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台湾の雑穀利用の文化と
「原住民料理」の展開
Traditional food culture, millets, and the development of
'indigenous cuisine' in Taiwan
Six millet species traditionally cultivated in Taiwan are botanically identified from
herbarium specimens and field observations: Setaria italica, Panicum milliaceum, Sorghum

bicolor, Coix lacryma-jobi var. ma-yuen, Eleusine coracana, and Spodiopogon formosanus.
S. formosanus is a little known endemic domesticate in Taiwan. It was previously widely
cultivated in mountainous areas, but is now very rare and almost extinct.
Foxtail millet is still commonly used by indigenous people in Southern Taiwan, particularly
as material for food and drink used during special occasions such as the yearly harvest
festival and marriages. The people make a sticky cake wrapped in leaves, and a fermented
drink. Bundles of millet heads are also used as an ethnic symbol.
The ethnic culture of indigenous people is considered an important resource for modern
tourism. In Southern Taiwan, millet cake and drink, traditional festival items, have recently
emerged as casual ethnic food used to attract tourists' appetite. Continued development of
indigenous cuisine will broaden the use of millet and might encourage its cultivation.
はじめに
台湾の山地では、原住民族（注１）
によって焼畑に雑穀類が栽培されてきた。現在、雑穀は日常の
主食ではなくなっているが、行事の際の食物にモチアワは欠かせないものとされている。原住民族
の農耕や儀礼においてアワの重要性が早くから注目されてきた一方、アワ以外の雑穀については不
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明な点が多く、種名すらあいまいであった。筆者はこれまで知られていなかった台湾固有の雑穀の
存在を確認したことを契機に、原住民の栽培してきた雑穀の種を見直すことが原住民の食文化を知
る上で必須であると考えた。本研究は、台湾における雑穀の種を植物学的に同定した上で、その栽
培と利用の現状を明らかにし、その発展形としての
「原住民料理」の位置づけを考察するものである。
研究方法と調査地域
本研究を遂行するにあたり、台湾産の雑穀類とその近縁野生種について標本を採集するとともに、
既存のさく葉標本を検討し、植物学的に正確な同定に基づくデータの収集に努めた。さらに、栽培
と利用に関して、現在の栽培者や過去の栽培経験者より聞き取りを行い、行事の参与観察を行った。
標本調査は、東京大学総合研究博物館、京都大学総合博物館、台湾国立林業試験所、台湾
大学、国立中央研究院、国立自然科学博物館、国立屏東科技大学の7つの植物標本館でおこなっ
た。また、栽培と利用に関する現地調査は、屏東県、嘉義県、高雄県、台東県、花蓮県、台北県、
南投県においておこなった。屏東県においては、8月の豊年祭行事の参与観察をおこなった。
台湾における栽培雑穀の種名と分布
過去の文献の批判的解読、および植物標本の同定から、台湾原住民によって栽培されてきた雑
穀は、表１に示す6種であることがあきらかとなった。アワ（写真１）は、これらの6種の雑穀のうち、
もっとも広い範囲にわたり多くの民族によって栽培されてきたもので、現在も台湾南部の諸民族を中
心に原住民族によって栽培が続けられている。キビは北部のタイヤル族、ブヌン族の間にわずかに
栽培が残っているが、南部においては栽培がほとんど知られていない。モロコシ
（写真2）、およびハ
トムギは広い地域で利用されてきた作物であるが、もともとの栽培量があまり多くはない。今もアワ
を栽培している地域ではその畑の隅などに少量の栽培が見られる。シコクビエは、標本のデータに
より、かつて北部のタイヤル族、中部のブヌン族とツォウ族によって栽培されていたことが確認され
たが、南部では認識されておらず、標本もないことから、栽培があった可能性は低い。今回の調査
範囲では栽培しているところを見ることはできなかった。おそらく絶滅に近い状態にあると考えられ
る。特筆すべきことは、これまでほとんど知られてこなかったタイワンアブラススキ（写真3）
という雑

表1

台湾の栽培雑穀の名称と地理的起源
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写真1

写真3

アワ
（屏東県霧台郷伊拉村）

写真2

モロコシ
（屏東県三地門郷青葉村）

タイワンアブラススキ
（屏東県霧台郷霧台村）

穀の存在である。タイワンアブラススキは台湾
の固有種で、現在はきわめて栽培が減少してい
る。しかし、図１に示すように過去に収集され
た標本の採集地は、台湾山地部のほぼ全域に
分布しており、かつては広い範囲にわたって栽
培されていたことが確認された。また、雑穀の
穂の標本を示して、過去の栽培経験や現地で

図1

腊葉標本の採集地から見たタイワンアブラススキの栽培の分布

の呼称を尋ねたところ、どの地域のどの民族に
あってもヒエという植物は栽培植物として認識
されておらず、栽培経験のある人もなかった。一方、これまでに原住民の言語でヒエを指すものとし
て収集されてきた言葉は、多くの場合タイワンアブラススキの呼称と一致した。このことから、これ
までの民族学的な報告や語彙集の中で
「ヒエ」
とされてきた植物は、タイワンアブラススキであったこ
とが判明した。タイワンアブラススキは台湾固有であるだけでなく、希少な栽培植物であったことも
あり、民族学や言語学の調査者に和名が知られていなかった。おそらく、最初は、
「アワ・ヒエの
類の雑穀」という意味で暫定的にヒエ（ときにはキビ）と呼ばれてきたものが、今日まで正されること
なく来たものと思われる。
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なお、ハトムギの祖先野生種で、種子を食
用ではなく装 飾などに用いるとのあるジュズダ
マの標本は、各地で採集されている。野外調
査においても、集落の周辺などの人里的な環境
に遺存的に生育するのが確認された。また、イ
ネ科 雑 穀ではないが、 アカザ 科 の擬 穀 類の
セイバンアカザ（Chenopodium album L.var.

purpurascens Jacq.）
（写真4）
の栽培も各地で
見られた。
写真4

セイバンアカザ
（三地門郷徳文村）

雑穀の栽培と利用
聞き取りを行った調査地のうち、実際に現在も雑穀が栽培されていた地点の状況を表2に示す。
南投県仁愛郷の東部ではブヌン族、セデック族の人々によってアワとキビの栽培がわずかに残っ
ているが、その種子は別の村からもらってきたものであるといわれている。一方、中正村では、オカ
ボ（モチ種、ウルチ種）
とアワ
（モチ種）と少量のタイワンアブラススキも栽培されている。アワ畑には、
セイバンアカザ、キマメ、モロコシなどが混作される。また、ジュズダマが遺存的に栽培されていた。
アワとタイワンアブラススキの播種は2月ころで、アワは6月、タイワンアブラススキはそれよりも遅く、
9月から10月ころに収穫する。タイワンアブラススキは、収穫後の株をそのまま畑に残しておき、翌年、
再生して来た植物から再び収穫する。調査に訪れた春先には、前年の株から芽を出しているタイワ
ンアブラススキを見ることができた。多年生植物であるタイワンアブラススキをこのように複数年に
わたって維持するという栽培方法は、花蓮県や高雄県のブヌン族のあいだでも知られていた。
表2 おもな調査地における雑穀の栽培
（2008〜2009年現在）
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嘉義県ではツォウ族の人々によって、アワ栽培が行われていた。現在は商品作物としての茶の栽
培が盛んで、雑穀はほとんど作られていない。しかし、豊年祭の儀礼用に少量のアワが栽培されて
いる。住居の周辺に鳥除けの囲いを作って栽培したり、オカボの畑の中に点々と混作したりする程
度であった。また、茎に実をつけた状態のジュズダマの束が室内装飾に用いられていた。ここでは、
かつてタイワンアブラススキが栽培されていたことは記憶されていたが、現在は残っていない。また、
セイバンアカザとは別種のアカザ（Chenopodium giganteum D.Don）が呪術に用いる目的で栽培さ
れていた。
屏東県のルカイ族とパイワン族のあいだでは、今でもアワが盛んに栽培されている。この地域で
はアワを中心にモロコシ、ハトムギなどを少量栽培している。タイワンアブラススキを栽培する人は
少ないが、特定の人が一定の規模の栽培を続けている。アワ畑にサトイモやカボチャ、キマメ、セ
イバンアカザを間作し、畑の縁にモロコシを植えることがある。タイワンアブラススキの畑も同様で
ある。アワとタイワンアブラススキを混作することもある。アワとタイワンアブラススキの播種はいず
れも1月から3月頃であるが、アワは5月から7月にかけて収穫するのに対し、タイワンアブラススキの
収穫は遅く、10月から11月である。アワ、モロコシ、タイワンアブラススキは、穂摘みによって収穫し、
収穫後は桿を引き抜く。タイワンアブラススキは多年生植物であるが、2年目以降は収量が落ちるた
め、同じ株を利用することはない。アワについてはウルチモチ性、穂の形態や大きさ、色、出穂期
の早晩性などにより、多くの品種が知られていたが、他の雑穀類はそのような品種分化はほとんど
知られていなかった。モロコシについてはモチ性の品種のみが栽培されていた。
あるパイワン族の栽培者は、タイワンアブラススキについて「茎の赤いものはモチ性で、白いも
のがウルチ性である」と語っていたが、どちらも食味に差はなく、モチを作ることはできないという。
実際に調べてみると茎の色の変異にかかわりなくすべてウルチ性であった。
タイワンアブラススキは、収穫後、円筒形の竪臼に入れ、縦杵で搗いて脱穀する。タイワンアブ
ラススキの小穂には、細かい毛が密生しており、脱穀、精白の際にその毛が飛び散って皮膚に刺さ
ると非常に痒いという。かつてタイワンアブラススキを栽培していた人たちは、
「痒い穀物」として記
憶していた。また、種子が小さく滑って精白しづらいために、白菜の葉とともに搗いたという人もある。
タイワンアブラススキは、おもに山菜入りのカユとして利用されてきたが、酒を作ることができたとい
う人もあった。ただし、現在の栽培地で酒づくりを行っているところはない。
行事の中の雑穀と雑穀食品
原住民の伝統的なアワの利用方法は、日常食としてのメシ、カユ、特別な日の行事食としてのモ
チやチマキ、そして酒造りである。
現在、南部、東部の多くの民族が7月から8月にかけて豊年祭行事を行っている。また、盛大な
祝宴を伴う結婚式も、都会からの帰省客が集まるこの時期に行われることが多い。豊年祭は、原
住民の新年とみなされる1年のうちで最も大きな行事であるが、その名のとおり、本来はアワの収穫
を祝う農耕儀礼としての性格を強く持ち、儀礼に起源を持つ遊戯が行われてきた。戦後は、原住民
のほとんどが信仰するようになったキリスト教の影響もあり、かつてのような呪術的な儀礼は廃れて
久しいが、近年、再び農産物の展示や供え物、臼と杵を使ったアワの脱穀競争の余興など、農耕

85

関連の要素が見られるようになっている。豊年祭においては、集落ごとに集会場で大きな饗宴が催
されるため、原住民の行事食の特色を知ることができるだけでなく、行事における雑穀の利用を見
るよい機会となっている。
表3は、2008年8月に屏東県のパイワン族の村の3つの行事で供え物や展示物、贈答用に用いられ
た品々と、共食の宴に供された食事の内容である。泰武村では、祭に先立って大きなアワの束が祭

表3 屏東県のパイワン族の豊年祭と結婚式の装飾と行事食
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写真5

豊年祭会場に運び込まれるアワの穂
（屏東県泰武郷泰武村）

写真7

写真6

豚肉入りアワのチマキ
（屏東県泰武郷泰武村）

連杯で酌み交わされるアワ酒
（屏東県泰武郷泰武村）

写真8 豚肉入りアワモチのスープ
（屏東県泰武郡武潭村）

壇に運び込まれた（写真5）
。また、独特の連杯（二つの杯がつながったもの）によるアワ酒の乾杯は
儀礼的な色彩を強く残す（写真6）
。パイワン族にとって、アワとサトイモ、そして動物性食品である
豚肉が重要な行事食の食材になっており、とりわけ、豊年祭では豚肉のはいったアワのチマキ、ア
ワモチ入りの雑煮風スープなどが必ず登場する（写真7、8）
。また、アワ以外の作物も供え物や会場
の飾り付けに使われるが、すでに栽培されなくなったタイワンアブラススキを飾っていた例もあるこ
とは、かつての作物としての地位をおもわせるものである。
豊年祭だけでなく、結婚式でも農作物が儀礼的な贈答品とされており、その中でもアワは中心的
な位置を占めている。また、家族単位で行われる行事、家族の誕生日や、都会からの帰省といっ
た折にも、アワのチマキやダンゴを作ることがある。写真9は、ルカイ族の女性が、家族の誕生日
に多くの親戚を招き、モチアワを粒のまま使ったチマキを作っているところである。チマキの作り方
は表4に示したが、集落や作り手によって少しずつ異なる。写真7、8は、モチアワの粉を練って使っ
たもので、写真9、10はモチアワの粒を用いたものである。ここには挙げていないが、乾燥サトイ
モ（ルカイ語でコライ、パイワン語でアラジ）もチマキの主要な材料である。包材に用いられる植物
は、いずれも、とくに栽培しているわけではないが、集落内やその周辺に半栽培状態で自生してい
る。ルリホオズキ（Trichodesma khasianum Clarke）は、やわらかく食用になるのでチマキとともに
食べられる。オオバギ（Macaranga tanarius（L.）Muel.-Arg.）は、食べられないが、丸く大きな葉
は、食材を載せる皿としても使われる。ゲットウ（Alpinia speciosa K. Schum.）
はショウガ科の植物
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表4 屏東県のパイワン族とルカイ族のチマキの製法と包材に使用する植物

写真9

モチアワの粒チマキづくり
（屏東県三地門郷青葉村）

写真10 モチアワの粒チマキ
（屏東県三地門郷三地門）

で、芳香があり、琉球諸島でもモチを包むのによく使われる植物である。その強靱な葉鞘は、乾燥
させて敷物やカゴを編むのにも使われる。トキワススキ（Miscanthus floridulus（Labill.）Warb.）
は、
オニガヤとも呼ばれ、幅広く強い葉がさまざまな用途に用いられている。
アワ酒づくりには、伝統的にさまざまな植物から取ったコウジ（スターター）が知られているが、現
在、最もよく使われるのはセイバンアカザである。祭のときは、１週間くらい前から仕込みを始める。
酒に用いられるのはもっぱらモチアワとされる。琉球諸島におけるアワの神酒がウルチアワから作ら
れてきたこととは対照的である。
観光化された食の中の雑穀
台湾の観光地において近隣の原住民の文化は重要な観光資源となっている。屏東県の三地門郷
では、ガラス細工や彫刻、刺繍といった工芸品の工房を配した町並みを整備し、新たな観光スポッ
ト作りが進められている。メインストリートに面した飲食店で「原住民料理」として、アワやサトイモ
のチマキ、焼いた豚肉や腸詰め、焼きサツマイモなどが安価で気取らないスナックとして売られてい
る。チマキは伝統的な素材を使った手作りである
（写真11、12）
。また、ラベルのない透明な瓶に詰
められた黄色く白濁したアワ酒を売る店もある。これは加熱処理を施していない手作りのアワ酒であ
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写真11および12

観光客向けに売られるチマキ類
（屏東県三地門郷三地門）

る。ラベル付きの化粧瓶にはいった透明なアワ酒も売られているが、これは原住民の伝統的なアワ
酒とは別ものである。
原住民料理と称される料理の材料として、地元産の雑穀（主にモチアワ）は、イモ類、豚肉、山菜
とならんで主要なものとなっている。
一方、台湾中北部の観光地においては、かなり様相が異なる。台北県の烏来、南投県の日月潭
は、いずれも古くから発達した景勝地で、観光客向けの商店街が発達している。経営者のおおくは
漢民族であるという。ここでも「原住民の食」を売り物に、山菜や雑穀を使った食品が多数売られて
いる。アワの穂を店先に飾り、原住民のイメージを雑穀によって演出しているが、これらの地域の
付近ではすでに雑穀栽培は消滅しており、アワの穂はどこか別の所から手にいれ、
「アワ（小米）」の
名のつく食品はすべてキビを原料としていた。現在の台湾でのキビの生産がわずかであることを考
えると、これらの大観光地で大量に消費されているキビは輸入品である可能性が高い。
後発の観光地である南部では、現在もアワの主要な産地であることを強みとし、地元産の材料だ
けを使った
「原住民料理らしい原住民料理」によって差別化を図ることが可能であろう。
原住民料理の新たな展開
「原住民料理」というカテゴリーを考える上で、台湾における台湾料理の地位の変化はよい対照と
なる。大陸の正統な中華料理に対し、単なる家庭料理としか見なされてこなかった台湾料理は、台
湾人のナショナルアイデンティティーの確立とともに国民料理としての格付けを得た（Hsiao and Lim
2009）
。
「原住民料理」にも同じような側面がある。現在の原住民料理は、ステレオタイプな原住民
イメージに添った食品が物珍しげに売られている段階であり、中には原住民とは何の関係もないもの
も数多く含まれる。しかし、国際的な先住民運動と連動した原住民の民族アイデンティティーの復
興は後戻りすることのない変化であり、こうした動きの中で、原住民料理が今後、独自のステイタス
を持つようになることが予想される。その中で、アワをはじめとした雑穀が欠かせない素材であるこ
とは疑いない。
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