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はじめに

ココナツの木はフィリピン人にとって特別な木である。国内ではあらゆる農産

物のうち、ココナツは米に次ぐ第 2 位の生産量を誇り、2005年の生産量は世界

でもインドネシアに次ぐ第 2位のおよそ14,800万トンであった。近年、コプラ換

算では250万トン前後の生産量が続き、2004年のココナツオイルの輸出は、金額

にして 2 位インドネシアの倍以上である 5 億7,800万米ドルであった。また、現

在ココナツ農民は約350万人を数え、直接・間接にココナツ産業に生計をゆだね
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ている人は、2,500万人とも言われている。これは、フィリピンの総人口のおよ

そ30%に相当する。このように、ココナツは産業として国家経済にとっても、多

くの農民の家計にとっても重要な役割を果たしている。

しかし、ココナツがフィリピン人にとって特別であるという理由は経済的な理

由からだけではない。ココナツについてフィリピン人と話していると、必ずと言

っていいほど｢ココナツはフィリピンではトゥリー・オブ・ライフだ｣という言葉

を耳にする。これは、ココナツ庁で働く役人からも、ココナツ農家の人からも、

ココナツ産業とは直接関係がない市民からも聞く言葉である。また、｢地球上に

育つ多くの木の中で、ココナツの木は『トゥリー・オブ・ライフ』と呼ばれる栄

誉が与えられている｣という一文でココナツの項をはじめる農業書もある。1｢ト

ゥリー・オブ・ライフ｣は日本語では｢生命の木｣あるいは「生活の木」の意味で

ある。つまり、ココナツの木はフィリピン人の生命を育み、生活を支えてきた木

であると解することができる。

人類は世界の各地にさまざまな文化を作り上げ、それぞれの文化は個性的で特

徴的な｢生命と生活｣を支えてきたモノを持っている。例えば、北米大陸の平原イ

ンディアンにとって、かつてバッファローは生活のすべてを供給したと言われて

いる。｢肉は主食となり、皮は住居、衣服となり、骨や腱や内臓は道具となり、

排泄物は燃料とな｣った。2

日本の｢稲｣は日本人の生活と切り離すことのできないモノであった。主食とし

ての米を生み出しただけでなく、米を収穫した後の「稲藁」はさまざまな太さと

長さの｢縄｣になり、家畜の｢飼料｣になり、屋根材になった。更には、｢蓑｣にも

｢草鞋｣にも｢雪靴｣にもなった。脱穀した後の｢籾殻｣は「籾殻枕」の中身であるし、

煮炊きする｢燃料｣でもあった。精米した後に出る｢糠｣がなければ｢糠漬け｣はでき

ないし、家畜の飼料として稲藁に混ぜて栄養価の高い飼料を生み出した。詳しく

調べれば、長大な｢稲｣の利用のリストができるであろう。

フィリピン人にとってのココナツは、かつての日本人の｢米と稲｣やかつての北

米大陸の平原インディアンにとっての｢バッファロー｣に相当する、きわめて重要

で特別な存在であると言えよう。

本稿は、ココナツの木が｢トゥリー・オブ・ライフ｣と呼ばれる所以を具体的に
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見て、フィリピン人とココナツの関係を考えることを目的としている。第 1 章

では、現在のフィリピン人の暮らしの中でココナツがどのような役割を果たして

いるかを｢ココナツの利用｣の観点から見ていく。第 2 章では、過去においてフ

ィリピン人がココナツをどのような存在とみなし付き合ってきたかを想像する。

｢想像する」という言葉を用いた理由は、この章が、ヨーロッパ人がフィリピン

諸島に到来した16世紀初め以前までの、｢記録｣のない時代を対象としており、記

録に基づいた｢歴史｣の記録ではないからである。

タバコ・サトウキビ・マニラ麻・バナナといったフィリピン史に登場する他の

商品作物が、植民地支配や少数の大規模地主あるいは多国籍企業による搾取など

の影響を大きく受けてきたという点からすると、ココナツは大きく性格を異にす

る。言葉を変えて言えば、ココナツはいつもフィリピン人一人ひとりの民衆とと

もにあったと言える。そうであるならば、ココナツのありようを知ることはフィ

リピン人を知ることに繋がると考えたからである。

第 1章

フィリピン人がココナツの木とともに暮らす風景は次の簡潔な文章がよく伝え

ている。

フィリピン人の思い出の中は、ヤシ（ココナツ）の夢で一杯である。

ヤシの葉を素敵に編んで、「しゅろの聖日（パーム・サンデー）」の朝、

これを手に手に振ったり、濃い緑色のヤシの葉を使って毬や帽子を編ん

だりする。退屈しのぎには葉脈を裸に剥いて、ヤシ箒 walis tingting を作

る。実を割って、かたい実の裏にくっついている果肉をそぎ出しこれを

しぼってガタを作る。暑い日にはブコの水を飲み、半透明の果肉をすく

いだして食べる。幅広の板材を敷いた床には、半分に割ったヤシの殻に

片足をのせて、優雅にすべらせすべらせしながらピカピカに磨き上げる。

ほんの 1 時間前まではヤシの木の芯だった甘くて、さくさくするウブ

ドのかけらにかぶりつく。田舎の朝は、目覚めると窓の外にヤシの葉が

微風の中で物憂げにそよぐのが見られる。トゥバ集めの人が揺れるヤシ
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の木のてっぺんでトゥバの液を採る音がきこえる。

（ドリーン・G.・フェルナンデス「シニガンはいかが？」（北大路信郷訳）

より）3

この一文は、ココナツが食べ物や飲み物としてだけでなく日用品の材料として

も用いられていることを愛情深く伝えている。また、果実、葉、殻といった材料

の利用だけではなく、ココナツの木の風に揺れる様がフィリピン人の日常生活の

景観に、また一人ひとりの記憶のなかにしっかりと組み込まれていることも教え

てくれる。まずはこの愛すべきココナツをフィリピン人がどのように利用してい

るのかを見ることから始めよう。

ココナツの利用

フィリピン農業省の一部局であるフィリピンココナツ庁は、ココナツの利用が

幹、根、葉、果実のほとんどすべてにわたっていることを紹介している。４

幹は堅く丈夫であるためベンチ、テーブル、木彫りの用材、額縁、道具箱など

になるとともに建築資材にもなっている。また、製紙用パルプとしても利用され

ている。根からは薬品、飲料、染料が得られる。葉は製紙用パルプ、葉脈ほうき、

団扇、茣蓙、果物盆、ゴミ箱、プレースマットにもなるし屋根材にも使われる。

何といってもココナツがその本領を発揮するのは果実利用においてである。果

実には果液がふんだんに含まれている。これは胚乳液である。スポーツドリンク

に似たジュース（ブコジュース）として愛飲される他に、酢の原料にもなるし、

ナタデココの原料にもなる。しかし、ココナツオイルを搾り取るコプラを生産す

る時にはこのジュースは捨てられる。果実からは果肉（ブコ）が採れる。これは

サラダやハロハロ（フィリピン式かき氷）、伝統的なお菓子作りに用いられる。

この果肉は小麦の増量剤として用いられるココナツ粉、乾燥粉末ココナツ、ココ

ナツミルク、チップス、キャンディー、ブカヨ（ココナツ･キャラメル）、コプラ、

家畜飼料として利用されることになる。

コプラは乾燥させたココナツの果肉であり、64%もの油含有量を有している。

ココナツオイルはこのコプラから精製され、キロ9,500カロリーの熱量を供給す
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る。ココナツオイルは食用以外に洗剤の原料としても重要である。製品としては

石鹸、ラード、化学製品、未精製油、ポマード、シャンプー、マーガリン、バタ

ーなどがある。コプラから油脂を取り除いた残りは家畜の飼料になる。

近年地球温暖化との関連で、化石燃料の使用を少なくするために再生可能なエ

ネルギーとしてココナツオイル由来のバイオディーゼルの生産が奨励されてい

る。現在フィリピン国内で販売されているディーゼル燃料には 1 %のバイオディ

ーゼルが混入されている。

フィリピン人の家庭を訪問すると、日本人の感覚からすると｢行儀の悪い｣光景

に出くわすことがある。黒っぽい塊を足で踏んづけて床をゴシゴシやっているの

である。しかし、これは決して行儀の悪い習慣ではない。踏んづけているものは、

半分に割って中の果肉を削り取った後のココナツの殻であり、これで床を磨いて

いるのである。コプラを取り除いた後に残った殻にもまだ油分が多く含まれてい

るため、これで床を磨くとワックスをかけたように光沢が出る。

ハスク（果実の内殻）は繊維質を多く含んでいるため、ブラシ、ドアマット、

カーペット、ロープ、魚網、マットレスの材料などになる。シェル（果実の外殻）

からはボタン、ひしゃく、ランプの笠、灰皿、コーヒーポットやカップなどの家

庭用品、ネックレス、バッグ、煙草入れなどのアクセサリー、ギター、ウインド

ウチャイムといった、実入りのよい家内工業製品が作られる。しかし、現代のシ

ェルの最も重要な利用法は活性炭の原料としてである。活性炭はエアコンや工業

用ガス浄化システム、ガスマ

スクなどの空気浄化システム

に用いられている。

ここまでココナツの幹、根、

葉、果実の利用を見てきたが、

さらにもう 2 つの利用を加え

なければならない。その 1 つ

は、木を｢野菜｣にしてしまう

ことである。ピス（若芽の髄）

は筍のような食感で、ピクル
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スにもなるし、ココナツミルクで和えた和え物、春巻きなどの食材になる。この

ようにウボッドと呼ばれる蕾は最もすばらしい野菜と考えられている。もう 1

つが、｢酒｣である。ココナツの花序からはトゥバと呼ばれる樹液が出る。このト

ゥバはそのままでも飲料になるが、時間の経過とともにアルコール飲料に変化す

る。このトゥバを蒸留したものがランバノッグと呼ばれるココナツ蒸留酒である。

酒になったトゥバはさらに時間が経過すると酢に変化する。また、トゥバからは

椰子砂糖、パンの酵母菌の素も作られる。

日本でのココナツの利用

ココナツは日本人の生活にも深く根をおろしている。ハスクは褐色の繊維（コ

ヤファイバー）からできているが、この繊維は足拭きマット、自動車の座席、ベ

ッドのクッション材、防音用壁材、タタミ裏、植物育成用の土壌改良材などとし

て使われている。しかし、日本人に最も馴染み深いのは｢タワシ｣であろう。コヤ

ファイバーを湯に入れ、くせを伸ばし、長さを揃え裁断し、針金で巻き込んで作

る日本のタワシは100年の歴史を持つ。現在では大部分がスリランカからの輸入

であるという。5

シェルからは活性炭が作られるが、すぐに思い出すのが冷蔵庫の脱臭剤である。

1 グラム当たりの表面積が500～1700平方メートルにも達する無数の細孔が液体

や気体の脱臭･脱色、水の浄化に大きな役割を発揮している。また、日本各地の

浄水場施設では多量の粒状活性炭が使用され、きれいな水を私たちに届けてくれ

ている。たばこ用フィルターにも活性炭が利用されている。6

現代日本人の健康志向は油脂の利用を動物油から植物油へと変化させてきた。

コーヒーに入れるクリームは牛乳由来であるが、コーヒーホワイトナーはココナ

ツオイルが原料である。乳固形分が15％以上の氷菓子は｢アイスクリーム｣と呼ば

れるが、3％以上10％未満のものは｢ラクトアイス｣と呼ばれる。このラクトアイ

スにもココナツオイルが使われている。様々な加工食品には原材料の欄があり、

そこには｢植物性油脂｣と表記されているものが多い。この｢植物性油脂｣のかなり

の割合がココナツオイルである。ココナツオイルは加熱による重合･酸化が他の

油脂に比べて非常に少ないという特徴があるため優れたフライ油になる。このた
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めナッツ類などの揚げ菓子、ポテトチップスなどのスナック菓子にもよく使われ

ている。7

ココナツオイルの最も大きな用途の 1 つが石鹸である。他にも、食器用洗剤、

シャンプー、洗顔用クリームなどにも利用されている。

ココナツミルク

東南アジアでは、ココナツミルクは食材として欠かせないものとなっている。

ココナツミルクを使った料理を挙げていくと延々と続くことになるが、フィリピ

ンの伝統的な甘味 にもココナツが欠かせない。料理研究家ノラ V. ダザは著書

『料理生活』の中で、フィリピンで人気のある伝統的なお菓子を紹介している。8

例えば、ビコは炊いた糯米

にココナツミルクと水、赤砂

糖を混ぜて作るお菓子である。

溶いたマーガリンと砂糖、溶

き卵、ココナツミルクを混ぜ

たものに細かく削ったキャッ

サバを入れて焼き、練乳･ココ

ナツミルク･砂糖･小麦粉・卵

黄で作ったものをトッピング

すればキャッサバのビビンカ

のできあがりである。挽いて

粉にした糯米に水を加えて団

子状にし、砂糖とココナツミ

ルクを混ぜ、ベニノキの種を

浸し赤くなった水をかけて蒸

したサピンサピンもココナツ

ミルクを使ったお菓子である。

細かく削ったココナツを使

ったお菓子もある。パリタオ
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は糯米紛に塩水を加え、薄い

楕円形の生地を作り、茹で、

生地を細かく削ったココナツ

で覆い、これに煎りゴマと砂

糖をふりかけて焼いたお菓子

である。また糯米紛を煎り半

分に分けておき、一方の半分

に細かく削ったココナツを混

ぜ合わせ砂糖を入れて熱した

ココナツクリームで煮て、冷めてから長細い形にし、取り分けておいた半分の糯

米紛を塗して作るのがエスパソルである。ピチピチはすりおろしたキャッサバを

絞って水気を切り、水と砂糖で煮てから蒸して、細かく削ったニヨグ（熟したコ

コナツの果肉）を塗したものである。ティヌトゥオンはココナツミルクとココナ

ツクリームを使い分けたお菓子である。モンゴ豆を炒って皮を剥く。膨らむまで

水に浸しておいた糯米と炒ったモンゴ豆を混ぜ合わせ、砂糖を混ぜたココナツミ

ルクで煮る。十分に混ぜ合わせて火から下ろし、これにココナツクリームを加え

る。砂糖と塩を好みに応じて加える。

ココナツミルクで煮たものを総称してギナタアンと呼ぶが、レストランでの食

事のデザートとしてよく目にするのがギナタアン・ハロハロである。大きめの粒

状のタピオカ、一口大に切ったジャックフルーツ・紅芋･タロイモ･サツマイモ･

調理用バナナ、それに糯米紛を小ぶりのボール状にしたものをココナツミルクと

砂糖で煮て、火を止めてからさらにココナツクリームを加えたものがギナタア

ン・ハロハロである。

このようにココナツの果肉（胚乳）を様々に加工して用いるのがフィリピンの

伝統的なお菓子の大きな特徴といえるであろう。ちなみに、ココナツミルク、コ

コナツクリームはお菓子を作る度ごとに作る。ココナツの新鮮な果肉をすりおろ

してから絞り、最初にとれる濃厚なミルクがココナツクリームであり、水を加え

て絞った二次ミルクがココナツミルクである。
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ブコとニヨグ

ココナツの果実は成長に応じてブコ、ニヨグと呼び分けられる。ブコは、未熟

果で緑色をしている果実の胚乳で、まだ柔らかい。ブコにはジュース（胚乳液）

がいっぱい入っている。ブコは、成長度に応じてマラカニン（炊いたご飯のよう

な硬さ）、マラウログ（粘液のような硬さ）、マラカタド（皮のような硬さ）の 3

種に分かれる。このブコがさらに成長し熟してくればニヨグになる。ニヨグは石

のような硬さで、これを乾燥させたものがコプラである。お菓子に使う果肉は主

にニヨグから得る。9

フィリピンを歩いていると、都会でも田舎でもブコジュースが売られているの

をよく見かける。常夏のフィリピンでは水分の補給が欠かせないが、ほんのりと

甘いジュースはまさに一服の清涼剤である。このブコジュースは、日本で1990年

代の一時期に爆発的に人気の出たナタ･デ･ココの原料でもある。

細長く笹掻きにしたブコの実を加糖練乳と卵黄で作ったドレッシングと混ぜて

冷たくしたブコサラダは、人気のある一品である。また、ラグナ州ロスバニョス

はブコパイの故郷として有名である。これはブコの実をパイ生地に入れて焼いた

パイである。なぜロスバニョスでしか売られていないかが不思議である。

柔らかいブコの胚乳はやがて硬くなりニヨグになるが、突然変異のマカプノと

いうココナツがある。マカプノの胚乳は成長しても柔らかいままであり、喜ばし

い珍味と考えられている。アイスクリームに使われたり、瓶詰めにされてスーパ

ーマーケットなどで売られたりしている。マカプノの果実からは発芽することが

ないので貴重品である。

トゥバとランバノッグ

筆者は1987年にビサヤ地方のボラカイ島を旅行したことがある。ビサヤ地方に

行くとトゥバと呼ばれるヤシの酒があるということを聞いていたのでぜひ飲んで

みたいと思っていた。宿泊していたコテージの近くで、魚介を売っていた漁師と

思しき男性に｢この蟹を食べてトゥバを飲んだらおいしいだろうな｣というと、夕

方になったら蟹とトゥバを持ってきてくれると言う。この日の夕方にアリマンゴ

ウという汽水域でとれる蟹を食べながらトゥバを初めて飲んだ。微かに酸味を含
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んだ上品な甘さがあり、口当たりがよくさわやかで実においしいものであった。

日本の、非常によくできた｢どぶろく｣を思わせる味であった。

トゥバは、ココナツの花序から染み出てくる樹液である。花序とは、やがてそ

こから果実が成長してくる蕾のことであり、この蕾はフィリピノ語ではプソ（心

臓）と呼ばれる。このプソが閉じているうちに下を向くように慣らし、先端を切

断しておくとやがて樹液が出てくる。もちろん樹液の収穫は誰にでもできるもの

ではなく、専門の職人が行う。この樹液は収穫したばかりの時には甘いジュース

であるが、時間がたつにつれて醗酵し微かな酸味を含んだ甘くてさわやかな｢酒｣

に変化する。しかし、さらに時間が経過すると酸味が強くなり酒としては飲めな

くなる。この後｢ヤシ酒｣は｢ヤシ酢｣に変化する。後日レイテ島で飲んだトゥバは

酸味が強くて決しておいしい飲み物ではなかった。10

ルソン島では醗酵したトゥバをそのまま飲む習慣はない。南ルソンのケソン、

ラグナ、バタンガス州などにはココナツの蒸留酒であるランバノッグがある。竹

筒やペットボトルで収穫したトゥバをポリタンクに入れ 2 ～ 3 日醗酵させ、蒸

留器で蒸留させる。2006年にラグナ州ナッカルラアン町で観察した時には、約20

ガロンのトゥバが 4 時間後に 3 ガロン半のランバノッグになった。蒸留のため

の燃料としてはココナツの葉を乾燥させたものを使用していた。ランバノッグは

非常に強い酒でアルコール濃度は40％以上あるものと思われる。

トゥバはもちろんであるが、

長期保存ができるランバノッ

グも産地以外で購入すること

は難しい。基本的に地産地消

の産品である。見学させても

らったラグナ州ナッカルラア

ン町の生産者ギリエルモ氏の

場合、4 分の 3 ヘクタールの

畑にある約50本のココナツの

木から 1 日に 5 ガロン入りの

ポリタンク 4 本のトゥバをと
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図１－５　ランバノッグを造るためのトゥバを

収穫するために、木と木の間に竹で橋をかけ

る。職人はこの橋を移動する。



り、これからランバノッグを造る。しかしランバノッグは毎日造るわけではなく、

10月から 2月は 2日に一度、3月から 9月は 1週間に 4度造るとのことであった。

仕上がったランバノッグは地元の住民が買いにきたり、予約が入っていたりする

ので常に手持ちのストックはないという。仕上がった後ギリエルモ氏や彼の親戚、

友人たちとランバノッグを飲みながら話していると、近くの主婦が空き瓶を持っ

てランバノッグを買いにきた。残りは予約が入っており後で届けるという。

ラグナ州ナッカルラアン町は人口48,728人（2000年の国勢調査）の町で、ラン

バノッグ生産者が7人ぐらいいるとのことである。全員がギリエルモ氏のような

個人生産者で大規模な生産者はいないし、今後も規模を大きくしようという考え

もないようである。11 生産地以外に住むランバノッグ愛好家は生産地に行ったと

きに買ってきたり、友人に買ってきてもらったりして誕生日などの特別な日のた

めにとっておくこともある。筆者はラグナ州のバイ湖の対岸リサール州モロン町

で、友人が誕生日のためにラグナで買ってきたというランバノッグをご馳走にな

ったことがある。

景観としてのココナツ

ココナツは南国を象徴する樹木である。フィリピンに限らず南の国を旅行する

といたる所でココナツの木が目に入ってくる。12 農村に行けばココナツ畑だけ

でなく農家の庭先・裏庭など

いたる所で目にする。農村で

は生活の糧となっているココ

ナツも都会ではその役割を変

え、観光客に南国気分を味わ

わせる道具となっている。マ

ニラ湾沿いを南北に走るロハ

ス大通りには一定の間隔でコ

コナツの木が植えられ、旅行

客に南国に来たことを確認さ

せてくれる。ロハス大通りの
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図１－６　ホテル内のココナツ。ホテルの中庭

に植えてあるココナツの木は、このように

｢実｣が切り取られている。



両側に広がるリサール公園のマニラ湾側に植えられた何本ものココナツの木は、

「絵葉書」の景観を作っている。外国人が多く宿泊する高級ホテルにも、プール

のある中庭にココナツの木が植えられている。しかし、このココナツの木には

「実」が付いていない。大きく重い実が前触れもなく落下し、宿泊客がけがする

のを避けるために実をつけないように「花序」を切り取ってあるのであろう。こ

うなれば、これはまさに「景観」目的だけのためのココナツの木である。

ココナツが南国を象徴する樹木であることは、北部ルソンの高原都市バギオ市

に行けばあらためて確認させられる。バギオ市はマイル・シティーやサラダ・ボ

ウル、シティー・オブ・パインズなどの愛称を持つ。1898年の米西戦争後のパリ

条約によってフィリピンを獲得したアメリカは比米戦争を通じて植民地統治を確

立した。アメリカ行政委員会は植民統治開始直後に避暑地としてバギオを開発し、

｢夏の首都｣とした。13 この高原都市は標高約1,500メートルの高原に位置するた

め｢マイル・シティー｣と呼ばれ、冷涼な気候は野菜の栽培に適しており、マニラ

への新鮮な野菜の供給地（サラダ・ボウル）ともなっている。低地から訪れる客

がバギオに求める魅力は、冷涼な空気とともにその景観にある。ここにはココナ

ツの木がないのである。代わりに松の木が多く植えられており、この松の木々が

｢南国｣でないことを強く主張しているのである。これが｢シティー・オブ・パイ

ンズ｣の由来である。確かにバギオで数日を過ごした後に陸路を｢下山｣してくる

と途中からココナツの木が見え始め、｢南国｣にいたことを思い出させてくれる。

これと同様のことが、マニラの南60数キロの避暑地タガイタイにも言える。こ

こは、バギオほど標高は高くない（約750メートル）が、別荘地にはやはり松の

木が多く植えられており、｢南国｣の景観を排している。

バギオやタガイタイの景観にココナツの木が現れないことは、逆にココナツが

｢南国｣の象徴であることを強調していると言えよう。

第 2章

前章では現在の様々なココナツ利用を概観した。本章では、ココナツがかつて

フィリピンにおいてどのように考えられ、扱われてきたかを見ていく。フィリピ

ンで歴史に主役として登場する｢国際商品｣としての農作物はタバコであり、砂糖
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であり、マニラ麻、木材、バナナである。ココナツがいわゆる｢国際商品｣として

注目されるのは1970年代とごく最近のことであるから、主役として歴史に登場す

ることはほとんどなかった。しかし、歴史の表舞台に出てこなかったといっても

それは国際商品としてであり、ココナツが人々の暮らしを支える大切な食料、道

具であったことに変わりはない。本章では、現在のほとんどのフィリピン人の祖

先と考えられている｢オーストロネシア人｣や世代を超えて語り継がれてきた｢伝

説｣を手がかりに、フィリピン人とココナツの関係の本質を想像することから始

めたい。

オーストロネシア人の移動

現在フィリピンやインドネシア、マレーシアで話されている言語はオーストロ

ネシア語ファミリー（語系）に属する。この言語を母語とする範囲は広範囲にわ

たり、東太平洋のイースター島からインド洋のアフリカ大陸に近いマダガスカル

島までの地表の半分以上をカバーしている。

このオーストロネシア語を話す人々（オーストロネシア人）の移動拡散につい

てはジャレド･ダイアモンドが『銃･病原菌･鉄』の第17章で詳しく論じている。

以下はその大要である。14

オーストロネシア語ファミリーは4つのグループに大別され、959の言語から構

成されている。この959の言語のうち945が、グループの 1 つであるマライポリ

ネシア語グループ（語族）に属している。残り 3 グループの言語を話している

のは台湾の先住民族だけである。これは、現代のオーストロネシア語ファミリー

の分布圏内では台湾が、オーストロネシア語が言語的に分岐するのに十分長い間

（数千年間）話されていた場所であることを示唆する。そうだとすれば、オース

トロネシア語ファミリーの言語は、台湾からマダガスカル島よりースター島まで

の広範囲にわたって、人間集団が拡散していったことになる。

台湾では紀元前4000年頃から紀元前3000年頃に土器が現れるが、これは磨製石

器とともに台湾海峡の対岸中国南部にも現れている。この土器はそれまでに中国

南部に現れていた｢大岔坑（ターペーコン）式土器｣の独特の装飾様式を踏襲して

いる。そして、それ以後の台湾の遺跡からは米やアワの化石が出土する。台湾や
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中国南部沿岸の大岔坑遺跡からは、魚の骨や貝殻が大量に出土している。漁網用

の石錐（石のおもり）や丸太をくりぬいてカヌーを作るための手斧なども出土し

ている。このことは紀元前4000年頃から紀元前3000年頃にかけて台湾に住んでい

た人々は漁業を行う舟を持っており、台湾海峡を渡り中国南部沿岸に行き来して

いたことを思わせる。

大岔坑式土器文化はその後フィリピンからスラウェシ、北ボルネオ、ティモー

ル、ジャワ、スマトラへと広がっていく。このことはそれぞれの地の遺跡から出

土する磨製石器、土器、家畜としての豚の骨、農作物の残骸などの考古学的証拠

が示している。この文化は紀元前3000年頃にはフィリピンに、紀元前2500年ごろ

にはスラウェシ、北ボルネオ、ティモールに、紀元前2000年頃にはジャワとスマ

トラに現れる。現在フィリピンやインドネシア域ではダブル・アウトリガー（椀

木）を取り付けた舟が広く使われているが、この非常に安定性のよい舟はオース

トロネシア人の移動・拡散に大きな役割を果たしたことと想像される。

次に拡散経路であるが、台湾からフィリピンに進んでインドネシア東部に向か

った可能性と中国南部から大陸部をマレー半島に進みスマトラ島を経由してイン

ドネシアに進んだ可能性の 2 つの経路が考えられる。考古学的証拠はフィリピ

ンからインドネシアに進んだことを示している。言語学的証拠も同様のことを示

している。マレー半島からスマトラ島に移動したのが最も古いとすれば、この 2

地域で話されている言語は大きく相違していなければならないが、実際にはこの

地域で用いられている言語はかなり近い関係にある。つまり、これらの言語はか

なり最近分岐したと言える。逆に、フィリピンと台湾が終着地であるならば、こ

の 2 地域の言語の開きは小さいはずである。実際は、オーストロネシア語の最

も大きな相違は台湾にある。つまり、オーストロネシア語の 4 つのグループの

うち 3 つが台湾にあるのである。このようにオーストロネシア人が台湾からフ

ィリピンへ、更に東インドネシアからジャワ、スマトラ、マレー半島へと拡散し

ていったことが、考古学的証拠からも言語学的証拠からも判断される。

オーストロネシア人がフィリピンやインドネシアで支配的になった理由は、そ

れまでにその土地に住んでいた人々が狩猟採集民であり人口も希薄であったから

であると思われる。オーストロネシア人は彼らと比べ人口密度が高く、より進ん
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だ道具や武器、造船技術、航海技術を持っていたからである。拡散がマレー半島

のタイ・マレーシア国境付近で止まっている理由は、北から彼らとは異なる言語

（オーストロアジア語）を話す集団が南下してきたためである。大陸部東南アジ

アでは、すでにオーストロアジア語やタイ－カダイ語を話す人々が農業を始めて

いた。このためオーストロネシア人が彼らに優位に立つことはなかった。オース

トロネシア語が、発祥地と推測される中国南部沿岸地域に全く現存しない理由も

同様に考えられる。つまり、彼らよりも進んだ文化を持ち人口密度の高いシナ=

チベット語を話す集団に駆逐されてしまったからである。台湾にはその後中国大

陸から大量の移住者があった。

先にオーストロネシア語ファミリーは 4 つのグループに大別され 3 つは台湾

に 1 つがマライポリネシア祖語として台湾以外の太平洋上の島々に広がってい

ることを述べた。興味深いことは、マライポリネシア祖語は「タロイモ」｢パン

ノキ｣｢バナナ｣「ヤムイモ」｢ココナツ｣といった単語を持っているが、オースト

ロネシア語の祖語からは発見されていないことである。このことは、オーストロ

ネシア人が台湾を離れ南下し、フィリピンから東インドネシア、ボルネオ、ジャ

ワ、スマトラ、マレー半島へと移動していく過程でこれらの熱帯作物を表わす単

語を獲得していったことを示している。

オーストロネシア人は約5000年前に台湾からフィリピンへと渡ってきた。その

後数千年をかけて太平洋の島々に生活の舞台を築いてきた。この旅は、アウトリ

ガーを取り付けた舟にタロイモ・パンノキ・バナナ・ヤムイモ・ココナツなどを

積み込んだものであった。オーストロネシア人にとってはこの舟とこの食用植物

は見知らぬ土地で生活を始め、生命をつないでいくものであったし、常に彼らと

ともにあったものである。

現代のフィリピンで行政の最小単位は｢バランガイ｣と呼ばれる単位である。こ

のバランガイは、もともと｢舟｣をあらわすものであった。1521年にマゼラン隊が

サマール島沖の無人島で出会った最初の原住民（フィリピン人）が乗って近づい

てきたのがバランガイであった。15

ココナツは現在フィリピン最大の輸出農産物であるが、このココナツが植えら

れている畑やココナツ・プランテーションを歩いてみると意外なことに気がつ
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く。｢プランテーション｣とい

う言葉から私たちが想像する

風景は、あらゆる無駄を排し、

整然と植えられた植物の連な

りであり、マレーシアの油椰

子プランテーションやミンダ

ナオのバナナプランテーショ

ンなどをまず想像する。ココ

ナツの場合は、畑は整然と植

えられているのではなく、む

しろ雑然とした感じなのであ

る。ココナツの木はもちろん多く植えられているがバナナもタロイモも多く植え

られている。その他の、たとえばトマト・カッサバ・カラマンシー・ランソネス

といった果物や野菜も多く目にする。畑は単に商品作物としてのココナツだけを

植えている畑ではないのである。16 また、フィリピンのココナツ農家は 3ヘクタ

ール以下の小規模農家が全ココナツ農家の半数以上を占めているため、ココナツ

の生産だけでは生活が成り立たないのであろう。17 こうしてみてみると、5000年

前にタロイモ・パンノキ・バナナ・ヤムイモ・ココナツを携えてフィリピンに移

住してきたオーストロネシア人が現在までもその本質的な生活様式をココナツ畑

に残していると言えるのではないであろうか。

5000年前にオーストロネシア人の旅を支え、命をつなぎ、常に彼らとともにあ

ったバランガイとココナツ・タロイモ・バナナなどの食料は、現在においても社

会生活の基盤となり、日々の暮らしの糧となっていると言えよう。

つぎに、フィリピン人がココナツとどう関わり、どう認識してきたかを｢ココ

ナツの伝説｣を通して考えてみたい。

ココナツの伝説

フィリピンの民話には果物や米など、食物をテーマにしたものが少なくない。

石と針を老婆が魔法によって緑の果物に変えた「ジャックフルーツ伝説」、女
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図２－１　ココナツ畑。ココナツの畑にはいろ

いろな作物が植えられている。この畑にはタ

ロイモやバナナが多く植えられていた。



神の乳と血によってもたらされた白米と赤米の伝説「慈悲の女神－サッピア」、

愛する妖精の手を土に埋めるとそこから手に似た実をもつ植物が生まれてきた

｢最初のバナナ｣、かつて勤勉で信心深かった農民が豊かになるとともに傲慢にな

っていったことを怒った天の最高神が、農民の貯えていた農作物を酸っぱい果物

に変えた｢サンパロックの起源｣などである。こうした伝説の中に｢ココナツの伝

説｣がある。18

むかし心優しい勤勉な母親がいた。しかしこの母親は病気になり10人

の子どもを残して死んでしまった。愛する母親を亡くしたことを悲しみ

泣き暮らす子どもたちの前に白い衣をまとった美しい女性が閃光ととも

に現れ、子どもたちに語りかける。｢お母さんはあなたたちを捨てたの

ではないよ。お母さんの魂はいつまでもあなたたち一人ひとりの心に留

まっているのだよ。毎日お母さんの墓に行き大事にしなさい。そうすれ

ばお母さんがあなたたちを愛していてこれからもあなたたちを大事に思

っていることが分かるよ｣。この言葉を残して女性は消えた。子どもた

ちはこの女性の言葉の意味は分からなかったが、愛するお母さんのこと

を想い雨の日も晴れの日も墓の番をした。数日後、墓の真中から小さな

木が生えてきた。ほどなく家の高さにも成長してっぺんに金色の大きな

実をつけた。驚いた長男がその木に昇って実をいくつか採った。下にい

た子どもたちが奇妙な形をしたこの実に穴をあけてみると中にジュース

が入っていた。子どもたちは甘い味のするこのジュースで元気を取り戻

した。つぎに山刀で実を二つに割ってみると中は甘い香りがする白い果

肉で被われていた。恐る恐る味見をしてみるととてもおいしかった。お

腹を空かせた子どもたちは白い果肉を貪り食った。満足した子どもたち

は残った果実を土に埋めた。数日後この場所には背の高い木がたくさん

生えていた。さらにすべての木がすばらしい金色の実をつけていた。こ

の日から10人の子どもたちは二度と空腹になったり渇いたりすることは

なくなった。白い衣の女性の言葉が実現したのである。母親は子どもた

ちを見捨てなかったし、墓の中から子どもたちに食べ物を与え養いつづ
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けたのである。これがココナツの起源である。19

また、17世紀の歴史家によってビサヤ地方で採集された｢最初の男と女｣という

民話では最初の男と女はココナツから生まれたことになっている。

世界が創られた後、ココナツの木々は実をつけていた。2つのよく熟

れたココナツの実がたまたま海に落ちた。その岸にはココナツの木が育

っていたのである。水が、落ちたココナツの実を受けとめ、風と潮が望

む所へと何日もかけて波に乗せて運んだ。ついに海が荒れ狂ったある日、

ココナツの実は激しく岩に投げつけられた。あたかも卵のように、孵化

する準備ができていた実は一撃で割れた。まるで予定されていたかのよ

うに、大きいほうの実から男が出てきた。この男が最初の人間であり、

名前をラキという。そして小さい方の実からは女が出てきた。名前はバ

ィエである。この二人、つまり人類の最初の両親からすべての子孫が生

まれてきたのである。20

上記の 2 つの伝説があらわしているように｢ココナツ伝説｣は人間の誕生や生

命の育みといった主題を持つという点に大きな特徴がある。おそらくは他の果物

とは異なり、果実の大きさや

形が人間の頭を連想させるか

らなのかもしれないし、果実

の外皮を剥ぎ取ると 3 つの発

芽孔が現れこれが人間の顔を

連想させることと関係がある

のかもしれない。また、第 1

章でみたように果実だけでは

なく樹木全体が徹底的に利用

できるという点から、人間の

生命を生み出すもの、生活を
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図２－２　外皮を剥ぎ取ったココナツの実。外

皮を剥ぎ取ると、人間のあるいは動物の顔を

連想させる3つの発芽孔が現れる。



成立させるものといった考えが生まれ、そこから伝説が生まれてきたのかもしれ

ない。

ココナツが人間の誕生や生命の育みに関係しているとすれば、これは母性の表

象であり、母親の墓からココナツの木が生えてくるのは至極自然なことであると

いえよう。ココナツが、つまり母親の生まれ変わりが子どもたちを養うのも自然

なことである。ココナツミルクの存在もココナツの母性と関係しているのかもし

れない。フィリピン人はまさにココナツを｢生命の木｣｢生活の木｣と見てきたと言

えよう。

ここまでは考古学的、言語学的証拠（オーストロネシア人の移動）と伝説から

フィリピン人とココナツの関係を見てきたが、16世紀に入るとマゼランのフィリ

ピン来訪とともに｢記録｣によって確認することができることになる。

マゼラン船隊のフィリピン来訪

1519年 8 月10日に、総員237名を乗せたマゼラン提督の 5 隻の船隊がモルッカ

諸島の香辛料を求めてスペインのセビリャを出航した。この航海には、イタリア

人アントニオ･ピガフェッタも参加しており、このマゼランの世界周航の詳細を

記録している。以下はピガフェッタの記録に基づいたものである。21

1520年11月に南米大陸の南端マゼラン海峡を通過する時までに船隊は 3 隻に

まで減っていた。その後太平洋に突入するのであるが、｢ 3 ヶ月と20日のあい

だ｣という想像していなかった長い航行をするうちに19人の隊員が壊血病で死亡

し、25人から30人ほどの隊員が病気になった。悲惨な航行の後、1521年 3 月 6

日に｢泥棒の諸島｣ 3 島を発見し、その 1 つ（現在のグァム島）に錨をおろした。

この島で食料を補給しようとしたが不可能であった。その10日後の 3 月16日に、

偶然フィリピンのサマール島南端の群島に辿り着いた。その後セブに進んだマゼ

ラン一行は、セブの近くにあるマクタン島の領主シラプラプとの 4 月27日の戦

闘でマゼラン提督は命を落したが、その後パラワン、ボルネオを経由して11月 8

日、ついに念願のモルッカ諸島のティドーレ島に到着した。

1522年 9 月22日、最終的に一行がスペインに帰還し、セビリャに錨をおろし

たときの船隊はわずかに 1 隻、乗組員は18名しか残っていなかった。しかし、
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この 1 隻のビクトリア号が持ちかえった香辛料、丁子･肉桂・ニクズク・白檀等

は 5 隻の船隊の総費用を越える高値で処分されたという。これが約 3 年にわた

るマゼラン船隊による最初の世界一周航海の概略であるが、ここで1521年 3 月

のサマール島沖の無人島に話を戻そう。

無人島で水を補給し、隊員に休養を与えるべく上陸した 2 日後の1521年 3 月

18日に、一行は原住民と出会う。｢ものの道理の分かる人たち｣だということを見

てとった提督は、食べもの･赤い縁無し帽子･鏡･櫛･鈴･象牙･麻布･その他のもの

と、｢魚、1 壷の椰子酒－これをヴラカ（アラック＝蒸留酒）という－、1 パル

モ（約21センチ）以上もある長いいちぢく（バナナ）と、もっと短いがかえって

あじのよいいちぢく、それにココ椰子の実 2 つ｣を交換する。その 4 日後に 2 隻

の舟に乗ってやって来た彼らは、ココ椰子の実、甘い蜜柑、椰子酒一壷、それに

雄鶏一羽をたずさえていた。

フィリピンを訪れた最初のヨーロッパ人が食べた食べ物は、バナナとココナツ、

魚であり、飲み物は椰子酒であった。一行はこの島に 8 日間碇泊し、病気の隊

員たちには提督が手ずからに｢ココ椰子の水｣を飲ませ大いに元気づけた、とある

からココナツはまさにマゼラン隊の一行にとっては｢生命の食べ物・生命の水｣で

あったに違いない。

ピガフェッタは、ココナツの木が原住民にとって様々な食料を生み出す重要な

木であると見たらしく、かなり詳しく観察し記述している。少々長くなるがその

部分を以下に記す。

ココというのは椰子の実である。われわれにパンとか葡萄酒とか油と

か酢というものがあるににたいし、この種族にとってはこのココ椰子の

木がすべてを供給するのである。椰子酒はこういうふうに製造する。ま

ず椰子の木のてっぺんのやわらかい部分で、パルミートという芽のとこ

ろに孔をあける。この孔から葡萄のしぼり汁のような、白くてあまく、

しかしちょっと酸味のある液体がにじみ出るのである。夕方とるために

は朝に、翌朝とるためには夕方に、人間の脚とおなじくらいか、あるい

はもっと太い竹の容器を木にくくりつけておく。この椰子の木は実を結
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び、それがココである。ココの実はだいたい人間の頭ぐらいの大きさだ。

いちばん外側の殻は緑色で 2 ディト（約3.6センチ）である。この外殻

の内側は繊維になっていて、原住民たちはこの繊維で舟をつなぐ綱を編

む。この外殻の下には第 2 の殻があり、これは固く、そして胡桃の殻

よりもずっと厚い。かれらはこの第 2 の殻を焼いて、その灰を利用す

る。この第 2 の殻の下に果肉があるが、果肉は白く、1 ディト（約1.8

センチ）ほどの厚さであり、われわれがパンを食べるように、かれらは

この果肉をなまのままで肉や魚といっしょに食べる。その味は扁桃（ア

ーモンド）に似ている。これを乾燥してパンをつくることもできるだろ

う。この果肉の内側に透明であまく、気分をさわやかにする液体が入っ

ている。この水を貯蔵してそのままにしておくと、凝結して林檎のよう

になる。もし油を作りたいときには、ココの実をとってきて果肉に水を

くわえて腐らせ、それから煮立てるとバターのような油ができる。ミル

クもつくることができるので、われわれもためしてみた。まず果肉をす

りおろして水とかきまぜ、布でよく漉してしぼるとちょうど山羊の乳の

ようだった。このココ椰子の木はナツメ椰子の木に似ているが、その幹

はあまりごつごつ節くれだってはおらず、むしろ滑らかだ。この木が 2

本あれば10人の家族を養うことができる。ただし酒を取るには 2 本の

木を 1 週間ごとに交替する。もしそういうふうにしないと、木は枯れ

てしまうからだ。樹齢は百年もたもつ。

ピガフェッタのこの記録がヨーロッパ人によって書かれた最初のフィリピン事

情の記録である。フィリピン到着後の最初のエピソードが原住民との魚・椰子

酒・バナナ・ココ椰子の交換であり、よほど興味を持ったのか、その後続けてコ

コナツについて詳しく書いている。ピガフェッタが観察したココナツ利用を現在

行われている利用に当てはめて以下に書き出してみよう。

・果肉を粉末乾燥させて加工し、小麦粉のように使用している。

・椰子酒－これは醗酵した樹液であるトゥバとトゥバを蒸留したアラック（ラ

ンバノッグ）の 2種が考えられる。
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・トゥバ由来か、胚乳液由来かは分からないが酢を作っている。

・ハスク（果実の内殻）の繊維から作ったロープ。

・シェル（果実の外殻）を焼いて作る活性炭。

・果肉（ブコ）を特に加工しないでそのまま、あるいは他の食べ物に混ぜて食

べる。

・胚乳液をブコジュースとして飲む。

・胚乳液を固めたナタデココ。

・乾燥させたココナツの果肉（コプラ）から抽出したココナツオイル。

・新鮮な果肉をすりおろしてから絞ったココナツミルク。

この観察を 3 月18日に原住民と出会ったときからマゼランが命を落した 4 月

27日までに行ったのであろうから、ピガフェッタは特別な注意をココナツに払っ

たに違いない。また、これ以外にも、例えば建築資材、ほうき、団扇、茣蓙、屋

根材といった利用も見ていたに違いない。

この記録により、16世紀の初めまでに、第 1 章で見たような現在のココナツ

利用の大部分が行われていたことが分かる。これは、記録によってフィリピンの

｢歴史｣が始まる前に、あるいはヨーロッパ人がフィリピンの土地と人民を支配す

る前に、既にココナツ利用のほとんどが試され、ほぼ現在のような利用法が確立

していたことを伝えている。
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