所だった。中でも、台所は隣人たちとの情報交換や食べ物のやり取りをする場所にもな

った。 

公的なことがらはすべて表の客間で行われ、公的でないものごと、時には公的なものよりも

重要で決定的なことがらが家の裏手でなされた。ミナンカバウ出身のイスラム著名人アグッ・

サリム H Agus Salimは自ら子供たちを台所で教育した。言葉遣い・倫理道徳・生活の知恵。 

現代の社会構造も建築様式も、家の表と裏という観念を時の流れの中に置き去りにした。

各家の裏手が隣近所とつながっているという形は保安やプライバシーという現代コンセプトに

よって排斥され、ライフスタイルは家の表と奥という分類に変わり、家の主は外部者を奥まで

入れるかどうかを選択的に行った。家によって、台所を表に位置付けるところもあれば、奥に

位置付ける家庭もあるが、そこまで入れる人間を選択性にするか一律にするかの違いがある

だけだ。 

家の裏手にあったすべてのものが現代住居の中で表の一部にされたとき、昔の台所が持っ

ていた意義と機能の中の何かが失われることは、避けられなかったのである。[ 完 ] 


