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１ リサーチテーマ



リサーチテーマ

ジャワ島において 

 
1990年代から現在にかけて起こったバティック再評
価について 
 

リサーチする。 



２ 事前調査



バティックとは

u  インドネシア、マレーシアのろうけつ染め布地の特産品。
東南アジアに広くみられるが、特にジャワ島のものが有名。 

u  現在はプリント⽣地のものもあるため、⽣地の模様によっ
て判断される。

u  ⽇本ではジャワ更紗と呼ばれ古くから親しまれてきた。 

http://www.pelan-pelan.com/batik/



バティックの歴史①戦前

u  13〜16世紀：バティックの歴史のスタート。精神的、宗教
的な意味性をもっており王家の儀式で⽤いられた。 

u  19世紀後半：宗主国であるオランダによりバティックが産
業化。 



バティックの歴史②戦後

u  スカルノ時代：バティック・インドネシアの開始。バ
ティックがインドネシアの⾃由と統⼀のシンボルとなる。 

u  スハルト時代：フォーマルな場でバティックを着⽤するこ
とを進める。制服の制定。 



バティックの歴史③近年

u  1990年代：バティックは⽥舎者・⽼齢・低学歴というイ
メージ。 

u  現在：2009年ユネスコ無形世界⽂化遺産登録。ファッショ
ン化が進む。国・地⽅・職場・学校など集団の⼀体感を演
出するために使われるようにもなる。



バティックの変遷

1960年代〜

 

 
 

インドネシアの⾃由と統
⼀のシンボル。 

1990年代〜

 
 

 

古臭い・ダサいというイ
メージ

現在

 
ファッション性の⾼いお
しゃれな普段着として 

様々な集団でのアイデン
ティティ

負のイメージ
正のイメージ



仮説

u  1990年代:近代化により欧⽶的価値観の流⼊、欧⽶に対し
コンプレックスを抱くようになる。 

u  現在：経済成⻑やUNESCOの世界無形⽂化遺産登録から⾃
国やバティックそのものに誇りを持つようになる。 

無形⽂化遺産登録という国際的な評価を受けたことで、欧⽶
コンプレックスを克服が再評価に繋がったのか？ 



仮説

u  2009年の世界無形⽂化遺産登録が⼀つのターニングポイン
トとなりバティックの再評価に繋がったのではないか？ 

政府・団体
の活動

世界無形⽂
化遺産登録

⼀般の⼈々
に普及

無形⽂化遺産登録にそれほどの影響⼒があるのか？



３ 問題意識・調査⽬的



問題意識

u  1990年代には負のイメージが結びつけられていたバティッ
クは、現在多くの世代に幅広く着られるようになった。 

u  ⼀度、負のイメージが結び付けられたものがこのような短
期間で再評価される例は少ない。 

 

いったいどのような社会的事象がバティックの 

再評価に寄与したのかに問題意識を持った 



調査⽬的

u  1990年代から現在にかけてのバティック再評価にはどのような
ストーリーがあったのかを明らかにする。 

u  またバティックを伝統⽂化再評価の成功例として、どのような
点が成功に寄与していたのかについて考察する。 



４ 現地調査



調査Ⅰ 現地住⺠へのインタビュー調査

u  ⽇時：2/28,3/1,3/2 

u  場所：Tanah Abang(⾐料品市場),Thamrin City(モール) 

u  対象：10代〜50代の男⼥20名 

u  ⽅法：通訳を介して 

①対象の各ライフステージ毎のバティックとの関与・⼼象を
事実ベースで聞く。 

②なぜバティックが再評価されたか個⼈の⾒解を聞く。 

  



調査Ⅰ 現地住⺠へのインタビュー調査



調査Ⅰ 現地住⺠へのインタビュー調査

結果 

u  2009年の世界無形⽂化遺産登録の話は殆んど話に出てこな
かった。 

u  個⼈の関与・⼼象が変わり始めたのはおよそ10年前のよう
だ。 



調査Ⅱ バティック専⾨家へのインタ
ビュー

u  ⽇時：3/2 

u  場所：繊維博物館
u  対象：学芸員
u  ⽅法：通訳を介して、バティックの⼤まかな歴史、変遷。

また本題である近年におけるバティック再評価のストー
リーを起こった社会的事象ごとに詳しく聞く。



調査Ⅱ バティック専⾨家へのインタ
ビュー



調査Ⅱ バティック専⾨家へのインタ
ビュー
バティック再評価のストーリー 

マレーシアがバティックの⽂化遺産としての権利を主張 

職場・学校でのバティック着⽤義務の再強化 

着⽤頻度増加に伴いバティックのデザインの多様化 

ファッションとして若者にも着られるようになる



調査Ⅲ 現地住⺠へのアンケート調査

u  ⽇日時：3/5〜3/7 

u  場所：ジャカルタ市内(駅構内、市場、モール) 
u  対象：10代〜60代の男⼥ ｎ＝234（有効回答199） 
u  ⽅方法：調査Ⅰ調査Ⅱの結果をもとにインドネシア語の選択

肢のみのアンケートを作成し街頭で配布し回答してもらい
回収する。 

u  またグーグルフォームでもアンケートを⾏った。 
 



調査Ⅲ 現地住⺠へのアンケート調査

u  年齢・性別 

u  バティックの使⽤状況をYes/Noで
（仕事・休⽇・式典） 

u  バティックへの⼼象を五段階評価
で（好き嫌い・フォーマル/カ
ジュアル・お洒落か・⼈気度） 

u  フォーマルなバティック、カジュ
アルなバティックの好き嫌いを五
段階評価 

それぞれ現在/⼗年前に分けて聞く



調査Ⅲ 現地住⺠へのアンケート調査



調査Ⅲ 現地住⺠へのアンケート調査

全体として… 

u  仕事（関与）：７９％→８９％（10ポイント増） 

u  式典（関与）：７９％→９２％（13ポイント増） 

u  休⽇（関与）：２９％→４０％（11ポイント増） 

u  ⼼象： 
好き フォーマル おしゃれ ⼈気

10年前 3.6 3.9 3.3 3.5

現在 4.5 3.9 4.5 4.6

＋0.9 ±0.0 ＋1.2 ＋1.1



調査Ⅲ 現地住⺠へのアンケート調査

u  男性に⽐べ⼥性のほうが⼼象（おしゃれ/ださい、⼈気/不⼈気）の正の変化が
⼤きかった。 



調査Ⅲ 現地住⺠へのアンケート調査

u  各世代で⼼象の変化にくらべ休⽇の着⽤状況の変化の仕⽅に違いあった。 

u  10代：多→多 

u  20代：少→多 

u  30代：少→少 

u  40代：多→多 

10代 20代 30代 40代

10年前 40% 21% 15% 59%

現在 45% 40% 19% 54%

変化 ＋5% ＋19% ＋4% －5%



５ 考察



バティック再評価ストーリー考察

u  2009年のUNESCO世界無形⽂化遺産登録はバティック再評
価の結果であり、決して主因ではないことが分かった。 

u  そしてリサーチの結果、バティック再評価の主因として判
明したのが『先にマレーシアが所有権を主張したこと』で
ある。



マレーシアとインドネシア

u  1960年代にマレーシアとインドネシアは紛争状態にあった。
（冷戦下における東⻄下の代理戦争） 

u  ⾔語、気候、⽂化、宗教が似ており隣接する両国の間には
その後も領⼟や化⽯資源などで対⽴が起こっている。（EX.
アンバラット海域の資源争い） 

u  ⼈⼝や領⼟においてはインドネシアが圧倒的にリードして
いるものの、経済⾯においてマレーシアが上である。(⼀⼈
当たりのGDPで約4倍)こういった点も国⺠感情の対⽴の⼀
因である。 



ストーリー考察

u  インドネシアに先⽴ち、マレーシアがバティックの所有権
を主張したことで、これまで冷めていたインドネシアのバ
ティック熱が再燃 

→通常よりも国の政策（バティック着⽤義務）などが浸透し
やすい状態となり、結果⼈々の着⽤頻度が増える。 
 
 
ライバルであるマレーシアにバティック所有権を取られそう
になったことが結果的に功を奏したのではないか。 



ストーリー考察

u  バティックのデザイン変容前に需要が増⼤したため、従来
のおしゃれではないバティックしかない。 

u  バティックを⽣産する会社によりデザイン性の富んだ
ファッショナブルなものが求められる。 

u  結果、たくさんのおしゃれなバティックが登場、また欧⽶
ファッションと融合したものも現れ、若者にも受け⼊れら
れるものに。 

着⽤の義務化が⼈々に強くバティックのファッション化を求
めさせた。 



当時の記事

「まず彼らはインドネシアの⺠謡を『盗み』、寺院舞踊を『盗
み』、そして今やマレーシアは、正式な伝統的バティックを⾃
分たちの⽂化としようとしたことで、インドネシア国内での反
マレーシア機運に⽕をつけ、⼆国の⾸脳はこの緊張を緩和しよ
うと会議を⾏った」

INDEPENDENT“Rivals of the East: Battle for batik”より



当時の記事

それぞれの論争の間、両国の外交関係は緊迫しており、ナ
ショナリズムが台頭し相⼿に対するあだ名ができた。今年、
過激なインドネシア⼈がマレーシアを「マリン・シア」と
呼び始めた。「マリン」とはインドネシア語で「強盗」と
いう意味だ。さらに、マレーシアのウェブサイトには、イ
ンドネシア国歌の侮辱的な替え歌がアップロードされた。
ジャカルタでは⾃警団が組織され、⽊曜⽇にマレーシアを
侵略し、運動を⾏うと主張している

Jakarta Globe “Indonesia and Malaysia Battle Over Batik”より



アンケートで⾒られた年齢性別間におけ
る差異

u  ①男性に⽐べ⼥性のほうが⼼象（おしゃれ/ださい、⼈気/
不⼈気）の正の変化が⼤きかった。 

u  ②各世代で⼼象の変化に⽐べ休⽇の着⽤状況の変化の仕⽅
に違いあった。



①性別における差異

u  男性に⽐べ⼥性のほうが⼼象（おしゃれ/ださい、⼈気/不
⼈気）の正の変化が⼤きかった。 

u  10年前は男性のほうが、おしゃれ（＋0.5）⼈気（＋0.5）
と感じていた。 

→昔はバティックは男性のものという認識が強かった。 

u  今は⼥性のほうがおしゃれ（＋0.9）と感じている。 

→特に⼥性のバティックにおけるファッション化/⼥性のほう
が流⾏に敏感（安永 et al. 2012） 



②年齢による差異

1980’s
• 国家の伝統的な服

1990’s
• 強い負のイメージ。

⽥舎・⽼齢・低学
歴

2000’s
• 徐々にイメージが

改善されていく。

現在

• ファッション化が
進み流⾏に

バティックの変遷

○20代の若者世代は中⾼齢世代と⽐べて 
・ファッションへの関⼼が⾼い 
・流⾏を重視           （安永 et al. 2012）

⇒ファッション志向が確⽴してしまう若い時期にバティックがどういうイ
メージであったのかが、それ以降の着⽤状況に⼤きく影響している。



②年齢における差異

u  10代：多→多 

10年前、既にバティックの負のイメージが払拭されていたた
め10年前も現在も⽐較的よく着ている。
u  20代：少→多 

流⾏の影響を受けやすい時期に（１0年前から現在にかけて）
バティックのファッション性が向上していった結果、その影
響を強く受けた。



②年齢における差異

u  30代：少→少 

⾃らのファッション志向が確⽴される時期（1990’S）に強い
負のイメージがあったため、その後の変化の影響を受けな
かった。
u  40代：多→多 

⾃らのファッション志向が確⽴される時期は負のイメージが
付く前であり、そのころからそのまま着続けている⼈が多い。



まとめ

u  バティック再評価の主因はインドネシアのライバル国であ
るマレーシアに先にバティックの所有権を主張されたこと
にある。 

u  ⼼象を変化させることは⽐較的容易ではあるが、着⽤状況
までを変化させるのは、特に中年以上になると難しい。
ファッション志向が確⽴する時期、つまり若者向けの取り
組みが必要である。 
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