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「さとうきび汁（前）」（２０２２年１０月２５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： ２０１０年１１月８日付けコンパス紙 "Air Tebu, Sejarah Minuman Jalanan"  

ミネラルウォーター、ソフトドリンク、茶、レモネード・・・・。路傍でさまざまな飲み物が売られている。そのそれ

ぞれに歴史がある。それらよりもはるかに長い歴史を持つ飲み物があった。それはサトウキビの搾り汁だ。イン

ドネシアらしい飲み物と言い得るのではあるまいか。 

このサトウキビ汁を売っている人間の統計数値があるわけ

ではないが、その大部分がメダンに集まっているのではない

かという印象をわたしは感じている。メダンの町中では、どこ

の片隅へ行こうがサトウキビ汁を売っている人間がいる。どう

してこんなことになっているのだろうか？ 

メダン市民のひとりは、サトウキビ汁が売られ始めたのは１９７０年代ごろからで、最初はオートバイで巡回販

売するスタイルから始まった、と昔話を語ってくれた。最初は小規模な民衆ビジネスから始まったものが徐々に

系列化されて構造変革が起こったようだ。今ではモールにまで販売キオスがある。 

スマトラ島北部のニアス・バンダアチェ・カロ・タパヌリなどではサトウキビ汁の歴史を比較的容易に探ること

ができる。もちろん発端を知ることなどできるものではないのだが、それでも歴史の足跡がところどころに残って

いるのを見出すことはできる。 

サトウキビはジャワ島にいっぱい生えている。ところがサトウキビの汁を搾る原始的な道具を探しても見つか

らないのだ。一方、スマトラ島北部にはサトウキビに関する昔の話がいろいろと見つかる。北スマトラ州ニアス

諸島のニアス人が古代から使っていたサトウキビを搾る原始的な道具がある。その道具はヤシの果肉を搾る

ためにも使われていて、フォラヅィドウというのがニアス語の名称だ。 

フォラヅィドウは高さが１２０センチもあり、サトウキビをはさんで搾る部分が木でできている。この道具にはし
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ばしば女性の像が彫られている。ニアス博物館の説明によれば、搾られたサトウキビやヤシから得られる液体

が母乳のように無尽蔵に得られますようにとの願いを込めてニアス人が女性の像をこの道具に彫り込むのだ

そうだ。 

道具の真ん中に穴があり、そこに搾り木がひっかけられる。そこから溝を通って搾られた汁が下に落ちるか

ら、容器を置いてその汁を受けるのである。この作業が行われるとき、道具は家の一角に縛り付けられる。 

ニアス文化を調査した考古学者によれば、道具に男性器や女性器の彫像があればそれは生を象徴するも

のなのだそうだ。「乳房だけが彫られていれば、それは豊穣のシンボルだ。道具が女性の姿に彫られていて、

サトウキビを搾る軸板にペニスが彫られているものもあった。」ガジャマダ大学考古学者はそう語った。 

＜ 無装飾 ＞ 

南ニアス県ゴモ郡住民の中に、フォラヅィドウを今でも使っているひとびとがいる。一般庶民の家で使われて

いるものは彫像のない、プレーンなものが普通だ。彫像のあるものはたいてい貴族の家で使われている。 

ニアス人の世界では、あらゆる畑の片隅にサトウキビが植えられている。畑で仕事をしているとき、疲れて力

がなくなってしまうとかれらはサトウキビを取って汁を吸う。かれらが家から飲み物を持って仕事に行かないこと

と、それは関係を持っているようだ。サトウキビの方がエネルギー補給に適しているのは間違いあるまい。 

ニアス人はムラユ種族の初期移住者であるという仮説を前提に置くなら、ニアス人が使っているサトウキビ

搾り道具は先史時代から使われていた可能性が推測できる。 

 

１９世紀終わりごろにサトウキビ搾り汁が商品として売買されていたことをわれわれは、スヌーク・フルフロニ

ェが著した De Atjehersの第一巻（１８９３年）第二巻（１８９４年）から知ることができる。 

その時代にアチェ人はきわめて原始的な道具を使ってサトウキビの幹を搾り、その汁を飲んでいたことが記

されているのだ。その道具をフルフロニェは描写しなかったが、砂糖工場で水牛や牛に引かせていた搾り機の

ようなものではなかったように推測される。[ 続く ] 
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「さとうきび汁（後）」（２０２２年１０月２６日） 

市場へ行くアチェ人はサトウキビを噛んだりたいへん原始的な

道具で搾った汁を飲んだりするのを好んだとフルフロニェは書いて

いる。その習慣がアチェ人の決まり文句「サトウキビ汁銭」ngon 

bloe ie teubee という表現を生んだのではないかとかれは推測し

た。ひとが子供に用を言いつけたときや、使用人あるいは部下な

どにチップを渡すときにその言葉が使われた。たとえば誰かが送

った手紙や贈り物を届けに来た送り主の使用人に、その足労の礼として心付けを与えるときに「これでサトウキ

ビ汁でも買いなさい。」と言うのである。 

アチェではそればかりか、パーティや催事に集まってきたひとびとにサトウキビの幹の切れ端が分配された。

遠方から来たひとや旅人にサトウキビの切れ端がふるまわれると、もらった者は爽やかな慰めをそこに感じた。 

アチェでサトウキビはもちろんサトウキビ畑で作られるものもあったが、多くのひとびとはコメを作る合間にサ

トウキビを植えた。サトウキビ畑はその用途を専用にしているのだから、じっくりとサトウキビを成長させることが

できる。しかし陸稲の畑では、コメの収穫が終わってから次の作付けの間までの四ヵ月しかサトウキビを成育さ

せることができない。コメの作付期がやってきたら、いやおうなしにサトウキビを刈らなければならないのである。 

＜ トババタッ人 ＞ 

トババタッ人にはたいへんユニークなサトウキビの話がある。サトウキビを一二本新居の庭に植えるよう、子

供の結婚式のおりに親が子供に命じるのだ。menanom tobu asa manis parngoluonmu. その汁でふたりの人生

を甘いものにせよということなのだろう。トババタッ人もサトウキビを好む。在来パサルでは今でもサトウキビが

束で売られている。 

サトウキビの汁が売買される商品になった経緯ははっきりしたことが分からない。しかし人間が鉄器を使うよ
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うになったとき、サトウキビ汁の社会性に新しい局面が開かれたことは想像に余りある。サトウキビの幹を搾る

道具を動かせば汁は下に落ち、受けた椀からすぐに飲むことができる。 

 

だが、サトウキビがたくさん生えている地方部ならともかく、都市部でサトウキビ汁を販売する行為にはきっ

かけが必要ではないだろうか。１９８０年代になると、メダンの町中のいたるところにサトウキビ汁販売者が腰を

据えていた。ところがある期間を経てそれが徐々に下火になり、町中から減って行った。そして今、様相をあら

たにして復活してきたのである。 

その変遷の裏話を物語ってくれる者はいない。いま町中に見られるのは、数種類のブランドを掲げたチェー

ン店の姿だ。町中のあちこちにあるモールにさえ出店している。 

インターネットにはサトウキビ搾り機の商品広告がたくさん見られる。オファーされている搾り機は電気式のも

のだ。きっと最新製品なのだろう。 

 

サトウキビ汁はどうして飽きられもせずに長い歴史を超えてきたのだろうか？他のパック入り飲料がモダンで

衛生的な印象を与えているのに反して、サトウキビ汁は衛生感もモダンさもいまひとつだ。 

喉の渇きを癒そうとしてサトウキビ汁を飲むのはかえって逆効果だ、と食品学教授は述べた。「含有糖分の

量が大きいから、体内の水分が減少する。北スマトラのひとびとがサトウキビ汁を好んで飲んでいるのが不思

議でしかたがない。甘味が習慣性をもたらしているのではあるまいか。」 

サトウキビの甘味は、サトウキビをかじっていた時代からかれらの肉体感覚にセンセーションをもたらしてい

たかもしれない。それが長い歴史の中で習慣化された可能性は大いにありそうだ。今ではサトウキビの幹をか

じる必要性もなくなった。サトウキビ汁という飲み物の形で供されているのだから、それを買えばいいのである。 

サトウキビ汁が飽きられて歴史の中に忘れ去られる日はやってきそうにない。それどころか、イノベーション

によってこのビジネスがまた新たな繁栄の局面を迎えることだって、ありえないことではないのだ。[ 完 ]
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「甘くて苦いジャワ砂糖（１）」（２０２２年１０月２７日） 

インドネシアで伝統的に作られてきた砂糖は、ヤシ類の

花から採れる液体である niraを原料にする gula merah別

名 gula semut と、サトウキビの幹から採れる汁を原料にす

る gula tebu の二種類だ。現代ではビートからも砂糖が作

られているが、本稿では触れない。 

グラメラは茶色い粉末の塊であり、グラジャワとも呼ば

れている。グラトゥブはサトウキビの汁を素材にして作られた砂糖であり、砂のように加工された白い結晶は

gula pasir と呼ばれて精製と漂白の工程を経て生産される。gula batu（氷砂糖）もサトウキビの汁で作られるグラ

トゥブの一種であり、昔は漂白工程を経ないものだったから茶色をしていた。いまでは、茶色い氷砂糖はもう見

られなくなり、その名の通り氷のような外見の砂糖にな 

っている。 

 

ヌサンタラのひとびとはもともと、採れたニラをそのまま飲み、あるいはサトウキビの幹の芯をかじって出てく

る液体を飲んでいた。どちらもが飲み物だったと言えるだろう。それが粉状あるいは粒状の固体にされるように

なったのは、人類が持った技術という能力の賜物だったように思われる。 

紀元前１千年ごろにはインドで甘い液体の固体化が行われるようになり、紀元前５世紀ごろにペルシャがイ

ンドに進攻したときその技術を手に入れ、それが更に西方に伝わった。イギリスで砂糖が知られるようになった

のは１０９９年だったそうだ。一方、東方にも伝わって、華人がインドの技術に倣って製糖を始めたのは西暦紀

元６００年ごろからだったとされている。 

 

歴史の中のサトウキビの始まりはニューギニア島だった。ニューギニア人は紀元前８千年ごろ、サトウキビを
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植えてそれを生でかじりながら右往左往していたそうだ。それから２千年くらい経って、サトウキビ栽培がアジア

の広範な地域に広がった。そんな中で、どうやらインド人が最初にサトウキビ汁から結晶を取り出したらしい。

紀元前４世紀ごろになるとインド人は料理の中に砂糖を使うようになり、他の飲食品にも砂糖を混ぜて使うなど、

ライフスタイルに画期的な変化が起こった。 

インドへの軍事侵攻で砂糖文化を戦利品に持ち帰ったペルシャも砂糖生産に手を染めるようになり、ペルシ

ャ帝国の版図になった地中海東岸部にまで砂糖文化が拡散した。その後アラブに起こったイスラム勢力が支

配を広げたとき、アラブ人も砂糖文化を取り込んだが、かれらはそれに磨きをかけた。アラブの砂糖が高純度

でもっとも白いという定評がその成果だ。マジパンはアラブ文化が生んだもののようだ。 

ヨーロッパ人が砂糖を自家薬籠中のものにしたきっかけは、十字軍がエルサレムを陥落させて持ち帰った略

奪品だったらしい。砂糖文化に関するかぎり、戦争が文化を運ぶものだったと言えそうだ。地上最高の甘きもの

の陰にはどうやらあまり甘くないものがへばりついているように思われる。 

１３９０年ごろにポルトガル人がマデイラでサトウキビ汁を搾るための農園栽培を開始したのが、砂糖製造の

ためのサトウキビ農園の最初だと言われている。その事業はおよそ百年後にブラジルに拡大された。１４８０年

から１５４０年ごろまでの間、ポルトガル人はサトウキビをブラジルに持ち込んでせっせと砂糖の生産に励んだ

そうで、ブラジルに定着した製糖産業は１７１０～１７７０年の間、ブラジルからヨーロッパへの輸出総額の中の

２０％を砂糖で満たすまでに成長した。砂糖は太古から現代にいたるまで、世界にもっとも古くからあった有力

な交易品であり輸出商品だったのである。[ 続く ] 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（２）」（２０２２年１０月２８日） 

そんな歴史を見る限り、ヌサンタラでも先史時代からニラとサトウキビ汁は併存していたように思われる。イン

ドネシア語の種々の記事論説を読むと、ＶＯＣがやってくる前の話の中にサトウキビはほとんど登場しないのだ

が、ムラユ人が先史時代からニューギニア島を訪れて交易していたという事実があり、サトウキビがヌサンタラ

の西部地方にもたらされなかったはずはあるまい。 
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ラフルズのジャワ史によれば、ジャワ島でサトウキビは自生しており、ジャワ人は適宜それをちぎって?みな

がら右往左往していたようなことが書かれている。中部ジャワでは特にジュパラ周辺が野生サトウキビの豊富

な地域だったそうだ。 

プリブミはサトウキビの汁を加工することをせず、直接かじって汁を吸っていたが、ヌサンタラにやってきた華

人は古くから加工を行っていて、シリンダー状にした石を回転させてサトウキビの幹を搾り、加熱して結晶を作

っていた。石を回転させる動力は牛や水牛だった。 

 

古文書が物語っているインドネシア最古の製糖工場はジャワ島西部のバンテンにあった。バンテンラマ博物

館の所蔵品である石のシリンダーとバンテンの町の地図によって、１５９５年にクリスタル状のグラトゥブを作る

工場がバンテンにあったことが明らかにされている。 

バンテンの王都にあったのだから、バンテンスルタンのお声がかかっていたにちがいあるまい。それは華人

の産業技術をプリブミが使い始めたことを示しているように思われる。いや、華人と限定するのはよくないかもし

れない。グラトゥブ作りを行っている民族の人間があちこちからバンテンに来ていたのだから。ただしその工場

の存在をもって、プリブミがその技術を初めて知ったということになるのかどうか？ 

西暦紀元後の数百年間にインド人のヌサンタラ移住がスマトラからジャワにかけての一帯で起こった。文書

記録に見当たらず伝承された現象も見当たらないからそれは存在しなかったのだ、という結論はどうも近視眼

的短絡的な思考結果であるようにわたしには思えて仕方がない。 

 

ＶＯＣがジャヤカルタを陥落させて１６１９年にバタヴィアの町を築いたあと、バタヴィア城市の外側にさまざま

な農園や水田あるいは牧場などが開かれて食用材料の生産が行われた。その中にサトウキビ農園（畑を大き

くしたくらいの規模かもしれない）があり、砂糖の製造小屋も設けられていた。つまり専用の工房で生産が行わ

れていたのであり、規模感を無視してそれを工場と述んでも間違いにはならないだろう。 

初期のバタヴィアではコロニー生活の中堅を占める自由人職人や技術者の層が華人とＶＯＣ退職ヨーロッパ
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人を主体にしていた。肉体労働はプリブミ奴隷の役割だった。そんな状況の中での砂糖製造技術は華人が腕

を振るっていたようにも推測されるが、はっきりしたことは分からない。 

ＶＯＣがバタヴィアを統治したほぼ２百年間に、バタヴィアの南方に作られた製糖工場は百近い数にのぼっ

たそうだ。もちろん１９世紀末ジャワ島に続々と開かれた大規模農園と大型工場のセットとはくらべものにならな

いくらい小さい工房だったことだろう。ともあれＶＯＣも交易商品として砂糖を作っていたのである。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（３）」（２０２２年１０月３１日） 

１８３０年のファン・デン・ボシュ第４４代総督着任以来始まった強制栽培制度によって、ジャワ島各地で農民

に藍・コーヒー・サトウキビ・ゴム・茶など商品作物の栽培が義務付けられた。農民が作った作物は政庁が定め

た基準価格で仲買人が買い上げた。 

仲買人が農民から買い上げたサトウキビは製糖工場に送られて砂糖に加工された。製糖工場はたいていが

官立だったが民間資本のものもあった。１８３５年には新規に Buduran, Waru, Karang Bongに工場が開かれ、そ

れから三年後にはまた Candi, Watutulis, Balong Bendo, Gedekなどに製糖工場が建てられている。１８６０年代

にはその当時の最新技術である真空缶を備えた工場がジャワ島に５５あった。世界の砂糖王国キューバには

真空缶を持つ工場が７７あって、２位のジャワ島に差をつけていた。 

この栽培制度は最初こそたいへんな成果が上がったが、数十年の間に頭打ちとなり、停滞から沈滞へと向

かった。現場でさまざまな腐敗行為と強制搾取が行われ、その一方で農民が昔から行っていた食糧自給のた

めの生産がこの制度によって障害をこうむったことから、飢饉と飢餓が発生して大きな社会問題を生み、インド

ネシア史の中で怨嗟の一ページを飾るものになったのは周知のとおりだ。 

提案者のファン・デン・ボシュをはじめとして、オランダの議会も政府もその制度を単なる栽培制度としか呼ば

なかったのに、インドネシア人歴史家がそこに強制の文字を付け加えて怨嗟の声を象徴させたから、インドネシ

アでの公式名称は sistem tanam paksaになった。日本人がインドネシア語を直訳して日本の社会に流通させた
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結果、日本の民衆はその制度を強制の権化と感じるようになり、邪悪のイメージが付きまとうようになる。まるで

オランダ人が国家国民を挙げて植民地東インドを虐げようとしたような短絡的印象を抱く者が増えそうだ。一歴

史家の知恵が一民族の頭脳に陰影を彫り込んだ一例がこれだろう。 

 

この栽培制度がインドネシアに鉄道網をもたらす発端になった。インドネシアで初の鉄路は中部ジャワ州ス

マランとグロボガン県タングン間２５キロを結んで敷かれ、１８６７年８月１０日に汽笛一声が鳴り響いた。 

 

鉄道建設工事が開始されたのは１８６４年６月１７日。スマラン市内にスマランＮＩＳがターミナル駅として建て

られた後、市内トゥロゴムリヨにアラストゥア駅、次いでドゥマッ県クンバンアルムにブルンブン駅、そして終点の

タングン駅がグロボガン県タングンハルジョ村に建設された。 

オランダ東インド鉄道会社 Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS)と名付けられた民間会社が

鉄道運行事業を請け負った。ＮＩＳはオランダ人農園事業者ふたりが組んで起こしたものであり、最初、鉄道敷

設のアイデアがかれらから植民地政庁に出されたという話になっている。 

 

鉄道は人間と貨物を運んだ。運賃は一等客車ひとり３フルデン、２等１．５フルデン、３等０．４５フルデンで、

生きた家畜や農産物、荷車から馬車まで積み込まれたそうだ。列車運行は一日一往復で、スマラン発午前７時、
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タングン着午前８時。戻り便はタングン発１６時、スマラン着１７時だった1。 

この路線は更に南のソロに向かって伸ばされ、１８７３年にはソロを経てヨグヤカルタまでつながってスマラン

とジャワの王家領との往来が容易さを増した。同じ年にバタヴィア～バイテンゾルフ間の鉄道が開通している。 

スマラン＝ソロ・ジョグジャ線はクドゥンジャティで分岐し、植民地軍本部のあるアンバラワのヴィレム１世要

塞までつなげられた。この線路の伸び方を見るなら、スマランからどうして南東方向のグロボガンに向けて線路

が敷かれたのかという疑問が生じないだろうか？[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（４）」（２０２２年１１月０１日） 

最終的にアンバラワ～ヨグヤカルタ～ソロとスマランを結ぶのであれば、スマランからまっすぐ南下してウガ

ランを通過するほうが距離ははるかに短かそうだ。ただしそこは山岳地帯になっているため地形の高低差が大

きく、平坦なグロボガン方面に向かうほうが線路敷設も列車運行も楽だったことは容易に想像が付く。 

その技術的な要因に加えてもうひとつ、ＮＩＳのオーナーだったオランダ人農園事業者の思惑が鉄路をグロボ

ガン方面に向かわせたのではないかという勘繰りがわたしの中から消えないのだ。 

 

グロボガンという地名は、強制栽培制度のために農民の食糧不足が住民の栄養不良～病死・餓死を引き起

こして、住民人口の大幅減を招いた地域として有名だ。悪辣非道な強制栽培制度を糾弾するシンボルとしてそ

の名が登場するのである。 

住民人口大幅低下は１８４３年にチルボンで起こり、１８４９年ドゥマッ、１８５０年グロボガンと続いた。ドゥマッ

は３３．６万人から１２万人へと三分の一程度に減ったのだが、グロボガンは８．９５万人から０．９万人に減少し

 

1 現在では約 30分 (2021年ダイヤによる) 
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たのだ。グロボガンがいかに激しい災厄に見舞われたかがその数字から想像できる。グロボガンの地名が強

制栽培制度の非を打ち鳴らすための証拠としてシンボライズされたのも当然ではあるまいか。 

結局のところ、それらの現象は搾取の激しさがそれらの地域ですさまじかったことを示しているように感じら

れ、激しい搾取を可能にする豊かさがそこにあったことが誘因になったのではないかとわたしには思われるの

である。ドゥマッ～グロボガンから南部にかけての地域の豊かさが栽培制度の運用を非人間的なものに導いた。

そこで展開された営みがファン・デン・ボシュの掲げた看板を骨抜きにしてしまい、看板にある栽培制度という文

句が強制栽培制度に書き変えられてしまうほどのありさまがそこで展開されたのではないかというのがわたし

の想像だ。 

もしも制度がロボットのように運営されていたなら、どうしてある地域でだけ人口激減が起こったのか？他の

場所で苦情はさまざまにあったことだろうが、人口が１割まで減る現象から免れたのはどうしてなのか？その制

度を忠実に運営すれば人口が１割になるのであれば、多少のばらつきはあってもジャワ島やスマトラ島のあち

こちで人口が半分以下になって当然なのではないのだろうか？一部の限られた地域でのみそれが起こったの

であれば、それは制度の問題なのか、それともその地域を担当した運営者の問題なのか？ 

それから一昔半経過して、オランダ人農園事業者ふたりがその地方に鉄道を引き込むことを実現させようと

考えたのなら、産業輸送のための鉄道構想が主眼となる方が自然ではないだろうか。インドネシアの鉄道の発

端が強制栽培制度にあるという言い方が多少難を含んでいるにせよ、その流れの根底にあったものはジャワ

島片田舎の物産を国際市場に担ぎ出すことであり、インドネシアの鉄道はその流れの下から浮かび上がってき

たものだったのではないだろうかというのがわたしの感想である。 

 

強制栽培制度がもたらした植民地の疲弊への対策としてオランダ本国議会が自由主義経済を提唱した。民

間資本への開放政策である。こうして農地法と砂糖法が制定されて、１８７０年に適用が開始された。 

民間資本に門戸を開いた東インド、とりわけジャワ島にオランダ国内ばかりかヨーロッパ諸国から民間資本

が滔々と流れ込んできた。事業投資先として農園事業の中でも製糖事業の人気が高く、サトウキビ農園と製糖

工場のセットがジャワ島の各地に瞬く間に増加した。１９世紀末までのおよそ３０年間に、ジャワ島は世界最大
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の砂糖生産地及び輸出地としてキューバと並び称されるようになっていった。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（５）」（２０２２年１１月０２日） 

農園事業に最適な場所として西洋人資本家たちがジャワ島を選んだのは、インフラが最も充実し、文化レベ

ルが高く、肥沃な土壌と豊富な労働力があったためだ。他の島にいくら肥沃な土壌があっても、製品を港に運

ぶための道路も鉄道も未整備であれば、二の足を踏むに決まっている。スマトラ島デリ地方で興ったタバコ農

園も、労働力調達の面でたいへんな苦労を強いられた。 

 

だれもが砂糖事業を起こせるようになると、華人やプリブミエリートもそこに参入した。中部ジャワの四王家の

王たちの中から砂糖事業を行うひとびとも出た。スラカルタとヨグヤカルタ周辺に残っているサトウキビ農園と

製糖工場の中に王家の所有になっているものがあったのだ。もちろん領地の一部を貸して借地料収入を得るこ

ともした。その方が濡れ手で粟になるに決まっている。 

加えて領民の雇用拡大と農民の収入増、輸送やその他関連サービス産業の活発化などのためにジャワの

王国領は空前の好景気に沸いた。ヨグヤカルタとスラカルタはその時期、長足のモダン化を実践することがで

きた。砂糖のゴールドラッシュという甘き香りの中でそのモダン化が進展したのである。 

１８９０年代後半にジャワ砂糖の輸出が米国向けに突出した。米国とスペインの間で戦争が起こり、キューバ

の砂糖が米国に入らなくなったためにその需要がジャワに回ってきたのだ。２０世紀に入ってからは、中国・日

本・香港そしてインドがジャワ砂糖輸出先の上位を占めた。１９２６年には２１０万トンの輸出が達成されて１００

万フルデンの売り上げになった。それはその年のジャワ島からの輸出総額の７割を占めていた。しかしそれら

の輸出先諸国が大恐慌のあおりで輸入削減に努めたことから、ジャワ砂糖の輸出も低下を余儀なくされたので

ある。 
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２００２年９月１６日午後の Pabrik Gula Tasikmaduは閑散としていた。およそ１０ヘクタールの敷地に立てられ

ている製糖工場の広い前庭は葉の生い茂った百年を超える巨木に囲まれて平和な雰囲気を醸し出している。

ほぼ２百メートルという横に長い工場建屋の中から機械の立てる轟音が低く聞こえてくる。古くくすんだこの製

糖工場が依然として健在であることをそれが示している。ベチャが２台、５０キロの砂糖が詰まった大きい袋を

それぞれ８個積んで中から出てきたかと思うと、街道に向かって走り去った。 

 

中部ジャワ州カランアニャル県にあるタシッマドゥ製糖工場はソロの町からおよそ１５キロ東に離れた場所に

ある。スラカルタ王家から分離して領地を持ったアデイパティマンクヌゴロ家のマンクヌゴロ４世が、農園事業に

参入してふたつ目に建設したものだ。最初の PG Colomaduは１８６０年、そしてこのタシッマドゥが１８７１年６月

１１日の開設になる。チョロマドゥは１９９７年に閉鎖された。 

マンクヌゴロ４世は単に金を出して資本家になるだけという人物ではなかった。自分の領地内に起こした新た

な産業の便をはかると同時に民生にも恩恵を与えようとして、チョロマドゥ工場のサトウキビ農園のためにチュ

ンクリッ水路、タシッマドゥ工場の農園にドゥリガン水路を造成させ、水路周辺に森林を設けた。更に水路から分

水させて周辺地域に水を引き、水田灌漑に使えるようにした。加えてサトウキビ農園と製糖工場の間に鉄路を

敷き、軽便蒸気機関車がサトウキビを満載したロリーを工場内に運び込めるように、インフラ作りにも骨を折っ

た。鉄路を開くための道づくりが、それまで道らしい道のなかった部落にまで道路網の恩恵を与えることになっ

た。[ 続く ] 
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「甘くて苦いジャワ砂糖（６）」（２０２２年１１月０３日） 

「作業期が終わったばかりだから、今日は静かですよ。作業期最終日前だったらこの辺りはパサルみたいに

人でいっぱいになります。サトウキビを納めた農民や砂糖流通業者がデリバリーオーダーの手続きに集まって

たいへんな賑わいです。」工場従業員のひとりがそう説明してくれた。 

作業期は１５日間を１ラウンドとして毎月１５日と３０日に終わる。今年の第７作業期は昨日終わったばかりだ。

今年のタシッマドゥ製糖工場の作業期は６月初に始まったそうで、１０月半ばまで三ヵ月半続く予定になってい

る。 

昨日サトウキビ破砕機で故障が起こったために、今は４人の技術者がかかりきりで修理している。機械が故

障するのは普通のことだそうだ。なにしろ老朽化しているのだから。それをうまく手なずけながら使いこなしてい

る。工場管理官は機械のメンテナンス費用に年間４０～５０億ルピアを支出していると語った。「たくさんある機

械のどれかで故障が起こるのは毎度のことだが、それでも求められている生産量と効率は達成できている。」 

投入されたサトウキビの量と生産された砂糖の量の比率をレンデメンと言う。レンデメンの指示数値はクリア

ーされているそうだ。製糖工程に使われているすべての機械は１９２６年と１９８７年に総整備が行われた。新

式機械設備への入れ替えではない。 

インドネシア共和国がオランダ資産の接収を行った１９５７年ごろまでタシッマドゥで働いていたオランダ人技

術者が工場見学に訪れたことがある。こんな古い機械がよくまだ動いているものだ、とかれらは感心していた。

そのころ作られていた砂糖にオランダ人は特別の名称を与えていた。Super Hoofd Suiker - Tasik Madu略称Ｓ

ＨＳ‐ＴＭがそれだ。結晶の白さが各段に優れていて、ソフトなのである。飲食品製造産業が競ってこの砂糖を 

購入していた。 

その黄金時代には、３ヵ月間の作業期に４６０万クインタルのサトウキビが投入されていた。昨今では投入量

が３００万クインタルに減少し、２５万クインタルの砂糖が生産されている。レンデメンはまあまあの高さだ。 
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タシッマドゥ製糖工場は国営の第９ヌサンタラ農園会社傘下で今も稼働している８製糖工場の中のひとつだ。

１９９７年に５工場が閉鎖され、第９ヌサンタラ農園会社は経営の帳尻を合わせるためにその資産売却を利用し

ている。 

老朽化して生産性の上がらない機械設備で作られる砂糖のコストは、諸外国から輸入される砂糖の価格に

太刀打ちできない。タシッマドゥ製糖工場が成り立っているのは資産売却のおかげなのだそうだ。 

この工場の正社員は７４６人いるが、製糖事業に関与している人間は７～８千人にのぼる。工場所有のサト

ウキビ農園はカランアニャル県、スコハルジョ県、ボヨラリ県、スラゲン県、サラティガ県、グロボガン県にひとつ

ずつ、計６カ所ある。総面積は５，７７１Ha あるが、面積が縮小傾向にあることは否定できない。その農園でサト

ウキビを植え付けて収穫する労働力が７～８千人いるのである。収穫期にはそれでも手が足りなくなって、プカ

ロガン、バニュマス、クンダルから臨時で人数を集めている。 

もしも工場閉鎖にでもなれば、３万２千人がその影響を受ける。そればかりか、８千世帯の消費生活に関わ

っていた食事ワルンやパサル・商店なども二次的影響をこうむるだろう。[ 続く ]

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（７）」（２０２２年１１月０４日） 

毎年製糖工場が作業期を始める前に工場前庭が地元民に開放されて、工場の表一帯がお祭り場所になる。

毎晩夜市が開かれ、工場前庭には舞台が設けられてワヤンクリ・クトプラッ演劇・ダンドゥッ音楽などが演じられ

る。一週間から二週間続くこの祭事は cembengan と呼ばれている。 

ジャワの製糖工場はほとんどすべてがチェンベガンの儀式を行っている。植民地時代に工場が建てられたこ

ろから続けられてきた伝統催事だ。これから始まるこの作業期に豊かな生産の成果があがり、しかも期間中を

安全無事故でつつがなく終えるよう霊界に保護と協力を願うのである。 

工場にとってたいへん重要なチェンベガンの儀式が終われば、お楽しみ編に移行する。慰安の祝宴が開か
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れて種々の芸能が演じられるのだ。このお楽しみ編が製糖工場に何の関係も持っていない近隣住民たちに開

放される。工場側はそれを通して近隣住民との地縁関係を打ち立て、同じコミュニティ内での共存関係を築こう

と考えている。チェンベガンは近隣住民にとっての楽しいお祭りなのだから。 

チェンベガン儀式では、まず工場の地霊にかかわりを持つと信じられている墓にお参りをする。タシッマドゥ

工場はマンクヌゴロ家の７カ所の墓地がお参りの対象だ。地霊や他の悪霊が工場の稼働に障りをもたらさない

ようその墓の霊にお願いをするのである。そのあと、農園からもっとも出来の良い雄サトウキビと雌サトウキビ

ならびにその付添い者たちが採取される。 

工場の中には、雄サトウキビと雌サトウキビを新郎新婦よろしく掲げて近隣一円を練り歩き、近隣一帯にお

祭り気分を盛り上げるところもある。タシッマドゥ製糖工場はそれをしないが、生贄の水牛９頭が屠られてその

頭が重要な機械に置かれる。また諸霊を慰めるためにたくさんの供物も要所要所に置かれる。供物が置かれ

る時も、呪文が唱えられて祈りが捧げられる。 

更には地縁コミュニティの協調と一体感をもっと深めるために、プサントレンで学んでいるサントリを招いて、

イスラム式の祈祷も行われる。イスラム教徒の工場従業員にとっては、それによって安心の度合いが深まるに

ちがいあるまい。 

それらの祈祷儀式が万端とり行われてから、翌朝夫婦のオスとメスのサトウキビが破砕機に入れられる。夫

婦の和合と期待される一家の繁栄がそのようにして象徴されるのである。破砕機が動き始める時が作業期の

開始の合図なのだ。 

 

地元のひとびとにとってチェンベガンは楽しい祭りの日々であり、夜ごとに砂糖工場周辺で繰り広げられる夜

市と芸能を楽しむためにみんながやってくる。その夜市を目指して、招かれもしない路上物売りたちも砂糖工場

周辺に集まって来る。なにしろ、例年の稼ぎ時なのだから。 

東ジャワ州ルマジャンにあるジャティロト製糖工場のチェンベガンでは、工場前庭から周辺の道路脇や空き

地までが物売りで埋まる。子供狙いの遊戯道具も夜市に欠かせないものだ。下は子供を座らせてスイッチを入
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れると上下する自動車や馬の乗り物から、上は観覧車のような大型のものまでが夜市を賑わす。ジャティロト

製糖工場のチェンベガンにはシドアルジョやスラバヤ、グルシッなど遠方からも商売人がやってくる。 

ジャティロト製糖工場は作業期が始まると６千５百人の季節労働者を働かせる。そのうちの４千人が畑での

刈り取り、２千５百人が工場作業に別れる。畑で刈り取られたサトウキビは１ヘクタール当たり１０台のトラック

が荷物を工場に運び込む。それらの季節労働者への報酬は最低賃金が適用される。[ 続く ]

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（８）」（２０２２年１１月０７日） 

チェンベガンという言葉は中国の春の祭日「清明節」に由来している。清明の福建語読みは ceng beng だっ

た。ジャワの製糖工場で中国文化の祝祭儀式が行われてきたのは、植民地時代にサトウキビ農園の労働者の

多くが華人移住者だったことに関係しているという説明があり、かれらが毎回製糖作業期開始前に自分たちだ

けで無事故と優れた仕事の成果を願って祖霊に祈祷したことが伝統になったと述べられている。それに従うと、

労働者たちが行っていた私的な祈祷儀式を工場管理者が採り上げて工場全体のために行わせるようになった

経緯が感じられる。 

その一方で、ジャワ島北岸部に移住してきた華人たちの中に砂糖製造技術を持ってきた者たちがいて、サト

ウキビ農園時代が始まるずっと以前からかれらはジャワで砂糖作りを行っていたという話もある。華人は大仕

事を行う前に先祖の墓に詣でて成功を祈願する習慣を持っていて、小規模であってもサトウキビが育ってこれ

から砂糖作りを始めようというとき、製糖作業にかかわる者たちが毎回同じような儀式を行っていた。 

ジャワ島で農園時代が開花してから、砂糖製造工場が最初はオランダの官営で開始されたあと、産業の民

間開放が行われてヨーロッパの民間資本による工場開設が増加したとき、管理者の手足として工場運営に使

われた華人たちが砂糖製造にかかわる儀式の必要性をヨーロッパ人管理者に理解させたというできごとがあっ

たかもしれない。 

そのいずれが当たっているにせよ、ジャワ島での製糖作業開始時期は中華節季のひとつである清明節の時
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期と異なっているのだ。趣旨も時期も異なるというのに、どうして同じ言葉が使われるようになったのだろうか。 

 

PG Djatiroto2は東ジャワ州ルマジャン県ジャティロト郡カリボトロル村にある。アムステルダム通商連合という

団体が１８８４年に東ジャワに製糖工場を設けることを決定し、現地調査を行って場所を決めた。スラバヤ～プ

ロボリンゴ～ルマジャン～ジュンブル～バニュワギを繋ぐ街道沿いであり、おまけにそれらの町を結ぶ鉄道線

路も走っている。多分その地の利が大きい決定要因として働いたのだろう。加えて土壌と気候、そして地勢など

のあらゆる点が考慮された果てに、ジャティロトに白羽の矢が立てられたようだ。 

平均気温２５～２７℃、平均湿度７０～８３％、日照時間４０～８０％、年間降水量１，８６０ｍｍ。そこにあった

森林の開墾が１９０１年に着手された。工場建設予定地区の伐採と整地が終了したのは１９０５年で、すぐさま

工場が建てられた。工場稼働開始は１９１０年となっている。最初その工場は Ranupakis という名称だったが、１

９１２年にジャティロトに改名された。 

サトウキビ農園のために水路建設が行われてボンドユド水路ができあがった。アルゴプロ山系から湧出する

きれいで豊富な水が二次三次水路網に流れ込んで、サトウキビの生育を確実なものにした。そのジャティロト

製糖工場とサトウキビ農園の建設に際して、地元に住んでいたランチン爺とワテス爺のふたりの長老が大いに

協力して貢献した。ジャティロト製糖工場でチェンベガンが行われるとき、このふたりの墓地とボンドユド水路の

水源であるブロンヘボウは毎回参詣の対象になっている。 

たいていの製糖工場が行ったように、ジャティロトでも広大なサトウキビ農園から効率よくサトウキビを運ぶた

 

2 Jatiroto と同じ 
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めにロリーけん引のための鉄道が敷設された。今ジャティロトで活動しているのはジーゼル機関車ばかりだが、

最初は他の古い製糖工場と同じように蒸気機関車が使われた。１９０８年製の初代グループ蒸気機関車の一

台はＤＪ１０と大書されてジャティロト製糖工場地所入口のガプラの近くに記念碑として置かれている。老朽化し

た蒸気機関車は徐々にジーゼル車に入れ替えられ、最後の蒸気ロコは１９８０年ごろまで走っていたという話だ。 

この工場をかつて植民地時代にヴィルヘルミナ女王が訪れたことがあるそうだ。毎年オランダの国益に多大

な貢献を果たしているジャワの砂糖にそうやって権威を添えたのかもしれない。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（９）」（２０２２年１１月０８日） 

いまジャティロト製糖工場が持っているサトウキビ農園用地は６千 Ha だ。そのうちの４千５百 Ha は水田にも

使われている。サトウキビが潤沢に確保されているのがジャティロトの強みだろう。製糖工程に投入されるサト

ウキビの栽培面積は最低４０％が自社のコントロール下になければならない。それを下回ると材料不足のリス

クに直面する。 

閉鎖されたジャワの製糖工場の多くは、そのリスクが工場稼働の健全性を失わせた結果だった、と国有第１

１ヌサンタラ農園会社の管理部長は語った。たくさんの人間を働かせているために、生産アウトプットとのバラン

スが取れなくなれば事業は立ち行かない。 

収穫されたサトウキビは３６時間以内に破砕して絞らなければならない。それが早ければ早いほど良いのは

言うまでもない。刈られたサトウキビが長時間放置されれば、幹の含有水分が低下していく。それがレンデメン

を引き下げる一要因になる。 

農民が収穫したサトウキビはすぐに届けられればよいのだが、その管理が工場側でできるものではない。お

まけにトラック運送者は荷がいっぱいになるまで動こうとしない。へたをすると刈り取ってから工場に届くまで２

～３日かかることも起こる。 
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いま、ジャティロト製糖工場は国有第１１ヌサンタラ農園会社が経営する１７製糖工場のひとつであり、その

中のナンバーワン工場だ。ジャワ島にある製糖工場は５７あって、そのうちの３３が東ジャワ州にある。東ジャワ

の砂糖生産量は全国生産の半分を占めている。ジャティロト工場の生産能力は投入サトウキビ一日７千トンで、

作業期には３千人が工場の稼働に携わっている。 

ジャティロトは作業期が５月から１０月までの６ヵ月間になっていて、最初と最後の月に得られるサトウキビは

未成熟と過成熟が多くて非効率だから４ヵ月に短縮した方がよいという声も上がっているそうだ。 

 

ヨグヤカルタ特別州バントゥル県カシハン郡ティルトニルモロ村パドカン部落にはマドゥキスモ製糖工場 PG 

Madukismoがある。そこはヨグヤカルタ王宮から南西方向におよそ３キロほど離れた場所だ。 

現在、この工場は砂糖の他にアルコールも生産しており、ジャワ島のたいていの砂糖工場の例にもれず、サ

トウキビの収穫期には昔ながらの小型蒸気機関車がサトウキビを満載したロリーを引いて工場にやってくる姿

を目にすることができる。 

この工場は元々PG Padokan という名称だった。インドネシアの独立完全承認がなされる以前のあらゆる資

料にはパドカン製糖工場の名前が登場し、マドゥキスモの名前はどこにも出て来ない。 

パドカン製糖工場の由来を調べてみたが、判然としなかった。写真資料の中に１８６８ー１９３９といった撮影

時期の表示が見られることから、工場は１８６８年より前に存在していなかったという解釈ができるために、１８６

８年が工場完成年ではないかという気がする。マンクヌゴロ家が製糖産業に参入したころと同時期だ。というこ

とは、マンクヌゴロ家に倣ってヨグヤカルタ王家が製糖事業を行った可能性も感じられるのである。ひょっとした

ら工場設立者はジョグジャ王家だったのかもしれない。その後もジョグジャスルタン国領内に製糖工場が続々と

作られて、ジャワ島の砂糖黄金期にはヨグヤカルタ領内で１９の製糖工場が稼働していた。 

このパドカン製糖工場は日本軍政期に、サトウキビを工場内に運び込むロリー用の鉄路をメインにして、工

場建物や機械類から解体された鉄材がタイに送られ、戦場にかけられた橋（クワイ河鉄橋）の建設に使われた。
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クワイ河鉄橋は完成したがたいしてビルマ戦の戦況に貢献することのないままイギリス軍機の爆撃で使用不能

になり、パドカン製糖工場も工場としての体をなさなくなった状態のまま終戦を迎えた。 

１９５５年、スルタン・ハムンクブウォノ九世がパドカン製糖工場を再建して名称をマドゥキスモと変えた。日本

軍政のあと引き続いて起こった対オランダ独立闘争のために民衆の経済生活は悲惨のどん底に落ち込んでお

り、その時期には領民の経済生活の立て直しが急務になっていた。製糖活動が膨大な雇用を必要としている

点に着目したスルタンのイニシアティブでパドカン製糖工場がマドゥキスモ製糖工場として復活し、砂糖生産が

再開されたのである。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（１０）」（２０２２年１１月０９日） 

２００８年５月７日、ヨグヤカルタ特別州バントゥル県バグンタパン郡バトゥレッノ村に広がるサトウキビ畑でジ

ャイミンさん３５歳は、人間の背丈の３倍近いサトウキビを刈り取っていた。刈り取ったものを並べて大きな束に

し、縛る。それをトラックの所まで運んで行くのだ。サトウキビを満載したトラックはマドゥキスモ製糖工場に向か

って走り出す。 

ジャイミンが手に入れる賃金は１クインタル当たり２千５百ルピア。 

「仕事が手早く進みゃあ、一日３万ルピアになることもある。でもたいてい２万から２万５千ルピアくらいだね。

そこから毎日１万ルピアを貯めて、故郷の女房のところに持って帰りますよ。家に帰るのはひと月に一回だ。」 

 

ジャイミンはバントゥルの地元民ではない。かれはスラゲン県の住民で、サトウキビ刈り取りの出稼ぎに来て

いるのだ。１万から１万５千ルピアの収入は食費とタバコ代などに消える。故郷に持ち帰るのは２５万ルピア。 

かれは故郷の隣人と誘い合わせてサトウキビ収穫作業の出稼ぎに家を離れる。故郷には借地の水田があ

る。今回は田植えをしたあとで出稼ぎに出てきた。水田の世話をしているだけでは食っていけないのだ。水田所
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有者からの報酬は収穫分配方式だが、かれの取り分はもみ米総収穫量のうちの１クインタルだけ。それで妻と

３人の子供を養っていけるわけがない。 

 

ジャイミンと隣人はもう１０年くらい、サトウキビ収穫地を求めてさまよう渡り鳥暮らしを続けている。ふたりは

それぞれの収穫地で、収穫作業監督者の家で寝るのだ。 

マドゥキスモ製糖工場のこの年の作業期では、５６４万クインタルのサトウキビ投入が計画されていた。作業

期は５月３日に始まり、１７０日間続く。一日当たりの投入予定量は３．５万クインタル、目標レンデメンは７．６パ

ーセント。製品の目標生産量は４１万クインタル。ヨグヤ特別州と中部ジャワ州南部地域の年間砂糖消費量は

４５～５０万クインタルにのぼっているため、地元地方の自給達成はまだできない。 

ヨグヤ特別州の労働力が決して不足しているわけではない。賃金の低さが労働力をサトウキビ収穫作業に

呼び集めないだけの話なのだ。おかげで出稼ぎ者がその穴埋めをする。マドゥキスモ製糖工場に集められるサ

トウキビは州内からのものがメインだが、中部ジャワ州からも集められる。州内分は５千４百 Ha あって、ヘクタ

ール当たり６５０クインタルの生産性だ。 

マドゥキスモ製糖工場は自社農園を持っていない。全量を近隣の栽培農民から買い上げている。もちろん契

約を結んで農民の経済性を保証してやり、製糖のための原料確保に努めているのだが、サトウキビ栽培面積

が縮小傾向にあって、工場側の不安の種になっている。２００６年に１，６００Ha あったバントゥル県のサトウキ

ビ栽培面積は２００７年に１，５４０Ha に減った。一部の村で村有地を農民に貸し、農民がそこでサトウキビを栽

培して生計を立て、村役場も借地料から公共用途資金を得ていたのだが、中央政府のプロジェクトのために６

０Haが売却されたのである。工場関係者にとって、不安の種は尽きないようだ。 

 

東ジャワ州マディウン県ウグ郡に PG Kanigoroがある。国有第１１ヌサンタラ農園会社の傘下にあるこのカニ

ゴロ製糖工場は１８９４年にスラバヤの農業商業工業銀行が設立した。言うまでもなくオランダ資本だ。操業が

開始されたのは１８９７年だった。[ 続く ]
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「甘くて苦いジャワ砂糖（１１）」（２０２２年１１月１０日） 

工場ではサトウキビ破砕機の動力源を蒸気機関にした。土中に釜が埋め込まれ、サトウキビの搾りかすを

燃料にして水を沸騰させる方法で高圧蒸気を生み出す。その蒸気で破砕機に繋がる軸を動かし、軸がピストン

運動することで破砕機が回転する。そのシステムがいまだに使われているのだ。更に機械を構成している主要

部品も最初のオリジナルのままであり、取り換えられたことがない。 

その釜とシステムを動かすのにオペレータから火焚き人夫まで総勢２０人が取りつく。そうやって得られる蒸

気圧は８kg/?。新しい製品なら７人で動かせ、得られる蒸気圧は１７kg/cm2に達するというのに。 

カニゴロ製糖工場も、近隣のサトウキビ農園と工場を結ぶ鉄路を設けて蒸気機関車でロリーをけん引した。

作業期になると１８３０年ごろのドイツ製蒸気機関車が今も１１台、老骨に鞭うって活躍している。 

 

それら開放経済下に作られた製糖工場よりもっと古い、栽培制度時代に設けられた製糖工場のひとつが、ス

ラバヤに近いシドアルジョ県の PG Krianだ。植民地政庁が１８３９年に設立した。 

栽培制度下に農民が収穫したサトウキビを買い集めた仲買人がそこへ運び込んで砂糖が作られ、作られた

砂糖がスラバヤのタンジュンペラッ港から船積みされたように思われる。クリアン製糖工場のサトウキビ処理能

力は一日１千トンしかなく、スラバヤ周辺のサトウキビ栽培がそれほど大量でなかったことを推測させてくれる。 

そんな小規模だったにもかかわらず、大恐慌や日本軍政、更にはオランダ資本国有化を乗り越えて２０世紀

が終わるまで生き延びてきたというのに、経営を管掌する国有第１０ヌサンタラ農園会社は２００１年に工場閉

鎖を実施した。 

スラバヤの大都市化によってシドアルジョまでスプロール現象が広がり、周辺農地がどんどん住宅や道路に

転換されてサトウキビの姿が掻き消えてしまったのである。 

 

やはりスマランから近いクンダル県チュピリン村に PG Cepiring が設けられた。１８３５年に植民地政庁が開
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いたもので、当時の製糖工場は蒸気機関をサトウキビ破砕の動力にしていたから、水の便が工場建設場所の

決め手になったようだ。また製品の港への輸送路も重要な要素のひとつだったことだろう。 

チュピリン製糖工場はダンデルス総督の記念碑である大郵便道路（現在の国道一号線でジャワ島北岸街道

とも呼ばれている）の少し北側に位置して建てられ、ボドリ川の河口から水上を通って到達できる位置にある。 

チュピリン製糖工場は１８９４年に政府から民間会社に売却され、クンダル製糖工場運営会社がオーナーに

なった。その後世界大恐慌がもたらした砂糖の大不況に襲われて多くの製糖工場が倒産したものの、チュピリ

ン製糖工場はその嵐を耐え抜いて生き延び、オランダ資本国有化を経てインドネシア国有事業体ヌサンタラ砂

糖産業（株）の傘下工場として営々と砂糖生産を続けている。クンダル県には通歴で製糖工場が四つ作られた

が、長い歴史の荒波を乗り越えることのできた工場は最古参のチュピリンだけだった。 

 

１８４０年には中部ジャワ州クドゥス県レンデン郡に PG Rendeng が建てられた。クドゥス県には通算して三つ

の製糖工場が建てられたが、生き残っているのは最初に建てられたこのレンデン製糖工場だけだ。設立当初

は NV Mirandolie Voute & Co が公式名称で、通称がレンデン製糖工場だった。ミランドリフォウテ＆Co株式会

社はオランダのハーグに本社を置いていた。[ 続く ]

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（１２）」（２０２２年１１月１１日） 

製糖工場が建てられると、工場管理者、技術者、作業監督者などのヨーロッパ人が定住するようになる。工

場近くにヨーロッパ人居住地区が作られ、ヨーロッパ人好みの住宅構造がプリブミたちの目を引いた。寄棟屋

根と正方形の家屋建物。窓と扉は大きくて、しかも二重構造になっている。そして家の中には平板の天井が張

られた。プリブミはそんな家屋を rumah sinder, rumah tebu, rumah lojiなどと呼んだ。  

ブレが徘徊してクドゥスの田舎町に国際化の幕開けが訪れた。するとそこに商機を見出した華人も集まって
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住むようになる。華人たちはたいてい製糖工場とプリブミの間を仲介するビジネスを行った。商業や流通業とい

ったところだろう。 

製糖工場ができた余波で住民たちもサトウキビを搾って結晶を作ることを小規模に行うようになったから、ク

ドゥスは砂糖の町になった。今でこそクドゥスはクレテッタバコが郷土産業になっているが、タバコ産業が興る前

は砂糖の町だったのだ。クレテッタバコが甘いのはそのせいだろうか？ 

レンデン製糖工場が植民地時代に黄金期を紡ぎ出したのは、肥沃な広い土地、豊かな労働力、廉い地代、

優れた工場設備の賜物だったと工場管理官は語る。灌漑の行き渡った広範なサトウキビ農園があり、レンデメ

ンは１２％という高い数値を維持することができた。現在のレンデン製糖工場に入って来るサトウキビは、水田

とトウモロコシ畑に使われなかった土地で育ったものだ。サトウキビ畑はレンバンやブローラなど６県に分散し

ていて総面積は５千 Ha ほどしかない。レンデメンは７％そこそこで、悪い年にはそれを下回ったこともある。年

間生産量は２．４万トン前後だ。 

日本軍がジャワ島を占領したあと、すべての非同盟国ヨーロッパ資産が接収される中でこの会社は Rendeng 

Sitocho Kabushiki Kaisha と名を変えた。日本の敗戦によって日本軍政監部の手中にあった資産の数々が新生

インドネシア共和国に引き継がれ、レンデン製糖工場もインドネシア人の管理下に置かれた。 

１９４７年にリンガルジャティ協定が成立し、レンデン製糖工場は蘭領東インド文民政府ＮＩＣＡの手に戻され

た。オランダとインドネシアの武力抗争状態が終結してから、レンデンはインドネシアで操業するオランダの製

糖工場のひとつになったものの、１９５８年にスカルノ政権がオランダ資産の接収を行ったために再びインドネ

シアの工場に逆戻りした。そして今、レンデン製糖工場は第９ヌサンタラ農園会社傘下の一工場として砂糖生

産に励んでいる。 

 

２０世紀に入ってからもジャワの製糖産業は成長を続け、２０世紀の最初の３０年間にジャワは砂糖生産の

黄金期を迎えた。国内消費量は年間２０万トン程度であり、国内需要を満たしたあとは作れば作るだけ輸出に

回すことができた。そして輸出すればするほどそれを仲介するオランダ本国が潤った。 
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１９２８年の製糖工場数は１７８、翌２９年１６４、１９３０年に１７９というデータがいくつかの記事から得られた。

年間砂糖生産量は１９２９年が２９０万トン、１９３０年は２１９万トンとなっていた。１９３０年代というのは世界の

経済に大変動が起こった十年間だった。ジャワの砂糖もそれから逃れるすべを持たなかった。 

１９３３年の生産量は１４０万トン、翌３４年６３万トン、１９４１年１５５万トンという落差の激しい上下変動が起

こっている。１９４１年の輸出量は１３８万トンだった。[ 続く ]

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（１３）」（２０２２年１１月１４日） 

３０年間の成長を支えるためのサトウキビ作付面積も増加の一途をたどり、１９２９～１９３１年のサトウキビ

栽培用地面積は総灌漑面積の６％を占めた。その半分は農民の所有地、あと半分はヨグヤカルタとスラカルタ

の王家からの借地だった。 

その後の経済大恐慌が砂糖国際価格を暴落させたため、１９３４年にはわずか５０工場が稼働していただけ

であり、３０年代末まで生き残っていたのは３５工場のみで、年産は５０万トンにまで落ち込んだ。 

１９２８年に製糖業界が雇用していた人数は１２９，２４９人だったが、１９３４年のデータでは２８，６３２人しか

いない。ジャワの農園労働者はほとんどが製糖産業従事者だったのである。 

 

１９４０年代に入ると市況は多少好転した。ジャワ島で稼働する砂糖工場の数は９３に増え、１５０万トンの生

産が上がった。ところが太平洋戦争の勃発でインドネシアは日本軍に占領され、大戦争の中での砂糖生産と輸

出などは思いもよらないものになった。 

いや、それ以上に、日本軍政がジャワ島で行った農業統制では軍需用食糧としての米、そして燃料・潤滑油

のためのトウゴマ栽培が大優先され、それが全国的な規模で行われた結果、砂糖生産は日の当たらぬ片隅に

追いやられてしまった。そのトウゴマ栽培大作戦の様子は下のページをご参照ください。 



甘くて苦いジャワ砂糖 -日本軍政下の砂糖 

28 

「知能的な日本軍政（前）」（２０１９年１０月１０日） 

http://indojoho.ciao.jp/2019/1010_1.htm 

「知能的な日本軍政（後）」（２０１９年１０月１１日） 

http://indojoho.ciao.jp/2019/1011_1.htm 

 

そんな状況だから砂糖の生産に本腰の入るはずもなく、おまけに軍事用として製糖機械類の部品や線路お

よび工場内の鉄材がむしり取られる始末で、製糖工場は戦争遂行のためにていよく利用されるありさまになっ

た。太平洋戦争が終わったとき、生き残っていたのは３０工場だけだった。 

 

ジャワ砂糖の黄金期に砂糖王の玉座に着いた華人がいる。アジア最大の私企業になったウイ・ティオンハ

ム・コンツェルンの総帥ウイ・ティオンハム氏だ。スマランに本拠を構えたが、香港・ロンドン・ニューヨークなどに

も拠点を置いて世界を股にかけるビジネスを行い、没後２億フルデンという巨額の資産を残した。そのため、上

海からオーストラリアまでのエリアでかれに優る金持ちはいないという賛辞をデロコモティフ紙はかれに捧げて

いる。 

黄仲涵は１８６６年１１月１９日にスマランで生まれた。父親の黄志信は福建省同安から東インドに移住して

きた人物で、スマランで華人プラナカンの娘を妻にし、家庭を持った。妻は華人コミュニティ社会の中流層出身

だ。この夫婦には８人の子供ができた。ティオンハムは二番目の子供になる。 

 

父親のウイ・チーシエンは１８６３年に農産物を取り扱う事業を起こし、建源桟商行という公司名を付けた。テ

ィオンハムは１８９３年にキアンクワンチャン商行の経営を父から譲られ、後に企業登録を行って Handel 

Maatschappij Kian Gwanに変身させた。 

ティオンハムが事業を引き継いでから、キアンクワンチャン商行の取扱い品目はカポッ綿・ゴム・ガンビル・タ
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ピオカ・コーヒーなどと多種に広がり、それ以外にも質金融・郵便・伐採なども手掛けた。中でも父親の代から行

っていたアヘンの取扱いが最大の利益を上げ、１８９０年から１９０４年までの間に１千８百万フルデンの利益が

アヘンから得られたそうだ。その金がウイ・ティオンハム・コンツェルンの礎石になった。このコンツェルンは２０

世紀初期の東南アジアで最大の企業体であると評された。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（１４）」（２０２２年１１月１５日） 

当時の華人ビジネスは相互の信用を重んじる風習が濃く残されていて、事細かに契約書や約定書を作るの

は大班のすることではないという雰囲気が強かった。ティオンハムはその風習に倣わずに西洋式のビジネス姿

勢を執った。かれは華人コミュニティの中でビジネスライフを送ることを最初から拒否していたのかもしれない。 

ティオンハムが砂糖に関りを持ち始めたのは製糖工場オーナーへの金融が発端だった。返済が焦げ付けば、

質に入った工場の所有権が移動する。そんな形でティオンハムはいつの間にか５つの製糖工場の所有主にな

っていた。パティのパキス、マディウンのロジョアグン、ジョンバンのポネン、シドアルジョのタングラギン、マラン

のクレベッ製糖工場だ。 

製糖事業がキアンクワンのビジネスの一角を占め始めたとき、ティオンハムは砂糖輸出の包括的合理化を

推し進めた。サトウキビ農園～製糖工場～港への製品輸送～海上輸送～銀行、そしてその流れに関わる諸サ

ービス。多角化されたその諸ビジネスを統括する人材にティオンハムはその道のプロを起用した。華人社会の

習慣である、広がったビジネスの間口のそれぞれの扉に必ず一族の人間を置いてその部門をファミリービジネ

スにしていく方式をかれは取らなかったのである。一族の人間はキアンクワンで昔から行われてきたビジネス

の扉に配置されただけだった。 

 

２０世紀の最初の２０年間、砂糖の黄金時代の追い風を受けてティオンハムコンツェルンは目覚ましい発展

を遂げた。バタヴィア・スラバヤ・ジョグジャ・ソロなどの国内は言うに及ばず、ロンドン・アムステルダム・シンガ
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ポール・イポー・ペナン・バンコック・ニューヨークなどに支店やオフィスを開いて世界の貿易ルートを掌握し、銀

行業や海運業から流通小売り業にまで進出した。 

既に東南アジアで名を挙げていた華人コングロマリットをはるかに抜き去り、東インドに関わっている５大オラ

ンダ商事会社と引けを取らないどころか、その上を行っているとまで評された。１９１２年にはキアンクワンに１

千５百万フルデンの増資がなされて、オランダの商事会社インテルナシオの資本金の二倍になった。 

 

１９２０年、ティオンハムはスマランを去ってシンガポールに移住した。巨額の納税を嫌ったためだそうだ。ま

た遺産相続の便をも考慮した結果だということも言われた。移ってからほどなく１９２４年にティオンハムはシン

ガポールで没した。この大金持ち大家族の中に一家の主が毒殺されたという憶測を語った者もいた。遺体はス

マランに運ばれて父親の墓の隣に永眠した。頭領没後の巨大事業はどうなっていっただろうか？ 

ティオンハムから子供たちへの遺産相続がなされ、子供たちが事業を引き継いで活動していたとき、１９６１

年にインドネシア共和国政府がティオンハムの全財産を没収した。インドネシアの商業裁判所がウイ・ティオン

ハムコンツェルンの解体を命じ、全資産が国に没収されたのである。製糖工場とサトウキビ農園は政府が作っ

た国有事業体ラジャワリヌサンタラインドネシアがその経営を引き継いだ。コンツェルンの国外支店や事務所は

ティオンハムの息子たちが経営する独立会社になった。 

 

ティオンハムは生涯で８人の妻妾を持った。最初の妻とはかれが１５歳の時に親の命令で結婚したそうだ。

最初と二番目からは女児ばかり生まれ、最初の男児が得られたのは三番目の妻からだった。かれの実子は男

児１３人女児１３人。 

その大家族が住むためにスマラン南部のグルガジ地区に９２Ha の地所を買って、そこに豪奢をきわめた御

殿や建物群と広大な庭園が設けられた。地所の一画を埋めた豪勢な建物群に各妻妾とその家族が個々に住

んだ。小さい子供は、付添いの大人なしに自分の家から離れて遠出をしてはいけない、と定められていたらし

い。子供が道に迷って帰れなくなったら、それを探しに行く大人にとってもきっとたいへんな仕事になったことだ
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ろうと推測される。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（１５）」（２０２２年１１月１６日） 

この Gedung Balekambang と呼ばれた御殿の敷地内には裏庭に大きな水泳プールがあり、また動物園も作

られてライオンやトラなどが飼われていたそうだ。裏庭の動物園に近い一帯の部落民は毎朝、ニワトリの声に

混じって聞こえてくる猛獣の唸り声で目を覚ましたという話もある。 

この御殿で働く使用人は召使が４０人と５０人の庭師、そして２人の料理人がいて、私生活が即公生活であ

る昔の帝王の暮らしを引き写したような様子を想像させてくれる。この大御殿と土地も結局は政府に没収され

て、建物のいくつかは政府の行政役所として使われるようになった。また広大な庭園もスマランの人口増に合

わせて庶民の住宅地に変えられていった。 

シンガポールのブキティマ地区南部にある Holland Roadの中ほどから北に上がっていく道路のひとつに Oei 

Tiong Ham Park と名付けられた道がある。そこは華麗で瀟洒な住宅地区になっている。かつてシンガポールの

名士のひとりになった黄仲涵を称えて、シンガポール政府がその名を地名として残したようだ。 

ティオンハムが一代で築き上げた砂糖王国は、かれの死後半世紀も経ないうちにインドネシアから消滅して

しまった。しかしウイ・ティオンハム・コンツェルンの総司令部が置かれていたスマランの旧市街には、Jl 

Kepodang１１、１３、２５番地に設けられた事務所建物がその末路を物語る生き証人のように今でもひっそりと

残骸をさらしている。 

 

１９５０年代にインドネシアの砂糖生産は再たび活発化した。平和の到来による経済活動の活性化と砂糖消

費の上昇から、製糖工場は往年の活動態勢に戻ったわけだが、その歯車は容易に回転しなかった。多くの工

場で機械類の部品に欠損があったためだ。日本軍が軍事用途に流用するために抜き取って行ったものの中で、
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どう知恵を働かせても機械が動かない場合はその部品を輸入しなければならない。ところが国には十分な外貨

がなかった。 

砂糖を作ることができればそれを輸出して外貨を稼ぐことができ、製糖機械の部品を補充することが可能に

なって砂糖が作れる。これは蛇が自分のしっぽを呑み込むような話だ。全部呑み込まれたら蛇自身が消えて無

くなるだろう。 

しかしスカルノ初代大統領にとって、対オランダ闘争はまだ終わっていなかった。マジャパヒッを模した大イン

ドネシア構想に邁進するスカルノは西イリアンをオランダの手から奪取することを望んだ。オランダを弱らせる

にはインドネシアで活動しているオランダ資産が利益を上げられないようにすればよい。一番確実な方法は根

絶やしにすることだとかれは考えたのかもしれない。インドネシアで活動しているオランダ資本の企業をインドネ

シアは１９５７年に国有化した。 

 

１９６０年の砂糖全国生産量は６７．５万トンしかなかった。その後砂糖生産は徐々に上昇していったものの、

スカルノ政権末期の経済混乱が１９６６年の政変でピリオドを打たれたとはいえ、今度はその政変の混乱が鎮

まるまで製糖工場の稼働は振るわず、生産量も微々たるものになった。 

スカルノは砂糖の輸入をまったく認めなかったが、オルバ政権は輸入を承認した。スハルトがスカルノ批判の

ために計画経済と国民の忍耐コンセプトを真っ向から否定したことは歴史が示している。かつて世界第二の砂

糖生産国輸出国だった実績からいともあっさりと輸入国に転落していくことになった発端がそこにあったと語る

論評もある。 

もちろん表向きのデータを見る限り、輸入量よりも国内生産量のほうが常に大きいから、決してネット輸入国

になったと言っているわけではない。ところが表向きデータに現れない密輸入があの手この手で行われ、国内

製糖産業を破滅の淵に追い込んでいるのだ。そんなことが表向きデータから読み取れるわけがない。かつて栄

光の黄金期を経験したジャワ砂糖はその黄金期から百年も経過しないうちに破滅への急坂を転げ落ちつつあ

った。 [ 続く ]
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「甘くて苦いジャワ砂糖（１６）」（２０２２年１１月１７日）(転落する砂糖) 

オルバ政権が輸入を認めたとは言っても、決して自由放任にしたわけではない。砂糖は統制品目のひとつと

して生産流通販売が厳しく監視された。国内需要量と国内生産量のギャップを埋めるためにその差が年間クオ

ータと定められ、クオータ分の輸入を政府に登録した輸入者だけに許すという制度が設けられた。だがクオータ

は市場状況によって伸び縮みする。市場で品薄が起こり価格上昇が起これば、クオータが瞬間的に増やされ

ることは十分に起こり得る。腐敗行為を可能にする場がそこに設けられていると言えるだろう。 

オルバ政権でも優秀な経済閣僚が民間主体の自由経済を基本に据えながら国家経済開発を進めた。特に

製糖産業については、かつて黄金時代を築いたインフラとしての工場群が存在し、そこに関わる人間の雇用問

題、ほとんどが国有になっている製糖工場の健全経営、国として追及するべき産業構造と現状の効率のギャッ

プなどの諸問題をバランスよく押さえながら効果を出していくことが閣僚たちに期待されるテーマになった。 

検討の結果たどり着いた大方針は、ジャワ島にある製糖工場が持っている生産能力とサトウキビ生産量の

アンバランスに対する調和を図ること、ジャワ島外での生産を増やすことであり、ジャワでのサトウキビの増産

にまったく期待が持てないことから既存製糖インフラの縮小は避けて通れない道になった。 

 

１９８７年の全国砂糖生産量は２０９万トン、１９９２年２３４万トン、１９９４年２４６万トンと国内需要の２５０万ト

ンに近付いたものの、１９９９年に１４９万トンにダウンして２００万トンを割り込んでから２００４年にやっと２０５万

トンに回復するまで大幅な砂糖生産の低下が起こった。 

２００５年の全国生産は２２４万トンだった。全国の５７製糖工場が持っている生産能力は３００万トン、精糖工

場の生産能力は１３０万トンあるというのに、生産実績はその半分でしかなかったのだ。理由はさまざまにあっ

ただろうが、その最大の理由として原材料が生産能力のフル活用を満たせられなかったことを挙げてもよいだ

ろう。一方、国内需要は家庭消費２５０万トン、飲食品業界需要７０万トンの合計３２０万トンにのぼっていたの

である。 
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国内生産の低下に合わせて輸入量も激増し、１９９９年の輸入は１００万トンを超えた。その輸入量は正しく

通関が行われたものの合計であり、不正に輸入されたものの量など分かるわけがないのだから、そこに含まれ

なかったのは当たり前だ。 

植民地時代の砂糖生産はサトウキビ栽培面積１Ha 当たり１５トンに達した。現代インドネシアでは４．５トンに

低下している。ジャワ島のサトウキビ農民は一人当たり平均作付面積が０．３Haしかない。工場での生産アウト

プットの効率も、そしてレンデメンまで低いのだから、ジャワ砂糖がハイコストになるのは理の当然にちがいある

まい。 

国産品の生産コストが高いために国内の砂糖市価は高いものになっており、諸外国から見ればインドネシア

は輸入バリアーさえ突破すればきわめておいしい市場になる。インドネシアのビジネスマンがそれを利用しよう

としないはずがないだろう。中でも業界関係者がその熟して落ちんばかりの実を手に入れようとして昔から動い

てきたのだ。 

精糖工場が粗糖を輸入したことにして精糖を輸入し、そのまま国内に流す。保税再輸出加工のライセンスを

手に入れた者が精糖工場を設立し、粗糖を輸入したことにして精糖を輸入した上、無加工のまま理由を付けて

国内に流した。摘発されたその精糖工場には精糖のための機械設備など一切なく、砂糖ドウを作るための器

具道具類だけがあったそうだ。インドネシアに入ってきたそれらの砂糖が税関の報告する砂糖輸入実績数値の

中に含められたとは思えない。[ 続く ] 

 

 

「甘くて苦いジャワ砂糖（終）」（２０２２年１１月１８日） 

非合法輸入ではないが、このようなことも起こった。２０００年以降の砂糖クライシスの数年間、Kesempitan 

adalah kesempatan.を実践する者たちが現れた。動乱を野望実現のチャンスと見なす者たちだ。輸入クオータが

激増し、登録輸入者の輸入活動が活発化した。登録輸入者に資金を融通して輸入させた砂糖を引き取り、相

場を大きく超える利益を載せて流通網に流している人間がいたことを行政は後になって知る。市価の変動が自
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然発生的に起こっていたのではなかったのだ。 

中部ジャワとジャカルタを縄張りにしてそれを行っていたのはスマランの大手ディストリビュータで、ラジャワリ

ヌサンタラインドネシアと第９ヌサンタラ農園会社の大手出荷先だった。スラバヤの大手ディストリビュータのひ

とりも東ジャワの流通網を握って似たようなことを行った。スラバヤの別のディストリビュータは東ジャワの一部

エリアと西ジャワの市場を握った。メダンでもふたりの人間が同じようなことをした。片手間に砂糖ビジネスに関

わっていた者の中にも、砂糖品薄というこの動乱の中で同じようなことをして砂糖ビジネス業界に乗り出して来

た者も現れたらしい。登録輸入者に資金を融通し、高品質で廉価な外国産砂糖を輸入させて自分が引き取れ

ば、特定地域の流通業者を手なづけるのにそれほどの苦労もいらなかっただろうと想像される。 

大規模にそれを行っていた８人の人間の所業が明らかになったとき、行政はかれらを８人のサムライと呼ん

だ。国内の砂糖市場はもっと規模の小さい者まで含めて数十人の人間に振り回されていたのである。行政は８

人のサムライの身動きを封じるために密議をこらしたようだが、国内生産の回復で輸入クオータが減少すると

サムライたちも動乱の鎮静に従っておのずと刀を納めたらしく、この後日談は見当たらない。 

 

たとえ密輸入されたものであろうとも、安く品質の良い砂糖が国内市場に流れるのは消費者の歓迎するとこ

ろだった。コンパス紙Ｒ＆Ｄが２００４年に行ったアンケート調査によれば、６３５人の回答者のうちで砂糖購入

の際に決定要因になるファクターは価格であると答えた者が４１．９％を占めた。 

価格 ４１．９％ 

色  ２５．０％ 

国産／輸入 １５．８％ 

細かさ・粗さ ８．２％ 

 

外国産の砂糖は必ず何かが国産品より優れているのだ。密輸入品は民衆の、中でもマッシブな低階層にと
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ってのお助けの神だったと言えるだろう。政府の企図している国家経営と大多数国民の欲求の間に発生するこ

のような利害コンフリクトは、この国で決して珍しいものではないように見える。 

それはともかくとして、外国産砂糖が国内市場に大量に流されると、ジャワの製糖工場からの出荷が停滞す

る。流通業者の眼前に外国産砂糖が山積みされたなら、流通業者は製糖工場に製品を取りに行かなくなる。

製糖工場は製品の出荷が細まって倉庫がいっぱいになってくると、生産量を調整せざるを得なくなる。サトウキ

ビ生産農民からの収穫品受入れも先細りになっていく。農民はこんなリスクに耐えられないから、サトウキビを

やめて次からコメやトウモロコシを栽培しようと考える。製糖工場にとってはダブルパンチになってしまうのであ

る。 

昔あれほど甘かったジャワの砂糖は、植民地支配者が総力をあげてその甘さを吸い取ったあと、インドネシ

ア人がその全インフラを取り上げてわが物にしたというのに、製糖工場から出来上がって来る砂糖の味のほろ

苦さ！！[ 完 ] 
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「グラメラ（１）」（２０２２年１１月２１日） 

砂糖を意味するインドネシア語の gulaはサンスクリット語源の言葉であり、元々サンスクリット語ではモラセス

を意味していた。つまり砂糖を取り出す前の、液体状態のサトウキビ汁のことだったようだ。それをムラユ人が

語彙の中に取り込んだ。多分加工技術の伝来と同期していたのではあるまいか。そしてグラという言葉は固体

になったサトウキビ汁の意味に変化しつつそのままジャワやスンダなどヌサンタラの各地に広まった。ヌサンタ

ラの gula tebu成立過程をまるで図解しているような情報ではあるまいか。トゥブとはサトウキビのことだ。 

西暦紀元元年後の最初の数百年間に、いやもしかしたらもっと遠い過去の時代に、スマトラの西岸や東岸に

やってきたインド人がサトウキビの加工技術をもたらしたことがそこから大いに推測されるのである。サトウキビ

を指すムラユ語トゥブは語源がマレーポリネシア語系の言葉であるため、サトウキビ自体はもっと古くからムラ

ユの地に自生していた可能性が感じられる。 

だからこそ、ヌサンタラ地域におけるグラトゥブの話はヨーロッパ人来航後のストーリーの中にばかり登場し、

華人や西洋人が作ったということばかりが述べられ、それよりもっと昔にヌサンタラの土着民はムラユ人を含め

てグラトゥブを知らなかったのだろうかという不審をわたしに抱かせる元凶になっていた。この現象が意味して

いるものはいったい何なのだろうか？ 

 

ヌサンタラのひとびとは、グラトゥブとは別に、ヤシ類の花から採れる甘い液体 nira を原料にしてグラを作る

ことも行ってきた。ニラという言葉は元来、パームヤシの花から採れる液体を指すもので、インド語のニーラが

摂取されたものだそうだ。ということは、ニラから作られるグラであるグラニラもインド人によって技術伝承がなさ

れた可能性が考えられる。 

それらの事実は、グラトゥブから伝統製法で作られる製品と、グラニラから伝統製法で作られる製品がたい

へん似通っていることが裏付けを与えてくれるような気がする。素材をどちらにしようとも、その製造工程と製品

はまるで双子の姉妹のように見えるのである。 
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現代インドネシアでグラは素材によって三つに区分されているようだ。トゥブを素材にするグラトゥブ、ニラを

素材にするグラニラ、ビートを素材にするグラビッの三つだ。ところが、ニラを素材にするものについて区分名称

の語義が曖昧であるためにその三区分の内容が整然と分かれていないように思われるのである。 

たとえばイ＿ア語ウィキペディアのグラの解説には、グラトゥブ・グラビッと並んで gula merah という言葉が記

されていて、グラメラとはニラから作られるグラのことであると定義付けられている。ＫＢＢＩにあるグラメラの語

義を調べると、gula kelapa, gula jawa となっており、gula jawaの定義は gula dari nira, nyiur, atau aren となってい

るから、なるほどグラメラはグラニラのことなのだとその三段論法から察することができる。 

見やすいように列挙してみよう。更に一応、他の言葉もここに抜き書きしておく。 

gula merah：gula kelapa, gula jawa 

gula jawa：gula dari nira, nyiur, atau aren 

gula aren：gula dari nira enau 

gula kelapa：gula jawa 

という相互関係になっている。読者もそろそろこの辺りで私のように頭が痛くなってくるだろう。クラパから作ら

れたものがグラジャワで、グラメラもクラパから作られたものという定義付けになっているように読めるこの謎解

きは、グラジャワがニラから作られる砂糖であるという定義をキーにしてカテゴリーの位階を変えてやることで

落ち着くようだ。グラメラはその別称であるということになる。[ 続く ]

 

 

「グラメラ（２）」（２０２２年１１月２２日） 

そこまでは、まあそれでもよいだろう。いったいいつからどこで始まったのか皆目見当もつかないのだが、サ

トウキビ汁をニラと呼ぶことが始まった。そしてヤシ類の花から採れるニラと区別するためだろうか、素材の植

物名をニラに付けて弁別するようになった。nira enau, nira siwalan, nira kelapa, nira tebu .....というように。ニラト

ゥブは明白なる語義の矛盾だ。 
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更に本来のニラから伝統製法で作られるグラメラと同じように、ニラトゥブから伝統製法で作られた製品がグ

ラメラやグラジャワと現に呼ばれているのだ。コンパス紙がその語法でたくさんの記事を出しているのだから、

半可通なネットライターの勇み足では決してないように思われる。 

 

こうなると、インドネシアにおける砂糖の区分というのは製造プロセスと最終製品によって仕分けされる二分

類と考える方が妥当なのかもしれない。モダン製法によって大規模工場で作られたグラトゥブとグラビッ、伝統

製法による民衆産業として作られるグラニラとグラトゥブの二区分であり、前者が大資本大量消費型の砂糖、

後者は民衆産業弱小経済型の砂糖というのがその特徴になるだろう。 

グラメラはヌサンタラ各地にある在来パサルで円筒形や茶碗の底形に成形されて売られている茶色い粉末

砂糖のことだ。ただ、わたしが半世紀ほど前に仕入れた素材に関する知識が今や崩壊してしまったから、わた

しと同類の方は信じている知識を修正したほうがよいと思う。元々グラメラとはヤシ類の花から採られたニラが

素材であったのだが、今やサトウキビ汁もその素材に使われているのだ。わたしが抱いた印象では、ヤシ類の

ニラの大量入手は困難でも、サトウキビ汁を使えば圧倒的な大量生産が可能になる。商業用に作られるグラメ

ラにその原理が適用されないとは思えないから、パサルに並んでいるグラメラはヤシ類のニラで作られたもの

よりもニラトゥブで作られたもののほうが多いのではあるまいか。素材のエキゾチックさをありがたがっていると

足元をすくわれかねない不安がある。 

粉末状の茶色い砂糖をヤシ類から作られたと思っているひとは、目から鱗を落としておく必要があるのでは

ないか？ 

 

ニラアレンなどのヤシ類の花から採った汁からグラメラを作る伝統的な製糖方法は、家内工業でできる素朴

なものだ。液体状のものが製糖作業場に持ち込まれるのだから、加熱作業だけで済む。採られた汁は混じりこ

んだ不純物を除去してからすぐに加工される。時間が経過すると発酵が始まり、品質が劣化するのだから。 

炉の上に置かれた大鍋に液体を入れ、下から一定の温度で加熱する。温度が高すぎたり高低したりすると
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良い結果にならない。液体が均一に煮詰まるよう常に監視し、適宜混ぜてやる。この作業にたいてい４～５時

間かかるという記事もあれば、１～２時間その作業が行なわれると書いている記事もある。商業目的の作業場

なら巨大な鍋が使われ、作業員がスコップのような道具でかき混ぜることになる。煮詰まって濃度が増すと、か

き混ぜ作業にも力が入るようになる。煮詰まってくると表面に泡が出てくるので、泡を掬い取って捨てる作業が

加わる。 

煮詰まったかどうかの確認は、まず桶に水を汲んでおき、そこに煮えた汁を垂らしてやる。水に入っても溶け

ない状態になればできあがりだ。水に入ったら溶ける状態はまだ水分が過剰なのである。 

加熱工程が終わると、つぎに型に入れて冷ます。型は一般によく見られる円筒形あるいは茶碗の底の形だ。

覚めて固まればそれで完成。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（３）」（２０２２年１１月２３日） 

ニラトゥブも同じような方法でグラメラに作られる。ただしサトウキビの幹を搾ってサトウキビ汁を作らなけれ

ばならないから、加熱工程の前に搾り行程が必要になる。サトウキビが原料として好まれるのは、一時に大量

に原料を得ることができるために量産が可能になる点にあるのだろう。おまけに搾り滓を乾燥させて家畜飼料

にでき、あるいは燃料に使え、その灰が肥料になるという副産物が得られることもメリットになっている。製糖工

場の中には最終廃棄物を利用して自動車や電車車両のブレーキキャンバスを商品化したところもある。 

 

東ジャワ州クディリ県ガディルウィ郡ドゥク村にあるブディ・サントソさん所有のグラメラ製造作業所では、４人

の男性がグラメラ作りに励んでいた。運び込まれたサトウキビの重量を計り、記録する。レンデメン算出のため

に不可欠な作業だ。サトウキビの幹を搾り機にかけて汁を取り出す。汁から不純物を除去した後、大鍋に入れ

て加熱する。水分が減ると丈の低い鍋に移し替え、空にした大鍋に次の汁を入れて熱する。何度か移し替えを

行ったあとに残った茶色い濃厚な汁が型に入れられて冷やされる。 
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クディリ県庁は１９９５年から県民にサトウキビでグラメラを作らせて、毎年５百トンを日本向けに輸出してい

た。日本からの要請に応じて行っていたので、日本向け輸出専用に作っていたそうだ。この茶色いグラメラを日

本のひとびとはたいへんに好んでいると県広報課長は語った。 

地元のグラメラ作りは昔からの伝統工法で行われており、白亜を使って漂白する製糖工場のような工程は行

われない。生産者はほとんどが潤沢な原資を持っておらず、それが時に生産活動に円滑さを欠く事態をもたら

すこともある。 

毎年生産量は５百トンぴったりで、売り上げは５．５億ルピアになった。梱包形態は日本側の依頼によって、３

０キロを油紙カートンに入れている。県民生産者にとっての苦労は原料サトウキビの入手にあり、県内で栽培さ

れているサトウキビは製糖工場用だからとても５百トンの砂糖を得るだけのサトウキビが手に入らず、仕方なく

県外からサトウキビを取り寄せているとの広報課長の談だった。 

県下のサトウキビ栽培面積は１９９５年が１．９７万 Ha、１９９６年１．９６万 Ha、１９９７年１．９７万 Ha で生産

量はコンスタントに年間１２０万トンを達成しているとのことだ。 

 

東ジャワ州マラン県ワジャッ郡に伝統製法によるサトウキビ汁のグラメラ製造所が数十軒集まっている。毎

年乾季のさなかにスコリロ村やチョド村にある伝統的な製糖作業場から、時を合わせるかのように一斉に甘い

砂糖製造の香りが立ち上って来る。それは大型製糖工場が作業期に入るのと同期している。サトウキビの収穫

期が同じなのだから当然の話だろう。 

スコリロ村のポニジャンさんは１９７４年からサトウキビを原料にしてグラメラを作る事業を開始した。広い作

業所の中に大きな炉が据えられて、深さの違う平たい大鍋が９つ並んでいる。炉自体も小さい段差が付けられ

て、左から右へ降りていく階段状になっている。サトウキビ汁は左端の一番深い鍋から段階的に右端の鍋へ移

されて行くのだ。もちろんその作業は人力による。この作業所では５人の男たちが働いている。 

最後の鍋で煮詰まったサトウキビ汁はグラリと呼ばれる。まだ熱いグラリはそのまま成形されるものもあり、

あるいは木製の盆に移されて冷却と乾燥の最終プロセスとなる。成形されないものは粉末状態で袋詰めされ、
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バラ売りされている。 

別の一画ではサトウキビの幹を搾る作業が行われている。搾り機を回転させるのに最初は人力が使われた

が、そのうち牛力に変わった。しかしそんな方法では効率が悪い。結局ジーゼル機を使うようになり、今ではジ

ーゼル機関の調整能力を持つ人間が必ず従業員の中にいる。 

この作業所では搾り機に掛けられるサトウキビが最高で１日１０トン、上がって来る製品は１トンというレンデ

メンだそうだ。製品は品質によって二等級に分けられる。一級品は型に入れてグラメラにされ、市場に売られる。

二級品は袋詰めされて低価格で売られる。このような二級品の需要家は東ジャワでケチャップマニスやプティ

スを作っている小規模生産者たちだ。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（４）」（２０２２年１１月２４日） 

成熟したサトウキビはおよそ７カ月間手に入る。この作業所の稼働期間もそれと歩を合わせる。特にサトウ

キビの熟成が最高に達する８月～１０月がレンデメンのもっとも高まる時期であり、生産者はその時期の生産

量を普段から倍増させようと頑張るのが通例だ。 

サトウキビ栽培農民にとっては、この伝統的な小規模民衆製糖業界が大型製糖工場の好不況のクッション

になっている。砂糖の市況によって製糖工場のサトウキビ買い上げ価格がダウンしたとき、そのような影響をあ

まり受けないグラメラ市場にサトウキビを流すことが可能になるからだ。 

製糖期間が終わると、各製糖作業所で働いていたひとびとはそこから去って、それぞれが自分の稼ぎ場所

に移って行く。養鶏場で働いたり、観葉植物を育てたりしているそうだ。 

 

西スマトラ州アガム県のマニンジャウ湖西北丘陵地帯にプンチャッラワンが位置している。そこにはサトウキ

ビが一面に生えていて、グラメラ製造の作業小屋がたくさん散らばっている。壁がなく、柱が支えている屋根は
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草ぶきで、てっぺんに穴が開いている。床はもちろん土間だ。そんな小屋が百軒を超えて散在しているのだ。 

朝になると、男や女がやってきて、ほんの数人で製糖作業を始める。たいていは午前８時ごろに仕事を始め、

夕方１７時ごろ片付けて帰宅する。水牛を連れてやってくることが多いのは、サトウキビ搾りを牛力で行ってい

るからだ。水牛の首に長い棒をつけて円周歩行させ、その棒が円筒形の搾り機を回転させる。ふたつの円筒

の間にサトウキビの幹を通して汁を搾り取る。半球状のヤシ殻で左右の目を覆われた水牛は歩き出すと止まら

ないから、水牛に付いて歩く人間はいなくてよい。 

今や二代目の時代に入ったこの地域のグラメラ生産者は依然として水牛を仕事の友にしている。先代がこ

の仕事を始めたころは、５～６人の大の大人が木の棒を押していたそうだ。搾られたサトウキビ汁は大鍋に入

れられて炉で熱せられる。濃くドロッとなったグラリは木製の型に移される。すると２分も経たないうちに固まっ

て赤茶色のグラメラが出来上がる。 

たいていの作業小屋では、一日に３～４百本のサトウキビを搾り、４０キロのグラメラが生産される。それが

流通網に載せられて州内のすみずみまで行き渡る。一軒の作業小屋が得る一日当たりの収入は１０万ルピア

前後になる。 

 

西スマトラ州タナダタル県パンダイシケッ村でもグラメラ作りが盛んだ。ここでもサトウキビ搾りは水牛が動力

源になっている。マラピ火山の麓にあるこの清涼な空気の村には、サトウキビを原料にするグラメラ作り集団が

３０以上ある。村民の一部がグループを組み、先祖代々その仕事を行なってきた。 

グループ内では公明正大に分業が行なわれて、成果の分配も公明正大になされている。土地所有者、サト

ウキビ伐採集荷役、サトウキビ搾り役、加熱作業や仕上げ工程の担当などが分業でなされているのだ。ひとび

とは作業小屋にやってきて、その日の自分の職務を誠実に果たす。 

伐採集荷役は良く育ったサトウキビを伐り、葉を落として搾り作業の行いやすい長さに切る。搾り役は水牛を

歩かせて搾り機を回転させ、キビの幹を搾って汁を取る。汁が煮詰められて赤茶色のグラリになると、それが

半球状にされたヤシ殻に移されてグラメラになる。最高の効率が上がった日には、一日５０キロのグラメラが生
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産されることもある。パンダイシケッのグラメラは県内から県外にまで、流通網に乗って流れて行く。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（５）」（２０２２年１１月２５日） 

タングラン市青少年刑務所の周囲に植えられた百本を超えるココナツヤシの木からニラを採集している者が

いる。そのヤシの木は法務人権省の敷地に植えられたものであるため、もちろん役所が持ち主ということにな

る。だからそこで行われているニラの採取は決して無断の行為ではないのだ。 

ファルリアン・タンプボロンとブルハヌディン・タンプボロンの兄弟は敷地管理担当に話を持ち掛け、ひと月間

に２０本のヤシの木からニラを採取する許可をもらい、一本当たり１万ルピアを月々納めることで了承を得た。 

ふたりは１９８９年に一旗挙げようと北スマトラからタングランに出てきて、二輪ベンケル商売を始めた。ところ

が十年以上コツコツと働いたものの、事業は破産してしまった。次に何の旗を挙げようかと思案していたころ、

街中にそびえている多数のココナツヤシの並びが目に入った。故郷でニラを採っていたころの思い出がよみが

える。ニラを採ってトゥアッでも作ろうか？いや、これを商売にしてみたらどうだろうか？ 

タングランの町中にバタッ人のラポが多いことにふたりは気付いていた。そしてあらためて調査を行った結果、

たしかにラポやバタッ人ワルンがたくさんあることが明らかになった。市場は存在していたのだ。２００３年から

ふたりはタングランでヤシの木に登るようになった。 

 

ヤシ類の花から採集した液体であるニラは発酵プロセスを経てバタッ人のアルコール飲料であるトゥアッにな

るが、トゥアッにしない場合は加熱してグラメラが作られる。製品がどちらになろうが、ニラ採取のプロセスは同

じなのだ。タンプボロン兄弟の行っている日々の作業を垣間見ることにしよう。 

ヤシの花が咲いた後にココナツの実が付くところをマンガルと言う。３カ月くらい経過してそろそろ実が付き始

めるころのマンガルにナイフで傷をつけてやるのが、ニラ採取プロセスのスタートだ。マンガルがまだ若いとニラ
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はたいして採れない。ところが実が付いてしまうと、もうニラ採取はできなくなる。 

傷をつけると言っても、ゴムの木の樹脂を採るようなやり方でなく、マンガルの先端を５センチほど切り取るの

だ。そのあと毎日、朝と夕方の二回、マンガルの先端を１センチくらい切り取るのを三日間続ける。三日目ごろ

から、マンガルの先端にニラが滲み出してくるようになる。 

一本の木の頂上で一二個のマンガルにその処理を行い、周囲に生えているヤシの葉で処理痕を覆ってやる。

毎日朝夕同じことを繰り返してから、三日目にマンガルをまとめてきつく縛り、頭を下向きに垂らしてやる。その

頭から垂れてくる水滴をプラスチック容器で受けるのだ。いいマンガルはひと月間ニラを出し続けるが、よくない

ものは二週間くらいで干上がってしまう。 

いいマンガルが得られるのは樹齢６歳を超えた木で、葉が艶を帯び、下向きに生えているものだそうだ。一

本の木では、マンガルは多くて二個だけ処理するようにしなければならない。それ以上たくさんマンガルを処理

してニラを受けてやっても、得られる量はたいして変わらないどころか通算して得られる総量は少なくなりかね

ず、品質すら劣ったものになるのだから。 

 

兄弟は毎日朝８時から１０時までの間、２０本のヤシの木に登って容器に溜まったニラを下におろし、マンガ

ルに空の容器を設置する。同じ仕事が夕方また繰り返される。一日に登るのは２０本が限度だ。それ以上は体

力が続かないとふたりは言う。 

一本の木でニラの生産が３０日間続いたとしても、その間に一日当たりの生産量は変化する。最初はピーク

に向かって上昇し、ピークを過ぎると下降する。生産量の安定を図るために、ふたりは二週間ごとに新しい木に

登ってマンガルに処理を施してやらなければならない。そのローテーション方式によって、かれらの一日当たり

ニラ採取量は２５～３０リッターで安定している。[ 続く ] 
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「グラメラ（６）」（２０２２年１１月２８日） 

グラクラパはスラカルタやヨグヤカルタで、グラジャワあるいはグラメラという名称の方がよく通る。ジャワの

伝統文学の中にもその製法が登場する。マスガベヒ・プラウィロ・スディロが著して１８９７年にラデンマス・ジャ

イェンクスモが複写本を遺したパカムタルゴノの書にもグラクラパの作り方が紹介されている。 

 

１７５５年のギヤンティ協定がマタラム王国をスラカルタのスナン王家とヨグヤカルタのスルタン王家に分裂さ

せたときでさえ、グラクラパはずっと昔から王家と領民の日常生活必需品になっていた。グヌンキドゥルは１６世

紀にグラクラパの生産センターになっていたとデ・フラーフは書いている。 

ヨグヤカルタ特別州クロンプロゴ県で産するグラクラパは、ヨグヤカルタのブリンハルジョ市場でも、ソロのパ

サルグデでも、人気のある商品になっている。クロンプロゴ県コカップ郡ハルゴレジョ町では、ニラクラパを煮詰

める甘い香りが日々の町の空気を醸し出している。 

町中の一軒のお宅では、台所でご夫婦がグラクラパ作りに励んでいた。ご主人のストリスノさんは長い竹筒

に入ったニラを３０本集めてきて、一度濾してから大きな鍋に入れている。奥さんのカルシナさんは粘土製の炉

に掛けられた大鍋を熱し、煮られた液体が沸騰してきたらかき混ぜて塊ができないようにしている。加熱作業に

４時間かけるのだそうだ。 

ニラが茶色いドロッとした液体になったら火からおろし、ヤシの実の殻を割ったものを並べてそこに液体を注

ぐ。あとは自然と冷えて固まるのを待つばかり。冷えたものを殻から外して集荷人に売る。 

このお宅では一日に６０～９０リッターのニラを消費して６～７キロの製品を作っている。ストリスノさんはだい

たい三日ごとに２０キロを大手流通業者に販売している。やってくる集荷人に売ると値が良くない。量をまとめて

大手業者に売る方が、値段が良くなる。 

 

ストリスノさんはヤシの木に登ってニラを採集する仕事をしない。このお宅は採集者が持ってくるニラを買って



西祥郎著 砂糖キビ汁・甘くて苦いジャワ砂糖・グラメラ 

47 R1 

製品に加工しているのだ。もちろん、生産者の中には自分でニラを採集する家もある。各生産者が独自のスタ

イルでビジネスを行い、関係するひとびとの間でさまざまに関係が結ばれ、それぞれが自分の仕事を成り立た

せている。そんなあり方でグラクラパ生産の大きな歯車が世の中で回っているのである。そして関係者はそれ

ぞれが自分の身の丈に応じた繁栄を味わっているということだ。 

だからこの歯車の中で関係を結んだひとびとは、何世代にもわたってその人間関係を続けてきたし、またこ

の先も続けて行くだろう。かれらがその仕事を通じて関わっている相手との人間関係は決してビジネスライクで

ドライなものにならない。ウエットで感情的なつながりがそこでの人間関係の基本になっている。 

 

この町で著名な生産者カルト・ウィヨノさんのお宅の作業場は一般家庭の台所の比ではない。このお宅は何

代も前から大型生産者として「ウィヨノプトロ」という自己ブランドを付けてマーケティングを行ってきた。現事業

主のリニさんは、祖母の時代から続けられてきた、と家業の歴史を語る。 

ヤシの木に登って採集するひとびとからニラを買い集めてくる仲買人でこの家の仕事場に出入りする者は２

０人を超える。もちろん一斉に始まったわけではあるまいが、いつの間にかそれだけの人間関係ができあがっ

ていた。 

製品を仕入れにやってくる流通業者もやはりそのくらいの人数がいる。たいてい毎日仕入れにやってきて、

製品を１０キロくらい持ち帰る。かれらの商売のスタイルは、相手に損をさせてでも自分が得をしようという雰囲

気があまり感じられない。まるで同じ陣営の仲間が一緒に商売している雰囲気が濃い。 

リニさんの母親の時代には、県内ウォノサリに流れて行く製品が５日間で１トンに達していたとかの女は物語

っている。ウォノサリから買い付けに来る流通業者がそれほど多かったということなのだろう。[ 続く ] 
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「グラメラ（７）」（２０２２年１１月２９日） 

このグラメラという品物は、いったいどうした理由なのかよくわからないのだが、粒状の白砂糖とは異なるも

のとして常に扱われてきた。それらを同じひとつの砂糖壺にいれて、一緒くたにして使おうとする人間がいなか

ったということだ。いや変わり者の存在は世の常だから、きっとどこかにはいたのだろうが、麗しき世の常識にそ

ぐわないものとして全否定される振舞いだったのではあるまいか。読者のあなたは麗しき世の常識を覆すこの

意識改革に挑戦する意欲をお持ちだろうか？ 

ウィヨノプトロのリニさんは、その常識に挑戦した。グラメラには単なる甘味だけでなく旨味が含まれている。

甘さ一辺倒の白砂糖とは奥行きが異なっているのだ。それらを混ぜ合わせてみたところ、甘味が一層引き立つ

ことが明らかになった。味覚が強まれば、使用量を減らすことができる。リニさんはこのアイデアが大成功だっ

たと評価している。 

他にもグラメラに関する種々のアイデアが製品に生かされるようになってきた。たとえばグラメラのサイズだ。

太古の昔からグラメラの茶碗の底型成形品はおよそ１５０ｃｃのサイズがエバーグリーンになっていた。ひょっと

したら一回の料理に使う量として妥当な大きさだったのかもしれない。しかし現代では家族構成に変化が起こり、

あるいはまた味覚の変化が起こって一般的な消費量を変えてしまったようだ。買って来た成形品一個を使い切

ることができず、かけらを次の使用時のために残さなければならない。時代の変化はどうやらグラメラの形とサ

イズにもイノベーションが起こるのを促すようになっていた。もはやそれは時間の問題だったようだ。 

 

ニラクラパで作ったグラメラを Gula Semut の名称にして高級品市場に参入した人物がいる。ヨグヤカルタ州

クロンプロゴ県ハルゴレジョ町のスギヨさんは１９９７年に粗粒のグラジャワを作るのに成功した。そして翌年、

それを事業化するために会社 UD Sumber Rejeki を興した。 

粒状でアリがたかっているように見えるから、かれはそれをグラスムッと呼んだ。しかしグラスムッは元々が

一般名称のはずであり、粉末状のグラジャワはとてもアリに見えないというのに一部の人たちはグラスムッと呼

びならわしてきた。地中のアリの巣に似ているからそう命名されたという説明もあるのだが、どこが似ているの
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かわたしにはよく解らない。いずれにせよ、研究室など存在しない場所でグラジャワの粒状化が成功したので

ある。高卒の学歴しか持たないひとりの男が５年の歳月を費やして成し遂げた快挙だった。 

説明によれば、ニラクラパを加熱し、沸騰しかかったころに火からおろして冷ます。それを薄く平らに均してや

ると、小さい粒が出てくる。その粒をふるいにかけてからオーブンで熱して乾燥させると粒状のグラスムッになる

という話だ。 

しかしスギヨ製グラスムッが世の中にブレークスルーを起こしてからは、ニラクラパで既に作られた粉末状の

グラジャワをグラリに還元してアリ粒を作る方式が世の中に一般化した。その方式だと世の中で市販されてい

る商品を別工程の仕掛品として使うわけで、ニラクラパを煮詰める作業が不要になるから燃料費も大助かりだ。

だからコストさえ折り合うなら、その方が手っ取り早いし、ヤシの花が咲かない季節でも生産が可能になる。 

スンブルルジュキではそんな方法を採らないで、最初から今日までニラクラパを採集してアリ粒のグラジャワ

を作っている。スギヨはそのアリ粒のグラスムッにショウガ、ウコン、バンウコンなどの味を付けたものを１２種類

作って市場に流した。グラジャワには、コーヒーの中に入れないで、コーヒーの友としてブラックコーヒーを飲み

ながら甘い砂糖を舐める使い方がある。味のバリエーションがあれば、きっと楽しいコーヒーの友になるだろう。

[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（８）」（２０２２年１１月３０日） 

スギヨ製グラスムッはいろいろな長所を持っていることが判明した。粉末状よりも使いやすく、しかも日持ちが

する。粉末状だと室温でせいぜいひと月が保存可能期間であり、それを超えると湿気を吸って溶け、しかも嫌

な臭いが発生する。スギヨ製グラスムッは一年以上の室温保存が可能なのだ。 

おまけに栄養価が白砂糖よりも優れている。農業省州試験場で検査した結果、タンパク質・脂肪・カルシウ

ム・硫黄分・鉄分がより豊富であることが判明した。甘味の感覚が白砂糖と異なっていて、消費者からはウエダ

ンジャヘにたいへんよく合う、というコメントをもらっているそうだ。 
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そうは言っても、新製品が市場で高い評価を得ることなど容易にできるものではない。ましてや一個人企業

の製品が全国に認められるまでには、長い歳月とたゆまぬ努力が必要になる。かれはパサルの商人や近隣の

商店にまず使ってもらうことから始めた。無料試供品をばらまかなければならない。赤字がかさんで奥さんが癇

癪玉を破裂させたこともあったらしい。 

使ってくれたひとたちの評価を謙虚に受け止めて、かれは製品の改良に努めた。人間は良い物を欲しがる

のが道理だ。製品が良くなってくるにつれて、注文が入るようになった。地元でマーケティングを続けていれば、

ヨグヤカルタ市場は制覇できただろう。ところがかれは一足飛びに全国制覇に向かった。２００３年にジャカルタ

進出を試みたのである。そして運命の女神はかれに微笑んだのだ。 

続々と入って来る注文にかれは往生してしまった。かれは近隣の小規模グラジャワ生産者に声をかけた。一

緒にグラスムッを作らないか？２２人がそれに応じた。２３人の生産連合体ができたわけだ。形式的には外注と

いうことになるのだろう。そして全員が繁栄することになった。この事業の粗利率は３０％になるそうだ。 

２００８年には百人を超える一大連合になった。そのころ、平均して一日２百キロの注文が入っていた。それ

は平均値であり、各注文量はまちまちで、一件で数百キロの注文が入って来ることもある。輸出注文が来れば

トンの単位になるのが普通だ。そのころ日本向けに２トンを輸出した実績がある。 

 

スンブルルジュキのグラスムッ事業は既に二代目に引き継がれて、現在はかれのお嬢さんが指揮を執って

いる。昨今の生産量は月産６トンにのぼる。 

２０００年代にはニュージーランド・オーストラリア・米国・ヨーロッパなどに輸出していたが、煩わしい問題が

多いために直接輸出はやめたと現当主は語っている。輸出したい人がいれば、国内取引をするだけにしている。 

製品は大半がジャカルタとスラバヤに出荷される。味覚付きのグラスムッもバリエーションが増えた。味覚を

付けないオリジナルは工場出し値がキロ当たり２．６万ルピア、味付きのものはキロ当たり４．５万から６万ルピ

アまで種々の価格になっているそうだ。 
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中部ジャワ州南部で西ジャワ州に境を接しているバニュマス県。中部ジャワと西ジャワというのは、単なる地

理上での境界にとどまらず、ジャワ人とスンダ人という種族文化の境界線にもなっている。南部ではスンダ勢力

がジャワ側に浸透してジャワ文化地域の中にジャワとスンダのポリカルチャー地域が生まれたために、バニュ

マスは中部ジャワ人にとって特殊な地方に位置付けられ、Banyumasan というバニュマス風を指す言葉が作ら

れた。 

一方、北部のチルボン～インドラマユ地方では、元々スンダ人の土地であったところにジャワ人勢力が進出

して来て、スンダ地域の中にスンダとジャワのポリカルチャー地域ができあがった。このような実態を見る限り、

ジャワの優位に対するスンダの劣勢という一面的なものの見方が当を得ているようには思われない。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（９）」（２０２２年１２月０１日） 

２０１３年に政府中小事業コペラシ省はバニュマス県を全国最大のグラクラパ生産県に認定した。バニュマス

のグラクラパは甘さに定評があり、品質も優れている。次のデータがバニュマス県のグラクラパ生産に関するも

のだ。 

生産者数 ２７，１１２世帯 

生産従事者数 ９８，２１５人 

家内生産加工所数 ３１，４１６軒 

総生産量 ７２，１０９トン／年 

ヤシ作付面積 １７，８１４ヘクタール 

ヤシ総本数 １７０万本 

単位当たり生産量 １４，０００キロ／ヘクタール 

粉末・顆粒状製品輸出 ６７０トン／月 

成型状製品輸出 １５０トン／月 
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輸出先 中東・オランダ・韓国・米国・日本・シンガポール・カナダ 

バニュマス県の高原部に生えるヤシの木から得られるニラはスクロースが７２％に達し、他地方のものより甘

味が強い。ヤシ林はたいてい海岸部に設けられることが多いのだが、海岸部に生えたヤシの中には、塩分が

ニラに混じるものも少なくない。バニュマスのグラクラパが全国一だと言うのは、単に生産量が多いということだ

けでなく、品質もナンバーワンの名を辱めないものになっているからだ。バニュマス県では、Cilongok, Pekuncen, 

Lumbir, Ajibarang, Wangon, Kebasen, Somagedeの七郡がグラクラパの生産センターになっている。 

 

バニュマスでは昔からグラメラ作りが民衆の生計を営むための活動のひとつになっていた。マジャパヒッ王国

時代からそうだったと語る地元民もいる。つまりニラクラパを採集してポンコルと呼ばれる長い竹筒に集め、そ

れをグラメラ生産者に売り渡すという仕事を職業にする民衆が昔から大勢いたということだ。２００６年には３２，

５７０人のバニュマス県人がニラ採集を職業にしていた。２０１４年にはそれが２万７千人という数字に落ちてい

る。 

バニュマス県チロゴッ郡バトゥアンテンのワルソさん４０歳は毎朝６時から１０時まで、６０本のヤシの木に登

り、処理したマンガルに溜まったニラを下ろしてくる。それで１５～１７キロのグラメラが作られる。 

そのあと、１４時から１８時まで、また同じことが繰り返される。かれは毎日１２０本のヤシの木に登っているこ

とになるわけだ。２０年間、毎日それが繰り返されてきた。一日でも間を開けると、マンガルに障害が起こってニ

ラの質と量が悪くなるのだと採集者たちは言う。 

木登りは長い竹の棒を立てかけ、その竹に足の親指が入るだけの穴を開けておき、その竹を伝って二十メ

ートルにも達するヤシの木に登るのである。数カ月前に転落事故が二件起こり、そのうちひとりは死亡した。そ

れでもワルソは平常心でヤシの木に登る。自分も落ちる時は落ちるだろう。そして運が悪ければ死ぬだろう。そ

れが、自分の営むべきこの世の生なのだとかれは考えている。 

 

チロゴッ郡スニャラグ村クジュブッ部落で先祖代々ヤシの木に登ってニラを採集する仕事をしてきた家族は、
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今や行政の指導でグラメラ作りまで行うところが増えた。採れた一次産品をそのまま売り渡すよりも、加工して

付加価値を付けるほうが収入に差が出る。 

しかし製品供給が過剰になれば、値崩れが起こって元も子もなくなる可能性がある。行政は悪い結果が出な

いことを確信してその方向に住民を進ませているのだ。それもこれも、グラスムッのおかげなのである。グラス

ムッ自体が高級品の価格帯にあり、しかも需要はまだまだ伸び続けている。ニラ採集者にグラスムッを作らせ

るかぎり、悪い結果に襲われることは当面考えられないというのが行政の判断だったようだ。 

県庁のその方針によって、県下２万７千人のニラクラパ採集者たちの６割が今ではグラメラを、特にグラスム

ッを作るようになった。２０１４年の市況で、グラスムッはキロ当たり１万２千ルピアの生産者価格になっている。

粉末を成形したタイプは８千ルピアにしかならない。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１０）」（２０２２年１２月０２日） 

アミンさん３０歳は近在のヤシ林から採ってきた竹筒入りのニラを小さい竹筒に移し替えて濾している。きれ

いになったニラは大鍋で熱せられる。ヤシの木はかれのものではない。持ち主が別にいるのだ。ヤシの木の持

ち主は二日に一度、アミンが持ってきたニラを無料で手に入れてグラメラを作る。 

アミンも二日に一度、自分が身体を張って登ったヤシの木から得られたニラを自宅の台所でグラメラにする。

アミンは一度、高さ１５メートルのヤシの木から落ちたことがある。ニラクラパ採集者の多くは、転落した体験を

持っている。その結果世を去った者も決して少なくない。かれらはその岐路に立っている神の姿を感じるのだと

言う。 

アミンは毎日朝と夕方、２５本のヤシの木に登る。一日に得られるニラの量は４５リッターに達する。そこから

およそ１５キロのグラスムッが生産される。月産２２５キロを集荷人に売り渡して、アミン夫妻は２７０万ルピアの

月収を得ている。 
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奥さんは昔、ブカシに上京して家庭プンバントゥの仕事をしたことがある。もちろん都市部へ出れば、収入額

はもっと大きい数字になる。ところが都市部での生活は物価がすべて高いから、収入金額から感じられる実質

的な生活の豊かさはお粗末なものだ。バニュマスでの２７０万ルピアはたいそうな値打ちがある、と奥さんは語

っている。 

 

別のニラ採集者サマウィさん５３歳も行政の指導に従ってだいぶ前からグラスムッ生産をはじめた。炉や鍋

や、その他の必要な品質と数の器具をそろえるのに２百万ルピアを出費した。ところがその初期投資は６ヵ月で

全額回収された。 

サマウィは１９７０年代から成形グラメラを作ってケチャップマニス生産者に納めていたが、グラスムッ生産に

乗り出して以来、経済活動の規模が大きく上昇した。今やかれは２Ha のヤシ農園を持ち、毎月１千５百万ルピ

アの所得を挙げている。邸宅を建て、自動車を持ち、子供たちを大学卒にした。 

 

パームシュガーと呼ばれているものの代表格がアレンのニラから作られたグラメラだ。Arenga pinnata はイン

ドからフィリピンまでの熱帯アジアに広く分布しており、どこにでも自生する。インドネシアでは arenもしくは enau

と呼ばれていて、昔からココナツヤシに次ぐ多用途に使われ、民衆生活を支える天然の恵みのひとつとして存

在してきた。 

葉はタバコを巻くのに使われ、葉脈は sapu lidi と呼ばれるほうきにされ、あるいはサテの棒になる。そして木

の幹からはサゴのようなでんぷん質が得られ、それを粉にしたものは sagu aren と呼ばれている。 

たいていの在来パサルで売られている、kolang-kaling と呼ばれる甘いシロップ漬けの実はこの木の実であり、

この実が熟すとジャコウネコや他の動物類が好んで食べにくる。バンカ島では実が熟す季節になると、地面に

落ちた実をイノシシの一家が食べにやってくるので、在住華人がイノシシを捉えるための罠をしかけて待ち受け

るという話だ。 
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イギリス人アルフレッド・ラッセル・ウオレスは１５０年前にスラウェシ島を訪れた時に原住民がアレンの木か

ら砂糖を作っていることを知り、かれの大旅行記である著書マレーアーキペラゴに書き残した。イラストまで添

えてあり、原住民の父子がアレンの巨木の下にたたずんで、これからニラ採取のために木に登るような風情で

描かれている。ウオレスは次のようなことを書いた。 

たくさん生えているアレンヤシからはニラが得られ、ニラで作られる砂糖はちょっとした甘いおやつとして最適

なものだ。またニラを発酵させてトゥアッを作り、みんなビール代わりに飲んでいる。 

おやっ？トゥアッは非ムスリムであるバタッ人の専売特許ではなかったか？そう思っていた読者はその偏見

を正さなければならないだろう。これが歴史の奥行というものなのだから。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１１）」（２０２２年１２月０６日） 

今見えている文化上のライフスタイルが歴史の開闢以来そうであったなどと誰が言えるのか？われわれが

歴史を学ぶのは、今見えているものに奥行きを付加する作業なのであり、要は人間というものの中に隠れてい

る襞に光を当てる作業であるにちがいあるまい。事件と年号が歴史であるという物の見方は、人間という動物

を赤裸々に物語っている一大ストーリーを読むための視野を狭めているだけかもしれない。 

 

オランダ人がやってくる前のヌサンタラでは元々、アレン、クラパ、トゥブからグラメラが作られていた。ところ

がトゥブから作られる白砂糖が国際商品として世界中の需要をかき立てた。オランダ人はヌサンタラで白砂糖

を大々的に生産する方針を立て、ジャワ島を中心にして大規模な資本投下を行い、植民地農民の生活体系を

変えてしまい、さまざまな矛盾を抱えながらヌサンタラを世界第二位の白砂糖生産国にした。そのピークは１９３

０年代にやってきた。インドネシアの砂糖生産は１７９工場によって年産３百万トンに達し、その中の２４０万トン

が輸出された。北スラウェシ州マナドのサムラトゥラ~ギ大学教官はそう物語る。 
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元々、ヌサンタラの民衆にとって砂糖とはグラメラのことだった。ところが工業製品としての白砂糖が庶民の

ライフスタイルを変えた。植民地支配者もそんなことは考えていなかったかもしれない。オランダ人は国際商

品・輸出商品としての砂糖作りに励んだのだから。だが結局は、圧倒的な生産量が庶民生活のパターンを変え

てしまうことになった。 

インドネシア国民の間で、砂糖とは工業製品の白砂糖が常識になってしまったのだ。２０１１年の国内砂糖需

要は家庭消費１８４．２万トン、家庭外消費５１．４万トン、産業用２７．９万トン。対する国内白砂糖生産は２２２．

８万トンであり、不足分は輸入でまかなっている。どうして輸入しなければならないのだろうか？インドネシアに

はグラメラがあるというのに。教官はそう疑問を投げかける。 

 

アレンのニラ採取はクラパとちょっとだけ違っている。まずマヤンと呼ばれるアレンの花房の根本をきつく縛る。

木の棒ではさんで縛れば、効果はもっと高まる。すると花に栄養が行き届かなくなり、花の発育が障害を受ける。

その結果、花が発育不全になって、花房が腫れてくる。花房の腫れが止まったら、花房の茎をナイフで傷つけ

て溜まっていた栄養分を滲出させる。葉を容器型に作って滲出してくる液をそこに受ける。二三回液を回収する

と、滲出液はあまり出て来なくなるそうだ。 

このアレンのニラを煮詰めてグラメラにするのである。アレンのニラで作られるグラメラは、白砂糖よりも甘く

て旨味がある。ミネラル含有がより豊富であり、咳や発熱を鎮める効果を持っているので、喘息や貧血に対す

る効能があると言われている。 

砂糖の生産素材としても、アレンはヘクタール当たり年間２５トンの砂糖生産能力を持っている。サトウキビ

が１４トンしかないのは、収穫が年に一度しかないからだ。アレンは年間気象サイクルの影響をあまり受けず、

花が咲く限り一年中いつでもニラを生産する。そうは言っても、地域差ももちろんあるらしいが。 

アレンが持つもうひとつのメリットは、サトウキビが広大な畑（農園）を必要とするのに対して、森林の中にま

ばらに自生している木を探してニラを収穫すればよいという点にある。土地を用意したり、灌漑や肥料などの世

話をする必要性がまるでないのだ。おまけに製造プロセスは白砂糖のような巨大な装置と大資本を必要としな

い。大勢の民衆が自宅の台所で簡単に生産することができる。インドネシアという社会経済構造の中で、このメ
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リットはきわめて大きい効果を発揮するだろう。 

とは言うものの、元々が自家消費や地元消費のための生産から始まったグラメラであるために、大型生産者

が広域市場にマーケティングするようなことは起こらなかった。そんな状況の中で工業製品白砂糖がその地位

に就き、グラメラという商品の成長拡大を抑え込んでしまったのである。 

その結果、商業用グラメラはほぼすべてが伝統パサルと伝統的ブンブ生産者向けに生産販売されるという

形が定着し、家庭消費とモダン飲食品産業のメインはたいてい製糖工場で作られた白砂糖で占められるという

住み分けが厳然と定まってしまった。一般家庭を主体にした小規模生産者が細々と作っているものだから、投

機生産や在庫操作などもなかなか起こり得ず、消費量に応じた生産量になっているはずだ。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１２）」（２０２２年１２月０７日） 

ジャワ島の西部はスンダ地方だ。ジャワ島のインド洋側を東から西に旅してみれば解るが、それまで坦々た

る平地を走り続けていたというのにだんだんと高度が高まり、山越えをするようになってからは山岳地帯の中を

上り下りしながら山道を走るようになる。ジャワ海沿いのジャワ島北岸部ではそんな印象がほとんど感じられな

いというのに、南部にだけ見られるこの違いはいったいどうしたことなのだろうか？ 

ジャワ島はすべて平坦で、あちらこちらに単山や数個の山の群れがそびえているだけという印象を抱いてい

るひとは、スンダ地方南部をバンジャルからチアミス経由でバンドンまで走り抜けてみればその印象が塗り替え

られるにちがいあるまい。ジャワ人の中にジャワ文化域内を平地ジャワ、スンダ地方を山地ジャワと呼ぶ人もい

るそうだ。ただその視点にはどうも文化差別意識が感じられないでもない気がする。 

 

チアミス県の山中にあるクタ慣習村の朝は早い。住民のひとりアルナさん７０歳はまだ暗い中を３本の巨大

な竹筒を背負って森に向かう。森の中にある７本のアレンの木からニラを集めるために。 



グラメラ – グラアレン 

58 

家からおよそ３百メートル離れた場所にアレンの群生があった。それらはアルナの所有物なのだ。高さ２０メ

ートルを超えるそれらの木は、樹齢がどのくらいなのか見当もつかない。２０年は超えているだろうとアルナは

言う。木に登るための梯子は一本の長い竹の棒だ。足の親指を入れて身体を支えるための穴が点々と開けら

れてある。それをアレンの幹に縛り付けると、まるで身体が覚えているかのように、かれはするするとその梯子

を登って行った。 

順番にアレンの木に登って上に溜まったニラをロドンと呼ばれる巨大な竹筒に移す。およそ２０リッターほど

のニラが３本のロドンに充満した。かれは帰り支度を始める。すぐに持ち帰ってグラアレンを作らなければなら

ない。ニラは２時間くらいで傷んで使えなくなるのだから。 

家に帰ると、妻のラニさん６５歳が炉に大鍋をかけて待ち構えていた。炉には火が入っていて、大鍋は焼け

ている。そこに２０リッターほどのニラを注ぎ込んで熱するのだ。煮詰まるまでに６時間くらいかかると言う。煮詰

まったものは竹筒に入れて冷やす。冷えると粉末状のグラメラが円筒形に成形されたものになる。 

 

このクタ慣習村の住民はグラクラパを作らない。村で作られるのはグラアレンだけなのだ。祖先からのしきた

りによって、グラクラパを作ることが禁止されているのである。村に生えている９８５本のアレンの木が総戸数１

１６戸人口３８５人の村民にとっての甘味の源泉になっている。 

古来からのしきたりには神話がからみついている。稲の女神デウィスリ・ポハチは稲だけでなくクラパも生ん

だ。クラパからグラを採ってはならない。グラはニラアレンから採らなければならないのだ。どうしてこの村にだ

けそんなしきたりが作られたのか？ 

栄養学的見地からそれが定められたのではないか、とバンドン文化保存館研究者は推測する。グラアレンと

グラクラパの大きい違いのひとつに、含有油脂分の量がある。グラクラパは油脂量が大きく、毎日消費してい

れば体内の蓄積量に違いが出てくる。この村の先祖はきっと村民の健康生活に深い関心を抱いたにちがいな

い。 

山地での農作業や山作業で消費されたスタミナの回復に、グラメラはたいへん効果的だ。それを健康という
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面からとらえたとき、グラアレンの意味はグラクラパをしのぐものになった。だから村の掟の中に、アレンの木に

対する保護も定められている。アレンを植えるときには必ず村を挙げての儀式が営まれ、アレンの木を伐ること

は禁止されており、違反者には厳しい罰が与えられる。 

 

この村にはほかにもさまざまな掟が定められている。墓を集落の中に作ってはならないというのもそのひとつ

だ。今でこそそんなことは当然の話だが、昔の農村はどこでも家族の遺体を自宅の庭に埋めていた。 

１９９０年直前にわたしがある会社の工場設立を手伝ったとき、ボゴール県チルンシの水田をその用地として

購入したことがある。広い水田とそこそこの宅地を持つ農家が信じられないような単価で土地を売り渡し、引っ

越していった。それがそのころ、その地域の土地相場だったのだから、別にだれが得をしたというわけでもない

のだが。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１３）」（２０２２年１２月０８日） 

その農家の主が立ち退き日を遅らせてくれと言い、その理由に庭に埋めてある家族の遺体を掘り起こして移

すからという話を聞かされてわたしは仰天した思い出がある。土葬ということがらについて回る厄介なしごとが

それであることを、異文化初心者の若僧はそのときはじめて知った。もちろん遺体と言っても、既に骨ばかりに

なっているものだ。 

クタ慣習村では何百年も前から、遺体は集落から離れた場所に埋めることが掟になっていた。この掟にも神

話がまつわっていて、クタ慣習村の祖先であるガル王国の富が村の地底に埋まっており、集落の土地を掘り起

こすようなことをすればご先祖様の祟りを招くので、穢れた遺体を埋めるために土地を掘るようなことがいかに

とんでもない行いであるかということがその背景を脚色している。 

厠は住居や泉から離れた遠い場所に作ることも掟で定められている。集落から離れた場所に養魚池を作り、
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厠をそこに作っている家もある。これはスンダ地方の田舎へ行けばよく目にする風景だ。人間の排泄物を食っ

てたっぷり超えた魚を人間が食うというサイクルは、誰が考え出したものだろうか。日本人も昔は排泄物を野菜

にかけて太らせ、それを食べることをしていたではないか。 

広さ５７ヘクタールの集落は、どの家にも薬草畑が設けられている。下痢・傷・咳・熱などに効果があるとされ

ている薬草が家の周囲のどこかに生えている。だれかが具合悪くなったなら、まずその常備薬を使って様子を

見る。病状が軽くならない時にはじめて、医者へ行くのである。 

 

西ジャワ州スバン県はジャワ北岸街道沿いにある。ジャランチャガッ郡サンチャ村バンチュイ部落でも、早朝

のまだ暗い森に朝もやをついて出かける男がいる。サルヒ爺と呼ばれるかれは大きな竹筒４本を背負い、鉈を

一本腰に差して、標高７７０メートルの森に分け入る。爺と呼ばれているが、かれはまだ６５歳だ。 

森の中のアレンの巨木にたどり着くと、ニャイポハチヒドゥングリスを称えるための簡素な儀式を行う。アレン

に宿る女神のために供物を置き、少量の香を焚く。それが終わると持ってきた長い竹をアレンの巨木に縛り付

け、するすると木に登って行く。 

何本ものアレンに登って溜まったニラをロドンに集める。およそ２４リッターのニラでいっぱいになったロドンを

担ぐと、かれは家路を急ぐ。家では妻が大鍋を温めて待っている。持ち帰った４本のロドンから、ニラが大鍋に

注がれる。およそ６時間煮詰められたニラは濃い液体になり、色も茶色に変化する。頃合いよしと見て、鍋の中

身が短い竹筒８本に移される。あとは冷えて固まるのを待つばかりだ。この朝の日課は夕方にまた繰り返され

て毎日１６本のグラアレンが作られている。 

 

東南スラウェシ州ボンバナ県カバエナ島。そこは州内のグラメラ生産センターとされていて、ほとんどすべて

の住民家庭がそれぞれ毎日数十個の製品を作っている。そのカバエナ島でいつからグラアレンの生産が始ま

ったのか、誰も知らない。ひとびとは先祖代々の家業を営んでいるだけだと言う。 

昔は他のあらゆる場所と同じように、カバエナでもニラアレンはグラメラの素材として、また飲料として使われ
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てきた。アレンの甘い汁は容易に発酵してトゥアッになる。トゥアッはそのまま放置すれば酸化して飲めなくなる

が、蒸留してやれば高濃度の飲用アルコールになって長期保存が効く。それをちびちびやっていれば、良い心

持で熟睡できるというものだ。いや、本当に熟睡しているのかどうかわたしは知らないが。 

 

カバエナではトゥアッを蒸留して作られた酒を arak と呼んでいる。アラッという語はアラブ語源(araq, 英語で

arrack)であってインド語ではない。ただし歴史的にインドで作られたものがアラッという名称で南アジアから東

南アジアにかけて流布したようで、モノと名称の語源的同期をそこに見ようとすると間違いを犯しかねないだろ

う。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１４）」（２０２２年１２月０９日） 

現代ヒンディ語では sharaab と呼ぶそうだ。この言葉はペルシャ語やアラブ語のサラブに由来しているという

説明になっている。ひょっとしたら、インド人がヌサンタラに伝えたニラから作る蒸留酒は、インド人自身がアラッ

と呼んでいたのかもしれない。ヨーロッパ人のヌサンタラへの来航が始まったころ、ポルトガル船や後の他の船

の船員たちがヌサンタラの蒸留酒の美味さをみんな楽しみにしてやってきていたという話もある。 

インドが発祥と思われる、ヤシ類のニラを砂糖と飲用アルコールにする知識と技術は、ヌサンタラの各地に

あまねく広まったようだ。そして今、世界に冠たるイスラム人口を擁するこの国もイスラム渡来前には、酒なくし

ては夜も日も開けぬ土地になっていた。 

 

酔いが人間から正気を奪い、秩序と礼節のある社会生活を損ない、篤実な勤労によって高めなければなら

ない社会生産を劣化させるという欠点を看破してウンマーから排斥してしまったイスラムの道理はひとつの真

理だろう。だが峻厳さの鞭ばかりを神の名において人間に振るっても、自分が何のために鞭うたれているのか
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終生理解できない人間の方が多かったのではないだろうか？それは千数百年経過した後の現在でも、何も変

わっていないように見える。 

まあ言ってみればこの部分は、社会統御をあまりにも正直にやりすぎたために弊害を生み、隠れて酔っぱら

うことの大好きな一部ムスリムを背信的に生み出す結果になって、人間を悪徳の泥沼に落として悪魔的な快楽

を享受させるという逆効果を作り出す原因になったことは否めないだろうという気がする。人間は何を求めて酔

おうとするのだろうか？ 

いくら酔っても乱れないという人間の完成度の証明に使うひとびともいるようだが、他人を酔わせて乱れさせ、

それと対比させて自己との優劣を確認する手段に使ってその二重構造に酔うという精神性の豊饒な村々では、

共同体社会の健全性という面から見るかぎり、まるでウンマー原理の正反対を行っているようで、人間という存

在の両端を見るような思いがしないでもない。 

 

東南スラウェシ州半島部最南端にあるブトン、ムナ、カバエナの島々はブトンにできた王国の支配下に落ち

た。ブトン王国の成立は西暦１３３２年で、この地方に移住してきた勢力の強い集団が協議して領土の統治支

配構造を構築した。まずヌサンタラを広範囲に支配したスリウィジャヤ王国のグループ、中国からやってきた先

進文明を持つ華人集団、そしてスリウィジャヤに代わってヌサンタラの覇権を手にしたマジャパヒッの集団だ。こ

の三集団の到来は長い期間をかけて順番に起こったようだ。ともかく１３３２年にはブトン社会を統率する三つ

の社会勢力になっていたにちがいあるまい。 

かれらは貴族制支配構造を作り、貴族階層をふたつに分け、王には統治のシンボルとして上級貴族階層の

者が選出された。王の選出には全貴族層が参加した。初代と二代目の王は女王だったそうだ。 

この王国で二百年後の１５６４年、あるいは１５４１年、または１５３７年に、王宮内でイスラム化が起こった。

アチェ人・ムラユ人・ジョホール人のいずれかの宗教師がブトンにやってきて王宮で宣教し、王を含む何人かを

イスラムに入信させた。そこに挙がっている三人の宗教師の誰が何年にやってきたのかは明らかになっており、

王がその三人のうちの誰によってムスリムになったのかが論争の焦点になっている。 
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隣の半島部、南スラウェシ州南部のボネ王国では西暦１６０５年にミナンカバウの宗教師によって王宮がイス

ラム化した。それに比べたら、ブトンのイスラム化は半世紀も先行している。 

だが、王がムスリムになったとき、常に領民が入信を強制されたのかどうかについては、各地でそれぞれ独

自のスタイルが取られたように思われる。全領民のイスラム化が王やスルタンの一声ですべて動くなら、何の

苦労もいるまい。それは長い歴史の中でそういう資質を自ら築き上げた特殊な人間集団に起こることだ。そうい

う文化行動を執る人間集団というのは地球規模で見る限り相当に珍しいものであることを忘れてはなるまい。 

社会ヒエラルキーの上は上で上流層に自主的な動きが起こったことは間違いないだろうが、下層領民のイス

ラム化は下層民衆の間を説いて回るジャワのワリソ~ゴのような存在が必要とされたような印象がわたしには強

い。社会や国家のイスラム化という言葉で鶴の一声が社会を変えたようなイメージを持つのは、本当に的を射

ているだろうか？[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１５）」（２０２２年１２月１２日） 

現実に、カバエナのトゥアッやアラッは１９４０年ごろまで作られ続けていた。ブトンスルタン国の領民がイスラ

ム化して完全なイスラム王国の旗印の下に存在するようになったのがいつのことかよく分からないものの、たと

えそれが４百年前であったとしても、トゥアッもアラッも延々と生産が続けられ、スルタン国の民がそれを消費し

続けていたのは間違いあるまい。 

それをアッラーの名においてやめさせなければ真のイスラム社会が実現する日はやってこないと心に誓った

人物が地元から出た。かれはイスラム神学を深めてメッカに留学し、１２年の後にカバエナに戻って庶民階層に

真のムスリムとしての生き方を教えた。その人物は名をキヤイハジ・ダウッと言い、世間からグルの称号で呼ば

れた。 
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キヤイハジ・ダウッは第二次世界大戦の勃発直前にメッカから戻ると自費で地元の村々を巡遊し、ひとびと

にムスリムとしての正しい生き方を説いた。それに伴ってトゥアッやアラッの生産量が減少に向かい、今ではほ

とんど作る者がいなくなった。 

しかし若者たちのアルコール摂取はインドネシアの他のイスラム社会と同様に、カバエナでも消滅することが

ない。ビールやアングルあるいはルムなどといった工業製品が容易にトゥアッやアラッの穴埋めをしている。 

 

カバエナ島にはふたつの大山がある。標高１千８百メートルのサ~ギアウィタ山と標高１千４百メートルのワト

ゥサ~ギア山だ。その山麓を埋める森林の中にアレンの木が豊富に生えている。いや、元々アレンはどこにでも

生えるものだったのだが。ともかく、豊かな森林がアレンの木の恵みを太古から住民にもたらしていた。 

カバエナのグラメラ作りは、高所に登る体力気力があれば誰にでもできるというものではないとかれらは言う。

カバエナではたいていグラメラ生産者が自分でニラを採集している。ジャワでのような分業制は発達しなかった

ようだ。地上から高さ７～１５メートルに位置するアレンの木の花房に対して採取処理を行うが、そのとき長い竹

の棒を使って木の上に登る技術は他地方と同じだ。 

 

ニラ採取はまず、これから最初の花を咲かせるアレンの木を探すことから始まる。もちろんたっぷりニラを出

すという能力を見極めた上で相手を決める。だが、ポカエと呼ばれる最初の花とその実であるコランカリンには

手を付けない。ニラ採取処理を行うのはその次にできるウアレマと呼ばれる花房だ。ポカエにはマンゴスチンの

ような大きさの実が付くが、ウアレマは花が咲くとすぐに小さい実ができ、容易に地面に落下する。 

ウアレマの茎には、根元に生えている葉との間に繊維質のスルダンができる。そのスルダンを鋭利な刃物で

開いてやらなければならないが、そのとき茎に絶対に傷をつけてはならない。しかもスルダンが支えていた花

房が、スルダンが開かれることによって折れやすくなるため、何かで縛って安定させてやらなければならない。 

それから数日後、採集者は木に登って花房の茎全体を棒で叩いたり手でゆすったりする。 

花が開く直前まで、何度かそのように花房に刺激を与えて可愛がってやるのだ。花が開くときは、ハチがたく
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さん集まって来て周辺を飛び回るようになる。だが花を開かせてはならない。花が開く直前に茎の先端を少し

切り取る。運が良ければ、切り取った先端からニラの水滴がポタポタと落ちてくるから、その下に竹筒を置いて

水滴を受けるのである。 

採集者は毎日朝と夕方、好天であろうが雨が降ろうが、必ず同じ時間に木に登って竹筒を持ち帰る。時間が

遅くなると、溜まったニラが傷んで使えなくなるのだ。その竹筒にはニラの変質を遅らせるための安定剤が入れ

られる。昔は木の樹脂が使われていたが、最近ではナンカの木の切れ端を数日間石灰水に浸けたものに代わ

っている。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１６）」（２０２２年１２月１３日） 

採集してきたニラは自宅の台所の炉にかけられた大鍋に移される。この段階では火の取扱いがたいへん重

要なファクターになる。同じ火力で何時間もニラを煮詰めなければならないのだ。この台所作業はたいてい一家

総出になる。お呼びでないのは赤ちゃんと幼児だけ。 

鍋に入った不純物を取り出す者、火の具合を調節する者、薪を用意する者。妻と子供たちがこの台所仕事を

担当し、朝食作りと同時進行で行われる。ニラを台所に渡した夫は朝食ができるまで畑仕事に精を出す。かれ

らの一日の時間割がたいへん効率よく組まれていることがよく分る。グラメラ生産は換金物品生産活動であり、

畑仕事は一家の食糧の自給活動なのだ。 

ニラを煮詰める作業は昼食後に終わる。煮詰まったドロッと重いニラは熱が均等に分散されるようかき混ぜ

続けられる。昼食が終わると、まだ熱いグラメラをヤシ殻に入れて冷やす。ヤシ殻は濡らしておき、冷めた成形

グラメラを取り出しやすくしている。取り出された半球状のグラメラは２個抱き合わせてトウモロコシの皮やバナ

ナの葉で包装し、最寄りのパサルに持ち込んで販売する。たいてい２個で１ｋｇになるが、時に空気が入ったりし 

て軽い物ができると、３個の包装になることもある。 
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かれらが作るグラメラは、生産コストの出費がかぎりなくゼロに近い。ニラ採取はほとんどの生産者が自力で

行っている。梯子にする竹やニラの容器としての竹筒は森の中で適当に取ってくればよい。ニラを煮詰めるた

めの燃料も、森の中の枯れ木を集めるだけですむ。成形のためのヤシ殻は廃物利用であり、製品を包むトウモ

ロコシの皮やバナナ葉も自宅の周囲で手に入る。強いて言うならニラを煮詰める大鍋だけが初期投資の対象

になる程度だろう。要するに売値はすべて利益だと言えないこともない。 

ただ、２千年代に入ってから、太古から誰のものでもなかった森の中のアレンの木に所有権を主張する者が

出るようになった。レントシーキングは、人間がどのような経済原理を奉じようとも、必ず出現する悪魔の論理

のひとつではあるまいか。悪魔を外在物と決めつける宗教があったように思うが、その人間観は偏っていない

だろうか？ともあれ、ネゴが借料を決めている人間的なありかたがこれまでのところはカバエナの民にとっての

救いになっているようだ。 

 

東南スラウェシ州南部地方でグラカバエナと呼ばれているカバエナ島産のグラメラは地元ボンバナ県からブ

トンやムナの諸県一帯で良品としての定評を得ている。イドゥルフィトリ、イドゥルアドハ、ラマダン、マウリッなど

のイスラム祭日にはその需要が猛然と高まる。祝祭日にはワジッ、チュチュル、ドドルなどの伝統菓子類をどの

家も用意して、祝賀に訪れる来客に振舞うのが社会慣習になっているからだ。それらの菓子類を自宅の台所で

作るときにグラメラが不足すると困ったことになる。 

インドネシア社会は物価が敏感に需給関係を反映する過敏症型社会だろう。需要の高まりはそれだけで物

価を上昇させる駆動力を持つ。需給関係の変動が生んだ品薄のために物価上昇が起こると言うよりも、需要増

という印象が物価上昇をひき起こすというはるかに単純な仕組みになっているように感じられる。 

その時期になると、パサルシケリやパサルドンガラではグラカバエナの価格が平常時の二倍を超える。サ~

ギアウィタ山麓の寒村で毎日２０個ほどのグラメラを作っている村人にとって、その時期の収入はたいへん大き

なものになる。村内の自給経済の中でひっそりと素朴な暮らしをしているかぎり、その金の使いみちを探すのに

苦労するほどのものではないだろうか。だがそんな時期はたいてい数週間で終わり、また価格は盛況時の半
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分以下に落ち込んでしまうのだ。 

 

カバエナ島の沿岸部はたいてい漁村であり、漁民はグラアレンの生産にあまり縁がない。しかしちょっと内陸

部に入ると村民は農業で自給生活をしている。そんな農民たちにとって、グラアレン作りは換金性労働としてた

いへん重要な意味を持っている。だからどの家でも同じようにグラアレン生産を行っているのである。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１７）」（２０２２年１２月１４日） 

その生産活動が下火になる時期が一年に二回ある。乾季から雨季への移行期と、雨季から乾季への移行

期だ。この時期にはアレンがニラをあまり出さなくなり、中には干上がる木もある。およそ二カ月間続くその時期

には、多くの農家がニラ採集をやめて他の仕事に励むようになる。必然的に市場への供給が品薄になる。だが

完全にゼロになるわけでもなく、ニラの出る木を探し当てて一日に２０個くらい作る生産者もいる。 

平常期には近隣のブトン県やムナ県に向けて、毎週５千個、ひと月に３０トンくらいが出荷されている。グラカ

バエナに人気があるのは、それを使って作った菓子類が数日間日持ちするためだ。ニラクラパを素材にするグ

ラジャワやグラブギスで作った同じ菓子が半日くらいしか鮮度を保たないのに比べて、グラカバエナのメリットは

大きい。 

またニラアレンの特徴である、咳や発熱に効果があるということも巷での常識になっている。バウバウの流通

業者のひとりは、グラカバエナが不純物のない純度の高いものになれば、南スラウェシ市場をきっと制覇できる

だろうと語っている。いかんせん、たくさんの生産者が自分の生活レベルに合わせて作っている品質であるた

めに、この問題の解決は容易なことではない。少なくとも、ニラアレンという優れた素材が使われていることが、

地元一帯でのグラカバエナの何よりの強みになっているということのようだ。 

 



グラメラ – グラアレン 

68 

バリ島の東に浮かぶロンボッ島で、グラアレンそのものをお菓子にする発想が生まれた。グラアレンをキャン

ディのように成形し、個包装して持ち運びの便を際立たせたものだ。briket gula merah Lombok のキーワードで

ググれば、インターネットでイメージを見ることができるだろう。 

インドネシア語のブリケッは煉瓦のことであり、普通レンガと言うと長方形の立方体をイメージするのだが、こ

のロンボッのブリケッは小さい円筒形をしている。エネルギー補給のための甘いものを必要とするスポーツマン

たちに白砂糖製のキャンディよりも栄養価の優れたグラメラを摂取してもらおうという点に発想の狙いが置かれ

たようだが、やはり旧態然たるグラメラのサイズと形に向けられたイノベーションのひとつにちがいあるまい。家

庭用の甘味素材から料理やコーヒーにも使えるという万能性を謳って市場に送り出されてきたものであるのは

疑いないだろう。 

 

西ロンボッ県バトゥラヤル郡ルンバサリ村プスッ部落で２０００年代に入ってから小型のグラメラが生産される

ようになった。プスッ部落では総戸数１１５軒のうち７５軒が毎日ニラアレンを採集して飲料またはグラアレンを

作っている。さすがにイスラム社会であるためにトゥアッは作られず、甘いニラ飲料が作られている。地元ササ

ッ語で aik mateng と呼ばれているものがそれだ。インドネシア語でその意味は air manisだそうだ。 

グラアレンを作るとき、この部落ではニラを煮るときに泡が立たないようにするため、プルッの木を削ったもの

を中に入れている。その普通の製法よりも、ブリケッを作る方が手間が余分にかかる。不純物を除去してニラを

できるだけ純水にするのだが、そのときに容量が５～１０％少なくなる。言い換えると、この部落で作られている

成形グラアレンは不純物が混じっているのが普通のようだ。 

部落民は毎日ブリケッ作りのためにニラアレンを６０リッターくらい使っている。ブリケッの成形をするために

木の板にびっしりと円形の穴をあけ、煮詰めたニラアレンをそこに流し込む。板の厚さ分がブリケッの長さにな

るという寸法だ。一日の生産量はおよそ５ｋｇになる。個数で言うと２３６個だそうだ。それを機械を使って個包装

している。生産量はなかなか容易に増やすことができない。 
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プスッ部落でブリケッのアイデアが最初に生まれたのは１９９７年だったそうだ。そしてマーケティングが行わ

れ、市場の一部で好評を博したものの、小規模生産であったがゆえに採算が合わずに沈没してしまった。しか

し２００４年になって、部落の青年がそれを復活させたのである。今では、ロンボッのブリケッグラメラは一部の

愛好者をしっかりとつかむことに成功しているようだ。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（１８）」（２０２２年１２月１５日） 

ヌサトゥンガラの東部に位置するフローレス島の西端がマンガライ県だ。マンガライ地方の先住民はマンガラ

イ族と呼ばれているが、マンガライ族の中に orang Kolang と呼ばれているひとびとがいる。コラン人はニラアレ

ン採集者だ。アレンの木の実がコランカリンという名前でインドネシア語になっていることは上で触れた。そう聞

けば、何となく生業と人間集団とのかかわりが感じられるはずだ。かれらはグラアレンのことを gola kolang と呼

んでいる。 

コラン人は概して温和で、人当たりが柔らかく相手を敬い、だれに対してもオープンで、人間的な温もりと懐

の広さを感じさせる特徴を持っていると言われている。ニラアレン採集という日々の生業がそんな人間性をはぐ

くんだのだ、とコメントするひともいる。かれらがロマンチックな精神性を持ったのは、ニラアレンを採集するとき

にマヤンをどう扱えば良質のニラがたくさん得られるのかを研究し尽くして先祖代々それを実践してきたからだ

と語る解説もある。粗雑にマヤンを扱えば、マヤンは良いニラをくれなくなるのだ。そんなことでは、自分の生業

を繁栄させることができない。 

 

西マンガライ県クウス郡にコラン村がある。上の説明にしたがうなら、コランという地名が先行したのでなくて、

コランという生業がその地方を中心にして興ったことが地名の元になったのではないかという推測に傾くわけだ

が、真偽はよく分からない。 

現在のマンガライ三県がまだひとつの県であったころの１９６０年代、コランは既に県下３８カ村のひとつを成
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していた。マンガライでは行政区分としての村を hameenteあるいは kedaluan と呼んでいる。 

コラン人はコラン村に集まって住んでいたわけでなく、その周辺の広範囲にできた村々や集落に住んで、先

祖代々の生業を営んできた。コラン人が営む生業は pante tuak と呼ばれた。ここにトゥアッという言葉が出てく

るのは、ニラとトゥアッが同一視されていたということなのだろうか？パンテトゥアッとは、いかにもトゥアッ作り職

人を彷彿とさせる名称ではないか。かれらはニラアレンからゴラコランを作り、トゥアッを作り、さらにはトゥアッか

ら蒸留酒の sopiを作った。 

しかし現代インドネシアの社会生活でゴラコランは価格があまりにも廉い。ゴラコランの生産は昔に比べて大

幅に減ってしまった。ゴラコランは長さ２０センチ直径３センチくらいの円筒形になっていて、味と香りを長持ちさ

せるために必ずアレンの葉で包まれている。茶碗の底型をそのまま山積みするような神経とはやはりどこか違

っているのだろう。 

砂糖作りは長時間にわたって燃料を消費する。燃料用木材の価格も上昇が激しい。それらのコストと労働量

が、製品の市価とつり合いが取れないのだ。ひっきょう、コラン人は生産品をより高く売れるアルコール飲料に

シフトせざるを得なかった。トゥアッの方が手間暇がかからず、またそれをソピにするに際しても燃料費は小さい。 

ソピはオランダ語の一杯、一口、一飲などを意味している zopje に由来している。このアルコール度４０％の

蒸留酒をインドネシア東部地方の男たちは、毎日早朝に肌寒い戸外に仕事に出る前、ショットグラスに満たして

寝起きの臓腑に流し込み、快気炎をあげて出かけるという話だ。 

 

コラン人にとってアレンの木は、マヤンがニラをくれ、葉はゴラコランの包装紙になり、葉脈は建築物を縛り合

わせる資材になり、あるいは caci と呼ばれる伝統行事の武器の素材にもなる。チャチというのは青年が鞭と盾

を手にして行う一騎打ちで、今では観光行事として行われている。葉の根元にできる繊維状の ijuk は住居の屋

根を葺くのに使われる。この高い有用性を持つアレンの木からニラを得るために、コラン人はアレンの木を格別

に愛おしむ。その姿は、パンテトゥアッの作法に明瞭に表れている。[ 続く ] 
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「グラメラ（１９）」（２０２２年１２月１６日） 

コラン人の長老が物語るには、パンテトゥアッの仕事の成功の秘訣はマヤンの根本を優しく可愛がってやる

ことに尽きるのだそうだ。優しく愛情をこめて撫でさすり、愛おしんでやる。ニラ採取のために茎に傷をつけるの

に先立って、tewa あるいは dende と呼ばれる愛撫の作法が二週間ほど続けられる。テワをするために木に登

った採集者は、まるでいとし子に子守唄でも聞かせるかのように、哀愁を帯びた声で歌いながら愛撫するのだ。

そのロマンチックな行為が、コラン人の優しい性格を形成したのではないかという話が世間一般に語られてい

る。 

大人のコラン人はまず例外なく、アレンのマヤンの状態を熟知している。どの花房が膨らみそうか、ニラをた

くさん出すのはどれか、採取の処理はどれに行うのが一番よいのか。対象が決まると、それに向けてテワが行

われ、最終的に大自然の豊饒さの分け前にあずかるのである。 

 

マンガライ地方ではこのニラアレンから作られたグラメラをゴラコランと呼ぶのが一般的である一方、マンガラ

イ地方の外では gula manggarai と呼ばれてきた。グラマンガライという呼称はゴラコランが地元で作られるグラ

メラと異なるものとして扱われてきたことを示しているようだ。 

マンガライ地方では１９７０年代ごろまで、生活の中での甘味素材はゴラコランで代表されていた。そこに工

業製品の白砂糖が入って来るようになって、ゴラコランは民衆生活の中から没落して行った。 

１９９０年代には、ゴラコランはもうどこのパサルでもその姿をほとんど見かけなくなった。しかしコラン人は相

変わらずアレンの木に登ってニラを採集している。かれらは砂糖からアルコール飲料に生産をシフトさせたのだ。

トゥアッやソピの市場は確実に存在している。東ヌサトゥンガラ州の各地で催される慣習催事では、開会に際し

て全員が一斉にトゥアッやソピを飲むことで幕が開く。住民の日常生活や社交生活にもアルコール飲料は欠か

せないものになっている。 

ところが２０１０年の少し前ごろから、警察がアルコール飲料の取り締まりを活発化させはじめた。太古から

社会の伝統飲料として作られてきたものが、いきなり酒税を納めていない密造酒だと言われたのだから、コラン
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人も困ってしまった。いざこざはいろいろに起こったようだが、今では法治下の商品として世の中に流通してい

るようだ。 

 

ヤシ類のニラはクラパとアレンからだけ採れるのではない。lontarと呼ばれるヤシもある。別名 siwalanとも呼

ばれるこのロンタルヤシは植生が南アジアから東南アジア一帯にかけて分布していて、葉がたいへん特徴的

な巨大な扇型をしているのでその姿を愛好するひとも少なくない。昔まだ紙がなかった時代、乾燥させたロンタ

ルヤシの葉が紙の代わりに使われていた。ヌサンタラの古代文書が今日まで継承されたことへのロンタル葉の

貢献はたいへん大きいものだったと言えるにちがいない。 

ロンタルの葉に書かれた古文書は今でもたくさん残っている。特にバリ島では公的な書物や文書の他に、た

くさんの旧家にも私的な文書が多数保存されていて、およそ５万５千綴じくらいはあるだろうと見積もられている。

公開されているものについては、シガラジャのキルティヤ博物館が最多の２，４１７綴じを収集しており、次いで

デンパサルの州文化局ドキュメンテーションセンターに２，２７４綴じの蔵書が集められている。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（２０）」（２０２２年１２月１９日） 

Borassus sundaicus という学名のこのロンタルヤシで有名な地方がティモール島最南端のロテ島だろう。総

面積１，２８０平方キロ、住民人口１０万人ちょっとのこのロテ島がインドネシア共和国の最南端であることはあ

まり語られていないようだ。ロテ島の漁船がオーストラリアの巡視艇に領海侵犯で拿捕される事件は昔から頻

繁に起こっている。 

ロテ島は乾燥した不毛の地だ。この土地を訪れるひとはたいてい、こんな不毛の地でどうやって人間が暮ら

してきたのかという疑問を抱く。その疑問の答えがロンタルなのである。 

こんな土地にもロンタルの木がたくさん生えていて、ニラが住民にとっての飲用水の役割を担ってきた。ニラ
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の容器や飲むときのコップ代わりにニラの葉が使われる。葉と葉脈は建物の資材になり、また独特の民族楽器

ササンドにもロンタルの葉が使われる。ロテ人の帽子もロンタルの葉を編んで作る。 

 

ロテ島でも住民は畑や水田を作って食用作物を栽培しているが、８月から１０月にかけての乾季の終わりか

ら雨季の始まりまでの季節は農作業がほとんど行われず、住民の活動はみんなロンタルの木に登ってニラ採

集をするばかりになる。この地のひとびとはニラロンタルのことをトゥアッと呼んでいる。 

そのトゥアッを発酵させてから蒸留してアルコール飲料の sopie が作られ、蒸留回数を重ねて高濃度の医療

用アルコールまでも作られている。 

住民のニラ採集は飲料のためもあるが、グラメラ作りの材料にもされており、東ヌサトゥンガラ州で最大のグ

ラメラ生産地がこのロテ島だという話にたいていのひとが驚かされる。グラメラとは別に、この土地では tuak 

nasu と呼ばれる液体状の砂糖も使われている。ニラロンタルから作られるこの液体砂糖は茶色がかった黄色

の濃い液体で、蜜の香りがする。一方、グラメラはヌサンタラのどこにでもあるような粉末を成形した状態で作ら

れる。ロテのグラメラは直径５センチ厚さ１センチの円板状になっている。 

 

ロテ島を取材に訪れたコンパス紙記者を前にして、フレディ・フォンゲさん２８歳は高さ３０メートルもあろうか

というロンタルの木によじ登った。幹から葉が落ちた後に残ったおうとつだけが頼りだ。腰にはロンタルの葉で

作った扇型の器が水牛の角から作られた索具に吊り下げられている。 

木のてっぺんでかれは朝置いたロンタル葉の容器と持って上がった器を取り換え、ニラの溜まった器を持っ

て降りてきた。地上に降り立つと、フレディはその器を記者に差し出した。ウエルカムドリンクだそうだ。暑く荒涼

たるロテの自然の中で飲むニラの美味さは筆舌に尽くしがたい。記者は甘味と酸味のほどよく混じりあったニラ

で渇きを癒した。生き返った心持がした。ロテのひとびとは旅行者を見かけると、ロンタルの木に登ってウエル

カムドリンクを供してくれる。なんという優しさだろう。 

ロテのひとびとにとって、ニラロンタルは飲料でもあり主食でもある。かれらは朝食にニラを飲み、昼食はコメ
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を食べ、夕食は再びニラを飲む。ニラロンタルは胃を健康にするのだそうだ。ロテ人に胃の悪い者はいない、と

かれらは言う。 

 

ロテの家庭では、毎日１０～１５本のロンタルから朝夕ニラを採集する。それを毎日の食糧にする一方、液体

砂糖を作って甘味素材にし、更にグラメラあるいはグラスムッを作って現金収入をはかる。村々を巡ってグラメ

ラを買い集める仲買人のひとりは、毎週グラメラを１万５千個扱っていると語る。かれはそれをクパンに運び込

んで販売する。ロテ島からクパンに流れるグラメラの流通量はひと月に百万個を超えるそうだ。[ 続く ] 

 

 

「グラメラ（終）」（２０２２年１２月２０日） 

ロンタルはジャワ島にもたくさんあって、古代ジャワ文学の保存を担った。言うまでもなく、ジャワ人もニラロンタ

ルでグラメラを作る。東ジャワ州ラモガン県パチラン郡パチラン村住民カサンさん３５歳は今日もチュマタンの木

に登る。ロンタルの木はこの地方でチュマタンと呼ばれている。 

数本の太い竹筒を腰に縛ったカサンは早朝の朝もやの中を森に入り、チュマタンに登る。高さ２５メートルもあり

そうな木の上でかれはよく熟れた実を探し、その端を切り取る。すると切り取られたところから汁が滴り落ちるか

ら、竹筒を置いてそれを受ける。１２時間ほどで１リッターのニラが採れる。カサンはニラのことを legen と呼んだ。 

この白色のラゲンは良い香りがし、そのまま飲むこともできる。だがカサンはそれを家に持ち帰ってグラメラや

シロップにする。カサンはそれを家の台所に持ち帰るだけだ。台所では妻がそれを受け取って後のすべての処

理を行う。 

グラメラにするには、一度沸騰させてやればよい。炉の火にかけておよそ一時間、かき混ぜながら沸騰させる。

沸騰して色が茶色になったら、火から下ろしてプラスチック容器に小分けする。およそ半時間でラゲンは冷えて

固まり、商品になる。あとはパサルに持って行って売ればよい。 
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ジュロと呼ばれるシロップにする場合は、半時間ほど煮るだけでよい。そこで止めれば白色の甘くて濃いシロッ

プになるが、色が茶色になってしまったらグラメラにしなければ仕方がない。 

 

東ジャワ州北岸地域のトゥバン県やグルシッ県では何千もの家庭がラゲンを採集してグラメラを作っている。一

日のグラメラ生産量は一家庭当たり１０キロに達する。ロンタルから作られるジャワ産グラメラの愛好者はジャ

ワ島外にもたくさんいるし、マレーシアへのジャワ人出稼ぎ者も口にし慣れた味覚を懐かしむのが普通だ。 

長年マレーシアに住んで働いているジャワ人の中に、グラメラ送付依頼を故郷に送るのを欠かさないひとびと

が少なからずいる。ラゲンから作られたグラメラもジュロも数ヵ月間日持ちがするので、届いたら使えなくなって

いたということは起こらないそうだ。白砂糖では得られない、懐かしい故郷の味をかれらは堪能する。そのとき、

ほんのしばらくであっても、望郷の熱い想いが癒されるのだろう。 

何百年も前から東ジャワでラゲン採集の伝統が続けられてきた。農民たちは赤土を耕作して食糧を自給するか

たわら、換金性商品の生産を行ってきた。グラメラは遠い昔から自給型農業社会に換金経済の窓を開けて、そ

の二本立てをかれらの生きる道にしてきたのである。グラメラはヌサンタラの農民たちと共に、この先も延々と

生き続けるにちがいあるまい。[ 完 ] 


