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ルジャッ・インドネシア料理ディアスポラの悲劇 
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「ルジャッの真実（１）」（２０２２年０９月０１日） 

ピーナツにヤシ砂糖とたっぷりのトウガラシを混ぜて練ったサンバルソースを酸っぱい未熟果実にかけ

て食べる rujak を愛好する外国人はどのくらいいるのだろうか？わたしがインドネシア初心者のころ、ジ

ャカルタでルジャッと言えば酸っぱい未熟マンゴの必ず入ったフルーツサラダに出会うのが常で、一二

度チョバして自分の敵う相手でないことを悟って以来、二度と口にすることがなかった。 

しかしどうやら完熟マンゴのルジャッもあるそうだから、それはオプションなのかもしれない。だがあ

のころ、わたしの周囲にいた女性たちはみんな未熟マンゴを食べていたように思う。当時、完熟マンゴ

バージョンは果たして一般的になっていたのだろうか？ 

他の果実も甘味の少ないジャンブやブリンビン、あるいはバンクアンなどの水っぽいものが多く、あ

まり食指の動く相手でなかったことも確かだ。話では、ルジャッ愛好者はやたらと辣いサンバルソース

がターゲットであり、その辣味を満喫せんがために水っぽい果実類が使われているという話だ。 

ルジャッ料理人の話によれば、まず芋や熟れたての果実から食べるのが良いそうだ。そうすることで

サンバルソースの辣味と果実の甘味が拮抗するのだろう。水分の多い果実は後回しにする。辣味がク

ライマックスに達してから、水気でそれを収めていくことで happy endingに至るらしい。 

Rujak Buah 
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プリブミのルジャッ愛好者はたいていが女性であり、辣味初心者なら気絶しかねない強烈な辣味を

ハーハー言いながら食べている光景が一般的なものという印象がわたしの脳裏に刷り込まれている。 

かの女たちは激烈な辣味に最初パニックの様相を呈しながらも、皿の中のものをどんどん口の中に

入れていく。その出だしのパニックの姿が、見る者に愉しさをもたらしてくれるのだ。麗しい女性たちが

パニックの様相を呈したなら、あなたの騎士道精神が揺さぶられずにはおかないだろう。だがしかし、

雄々しいかの女たちは辣味に決してへこたれないのである。嬉々としてそれを乗り越えていくありさま

は、見ていて痛快だ。 

わたしが最初に受けた印象はおやつとして食されるものだったのだが、話によると食後のデザートと

して食べるひとも少なくないそうだ。わたしとしては信じられないような話のひとつがそれだった。食後

のデザートにあの酸っぱく辣いものを食べる芸当は到底わたしにできるものではない。それを大勢がし

ているのだと言われたとき、わたしはただ驚くばかりだった。 

 

ルジャッはジャワに由来する食物で、ルジャッという言葉自体がジャワ語だった。中部ジャワで西暦９

０１年1に作られたタジジャワクノ碑文に rurujak という記載が見られるから、ルジャッという食べ物はず

いぶん古い歴史を持っていることがわかる。古代ジャワでは、ある村が租税を免除される desa 

perdikanステータスを与えられたとき、その儀式の中でルジャッが捧げもののひとつに使われていた。 

 

110716-007 Taji Gunung 

 

110716-008 Taji Gunung 
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王国が租税を免除したのは、宗教上の聖所の世話や管理をその村にさせること、あるいはその村に

珍しい特産物があってそれを王宮に貢納させること、などの代償として行われるものになっていたから

だ。王がその村に大きい恩を感じたとしても、それだけで村の租税を免除するまでには至らなかったの

ではあるまいか。 

ただし、その時代にトウガラシもピーナツもまだ中南米からアジアに伝えられていないはずだから、

名前はそうでも品物は今のルジャッと異なるものだったにちがいあるまい。今のガドガドのようなもので

はなかったかと推測する声もあるが、ソースは違う材料で作られていたのではないだろうか。 

そのあたりの状況がどうであったとしても、トウガラシの伝来以前はコショウか、あるいはヌサンタラ

産のやたらと辛いショウガなどが辣味のために使われていたそうだから、トウガラシ伝来以前の東南ア

ジアのひとびとの暮らしの中で辣味はトウガラシを知るまで一般的でなかったなどと軽視してはいけな

い。[ 続く ] 

 

 

「ルジャッの真実（２）」（２０２２年０９月０２日） 

ジャワ文化で妊娠７か月目に祝われるトゥジュブラナンの際に、妊婦とその女性の友人たちにルジャ

ッがふるまわれる。そのとき、果実類がみな甘く感じられたら胎児の性別は女であり、辣味やえぐ味の

場合は男の子だという占いがなされていたそうだ。 

オランダ植民地時代には、ヌサンタラにいるヨーロッパ人もルジャッを知っていた。ヌサンタラに居住

するオランダ人の多くがオランダ系プラナカンだったのだから、かれらの身体の半分がヌサンタラ文化

で構成されていたはずであり、知っていて当然だったと言えるだろう。そうでなくても、ヌサンタラ文化が

ごろごろ転がっている生活環境の中で暮らしていたわけだから、ヨーロッパ人の姿かたちをしていても

サンバルやトラシが大好物という者がざらにいたことは十分に想像が付く。 



ルジャッ等 

5 

植民地時代の中部ジャワでは、その食べ物は lotis と呼ばれていたという話だ。というのも、ジャワ語

で rujak というのは本来混ぜることを意味しており、ルジャッ方式で用意された食べ物の名称に別の言

葉が与えられたことは自然に思える。それがいつの間にか食べ物の名称になってしまった。そんなジャ

ワの歴史を背負っているルジャッも今ではヌサンタラの全土に普及し、ルジャッという言葉もフルーツサ

ラダという意味の標準インドネシア語になっている。 

 

ルジャッの基本形態は果実の小間切れにヤシ砂糖・トウガラシ・ピーナツで作った甘く辣いソースを

かけて食べるもの、つまりフルーツサラダと呼ばれる概念にぴったりと合致している。ソースがどのくら

い辣いかということをその概念の当否を決める要素にするのはおかしくないだろうか？ 

そんな考えをまるで皮肉っているかのように、rujak manis と名付けられたルジャッが存在している。

逐語訳するなら甘いルジャッになるわけだが、甘いだけのソースをかけたルジャッなどインドネシアに

は存在しないのだ。要するにこれは、ソースにトウガラシがどんな割合で入っているかということとは無

関係な話になるのである。 

 

フルーツサラダ系で一般的なルジャッには、rujak serutや rujak colekなどがある。スルッは削るとい

う意味で、果実類を薄く切ることから命名されたように思われる。チョレッは指先でこすったりすくったり

する動作を指しており、突っ込んだりすくったりしてソースを果実に付ける食べ方に由来するものだ。 

ルジャッスルッは果実とソースを混ぜたものが皿に乗るが、ルジャッチョレッはその名の通り、切られ

た果実を乗せた皿の上にソースを満たした小鉢を置き、食べる時にフルーツを手に持ってソースの入

った小鉢をチョレッする食べ方になる。 

 

しかし野菜や他の食材が加えられたバリエーションもたくさんある。ジャワ人は、野菜のルジャッを

rujak uleg、果実のルジャッを rujak manis と呼んだ。つまり rujak manis とは素材の果実が甘味を持って
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いることに由来していて、甘い味付けのフルーツサラダという意味ではなかったということなのである。 

動物性の食材は混ざらないのが普通だが、ソースにエビ醤であるトラシが使われることもあるし、全

国にあるルジャッのバリエーションの中には、海産物や肉が混ぜられているものもある。 

 

マレーシアやシンガポールにも類似のものがあって、マレーシア語の名称は rojakであり、インド食文

化の影響が色濃く感じられる食品になっている。インドネシアのフルーツサラダの印象に反して、たい

てい揚げ豆腐・ゆで卵・エビフライなどがロジャッの主素材になるのが一般的だ。その代表選手が

mamak rojak だろう。インドネシア人はそれを rujak mamak と称する。どうして語順が逆転するのか？

[ 続く ] 

 

 

「ルジャッの真実（３）」（２０２２年０９月０５日）<ルジャッジュヒ> 

マレーシア語のママッはいくつかの意味を持っているが、その中にインド人ムスリムを指す言葉とい

う語義がある。インド人ムスリムが作るハラルフードは Mamak Stallで販売されているのである。 

ムラユ語で二つの単語の標準的修飾関係

は被修飾語＋修飾語の語順になる。インドネ

シアではそれをＤＭ法則と呼んでいる。ところ

がインド系言語はそれが逆になっていて、修

飾語＋被修飾語の順番になる。その原則はイ

ンドヨーロッパ語族の中で一般化されたから、

インド人がインド語で話す場合は言うまでもなく、何人であろうとも英語を話す場合はそれをママッロジ

ャッと称する。インドネシア人ですら英語で会話するときは語順を逆転させているはずだ。 

Mamak Rojak 
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この食べ物はマレーシアからシンガポールにかけての一帯で、ママッロジャッ・インディアンロジャッ・

パセンバーなどという名前で呼ばれている。ママッロジャッはたいてい、揚げパン・豆腐・茹でポテト・エ

ビフライ・茹で卵・モヤシ・イカ・キュウリを混ぜ合わせたものに濃い甘辣ピーナツソースがかけられたも

のだ。 

パセンバーpasembur という名前はペナンが発祥地であり、マレーシアの北西部地方に拡散したそう

だ。マレー半島の北部を除くと、たいていママッロジャッという名前で呼ばれている。しかし、シンガポー

ルでもパセンバーという名称のものを食べることができるらしい。英語ウィキによれば、シンガポールの

パセンバーはポテト・茹で卵・豆腐・エビフライに甘辣のチリソースがかかったものと説明されている。 

 

ルジャッはヌサンタラの各地に広まって、さまざまなバリエーションを生んだ。ブタウィには rujak juhi

がある。インドネシア語のジュヒはイカの干物のことだが、ジュヒという言葉はイカを意味する福建語の

◇魚（◇＝魚尤）であり、福建人は干物になっていないものもそう呼んでいる。 

ブタウィのルジャッジュヒは干したイカが主役になる。

付け合わせは果実でなくてキャベツ・ジャガイモ・サラダ

菜・キュウリなどだ。それにサンバルソースでなくてピー

ナツソースがかけられる。この辺りの印象はマレー半島

のママッロジャッを想起させてくれるものだ。 

たとえ基本がそうであっても、たくさんの作り売り人が

いればみんな個性化を図るのが世の常だから、魚市場で生のイカを買ってきて、それに熱を加えて乾

燥させる者もいるし、ピーナツソースに独自のサンバルを加える者もいる。 

このルジャッジュヒは名前からして華人文化の匂いを発散させている。華人は麺mie、米粉 bihun、索

粉 sohun、豆芽 toge、韭菜 kucai、蕗蕎 lokio などをヌサンタラに持ち込んできた。果実のルジャッでな

Rujak Juhi 
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い、野菜と海産物のルジャッは多分、ヌサンタラのひとびとのアイデアを超えるものだっただろう。 

 

１９６０～７０年代にかけて、今のルジャッジュヒと呼ばれる食べ物の初期形態のものがグロバッを押

す巡回物売りによって販売されていた。ある筆者が書いた昔の思い出の中に、そのころバタヴィア住民

はその食べ物を troktok と呼んでいた、というものが見つかる。 

トロットッという言葉は、グロバッを押す物売りが竹の切れ端をトトットッというリズムで叩いていたた

め、擬音語が食べ物の名称にされたものらしい。トロットッは長豆を短く切ったもの、ジャガイモ、ジュヒ、

麺、キャベツに酢で練ったピーナツソースをかけたものだった。[ 続く ] 

 

 

「ルジャッの真実（４）」（２０２２年０９月０６日）<ルジャッ・チーグル> 

わたしも１９７０年代前半にその音を耳にした記憶が今でもよみがえって来るのだが、路上物売りの

食べ物を自分の意志で買い食いする習慣のなかったわたしは、それが何だったのかを何十年も経過し

た今、はじめて知った。だが個人体験は時に、別の場所でもっと一般性のある現象が起こっていなかっ

たかどうかについての事実を示してくれないこともある。１９６０年代に別の筆者が書いたものの中に、

次のような文が見られる。 

われわれがノンクロンしながら食べる中華風食べ物の中に、竜眼・ハスの実などが入った中華ウェ

ダンスコトゥン、ルジャッジュヒ、ルジャッ上海、ピエオー、ナシティム、ベベッティム、バソサピなどがある。 

この文から、１９６０年代にはルジャッジュヒという名前の食べ物が世の中に知られていたことが分か

る。そしてルジャッジュヒ屋台の老舗のオーナーの中に、１９６０年代にこの商売を始めたと語るひとが

いるから、この筆者の勘違いということも考えにくい。わたしの１９７０年代前半の個人体験でも、ルジャ

ッジュヒという言葉を何度も耳にしているから、トロットッは特定地域で愛称に使われていたということか
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もしれない。 

 

スラバヤでは rujak cingur が有名だ。ジャワ

語のチ~グルはインドネシア語の moncong のこ

とで、これは牛馬犬豚のように顔の下部に鼻と

口がある動物の口の部分を指している。つまり

このルジャッは牛の唇が使われているのだ。牛

の唇を茹でてみじん切りにしたものが素材の中

に含まれている。 

素材は果実類がクライ・バンクアン・未熟マンゴ・パイナップル・クドンドン・キュウリなどで、そこにロ

ントン・豆腐・テンペ・ブンドヨ・チ~グルが加えられ、さらにモヤシ・カンクン・長豆などの野菜も入る。そ

れらの素材を細かく切ったものにルジャッソースがかけられる。ソースはエビのプティス・ヤシ砂糖・トウ

ガラシ・炒めピーナツ・バワンゴレン・塩そしてピサンクルトゥッの薄切りをすり鉢ですりつぶし、湯を少

量加えてトロミをつけたもの。 

素材の果実類はみんな生だが、他の素材は熱を通してある。その生の果実類をルジャッチ~グルか

ら抜いたものもバリエーションとして供されている。この変形版は素材が全部熱の通ったものになって

いるために、matengan と呼ばれている。インドネシア語の matangに anが付いたものだ。 

つまりこのルジャッチ~グルとは基本的に、フルーツサラダと飯やおかずを合わせたものに牛の唇ル

ジャッという名称が付けられたものになっているわけだ。ところが、そこからフルーツサラダを抜いてし

まったものすら依然としてルジャッチ~グルマタ~ガンと呼ばれているのだから、フルーツサラダでないル

ジャッというものが認知されていることになりはしないだろうか。 

 

ルジャッのもっと変わり種はジャワ島東端に位置するバニュワギの特産料理 rujak soto だろう。これ

Rujak Cingur 
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は rujak petisにソトの汁を加えたものだ。ルジャップティスはジャワ島

東部で一般的に食されている食べ物で、キュウリ・バンクアン・未熟マ

ンゴ・クドンドン・豆腐・モヤシ・カンクンなどを細切れにしたものにソー

スをかけて供される。ソースは上で述べたルジャッチ~グルのソースだ。

そしてその上からさらにソトが注がれるのである。 

ソトは普通、牛肉または

牛臓物のソトになるものの、

牛肉が値上がりすると鶏肉

や、時には鶏足になったりもする。鶏足とはチェケル ceker

だ。当然、肉の塊が皿の中央に鎮座することも起こる。ただま

あ、このルジャッはフルーツサラダの印象などいささかも感じ

られないものだから、それがルジャッと呼ばれるときにだけ、

われわれに違和感が生じることになるのではあるまいか。 

ルジャッチ~グルにしろルジャップティスにしろ、あるいはルジャッソトにしろ、東ジャワのひとびとがル

ジャッという名前の食べ物に対して示す感覚は、ルジャッがフルーツサラダであるという常識を覆すも

のではあるまいか。しこうして、かれらもフルーツサラダのルジャッを選り好みせずに食べているのだか

ら、かれらにとって名前とは「ただの言葉にすぎない」というシェークスピアのセリフの真髄を実践してい

るようにも見えてくるのである。[ 続く ] 

 

 

「ルジャッの真実（５）」（２０２２年０９月０７日）<ルジャッ・ブブッ> 

非フルーツサラダ系ルジャッに必ずと言ってよいほど登場する豆腐を主役にしたルジャッの rujak 

tahu もある。タフゴレン・モヤシ・キュウリが主素材で、揚げピーナツをそれに混ぜ、上からサンバルソ

Rujak Soto 

Rujak Petis 
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ースをかけるだけの、たいへん手軽にできるもの

だ。 

ソースはニンニク・トウガラシ・ヤシ砂糖・塩（赤

バワンを加えることもある）をすり潰して椀に入れ、

少量の湯とケチャップマニスとライム汁を加えて混

ぜる。それを皿に盛った素材にかけ、上からバワ

ンゴレンとサラダ菜のみじん切りをふりかけて供する。 

 

南スマトラ州パレンバンのルジャッタフは高い評判を集めている。そりゃそうだ。パレンバン名物の

pempek が追加されるのだから。ペンペッとは魚のすり身を練って焼くか蒸した食べ物であり、ヌサンタ

ラに知れ渡ったペンペッパレンバンを名前に使わずに隠しているところが奥ゆかしいではないか。 

パレンバン風ルジャッタフの素材は揚げ豆腐・モヤシ・茹でた生麺・索粉を湯で戻したもの・キュウリ・

ペンペッパレンバンが使われる。それにソースがかけられるのだ。ソースはヤシ砂糖・白砂糖・乾燥小

エビを戻したもの・酢・炒めた赤バワン・ニンニク・赤トウガラシ・チャベラウィッをすり合わせて練り、水

に溶かして作る。普通のルジャッタフよりもはるかに食べ応えのあるものになっている。 

 

フルーツサラダ系ルジャッのひとつに rujak bebeg がある。

bebeg は時に bebek と書かれるためにあひるのベベッと混同

しがちになるのだが、beubeuk とも綴られるという説明が示し

ているように、どうやら語源はスンダ語ブブッに由来している

ようだ。意味は潰して粉々あるいはどろどろにすることだそう

で、このルジャッは果実の原型をとどめない姿になるのが普

通だ。 

Rujak Tahu 

Rujak Bebeg 
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ルジャッブブッをブタウィフードと言うひともいるようだが、その名称からはどうもスンダ文化の匂いが

強く立ち上ってくる。いや、わたしはそれを正誤判定しようなどと毛の先ほども考えていない。ブタウィ文

化の底辺には地縁としてのスンダ文化が確固として鎮座しているのだから。 

ルジャッブブッはそんな風にして作られるものだから、使われる生鮮果実は硬めのテクスチャのもの

が選ばれる。マンゴ・ジャンブ・未熟パパヤ・バンクアン・クドンドン・未熟パイナップル・キュウリ・熟れ始

めのイモ類などだ。さらに jeruk bali と呼ばれているブンタンやピサンバトゥあるいは若いムンクドゥを加

えるひともいる。 

それらの皮をむいてから細切れにして臼状の容器に入れ、ブンブをそこに加えたあと木製のスリコギ

で潰しながら混ぜていく。ブンブはヤシ砂糖・チャベラウィッ・塩・トラシ・タマリンドの汁など。地方によっ

ては乾燥小エビが加えられることもある。辣味はチャベの数でお好み次第に調節する。 

 

万人に好まれるルジャッブブッは味もさることながら、潰しの程度にも関わっている。潰されて泥状に

なったものと潰されきらずに原形をなにがしかとどめているものがほどよく混じっている状態が最高な

のである。全部潰して濃縮ジュースにしてしまっては、万人好みでなくなる恐れがある。巧みなルジャッ

ブブッ作り売り人たちは、あっという間に潰し作業を終えて万人に好まれるものを作る。 

昔の作り売り人たちは小さく切ったバナナ葉を逆円錐状にまるめて、できあがったルジャッをその中

に入れ、バナナ葉を折って作った代用スプーンを添えて客に渡した。バナナ葉が格別の風味をルジャッ

ブブッに添えていた時代だった。今ではプラスチックカップとプラスチックスプーンが現代化した作り売り

人たちの常識になっている。 

一見、茶色で泥臭く、あたかも漬物かなにかのように見えるこのルジャッは、甘・酸・辣そして苦みも

少し混じっていて、その豊富な味覚のバリエーションがプリブミの心をしっかりと捕えているようだ。[ 続

く ] 
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「ルジャッの真実（終）」（２０２２年０９月０８日）<ルジャッチュカビウ> 

バリ島北海岸部最大の町シ~ガラジャ Singaraja にもルジャ

ッの郷土料理版がある。この変わり種が持っている大きな特

徴は、ソースに酢とビウバトゥが使われることだ。その名も

rujak cuka biu。ビウとはバリ語でバナナを意味する。 

インドネシア語で pisang batuと呼ばれるこのバナナは学名

が Musa balbisiana Colla、そして pisang kluthukや pisang biji

などの異名を持っている。皮が硬くて厚みがあり、実の中に

しばしば大きな種ができ、生鮮状態で食べることはまずなされない。しかし完熟すると、実は甘く、良い

香りを放出する。 

まだ若い実がルジャッチ~グルやルジャッブブッのソースに使われることがあるのは、独特のえぐ味

が混じるのを愛好するファンが少なくないからだ。またピサンバトゥは消化器系への薬効を持っている

ので、激辣のサンバルソースの刺激を受けた胃腸に回復力をもたらしてくれると一般に考えられている。

医学の未発達な時代にそんな見解が持たれていたのであれば、薬草学における驚くべき知識の応用

と言えなくもないだろう。 

 

このルジャッチュカビウは、果実ルジャッに一般的なマンゴ・パパヤ・バンクアン・パイナップルにイモ

類が加えられる。ソースはヤシ砂糖とトウガラシなどにビウバトゥを加えてすりつぶし、酢でのばしたも

のだ。愛好者はアシナンボゴールに似たようなものだと評している。多分アシナンボゴールから野菜類

を取り去ったものなのだろう。 

酢もワルンによって種々のものが使われているようだが、中に手製の酢を作ってそれをルジャッに使

Rujak Cuka Biu 
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うひともいる。アレンヤシの花から得られたニラと呼ばれる液体をひと月ほど蔵置しておくと酢に変化す

る。そんな趣のあることをしてくれるワルンの商品はきっと格別の風味が楽しめるにちがいあるまい。 

 

ルジャッチュカビウのワルンでは、店側が用意してある果実の中から好みのものを選んで作ってもら

うこともできる。客は自分の食べたいものだけを選んで注文し、欲しくないものは加えないように頼むこ

とができるのだ。お仕着せの定型メニューをいやでも食べさせられるわけではないのである。 

このルジャッチュカビウは果実類とソースを別々に冷蔵庫に入れておけば、一日以上、作った店によ

っては三日くらい日持ちするそうだ。混ぜてしまったら、できるだけ早く食べなければならない。 

女性がこれを頻繁に食べていると、使い古した女性器がまるで乙女のようになってくると語るひとも

いる。そんなことをいったいどうやって調べたのだろうか？？[ 完 ]
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「イ＿ア料理ディアスポラの悲劇（１）」（２０２２年０９月１２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： ２０１３年９月２７日付けコンパス紙 "Tragedi Diaspora Makanan Indonesia"  

インドネシア人は世界のあちこちにいる。かれらはインドネシア人ディアスポラという名前でひとくくり

にされてしまった。人間ばかりか、ヌサンタラの古文書も世界各地の博物館や図書館に散らばっている。

どんな古文書が世界のどこに置かれているかという情報を集めた書物が Khazanah Dunia というタイト

ルで出版されている。インドネシアの食べ物ディアスポラはどうなっているだろうか。 

 

South Africa Highlights と題する南アフリカに関する小冊子を読んだわたしは、その中に書かれてい

る「ケープタウンの町はインドネシア人が開いた」という記述に驚かされた。そのインドネシア人とは、オ

ランダ人が手に入れたその地で居留地の建設工事を行わせるために１６５２年以来南アフリカに送り

込まれたジャワ人奴隷たちだったのである。今や南アフリカ有数の港湾都市であり観光都市にもなった

ケープタウンにジャワ人奴隷たちが果たした功績はたいへん大きい。 

ところが他の書物を読んでいくうちに、わたしは当惑と悲しみに襲われた。書かれてあったのはマレ

ーシア料理という言葉だったのだから。１９世紀までヌサンタラから南アフリカに移り住んだひとびとが

もたらした料理がマレーシア料理と呼ばれているのだ。イスラム布教のためにムラユ人が南アフリカに

移住した例も確かにあったことだろう。だが、南アフリカでそう呼ばれている料理の本質はインドネシア

料理なのである。 

この誤解の裏にあるのは、Malay という言葉の理解なのだ。ムラユという語が英語化されてマレーと

なった。ムラユの実体と歴史的コンテキストを正確に把握していないひとびとはマレーという語を簡単に

マレーシアという国に結びつけてしまう。英語でマレーと呼ばれているムラユの実体は、マレーシアとい

う国家をはるかに超えて広がっているものであるというのに。 
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そのこととは別に、このような現象については、われわれ自身も迂闊であったことを示すものと捉え

るべきだろう。いくつかの国の中に入り込んだヌサンタラ料理の足跡を記録し、また語り伝えることをわ

れわれはどれほど励行しているだろうか。われわれ自身が知らず、外国人が誤解しても捨て置かれて

いるのであれば、その現象はわれわれの怠慢が生んだものと言えるにちがいあるまい。われわれはそ

の点を重々心にとめなければならない。 

 

ヌサンタラ料理ディアスポラはインドネシア人あるいはインドネシア文化に親しんだ外国人の移住と

深く関係している。その初期のパターンは、南アフリカにインドネシア人がやってきたケースのように、

労働力のための奴隷として強制移住させられたものが多かったようだ。 

ケープタウンの町中で料理用語の中にジャワ文化に由来する言葉が見つかる事実をその有力な証

明と見なすことができるだろう。ひとつの容器に数種類の料理を置いて供する方式をケープタウンのひ

とびとは barakatと呼んでいる。ジャワでは、祝祭を祝う家庭がひとつの容器にさまざまな料理を置いて

隣人や知人たちに配ることを berkat と称している。 

[ 続く ] 

 

 

「イ＿ア料理ディアスポラの悲劇（２）」（２０２２年０９月１３日） 

bobotie と呼ばれる食べ物もケープタウンでよく知られている。Cape Malay Cooking という書物にボボ

ティはインドネシアの bobotok と同じものだと書かれている。ほかにも、インドネシアプラナカンの間でよ

く使われている言葉がある。たとえばレストランの休業日の表示に書かれる Jumuwah。これが金曜日

を意味する Jumat に由来していることは容易に想像できるだろう。そのレストラン経営者は金曜日の集
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団礼拝のために店を閉めるのだ。ケープタウンの町にいくつかある、ヌサンタラ料理を供するレストラン

のひとつが、Hotel The Portswood内にあるレストラン The Quarterdeckだ。 

クオーターデックはマレーシア料理レストランと呼ばれており、レストラン自身も表向きはそのような

言い方をしている。ところが、かれらが用意しているブロシュアには、それらの料理がインドネシアに由

来していることが説明されている。インドネシア料理が海外により広く所を得るためには、このようなケ

ースを正すための努力がインドネシア側に求められているのだ。インドネシア料理が違う国の知名度を

高めているようでは、インドネシアに何のメリットももたらされないだろう。 

 

ヌサンタラから別の植民地に人間を移住させてその地の開発を行わせた例はケープタウンのほかに

も、スリナムやニューカレドニアがある。ひとびとは慣れ親しんだ料理を移住先の地に植え付けた。オラ

ンダにあるスリナムレストランのメニューの中にヌサンタラ料理のいくつかを見出すことができる。サン

バルがその代表格だ。 

政治的な激動もヌサンタラ料理が他国に広がることを促した。インドネシアが独立したとき、オランダ

人や他の外国人の中にヌサンタラを去る者があった。その中にヌサンタラ料理を作れる者がいた。たと

えば、インドネシア系オランダ人ピート・アルフォンソだ。かれはフィリピンのマニラに移住してカフェイン

ドネシアを開いた。それがフィリピンに初めてオープンしたカフェだったとされている。 

そこではサテ・ナシゴレン・ガドガドからサユルロデに至るさまざまなヌサンタラ料理がメニューに収

められていた。このカフェは時の流れの中に姿を消したが、そのメニューの中にあった料理のいくつか

はマニラのひとびとの間に今でも名を残している。 

１９６５年の政治的激動が外国にいたインドネシア人の帰国の道を閉ざした。戻れなくなったひとびと

は自分の力で生きて行かざるをえない。そんな中にヌサンタラ料理レストランを開くひともあった。その

ひとつがパリのレストランインドネシアだ。その店のオーナーのひとり、故サブロン・アイディッは、レスト

ランインドネシアの生い立ちや諸エピソードの記された Melawan dengan Restoran というタイトルの書物

を世に送った。 
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仕事や留学のためにインドネシア人がやってきた国の中にもインドネシア料理が定着したところがあ

る。オーストラリア・米国・ドイツ・オランダ・中国などだ。外交官の家族や大学生など海外に長く暮らして

いるひとが多い。 

このケースにおいてはしばしば、華人系インドネシア人のアントレプレナーシップが顕著に感じられる。

ヌサンタラの食べ物ディアスポラにかれらの果たした功績は小さくないものがある。 

ビジネスチャンスを見逃さない才能と妥当な料理技能が相まって、かれらは多くの国でレストランを

開いた。それらの国に新しい食べ物を紹介することにかけて、かれらはたいそう積極的だった。その一

例として、ドイツに留学したメダン出身の華人系大学生の話がある。インドネシア人留学生の会合の際

に、かれはしばしば飲食物世話係を命じられた。その経験がかれに料理の腕を磨かせることになった。

こうしてかれはインドネシア料理のレストランを開業するに至ったのである。[ 続く ] 

 

 

「イ＿ア料理ディアスポラの悲劇（終）」（２０２２年０９月１４日） 

ヌサンタラの料理がさまざまな国で知られるようになった現在、そこにひとつの傾向を見出すことが

できるのはたいへん興味深い。ヌサンタラの料理がさまざまな国の料理に添えられて供されたり、ある

いはまた外国の料理の中に組み合わされて出てきたりしているのである。 

南アフリカのレストランの中には、ヌサンタラ料理がインド料理や西洋料理、果ては地元料理の中に

混じっているメニューを出しているところもある。どうしてそのようなことが起こっているのかを尋ねても、

わけを答えてくれるひとは見つからない。 

スリナムのレストランでは、ヌサンタラ料理がインドや中華料理と混じりあって混然一体となっている。

それはスリナムの植民地化の流れの中で、ヌサンタラの人間、インドや中国の人間が現地に送り込ま
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れ、かれらが共同生活を送ったことが原因になっている。 

オーストラリアのレストランの中に、ヌサンタラ料理とミャンマー料理が同居している店があった。そ

れは、その店の料理人の中にミャンマー人がひとりいたためで、ミャンマー料理がそこのメニューの中

に混じる結果を生んだ。ドイツのとあるヌサンタラ料理レストランではベトナム料理がメニューの中に混

じっていた。それはヌサンタラ出身の店主の妻がベトナム人だったからだ。 

 

世界諸国にあるインドネシア料理店を覗いてみれば、世界中に名の知られたインドネシア料理が何

であるのかはたいてい想像が付くだろう。ナシゴレン・サテ・ルンダンなどはヌサンタラ出身者がその店

にひとりもいなくても、往々にしてメニューの中に収められている。それらの料理は既に国際化を体験し

ていると言うことができるにちがいあるまい。 

ところが残念なことに、インドネシア料理ディアスポラの足跡が詳細に記されたことは一度もなかった。

必然的に、それがどんなルートをたどって国際化という結果に至ったのか、国際的にどのような広がり

になっているのか、などについての信頼できる情報が欠けているのだ。もっと残念なことに、ヌサンタラ

料理の国際舞台への進出が確かに起こってはいても、全体として見るなら中華・西洋・タイ・ベトナムな

ど著名な料理カテゴリーの後塵を拝しているのが実情なのである。ヌサンタラ料理の深く根付いた国や

地方があるにもかかわらず、料理カテゴリーとしての存在感が国際舞台で眺めるかぎりまだまだ濃くな

っていない現状は、ヌサンタラ料理ディアスポラの悲劇と呼んで差し支えないだろう。 

インドネシア料理外交もアグレッシブさに欠けている面が感じられる。南アフリカでヌサンタラ料理が

マレーシアと言われている一例も、誤った社会常識を覆す努力によって正すことができるはずだ。南ア

フリカの社会にヌサンタラ料理をインドネシアの名においてもっと強力に紹介していけば、インドネシア

とマレーシアの違いが理解されるようになるだろう。ヌサンタラ料理の豊富さと多様さは、われらの親愛

なる隣国をはるかにしのいでいるはずだからだ。 

インドネシアの文化外交の中で既に展開されているバティック外交に、どうして料理を付随させてや

らないのだろうか？バティックを主役に立てて紹介する傍ら、その後ろにヌサンタラ料理を並べて置くの
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である。バティックは今や世界中に知られている。スワジという小国にさえ、バティックギャラリーがある

のだ。世界に羽ばたくバティックの後ろにインドネシア料理が付いて回るなら、インドネシア料理ディア

スポラもますます世界を駆け巡って味覚の花を咲かせるに違いあるまい。[ 完 ] 
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「奇妙なイ＿ア人の食嗜好（１）」（２０２２年０９月１９日）<米食民族> 

インドネシア人の挨拶の中に「Sudah makan atau belum?」というものがある。この挨拶がインドネシア

人のコメ消費量をいやがうえにも高めているのだ、とジャーナリストのヘル・スガンダ氏が書いている。 

イ＿ア人の潜在意識の中に makan とは米飯を食べることという定義付けが刷り込まれていて、挨拶

としてマカンのことを尋ねられるのだから食べておかなければ肩身が狭くなるという気持ちが働き、何

が何でも白飯を食べようとするのかもしれない。 

イ＿ア人は確かに、パンや麺、極端な場合はナシゴレンでさえ、ついさっき食べたにもかかわらず

「Saya belum makan.」と言うひとがいる。マカンの語がいかに白飯と深く結びつけられているかというこ

とが、そこに示されている。マカンという行為を果たすためには、エビや卵焼きが乗った豪勢なナシゴレ

ンでは役不足であり、皿に盛られた白飯と塩魚一切れおよび数個のチャベだけでも良いから、そのよう

な真打が登場してくれなければ話にならないのだろう。 

 

オルラレジーム下のインドネシアでは学校の教科書に、マドゥラ人はトウモロコシ、マルクやパプアで

はサゴが主食だということが書かれていた。ところがオルバレジームは国民の主食をコメに一本化して

しまった。米は政治的に十分ストラテジックなものなのである。 

国民の福祉レベルにコメを関連付けることができるため、コメで国民の生活状況を計ることができる

ようになる。ところがコメ価格の制御に失敗すると、政権崩壊のしっぺ返しが待ち受けている。 

オルバレジームは国内のコメ生産促進を国内政策の柱のひとつにし、１９８４年にコメ生産が全国民

の総需要を満たす量に達したため、コメの国内自給に成功したともてはやされた。しかしその後がいけ

なかった。 

数字上で国民の総需要とされたコメの量を満たすだけの生産が続かず、反対にコメを主食としてい

なかった地方がコメを主食にするようになり、その地方にあった伝統的主食の生産がおろそかにされた
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結果、全国的なコメの不作が起こるとそれらの地方は食糧危機に陥った。 

恐ろしいのは、非コメ文化だった地方にコメの生産と消費を行わせようとして、食物の価値観につい

ての洗脳が行われたことだ。トウモロコシやサゴを主食にしていた地方の住民に、現代人はコメを食う

のだ、コメを食えばジャワ人のように優秀になれる、といった文化的差別を吹き込んだ。元々コメ栽培

に不向きな気候と土壌だったためにコメ栽培があまり盛んでなく、その帰結としてコメが主食になってい

なかったという歴史が無視されたのである。気候と土壌は何も変化していないのだから、無理なコメ栽

培が行われて失敗のリスクにつきまとわれるようになった。おまけに時代遅れの昔の主食は顧みられ

なくなったのだから、いつ起こるかもしれないコメの不作が実現すれば食糧が欠乏するのは当たり前だ。 

 

同じインドネシア人だと言いながら、地方によって種族によって、コメに対する心理的傾斜度は相当

にバラついている。たとえばミナンカバウ人。パダン料理・ミナン料理では、レストランのテーブルいっぱ

いにおかずが並べられるが、飯はそこそこ盛られた皿がひとりに一枚出されるだけ。ところがスンダ料

理のレストランへひとりふたりで行って食べるとき、テーブルの上にわずかなおかずが載るだけなのに、

白飯は竹編みの飯櫃であるボボコにたっぷり入れられてテーブルの一画を占める。おのずとミナン人

はおかずの比重が上昇するが、スンダ人は白飯を一生懸命食べることになる。[ 続く ] 

 

 

「奇妙なイ＿ア人の食嗜好（２）」（２０２２年０９月２０日）<米食民族> 

社会が白飯を一生懸命食べる種族は、貧困のためにコメを十分買えないひとびともコメを食べようと

する。そこに出現した価値観のゆえだ。そんなひとびとのために nasi aking が世の中に流通する。ナシ

アキンとは食堂やレストランで売れ残った白飯がアヒルなどの餌として販売されているものだ。ところが

貧困者はアヒルに成り代わって、変質しカビが生えたナシアキンを洗って食べている。キャッサバやイ

モ類の方がはるかに健康的だと言うのに、かれらは自分の身の丈に応じたコメの飯を食べずにはいら



ルジャッ等 

23 

れないように見える。 

 

その昔、米国のとあるファーストフードチェーンがインドネシア進出を計画した。まずは市場調査だ。

インドネシアにあるサーベイ会社を通して、そのブランドの標準プロセスで作った製品を５０人に食べて

もらい、その意見を集めることが行われた。インドネシアの顧客ターゲットになるであろう諸階層諸区分

を代表すると考えられる５０人に謝礼を渡して来てもらい、米国で、いや世界的に著名になっているそ

のブランドの標準製品を試食させてそれに関する意見を聞こうというのである。 

４時間にわたって行われたその催しで、５０人はただ出されたものを食べ、それに関する質問用紙に

レ点を入れ、さらに意見を紙に書いた。みんなのよく知っているアヤムゴレンから、揚げた肉を丸いパ

ンにはさんだものまで、かなりの種類に渡ったようだ。もちろんハラルフードが配慮されたのは言うに及

ばない。 

 

催しは終わり、集められた用紙の集計作業に移り、最終的な集計結果がインドネシア担当の米国人

フランチャイザー代表者に提出された。味覚に関してはおおむね、美味しい、陶酔に誘われる、といっ

た好評で満ちていた。ところが、意見欄を読んだ米国人代表者は頭をかきむしった。 

「ケチャップとサンバルを添えると、もっと良くなる。温かい白飯と一緒に供すれば、もっとおいしい。」

というようなコメントがマジョリティを占めていたのだ。ここで言うケチャップはインドネシアのケチャップ

であって、トマトケチャップではない。 

このインドネシア人の味覚に関する感覚はいったい何なのか？世界中で受け入れられているわがブ

ランドの味付けよりも、ケチャップとサンバルの方が良いと言うのか？特別種のジャガイモを使ったフラ

イドポテトや厳選された小麦粉で作った柔らかいパンよりも、ホカホカの白飯のほうが良いとは何という

ことか。インドネシア人の食感覚と食嗜好はとても奇妙だ・・・・ 

だが結局のところ、インドネシアで食べ物ビジネスを行うときにその国民性に合わせなければ仕方が
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ないことを、その米国人も十分に心得ていた。ほかの国ではメニューの多様化をはかるときに出てくる

バリエーションが、インドネシアでは事業開始時から既に取り揃えられていたのである。 

外国のどんな食べ物であれ、サンバルと温い白飯を添えてやればインドネシアで必ず売れると極論

するひとさえあるくらいだ。 

 

料理評論家ウイリアム・ウォンソ氏はインドネシア人の味覚嗜好について、「われわれは一般論とし

て、口の中でさまざまな味が混ぜ合わさっているのを好む。」と語る。 

昔から五味という観念があって、人間の舌は５種類の味を感じ取ると考えられてきた。酸、苦、甘、辛、

咸の５つだ。現代ではそこに更に渋みや旨みが加わり、反対にわたしがよく辣と書いている辛が除外さ

れている。（「辣い」は「カライ」とお読みください） 

従来、味覚と見られていた辣は口腔内痛覚受容器官が受けた刺激に対する反応であり、本来的な

味覚に該当しないと結論されたようだ。そのとき、五味さんという姓の方が四味さんに変わったかどうか

は良く分からない。自画自賛になってしまうが、痛感覚であるなら辛の文字よりも辣の方がふさわしい

印象を与えるかもしれない。[ 続く ] 

 

 

「奇妙なイ＿ア人の食嗜好（３）」（２０２２年０９月２１日）<うまみ> 

辣いトウガラシの食習慣が時間とともにエスカレートしていくことはよく知られている。最初はトウガラ

シ一切れで飛び上がっていたひとも、三年五年と年を経るうちにトウガラシの三つ四つはへでもない、

という熟達者に成長するものだ。痛みの感覚は短期間に繰り返されているうちに鈍感になっていくそう

で、辛味が口腔内痛覚であるという根本原理をそこに見出すことができるだろう。 

おまけに痛みがあるレベルを超えると自己防衛機能が働いて快楽ホルモンが放出されるそうだから、
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トウガラシの究極が快楽感覚をもたらすためにトウガラシ愛好者はエスカレーションに努めているので

はないかという憶測を語るひともいる。 

 

味覚の発見史とでも呼べそうな、人類が味覚に気付いた歴史があって、しょっぱい味は西暦紀元前

３千年に古代エジプト人が意識を持ったそうだ。甘味は紀元前２千年、酸味は紀元前１千５百年に発見

された。もっとも最新の味覚が旨味であり、これは味の素の礎石を築いた日本人が１９０８年に発見し

たとされている。 

しかし旨味が国際的に科学者の間で取りざたされるようになったは１９８０年代ごろからであり、その

ときに umami が国際語になった。一方日本人とてはるかに古い時代から「うまみ」ということがらを認識

してその言葉を使っていたのだから、何をもって発見と言っているのか、その定義がいまひとつ曖昧に

感じられる。 

 

旨味は食物内に含まれている天然アミノ酸のひとつ、グルタメートがもたらすものだ。人間の感覚に

及ぼすグルタメートの働きはたいへん弱いため、ほとんどの人間に気付かれないでいたとある専門家

は述べている。しかし、気付かれなかったものごと、意識されないものごとに名称が付けられるはずが

あるまい。「おいしい」という言葉を持たない言語があるとは思えないから、おいしいという人間の内在

的感覚が感知される限り、その感覚を生じさせる外在的な何者かの存在は普通の人間なら容易に想

像できたのではあるまいか。その実体の究明に時間がかかったとしても、言葉が作られることはどこで

も起こり得たはずだという気がわたしにはする。 

グルタメートが他の味覚と混ぜ合わさって、人間に美味いという感覚を味わせていた。だったら、グ

ルタメートの欠けた甘味や咸味をどんなに強くしても、味は濃くなるが美味くはないということになりそう

だ。「コクがある」という日本語は形容詞「濃い」が名詞化されたもので、砂糖や塩でなくグルタメートな

どの旨味成分が濃いことを意味している。 
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インドネシア語にも食べ物に旨味があることを表現する gurihという言葉がある。食べ物のおいしいこ

とを表現する enak と対にされて enak dan gurih としばしば用いられる点を考えれば、インドネシア人も

それらが似て非なるものであることを認識しているように推測される。残念なことにＫＢＢＩはそれらを同

義語に定義付けているのだが、インドネシア語文における現実の用法は旨味を意図して使われること

が多い。 

甘味はエネルギー源、苦味は抗毒、咸味は人体の電解質、酸味は人体器官を損傷させるもの、旨

味はタンパク質源と考えられている。人間が旨味として摂取するグルタメートはタンパク質を構成してい

ない遊離したグルタメートであり、豆類・米穀・発酵海産物・シイタケなどに含有されている。特に母乳

はその５０％が遊離グルタミン酸だそうだ。 

人体では脳と筋肉に遊離グルタメートが多く、また肝臓・腎臓・血液に少量が含まれている。脳や筋

肉は食べるとうまいのだろうか？[ 続く ] 

 

 

「奇妙なイ＿ア人の食嗜好（４）」（２０２２年０９月２２日）<ナノナノ現象> 

インドネシア人の食に話を戻そう。インドネシア人は食事のとき、多種類の味覚が口の中で混じりあ

うのを昔から好んだとウイリアム・ウォンソ氏は述べている。現代インドネシア人はそれをナノナノ現象

と呼ぶ。味覚ばかりか心理的な感覚に至るまで、種々雑多な味わいを同時に感じさせてくれるものが

ナノナノと呼ばれているのである。 

nano nano とは製薬会社コニメックスが１９８９年ごろ発売した甘味酸味咸味でにぎわうキャンディの

ことで、各味覚が口中で適度に且つ明瞭に混じりあう感覚が大ヒットを生んだ。社会現象としては、焦

点がひとつに絞られず、複数の焦点を前にしてたゆたう心理を強力にバックアップするものとして登場

したことがそのヒットを生んだという社会心理学上の分析になるかもしれないが、インドネシア人の持っ

ている多種類の味覚を同時に楽しみたい心理傾向にベストフィットしたのがナノナノキャンディだったと
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言うこともできるように思われる。 

 

味覚に加えて歯ごたえもそうだ。インドネシア人には、柔らかいものと硬いものが混じりあうのを好む

傾向もみられる。わたしはインドネシア新参者のころ、ナシチャンプルに必ずクルプッやンピンが添えら

るのになかなかなじめなかった。上述の米国人フランチャイザー代表者ではないが、飯とおかずに煎

餅を混ぜて食うインドネシア人の食感覚と食嗜好はとても奇妙だ・・・・、とまるで同じことを考えた事実

を告白しておこう。 

おまけにそれらを口の中で割ったりすすったり混ぜたりする音までもが食事の印象を愉しいものにし

たとウォンソ氏は続ける。アジアの伝統では概して、食事の音を善事と価値付ける姿勢が一般的だっ

たように思われる。現代世界でそれが悪にされたのは、西洋文明の価値観がもたらしたものだったとわ

たしは解釈している。あまりにも安易に西洋覇権文明になびいてしまったアジア人のその姿勢にわたし

は反意を向けることが多いのだが、わたしはフォービアが強すぎるのだろうか？ 

 

食事は一枚の大皿の中央に温かい白飯を盛り、ソースのかかったおかずを隣に配する。茹でたり炒

めた野菜が加えられ、揚げ物が数切れ載り、皿の縁にサンバルが置かれる。時には飯に濃い汁が注

がれて皿の中がバンジルになったりする。最後に飯やおかずにバワンゴレンが振りかけられてからク

ルプッやンピンが載せられて、ナシチャンプルの出来上がりとなる。白飯が皿の中央に鎮座する姿が、

インドネシア人にとっての白飯のステータスを物語っているようだ。 

そのステータスが古来からさまざまな飯のバリエーションを生み出してきた。ketupat, bacang, lepet, 

lontong, arem-arem, lemang, buras, bubur, nasi rames, nasi pecel, nasi tim, nasi megono, nasi timbel, 

nasi uduk, nasi lengko, nasi jambleng ,,, 

ナシゴレンはヨーロッパのレストランで一般的なメニューになった。アジアからの観光客が訪れる店

には、たいていナシゴレンがメニューの中にある。nasee gorank という名前で英語の語彙に入ったそう
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だが、その綴りを使う店はめったに見られず、ヨーロッパのたいていの店では原語のままの nasi goreng

と書かれている。ところがサテは satay という英語綴りのほうが優勢なようだ。sate という綴りはゲルマ

ン語派に由来する別の単語があって、ヨーロッパ諸国ではその方が有力だったから、無用の誤解を避

けるためにはアジア式焼肉の綴りを変えて置くほうが無難だとされたのかもしれない。 

ブタウィを象徴する gado-gado もその綴りでメニューに載った。そりゃまあそうだろう。そのエキゾチッ

クな音の響きをヨーロッパ文化のものと混同するヨーロッパ人がいるとは思えないから。[ 続く ] 

 

 

「奇妙なイ＿ア人の食嗜好（５）」（２０２２年０９月２３日）<インドネシア料理とは何か> 

ブタウィ料理もけっこうユニークなラインナップを取り揃えていて、スンダ料理やジャワ料理とは異な

る様相を呈している。soto mi, kerak telor, laksa, asinan, otak-otak, nasi ulam, nasi kebuli, semur jengkol, 

ayam pukang, pesmol, ketupat sayur, toge goreng, soto tangkar, rujak juhi, sop kaki kambing, sop kaki 

sapi, pindang ban-deng kecap ... 

同じ名前のものがほかの土地にもあるだろうが、そこに Betawiの名前が添えられると品物自体が違

ってくるのだ。オリジナリティを持って創り出されたものではないが、外から入ってきたものを発展させて

自家薬籠中の物にするという創造性が多分ブタウィの体質だったのだろう。そのようにして、ジャワ島

内で有力なジャワ文化やスンダ文化とは一味違う独自のものを持っていたブタウィ文化は、ジャワやス

ンダと十分に拮抗しうるものであったように感じられる。 

ブタウィ文化がジャカルタから影をひそめてしまったのは、ブタウィ人が父祖の地を外来者に明け渡

したからだ。世界各国の首都で起こったのと同じように、ジャカルタが首都として発展したとき、地価問

題を中心にして先住民が暮らし続けることを困難にする状況がいやおうなしにかれらを首都周辺地域

に押しやってしまった。それを担ぐ人間のいないところで文化だけが存在し続けるのは不可能だろう。 

今や首都ジャカルタの文化はガドガド文化になり、ブタウィ文化はその代名詞ガドガドとしてしか残ら
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ないありさまになっている。たとえ首都が移転しようがするまいが、ブタウィがジャカルタに復活すること

は歴史が許さないだろう。人間の歴史に逆戻りは起こらないのだから。 

 

インドネシア料理とは何かという命題がインドネシア建国以来の話題になっていた。今から５０年くら

い前、インドネシアにあるのは各種族のエスニック料理であって、インドネシアのナショナル料理という

ものを求めることは不可能だった。ブタウィ料理・スンダ料理・ジャワ料理・ミナンカバウ料理・バリ料理

などをインドネシア料理と称するのは外国人に対して行うことであり、ヌサンタラの同胞相手にそんなこ

とをしても首を縦に振ってもらえる確率はきわめて小さかった。もちろんインドネシア料理という言葉の

定義付けの問題でもあるのだが、それぞれの種族文化を民族の名前で掲げることに深いこだわりがあ

ったのも確かだ。 

インドネシアという球体の皮を一枚めくってやれば、さまざまな種族が群居しているヌサンタラという

モザイク状の世界が出現する。インドネシアという球体の上に見えていた文化はそれを下支えする種

族文化という根が生んだ花なのであり、その根をわがものと見なしていない別種族にとっては共有感を

持ちにくいものだったはずだ。 

インドネシア国民の大多数が各種族の枠の中に沈んでいたそんな時代に全種族がうちそろってナシ

ョナル料理と太鼓判を捺せるものは多分、オランダ人が各種族のエスニック料理を集めてひとつのテ

ーブルに載せた rijstafelのようなものしかありえなかったのではないだろうか。ひっきょう、これが東イン

ドだとオランダ人が示すものが、ヌサンタラの全住民に同一の視点をもたらすものになっていたというこ

とだろう。だがスカルノ初代大統領はオランダ人に同調することを嫌った。レイスタフェルが否定された

ら、もう後がない。結局ああだこうだと言いながら、オルバ期前半ごろまでインドネシアのナショナル料

理はまだ影をひそめていたような印象だ。 

ちなみに、レイスタフェルというのはオランダ語のコメを意味する rijst とテーブル tafel が組み合わさ

れた言葉で、オランダ語では rijsttafel と綴られてレイスタフェルと発音される。現代オランダ人の中に

はライスタフェルと発音するひともいるようだ。[ 続く ] 
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「奇妙なイ＿ア人の食嗜好（終）」（２０２２年０９月２６日）<インドネシア料理とは何か> 

インドネシア人もそれを翻訳しないでそのまま使った。ただし綴りは rijstafel と書かれることが多い。

これはひとつの料理でなくて、食事を供する様式に付けられた名称だ。十数種類の種族料理をおかず

として用意し、食べるひとが飯の置かれた大皿におかずを少しずつ置いて食べるスタイルがレイスタフ

ェルという言葉なのである。 

 

しかもその供し方がいかにも植民地風と呼ばれるのにふさわしいものだった。十数人のサーバント

がひとり一種類のおかずを持って一列に並ぶ。テーブルに着いている五人十人のトアンたちに近寄っ

た各サーバントが順番におかずを見せる。トアンたちは自分の食べたいものが来ると、「少しだけ」とか

「たくさん」などと指図して自分の皿に置かせる。食べたくないものは「いらない」と言う。 

バタヴィアのホテルデザンド、バンドンのホテルサヴォイホマンでそのスタイルのランチオンが饗され、

旅行者の大好評を博したそうだ。しかしその王様スタイルの食事方法は封建時代の土着王侯貴族が

みんな行っていたものではないかとわたしは勘ぐっている。 

 

自分の帰属する種族の枠内に沈んでいたヌサンタラのひとびとの頭上にインドネシアという皮が載っ

てみんながそれを担いでいた時代は、世代交代とともに様相を変えていったにちがいあるまい。皮が

載った球体に生まれた新世代は、頭上に担ぐのでなくて皮の上に頭を出して球体を眺めるようになった。

そこに、球体を共同所有物という意識で眺める人間が出現したはずだ。言い方を変えるなら、各種族

が共同で担いでいたナショナルインドネシアが個人個人の身にまとう位置まで降りてきたと表現できる

かもしれない。 
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今から２０年くらい前には、種族料理をインドネシア料理と称することへの抵抗感は大幅にやわらい

だ印象がある。昔なら、ルンダンをインドネシア料理かと尋ねたらあれはミナンカバウ料理だという返事

が戻ってきたが、今なら多分「そうだ」という返事になるのではあるまいか。 

 

文化外交という舞台でインドネシアという国家はインドネシア料理を持たなければならない状況に立

ち至った。ルンダンをインドネシア料理と呼ぶことに抗議する者はほとんどいなくなり、ミナン人自身も

それを誇りに感じるようになった。で、インドネシア料理としてのルンダンには標準レシピが必要になる。

世界にそれを提示しなければならないのだ。そのとき、大きな問題に直面した。 

種族料理は基本的に書かれたレシピを持っておらず。祖母から母へ、母から娘へと口伝されてきた。

それはそれで良いのだが、口伝された中身には秤がなかった。たとえば、塩と酢は適量で、ショウガは

指先大、サラム葉２枚、ニンニク２塊、ココナツミルクは必要な分量だけ、コリアンダー１つまみ・・・ 

かつてヌサンタラフードフェスティバルの企画に加わってたいていの種族料理を扱ったことのあるウ

イリアム・ウォンソ氏はそのような口伝レシピを秘密レシピだと言う。 

普段からその料理を食べなれているひとは、そのような大まかなレシピを使っても、調理中に味見を

しながら味の調整をすることができる。これからはじめて食べてみようというひとがそんなレシピを使っ

たら、できあがったものがどれほど本物に近いのか知るすべもない。種族エスニック料理をインドネシ

ア料理にするために克服しなければならない大きな問題がそれだった、とウォンソ氏は語っている。 

かつて、インドネシア料理として球体の表皮の上に載せるのが困難だった種族エスニック料理は、今

や堂々とインドネシアという表皮に根差して花開くようになった。そんな移り変わりをわたしはまるで夢

のような気分で眺めている。[ 完 ] 


