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タイ北部における山岳民族の伝統的なモチ米食文化比較研究
Comparative Study of Glutinous Rice Dietary Culture among
Hill Tribes in Northern Thailand
This article deals with the result of research about the traditional culture of glutinous rice
eating, including the naming, ways of making and utensils, and ways of cooking and eating, in
six major ethnic groups in Northern Thailand, Karen, Lahu, Lisu, Akha, Hmong and Yao. It
also attempts to compare traditional culture and brings up a lot of vital questions.
Rice-cakes made by pounding in a wooden mortar with a pestle were found in the various
tribes except for the Karen, when people cerebrate at their religious ceremonies on New
,
Year s Day or other holidays. They donate them to their gods and ancestors, praying for
peace of their villages and families or wishing for good health. The Karen uses a mortar and
pestle made of stone.
Kneaded rice-cakes were observed in the tribes of Lisu, Aka and Hmong. They were made
in the villages on Thanksgiving Day and in Akha, they are usually at home.
Cakes wrapped in bamboo leaves were observed only by the Karen and Yao. In the Karen,
two different shapes, which symbolize the male and female, were found, and they were
made for praying for recovery of health. In the Yao, they were made for the repose of their
ancestor.
When pounding rice-cakes, all tribes except for the Hmong add perilla and/or black sesame
seeds into steamed rice. They dried pounding rice-cakes and then ate them after toasting or
deeply frying.
According to the comparison of shapes of mortar and pestle, the relationship among the
tribes highly resembles the structure of the linguistic classification. But in case of the Lisu,
characters are beyond the framework of it. The Lisu seemed to accept various traditional
cultures from other tribes.
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1．研究背景と目的
モチ米発祥地域ともいわれるタイ北部の山岳地帯には複数の民族が居住し、彼らの正月や伝統
行事などの「ハレの日」にモチが作られている。伝統的なモチ米食文化は、各民族の風土や暮らし、
思想を色濃く反映していると考えられる。ところが、近年の急激な経済発展にともない流通インフ
ラが整備され、情報化が進むと、民族「服」は、アイデンティティの象徴、観光品・換金製品として
注目されるものの、
「食」は、自給自足から食品を市場や商店から購入するようになり、食文化の均一
化・収斂化がなされ、民族の特徴は急速に失われつつある。民族の伝統菓子についての中・高等
学生への聞取り調査結果からも、タイ族
（タイにおける主要民族）のものと差異が不明瞭となっていた。
各民族の伝統的なモチ米の食文化が消失してしまう前に記録し、保存することは急務といえる。
本研究では、タイ北部に居住する主要6民族（カレン、ラフ、リス、アカ、ヤオ、モン族）を対象に
彼らの「伝統的モチ米食文化」の実態（名称、調理道具、作り方、食べ方など）
を明らかにする。そ
れらを民族間比較し、彼らの生活文化の再考を試みる。
2．調査方法
タイ山岳民族の生態や食に関する資料に
ついて、タイ山地民博物館、同付属図書室、
サイヤームソサエティ図書館、チェンマイ大
学図書館、日本国立国会図書館で文献資料
を収集した。また、チェンマイ山地 民博物
館のDr. Thaworm Foofuangの紹介を得て
観察、面接聞取り等の実態調査を中心に研
究を進めた。調査時期と対象民族は、2005
年8月カレン、モン、2007年8月カレン、リス、
2008年2月ラフ、リス、ヤオ、2008年5月アカ、
2008年8月ヤオ、モン、2009年2月ラフ、ヤオ
である
（図1）。
調査内容は、モチの名称、種 類、使 用
する道具、作る工程と役割分担、作る時期
や目的、食べ方などである。これらを写真、
動画で記 録した。さらに各民 族に対 する面
図1

接聞取りによる補足調査を行い、あわせて各

調査地域

民族の長老に対して聞取り調査を実施した。
本研究では搗きモチ、練りモチ、チマキを研究対象とする。搗きモチとはモチ米を蒸して杵、臼
などを用いて搗いたもの、練りモチとはモチ米、ウルチ米を粉にして水または湯を加えて練り、それ
を蒸すまたは茹でたもの、チマキとは生のモチ米を笹などの植物の葉で巻いて、蒸すまたは茹でた
ものである。
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3．各民族のモチ食文化の実態
（1）カレン族
カレン族（Karen）の大部分は、ミャンマーの東部、タイ北部に住み、百数十万の人口を有する。
生業は低地では水稲、山地では焼畑耕作による陸稲栽培を行っている。他の山地民族に比べ、キ
リスト教徒が多い。カレン族には、スゴー・カレン、ポウ・カレンなどの支族があるが、筆者が調査
したのは、スゴー・カレンである。
搗きモチ「メートー・ピー」は、モチ米を蒸し、けしの粒を炒って石のクロック
（石製のすりコギとす
り鉢）で潰し、そこに蒸しあがったモチ米を入れて搗き餅状にする。搗きあがったものを伸し餅の状
態
（直径約30cm）
にして、数日後、焼いたり、揚げたものを食す。
チマキ
「メートー・ポッムン、ポックワ」は、生のモチ米とピーナッツを笹の葉
（カレン語：ミートォー
ラッ）で包み、竹ヒゴ（カレン語：チュガン）
で2つを一対にし、茹でる。笹の葉の包み方は2種類あり、
メートー・ポッムンは
「女型」、メートー・ポックワは
「男型」という。
カレン族が、現在この伝統菓子を作るのは、クリスマスと病気になった時、治った時であるが、
キリスト教が布教する前は、病気の治癒祈願の際に精霊に供えるためのみ作ったという。
（２）
ラフ族
タイ人は、彼らをムスーと呼ぶ。ムスーとは「狩人」という意味で、ラフにも「勇気ある人々」という
意味がある。彼らは、高床式の家に住み、標高1000ｍ前後の尾根筋に20〜30戸からなる村落を営む。
ラフ・ニ、ラフ・ナ、ラフ・シレ、ラフ・シに分かれ、調査先は、ラフ・ニ族
（通称：黒ラフ）である。
搗きモチ「オフネー」
は、蒸したモチ米を横臼
（ラフ語：チェッモックー）と2本の竹の棒、縦杵
（イッ
ター）で搗く。横臼は、各家庭に1台ある。1年ごとに穴を少しずつ広げていき、3年に1度作り替える。
形状は、丸木を横に倒して上部の1/4を切り落としていて（およそ縦40cm、横120cm、高さ30cm）、
中央ではなく片側に直径30cmほどの餅を搗く穴があけられている。杵の竹は、生でなければならず、
モチを搗くたびに新しい節を削り出す。搗く前に、臼を水でよく湿らせておき、モチ米が付着しない
よう、杵に炒ったすりゴマ（ベンベー）を付けながら、節の部分でモチ米を押すように搗いてく。他
の民族と比べると静かな餅つきである。餅状に搗き終わったら、臼の平らな部分に餅を叩きつける。
このモチを搗く作業は男性がし、この後の直径5cmほどの丸モチに形成するのは女性のみで行われ
る。できた「オフネー」
は、他の民族のようにバナナの葉などに包むことはなく、竹製のザルの上にそ
のままおいて乾燥させる。家庭によって赤モチ米製と白モチ米製があるが、特別な意味はないそう
である。
「オフネー」
は、ラフの正月
（2月）
に作られる。ラフの正月
（コォジェン）は、女性（2008年は2月10 〜
13日）、男性（2月14、15日）に分けられ、女性の正月の数日前から作られる。モチが作られるのは、
年に1度の正月のみである。精霊への信仰心が高く、結婚式や治癒祈願などには、豚を屠殺して調
理したものを供えている。
村人は、各家庭で作った「オフネー」を村の長老の家へ持っていく。長老が、村の1年の無病息災、
家内安全を祈り、各家庭から集まった「オフネー」
を混ぜながら再分配する。参加者は、それを持ち
帰って、焼いたり、揚げたりして食べる。ラフ族は、互いのモチを分け合うことを通じて、共同体と
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しての認識を確認しあうのである。
（3）
リス族
華やかな色彩の民族服が特徴のリス族（Lisu）は、1000mの山間部に居住し、精霊信仰を続けて
いるが、キリスト教に改宗した人も少なくない。
搗きモチ「パーパー」は、蒸し上がったモチ米を事前に炒った黒ゴマ（ニィー）をまぶしながら、横
臼（縦約100cm、横約40cm、穴は直径約30cmの半球状）と縦杵で搗く。ある程度搗いたら、今度
は横杵で搗いていく。その際、米が杵につかないよう、大豆油を加える。搗き終わると、空気を抜
くように上から下に臼に向かって、数回モチを落とす。搗く作業は男性である。搗き終わったモチは、
女性たちによって直径8 〜 12cmほどの平たい円盤状に丸められる。それを縦半分にしたバナナの
葉に2個ずつ九十九折にはさんで保存する。食べ方は、そのまま食すこともできるが、日持ちがする
ので2、3日後に焼いたり、揚げて食すことが多い。
練りモチ「カノムペーン」は、生地となるモチ米粉とウルチ米粉、砂糖を水で練る（モチ米3、ウル
チ米1、砂糖0.5の割合）。練り終わった生地を縦25cm横20ｃｍに裂いたバナナの葉の中央において、
葉をまず縦左右に折り、次に上下に折り包み、蒸す。同じく練りモチ「カノムジョ」は、タイ族の影響
を受けたものと考えられる。ただし、四角椎になるよう包むのは手間がかかるため、カノムペーンと
同様な包み方にするなど、簡便化をはかっている。この2つの菓子は、女性のみで作られている。
「パーパー」は正月
（2月頃）
、
「カノムペーン」
と
「カノムジョ」は新嘗祭などの時、村人総出で作られて
いる。リス族は、ウルチ米を常食にし、田の一画でモチ米を栽培していたが最近はモチ米を購入し
ている。村人総出で作ったモチは、村の神様
（精霊信仰）に供えられ、村人に平等に分けられている。
（4）
アカ族
アカ族（Akha）
は、標高1000ｍ前後の尾根筋に、30〜40戸からなる村落を営む。言葉は、リス、
ラフ族の両語に近い。主な生業は焼畑耕作で、陸稲、雑穀などを栽培している。信仰する宗教は、
人によって仏教、キリスト教で異なっている。
練りモチ「ホートォン（カプッ）
」を蒸す際には、他の民族がアルミ製の蒸し器を使っているが、ア
カ族では木を切りぬいたものに籐で編んだ蓋を使用している。エゴマ
（ヌンペッ）を炒ってつぶし、臼
にまぶしたところに、蒸しあがったモチ米を、縦臼（高さ60cm、幅38cm、穴の直径24cm、穴の
深さ30cm）、縦杵（長さ80cm）でエゴマを入れながら搗く。搗く作業は、男性が多い。搗き終わる
と、杵に巻くように絡め取る。竹ヒゴ（幅3cm）を輪にして杵に通し、モチを杵からこそぎ取る。直
径8cmの平たい円状に丸める。これらは、仏教徒の場合にはタイの正月、キリスト教徒の場合には
クリスマスに、それぞれの家で作られ、近所の家々へ互いに配り合い、寺や教会に持って行って供
える。また、結婚式の際、新郎の側が新婦の側の来客への手土産として作る。食べ方は、そのま
まか、2、3日後に油で揚げる。
昔は赤モチ米を用いていたが、政府の指導もあり収穫量の多い白いモチ米を栽培するようになり
今の様になったという。また、敬虔な仏教徒の場合、正月以外にはホートォンは作らず、正月当日ま
でに食すことが禁じられているそうである。
練りモチ「デープン」は、モチ米粉およびウルチ米粉を2：1の割合で合わせ、そこに黒砂糖を削っ
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て水に溶かしたものを合わせ、耳たぶくらいの柔らかさになるまで練る。練った生地をリス族の
「カノ
ムペーン」と同じようなバナナの葉で包むが、その際、生のピーナッツを皮のまま、3〜4個入れて折
り包み、トンプーという実を乾燥させ、底に穴をあけた蒸し器を用いて蒸す。
「デープン」は新嘗祭、
その他の祭り、クリスマスで作られるほか、常備おやつとしても日常的に作られ、食されている。筆
者が調査に訪問した時にも、3日前に作り置きされたものが出された。
（5）
ヤオ族
ヤオ族は、中国の雲南省を起源とし、漢字による文書の普及や民間道教の色彩が濃厚な宗教儀
礼など、概して中国の伝統文化の影響が顕著にみられる。自らを「ミエン」とよび、漢字が読める年
長者も多い。祭儀の際は、豚、鶏などを屠殺して調理する。
搗きモチ「ユアゾン」は、縦臼（ヤオ語：タッコム）
、横・縦杵（ソンジュア）、返しベラを用いて、臼
に蒸したモチ米が付着しないよう、炒ったゴマ（サッ）をまぶし、船の艪のようなヘラで返しながら搗
いていく。作業は男女ともにおこなう。搗きあがったモチは、ねじりながら伸ばし、適当な大きさに
分けられる。これは、ヤオの正月
（2月）
に作られる。祭壇（フィアトイ）
へお供え用の「ユアゾン」
（直
径約18cm）
を作り、それを祭壇の左右に、4枚ずつバナナの葉を間に挟みならが重ねたものを供える。
霊媒師が決めた時期
（4 〜 5月）が来たら食べるが、神様のものなので近づいてはならない。つぎに、
通常食べる直径約10ｃｍの
「ユアゾン」をバナナの葉に九十九折しながら挟んでいく。すりゴマと塩を
まぜたものをつけながら食べる。また、乾いたら、水に浸して柔らかくしてから揚げたり、焼いたり
する。
チマキ「ユアダオ」と「ユアクイ」
は、戦争で亡くなった祖先の霊を慰める行事（8月）の際に作られる。
「ユアダオ」は、ターペップノムという長さ約40cm、幅18cmほどの葉を2枚、左右逆に重ね、そこに
ワラの炭を入れ黒くした生モチ米を細長く置き、塩と生姜で煮た鶏肉（フェイジャ）を乗せる。それを
円柱になるよう葉で包み、竹ヒゴ（ズゥ）で巧みに結ぶ。
「ユアクイ」は、生モチ米をタージャンヤンと
いう花を煮出した液で黄色に染め、それを茹でてやわらかくした長さ約30cm、幅10cmのノージャオ
という葉で粽のように包む。まず葉を同じ方向に2枚重ねて円錐を作り、そこにモチ米をきつく詰め、
余った葉の部分でフタをするように閉じ、竹ヒゴで鳥の形になるよう結んでいく。
それぞれの形状に巻いた「ユアダオ」
「ユアクイ」
は、30分ほど茹でてできあがる。そして両者は祭
壇に供えられる。
ヤオ族は、各家庭に祭壇があり、そこに花、果物、酒、茶と共にモチを供える。そして、霊媒師
に、祖先の名前とともに念仏を唱えてもらうのである。
（6）
モン族
モン族の主な生業は、焼畑耕作で、陸稲や雑穀であるが、最近はコーヒーや高地野菜で生計を
立てている。豚、鶏、牛などを飼い、祭儀の際に屠殺して調理し供える。住居は、方形の平土間
式で、標高1000ｍ前後の斜面に村落を営んでいる。服飾によって、モン・デュア
（青モン）、モン・ド
ニ
（白モン）に分かれる。本調査の対象は、青モンである。
搗きモチ
「ジュア」
は、舟形の両端を切ったような横臼
（タンジュア）
（縦約50cm、横30cm、高さ
20cm）
と2本の横杵
（ガオジュア）
で搗く。搗き手は、両端に分かれ、臼の端を足で押さえながら、互
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いの方向にモチ米を引くように交互に搗く。搗く前に、臼と杵に蜜蝋が塗ってあり、モチ米が付着し
ないようにしている。他の民族と異なり、ゴマは一切用いない。餅状になったら、こぶし大にちぎっ
て蜜蝋が塗ってあるバナナの葉
（約15cm×20cm）
に挟み、両手で押さえ平らにする
（蜜蝋の代わりに
卵黄を塗る場合もある）
。搗く作業は、男女ともするが、モチを丸めるのは女性である。
「ジュア」は
モン族の正月
（12月）
にのみ作られ、祖先の霊、精霊へ供える。食べ方は、数日間乾燥させ、その後、
油で揚げて食べる。またバナナの葉に挟まれた状態で炭火に掛けて焼いて食べることもある。それ
をジュア・ジーという。最近の子供たちは、コンデンスミルクを付けて食べている。
練りモチ「ユーフア」は、モチ米を粗く粉にしたものを湯で溶いて練り、それをバナナの葉に挟ん
で蒸したものである。豆を混ぜたりすることもある。砂糖を使わないがほのかな甘みがある。
「ユー
フア」を作る時期は特に決まっておらず、食べたいと思った時であるが、手間がかかるため最近あま
り作らないという。また、モチではないが、結婚式には1 ヶ月前から籾殻付の米を煮てお酒を作り、
客に振る舞うという。
近年、山岳地帯から職を求めて都市部へ出てきたモン族たちは、近隣のモン族の村と共同で、正
月を祝いモチを作るという。聞取り調査の結果、若い世代はモンのモチ菓子はたくさんあるというが、
60歳以上の年長者に聞くと、モンのモチ菓子はこの2種類だけだという。この地域で大多数を占める
タイ族の類似した菓子の影響が強いため、40歳代以上の壮年世代ですら本来自分たちのモチ菓子
との区別がつかなくなりつつある。多民族地域において、都市部へ移り住むと食のアイデンティティ
を保つことは難しいようだ。
4．まとめ
タイ北部に居住する山岳民族のモチ食文化について、名称、材料、形状、食べ方、作る時期、
道具など言語系統別に一覧にまとめ、比較分析する
（表1）。
搗きモチは、すべての民族に存在し、いずれも正月やクリスマスに作られ、信仰する神や精霊、
祖先に供えられ、村や家族の安寧や健康の祈願の意味が込められていた。練りモチは、リス、アカ、
モン族にみられ、新嘗祭などで用いるが、日常的に食べたい時に作られてもいた。チマキは、カレン、
ヤオのみで、共に2種類の型がありオス、メスを意味するような形状で、カレンでは病気治癒、ヤオ
では祖先への慰霊の意味が込められていた。
杵や臼について、カレンは石製だが、他の民族は木製（ラフは竹、その他の民族はチーク）であっ
た。SINO-TIBETAN語族は、臼の穴が半球の球で、主に竪杵を用いていた。カレンはのしモチで
あったが、それ以外のアカ、ラフ、リスの練りモチの大きさはほぼ同じである。一方、AUSTROTHAI語族は、臼の穴が逆台形状で、主に横杵を用い、ヘラでモチを返していた。練りモチの大き
さはSINO-TIBETAN語族に比べ大きめである。タイ北部に居住する山岳民族のモチ食文化は、言
語系統と類似した分類ができる。しかし、リス、ヤオは、共に竪杵・横杵を用いており、特にリスは、
カノムジョなど平地民のモチ菓子を作っていることから、言語系統の枠組を超え複数の民族の食文
化を取り入れている実態が明らかとなった。
日本でも正月には必ず食す搗きモチは、山岳民族の間ではモン以外、エゴマや黒ゴマと一緒に搗
かれる。また、そのまま食すより、乾燥させたものを焼く、揚げるなどして食べられていた。その際、
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表1 タイ北部山岳民族の言語系統とモチ食文化一覧
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ナンプラー（魚醤油）
などをつけることはない。
搗きモチは、タイ北部（タイ語）の方言で「カプッ」と呼ばれている。これは、モチ等に火を加える
とプープープーッと徐々に膨らむ様子を意味している。この「カプッ」という言葉は、民族や国境を越
えて、その状景をすぐ理解できる
「モチを食す者」
が共感する響きがある。モチの独特の食感である
粘りは、東アジア地域において美味しさの一つである。モチ食文化は、私たちが東アジアの一員で
あることを再認識させる食品といえる。
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