
トルコにおける保存食暮らし

―ある移民の節約術より―
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　本稿は古家が2017年 7 月 2 日～ 8日に学会
で訪問中のトルコにおいて、カフラマンの15
年来の友人である A氏宅の夕食に招かれた
際に見せていただいた食生活の一端を覚え書
きにまとめたものである。後述するように、
A氏は「ブルガリアからのトルコ人移民」と
言うトルコ共和国においては特殊な個人的背
景を持つ。1, 2）A氏の今日の安定した暮ら
しが、「保存食作り」により大きく支えられ
ていたことに興味を抱き、ごく短いものであ
るが、記録として残しておきたいと考えた。
　トルコのイスタンブールは、ボスポラス海
峡を挟み、アジア岸とヨーロッパ岸を跨ぎ、
東洋と西洋の文化が融合する古都である。そ
の水はマルマラ海、ダーダネルス海峡を経
て、エーゲ海 ･地中海へと注ぐ。アジア岸が
位置するアナトリア半島は平均海抜が1000
メートルを超え、緯度から見ると、最北端は
北海道の襟裳岬、最南端は埼玉県の大宮付近
に相当する。北側は黒海山脈、南側は地中海
に並行して東西に走るトロス山脈などの山脈
地帯によって、海から来る湿った風が遮断さ
れるために乾燥し、降雨量も年間300ミリを

超える程度である。天水による農業が可能
で、小麦・大麦の栽培に適している。沿岸部
は雨量も多く、エーゲ海沿岸はブドウ・イチ
ジク・オリーブなどの果実、綿花、タバコな
どの商品作物、地中海沿岸部はかんきつ類、
黒海沿岸部はタバコ・茶などの栽培が盛んで
ある。アナトリア東部はノアの方舟伝説で名
高いアララット山の南西斜面にあたる山地
で、絶好の放牧地である。（鈴木2003、大村
･永田 ･内藤2012）
　テキルダー県は、イスタンブール約150キ
ロ西のマルマラ海沿いに位置し、人口約100
万、面積は大分県とほぼ同じくらいである。
訪問したマルマラ海沿岸は、国土の大部分を
占めるアナトリア高原の内陸性気候とは異な
り、温暖な地中海性気候である。主な産業
は繊維・アパレル産業、革製品、鉄、葡萄
酒とヒマワリ油の製造・生産だ。鉄道・空
港・高速道路の他に港湾が整備されているた
め、これらの製品が輸出される。最も生産量
が多い農産物は小麦で、次にヒマワリと菜の
花（キャノーラ油）が続く。テキルダー県
で栽培されるヒマワリはトルコ全体の36％
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を、菜の花の生産はトルコの46％を占める。
（Çolak 他2013、https://www.nufusu.com/il/

tekirdag-nufusu）
　A氏はブルガリア第 2の都市、プロヴディ
フで1953年に生まれた。その後、そこで専門
学校・農業大学を卒業し、1970年から農業
を営んでいた。同じ大学で学んでいた妻の B

さん（1957年生まれ）と1978年に結婚し、ブ
ルガリアで兵役を終えた。しかし、1989年に
突然、旧ソ連の車モスクヴィッチ 1台分に詰
めるだけの財産を載せ、ブルガリアを出国す
る。A氏夫妻は全財産を捨ててブルガリアか
らトルコへ移民して来た。入国当初は失業状
態で、イスタンブールで靴を売ったりしてい
た。生活をゼロから立ちあげねばならなかっ
た。後に大学農学部に公務員の農業現場指導
員として勤務するようになった。2006年に新
設された大学に移り、テキルダーに引っ越し
てきた。そして、2017年 1 月に大学を定年退
職した。
　妻の Bさんは現在、トルコの公務員とし
て働いている。二人の息子は有名大学を卒業

し社会人となった。長男はイスタンブールで
システムエンジニアとして働き、結婚して子
どもが生まれた。次男はドローンの会社を起
業し、順調に経営している。「こども達は親
を超えて成功するだろう。」と A氏は言う。
しかし、A氏自身も息子達を大学に進学させ
たばかりでなく、もう 1つの家族と共同出資
して1991年に381m2の土地を購入した。そし
て、大工を雇い、大工と共に自らも建築作業
に加わり、白いコンクリート 5階建ての家を
9年間かけて建てた。ワンフロア200m2の 5
階分を 2軒で縦割りに所有している。A氏の
所有分は地下から 5階まで計540m2になる。
（写真 1）移民の中では「成功した方だ。」と
自負している。建物の前側のテラスには、ぶ
どう棚が一面に設けられ、来客時にはその下
のベンチで夜遅くまで電球を灯しながら食事
と会話を楽しむ。（写真 2・3）
　筆者が招かれた2017年 7 月 4 日の夕食は、
日が沈む前に庭先のバーベキューコンロで焼
き上げた鯖の開きがメイン料理として、そ
の他にきゅうり・トマト・ブラックオリー

図　トルコの地図（イスタンブル近くの印がテキルダー）　Google map より
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ブ・チーズのサラダ、パン、自家製のワイン、
ジャム、デザートのスイカとトルココーヒー
でもてなされた。コーヒーは屋内で出された
が、それ以外は電球の下で饗された。庭や自
家用菜園で栽培した様々な野菜や果物、およ
びそれらの自家製保存食の味見をしながら夕
食をいただき、楽しい数時間を過ごすことが
できた。
　A氏はテラスのぶどう棚で14種類のぶどう

を栽培し、それらのぶどうでジュース（十分
甘いので、砂糖は入れず、炭酸水で割る。）
やワインを自家用に作っている。トルコでは
販売目的以外ならば、一定量まで家庭でのア
ルコール醸造が認められている。また、建物
の脇に A氏は、幅 6～ 7メートル、長さ20
メートルほどの自家用菜園を作っている。こ
の時期はトマトが主で、その他に花と共にイ

写真 1 Ａ氏の家　駐車場と反対側
の面を1 階から5 階まで所
有している。

写真 3 日暮れから夜まで続くテラ
スの会食　写真 2のテラス

写真 2 テラス：ぶどう棚がある。奥は自家
用菜園

写真 4 自家用菜園
 支柱が立てられているのがトマト。

右側の建物の奥側半分の1 ～ 5 階が
Ａ氏の家
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チジクの木が植えられていた。（写真 4）
　A氏夫妻は「私たちが成功できた（家を購
入し、息子を大学まで進学させた）のは、主
に食生活を中心とした節約によるところが大
きい。」と言う。食べものは、出来る限り自
分たちで栽培し、それを使って保存食を作
る。気温が零下になり庭で野菜や果物が収穫
できない冬に備えた。その他、外食などの現
金支出を極力、控え、無駄が出ないようにま
とめ買いしたものは冷凍保存して必要な時に
食べた。
　A氏は2006年に長寿の日本人医師、日野原
重明氏が 1日 2食の生活を続けていると言う
話を聞いて以降、それに従い昼食を抜くこと
にしたら、血圧が下がった。トルコでは一般
的に朝食をしっかり食べる習慣がある。A氏
宅では、朝食にチャイ（紅茶）、パン 1切れ、
カシャールペイニル（黄色いチーズ）、ベヤー
ズペイニル（白いフェタチーズ）、卵、スジュ
ク（サラミ）、バル（はちみつ）・ジャム、サ
ラダ（トマト・キュウリ・オリーブ・オリー
ブオイル）などである。たっぷりと朝食を
摂った後に大学に出勤し、昼食は食べずに帰
宅してから妻とゆっくりと夕食を楽しむ。 1
日 2食にすることにより、健康回復と共に、
職場で昼食のために出費せず節約することが
できた。
　A氏宅では、菜園で収穫した野菜や果物を
生食する以外に、様々な保存食に加工する。
トマトは「ルテニツァ」と言って煮たものを
瓶詰にして保存する。また、「サルチャ」（ト
マトペースト）にして、ファスリエ（白いん
げんのトマト煮込み）などの料理やスープ、
朝食に添えパンに塗って食べる。ブルガリア
にいた頃からずっと作ってきた。
　自家製のトマトジュースには、黒く焼いた
皮付きピーマンのみじん切りを入れ、チーズ
とオリーブオイルを少し入れると美味しい。
トマトジュースを作るのには、完熟した果実
を収穫し、専用の機械で皮と種を取り除く。

果肉だけを潰して瓶に入れ、唐辛子とスプー
ンに半分の塩以外の添加物は一切入れない。
蓋をしてから10分間、煮沸消毒すると瓶の中
が真空になるので、雑菌が繁殖しない。蓋を
開けても 1年間は食べられ、開封しなければ
何年でも持つ。唐辛子は、ビタミンも摂取で
きると共に傷みにくくなるので入れるように
なった。翌年、トマトが収穫できるようにな
るまで、飲み続けることができる。
　 9、10、11月はトマトジュースを始め、
様々な保存食を作る。１回にトマト15キロ
で10～ 20本つくる。 1日で果実を洗い、1日
で機械を通して鍋で煮る。料理に手早く使え
るカットトマトなどは瓶があればあるだけ
作ってしまう。 1日皮むきで終わる、1日が
かりでソースだけを作ることもある。 1種類
を 1日で終わらせて、ジュース作りを 1日や
り、青トマトの漬物をまた 1日でやるなど、
それぞれ日にちを決めて行なう。保存食つく
りは主に女性の仕事で、Bさんは保存食作り
を平日は仕事から戻って 5時以降に行うこと
もあるが、大体は週末にする。結婚してか
ら、40年近くこのような生活を続けている。
　ピーマンは真っ黒になるまであぶり、皮を
むいてから細かく刻んで空き箱やパックに入
れて冷凍する。朝食時にチーズと和えたり、
オムレツやサラダに入れて食べる。この保存
食は特に冬に利用する。息子さん夫婦が遊び
に来た時やイスタンブールへ行くときに少し
ずつ消費する。しかし、若い人はピザのトッ
ピングになど、2週間で 1パック使ってしま
う、とぼやく。
　なすとピーマンをつぶしたもの（茄子・ピー
マン・にんにく）の瓶詰めやトマトとピーマ
ンのペーストも作り、ラク（蒸留酒）のメゼ
（つまみ）や朝ご飯にする。また、パンなど
に塗って食べる。（写真 5参照）
　自家用栽培したオリーブのピクルスの他
に、冬に食べるキャベツ・人参・ブロッコ
リー・カリフラワーなど数種類を合わせたピ
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クルスは、秋になるまでに作る。これらもサ
ラダに使うとおいしい。昨年作ったものはも
う食べ切ってしまった。
　この他に庭に植えた洋ナシで、コンポート
とピューレを作る。ピューレはかなり甘い
が、砂糖は使っていない。また、菜園のイチ
ジクは、種と皮を取り除きコンポートやジャ
ムに煮る。砂糖は入れず果実の甘みを楽しめ
るように、との嫁（長男の妻）からのリクエ
ストがある。庭にクルミの木も植え、実を冷
凍保存して、必要な時に使う。グリンピース
や購入した魚も冷凍保存している。菜園で栽
培したミントの葉は乾燥させ、瓶詰めにして
料理などにかなり使う。
　イチゴはブルガリアへバイラム（砂糖祭）
に行った時に摘んできたもので、ブルガリア
でコンポートを作り、1リットルの瓶に詰め
て持ち帰ってきた。野生の赤いクズルジュッ
ク（グミの実）も摘み、コンポートに加工し、
朝食の時に出す。
　自家醸造したぶどうのワインは、息子や身
近な人 5､ 6 人にあげたり、手土産に持って
行く。しかし、主に来客時に出し、150リッ

トル作ってもあればあるだけ全部飲む。なけ
れば無しで済ます。トルコは酒税が高いの
で、あまり外では飲まない。A氏の家の地下
室は温度が一定なので、開封しても 3年はも
つ。開封しなければいつまでもつと言う。
　Bさんによれば、バルカン半島から来た移
民達は、何でも自分たちで作るこのような
自給的生活をしている人が多いと言う。ア
パートに住んでいる移民で土地を借りて畑を
作っている人もいる。但し、アパートの場合
は、このように大規模に保存食を作ることは
できない。A氏夫妻は戸建ての住宅を購入し
たので、栽培した野菜や果物の生食ばかりで
なく、このような保存食を作る生活ができて
いる。地下室で大鍋や水を使い、汚れを気に
せずに保存食を作り、冷暗所に保管できるの
は、一戸建てならではのことだ。
　また、A氏夫妻の場合は、専門が農学で
あったため、ぶどうを栽培し醸造する専門知
識を持っているので、他の移民に比べると保
存食加工技術は高いと言う。Bさんはブルガ
リア時代から使用しているブルガリア語で書
かれた 1冊の本をいまでも手元に置いて愛用
している。ブドウ・イチゴなどワインやコン
ポート・ジャム・シロップ・リキュールなど
の作り方を全てそこから学んだ。冷凍保存の
方法・野菜・果物についても全てこれに載っ
ている。ノートなどは取らずにすべて頭の中
に記憶しているが、時々、本を見て確認する
こともある。
　以上、トルコに住むブルガリアから移民し
てきたトルコ人家庭を訪ね、その自給的生活
の一端に触れることができた。今回の執筆に
あたり、筆者二人は「豊かさ」とは何かにつ
いてあらためて話し合い、考える機会を得
た。A氏宅で出された夕食は決して豪華なも
のではない。しかし、畑の恵みに更に手間暇
かけて作り出された一品一品は、自分たちの
手で添加物なしに作った食べものであるとい
う自信と充足感を与えているように伺われ

写真 5 保存食　左から
 イチジク（皮付きと皮むき）のコン

ポート・ワイン・アンズのリキュー
ル・トマトジュース・焼きナスの瓶
詰・焼きナスと焼きピーマンの瓶詰・
トマトペースト・イチゴのコンポー
ト
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た。裸一貫でトルコへやって来てから、農作
物を作り、外食を減らし、貯蓄をし、土地を
買い、家を建て、保存食を作り、子供を進学
させ、孫にも添加物なしの食べものを与え、
と A氏夫妻は日々の暮らしを丁寧に過ごし
てきた。その覚え書きをここに残したい。
＊＊＊
　A氏宅での会話はトルコ語でなされ、日本
語に精通するカフラマンの夫 Cahit氏が通訳
として全面的に協力して下さった。氏には記
して謝意を表したい。
　また、帰国後は古家の聞き書きノートと、
カフラマンが録音したトルコ語テープを聞き
直し翻訳したメモに基づき、原稿を作成し
た。

注

1 ） Ahmet Şerif Şerefli（2002年 28頁） は、1989

年にブルガリアから移民してきたトルコ人は

345,000人だったと述べている。また、Nesrin 

Ersoy Mc Meekin（2013年 123頁）は、1989年

5 月から1990年 5 月までブルガリアからトル

コへ移民してきたトルコ系移民は合計345,960

人だと発表している。

2） ブルガリアからトルコへの移民には何度かの

波がある。Bilal Şimşir（1986年 19頁）による

と、1887年のブルガリア在住のイスラム教徒

は676,212人で、そのうちトルコ人は602,331人

であった。しかし、バルカン戦争や第一次世

界大戦または第二次世界大戦後の1949年に発

表されたイスラム教徒の人口は117万人、トル

コ人の人口は85万人に増える。1950～51年の

間に行われた移民政策では、154,393人のトル

コ人がトルコへ移り、さらに1968～78年の間

に13万人のトルコ人が移民してきた（Şimşir, 

1985年 65頁）。1923年にトルコ共和国になっ

てから1980年までは合計507,561人がブルガリ

アからトルコへ移民したことになる。1989年

の大移民でトルコへ渡ったトルコ人345,960人

も加えると、853,521人になる。
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