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　インドネシア語のチーズ「keju」は、ポルトガル語

の「queijo」から。ポルトガルやオランダがインドネ

シアの植民地支配に乗り出した 17 世紀ごろ、インド

ネシアにもたらされたようだ。バタヴィア（現在の

ジャカルタ）のパサール・スネンにある中国系商店

でチーズが売られていたとの記録があるが、もちろ

ん、当時は庶民が口にする食べ物ではなく、チーズ

を食べるのは西欧人やエリート層に限られていた。

　「チーズは上流階級の食べ物」というイメージは根

強く、1985 年の「Bill and Brod」のヒット曲、「Anak 

Singkong（シンコンの子供）」という歌は、これをよ

く表している。

「Aku suka singkong

Kau suka keju, oh...oh...oh...

Aku dambakan seorang gadis yang sederhana

Aku ini hanya anak singkong

Aku hanya anak singkong」
（僕はシンコンが好き

君はチーズが好き

僕は普通の女の子が好き

僕はシンコンの子供だから

ただのシンコンの子供だから）

　これは「庶民＝シンコン」、「上流階層＝チーズ」

と対比させたもので、身分違いの、かなわぬ恋を歌っ

た歌。インドネシア人ならほぼ誰でも知っている、

有名な歌だ。

　さて、そこまでチーズがインドネシア人には縁遠

かったはずなのに、なぜこんなにも「何でもチーズ」

状態になったのか？　

　チーズの消費量が増えたのは、実は最近のことだ。

中央統計局（BPS）のデータによると、2002 年のイ

ンドネシアの年間チーズ消費量は約 8000 トン。それ

が 2013 年には１万 9000 トンに急増している。それ

でも、消費量そのものはそれほど多くないので、チー

ズを食べる人口は都市部に限られるのかもしれない。

しかし、周囲を見渡すと、チーズ味は非常に好まれ、

よく食べられている印象だ。

　一般的な食べ方は、クラフトチーズを削って、バ

ナナ、トースト、はたまたインドミーなどに山盛り

にかける。最近はフライドチキン、マルタバなどに

もチーズを絡めるのがはやりで、「何でもチーズ」が

加速しているようだ。日本の「チーズケーキ」がはやっ

ている現象も見逃せない。

　インドネシア人とチーズのかかわりの「今」をの

ぞいてみよう。

何でも
チーズ
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「インドネシアでは、チーズってさぁ、どうやって食べる？」

「ロティ・バカール（トースト）にかけたり」「うんうん」「焼

きバナナにかけたり」「うーん……チョコ・チーズ・バナナっ

ていう組み合わせ、インドネシア人は好きだよね」「お粥

やインドミーにトッピングしたり」「うーん……まぁ、日本

でもバターや牛乳を入れたりするもんね」「こんな感じで

す（写真を検索）」「げっ、山盛り……!!（絶句）」。中味

が何だかわからないほどのチーズてんこ盛り！　インドネ

シア人とは縁遠かったはずのチーズ（Ｐ９）が、なぜこ

んなにも「何でもチーズ」、「チーズ、ソウルフード」文

化になったのか。その実体を解明すべく、ブロックＭに

ある屋台「ロティ・バカール・エディ」にやって来た。

インドネシア人のソウルフード、

屋台のチーズめし。

文…黒川菜子
Text by Kurokawa Saiko
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大きなテントの下、屋台６台が並ぶ 看板猫、発見！ テーブルについて、メニューを見て注文する

鶏粥に鶏肉とコーン
ビーフを載せる

ふわふわチーズをトッ
ピングして完成！

チーズとチョコレートを挟
んだロティ・バカール（トー
スト）に、さらにチーズを振
りかけて（＝ tabur) ある。

スプーンの上に、サン
バル。少しずつ溶かし
て辛さを調整

Roti Bakar Burju (Tabur Keju)
１万 4000 ルピア

Bubur Ayam Kornet Keju
2 万ルピア
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INdomie+TEluR+corNET。WIFI はない 流しの音楽隊が雰囲気を盛り上げる 飲み物の屋台。準備万端で、注文には即対応

魚の開きのように、
バナナも炭火焼き

焼き上がったバナナを一
口サイズにカットしてか
ら、チーズをトッピング

インドミーの上には卵と青菜が少
し。そこに、チーズどっさりとバ
ワン・ゴレンをトッピング

チーズ＋チョコレートの
基本サンドが積み上が
り、壁のよう

炭火で焼いたパンは
香ばしい香り

強い火力で、あっと
いう間に焼き上がる

Indomie Telur Keju
１万 6000 ルピア

Pisang Bakar Keju
１万 4000 ルピア
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　車から降りると、湿った空気とともに、炭火の良い香り
がムッと押し寄せてきた。同時に、道の向こうの屋台か
ら懐かしい曲が聞こえてくる。ロックバンド「GIGI」の 15
年前のヒット曲、「Andai」だ。
　「Andai...Ku tak membuang dirimu 〜 Menjadikan 
yang kedua 〜 Atas cintaku 〜」。思わずサビを口ずさみ
ながら中に入ると、そこは 15 年前、もしくはそれ以前か
ら時が止まったような屋台。
　外からではわからない、大変なにぎわいぶりだ。仕事
帰りにお茶を飲みながら軽食を食べるのにちょうど良い。
モールの中の店とは違う、野外の開放感がある。皆、楽
しげにワイワイ飲み食いしていて、こっちまで楽しくなっ
てくる。
　主役のロティ・バカールのほか、ナシ・ウドゥック（コ

コナッツミルクで炊いたご飯）、ブブール・アヤム（鶏粥）、
インドミー、ナシ・ゴレンがあり、それぞれに、チーズや卵、
コーンビーフなどを自由にトッピングできる。値段は１皿
１万〜２万 4000 ルピアぐらいと激安。
　「チーズ特集」の取材なので、チーズをトッピングした
４品を頼んだ。ところが、激しい見た目から想像したジャ
ンクフード的な味ではなく、意外にも、あっさりしている。
チーズは「塩味をつける調味料」のようにして使われて
いるようだ。しつこさや油っぽさはなく、チーズを加える
ことで、全体が優しい味にまとまっている。
　チーズは調味料。そして、甘い物でも辛い物でも、ご
飯でも麺でも、意外に何にでも合うオール・ラウンダー。
　自他ともに認める「マヨラー」だが、これからは「チー
ズらー」にもなります。

箱にチーズのかたまりがごろごろと、チーズ削り器 昔ながらの練乳とコーンビーフの缶

● Roti Bakar Eddy Blok 
M ／ Jl. Raden Patah No. 
11, Kebayoran Baru ／ Tel 
: +62(0)21- 9752-0002 ／
18 : 00 - 2 : 30
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　スイスの伝統料理「ラクレット」は、ラクレットチーズを
あぶってとろっとさせ、ゆでたジャガ芋やパンに絡めて食
べる。「ウィリー」のラクレット・ステーキは、この本場の
ラクレットが味わえる。付け合わせはジャガ芋やパンでは
なく、ステーキだ。
　スイスから輸入したラクレットチーズがどどーん、と登
場。直径約30センチ、厚さ約10センチ、重さ約６キロ

ぜいたくな「アルプスの少女ハイジ」気分。

ラクレット　
ステーキ

ジャカルタのチーズのニューウェーブ、レストラン２軒を取材。

という、迫力の品。専用のラクレット・ストーブで温め、「グ
ツグツ」「じゅわっ」と表面が溶けたところをナイフで削り
取り、焼いたステーキの上に、どろ〜っと落下させる。な
んともぜいたくな「アルプスの少女ハイジ」気分。格好の
SNS向きのネタで、写真を撮るのに夢中になる人が多い。
ただし、５分も経つとチーズが冷めてしまうので、写真は
ほどほどに、すぐに食べるが良し。

Before

チーズ  ニューウェーブ
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● Willie Brothers Steakhouse ／
Jl. Pesanggrahan No.9, Jakarta 
Barat ／ Tel : +62(0)21-5890-
3684 ／ 11 : 00 - 22 : 00

ストーブで表面をあぶる
と、とろけてくる

半分に切ったラクレット
チーズ

厚さ２センチほども、と
ろっととろけた部分を削
り取る

切り取ったチーズを、ど
ろ〜っとステーキの上に
落下させる

チーズまみれのレアな肉。
チーズが冷める前に、急
いで食べよう

ラクレット・テンダーロイン・レギュラー
Raclette Tenderloin Regular
22 万 9000 ルピア

After
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　目の前には、かつて見たこともないような風景が広がっ
ている。ホットプレートの半分にはフライドチキンが整列
し、残りの半分は黄色いモッツァレッラチーズの海。点々
と、ハラペーニョとトウモロコシが浮かぶ。ホットプレート
を熱すると、さらさらしたチーズの海が、どろどろの溶岩
状に変わる。これをフライドチキンにくるくるっと巻く。フ
ライドチキンがチーズの毛布にくるまっているよう。

フライドチキンをチーズの毛布にくるんで。
　辛い物好きであれば、「マイルド」「スパイシー」「ファ
イヤリー・スパイシー」とレベルを上げて辛くできる。韓
国の店なので、トウガラシ粉にコチュジャンをミックス。ファ
イヤリー・スパイシーは激辛だ。
　ファストフードの「ケンタッキー・フライド・チキン」も
「チージー・チキン」という新商品を出したばかり。フラ
イドチキンにチーズはトレンド？

フライドチキン　
モッツァレッラ

Before
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モッツァレッラチーズが溶けて、どろどろに
なった

モッツァレッラをくるくるっとフライドチキン
に巻き付ける。出来上がりは上写真

● Ojju ／ Gandaria City, Lt. UG, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, Kebayoran 
Lama　／ Tel : +62(0)21-2905-
3264, 2923-6833 ／ 10:00 - 
22:00

鶏手羽元のチーズ巻き
Rolling Cheese Chicken Drumstick
13 万 9000 ルピア

After
After
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チーズケーキ

実寸大
いまジャカルタで流行っているもの、それはチーズケーキやチー
ズタルトです。それも、日本（特に北海道）を前面に打ち出し
ているのが特徴。日本 x インドネシアの新しい「クロス」の形
を研究してみました。

ドレ by ルタオ
フロマージュ　
Fromage

大きさ（実測）▷直径 12センチ、高さ4センチ
値段▷25万ルピア
日本との関係▷北海道の「ルタオ」の協力を得て、
インドネシア人と日本人の混血のオーナーが創業

soboro
unbaked mascarpone 
cheese

baked cream cheese

Ｈ　ざっと分類すると、レアチーズケーキ・タイプの
①②、ベイクド系の④⑤⑥、タルトの③⑦、クラシッ
クなアメリカン・スタイルの⑧。
Ｑ　アメリカン・スタイルのは前からあったわけだけど、
その他のいわゆる「日本のチーズケーキ」が新しい。「と

①ドレ by ルタオ
②蝦夷
③パブロ

チーズケーキ食べ比べ
“ クロス ” 座談会

Ｈ・Ｑ＝日本人、Ｐ・Ｅ＝インドネシア人

④ふわふわ
⑤エイオ
⑥きぼう

⑦北海道ベイビー
⑧ガストロマキア

1
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蝦夷
北海道チーズケーキ　
Hokkaido Cheesecake
大きさ（実測）▷直径 11.5センチ、高さ3.5センチ
値段▷12万 8000ルピア
日本との関係▷日本のチーズケーキ好きのオーナーが日
本のパン屋と契約を結んで始めた

パブロ
焼きたてチーズタルト　
Freshly Baked Cheese Tart

大きさ（実測）▷直径 15センチ、高さ５センチ（パ
イ）、3.5センチ（中味）
値段▷16万 9000ルピア
日本との関係▷日本の「パブロ」のフランチャイズ

lemon glazed

tart crust

cream cheese

cheese souffle

soft souffle flakes
unbaked 
mascarpone 
cheese

ろとろ」や「ふわふわ」を強調しているのが特徴。
Ｈ　レアチーズ・タイプから行ってみましょうか。①と②、
外見はすごく似ているけど、①の方が白く、②は黄色い。
Ｐ　①は雪のようなイメージ。
Ｈ　北海道をイメージしているのかな？　美しい。①

はインドネシアで始まった日本のチーズケーキ・ブーム
の先駆けですね。
Ｑ　上のそぼろ、中味ともに、①の方がきめ細かい。
①は全体のバランスが取れていて、目指すところがわ
かる。これは本物。

3

2
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ふわふわ
ふわふわシグニチャー・チーズケーキ　
Fuwa Fuwa Signature Cheesecake

大きさ（実測）▷直径 15.5センチ、高さ4.2センチ
値段▷10万ルピア
日本との関係▷日本のチーズケーキをヒントに作った fluffy cheesecake

Ｈ　さすが、完成された味。②は味が濃い。甘さ、しょっ
ぱさ、クリームがちょっとバラバラの印象。
Ｐ　②はクリームが多め。①の方がチーズの味がする。
Ｈ　ベイクド系はどうでしょうか。これは最近、はやっ
てきているタイプ。④と⑤、見た目もよく似ており、蒸

しチーズケーキみたい。出来たてのケーキに焼き印を
押すのが重要ポイントのよう。
Ｐ　④の焼き印がかわいい。誰でもウェルカム、といっ
た、オープンで、とっつきやすいイメージ。
Ｈ　④⑤とも、食べてすぐは「あれっ？」と思う。限り

4
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エイオ
ジャパニーズ・コットン・チーズケーキ　
Japanese Cotton Cheese Cake

大きさ（実測）▷直径 16センチ、高さ4.5センチ
値段▷22万ルピア
日本との関係▷日本のチーズケーキをヒントに作った fluffy cheesecake

なくコンビニの蒸しチーズケーキに近く、ちょっと物足
りない。コンビニのチーズケーキよりは軟らかく、ねっ
とりしているけど。この軽さがいいのかな？
Ｑ　④はクリーミーで、⑤はミルキー。④は「より、チー
ズ」で、⑤は「より、ミルク」。

E　④に比べて、⑤はすごく甘いです。
Ｈ・Ｑ　えっ?!
Ｈ　私には甘さの違いはほとんど感じられない。
Ｑ　インドネシア人の舌って、実は繊細なんだよね。
甘すぎる、しょっぱすぎる、に敏感。

5
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きぼう
オリジナルとろけるチーズケーキ　
Original Molten Cheese Cake

大きさ（実測）▷直径 17.5センチ、高さ5.3センチ
値段▷17万ルピア
日本との関係▷オーナーが日本留学し、辻学園調理・製
菓専門学校で学ぶ

fluffy cheesecake

fluffy cheese cream

cream
cheese

P　④は生地の中に空気が多くて、ふわふわ。⑤は
ちょっと詰まりすぎで、生地が重たい。④の方がいい。
E　④の上で寝たいです！
H　私は④と⑤、あまり違いは感じないかな。
P　値段が違います。見てください。

H　えっ、④はたったの10 万ルピア ?!　安っ！
Q　⑥は、中からどろっと溶けたチョコレートが出て
来るチョコレートケーキの、チーズケーキ・バージョン。
P　切る時には注意！
Q　クリームチーズとヨーグルトの中間ぐらいの軟らか

6
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大きさ（実測）▷直径 7センチ、高さ2.5センチ
値段▷2万 2500ルピア（オリジナル、チョコレート）、
2万 5000ルピア（その他）
日本との関係▷オーナーが辻学園調理・製菓専門学校
で学ぶ

北海道ベイビー
チーズタルト（オリジナル、塩卵、チョコレート、と
ろけるチョコレート、抹茶）　
Original Cheese Tart, Salted Egg Tart, Chocolate Tart, Molten 
Chocolate Tart, Matcha Tart

さ。味はあっさりで、甘さは他店に比べて最も控えめ
かな。全体的に塩味が強い。
E　満腹になります。
H　③⑦はタルト系。これも最近、増えているね。
Q　③は中味がとろっとろ。

P　少し食べただけで満腹感。
E　甘さはちょうどいいです。
Q　⑦は日本で売られていても違和感のないチーズタ
ルト。良い材料を使っている。
H　お、ずっしり重い。これはおいしい。甘めだけど、

pie crust

cream cheese

7
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ガストロマキア
ホームメード・ニューヨーク・チーズケーキ　
Homemade NY Cheesecake
大きさ（実測）▷直径 22センチ、高さ5センチ
値段▷81万 6000ルピア
日本との関係▷なし

cream cheese

graham crackers

レモンの味が効いている。
E　オリジナル、チョコレート、抹茶の３種類がおいしい。
Ｐ　１口で食べ終わっちゃう。「北海道アダルト」はな
いの？（笑）
Ｈ　最後、これだけ違う⑧。こってりチーズのトラディ

ショナル・チーズケーキ。なんだか安心できる味。
P　独自性があっていいと思います。
H　最後に、まったく個人的な好みだけど、どれが一番好き？
H・Q　①！
P・E　④！

8
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ドレ by ルタオ
　北海道に本社を置く洋菓子店「ルタオ（LeTAO）」の協力を得
て、リッキー河野バスメレさん（27）が 2015 年に開始したブラ
ンド。「ドレ」はフランス語で「金」の意味。インドネシアは日本
と気温も違い、インドネシア人の味覚も日本人とは違うので、両
方のわかるリッキーさんがレシピに微調整を加えている。「世界の
どこでも通用するチーズケーキ」を目指している。インドネシアの

「日本のチーズケーキ・ブーム」の先駆け。
● DORÉ by LeTAO ／【プラザ・スナヤン店 】Plaza Senayan 
Lt. Basement, Co. Lab, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan。HP : 
0812-3334-5888。10:00 - 22:00。

【 プ ラ ザ・ インド ネ シ ア 店 】Plaza 
Indonesia Lt.3, Jl. M.H. Thamrin 
Kav.28-30。Tel : +62(0)21-2992-
4358。10 : 00 - 22 : 00。ほかにモー
ル・クラパガディン店、パンタイ・インダ・
カプック店などあり。

エイオ
　Eio は「栄養（えいよう）」と「おいしい」を合わせた名前。綿
のように食感がふわふわした、日本のチーズケーキをヒントにして
作り、クリームチーズなど材料の一部や機械は日本から輸入して
いる。食品添加物を使わない。食品アレルギーに配慮し、卵や小
麦粉を使わない製品もある。
● EIO Patisserie ／ Ruko The Metro Blok 6 KA, Jl. Mandara 
Permai VII, Pantai Indah Kapuk。Tel : +62(0)21-3005-1661。
HP : 0811-9202330。10 : 00 - 
22 : 00。

きぼう
　オーナーのマリオ・ロバニさん（30）が日本で出会った「カ
レーパン」がマリオさんの人生を変えた。大阪大学に留学中だっ
たマリオさんは同大卒業後、辻学園調理・製菓専門学校に通った。
インドネシアに戻ってから、学んだノウハウをつぎ込み、2016 年
12 月に「きぼう」を立ち上げた。クリームチーズとパルメザンチー
ズはニュージーランドから輸入している。
● Kibo "MOLTEN" Cheese Cake ／ HP: 0858-3999-3788。
Email : info@kibocheese.com。Line : @kibocheese。ウェブサイ
ト：www.kibocheese.com。 注
文は上記オンラインで。実店舗を
近日オープン予定。

北海道ベイビー
　辻学園調理・製菓専門学校で学んだクリスタル・アンサリさん

（23）はインドネシアに帰国後、日本のチーズタルトの人気を見て、
2016 年にこの店を始めた。チーズは日本やフランスから輸入した
４種類を使う。スラバヤにも進出。
● Hokkaido Baby Cheese Tart ／【ポンドックインダ・モール店】
Pondok Indah Mall 1, Lt. 2, Island No.17, Jl. Metro Pondok 
Indah。WA : 0878-88677868。Line : @hokkaidobaby。11 : 
00 - 22 : 00。ほかにスラバヤに２店あり。

ガストロマキア
　レストランの一角で、チーズケーキを売っている。クラシックな
ニューヨーク・スタイルのチーズケーキ。材料のアメリカン・クリー
ムチーズ、グラハム・クラッカーなどは、オーナーのアラン・ダヌ
ウィジャジャさん（44）がビジネスでよく行く香港で購入し、手
持ちでジャカルタへ運んでいる。材料が切れた時には販売は中止
し、代替材料は使わない。
● Gastromaquia ／ Jl. Ciniru I No.1, Kebayoran Baru。Tel 
: +62(0)21-2930-5091。11 : 00 - 0 : 00。2017 年３〜４月、
+62 読者に特別プロモーション。本誌３月号を持参すれば、ホールの
ケーキ 15％引き。店内でスライス（１切れ６万 8000 ルピア）を食べ
る場合、ブラックコーヒー１杯が無料。

蝦夷
　オーナーのフェアテル・モンさん（26）が、北海道で食べたチー
ズケーキのとりことなり、インドネシアにも紹介したいと 2016 年
５月に始めた。北海道にあるパン屋「吉田ブーランジェリー」と
契約を結び、チーズケーキのほか、小さめサイズのチーズタルトも
販売している。カマンベールとマスカルポーネはフランスから、ク
リームチーズはオーストラリアから輸入している。
● Ezo Hokkaido Cheesecakes & Bakery ／【 パンタイ・ イン
ダ・カプック店】Ruko Elang Laut, Boulevard Blok D-37, Pantai 
Indah Kapuk。Tel : +62(0)21-2251-2521。8 : 00 - 22 : 00（金
〜日 23 : 00）。【タマンアングレック
店】Mall Taman Anggrek Lt. 2 Unit 
D-12, Jl. Letjen. S. Parman Kav.21。
Tel : +62(0)21-563-9004。10 : 00 - 
22 : 00。

パブロ
　名前はパブロ・ピカソから取り、ロゴも芸術的。日本の「焼
きたてチーズタルト専門店 Pablo」のフランチャイズ店。チーズ、
小麦粉、砂糖、製造する機械に至るまで、日本から輸入している。
日本の店と同じ品質の商品をインドネシアでも提供する。インドネ
シア店には日本人シェフの岡田政志さんが常駐する。
● Pablo Cheese Tart Indonesia ／【ガンダリア店 】Gandaria 
City Mall, Lt. UG, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama。
Tel : +62(0)21-2923-6218。10 : 00 - 22 : 00。【ソーホー店】（３
月８日オープン予定）Soho Mall Lt. 
LG, Jl. Letjen S. Parman Kav.23, 
Tanjung Duren。10 : 00 - 22 : 
00。 

ふわふわ
　本社はマレーシアにあり、オーナーのケルビン・ネオさん（33）
もマレーシア人。インドネシア人をターゲットにした日本風チーズ
ケーキの店「ふわふわ」を 2016 年に開始。日本の蒸しチーズケー
キ風に、蒸し焼きにしているのが特徴。焼き印や箱の絵はオリジ
ナル・キャラクターの「ふわちゅう」。クリームチーズはニュージー
ランドからの輸入。
● Fuwa Fuwa ／【セントラルパーク店】Central Park Mall Lt. LG 
L-259A, Jl. Letjen. S. Parman Kav.28。Tel : +62(0)21-2942-
8838。10 : 00 - 22 : 00。【パンタイ・
インダ・カプック店】Ruko Elang 
Laut, Blok C No.36, Jl. Pantai 
Indah Selatan 1 No.36, Pantai 
Indah Kapuk。Tel : +62(0)21-
2251-1888。10 : 00 - 22 : 00。
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健康番組などで「インドネシアの納豆」として紹介さ

れているのを見たことがありますが、菌も違うし、せ

いぜい「親戚」といったところでしょうか。

　味は発酵食品の中では納豆と言うよりもチーズによ

り近いのかなと思います。味がよく染みるので、結構、

いろいろな調理方法がありますが、私はシンプルに

炙り焼きしたものがビールのお供に最高だと思いま

す。好みでマヨネーズを添えてアタリメみたいに食べ

るのがクセになります。

　そのテンペですが、使い方によってはちょっと変

わった意味になったりします。 例えば "Kamu mah 

otaknya tempe banget ya." で「あんたってちょっと

アタマが足りないようね！」というように、「バカ」

を表現できます。また、mental	tempeという表現も、

覇気がない、精神的にダウンした状態
にある時などにも使われます。（ツイッターのハッ

シュタグでもよく見かけますね）。スカルノ初代大統

領が「ネガティブにならず闘争心を持ちなさい」とい

う意味で、よく使ったそうです。そう言えば、娘のメ

ガワティが党首を務めている党も PDI-P（闘争民主党）

と、闘う姿勢がはっきりと示されていますね。

　 テン ペ は もろくて 崩 れ や すく、 軟らか い た め

に、こいう意味になったようです。例文をもうひとつ。

"Cowok jangan mental tempe, enggak laku deh."「男

はやる気を出さなきゃね、モテないよ」。はい、しっ

かり覚えておきます（笑）。

　●　PDI-P（=Partai Demokratik Indonesia Perjuangan）
　　　　闘争民主党
　●　perjuangan　闘い、闘争
　●　laku　モテる、支持を得る

　kelabakan【クラバカン】

　昨年に肺炎で入院し、症状はほぼ完治したのです

が、貧血だけが正常値に戻りません。内視鏡検査を

　つい先日、年を越したかと思ったら、もう３月なん

ですね。日本だと卒業や決算など年度の終わりで区

切りの月であり、また、寒い冬が終わって春の訪れ

を徐々に感じるシーズンですね。インドネシアに住ん

でいると、そんな季節感を忘れてしまいそうになりま

すが、インドネシアでは雨も徐々に減ってきて、乾季

へと移り変わる時期ですね（ちなみに雨季はmusim	
hujan、乾季がmusim	kemarau、季節の変わり目

はmusim	pancarobaと言います）。最近は、その

季節の変わり目が段々と後ろにずれているように感じ

ます。雨期の終わるころに集中豪雨に見舞われるこ

とが多いので、まだまだ注意が必要ですね。個人的

に、この時期の楽しみはサラリーマン川柳の最優秀

作品の発表でしょうか。まだ投票に間に合いますの

で、興味のある方はウェブサイトを見てみてはいか

がでしょう。過去の優秀作も見ることができて、なか

な か 面白いで すよ（http://event.dai-ichi-life.co.jp/

company/senryu/）。

　tempe【テンペ】

　今月はチーズの特集ということで、こんな単語を

拾ってみました。チーズと同じ発酵食品でインドネシ

アの名物食品、テンペです。大豆の発酵食品なので、

文…びーと（名取敬）
Text by Beat (Natori Takashi)
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したり骨髄まで調べても異常はなく、腎臓に起因する

貧血ではないかとの疑いで、昨年末から１日おきに

通院し、ホルモン注射を受けてきました。その結果、

ほぼ正常値になったのですが、日本に出張する直前

の注射で、大変なことになってしまいました。

　ベッドに横になって注射してもらうのですが、その

日の注射を終えて起き上がろうとした時のこと。腰が

ギクッとなり、固まってしまいました。そうです、ぎっ

くり腰です。まさか病院でぎっくり腰になるなんてマ

ンガですよね。完全にパニック！　そのまま病院で

休憩しましたが、まったく回復の兆しもなく、松葉杖

を借りてタクシーまで移動し、なんとか帰宅。そん

な時でも「ぎっくり腰ってインドネシア語
で何て言うんだろう。松葉杖は？」なん

て考えちゃうのは、完全に職業病（？）ですね（笑）。

今回ご紹介するのはそのどちらでもなく、当時のパ
ニック状況にピッタリの表現です。日本人が使う

のはほとんど聞いたことがないんだけど、kelabakan

というのがよく使われます。

　 自 分 の ケ ースで すと、"Satpam kelabakan lihat 

Beat-san waktu keluar dari taksi susah jalan sampai 

pakai tongkat."「警備員は、びーとさんがタクシーか

ら降りる時に歩行困難で松葉杖まで使っているのを

見て、パニックになりました」となります。

　インドネシア語で「ぎっくり腰」の表現は辞書には

ありますが、普段使いはされずに、敢えて専門用語

を使うのであれば捻挫・脱臼を意味する keseleoと

なるようですね。

　「アイテ（ 痛 ） て！」と口 走る 時 に は、 な ぜ か

"Aduh, encok encok!" と、腰の曲がったおばあさん

のリューマチなどに使われる encokとなるみたいで

す。

　寝返りも打てない状況で、どうなるかと思いました

が、氷で冷やしまくって、なんとか、日本での業務を

こなすことができました。

　Kelabakan に 戻 る と、"Dia kelabakan gara-gara 

kartu ATM-nya ketinggalan di dalam mesin."「彼女

はキャッシュカードが ATM の中に取り残されてパニッ

クになりました」は、いかにもありそうな状況。

　"Kaget saya dengar Ibu mertua OTW (on the way) 

ke sini, langsung kelabakan bersihin rumah."「お義

母さんが家に来る途中だって聞いて、びっくり。あわ

てて、家の片付けで、もうパニック」って、これは日

本のコマーシャルにも似たような状況がありましたよ

ね。どこの国でも、旦那さんのお母さんに気を遣う

のは同じなようです。

　ちなみに松葉杖も独特の表現はなく、「杖」という

単語の tongkatを使い、前後関係で伝わりづらいよ

うなら、ジェスチャーなどで補助するとのことでした。

結局、新しい単語を覚えることもなく、ただただ、ぎっ

くり腰で痛い思いをしただけだったようです（涙）。

　●　encok　リューマチ
　●　kartu ATM　銀行のキャッシュカード
　●　ibu mertua　義母

びーと（名取敬）
「N 真珠」オーナー。1993 年からインドネシア在住。1998 〜
99 年、よろずインドネシアに「かたかたインドネシア」を掲載
する。2010 年から『南極星』、2016 年に『+62』に場を移し、
好評連載中。「びーと x タケノコ先生のライフハック！」も連載
中（Ｐ 38）。
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西宮奈央さんの

Masak Kira-kira
30



　ヨーグルトとスパイスで漬け込んでからグリルした

タンドリーチキン、お好きですか？　実は、同じよう

な漬けだれを使って焼いた魚もまた、おいしいのです。

　ヨーグルト効果でしっとりし、スパイスは風味付け

だけでなく消臭効果も期待できます。バンドンのよう

に海のない街では、ピカピカに新鮮な海魚はなかな

か入手の難しい場合があります。そんな時にも助かっ

てしまう、奥の手です。

　タンドリー魚には青魚が合うようです。わが家では

大体、インドネシアで「ikan kembung」と呼ばれ

るサバの仲間（グルクマ）を使います。大きな魚であ

れば切り身がいいですが、このぐらいであれば、おろ

さずに丸ごと焼いてしまっても大丈夫です。もちろん、

チキンで作ってもおいしいですよ。

材料
魚（グルクマ）　ikan kembung　４尾

　　無糖ヨーグルト　yoghurt tanpa gula　大さじ４
　　ターメリック（粉）　kunyit bubuk　小さじ 1/4
　　クミンシード　jintan　小さじ 1/2

A　 コリアンダー（粉）　ketumbar bubuk　小さじ 1/4
　　チリパウダー　cabai bubuk　１つまみ
　　おろしニンニク　bawang putih (diparut)　小さじ 1/2
　　おろしショウガ　jahe (diparut)　小さじ 1/2
　　塩　garam　小さじ 1/2

香草　daun ketumbar dll　お好みで適量

タンドリー風の焼き魚
#7

西宮奈央（にしみや・なお）
イギリス出身の写真家の夫とバンドン在住。ご
飯は食べるのも作るのも大好き。インドネシア
で簡単に作れる料理をご紹介します。

準備
魚のエラや内蔵は取り除き、流水で洗ってからキッチン
ペーパーなどで水気をぬぐっておく。

作り方
1．A をすべて混ぜ合わせる。
2．下処理をした魚の身に、縦に数カ所、包丁を入れる。

１のタレをまんべんなく（お腹の中にも）塗り、少な
くとも１時間、できれば半日ほど漬けておく。

3．オーブンまたはグリルでじっくり焼く。焼き上がったら、
お好みで香草を散らす。
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文・写真…鍋山俊雄
Text & photo by Nabeyama Toshio

インドネシア
全34州の旅
インドネシア
全34州の旅
#6 西カリマンタン州Provinsi Kalimantan Barat

西カリマンタン州章。神聖な刀
マンダウとクリスが交差。中央
を横切る水平の線は赤道。

ポンティアナック市章。円の中
は５本の光と３つの支流に分か
れた川。中央を横切る線は赤道。

ポンティアナックの空港

ポンティアナック

クチン

シンカワン

ブルネイ

マレーシア

西カリマンタン州春分の日に赤道へ
影がなくなった！

　赤道と聞くと、なんとなく暑い所といったイメージだ

ろうか。日常生活で赤道を意識することはないが、イ

ンドネシアは赤道直下の国である。世界地図を眺めて

みると、赤道が陸地を通る国は多くなく、アジアでは

インドネシアだけである。

　ある時、３月のカレンダーを見ていたら、春分の

日がたまたま週末にかかることに気が付いた（注：

2017 年は３月 20 日の月曜日）。「そうだ。赤道に行

こう！」とハタと思い付き、調べてみると、西カリマン

タンの州都ポンティアナックへはジャカルタから直行便

が出ていて、簡単に行けることがわかった。ちなみに

ポンティアナックでの赤道地点見学は、以前、本誌の

前身である『南極星』の創刊号（2011 年１月）で

特集している。

　ポンティアナックは人口 50 万人余りの比較的大き

な地方都市だ。陸路で行けるマレーシアやブルネイ

にも近く、華人系インドネシア人のほかマレー系、ダ

ヤック人も多く住んでいる。赤道をインドネシア語では

Khatulistiwaと言い、ポンティアナックには赤道直下

の地点に「Tugu Khatulistiwa」という赤道記念碑

がある。

ポンティアナック　Pontianak

　ジャカルタからポンティアナックまでは直行便で１時

間 20 分程度。そして、春分の日に当たる土曜日の南

中時刻（太陽が真上に来る時間）は午前 11 時半ごろ。

そこから逆算し、フライトを確定した。

　空港に到着後、タクシー・カウンターでタクシーを

頼み、ホテルに行く前に赤道記念碑に寄るルートで交

渉した。空港から記念碑までは街中を通って行くため、

40 〜 50 分ほどかかり、南中時間の約 30 分前に到

着した。観光バスも数台来ており、「真上の太陽観察」

体験ツアーは人気のようだ。

　記念碑そのものはそれほど大きくなく、内部には、

いくつかの赤道関連の展示がある（実際の赤道地点

は、この記念碑から 100 メートルほど離れた所にあ

る）。手数料を払えば赤道通過証を発行してくれるら

しいが、どうもそれらしいことが行われている様子はな

かったので、代わりに赤道記念碑のミニチュアをお土

産として購入した。

　外では、マレーシアから来た学生グループが太陽

の位置を計測している。天気は良く、影がよく見え

る。気のせいか、相当ジリジリと暑かった。もうすでに、

かなり影は短くなっている。南中時間のその時、影
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鍋山俊雄（なべやま・としお）
インドネシア在住期間は計10年。仕事でジャワ、
カリマンタン、スマトラへの出張が多いことに
加えて、「週末弾丸トラベラー」としてインドネ
シア各地を放浪し、全 34 州を訪問した。

赤道記念碑の入口

赤道記念碑のミニチュア

南中時刻、影がなくなった

赤道記念碑

赤道直下での太陽軌道観測

建物内部にある記念碑のオリジナル

ペットボトルの影も消えた

辛そうなナシゴレン

は確かに、ほぼなくなり、周りからも歓声が上がった。

皆、自分の足元で小さくなっている影を確認して写真

を撮っている。

　これで、ポンティアナックに来た目的は果たしてしまっ

たわけだが、せっかくなので街歩きを楽しむことにした。

地元の人で賑わう食堂では、ナシゴレンが赤みを帯び

ており、見た通りの辛さだったが、ジャワとは風味が

違って、これもおいしい。

　この街はクリスチャンの華人が多いこともあり、立派

な教会が街の中心部にある。歴史を感じさせる中国寺

院も商店街の中にポツンとあった。

　カプアス（Kapuas）川の岸には公園が広がってい

る。川の中洲には水上家屋の街があり、古い木造の

モスク（Mesjid Abdurrahman）がある。川岸で渡
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カプアス川の渡し船

川の中のアブドゥルラフマン・モスク

本を読む子供の絵が壁に描かれていた 公園（Taman Alun Kapuas） 教会の内部。立派！

ポンティアナック市内の夕景

寺（Vihara Bodhisatva Karaniya Metta）

大河カプアス川の眺め

ウォール・ペインティングが風景とマッチ

夜の市場

街中でベチャが客待ちしている

カプアス川を渡って中州へ

カプアス川沿いの賑わう屋台街

ライトアップされた、夜の教会

モスク（Mesjid Raya Mujahidin）
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ダヤック伝統家屋を模した建物 サイチョウの飾りが並ぶ

大胆な、ダヤックの伝統文様

し船に乗り、中洲に足を踏み入れた。モスクがそびえ

立ち、その前の広場では子供たちがサッカーをしてい

た。水上家屋街を散歩してみると、家の壁にペインティ

ングを施した、一際、目立つ家があった。川縁に腰掛

けて女の子が本を読む絵で、良い雰囲気だ。散策して

いるうちに夕方のお祈りの時間になり、水上のモスク

でもお祈りが始まった。

　渡し船で元の場所に戻り、ホテルへ歩いて戻る途中、

川岸の広場（Taman Alun Kapuas）へ寄ってみた。

週末の夜は物売りや移動式遊園地も出て、家族で賑

わっている。川沿いの屋台も繁盛している。

　翌日は、ホテルで手配した車で、いくつかのポイン

トを周って、空港まで行くことにした。西カリマンタン

州都だけあって、モスク（Mesjid Raya Mujahidin）

も立派だ。街の中には、ダヤック人の伝統家屋を保存

した建物がある。東カリマンタンでマハカム川を上っ

た際に川上の集落で見た伝統家屋とよく似ている。首

都ジャカルタはもちろん、インドネシアの各地から人々

が集まる大都市だが、地元の民族、中華系、マレー

系が集まるこのような地方都市では、ジャワ島の地方

都市とは少し違った雰囲気があり、興味深い。

　ポンティアナックから 150 キロ余り北に位置するシ

ンカワン（Singkawang）は、さらに中華色が濃い街で、

中国正月などの際にはとても盛大に祝うらしい。もう

少し時間が必要になるが、カプアス川を東に上って行

き、もう少し内陸に行ってみるのも面白そうだ。

　マレーシアのクチンへはポンティアナックから定期バ

スが出ており、10 〜 12 時間で行くことができる。週

末にはマレーシアからポンティアナックへ買い物に来る

マレーシア人も多いという。

　インドネシアの地図をジャカルタ中心ではなく、ポン

ティアナックを中心に見れば、マレーシアやフィリピン、

ベトナムまでも目に入る。ジャワ島ではあまり感じない

隣国も、カリマンタンで見ると風景が異なる。　　

　そう言えば、赤道直下で水を流すと渦がどっち向き

になるのか確認して来てくれと友人に言われたが、結

論としてはよくわかりませんでしたので、研究は次に行

かれる方にお任せします。
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Fransiska Dimitri (23)
大学生、登山家

ミレニアルの肖像
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Fransiska Dimitri (23)
大学生、登山家

　「実は木の近くに落ちる」という、ことわざがあ

ります。私は自分がそれだと思うのです。私の父

は登山クラブに属し、1980年代にモンブランなど

に登っていました。父は私のインスピレーターです。

　兄は父の跡をたどって山に登っていましたし、

私も山に登りたくてたまりませんでした。高校は

自然愛好部のある所を選び、大学は世界的にも有

名な自然愛好部がある、バンドンのパラヒヤンガ

ン大学に進みました。ちょうど私が入学した 2011

年に、男性のグループで「７大陸最高峰登頂」に

成功しており、そのニュースを聞いた時、「私にも

できるだろうか？」という思いに火が付きました。

　2014年６月に「７大陸最高峰登頂への女性の挑

戦者」の募集が行われ、応募した12人の中から４

人が選ばれました。その中に私も入ることができ

ました。選ばれた時には、思わず泣いてしまいま

した。感動したとか、もちろん悲しかったわけで

はなく、怖かったんです。「本当に、私にできるだ

ろうか？」って。

　その２カ月後、７大陸最高峰の最初の挑戦先と

して、パプアのカルステンツピラミッドに登りま

した。そこで感じた幸福感は、インドネシアのほ

かのどんな山を登った時とも違うものでした。イ

ンドネシアで最も高い山の頂に立って、インドネ

シアの国旗と自然愛好部の旗を掲げ、西ジャワの

象徴としていつも持ち歩いているアンクルンを鳴

らしました。その時に、私の幸せは、山の上にあ

るんだ、と気付いたんです。

腕時計「Timex Expedition」
20 歳の誕生日のお祝いに、両親からプレ
ゼントされたもの。７大陸最高峰の登頂で
も、これを使っている。防水加工で、ラン
プがつくのが山では便利。70 万ルピアぐ
らい。

JanSport ライト・パック
愛用のザック。31 リットル入りで、大きさは
46 ｘ 33 ｘ 21 センチ。大学の授業でも、自然
愛好部のトレーニングでも、これを使う。前に
大きなポケットがあり、中にはラップトップも
入れられる。

フランシスカ・ディミトリ
1993 年、ジャカルタ生まれ。通称ディディ。バンドンのパラヒ
ヤンガン大学の学生。国際関係専攻。同大の自然愛好部（Mahitala）
に所属し、インドネシア人女性としては初めての「７大陸最高峰
登頂」に挑戦中。すでにカスルテンツピラミッド、エルブルース、
キリマンジャロ、アコンカグア、ヴィンソン・マッシフに登頂し、
2017 年６月までに残り２峰を登頂予定。
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女性の能力。

ライフハック！
びーと×タケノコ先生 の

3

タケノコ先生（T）　うちの管理職は８割以上が女性。

びーと（B）　うちは10割。男性は信用しない。ぼくと

同じで、バカかずるがしこいか、どっちかだから。つまり、

上昇志向が強くてずるがしこいか、言われたことを言わ

れた通りにやる「バカ」か、どっちか。

T　男性は帯に短し、たすきに長し、だよね。女性はそ

の両方をまたぐことができる。最初の給料が200万ル

ピアで、今は3000万ルピアになっている人もいる。

B　僕の会社でも、最初の給料の100倍ぐらいになっ

ている。女性は信用できるし、カネで動かない。男は

絶対、カネで動く。給料が青天井になる。

T　カルロス・ゴーン？（笑）

B　７回も８回も転職して、給料がアホみたいに高い。

そのくせ、最低賃金のスタッフと大して変わらない能力

しかない。

T　アジアはやはり、女性の天下じゃない？　女性の能

力は、使ってしかるべきだよね。

びーと
本名・名取敬。1993 年からインドネシア在住。「N 真
珠」オーナー。本誌で「かたかたインドネシア」連載中。

タケノコ先生
本名・山田晴男。1998 年からインドネシア在住。「タ
ケノコ診療所」アドバイザー。

　音楽を流しながらゆっくり走るピックアップ・トラッ
ク、荷台には大鍋を置いて何か丸い物を揚げているら
しい……こんな風景を最近、よく目にしませんか？　
最近ではスディルマン通り近辺など、ジャカルタ中心
部にまで出現しています。
　はやりのピークはちょっと過ぎたかもしれませんが、
これは「tahu bulat（丸い豆腐）」売り。停止せずにゆっ
くり動いていることが多いのと、「タフ・ブラットの歌」
を流しているのが特徴。日本の「いしや〜きいも〜〜〜、
やっきいも〜」の石焼き芋売りを思い出させます。
　「タフ・ブラットの歌」には何種類かバリエーション
がありますが、採取したいくつかは、こんな感じです。

Cross Information

これがタフ・ブラット売りのトラック

はやってます　タフ・ブラット売り
(0)21

① Tahu bulat...digoreng...dadakan...lima ratusan...halaw…
（タフ・ブラット、揚げたて、約 500 ルピアだよ、ハロー）

② Tahu bulat . . .d igoreng.. .dadakan.. . l ima ratusan.. .hangat-
hangat...gurih-gurih...nyoi…

（タフ・ブラット、揚げたて、約 500 ルピアだよ、温かいよ、
おいしいよ、ニョイ）

③ Tahu bulat.. .digoreng...dadakan... l ima ratusan...haraneut 

keneh...bapa mana wakwaw...helllo...hello…
（タフ・ブラット、揚げたて、約 500 ルピアだよ、まだ温
かいよ、お父さんはどこ、ばぁ、ハローハロー）

④ Tahu bulat...tahu hangat...digoreng di atas mobil...cuma lima ratus.
..gope...gope...gope...ketahuan...ketahuan…

（タフ・ブラット、温かい豆腐、車で揚げたて、たったの
500 ルピア、500、500、500、見つけた、見つけた）

⑤ Tahu bulat...digoreng...di mobil...dina katel...dadakan...lima 
ratusan...gurih-gurih nyoi…

（タフ・ブラット、車の鍋で揚げたて、500 ルピア、おいし
いよ、ニョイ）
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私のバティック、あなたのバティック ①名前＝敬称略②年齢③バティックのブランドや
生産地④値段（購入当時）⑤買った場所や仕立て
屋⑥そのバティックの好きな点

①フェリシア・インプ（Felicia 
Impu） ② 54 ③ ガ ル ッ ト ④
45 万ルピアぐらい⑤インスタ
グラム⑥シンプルなデザイン。
丈が短く、涼しい

①ユスフ・エスタンティオ
（Yusuf Estantio）② 53 ③プ
カロンガン④ 100 万ルピア
⑤ジャカルタの展示会⑥黒を
ベースに、オレンジ色が目立
つのが好き。ビジネス・パー
トナーと会う時などの仕事着
にしている

①ベニー・アンワル（Benny 
Anwar）② 52 ③ガルット④
125 万ルピアぐらい⑤ジャ
カルタ・コンベンション・セ
ンター（JCC）でのバティッ
ク展⑥「Bulu Hayam」とい
う、鶏の羽を並べた模様が好
き。統一感のある色合いも良
い

① チ タ・ ア ン ワ ル（Chita 
Anwar） ② 57 ③ Amithya 
by Mia Utari ④ 56 万 ル ピ
ア⑤ポンドックインダ・モー
ルの日曜マーケットでのバ
ティック展⑥色と模様が好き。
着ていて楽だけどきちんとし
て見えるので、セミ・フォー
マルのイベントやモールをぶ
らぶらする時に着る

バティックを着た全身写真、①名前②年齢（なくても
可）③バティックのブランドや生産地④値段（購入当時）
⑤買った場所や仕立て屋⑥そのバティックの好きな

Ini Batikku, Mana Batikmu?

点——を書いて、編集部までお送りください。あなたの
バティックを自慢しませんか？　E メール：editorial_
japan@nankyokusei.com。

「私のバティック、あなたのバティック」募集

ピンポン球のような丸い豆腐を揚げている

タフ・ブラット売りのゲーム（アンドロイド）

　「haraneut keneh」（まだ温かい）や「dina katel」（鍋
で）はスンダ語。「nyoi」といった、特に意味のない言
葉も混じっています。訳してみると他愛のない歌なん
ですが、もしトラックを見つけたら、歌詞を聞いてみ
てください。
　さて、この「タフ・ブラット」とは、ピンポン球ぐ
らいの大きさの、丸い揚げ豆腐です。普通の「タフ・
ゴレン」は四角いので、これは丸いのが特徴。ぷっく
り膨らんでおいしそうですが、実は中は空洞で、ほと
んどがパリパリの皮だけ。ただ、１個 500 ルピアと安
いし、揚げたてで温かいので、10 個（5000 ルピア）、
20 個（１万ルピア）と買って、小腹を満たすのに食べ
るようです。
　タフ・ブラット売りはどこで、いつ始まったか、はっ
きりしないのですが、ジャカルタではやる前に、スカ
ブミ、チアンジュール、タシクマラヤ、チアミスなど
にはあったようです。
　今では「タフ・ブラット売りのゲーム」まで出てい
ます。材料を仕入れて、タフ・ブラットを売るゲーム
です。
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(0)21-5797-4356

+62 インドネシア料理教室　
お祝い料理ナシ・クニン

プレゼント
「ツトム・ミズタ　リトグラフ自選集 Vol. 4　2014 〜 2016」　

　インドネシアのお祝い料理の定番である「ナシ・クニン」
とおかず２品（卵のバラドとプルクデル）を作ります。出
来た料理をアヤム・ゴレンとともに試食します。
　パサールツアー付きは、パサール（市場）で食材の売
られているところを見学し、買い物をします。
日程　①３月 10 日（金）8 ：30 〜 13：00
　　　　（パサールツアー付き）
　　　②同 10：00 〜 13：00（料理教室のみ）
　　　③同 14：00 〜 17：00（料理教室のみ）
定員　①②各４人、③８人（先着順、定員に達しない場

合は開催しません）

　本誌でリトグラフを連載中のツトム・ミズタさんの自選
集。インドネシアにインスピレーションを得た作品を中心
に、「マンゴー・ガーデン」、「マハカム河　上り下り」、「雨 ● +62 ／ Email : editorial_japan@nankyokusei.com。

ツトム・ミズタ
 「EQUATOR 〜Ⅱ」（赤道〜Ⅱ）
2016 年、30.0×47.5 センチ　リトグラフ、紙

天」など 18 点を収録。希望者は +62 編集部まで。先着
順で 10 名様。無料。

場所　+Nankyokusei（Apartemen Tropik）
料金　① 50 万ルピア、②③ 30 万ルピア
お申し込み　ウェブサイト：www.plus62.co.id/store　
　　　　　　Email：sales@nankyokusei.com40



共くん 愛ちゃん

　胸の痛みには、心臓の病気のほかに、胃食

道逆流症、気管支炎、ヘルペス、不安症など、

いろんな原因があります。軽く考えずに、い

つも警戒しておくことが必要です。

胸の痛み、どんな症状？

胃食道逆流症
	 胃液が食道に逆流するため、みぞ

おちなどが熱くなる

気管支炎・肺炎	 咳で胸が痛い

帯状疱疹ヘルペス	 針で刺すような痛み、ピリピリする

不安症
	 パニック症状で、心臓がドキドキ

する

心臓の病気

	 重い物がのしかかっているよう。
痛みは腕の上部や背中まで広がり、
「どこが痛いか」と聞かれて、１カ
所を指すことができない

　最も警戒が必要なのは心臓の病気、特に

冠状動脈疾患です。

　「時は金なり」ということわざがあります

が、冠状動脈疾患では、「時は心筋なり」。発作が起き

てから６時間以内の「ゴールデン・ピリオド」に適切

な対処をしないと、心筋細胞が壊死してしまい、元に

戻すことはできません。胸に痛みがあったら、直ちに

病院へ行ってください。

　予防としては、食事に気を付けてくださ

い。インドネシア人は脂肪分が多い食事を好

み、日本人は塩分の多い食事を好む傾向があ

ります。両方とも、血圧を上げ、血液に血栓が出来る

可能性があります。歩いたり階段を使うなど、日ごろ

の運動を心がけてください。最も重要なのは、たばこ

を吸わないことです。また、少なくとも年１回は健康

診断を受けてください。

冠状動脈疾患になりやすい原因
１　高血圧
２　高コレステロール
３　糖尿病
４　喫煙
５　遺伝

　この５つのうち、最後の「遺伝」はどうしようもあ

りませんが、ほかの４つは生活習慣を改善することで、

リスクを減らすことができます。

共愛メディカル・サービス  
Kyoai Medical Services
Wisma Keiai 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.3-4　Tel：（021）572-4330　
日本語専用ダイヤル　（021）5790-5850　８：00 〜 18：00（土 13：00）　日祝休診
メールでのお問い合わせは、info@kyoaihealthcare.com　www.kyoaims.com　  

カラワン	 (021)3042-4008/4009
EJIP	 (021)8967-7310

KIIC	 (021)2956-9381/9382
バリ	 (0361)766-591

胸の痛みを
甘く見てはダメ！

共愛だより  3 月

胸の痛みの原因はいろいろ。

最も警戒が必要なのは冠状動脈疾患。

生活習慣を変えて予防を。

すぐに病院へ！

エイジロ・スギヤマ・
エディソン先生

スマトラ島出身。子供の時
に計６年間、日本在住。イ
ンドネシアで医師資格を取
得後、自治医科大で４年間、
循環器について学ぶ。
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こ
ま
つ
か
苗

こまつか苗（こまつか・なえ）
ペンギン・インコ陶作家。京都の清水焼の工房で陶絵付け職人として 10 年
働いた後、大阪の自宅に開窯し、ペンギンとインコをモチーフにした陶作品

（時々、カピバラ）を制作している。本職とは違うものの、イラストと文章
による「らくがきドラマ」、「ラグビーポジション・インコ解説」などを発表し、
好評を博す。
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寺
の
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寺
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戸
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　カピバラのカピ蔵の背に乗って水中

に潜り、寺の内部へとつながる水路の

中を進む一行。もう息が続かない、と

思ったところで不意に水路がとぎれ、

頭の上にぽっかりと空間が広がった。

「ここは……？」

「湯留糞寺（ゆるふんじ）の中庭にある、

井戸の底じゃ」

　風雷坊は答えた。

「周りに誰もいないか確かめてから出

て、噛虎（かみとら）様のおられる隠

し部屋を探すぞ」

「御意」

「井戸の中は狭くて翼を広げられぬゆ

え、石垣をよじ登らねばならぬが、で

きるか？」

「手前どもはインコゆえ、しがみつい

て登るのは得意。なんなら、飛べば済

む所でもよじ登りたいぐらいでござる

よ」

　ちょうど日が昇った時分。荒法師た

ちは皆、フクロウなので、見張りの当

直の者を除いては、眠りについたらし

い。

　一同は、水桶に乗ったカピ蔵を釣瓶

で引き揚げた。

　カピ蔵が手を井戸の縁にかけたとこ

ろで不意に話し声が聞こえ、何者かが

近付く気配がした。
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「秘技・ライチョウ隠れ！」

　ばさり、と風雷坊が翼を大きく広げ、

オカメもんと小太郎を包み込んで丸く

なった。

　さすがはライチョウ。残雪まじりの

土色の翼が、周りにある庭石に、たち

まち同化した。

　カピ蔵はと言うと、井戸から転がり

出て、母屋の壁に駆け寄った。

「カピバラ忍法、蓑隠れ！」

　そう言って、壁にかけられた笠と蓑

にまぎれた。

　一方、不意に引き手を失った水桶は、

井戸の底に落ち、大きな水音を立てた。

「バシャーン！」

　見張りの荒法師たちが駆け寄って来

た。

「何事じゃ！」

「井戸の水桶が落ちたようじゃ」

「誰もいないはずじゃが……」

「誰かが中途半端な位置に置いた物が

落ちたのであろうが、万が一、しらと

りの間の姫を取り返しに誰かが忍び込

んだとあってはいかん。念のため、ワ

ナを仕掛けておくか」

　（しらとりの間、か）

　風雷坊はくちばしの中でつぶやいた。

　見張りたちは、井戸の脇にせっせと

ワナを仕掛けた。出来上がったワナを

見た風雷坊は、思わず、くちばしの端

を緩ませた。

　（いやいやいや、いまどき、このよう

に単純なワナにかかる、たわけ者がお

ろうか）
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　「うぬっ、はかられたか！」

　見ると、いつの間にか小太郎が風雷坊

の羽の下から出て、しっかりと、ベタな

ワナにかかっていた。

　「たわけ者かああああ！」

　風雷坊はかごを団子ごと一撃し、小太

郎をひきずり出した。

　「だんご～～～」

　団子を食べそこねた小太郎の、悲痛な

叫び声がこだました。

　「ものども、出あえ、出あえ！　曲者で

あるぞ !!」

　寝ていた荒法師たちが次々と起き出し

てきて、寺はインコの巣をつついたよう

な騒ぎになった。　　　　　　　（つづく）
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続・窪田君「ス・ゴ・イ」

　先月の「編集長日記」、「窪田君『ス・ゴ・イ』」は、

インドネシアとまったく関係のない、「俳優・窪田正

孝の演技にはまっている」という話を書いたのだが、

ちょっと恐れをなしてしまうほどの反響があった。ウェ

ブサイトのアクセスは過去最高を記録。たくさんのコ

メントもいただいた。知らなかったその先には、「ア

ナザースカイ」ならぬ「アナザーワールド」が広がっ

ていた。窪田君ファンの方々とインドネシアという、

なんだか不思議な「クロス」まで生まれているので、

少し続きを。

　先月は、「ただひたすら演技を鑑賞して、『す・ご・

い』『す・ご・い』と、シャーペンをカチカチやるよ

うに心の中で言い続けているだけ」と書いた。その

窪田君「す・ご・い」のシーンを、一部、切り取っ

てみようと思う。個人的に「特に好きなシーン」と言っ

てもいい。タイ在住のイラストレーター、本多トモコ

さんが各シーンをイラストにおこしてくれた（→ P49。

注：未見の方へ。ネタバレあります）。

　「最高の離婚」第３話、星野結夏（尾野真千子）と初
島淳之介（窪田正孝）が合コンで出会うシーン。淳之介
が食後のデザートを決める。
女の子たち「デザート食べたい」

淳之介「選んどいた、選んどいた。ガトーショコラ

のアイス和えとかどう？　星野さん、草餅ありますよ。

サキちゃんはねぇ、ブドウのムースとかどう？　いい

でしょうー、ははは。星野さん、蕨餅ありますよ」

　このシーンで話しているのはほぼ窪田君だけで、

窪田君が１人でこのシーンを仕切っているようなも

のだ。その絶妙なせりふの間合い、テンポには、舌

を巻いた。ほかの女の子たちにはおしゃれなデザー

トをノリ良く勧めつつ、ふと横を向いて、結夏に「草

餅」だの、「蕨餅」だのを勧める。めちゃくちゃおか

しい。

　淳之介は、瑛太演じる「光生」とは対照的で、難

しく考えるタイプではなく、真っ直ぐな若者。餃子を

包むのが上手だと結夏にほめられ、「日本一うまいっ

て言われるんですよー」と適当なことを言って、細か

い光生がイライラするシーンもおかしかった。

　この時も真っ直ぐ言っているだけで「悪意がある

わけではない」ということを、見ている人にわからせ

ないといけない。むしろ、「草餅」だの「蕨餅」だ

の言うのは、「結夏を無視しない」という淳之介の思

いやりなのかもしれない、と思わせる。

　わずか 15 秒ぐらいのシーンなのだが、２人の出

会いの非常に重要な導入部であり、嫌みなく、コミ

カルに演じるのは難しいと思う。窪田君「ス・ゴ・イ」

の１シーン。

　窪田君は、最終的には結夏に振られる役で、主役

である光生を食ってはならず、振られることも視聴者

に納得してもらわないといけない。微妙な役、絶妙

な演技だ。

　「ST　警視庁科学特捜班」第３話、黒崎勇治（窪田正孝）
が友人の内藤茂太（石垣佑磨）と「会話」をするシーン。
内藤「公務員ってさぁ、そんなに忙しいわけ？」
黒崎「……」
内藤「あ、じゃあさ、これはやっぱり無理？　来月の
舞台」
黒崎「……」
内藤「えっ、来てくれんの？」
黒崎「……」
内藤「ありがとうー！　あ、チケット代は大丈夫。招
待するから」

アナザーワールド
編集長日記
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黒崎「……」

内藤「払ってくれんの？」

黒崎「……」

内藤「やったー！　ありがとう。チケット売った分だ

けギャラになるんだよ。助かるぜー」

　これも、おかしい上に、「窪田君『ス・ゴ・イ』」

としか言えない。上の台本を見ただけだと、何のこ

とか、どんなシーンなのか、さっぱりわからないだろう。

　「ST」の黒崎は、「人と話さない」という役だ。最

初にこの設定を知った時は「窪田君にせりふを言わ

せないなんて、なんてもったいないことをするんだ」

と思った。しかし、例えば上記のシーンで窪田君は

一言も発していないにもかからず、補完する友人の

せりふがたとえなかったとしても、言いたいことがわ

かるのだ。黒崎のジェスチャーは、うなずいたり、親

指を立てたり、友人の腕をぽんぽんと軽くたたいたり、

というぐらいなのに、なぜ伝わるのだろうか？　「演

技がうまい」としか言えないのだが、本当にうまい

のだ。

　「臨床犯罪学者　火村英生の推理」第９話、有栖川
有栖（窪田正孝）が「シャングリラ十字軍」に拉致され、
地下室に監禁されるシーン。「シャングリラ十字軍」指導
者の諸星沙奈江（長谷川京子）と対峙する。
有栖「残念やけど、火村はあんたには振り向かへ

んで」

　まず、これは、シーンの設定自体が「荒唐無稽」で、

「陳腐」と言われても仕方がない。なぜ、指導者

の帰還した場に幹部級メンバーが３人しかいないの

か？など、突っ込みどころが多い。通常だったら、共

感できるどころか、しらけてしまうところだ。しかし、

ここに窪田君が入ることによって、「あり得ない」と

思っているシチュエーションに一気に引きずり込まれ

る。演技とは、「虚構」を「現実」に変える力だと思う。

この地下室でのシーンは、最初から最後まで、窪田

君の演技力で持っている、と言ってもいい。

　諸星と対峙するシーンで、「シャングリラ十字軍が

おれに何の用や？　人違いちゃうか？」と軽くいなす

ようであった有栖が、諸星の狙いは火村英生（斎藤

工）だと知る。上のせりふを言う時の、これまでとは

違う語調と目の力の強さ。火村との絆の強さ、それは、

拉致されたり、自分の命が危険にさらされているとい

う恐怖にも打ち勝つものであることが、この一瞬の

有栖に表れていると思う。

　関西弁で飄 と々した「アリス」役は、かなり好きだ。

 

　「N のために」第 10 話、殺人現場でのシーン。

　「N のために」は、脚本、演出、音楽、俳優、す

べてが素晴らしい作品だ。中でも、窪田君が実体化

させた「成瀬慎司」が光る。演技の素晴らしいシー

ンは「全部」だ、と言ってしまうが、一例を挙げると

したら、最終話でようやく明かされる、殺人事件の

現場でのシーン。

　レセプションにいる成瀬君。杉下希美（榮倉奈々）

の「助けて……助けて、成瀬君！」という叫びをイ

ンターフォンで聞いた時の目の動き、「すぐ行きま

す」と答えて、レセプションのスタッフに「ここ、開

けてください」と言う時の表情。「4803、4803」と部

屋番号をつぶやきながら、部屋を探し求めて走って

行く姿、ドアを勢い良く引いて開けようとするが、外

側からチェーンが掛かっているのを見た時の戸惑い、
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とにもかくにもチェーンを外し、「杉下！」と叫び、殺

人現場の部屋へと入って行く姿。

　警察が来てから、希美に「外からドアチェーンかかっ

とったこと、警察には言わんで」とささやかれ、希

美の安藤望（賀来賢人）に対する思いを知る。部屋

を出て行く安藤に目をやり、希美の顔に視線を移し

た後に見せる、痛みに耐えるかのような表情。

　窪田君「ス・ゴ・イ」の連続だ。

　「QP」第 11 話、「情報屋」のエイジ（窪田正孝）がバー
で飲んでいるシーン。
エイジ「まぁ、言っても、ハエが止まった所がうんこ

に変わるんじゃなくて、うんこにハエがたかってくる

んだけどね」

　「エイジ」を評するのが一番難しいかもしれない。

成瀬君を真逆に振ったような役で、とらえどころがな

い。エイジは「沼」だし、窪田君も「沼」だと実感

させられる。

　特に好きなのはこのシーンで、エイジはバーでマ

スターとしゃべっている。灰皿をひっくり返して、たまっ

た吸い殻を捨て、そこになみなみと注いだテキーラ

を少し吹いてから、直接、口を付けて飲む。たばこ

を手にして、マスターの言葉に、肩を振るわせて笑う。

そして、このせりふ。

　せりふだけ見ると「はぁ ?!」だろう。こんなせりふ

を言いながら、チャーミングでいられるのはナゾ。

　キリがないのでこの辺でやめるが、窪田君の演技

のすごさの一端をお伝えできればと思う。窪田君の

演技は、「語りたい」と思わせるものを持っている。

アオフウチョウという鳥

　アートディレクターの Q と「窪田君は鳥みたいだ

よね」という話になった。「小動物っぽい」と言わ

れるらしいが、それよりも「鳥」というイメージで

はないか？

　「 何 の 鳥 だろう？」。 私 が 想 像した の は、 そ の

「シュッ」とした姿から、サギのような細い鳥。

　私よりも鳥に詳しく、「鳥変換」の得意な、「イン

コ侍」を本誌で連載中のこまつか苗さんに聞いて

みた。すると、即、ある鳥の動画が送られて来た。

　「パッと浮かんだのが、このフウチョウのオス。

黒髪に大きな丸い目、思いもよらない変身を見せ

てくれそうな感じ」「シックで控えめな見た目から繰

り出す、あの奇想天外な求愛ダンスが彼っぽいと

思っています。羽全体が目のようになる。ちなみに、

窪田君は顔だけで見ると、オオタカに似てると思い

ます」

　「極楽鳥」と通称されるフウチョウ科のアオフウ

チョウだった。

　極楽鳥が生息するのは、世界中でインドネシア、

パプアニューギニア、オーストラリアのみ。美しい

飾り羽を持ち、実際に見てみないと想像もつかない

ような、独特の求愛ダンス（「ディスプレイ」と言う）

をする。

　16 世紀に初めて極楽鳥がヨーロッパへもたされ

た時、羽毛を傷つけないように足が取ってあったの

で、これは足のない鳥、ずっと空中を飛び続ける

楽園の鳥（Bird of Paradise）だと信じられた。私

の愛読書のウォレス著『マレー諸島』では、ウォレ

スがマルクやパプアで極楽鳥を探すのがハイライト

だ。

　ジャカルタで何度かバード・ウォッチングをご一
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緒させていただいた田中康久さんは、ニューギニ

アの山中で見たオジロオナガフウチョウを「天女の

羽衣」と言った。長さ１メートルもある白くて長い

尾羽をたなびかせ、緑濃いジャングルの中を飛ん

でいたという。私はまだ、ジャカルタの動物園と剥

製でしか、極楽鳥を見たことがない。いつかパプ

アへ行って、野生の極楽鳥を見るのが夢だ。

　全 39 種もある極楽鳥のうち、アオフウチョウは

ニューギニア島の東部にのみ生息し、「その鮮や

かな色彩と希少性で、フウチョウ科でも幻の存在」

（ティム・レイマン、エドウィン・スコールズ『極

楽鳥全種　世界でいちばん美しい鳥』、日経ナショ

ナル・ジオグラフィック、2013 年）とされる。国際

自然保護連合（IUCN）のレッドリスト、絶滅危惧 II

類に指定されている。

　求愛ダンスでは、原形がわからないような、鳥

とも思えない形状に変わる（右）。この変幻ぶりは、

確かに、「窪田君」かもしれない。

鳥のイラスト…本多トモコ
Illustration by Honda Tomoko
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写真と言葉

　『Cut』2017 年３月号の「誰も観てない映画 50

本」特集で、７月 29 日公開予定の「東京喰種　トー

キョーグール」と窪田君が取り上げられた。窪田君

は主人公の金木研（カネキ）を演じる。

　構成は、写真４点（４ページ）、インタビュー２ペー

ジ。この４枚の写真に目が吸い寄せられたまま、動

かなくなってしまった。

　黒い背景に溶け込むような黒っぽい服を着た窪

田君。写真はすべて正面向きで、１枚目は手を軽く

口元に当てている。２枚目はポットからカップにコー

ヒーを注ぐところ。３枚目はカップを口につけてい

る。４枚目はコーヒーを注いだカップとポットを抱

え込むような仕草。

　動かない写真なのに、完璧に「演じて」いる。

カネキがいた。悲しみ、怒り。一様に暗い表情に

見えるが、それだけではない。それこそ「沼」にも

似た、人間の混沌とした感情や思考。それが、こち

らに避ける隙も与えずに真っ直ぐに飛び込んで来る

ようで、胸の奥がザワザワッとした。写真を通して、

自分がただ一人、カネキと向き合い、対峙している

ような気がした。

　写真だけでこれだけ訴えかける力があること、せ

りふも動作もなしで、これだけ演じられることには

圧倒される。インタビューで語られている言葉より

も写真の方が、はるかに訴えかけてくるものが大き

い。言葉を超えた世界なのだ。

55



「雨季」（13 tiga belas）56



2014 年の年末、ツイッターで独創的な花のアレンジの写真を見かけ、思わずコメント

を送ったのが Anna Scottさん（ツイッター・アカウント名）との出会いでした。花屋

で働いていること、急に手術を受けることになったことを知り、無事を祈ってバリで「ク

リスマスの木（Pohon Natal）」と呼ばれている火焔樹の写真を送りました。こうして

付き合いが始まり、これまで、お正月の花や秋のリースをいただいたりしていましたが、

今回、「インドネシア」をテーマにした花を送ってくれました。Anna Scottさんのご了

解を得て、いただいた手紙とともにご紹介します。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
× 

花 

× 

日
本
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Rasakan Sakura 
di Tanganmu

Ayo, membuat kue manis Jepang yang lucu dan 
lezat bersama Matsumoto Machiko. Ia adalah 
guru masak untuk orang asing di Osaka. Datang 
dari Jepang, ia mengajari kita membuat dua 
jenis kue manis khas Jepang. Setelah itu, Anda 
bisa mencicipi kue manis buatan Anda sendiri 
ditemani dengan minuman tradisi Jepang, 
matcha hangat.

Kapan?
4 dan 5 April 2017
14:00-16:00

www.plus62.co.id

Kapasitas: 10 orang /kelas
Bahasa Pengantar: Bahasa Inggris
Biaya Pendaftaran: Rp. 500.000

Japanese Sweets Cooking Class








