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インドネシア
料理教室

５月は「ラマダンのお菓子」
断食月（ラマダン）のお菓子、パイナップルジャム入りの「ナナス・タルト（ナスタル）」
と断食明けの代表的な甘味である「コラック」を作ります。

５月 23 日（火）・24 日（水）
午前の部
①８：30 〜13：00（パサールツアー付き）
② 10：00 〜13：00（料理教室のみ）

午後の部
③ 11：30 〜15：00（パサールツアー付き）
④ 13：00 〜15：00（料理教室のみ）

 場所
+Nankyokusei

 料金
パサールツアー付き　50 万ルピア
料理教室のみ　30 万ルピア
試食、コーヒー、お土産付き

 お申し込み
www.plus62.co.id/store
Email : sales@nankyokusei.com
Line : Sama2 +62



「石跳び（lompat batu）」と「波乗り（サーフィン）」で有名な島、ニアス。

島と言っても、面積約 5625 平方キロメートル。

日本の愛知県（5172 平方キロメートル）に相当する広さ。

地図を開くと、ウムラウトの付いた見慣れないコトバの地名が目に飛

び込んで来る。

「祖先はスマトラから来た」と言い、距離感を見るとそれが自然に思

えるが、パイナップル繊維の布、ヤシ酒トゥアックなど、フィリピンと

の共通点も多い。

ニアスの音楽はハワイアンのようなゆったりした曲調だし、現在のス

マトラ島より、ポリネシア、メラネシアといった太平洋の島々の方が

近いような気もする。

新石器時代に、中国大陸から台湾、フィリピンを経て、西インドネシ

ア方面に渡って来たとされる南島語族（オーストロネシア語族）の文

化慣習が、海に囲まれた島の中で時を経て残ったものなのだろうか。

そんな考察にふけってしまうほど、ナゾの多い、ふしぎな島。

ふしぎの島
ニアス

文…池田華子、写真…プトリ・スシロ＆タウファン・ファズリン
Text by Ikeda Hanako, photo by Putri Soesilo & Taufan Fazrin (GoPro photos)

※値段は参考。値段を含めた情報は取材（2016 年）当時。変更の可能性があります。

トゥレロトのサンゴ礁の海。津波の後、マングローブが芽を出していた
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1
闇をのぞく
グヌンシトリ　Gunungsitoli

　メダン空港の搭乗口からバスに乗り込んだ人数はそ

れほど多くなく、バスが停まった所に待っていたのは、

久しぶりのプロペラ機だった。プロペラ機は揺れるかと

思ったが、揺れたのは飛び立った最初だけで、あとは

順調だ。山と雲がたっぷりと連なるスマトラ島の広大な

陸地を抜けるまで、結構な時間がかかった。ようやく地

平線が水平線に変わり、海に出た。ここから、海を越

える。海の表面に細かいしわが寄り、映画「惑星ソラリ

ス」を思い出す。プロペラ機はこの低さがいい。　

　海の深い青の中に、サンゴ礁のグリーンがスポットと

なって落ちていて、なんとも言えない美しさだ。点々と

浮かぶ島の真っ白な砂浜がまぶしい。そうした小島の先

に、どーんと見えてきたのがニアス島。まずはその大き

さに驚いた。「えっ、こんな所に、こんな大きい島があっ

たの?!」という驚き。誰も知らない「New	World」が突

然現れたような。

　新世界の島は、飛行機の向かう先に横たわり、横一

直線に延びた長い海岸に波が寄せている。海岸の先は

ココヤシ、ニッパヤシなどの茂る平坦な緑の大地。緑

の中にキラッ、キラッ、と光るのは、家のトタン屋根だ。

伝統家屋の茶色い屋根も見える。海の青、陸の緑とい

う色の取り合わせが目にやさしい。

　ヤシの木をかすめるようにして着陸した。プロペラ機

から荷物が運び出され、人力で運ばれて行き、ターンテー

ブルに載せられる（載せる必要もないような）。ロビーに

は迎えの人がいっぱいだ。その中から、頼んでおいた

運転手のグルグルさんを探し出し、ミュージアム・プサカ・

ニアスに向かった。ここで、ニアスに長く住み、ニアス

の文化に詳しいドイツ人司祭のヨハネスさん（76）に話

を聞く手配がしてある。
飛行機から見たニアス島。美しいブルーの海、白い浜辺と緑の大地

ニアスの木彫りの像
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　よろよろと出て来たヨハネスさんは1971年、30 歳の

時からニアスに住んでいる。「なぜニアスに？」と聞くと

「召命を受けて宣教に来ました」とのこと。アルバムを

出して見せてくれたので何かと思ったら、故郷のシュヴァ

ルツヴァルトの写真で、ドナウ川の長さを説明し、ア

ルバムを閉じて「以上」という感じだったので面食らう。

いかつい顔で、にこりともしないのだが、口から飛び出

すのは冗談ばかり。面白い人だ。

　真っ先に、ニアスの木彫りについて尋ねた。と言うの

も、私がニアスに興味を持ったきっかけは木彫りだった

からだ。バンドンに住む「木彫りコレクター」の坂口広

之さんが、ある日、会社までわざわざ見せに来てくれた

ニアスの本を見て、その写真に目を奪われた。パプアの

木彫りほどプリミティブではなく、ヨーロッパ風にも見

えるおしゃれな彫像。バリの木彫りのように細かすぎず

実写的すぎず、大胆なデフォルメがされていながら、かっ

ちりした彫像。これまで見たことがない、不思議な彫像

だった。インドネシアのほかの地域にはない独特のセン

ス、と感じた。

　彫像の頭に変わった飾りが突き出しているのが特徴

で、デザイナーのＱは、これらを「インパラの角」「カブ

トムシ」「クワガタ」などと命名した。前にせり出した舟

形の屋根を載せたような頭もあった。どことなく「宇宙

人」的だ。

　木彫りは伝統家屋の飾りに使われていて、坂口さん

に聞くと、もうほとんど「本物」は残っていないと言う。

2004 年、2005 年、2006 年と相次いだ津波でも大き

な被害を受けてしまった。坂口さんのコレクションは、

以前に現地で買った物のほか、バンドンにあるパプアと

ニアスの木彫りを扱うギャラリーで買い集めた物とのこ

とだ。「ほとんどない」とは言っても、現地へ行けばあ

るのではないか、運が良ければ入手できるかも、と意

ニアス在住 46 年（！）、ドイツ人司祭のヨハネスさん ニアス伝統家屋を模した建物。高床で、大きい

木彫りは伝統家屋の飾りにも使われている

坂口さん所蔵のニアスの木彫り。頭の上の飾りが特徴的
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船を載せたような形の頭。カブトムシ ニアスの伝統衣装の冠。左の木彫りに似ている

垂れ下がるイヤリングを耳に着ける

豚の牙の飾りの付いた刀

頭部と片手だけの「首狩の像」などがあり、相当に怖い。

　こんな信仰の島でキリスト教を布教するのはさぞ大

変だったことだろう。「『彫像は捨てなさい』と言ったら、

泣かれた」とヨハネスさん。「ニアスの人々は、今では

祖先の霊を信じていないのか？」と聞いたら「信仰はな

いけど、心の中では（in	the	spirit）信じている」。とは

言え、木彫りが今では作られていないのは、キリスト教

化が進み、彫像の本来の役割がなくなってきたのも一

因と言えそうだ。

　ニアス島にイスラム教徒の少ない理由を、ヨハネスさ

んは「ここの人たちにとって『豚なしの人生はなし』だ

から。ここではスシ（鮨）は必要ない」と冗談を言う。

こんなに海に囲まれているのに、と思うが、内陸部は

山がちで、魚を食べるのは沿岸部だけだそう。伝統料

理は豚の塩釜焼きで、これも木彫りと同様、「今は、も

うない」と言う。

　「昔は村へ行くと、『（司祭が食べてもいい）卵です』

と言って、豚肉を出してくれたものだ。今は、豚肉の値

段が高騰し、『卵です』と言って出されるのは、本当に卵」

と、また笑わせてくれるヨハネスさん。幻の「豚の塩釜

焼き」、食べてみたかった。

　この日の宿は海岸に近い、コテージスタイルの「ミ

ガ・ビーチ・ホテル」。夕方、海まで歩いて行ってみると、

横に長く延びたビーチに、同じく長い波が打ち寄せてい

た。子供がサッカーをして遊んでいたが、夕焼けのころ

に、皆で一斉に海へ入って行った。子供たちにつきまとっ

ていた犬も負けじと後を追ってざんぶと海の中へ入って

行き、大波をかぶっても負けずに泳いでいる。心がほど

けるような広い空に、広い海。この海の向こうから、人

が渡って来たのだ。

　その夜は、豚の塩釜焼きの代わりに、ニアス名物と

聞いた「BPK」を食べに行った。どこかの省庁の名前の

ようだが、「Babi	Panggang	Karo」の略で、「カロ族の

豚の炭火焼き」。ニアス名物と言いながら、「カロ」はト

気込んで来た。

　そこで、まずは木彫りが今もあるかどうかを聞いた

のだが、「Tidak	ada	lagi（もう、ない）」と断言され

た。旅の主目的が初っぱなから消えたわけだ。そこから、

彫像のいわれ、ニアスの風習などの不思議な話を聞いた。

　ニアスの人々はスマトラ島から渡って来たと伝承され

ている。伝説によると、未婚なのに妊娠したある女性

が死刑に処せられることになった。憐れんだ王が、女

性を舟に乗せて海へ流す流刑とした。舟は海を渡って

ニアス島に着き、そこで、女性は子供を産んだ。それ

がニアス人の祖先になったという。

　彫像とは祖先の霊をまつるための物で、亡くなった

人の代わりとなる。亡くなった人の霊魂は、彫像に移る

と考えられている。従って、故人に似せた彫像には、１

つとして同じ物はない。彫像は家の壁などに飾られた。

入れ物を持った彫像の場合、入れ物の中には豚肉など

の食べ物やシリの葉といったお供え物を入れる。こうし

て、祖先に恩寵と加護を願うのだ。

　彫像が、生きた人の身代わりとなることもある。病気

になると、簡単に彫れるバナナの木で彫像を作り、自

分の名前を付ける。そして、自分は名前の一部や全部

を変えるなどして改名する。

　「その入れ替わりの儀式を４歳か５歳のころ、やった」

とニアス人司祭のナタさんが話してくれた。「部屋を真っ

暗にして、小さなロウソクの火だけを灯す。ドゥクン（呪

術師）がロウソクの火を吹き消し、部屋が真っ暗になっ

たところで、後ろの戸を開ける。It's	coming」。めちゃく

ちゃ怖い。

　昔はコレラなどの疫病で１つの村が全滅することもあ

り、それは悪霊のしわざと考えられた。悪霊に対抗する

「神」が祖先たちの霊だ。

　ヨハネスさんが「ニアス文化を守るために」、買い集

めた民芸品約 6000 点を展示するミュージアムにも、日

本の「呪いの五寸釘人形」と同じような呪術用の人形や、●ミュージアム・プサカ・ニアス
Museum Pusaka Nias
Jl. Yos Sudaro No.134A, Gunungsitoli, Nias  Tel : +62(0)639-22286
火〜土 8:00-11:30, 13:30-16:30、日 13:00-17:00
入場料（外国人）２万ルピア  www.museum-nias.org14 15



顔を見つめながら、ご飯をだーっとこぼしていたと言う。

よほどに「よそ者」が珍しいようで、警戒心も強い。

　話を聞くのに四苦八苦していると、後ろの席に座って

いたエヴァンさんが対応してくれた。この店のオーナー

の親類だが、スマトラ島で学校に行っていたので、聞き

やすいインドネシア語を話す。

　エヴァンさんからも「ふしぎの島、ニアス」の話をい

ろいろ聞いた。メダンから呪術師がやって来て、刀を腕

に当てて動かしても血が出ない術を披露した。しかし、

「やってはいけない場所」でそれをやったところ、術が

破られ、血が噴き出した、と言う。

　ニアス島、おどろおどろしいと言うか、原始に近い、

どす黒い闇が広がっているような気がした。

　閉ざされた「完結した世界」である島。外部者への

強い警戒心。長い歴史の中に秘められた深い闇。日本

とニアス、ちょっと似ているかもしれない。

●ミガ・ビーチ・ホテル
Miga Beach Hotel
Jl. Diponegoro No.507, Fodo, Gunungsitoli, Nias
Tel：0813-9764-8200

● BPK の店
Mama Aurel
Gunungsitoli, Nias
9:00-21:00
豚の炭火焼き（BPK）＋ご飯（お代わり自由）＋スープ　１万 5000 ルピア
豚のソーセージ（キドゥンキドゥン）１万 5000 ルピア

バ湖周辺の民族の名前だし、この料理もバタック料理

とほとんど変わらない。豚三枚肉を炭火で焼き、スパ

イシーな豚の血のサンバル（saksang）で食べる。

　「これはバタックにはない」と言われたのが、「キドゥ

ンキドゥン」（Kidu-kidu）と呼ばれる豚のソーセージ。

豚の挽肉を豚の腸に詰め、香辛料はおなじみの「スマト

ラ山椒」ことアンダリマン、それにクミリ。ご飯が進む。

　びっくりしたのは、デフォでご飯が２皿ついてきて、

さらにお代わり自由なこと。テーブルはご飯だらけに。

「Pakai	es?」と聞かれて意味がまったくわからなかった

のだが、「スープ付き」という意味で、氷を入れるわけ

ではない。

　ところで、この店に入った時から、店の人の対応が変

だった。インドネシア人記者のＰが「BPK２つ」と注文

すると、「半キロ？」ととんちんかんな返事をするし、Ｐ

が厨房へ行ってソーセージを追加で注文すると、Ｐの

㊨キドゥンキドゥン（手前）と BPK（奥）
㊦ご飯は１人２つがデフォで、お代わり
自由

BPK の店。なんとなく時代がかっている
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こんにちは
（「ヤ」の後で切る）

ニアス島

石跳び

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

好き

散歩する

おいしい

とてもおいしい

犬

鶏

家

ありがとう
（「グ」「ル」はドイツ語の
ウムラウトのような発音）　

ミガ・ビーチ・ホテルでの朝焼け

ニアス語
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　ニアスで恐らく最も有名なのが「石跳び」（lompat	

batu）。石を積んだ高さ２メートル超の台を、跳躍して

飛び越える。走り高跳びのようなものだが、棒などの支

えも、手も使わないし、身１つで跳ぶ。元々は「戦い

のための訓練」だったそうだ。攻めて行った村の塀を

跳び越えて村の中に入るための練習だった。１人だけ

中に入っても殺されてしまうので、何人もが次々に飛び

越えられることが重要なのだ。このため、「石跳び」は

数人が順番に、次々に跳ぶことが多い。

　石跳びを見に、大抵の観光客が訪れるのはバウマタル

オという村。比較的、行きやすい場所にある。駐車場に

車を停めて車から降りるなり、「ガイド」がぴったりついて、

「ストーン・ジャンプ」のパッケージを勧めてくる。ヨハ

ネスさんからジャンプの相場は１回 10 万ルピアぐらい、

と聞いていたが、ここで言われた値段は１回（１人）25

万ルピア、２回（２人）40 万ルピア、３回（３人）55

万ルピアと、あまりにも高い。「ほかの観光客がいたら、

便乗できるかも」と思いつつ、まずは村へ行ってみるこ

とにした。

　石段を上がった所に村があり、中央に広場のような通

路、両側に伝統家屋が並ぶ。想像以上に規模が大きい

ことに驚いた。伝統家屋は高床式のルコのようで、床

下は薪などの貯蔵場所。屋根は草葺き、レンガ、トタン

など、バラバラ。人々は普通に生活しているのだが、バ

リの自然さに比べてなぜか不自然さを感じるのは、あま

りにも観光の売り込みが強いからだろうか。何でもカネ

カネカネ……という印象を受ける。ガイドが次々に説明

してくれるのもチップ欲しさに、と思われるし、ぴったり

ついてくる子供もかわいくない。こちらは「普通の日常」

をできれば見たいと思っているのに、それが最初から拒

絶されているからか、なんとも居心地が悪い。

　テンションが上がらないまま村をうろつくが、周りから

注視されている感が強く、落ち着かない。伝統家屋の

中に１軒だけ土産物屋があり、ここに木彫りが少しだけ

あった。しかし、あまり買う気が起きない。ピンと来る

品がないのと、「祖先の霊」の話を聞いたからだろうか。

彫像のほかは、猿の木彫りの付いた「ココナッツおろし

機」、金を計るのに使っていたという秤、戦いの時に首

2
石を跳ぶ
バウマタルオ　Bawomataluo
オラヒリファウ　Olahili Fau

バウマタルオで見た石跳び。踏切石を蹴って飛び上がり、石の跳び箱を跳び越える

を守るために着けるココナッツのバングルなど。何も買

わなかったが、後になって、ここがニアスで唯一とも言

える「土産物屋」だったことを知る……。

　石跳びは、すったもんだの末、やることになった。２

回（２人）30 万ルピアでどうかと何度か交渉したが「で

きない」と言われ、「もういい」とあきらめたら、一転

して「できる」と言ってきた。シャッターチャンスは一

瞬（ｘ２回）しかないので、Ｐはアングルを決めたり、

撮影に失敗しないように慎重だ。光線を見て、跳ぶの

は午後４時に、と頼んだが、午後３時半ごろに、ガイ

ドが「跳ぶ人は、もう行かなくてはならない。待たせる

のはかわいそうだ。早くやってもらえ」と急かす。どち

らが客なのかわからない。

　広場の中に、あまり目立たないさりげなさで、石跳び

の台がある。台の高さは２メートル 10 センチ。その手

前に高さ約 50 センチの「踏切石」がある。

　伝統衣装を着てスタンバイしていた２人に跳んでも

らったが、あっけなく、１秒（x ２）で終わった。もの

すごく高く跳ぶわけではなく、石の台の高さギリギリだ

が、それでも、何の支えも使わずに、ほぼ垂直にジャ

ンプして垂直に下りるのはすごい。

　２人に話を聞くと、３本ほど竹を切って並べ、50 セ

ンチほどの高さから始めて、跳ぶ練習をすると言う。石

を跳ぶのには 14 〜 15 歳ごろの時に初めて成功し、鶏

を殺すお祝いの儀式をした。

　「跳び方は自由。人によって、できる人もできない人

もいる。昔は跳べないと結婚できなかったけど、今はそ

んなこともない。できないからと言って、罰則があるわ

けでもない。25 歳ぐらいまで跳ぶ」。石跳びを見物して

いた村の男性も「昔はできたけど、今は難しい。足や

腰が痛いし」と話した。

　石跳びで一瞬、盛り上がったものの、その後は、特

に突っ込みたい物もなく、村を後にした。写真のほか

に動画も撮り、アナウンサー役も自分でやるＰは、動画

の自撮りで「ここは very	expensive です」と吹き込んだ。

　

　この日はサーファー宿に泊まった（この地域にはサー

ファー宿しかない）。ソラケ・ビーチ（Pantai	Sorake）
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などの海岸沿いに宿が立ち並んでいる。さすがにサー

フィンの名所だけあって長期滞在の人も多く、満室が多

い。ちなみに、この地域では昼間はほぼ停電している。

夜だけはジェネレーター（発電機）を使う。お湯はもち

ろんなく、水シャワー。

　最初に見た宿は風が通らない部屋にベッド３つが置

かれ、１部屋 30 万ルピア。「もうここしかないなら、仕

方ないか」と思ったが、風の通らない息苦しさに加え、

Ｐが「アレルギーで速攻、かゆくなってきた」と言うので、

別の宿を探す。もう１軒聞いたが、満室。そこへ、「宿

を探しているのか？」と女の人に声をかけられた。「部

屋はある？」と聞くと「Ada（ある）」と答えて、ずんず

ん道を入っていく。案内された部屋は、海を眺められる

テラスが付いていて、開放的で、さっきの宿より、ずっ

と良い。ここに決めた。

　夕食は焼き魚！　その後、テーブルに地図を広げて、

翌日の作戦会議をするが、誰もニアスの地名をまともに

言えないので、話がまったく進まない。

　「バル……バルトロ……」「バウマタルオ」「バウマタ

ルオは良くなかったから、このオラ……フォラ……」「オ

ラヒリファウ」「オラヒリ……？」「オラヒリファウ」「オラ

ヒリファウへ行って、その後で、このトロ……トロ……」

「…………」

　何なのだ、この、外国語のような地名は！

　翌朝５時ごろにベランダへ出てみると、潮が満ちて、

●泊まったサーファー宿
Shady Palm Beach
Pantai Sorake, Nias
１部屋 15 万ルピア、夕食（焼き魚、
ご飯、野菜いため）１人５万ルピア

GoogleMaps で見ても何の目印もなし

ニアスの道。車はあまり走っていない

海辺で魚の水揚げをしていた サーファー宿での夕食。焼き魚１人１尾。ケチャップマニスで食べる

ソラケ・ビーチの朝

ベランダの下まで海になっていた。サンゴ礁の浅瀬の

中で座礁しているかのように見えた舟が波の上に乗って

揺れている。暗い海に、白い波が一直線に走る。これが、

世界的に有名なニアスの波だ。サーファーがサーフボー

ドを手に、まだ暗いうちから海へ入って行く。地元の漁

民も沖に停めた舟を目指して海へ入って行く。サーファー

と漁民が一緒に海へ入って行くのがおかしかった。

　コーヒーとナシゴレンの朝食の後、オラヒリファウと

いう伝統村へ向かった。バウマタルオより古く、バウマ

タルオはオラヒリファウから分かれた新村だ。バウマタ

ルオよりもう少し奥に入らないといけない。難関は丸太

を組んだ橋。ガッタン、ガッタンと渡るが、車の重量が

耐えられるかと、ひやひやした。２つ目の丸太橋は、と

ころどころ穴が開いたりして、壊れている。「うわぁ……」

と、車から降りて橋を確認していたら、通りかかったバ

イクが先導して渡してくれた。

　車から降りて歩いて橋を渡り、下をのぞくと、川が流

れ、小さな「採石工場」のようになっている。10 人ほ

どの人が働いていた。川の中の石を手で集めては小さ

く砕き、川で洗って袋詰めしている。家を建てたり道路

の資材として使われるそうだ。

　石に関してはこの地域には伝説があり、昔、ワニの形

をした神と帽子の形をした神がいて、２人が戦って、と

もに石になったとのことだ。こうして出来た、石があふ

れる川を「ワニ石川（Sungai	Batu	Buaya）」と言う。石

跳びもそうだが、この地域で石が身近な存在だったこ

とがわかる。それにしても、「帽子の形の神」って、何

……？
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サーファーでなくても心を揺さぶられる、素晴らしい波
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丸木橋。オラヒリファウへは計３つの丸木橋を渡る

オラヒリファウの村長のシメリティ・ファーウ
さん（左）。シメリティさんの家で

橋の下の採石場 川で石を拾っている

家の２階から見た景色。外が丸見えだ

オラヒリファウの子供たち

　最後の丸木橋を渡って、村に着いた。バウマタルオ

と同じように長い石段があり、階段を上ったところに伝

統家屋が並んでいた。しかし、ぱっと見ただけでも、バ

ウマタルオとはまったく違う。まず、静かだ。広場となっ

ている通路には、米や丁子などを所狭しと日干ししてい

る。ついでに、石跳びの台の上にも洗濯物がかけてある。

のどかな風景。誰も話しかけてこないし、つきまとって

もこない。挨拶すると、温かい笑顔を返してくれる。子

供がかわいい。

　村長のシメリティ・ファーウさん（56）が家に招き

入れてくれた。釘は使わず、屋根はサゴヤシの葉で葺

いてある。入ってみると、家の中は意外に快適なのだ。

戸口を入ったところが客間、寝室、奥に台所。小上がり

のようなテラスがあり、そこからのぞくと、外が丸見えだ。

家の中へ入ればプライバシーが守られており、それにも

かかわらず、外の世界とつながっている感が良い。

　驚いたのは、戸口の位置はどの家も同じ場所に作ら

れており、家の通り抜けが許されている、ということ。家々

を通り抜けて、村の端から端まで行ける。「雨が降っても、

濡れずに歩けて便利だよ」と言う。通路が中に付いた

長屋のようだ。

　戸口はわざと低く作られていて、頭をかがめて入らな

くてはならず、これは「相手を敬う」という意味だそう。

　インドネシア語で「ゴトンロヨン」と言う、助け合い、

相互扶助が強く残っており、「客が来て、場所が足りな

かったら、別の家に泊めてもらうこともある」とのことだ。

　村の世帯数は約 230、人口は約 4000 人。ほとんど

の人が農業で、米、ゴム、丁子、豚などを生産している。

　石跳びは午後５時ごろに練習があると言うので、その

ころにもう一度戻って来ることにした。値段を聞くと、跳

ぶ人１人につき５万〜 10 万ルピアぐらいで、何回でも

（客が満足するまで）跳んでくれる。支払いは「運動を
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して疲れた人に飲み物をおごる」という感覚で良いそう

だ。つまり、心付け、チップ。

　夕方、村に戻ると、良い感じの光線になっていた。メ

ダンからの観光客もいて、跳ぶ人７人がスタンバイして

いる。「まずは練習ね」と言いながら、次々に跳ぶ。ど

こまでが練習でどこからが本番なのかよくわからないま

ま、「石跳び」が始まった。

　跳び箱に似た形の石の台は、ここも高さ２メートル

10 センチ。幅約 30 センチと広いので、高く跳ぶだけで

なく、この幅を跳び越えるのが難しいと言う。最初は石

を跳び越え、続いて、人が石の台の上に寝そべり、さ

らに高くして、跳ぶ。ほとんどの人は難なくクリア。中

にはギリギリの人もいるが、失敗する人は誰もいなかっ

た。

　最初の助走は小走り。そして、タッ！と踏切石を踏み

切って、いろんなやり方で飛び越える。足を閉じたまま

跳んだり、前後に開いたり、軽々と跳ぶ。着地の時に大

声を上げる人も。周囲の見物人からは「OK!」という声

が飛び、拍手が湧く。跳んだ人は誇らしげな顔で、元

の場所へ帰って行く。

　３、４巡はしただろうか。跳ぶのに疲れたようで、「こ

れで終わり」という合図があった。１秒（ｘ２）で終わっ

た前日の石跳びに比べると見ごたえがあり、「偶然では

なく本当に跳べるんだ」ということがわかった。

　この日、跳んだのは、今年になって跳べるようになっ

た若者ばかり、とのこと。先生役で、最後に見事な跳躍

を披露してくれたフェルディマン・バリさん（28）は９

歳の時に跳べるようになったそうだ。「自転車に乗る練

習と一緒」と言う。「足裏の前部だけ使って踏み切るの

がコツ。ただ、危険はあるし、勇気が要ることは確かだ

ね。一度、足が滑って、頭を石にぶつけたことがある」。

　大人たちの石跳びが終わってから、子供たちが「練

習」を始めた。じゃんけんで負けた子が「台」役にな

り、最初はしゃがんで、それから、頭の上に手のひらを

１つ、２つ置き、高さを足していく。次に、立ち上がり、

頭の上に手のひらを１つ、２つ、最後は両手を思いっ

きり伸ばして立つ。飛び越える時に体に触ってしまった

ら、「台」役を交替する。

　最後など、かなりの高さになるのだが、皆、次々に、

見事に飛び越えて行く。皆が成功し続けているので、ずっ

と台を代わってもらえない子供が、自分も跳びたくて、

泣きそうになってきた。Ｐが「代わってあげようか」と

言って、私が台をすることになった。膝をついた上半身

の高さ、大人の身長なので「ちょっと難しいかな？」と思っ

たが、子供たちは次々に、ビュン！と風を切って、頭上

を跳んで行く。風を、風圧を感じた。素晴らしい。

　暗くなってからの道をよそ者が通ると襲われる可能性

があって危ないと村長に言われ、午後６時ごろには村

を出発した。丸木橋は、先に通った時よりさらに壊れて

いたが、なんとか鉄の基礎部分に車輪を載せて渡り切っ

た。そこからは、クラクションを鳴らしながらビュンビュ

ン飛ばし、無事にグヌンシトリに帰り着いた。

　この日の宿はミュージアム・プサカ・ニアスに併設さ

れたホテルで、建物は伝統家屋を復元した物だ。木彫

りが飾られた広い客間に、エアコンの効いた寝室が２

つ。とてもすてきだ。問題は、トイレが１つしかなくて

階段を下りた外にあり、お湯はなくて水シャワーなこと。

夕食は「Makanan	damai（平和な食事）」のシーフー

ドにした。

人が１人、台の上に寝て、さらに高くして跳び越す 跳び方は人によってさまざま

戦いの装束を身に着けたフェルディマン・バリさん

子供の練習。練習用の踏切石を使って、高く跳ぶ！
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フェルディマンさんの美しい跳躍 子供も風を切って跳躍
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3
海のお風呂
トゥレロト　Tureloto

　朝、まだ暗いうちに、戸を「Permisi,	permisi（す

みません）」とうるさくたたく音で、たたき起こされた。

Ｐが出ると、「団体なので、宿泊代 50 万ルピア」と言

われる。計算より３万ルピア多いがまぁいいか、と払

うと、次にまたうるさくたたく音がして、「エクストラ

ベッド代が入っていなかったので、62 万ルピア」と言う。

そのくせ、朝食は２人分だけ（ナシゴレンと水）。聞くと、

「そういうシステムだから」。朝早くにたたき起こした理

由は「もう起きていると思ったから」。すっかり、印象

が悪くなる。ここは１泊だけにして、最初に泊まった「ミ

ガ」に移ることにする。

　ミガに移ってシャワーを浴び、ついでに昼食を食べて、

出発した。今度は北を目指す。山の中を突き進んで行

くと、いろは坂のような曲がりくねった道に、上下のアッ

プダウンが加わる。「ふわっ」と体が浮き、ジェットコー

スターに乗っているようだ。

　周囲を取り囲むのは、天まで届きそうな高さのココ

ヤシの木、「こんなに大きくなるのか」と驚くほど茂っ

ているニッパヤシの木。入道雲がその上にこんもりと盛

り上がっている。

　ようやく着いたトゥレロト海岸には車が何台も停まり、

海に突き出たワルンでは人が食事をしていたり、浅瀬で

人が泳いでいたりと、観光地らしく賑わっていた。

　水着とＴシャツに着替えてから、舟に乗り込んだ。暖

かい緑色をした海の上を滑るように進むうち、不思議

な場所に着いた。浅い海にサンゴがごろごろと広範囲

に散らばっている。その中央に、少し赤みがかって見え

る白い砂浜の小島があった。サンゴが砕けた細かい白

砂に赤いかけらが混じっていて、ピンク色に見える。こ

こに、左右、前後、いろんな方向から波が打ち寄せて

いる。

　海に入ると、まるで温泉のように温かい。浅いので、

太陽の熱で暖まっているのだろう。海の真ん中にいる

のに、お風呂に入っているような快適さ。サンゴで遮

トゥレロト海岸からボートで５分。まさにお風呂

●トゥレロト海岸からの舟
11:30- 日没まで、約 30 分ごとに運航。往復１万ルピア。それ以
外の時間はチャーター可。
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られているからか、波もほとんどなく、まさに、お風呂。

仰向けになると、海水なので、楽に浮く。ぷかーっと

浮いたまま、ぐるっと頭を巡らせると、360°、海に囲

まれた光景だ。

　一緒に舟に乗って来た子供２人のほかは、われわれ

以外、誰もいない。「天国に一番近い島」だと思った。

　ここは岸から約１キロ（舟で約５分）。津波で地形が

変わって出来た新しい場所、とのことだ。

　海の中をのぞくと、サンゴの間を魚が泳いでいる。

芽を出しているマングローブの木もあった。ここが緑に

包まれる日も来るのかもしれない。

　日没近くに舟に乗って、岸まで戻った。帰り道は星

空が広がり、南十字星とケンタウルスの明るい２つ星が

森の上にあった。

　「ミガ」に帰り着くと、水が出ない。「チェックする

ので待ってくれ」と言うので待つが、いつまで待って

も水が出ない。しびれを切らして、「なぜ水が出ないの

か？」と聞きに行くと、舌打ちされた。１つの部屋だけ

水が出たので、そこで順番にシャワーを浴びた。一晩中、

水は出ないままで、バケツの水も尽きかけ、トイレへ

行くのにも困った。水が出ないホテルというのはさすが

に初めてだ。「ニアスには、ほかに良いホテル、高級ホ

テルはないのか？」とＰに聞くと、一番良いのが、ミガ

とミュージアムとのこと。うわぁ、ワースト１とワースト

２が……。ちなみに西海岸の方はまったく探索できて

いないので、こちらにはもう少しマシな宿があるかもし

れない。

　ニアスにいる間はほぼずっと、電波はなく、インター

ネットもつながらなかったのだが、空港でもネットはつ

ながらなかった。海を越えてメダン空港に着いた途端、

回線は３Ｇになった。ニアスでは何も買えなかったお土

産も、メダン空港で買った。

　ジャカルタに戻って来ると、普通だと「あーあ、戻っ

て来てしまった」と、少しガッカリした、嫌な気持ち

になるのだが、「ほっとした」のは初めてだ。水、電気、

電波、この３つは現代生活の基本必需品ではないだろ

うか。しかし、ジャカルタにいると忘れてしまうが、こ

の３つがない所の方がインドネシアでは「普通」とも言

える。そんなに物は豊富になくても良いから、この３つ

だけでも供給できるように、インドネシア全体の生活

が向上するようにならないだろうか？　ジャワ高速鉄道

よりニアスの電気の方が先ではないか？

　「観光」としては、ニアス島は厳しかった。まず、物

がない。お土産すらない。ホテルでも水がなかったり、

停電していたり。そして、観光客へのサービス精神が

低いため、気持ち良く観光できない。バリ島はもちろん、

比較対象外なほど素晴らしいのだが、「ジャワの秘境」

と言われるバドゥイの村でも、ニアスより良い観光地と

言えるだろう。水、電気はあるし、手織りの布、はちみつ、

木の根のバッグなど、立派な工芸品やお土産もある。

　観光地としては安易にお薦めはできないのだが、秘

境探検の覚悟があれば、オラヒリファオとトゥレロトの

２カ所はお薦めの場所だ。気持ち良かった海のお風呂、

子供たちが風を切って頭上を跳ぶ音は、今でもよく思

い出す。

海の中もサンゴ礁で、魚が泳いでいた

サンゴがごろごろと転がっている浅い海
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海と空との間で、一人。天国に一番近い島
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　ここ数年、わが家を毎年訪れるチェコ人の友人が

います。１年の約半分をインドネシアの離島で過ごす

前と後にバンドンのわが家へ立ち寄り、数日間、のん

びりしていきます。その間に時々、チェコ料理を作っ

てくれます。 遠い国の家庭料理を食べられるのは楽

しく、彼の料理は大体、自分でも試しに作ってみます。

その中から、ジャガ芋のパンケーキをご紹介します。

　ジャガ芋のパンケーキはヨーロッパ各地にあります

が、チェコでは「ブランボラーク」と呼ばれます。チー

ズおろしを使い、包丁とまな板すら使わないシンプル

なこのパンケーキは、友人いわく、「チェコでは家飲

みの定番おつまみ」。友人の教えてくれたミニマムなレ

シピを基本に、ハーブや具でバリエーションを楽しん

でいます。

　オリジナルはドライ・マジョラムとキャラウェイシー

ドを使いますが、バジルやオレガノ、ローズマリーな

どでも風味良く味わえます。タネにベーコンやマッシュ

ルーム、コーンやグリンピース（枝豆でも）を混ぜて

もおいしく、彩りも良くなります。お好みでお楽しみく

ださい。

　友人はフライパンいっぱいにタネを広げて大きく焼

いていましたが、小振りに作った方が食べやすい気が

します。こちらもお好みでどうぞ。

　チーズやザワークラウトを添えれば、これだけで、

ちょっとした軽食になります。

チェコ風ジャガ芋のパンケーキ
#9

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。

西宮奈央さんの

Masak Kira-kira
材料（２人分）
ジャガ芋　400g（＝中３個ほど）
ニンニク　２片
卵　１個
薄力粉　大さじ３
塩　小さじ１
ドライ・マジョラム（または好みのハーブ）　少々
キャラウェイシード（なくても可）　小さじ１
水（必要な場合）　適量
揚げ油　適量

作り方
1．ジャガ芋は皮をむき、目の粗いチーズおろしですりおろ

す。ニンニクは目の細かいチーズおろしですりおろす。
2.　すべての材料をボウルに入れて、まんべんなく、かき混

ぜる。すぐにジャガ芋から水分が出てくるので、パサつ
くことはあまりないが、まとまりが悪いようなら、水を
大さじ１ぐらいずつ足していき、扱いやすいタネにする。

3．フライパンを十分に熱して多めに油を敷き、タネの 1/4
を 1 枚分として、直径約 10 〜 12 センチほどに丸く広
げる。弱めの中火でじっくり焼き、焼き色がついたらひっ
くり返して、さらにしっかりと火を通す。カリッと色良
く焼けたら、熱々のうちに召し上がれ。

memo：焼く際に、どうしても油控えめにしたくなりますが、
このパンケーキはたっぷりめの油で焼いた方が、カ
リカリ感が出て、おいしく仕上がります。
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きますよ。アクアは「ボトルステッカー」と呼んでい

るようです。

　「TULALIT」や「GARING」など、以前にこのコーナー

で取り上げた単語もあります。当然、新しい言葉もた

くさんありますので、どんな時にどのボトルを選べば

いいのか、早速、説明していきましょう。

　saltum【サルトゥム】

　ボトルにも "Mau	main	bola	pakainya	sepatu	roda,	

kamu	'SALTUM'."と、用例が出ています。意味は、「サッ

カーしようというのにローラーシューズなんか履いて、

その服装おかしいよ」と、なります。この例文によっ

て「はぁー、何か身に着ける物を間違ってるんだなあ」

と気が付きます。そして、その下に	「salah	kostum」

（服装の間違い）と意味が書いてあります。

　とてもよく使う表現なので、もう少し例文を見て

み ましょう。	"Astaga,	saltum banget gue.	Pesta	

formal	tapi	gue	pake	jeans."「あちゃー、服間違え

ちゃった。フォーマルなパーティーなのに、私った

らジーンズじゃん」。"Mau	ke	DWP,	cewek-cewek	

jangan	saltum	ya.	 Ini	outdoor	 jangan	ada	yang	

pakai	sepatu	stiletto!"「DWP に行こうと思うんだけ

ど、君たち、服装間違えないでね。アウトドアだから

　毎度のことですが、苦労するのがネタ探し。そこへ、

意外な救世主が現れました。インドネシアで最も有

名な飲料水の AQUA（アクア）です。ちなみに、ここ

で使われている「Q」という文字は通常のインドネシ

ア語で使われることはなく、記号や外来語（借用語）

でのみ使われます。ところが、面白いことに、最近

の SMS やチャットでは自分のことを「aku → aq → q」

というように略して使われるのをよく目にするように

なりました。

　さて、飲料水と言えば、幼稚園の時に読んだ本に「石

油の産油国では水が石油より高い」と書いてあり、い

くらなんでもそれはないだろうと思った記憶がありま

す。当時はミネラルウォーターなんかなくて、普通に

蛇口をひねって水道の水を飲んでましたからね。ま

さか日本でも、ミネラルウォーターを買う時代が来る

とは想像だにしませんでした。

　そんなアクア、最近はボトルに単語が１つ書か

れています。日本でも去年、コカコーラが同じよ

うなコンセプトの「スタンプボトル」というのを

出して い まし たっ け（http://www.narinari.com/

Nd/20160336394.html）。冷蔵庫を開けた時に、気

の利いたメッセージの書かれたボトルが目に飛び込

んでくると、ちょっとうれしくなっちゃいますよね。ア

クアのお陰で、インドネシアでも同じような遊びがで

ピンヒールなんか履いてこないでよ」。

　なんでこんなに短縮語が使われるかというと、や

はりSNS の影響でしょう。SNS の中でもツイッターの

140 文字制限が大きいんでしょうね。実際、アクアの

側も#AdaAquaというハッシュタグをボトルにも表示

してツイッターでの拡散を狙っているようです。これ

からの時代、企業の広告戦略・媒体もどんどん変化

していくんでしょうね。

　ところで、私はずっとT シャツ短パンで生活して

きましたが、最近は長いズボンを時々、履いていま

す。以前より少しはまともな服装になったはずなのに、

なぜか言われちゃうんですよね。"Beat-san	saltum 

dong!"ってね。

　●　sepatu roda　ローラーシューズ
　●　astaga　あらまぁ、なんてこと（感嘆詞）
　●　DWP ＝ Djakarta Warehouse Project　
　　　ジャカルタ・ウェアハウス・プロジェクト
　　　（東南アジア最大級のフェス）
　●　sepatu stiletto　ピンヒール 

　zonk【ゾンク】

　さて、次のステッカーは ZONK です。これもよく使

われますが、ボトルでの説明がちょっと面白い。まず、

最初に載っている説明文は "Pegang	tangan	pacar,	

文…びーと（名取敬）
Text by Beat (Natori Takashi)

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。

ternyata	tangan	ibunya	pacar."	となっています。「彼

女の手に触れたと思ったのに実はお母さんの手だっ

た」ってことでしょうか。何かの行為に対して
期待した成果が得られなかった時に使う

言葉で、ちょっと「バカ、ドジ」なニュアン
スがあります。ボトルには意味として"Zonk=@#$*?!"

と書いてあって、これは日本でもたまに目にしますが、

驚きや混乱で「目が点」になるイメージです。

　"Udah	bela-belain	dateng	 pagi	 ke	 kampus,	

tau- taunya 	 l ibur 	 p i l kada . 	 Zonk abis . " "Ya	

makanya,	 jangan	 skip	 baca	 grup.	Orang	 ada	

pengumumannya	semalam."「わざわざ朝からキャ

ンパスに来たのに首長選で休校。なんにもなんない

じゃん」「うん、だからLINEグループのチャットを読

むの飛ばしちゃだめじゃない。昨日の夜、お知らせし

てくれた人がいたのに」。デート中は LINE が入って

も後でいいかって思って読まない人が多いんですよ

ね。大変な努力をしたのに成果がない時などピッタ

リの使い方になります。　

　"Gue blacklist	 lah	itu	online shop,	barang	yang	

di	foto	sama	yang	datang	beda	jauh.	Zonk banget	

barang	yang	datang."「私、あのオンラインショップ

はブラックリストにしちゃうよ。見本の写真と実際に

届いた製品が違いすぎるんだもん。送られてきた製

品はまったく使い物にならないよ」って状況はお見合

いでもよくありそうなケースですね。

　●　pegang　つかむ、握る
　●　bela-belain　わざわざ〜する
　●　pilkada ＝ pemilihan kepala daerah　地方首長選挙

40 41



Puradhi Mahatva 
Yusanto Putra  (23)
学生、ジャワ舞踊家

　音楽が聴こえてきた時、自然に体が動きまし

た。何をやっているのか、自分ではよくわかっ

ていなかったのですが、うれしくて幸せな気持

ちでいっぱいでした。父もジャワ舞踊家だった

のですが、私を見て、「この子は踊りが上手だ！」

と言いました。私がまだ５歳だった時のことです。

　音楽を聴いたらじっとしていられない私を見

て、父もまた、じっとしていられませんでした。

すぐに私を伝統舞踊の会に入れたのです。こうし

て、私の踊り手としての道が始まりました。始

めてすぐに、踊りは私にとって、ただの趣味で

はなく、もっと真剣なもの、天職であることは

すぐにわかりました。父にとっても、踊りは天

職であり喜びでありました。

　踊りとは長い練習で疲れるものであり、間違

ワヤン・オラン
ワヤンの物語を題材に、劇、舞踊、音楽で演じる、中
部ジャワの演劇。ジャカルタで見たい場合、下記の場
所で土日に公演をしている。Gedung Pertunjukan 
Wayang Orang Bharata。Jl. Kalilio 15, Senin。Tel : 
+62(0)21-421-2298。

ジャカルタ芸術劇場
ここでもワヤン・オランが上演されることがある。
Gudung Kesenian Jakarta (GKJ), 
Jl . Gedung Kesinian No.1, Pasar Baru。Tel : 
+62(0)21-344-1892。www.gedungkesenianjakarta.
co.id。

ミレニアルの肖像

プラディ・マハトヴァ・ユサント・プトラ
1993 年、中部ジャワ・スラカルタ生まれ。通称ユサン。５歳の
時からジャワ伝統舞踊を始める。現在、インドネシア芸術学校（ISI）
スラカルタ校の学生。ジャカルタやスラカルタで「ワヤン・オラン」
の舞台に立つほか、マレーシアやシンガポールなどの海外公演に
も参加している。

えると恥ずかしいものでもあります。別の一面

では、インドネシアの名前を高め、ワヤン・オ

ランの文化に命を吹き込むための戦いでもあり

ます。しかし、舞台の上に一人で立つ時は、踊

りとは絶対的な喜び、それだけでしかありません。

　今も、これから年を取った先にも、踊り以外に

やりたいことはありません。年を取る前に、絶

対にガトットカチャは演じないとね！　ガトッ

トカチャは飛べるんですよ！　最高でしょ。

ミレニアルの肖像
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 私のバティック、
あなたのバティック

Ini Batikku, Mana Batikmu?

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
⑦所有バティック数

取材…江原早紀、写真…プトリ・スシロ
Text by Ehara Saki, photo by Putri Soesilo

「週１回は必ずバティックを着る。
インドネシア人として、バティックを
サポートしたくて」
①ラフマット（Rahmat）② 34 ③ - ④ 22 万ルピア⑤プラザ・スマンギ
⑥色のコンビネーション。柔らかい青と紫が醸し出す、さわやかさ⑦６着。
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①ニタ（Nita）② 55 ③ - ④チレボン⑤ - ⑥オレンジの
地に濃淡のある青色で、とても色鮮やかなところ。水
色の花も鮮やかで、人目を引く⑦ 50 着ぐらい。

「バティックが大好き。フィーリング
重視で、ぱっと見て気に入った物は
買っちゃう」

「バティックが大好き。フィーリング
重視で、ぱっと見て気に入った物は
買っちゃう」

①ファリッド（Farid）② 22 ③ダナルハディ④ 70 万
ルピア⑤ダナルハディ⑥自然（植物）をモチーフにし
ていて、いろんな種類の緑色の中に赤色が映えている
ところ⑦３着。

①ティファニー（Tifany）② 21 ③ 20 歳の誕生日に女
友達からもらった④ 20 万ルピアぐらい⑤ - ⑥黒地に
花柄。暗闇の中でも花のように美しくいられるように、
という願いが込められている⑦ 30 着ぐらい。

「カルティニの日に合わせて、特
別な祈りの込められたバティック
を着ました」
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①イナ（Ina）② 56 ③ガルットのイッサム（Issam）と
いう有名デザイナー④ガルット⑤ 100 万ルピア⑥有名
デザイナーの手描きで、シルク⑦ 50 着ぐらい。

「娘と一緒に映画『カルティニ』を
見て来たところです」

「娘と一緒に映画『カルティニ』を
見て来たところです」

①レザ（Reza）② 25 ③ - ④アンバサダー・モール⑤
15 万ルピア⑥襟とボタンの部分、袖口が細かい柄で、
花と葉柄の中にアクセントが効いているところ⑦ 30 着
ぐらい。
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①ペギー（Peggy）② 21 ③ - ④５万ルピア⑤タムリ
ン・シティー⑥上から流れるようなデザインのワンピー
スの中に、魚を一尾あしらっているのがユニーク⑦ 10
着ぐらい。

「私のバティック、あなたのバティック」募集
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。

51



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。

インドネシア
全34州の旅
インドネシア
全34州の旅
#8 南東スラウェシ州 下

Provinsi Sulawesi Tenggara

中央に砦（ベンテン）、
ブトン王国の象徴である
パイナップルが描かれて
いる。

ワンギワンギ島

カレドゥパ島
トミア島
ビノンコ島

ブトン島

バウバウ

ケンダリ
マナド

ケンダリ

マカッサル
南東スラウェシ州

ワカトビ県バウバウ
Kabupaten Wakatobi
Bau-Bau

インドネシア最大級、
ブトン王国の城壁都市。

飛行機から見たバウバウの街

ガルーダ航空のプロペラ機でバウバウに到着

文・写真…鍋山俊雄
Text & photo by Nabeyama Toshio

　前回は南東スラウェシ州ワカトビ諸島の１つ、「芳し

い（？）」ワンギワンギ島（Pulau Wangi-Wangi）を

ご紹介したが、今回はブトン島（Pulau Buton）の「臭

う（？）」街、バウバウ（Bau-Bau) をご紹介する。

　なぜバウバウに興味を持ったのか？　それは、ここ

にはインドネシア最大級の砦（benteng）が保存され

ているからである。約 300 年間、オランダに占領され

たインドネシアには、オランダのみならず、ポルトガル、

英国なども、香料貿易のために駐留しており、あちこ

ちに「ベンテン（benteng）」と呼ばれる砦が残って

いる。

　ジャワ島だけでなく、スマトラ、スラウェシ、マルク、

パプアなどの各地にあり、私もこれまで、かれこれ 10

カ所ほどの砦を見ている。見に行った所は、いずれも

オランダやポルトガルによる建造の砦が多いが、この

ブトン島の高台にある砦は、同地の土着の王国が建造

した城壁都市なのである。インドネシア人の旅仲間に

も「砦を見るのが好きだ」と話したところ、バウバウを

勧められたことがある。

　バウバウへ行くには、ジャカルタからマカッサル経由

になる。マカッサルからプロペラ機で約１時間だ。金

インドネシア最大級、
ブトン王国の城壁都市。
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錨が展示されている

バウバウ港の船

城壁から見たバウバウの街と海

バウバウの街中

城壁内にあるブトン王国のモスクと旗竿

スルタンの旧家

バウバウの子供たち

城壁都市の地図

伝統衣装を身に着けた人々の絵

海浜公園。龍もブトンの重要なシンボル岩を積んだ城壁が取り囲んでいる

曜深夜発のマカッサル行きの便に乗り、早朝、マカッ

サルで乗り換え、土曜朝にはバウバウに到着した。

　ホテルに到着後、砦まで歩いて行こうと思って従業

員に道を聞いたら、「近いが、結構、登りになる」と言う。

そこで、オジェックで送ってもらうことにした。バイク

で約 15 分余り。高台にある砦「Benteng Wolio 

Buton」の入口に着いた。観光案内所らしい所があっ

たので、中に入って砦の概要を教えてもらい、１冊

５万ルピアと多少ふっかけられたが、砦のガイドブック

を購入した。

　この砦は 16 世紀後半、ブトン王国第３代のラサン

ガジ王（1591 〜 1597）の時代に建設が始まり、第

６代のラブケガフルル王（1632 〜 1645）の代で完

成した。城壁は低い所で１メートル、高い所では８メー

トルもあり、厚さも 50 センチから２メートル。岩を、

砂と石灰を使って結着させて、建造している。外周は

2740 メートル、面積は 22.8 ヘクタールと広く、「世

界で最も広い城壁都市」と当地の説明看板には書いて

ある。ブトン王国の中心地であり、12 の門と16 の砲

台を持つ。

　まずはゆっくりと城壁都市内を歩いてみる。まず目

につくのはブトン王国の大モスク（Mesjid Agung 

Keraton Buton）。1542 年に木造モスクが建てられ、

改築を経て現在に至る、470 年近い歴史を持つモス

クである。モスクの前には、17 世紀に建てられた、ブ

トン王国旗が掲揚されていた柱が現存している。きち

んと解説表示がされており、わかりやすい。その近く

には王家の墓もあり、催事場跡のような建物も見られ

る。

　城壁内には現在も一般住宅があり、人々が居住して

いる。王家の家（旧宅）もまだあり、大きな多層建築

の家が残っている。イスラム教徒の家屋ながら、イン

ドネシア東部地域でよく見かけた黄色や緑中心の色使

いとは異なっているのが印象に残った。

　街の中心から中を横切る形で城壁まで出た後、城

壁に沿って半周ほど歩いてみた。年月は感じられるも

のの、比較的、保存状態も良く、砲台跡には砲筒が

残っている所もあった。高台であるため、海側の面では、

バウバウの街と海がよく見える。

　城壁や砲台から見える風景を楽しみながらのんびり

と散策した後で、また案内所まで戻って来ると、イン

ドネシア人の旅行者グループが案内所に集まっていた。

やはり、国内観光地として有名なのであろう。

　行きはオジェックで来たが、帰りは下りだし、あまり

距離はないことがわかったので、歩いて下りることにし

た。先ほど、上から風景を眺めていたバウバウの街中へ、

街の雰囲気を見ながら、港方面に向かって歩いて行く。

バウバウの大モスクを目指して、およそ１時間弱、歩

いた。モスク周辺の賑わいは、インドネシアのどこへ行っ

ても変わらない。海まで行くと、海浜公園になってい

る。市民の憩いの場である。バウバウ埠頭の船の行き

来をしばらく眺めた後、この街の唯一の大きなショッピ

ングモール「Lippo モール」があると聞いたので、ベ

ントール（ベチャのオートバイ版）で寄り道してモール

を見てから、ホテルに帰った。日曜昼前の飛行機でバ

ウバウを後にした。

　週末（金曜夜）からの弾丸旅行になるが、２泊（う

ち、機中１泊）３日での、お手軽週末トリップが可能だ。

砦フリークの方にはオススメである。
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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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　小太郎の鳴き声に応じて、

「ピキョキョキョキョキョキョ……」

　確かに、近くで噛虎（かみとら）の呼び

鳴きの声がする。

　声が最も大きく聞こえた部屋に入ったが、

姿は見当たらなかった。

「確かに、この辺りで聞こえたはず……」

「あっ、これは ?!」

小太郎が叫んだ。

床の間の掛け軸の縁が噛み切られている。

「これはまさしく、コザクラインコがここ

にいた証！」

「この床の間に何かからくりが？」

　一同が床の間を探り始めたその時、また

音もなく、フクロウの荒法師たちが周りを

取り囲んでいた。

「うわっ！」

「もう逃がさぬぞ。神妙にせよ」

　槍を突き出され、思わずのけぞった、そ

の時。

 

　床の間の壁の上部がどんでん返しのよう

に後ろに倒れ、一同は壁の中に吸い込まれ

ていった。

「うわあああああああ」

　薄暗く、狭い空間。目が慣れるにつれ、

文机の前に座り、こちらを見つめる美しい

コザクラインコの姿が見えてきた。

 

 

 

「風雷坊、カピ蔵、助けに来てくれたのか」

「噛虎様には、ご無事で……」

「余は大丈夫じゃ。その者たちは？」

「私は小太郎。この者はオカメもんと申し

ます。風雷坊様の食客にて、噛虎様をお助

けに上がりました」

「それは危険なつとめを、礼を言うぞ」

　噛虎は言った。

「この部屋は切腹の間と言い、切腹を言い

渡された罪人の部屋だそうだ。罪人が逃げ

られぬよう、窓が一切なく、出入口も一方

向のどんでん返しになっていて、中からは

開けることができない仕組みになっている」

　噛虎はまばゆいほどの美しさだったが、

表情は硬く、暗かった。

「このように捕えられてしまい、そちたち

にも迷惑をかけて、すまない。父や兄弟の

亡き後、どうにか国を守ろうとつとめてま

いったが、余はもう、この乱世に疲れてし

もうた。いっそ、もう出家しようと思うのだ」

「噛虎様……」
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「お気を落とされるのは仕方のないことで

はありまするが、あきらめてはなりませぬ」

　風雷坊は言った。

「あなた様を慕う人々の気持ち、守り続け

てきた土地を、簡単に敵に渡してはなりま

せん。逃げましょう！」

「しかし、どうやって……」

　突然、扉が開き、フクロウ荒武者たちが

顔を出した。

「そうか。ここには引き出しがある！　さ

あ、皆さん、早くオカメもんの上に乗るの

です」

　小太郎は全員を乗せ、オカメもんの頭の

レバーを握った。

「どういうことだ ?!」

　噛虎は目を丸くした。

「説明は後で！　さあ、つかまってくださ

い」

　小太郎はオカメもんに声をかけた。

「オカメもん、連れて行ってくれ。ここで

はない、どこかに！」

「時間旅行に、出発します……」

　彼らの姿は、文机の引き出しの中に吸い

込まれて行った。　　　　　　　　（つづく）

「ふふ、ひとまとめになってくれたわ。ちょ

うど鳥家（とりいえ）様がお城に到着され

た模様。早速、お連れしよう」

　最早これまでか。

　一同が覚悟を決めた、その時。

「私の翼の上に乗るのです！　時空の引き

出しがここに開いています。さあ！」

　オカメもんが叫んだ。

 
60 61



　突然、熱中し始めたのがパン作りだ。子供のこ

ろに母が時々、パンを作ってくれたが、冬はこたつ

の中にパン種を入れたり、発酵させるのが大変そう

だった。イースト菌の発酵に最も適した温度は 27

〜 36℃。ジャカルタの気温は大体これぐらいなので、

室温で放り出しておけば良い。勝手に膨らみ、あと

は焼くだけ。

　パン作りは「大変、面倒」というイメージがあるが、

実際は、時間はかかるが、手間はそんなにかから

ない。「今日は一日、家にいる」と決まっている日は、

朝、ささっとパン種を作ってしまう。特に、よく晴れた、

暑くなりそうな日は、「今日はイースト菌日和ではな

いか！」と、作らないと、そわそわして落ち着かない。

　最初に作ったパンは失敗だった。日本の雑誌を

見て、レシピの分量通りの水を一気に入れたら、生

地がベチャベチャになり、「最初はベタベタして手

にくっつきますが、こねているうちに、だんだん手

につかなくなります」と書いてあるのに、いくらこ

ねてもベタベタのまま。「あー失敗だ……」と思っ

たが、そのまま放っておいたら膨らんだので、ベタ

ベタのままで焼いた。火が強すぎて、焦げてしまっ

た。発酵時間も足りなかったようで、あまり膨らまず、

「ぎゅっ」「もちっ」と詰まったパンになった。　

　この失敗パンを食べたところ、あまりのおいしさ

に驚愕した。小麦粉はインドネシアではほぼ一択と

なる「Cakra Kembar」と「Kunci Biru」という、普

通の物。なのに、かみしめるほどに粉の味がして、

うまい。添加物が入っていないから？　手作りだか

ら？　ちなみに、塩はバリ塩、バターはぜいたくを

してフランスの Elle & Vire を使う。私はパンにはこ

だわりがあって、ほぼ、フランス系の決まった３店

でしか買わないのだが、「これなら買わなくてもい

いのでは ?!」と思った（プロのパンと自分の失敗パ

ンを比べるのはあまりにもおこがましいのだが）。

　２回目の時は、水の量に注意した。ジャカルタは

湿度が高いから粉が湿気ているのか、日本のレシ

ピより水を控えめにした方が良いようだ。発酵時間

はレシピでは２時間だが、日によって違うので、膨

らみが悪かったら思い切って長時間、放置しておく。

焼く時は、鉄板を火から最も遠ざけて弱火で約 30

分、というオーブンの加減も、何度も焼くうちにわ

かってきた。

　イースト菌のにおいが好きだ。ぷーっと膨らむの

が楽しい。料理が苦手な人でも、誰でも作れると思う。

　以前は、小さな丸パンが１個１万ルピア以上す

る物も買っていた。小麦粉は１袋１万 5000 ルピア

程度なので、節約にもなる。しかし、節約という以

上に、「生活必需品」を自分でまかなえる満足感と

言うか、安心感と言おうか。「パン自給率」はほぼ

100％を達成した。次は、漬け物に行こうか、小麦

粉続きで、うどんを打ってみようか、干物も作って

みたいな、と楽しみになっている。

　右、「誰でも作れる」、私のめちゃくちゃパン・レ

シピです。

ジャカルタ、イースト菌日和
編集長日記

材料
強力粉（Cakra Kembar）　180 グラム
薄力粉（Kunci Biru）　20 グラム
ドライ・イースト（「Fermipan」など）　小さじ 1/2
塩　小さじ 2/3
砂糖　小さじ２
水　250cc（入れながら調整する）
バター　大さじ１

作り方
 １　強力粉、薄力粉、ドライ・イースト、塩、砂糖を計り、

ボウルに入れる。
 ２　水を少しずつ入れる。混ぜながら、粉全体に水を含

ませるようにし、ポロポロした生地がまとまってきた
ら、こねる。水は入れすぎるとベタつくので、最後
の方は慎重に。水は全部使わなくても良い。

 ３　生地にバターを練り込む。生地の中にバターを入れ
て包み、何度も折りたたむようにしてこねると、自
然に、全体に練り込まれる。

 ４　生地を 15 回ぐらい、上からたたきつけるようにして
落とす（騒音注意）。

 ５　生地を丸くまとめ、ボウルの上に濡れ布巾を掛ける。
 ６　２〜３時間ほど、発酵させる。日によって発酵の状

態は違うので、様子を見て、適当に。２〜３倍ぐら
いに膨らめば良い。

 ７　ガスを抜いて、もう一度丸くまとめ、ボウルの上に
濡れ布巾をかけて、二次発酵させる。これも様子を
見て、適当に。２〜３倍ぐらいに膨らめば良い。一
次発酵より発酵速度は早い。発酵させすぎると生
地がだれるが、焼くと特に問題はないので、それほ
ど気にしなくて良い。

 ８　鉄板を入れたオーブンを点火してから、生地のガス
を抜き、包丁で４つに切り分ける。

 ９　切り口を中に折り込むようにして丸め、上を押さえ
て平らにする。オーブンペーパーの上に並べる。

10　熱したオーブンの中に入れ、弱火で 30 分ほど焼く。
焼き色がついたら出来上がり。すぐにオーブンから
取り出して、あら熱を取る。

A

B

D EC

A　パン種、発酵中
B　焼きたてのパン
C　慣れてきて、量を
倍増

D　バターとあんを載
せて

E　カフェオレとパン
の朝食
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共くん 愛ちゃん

共くん（♠）　「性病」私は大丈夫、私には関係ないと

思っていませんか ? 　実は、性病は注意しなくては

いけない「怖〜い」病気です。共愛メディカル・サー 

ビスのジョシュア先生に、症状や予防法について聞き 

ました。

性病の症状にはどんなものがあるの ?

ジョシュア先生（J）「症状がある性病」は

たくさんあります。症状がある場合には、早

めに気付いて対処することができますね。

♠　どんな症状がありますか ?

J　例えば淋病にかかると排尿の時に鋭い痛

みがあり、尿の色が黄色がかったり緑色が

かったりします。女性の場合、おりものが

腐ったようなにおいがしたり、どろっとした黄色っぽ

いものが出て、何週間か続くこともあります。

愛ちゃん（　）　ほかに例はありますか ? 

J　A 型肝炎は、性行為では、オーラルセッ

クスなどにより口から感染することもあり

ますし、B 型肝炎、 C 型肝炎は性行為のと

きに感染が起こる可能性があります。食欲がなくなり、

熱が何週間も続いたりします。症状に気付き、「変だ

な ?」と思ったら、恥ずかしがらす初期の段階ですぐ

に検査を受け治療を始めましょう。早ければ早いほど

治ります。

症状のない性病とは ?

J　「症状のない性病」の第一は、エイズです。

HIV に感染してからエイズ発症するまで平

均して約 10 年かかり、体調不良が顕著に

なってからようやく病気に気付きます。第二は梅毒で

す。感染してから、透明なおりものが出るといった症

状がありますが、1 カ月ほどでなくなります。その後は、

気が付かないままに病気が進行します。病気が進んで、

心臓発作で突然死したり、中枢神経が冒されて「まひ」

が起きたりします。

　早期発見のために、少なくとも年 1 回は健康診断を

受けましょう。血液検査により、HIV 菌や梅毒病原体

なとの有無を確認できます。

ジョシュア先生の性病予防の ABC

A  Abstinence 禁欲 ( 色香に惑わされない )
B  Be faithful 忠実 ( パートナー以外の性交渉はしない ) 
C  Condom コンドーム ( 性交渉にはコンドームを )

気を付けるポイント
・性病は性交だけが原因とは限りません。 
・他人とパンツ ( 下着 ) を交換しない ( 笑 ) 
・血液によっても感染するので、注射針や輸血には注意

しましょう。
・パートナー同士、お互いが気をつける。
・体液の付着したものには触らない

「おかしいな」と思ったら、迷わず診察

共愛だより  5 月 ジョシュア先生、

かっこいい！

ジョシュア先生共愛メディカル・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

「性病」、私は大丈夫 !
性病、注意のポイント。
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　今年４月にホテル・アストン・シマトゥパン２階にオー
プンした日本食レストラン「もみじ」。２カ月ごとにプロ
モーションを変更する予定で、４〜５月のプロモーション
（５月31日まで）は「鮨」。
　サーモン、マグロ、エビ、アボカド、キュウリを巻いた
「レインボー・ロール」、スモークサーモン、クリームチーズ、
アボカド、キュウリ、ビーフの「フィラデルフィア・ロール」
など、個性と彩り豊かなフュージョン鮨８種類を揃える。

(0)21-7883-8777

「もみじ」の彩り豊かなフュージョン鮨。

● Momiji Japanese Restaurant ／ Hotel Aston Simatupang 
Lt. 2, Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang Kav.9, Kebagusan ／
Tel : +62(0)21-7883-8777 ／ 11:30-14:30、18:30-22:30。

シェフは「鮨清」元シェフのディ
ディ・アリヤディさん。意外な取
り合わせながら、おいしそう

「鮭香味焼き膳」。刺身、天ぷら、サラダ、ご飯、みそ汁、デザート（フ
ルーツと小倉アイス）付き（15 万ルピア）
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