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はじめに
その形状から「偽バナナ」とも呼ばれるエンセーテ（学

名 Ensete ventricosum）はアフリカに分布するバショウ
科の植物である。この植物は現在でもエチオピアの南西
部においてセム系・クシ系・オモ系諸民族によって広く
栽培されており（図１参照），その根茎部や偽茎に蓄え
られた澱粉を食用とするという特異な利用が行われてい
ることが知られている（Dohrmann & Metz, 2005）。

ところでエチオピアの北部では 1270 年にソロモン朝
エチオピア王国と呼ばれる王国が成立した。18 世紀に
おけるこの王国の版図は現在のエチオピアの北西部とエ
リトリアの高原部をあわせた領域であった（以下，この
領域を「北部エチオピア」と呼ぶ）。標高 1500 ｍ以上の
高原が広がる北部エチオピアはオオムギ，コムギ，モロ
コシ，テフなどの穀類栽培を主体とする農耕が行われて
いる地域として知られている。しかし 1770 年代初頭に

ナイルの水源を求めてこの地を訪れたスコットランド
人探検家ブルース J. Bruce はタナ湖に流れ込む小アッバ
ウィ川の流域においてエンセーテが栽培され，食用とさ
れていたことを報告し，帰国後に刊行した旅行記にエン
セーテの図を掲載している（図２参照）。ブルースはこ
の植物について「ガッラ Galla」によって青ナイル以南
から小アッバウィ川流域にもたらされたものであると説
明している。この「ガッラ」とは，16 世紀前半にエチ
オピアの南部から移動を開始し，その後エチオピアの中
央部からケニアの北部にかけて広がる広大な領域に居住
するようになったオロモと呼ばれる民族のことである。

オロモがエンセーテを北部エチオピアにもたらしたと
するブルースの記述はその後様々な議論を巻き起こした。
まずセム系諸民族が穀類栽培をもたらす前にクシ系諸民
族が北部エチオピアにおいて広くエンセーテを栽培して
いたと考えるシュティーラー W. Stiehler は，このブルー
スの記述を否定し，彼が目にしたエンセーテはかつてこ
の地に広がっていたアガウというクシ系民族によるエ
ンセーテ栽培の名残であると主張した（Stiehler, 1948）。
1953 年から 1954 年にかけて北部エチオピアにおいて調
査を行ったサイモンズ F. J. Simoons はエンセーテに関す
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エンセーテ（学名 Ensete ventricosum）はアフリカおよびアジアの高地に分布するバショウ科の植物である。
この植物は現在でもエチオピアの南西部において広く栽培されており，その根茎部や偽茎に蓄えられた澱粉を
食用とするという特異な利用が行われていることが知られている。17，18 世紀に北部エチオピアを訪れたヨー
ロッパ人たちは，この植物が青ナイルの源流域近辺において栽培され，食用利用されていたことを報告してい
る。これらの記述については様々な解釈がなされてきたものの，未解明の問題が多々残されている。そこで本
稿では，ゲエズ語史料およびエチオピア王国を訪れたヨーロッパ人の報告に見えるエンセーテ関連記述を再検
討することにより，北部エチオピアにおけるエンセーテの食用栽培がいかなる歴史的背景を持つものであった
のかという点を考察した。その結果，オロモの進出以前には，青ナイルの南に位置するフィンチャ湖周辺地域
にエンセーテを食用とする複数の民族集団が居住していたこと，17 世紀から 18 世紀にかけて青ナイル源流域
近辺で見られたエンセーテの食用栽培はこれらの集団と関係が深いことが明らかになった。
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る論考（Simoons, 1961）を執筆し，その中でアガウが
この植物を広範に栽培していた証拠は見られないと述べ
てシュティーラーの説に疑問を呈している。その一方で
サイモンズはオロモがエンセーテを北部にもたらしたと
するブルースの記述を否定せず，また 18 世紀後半，す
なわちブルースがエチオピアに滞在した時代にタナ湖の
南に位置する地域においてエンセーテが栽培されており，
この地のアガウがエンセーテを主食としていたことは間
違いないとも述べている。

その後ソロモン朝エチオピア王国史研究の第一人者で
あるパンカースト R. Pankhurst はイエズス会士の報告を
基にして青ナイル以北にエンセーテをもたらしたのはオ
ロモに追われて王国内に移住した「ダモト人」であっ
たと述べるとともに，オロモが北部エチオピアにエン
セーテをもたらしたとするブルースの記述を否定した

（Pankhurst, 1996）。パンカーストがこの論考を発表して
から，オロモとエンセーテの関係についてのブルースの
記述の信憑性を疑うことが一般的になっている。エチオ
ピアの栽培植物について研究を行っている歴史学者マッ

キャン J. C. McCann と考古学者ブラント S. A. Brandt は
パンカーストのこの論考に依拠しつつ，ブルースの報
告と 1840 年代に北部エチオピアを訪れた英国人探検家
ビーク C. T. Beke の報告を比較し，この間にタナ湖と青
ナイルに囲まれた地域においてエンセーテ栽培が急激
に廃れたと主張している（McCann, 1995: 53-55; Brandt, 
1997: 848-849）。

しかしエンセーテに関する史料を用いたこれらの先行
研究には，史料の誤読あるいは恣意的な解釈など問題点
が少なからず見受けられ，伝存するエンセーテおよび北
部エチオピアの農耕に関する記録を精査したものとは言
い難い。本稿では，ゲエズ語（古典エチオピア語）史料
およびエチオピア王国を訪れたヨーロッパ人の報告に見
えるエンセーテ関連記述を再検討することにより，パン
カーストらの見解の当否を検証する。そしてそこから得
られた知見を基にして，北部エチオピアにおけるエン
セーテの食用栽培がいかなる歴史的背景を持つもので
あったのかという問題を考察したい。

図１．現在のエンセーテ栽培地
出所：ブラント論考所収図（Brandt, 1997: 844）を基に筆者作成
＊下線を付した地名は現在の国名，枠で囲まれた地名は主要都市名。
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１．イエズス会士の報告に見えるエンセーテ

1.1. イエズス会士たちの記述
まずダモト人がエンセーテを青ナイル以北にもたらし

たとするパンカーストの見解の当否を検討するため，イ
エズス会士のエンセーテに関する記述を見ていこう。

イエズス会は 1550 年代から 1630 年代にかけてエチオ
ピア王国内でローマ・カトリックの布教を行った。こ
の布教に関わった宣教師たちは数多くの著作や書簡を
残しており，それらは北部エチオピアの歴史や文化を
知る上で重要な史料となっている。イエズス会士の著
作は個人の布教体験の報告を中心にしたものと，エチ
オピア王国の地理・歴史・風俗・宗教，そして王国内
におけるイエズス会の活動などを包括的に論述したも
のに大別できる。ロボ J. Lobo の『旅行記 Itinerario』は
前者に属し，パエス P. Paez の『エチオピア史 Historia 

de Ethiopia』，アルメイダ M .de Almeida の『高地エチ
オピアすなわちアバシアの歴史 Historia de Ethiopia alta 
ou Abassia』，メンデス A. Mendez の『エチオピア遠征
Expeditionis aethiopicae』は後者に属する。なおこれらの
著作はいずれも 17 世紀前半に執筆されている。

後者の著作の中には，エチオピア王国内で栽培されて
いる植物に関する解説が含まれており，その中にエン
セーテに関する記録が見られる。それらの中で最もよ
く知られているのは，英訳（Beckingham & Huntingford, 
1954: 47-48）のあるアルメイダの記述である。彼は
1624 年にエチオピア王国に入国し，1633 年まで布教活
動に従事した。彼はエンセーテについて，①「インドの
イチジク figueira da India」にとてもよく似た「この地に」
特有の樹木であること，②食用の実はつけず，株分けに
よって増えること，③切って煮るか，粉にされて食用に
されること，④「ナレア Narea」において重要な食料と
なっていること，⑤葉や茎の繊維でござが作られること
などを報告している（Beccari, 1969 V: 38-39）。

パエスは 1603 年から 1622 年にかけてエチオピア王国
内で布教活動に従事した。著書『エチオピア史』の中で
彼はエンセーテについて①「インドのイチジク」と似て
いるが別の種類の樹木であること，②幹あるいは葉の髄
を食べること，②ひもやとても薄いござがつくられるこ
と，④葉などから糸がつくられ，それで貧しい人々が身
につける布がつくられること，⑤根が煮て食べられるこ
と，⑥根から細かい粉がつくられ，牛乳と煮て食べるか
パンにして食べられること，⑥株分けによって増やさ
れることを記している（Beccari, 1969 II: 249; Pais, 1945-
1946 I: 210）。

メンデスは 1626 年にエチオピアに入国し，1634 年ま
でエチオピア王国に滞在した。彼は著書『エチオピア遠
征』においてエンセーテに言及している（Beccari, 1969 
VIII: 36）。そこで彼は①エンセーテが「インドのイチジ
ク」に似ていること，②エンセーテは細かく刻まれるか，
粉にされて地中で何年も貯蔵され，パンケーキや粥に加
工されること，③「ナレア」の人びとの主食であること，
④エンセーテの繊維から綱やござがつくられること，⑤
株分けによって増えることなどを述べている。

アルメイダらがエンセーテに関する記述の中で具体的
な地名として挙げているのは「ナレア」だけであるが，
1625 年にエチオピア王国に入国し，1634 年に追放され
たイエズス会士ロボは「ダモト人」のエンセーテ利用に
ついて実見し，その詳細を記録している。彼はエンセー
テについて，①「ダモト人の州 provincia dos Damotes」
に生育する固有で土着の樹木であること，②葉が敷物や
皿として使われること，③葉の繊維からロープや敷物が

図２．ブルースの旅行記に掲載されたエンセーテの図
出所：ブルースの旅行記第 5 巻のエンセーテに関する解説

（Bruce 1790 V:36-41）より
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つくられること，④枝や葉柄から非常に細かい粉がつく
られ，牛乳と一緒に煮て食べると美味であること，⑤収
量が多いため「貧者の樹木 arvore de pobres」と呼ばれて
いるほか，植えれば食糧不足を恐れる必要がないため「飢
餓に備えるための木 arvore contra a fome」とも呼ばれて
いたこと，⑥株分けで大量に増えること，⑦切るときに
人のうめき声のような音を立てるため，人々がエンセー
テを切ることを「エンセーテを殺す」と言っていたこと
などを伝えている（Lobo, 1971: 459-461）。

このように 17 世紀前半にエチオピア王国内で布教活
動に従事したイエズス会士たちのエンセーテに関する記
述には，いずれもエンセーテの食用利用，葉の繊維の利
用，株分けによる増殖が記されている。栽培地に関する
情報としては，アルメイダとメンデスが「ナレア」にお
いてエンセーテが主食になっていることを伝え，ロボは

「ダモト人の州」においてこの植物が栽培され，食用と
されていたことを伝えている。これらのイエズス会士の
エンセーテに関する記述をめぐっては，先行研究におい
て以下の２つの問題について混乱が見られるので，以下
それらについて解説する。

1.2. イエズス会士たちの記述をめぐる２つの問題
1.2.1. 「ダモト人の州」はどこか ?

まずロボがエンセーテを実見した「ダモト人の州」の
所在について検討しよう。1625 年にエチオピア王国に
入国したロボは王国北部に位置するティグライ１）にお
いて布教活動に従事した後，「ダモト人の州」における
宣教活動に派遣された。彼は「リゴノウス Ligonous」（ゲ
エズ語史料に見えるレジュ・ネグス Lǝğ Nǝguś のこと）
に設けられた居館を拠点としてこの地で９ヶ月間布教活
動に従事し，その様子を著書『旅行記』の第 23 章に書
き残している２）。パンカーストは 1996 年に公刊された
エンセーテに関する論考の中で，ロボが「ダモト，すな
わちギベ川の北に位置する地域」のエンセーテについて
解説していると述べている（Pankhurst, 1996: 47）。果た
してパンカーストのこの解説は正しいのであろうか。

ダモト人とは「ダモト Damot の住民」を意味する。
ダモトとはソロモン朝前期（1270-1540 年）のゲエズ語
史料にしばしば登場する地名である。1520 年代にエチ
オピア王国を訪れたポルトガル人聖職者アルヴァレス F. 
Alvarez はダモトについて，この土地出身の奴隷が外国
で珍重されていること，莫大な黄金を産出すること，異
教徒の国であるがキリスト教徒も多数居住していること，
農畜産物に恵まれた地域であることなどを報告している

（Alvarez, 1889: 166）。アルヴァレスはダモト国の所在に
ついて「ショアの西方」と記しているが，これはダモト

国が青ナイル以南に位置していたことを示している。し
かしその後 16 世紀後半にこの「青ナイル以南のダモト」
はオロモの攻撃を受けて荒廃した３）。その結果ダモトの
住人の一部は北方へ移動し，青ナイルを越えてゴッジャ
ムの一部に住み着いた。その結果 17 世紀中に「ゴッジャ
ムのダモト人居住地」が新たに「ダモト」と呼ばれるよ
うになる４）。以下，青ナイル以南のダモトを「旧ダモト」，
青ナイル以北のダモトを「新ダモト」と呼ぶことにする。

旧ダモトの位置について参考になるのが，アルメイダ
の『高地エチオピアすなわちアバシアの歴史』に添付さ
れた地図（図３参照）である。この略地図によれば，「ダ
ムト Damut 国」は青ナイルと「ゼベ Zebe 川」源流域の
間に位置し，「ガファト Gafates の地」，「ビザモ Bizamo
国」，「ナレア Narea 国」，「グラゲ Gurague 国」，「ガンズ
Ganz 国」に接していた。ゼベ川とはギベ川のことであり，

図３．アルメイダの『高地エチオピアすなわちアバシアの歴史』
添付図に見る旧ダモト周辺
出所：アルメイダの『高地エチオピアすなわちアバシアの歴史』
添付図のタナ湖周辺部を筆者が模写。
＊本図において，タナ湖より南では図の上方向が概ね北の方位
であるが，タナ湖より北では北東に約 45 度ずれている。また
本図の地名は，アルメイダの表記に従っており，本文および他
の図中の地名表記と異なっている場合がある。

リジェネグス

タナ湖

ナレア国

ビ
ザ
モ
国

ダムト国

グラゲ国

ガファト人

ゴ
ン
ガ
人

ゴジャム国

ゴ
ン
ガ
人

ゼ
ベ
川

ニ
ロ
川

ガンズ国

ア
ン
ケ
ル
川

マレグ川

カンバテ国

アデア国

ベガメデル国

サラオア

アバルガレ
デムベア

アガウ国

セ
メ
ン

アマハラ国

シ
ャ
オ
ア
国

オ
レ
カ
国

セゲデ

オアルカイト

タ
カ
ゼ
川



517，18 世紀北部エチオピアにおけるエンセーテの食用栽培に関する再検討

ナレア国とはゲエズ語史料に見えるエンナルヤ Ennarya
のことを意味する。地図上のエンナルヤ，青ナイル，「ダ
ムト国」の位置関係から判断して，「ダムト国」はエン
ナルヤの北東方向にあったと考えられる。新ダモトの位
置についてはブルースの記述（Bruce, 1790 III: 256-258）
が参考になる。それによれば，タナ湖と青ナイルに囲ま
れた地域は，「ゴジャム Gojam」，「ダモト Damot」，「ア
ゴウ人 Agous の地」，「マイチャ Maitsha」の４つに分か
れている。以下，これらの地域をあわせて「タナ湖南方
地域」と呼ぶことにする。新旧ダモトの位置を図示した
のが図４である。

このように 16 世紀から 17 世紀にかけてダモトという
地名の移動が生じた。『旅行記』にはロボが青ナイル以

南の旧ダモトに赴いたことを示す記述は見られない。ま
たアルメイダの地図によれば，レジュ・ネグス（アルメ
イダの地図では「リジェネグス Ligenegus」）は青ナイル
とタナ湖に囲まれた地域に位置している。したがってロ
ボが布教活動を行った「ダモト人の州」がゴッジャムの
一画にあり，後にダモトと呼ばれるようになった地域で
あったことは間違いない５）。

1.2.2. 「この地に特有の樹木」とは ?
次にアルメイダの記述にある「エンセーテはこの地に

特有の樹木である」という１文について検討しよう。こ
の文の原文は Ensete he huma arvore propria desta terra で
あるが，マッキャンは「この地に特有の樹木」という部

図４．フィンチャ湖（チョマン湖）とその周辺 
出所：筆者作成
＊枠で囲んだ地名は都市名ないし村落名で，19 世紀以降に名付けられたものを含む。
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分を「この国（すなわち北部エチオピア）に特有の樹木」
と訳している（McCann, 1995: 54）。またブラントは，ア
ルメイダの「ナレアの諸地方において，それは大部分の
人々の食糧となっている」という記述について，「ナレ
アの諸地方において」という部分を省き，エンセーテが
タナ湖南方地域全域において主食であったかのように紹
介している（Brandt, 1997: 848）。

しかしながら両者の解釈は正確であるとは言い難い。
「エンセーテはこの地に特有の樹木である」というこの
アルメイダの記述については，当時のナレア，すなわち
エンナルヤが置かれていた特殊な政治的状況を考慮する
必要がある。オロモが移動を開始する前，エチオピア王
国の版図は南方では名目的にせよゴジェブ川近辺まで
及んでいた６）。ギベ川の上流に位置し，オモ系民族が居
住していたエンナルヤ７）も王国の版図の一部であった。
その後 16 世紀後半にオロモのリンム Limmu 集団がギベ
川上流域に進出した。しかしこの時点でエンナルヤの
先住民は完全にオロモに征服されなかった８）。アルメイ
ダは，ソロモン朝君主ススネヨス Susnǝyos（在位 1607-
1632 年）の治世におけるエチオピア王国の版図と，オ
ロモの移動が始まる前のかつての王国の版図について解
説している（Beccari, 1969 V: 7-16）。それを見るとエン
ナルヤはススネヨス治世にも王国の領域の１つとして挙
げられているものの，ゴッジャムとエンナルヤの間に位
置した諸地域はススネヨス治世の王国の版図には含まれ
ていない。すなわちススネヨス治世においてエンナルヤ
は王国の飛び地であった。その後もエンナルヤは 17 世
紀半ばまで名目的にせよソロモン朝の君主に服属してい
た９）。アルメイダの記述は，エンセーテがエンナルヤを
含むエチオピア王国の領域に特有の樹木であり，かつエ
ンナルヤにおいて多くの人々の食糧源となっていると述
べているにすぎず，これをもってエンセーテが北部エチ
オピア固有の樹木であるとか，タナ湖南方地域において
人々の主食になっていたと言うことはできない。

1.3. イエズス会士たちの情報源
イエズス会士がどのようにしてエンセーテに関する情

報を入手したのか，それらの情報が実見に基づくもので
あったのか，伝聞であるのかといった問題を検討してお
くことは，彼らのエンセーテ関連記述を研究に用いる上
で必要不可欠であろう。

エンセーテに関する記述を残しているイエズス会士の
中で最も早く入国したパエスは，当初ティグライのフレ
モナ Fremona を拠点として活動していたものの，ススネ
ヨスが即位すると，彼の宮殿があったダンカズ Dänqäz
に近いダンブヤ Dämbya のゴルゴラ Gorgora を拠点とす

るようになった。このように彼は主にティグライおよび
ダンブヤにおいて活動した。パエス他界後に入国したメ
ンデスもダンカズに程近いダブサン Däbsan において布
教活動全般の監督を行い，エチオピア各地を巡ったわけ
ではない。それに対してロボとアルメイダは地方の居館
を拠点として布教活動に従事した。ロボが「ダモト人の
州」において布教活動に従事した経験があることはすで
に述べたが，アルメイダも 1625 年から 1626 年にかけて
ダモト人居住地に滞在している（Beccari, 1969 VI: 425, 
427, 440, 476）。すなわちエンセーテに関する記述を残し
た４人のイエズス会士のなかでエンセーテの栽培と利用
が盛んに行われていたダモト人居住地に赴いたのはロボ
とアルメイダの２名のみであった 10）。

さてイエズス会士たちのエンセーテに関する記述の中
で目を引くのは，エンナルヤにおいてエンセーテが主食
になっているという情報である。この情報はどのように
してイエズス会士たちの知り得るところとなったのであ
ろうか。

まずオロモの進出によってエンナルヤと王国との連絡
が以前に比べて困難になっていたとはいえ，両者の交流
が途絶えたわけではなかった。例えば，エンナルヤ王は
代々ソロモン朝の君主に毎年黄金を送り届けるのが慣例
となっていたが，ススネヨス治世にもエンナルヤ王は黄
金を届け，また息子をソロモン朝宮廷に送った（Beccari, 
1969 V: 80; VI: 254）。イエズス会士の中にもエンナルヤ
を訪れた者がいる。当時紅海沿岸の諸港はムスリムの支
配下にあり，イエズス会士を含むヨーロッパ人は自由に
往来できなかった。そのためエチオピア王国内のイエ
ズス会士たちは内陸を経由して東アフリカの沿岸に到
達するルートを開拓しようとして，フェルナンデス A. 
Fernandez を派遣した。フェルナンデスは 1613 年３月初
頭にダンブヤを出発した後，青ナイルを越えて南下し，
エンナルヤを経由して「カンバテ Cambate 国」まで到
達した。しかしそれ以上先に進むことは困難と判断して
帰還している 11）。

したがってエンナルヤにおけるエンセーテの栽培や食
用利用に関するイエズス会士たちの記述には，宮廷を訪
れたエンナルヤ人，あるいはエンナルヤを訪れたことの
ある人びとの見聞のほかに，フェルナンデスがもたらし
た情報が反映されていると見て問題なかろう。

1.4. ダモト人とエンセーテ
さてこれまでにエンナルヤおよびゴッジャムのダモト

人居住地においてエンセーテが栽培され，食用利用され
ているとイエズス会士たちが述べていることが明らかに
なった。ダモト人がエンセーテを青ナイル以北にもたら
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したとするパンカースト説の当否を明らかにするために，
ここで旧ダモトとエンセーテの関係について検討したい。

イエズス会士たちはいずれもダモト人がエンセーテ
を青ナイル以北にもたらしたと述べているわけではな
い。しかしダモト人とエンセーテの関連を窺がわせる記
録も存在する。まず旧ダモトは多くの人々がエンセーテ
を主食としていたというエンナルヤに隣接していた。ま
た同じく旧ダモトに隣接するガファト居住地については，
ソロモン朝君主サルツァ・デンゲル Śärśٜä Dǝngǝl（在位
1563-1597 年）の年代記にエンセーテとの関連を示す記
事が存在する。この年代記によれば，「ガファトの食べ
物 sisayomu lä-Gafat」である「ヘンサト hənsät」を切っ
ていたガンボ Gämbo の住人がソロモン朝方の兵士を殺
害したため，サルツァ・デンゲルはガンボへの遠征を実
施したという（Conti Rossini, 1961-1962 I: 140）。パンカー
ストが述べるとおり，ヘンサトがエンセーテ（アムハラ
語で ənsät）を指すことは間違いない。そしてハンティ
ンフォード G. W. B. Huntingford によれば（Huntingford, 
1989: 148-149），ガンボは青ナイルとエンナルヤの中間
に位置するフィンチャ湖（チョマン Čomän 湖）12）の西
方の地域であった（図４参照）。セム系民族のガファト
はゴッジャムとエンナルヤの間に居住していたものの，
この地にオロモが進出すると青ナイル以南にとどまって
オロモに服従した集団と，青ナイル以北に移住して引き
続きソロモン朝の君主に服属した集団に分かれた13）。『サ
ルツァ・デンゲル年代記』の記述から，オロモ進出以前
にガファトが青ナイル以南でエンセーテ栽培を行ってい
たことが判明する。このように移住前のダモト人の居住
地であった旧ダモトは，ガファト居住地およびエンナル
ヤというエンセーテ栽培地に挟まれていたわけである。

またダモト人とエンセーテの関係について考察する上
で欠かせないのが，ロボの記述である。ロボによれば，
ダモト人はエンセーテの葉を敷物や皿の代わりに用いる
だけではなく，その繊維から工芸品をつくり，葉柄など
からつくった澱粉を食用とし，そして株分けによって大
量に増やしていた。このような多岐にわたる利用法は，
ダモト人のエンセーテ利用が移住後に取り入れられた技
術ではなかったことを示唆している。

以上の点から，パンカーストが言うようにダモト人が
移住の際にエンセーテを青ナイル以北にもたらした可能
性は否定できない。しかしゴッジャムにおいてすでにエ
ンセーテが栽培されており，それをダモト人が取り入れ
た可能性が全くないわけではない。いずれの可能性が高
いかは北部エチオピアにおける農耕に関する記述全体か
ら判断しなければならないことであり，エンセーテに関
するブルースの記述について検討した後に考察したい。

２．ブルースの記述に見えるエンセーテ

2.1. ブルースのエンセーテ関連記述
冒頭で述べたとおり，パンカーストはオロモがエン

セーテをマイチャにもたらしたとするブルースの記述を
否定しており，彼の見解は現在では広く受けられている。
それではブルースの記述は何ら根拠のない憶測なのであ
ろうか。まずブルースのエンセーテに関する記述を確認
したい。

最初の記述はソロモン朝エチオピア王国内の各地域の
解説の中に現われる（Bruce, 1790 III: 258）。ブルースに
よれば，タナ湖の南西に位置するマイチャは水はけが悪
い土地であるために「穀類 corn」をほとんど産せず，人々
はエンセーテを主食としていたという。

２番目の記述は，ブルースが青ナイルの水源，すなわ
ち小アッバウィ川の水源に向かう際の記録である。彼
はゴンダールを出発した後にタナ湖の西岸を通り，小
アッバウィ川下流域のマイチャを通過した。その後彼は
ゴウット Goutto の地で小アッバウィ川を渡り，「アボラ
Abola の谷」で一泊した。ブルースはゴウットで小アッ
バウィ川を越えてからアボラの谷まで家々がエンセーテ
に囲まれていること，道中ブルース一行を恐れて住民が
逃げ出した家で壷の中で煮られているエンセーテの塊を
見つけてもらい受けたことを記している。さらにエン
セーテは「ナレアから来たガッラが最初マイチャに，そ
れからゴウット，アゴウ人の地，そしてダモトにもた
らしたと言われている」と述べている（Bruce, 1790 III: 
584-585）。

３番目の記述は小アッバウィ川源流域のサカラ Sacala
で開かれていた市場に関する記述の中に見られる。ここ
でブルースは「食用のエンセーテ，そしてモザイク細工
のように様々な色で塗られたその植物の葉の工芸品」が
売られているのを目撃している（Bruce, 1790 III: 589）。

４番目の記述は「補遺」の中に見られる。ここでブルー
スはエンセーテの起源とその伝播について解説している

（Bruce, 1790 V: 589）。その内容を要約すれば以下のよう
になる。①エンセーテは「ナレア」原産であり，その地
の沼地や湿地に生育する。②「ガッラ」がコーヒーの木
とともにエンセーテを持ち込んだ。③エンセーテもコー
ヒーも気温と湿気が高ければアビシニアのどこでも産出
するというのが一般的な見解である。④エンセーテはゴ
ンダールでも生育するが，マイチャやゴウットに多数生
育し，オロモの食糧となっている。⑤古代エジプト人も
エンセーテを栽培していた。
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2.2. ブルースの記述の再検討
それでは次にエンセーテが栽培されていた地域と栽培

を行っていた民族集団について検討しよう。まずブルー
スはゴウットで小アッバウィ川を越えてからアボラの谷
まで家々がエンセーテに囲まれていること，サカラの市
場でエンセーテが売られていたと述べている。これらの
地の中で，２番目の記述に登場するアボラは「アゴウ
の地の地区の１つ」であり（Bruce, 1790 III: 581），３番
目の記述に見られるサカラの地は「アゴウの地の最も
東」であった（Bruce, 1790 III: 588）。次にブルースはゴ
ウットで出会った住人の民族名としてアガウをあげてお
り（Bruce, 1790 III: 564-569），この地はアガウの居住地
であったと考えてよいと思われる。このようにブルース
は小アッバウィ川流域のゴウットから源流部にかけて居
住するアガウがエンセーテを栽培し，それを食用として
いたことを伝えている。ブルースは「補遺」の中でエン
セーテがマイチャとゴウットに多数生育していると述べ
ている。後者はこの地域を指しているものと思われる。

ブルースはマイチャにおいてもエンセーテが多数成育
し，この地の主食となっていると記している。彼によれ
ば，マイチャにエンセーテをもたらしたのはオロモであ
り，ゴウット，アガウメドル 14），新ダモトにも彼らが
エンセーテを伝えたという。ブルースは「マイチャへの
ガッラの入植」とそれに起因するこの地の習俗の異質性
に関して次のようにも記している。①小アッバウィ川両
岸の平地であるマイチャにはかつてアガウが居住して
いた。しかし戦乱によってこの地の人口が減少したた
め，ソロモン朝君主が「穏健なガッラの集団，主にジャ
ウィ」にこの地を与えた。（Bruce, 1790 III: 257）。②ゴウッ
トより上流の地域では，小アッバウィ川に対する崇拝が
残っている。それに対して下流のマイチャにはそのよう
な信仰が見られない。これは後者に「異教徒のガッラ」
が入植したためである（Bruce, 1790 III: 564）。③マイチャ
には近親を夜伽に差し出す慣習が存在した。これは「全
マイチャとガッラの地の不変の慣習」であった（Bruce, 
1790 IV: 8）。④マイチャは 99 人の「シュムたち Shums」，
すなわち長によって治められていたが，彼らは「異教徒
のガッラ」と同様に７年ごとに異教徒であったときの儀
式を行って王を選んでいた（Bruce, 1790 IV: 24-25）。

パンカーストはオロモがエンセーテを北部にもたら
したとするブルースの記述を否定している（Pankhurst, 
1996: 49-51）。そもそもパンカーストはマイチャに何ら
かの集団が入植した可能性をなんら検討していない。こ
の問題についてはすでに拙著において論じているので

（石川 , 2009: 136-137），本稿に関わる部分の要約を以下
に掲げる。

・ブルースの言う「マイチャ」とはゲエズ語史料に見
える「マチャ Mäčٜa」のことである。

・イヤス１世 Iyasu（在位 1682-1706 年）はエンナルヤ
遠征の前後に青ナイル以南に居住していた複数の
集団をゴッジャムや新ダモトに入植させている。

・その中には青ナイルとエンナルヤの間に位置する地
域に進出したマチャ系オロモ 15）に服属していたタ
ラタ Ṭäläta と呼ばれる集団が含まれていた。タラ
タとはオロモ語で「被征服民」を意味する「ダラッ
タ Dhalatta」という語の訛った形であり，オロモに
服属していた被征服民集団を意味するとされる 16）。

・イヤス１世とダウィト３世 Dawit（在位 1716-1721 年）
が小アッバウィ川下流域にオロモを入植させたと
いう記録は史料に確認できない。しかし地名の変
化等を勘案すると，18 世紀初頭に何らかの集団が
この地域に入植したと考えられる。入植した集団
として最も可能性が高いのは，マチャ系オロモに
服属していたタラタである。

さて拙著においてはマイチャ，すなわち小アッバウィ
川下流域に入植した集団について「マチャ系オロモに服
属していたタラタ」である可能性が高いことを指摘する
にとどめた。この問題に関して注目されるのが，イヤス
１世が連れ帰って王国内に居住地を与えたと『イヤス１
世年代記』に明記されている「リバンとチャレハのタラ
タ Ṭäläta zä Liban wä

 
Čٜäleha」という集団である（Guidi, 

1960-1961 I: 263）。この集団名に見える「リバン」と「チャ
レハ」はいずれもマチャ系オロモの集団名であった 17）。

「リバンとチャレハのタラタ」とはこれらのマチャ系オ
ロモ集団に従属していた集団であったと考えられる。「リ
バンとチャレハのタラタ」の入植地の名称を年代記の著
者は記していないものの，イヤス１世のエンナルヤ遠征
後に何らかの集団が入植した痕跡が残されており，かつ
移住した集団名が明らかではない地域は小アッバウィ川
下流域のみである。したがって「リバンとチャレハのタ
ラタ」は小アッバウィ川下流域への入植者として最も有
力な候補である。

ところでハンティンフォードはチャレハという語につ
いて「ガッラの部族」の名称であるとともに「アマラ
Amara 山」の南東に位置する地域の名称でもあると説明
している（Huntingford, 1989: 233）。アマラ山はフィンチャ
湖のすぐ南に位置しており，ハンティンフォードがチャ
レハのことであるとする「チェリア Chelia」という地域
はフィンチャ湖から 15km ほどしか離れていない。オロ
モのチャリハ集団がこの地域に居住していたのであれば，
彼らに服属していたタラタもフィンチャ湖の近辺に居住
していたと考えてよいであろう。すなわちオロモではな
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いものの，オロモに服従し，かつエンセーテ栽培地の近
隣に居住していた集団がイヤス１世の治世に小アッバ
ウィ川下流域に移住した可能性が高いのである。

３．タナ湖南方地域におけるエンセーテ栽培

16 世紀後半にダモト人が旧ダモトから新ダモトへ移
住し，またイヤス１世治世末頃に「リバンとチャレハの
タラタ」が青ナイル以南から小アッバウィ川下流域に入
植した可能性が高く，両者の原住地がいずれもエンセー
テの食用利用が行われていた地域の近隣であったことが
これまでに明らかになった。次に明らかにしなければな
らないのは，ダモト人到来以前にタナ湖南方地域におい
てエンセーテ栽培が広く行われていたか否かである。こ
の問題を解明するため，イエズス会士とブルースの北部
エチオピアにおける活動範囲を明らかにした上で，彼ら
がこの地の農業についていかなる記述を残しているのか
を検討したい。

3.1. イエズス会士の農業関連記述
イエズス会の宣教団がエチオピア王国に入ったのは

1557 年のことであった。しかし彼らの布教活動は成果
を挙げることはできず，16 世紀後半イエズス会士の活
動はティグライのフレモナの周辺に限られていた。しか
し 1603 年にパエスが入国すると状況は好転し，1622 年
にはソロモン朝君主ススネヨスがエチオピア教会聖職
者の反対を押し切ってローマ・カトリックへの改宗を
公表するに至った。17 世紀初頭にフレモナだけであっ
た宣教師たちの居館は，ススネヨス治世後半の 1628 年
には 13 箇所にまで増加した。居館があった地域はティ
グライ，ダンブヤ，エンフラズ Emfraz，ベガメドル
Begämədr，ゴッジャム，アガウメドルであった。ゴッ
ジャムでは 1612 年に初めて居館が置かれた後，ローマ・
カトリックに改宗してイエズス会士たちの活動を熱心に
保護したことで知られるススネヨスの異父弟セエラ・ク
レストス Śə‘əlä Krəstos がこの地を統治するようになっ
て居館の数は増加し，最終的には５箇所の居館が設置さ
れた。またイエズス会士たちはアガウメドルにおいても
比較的早くから布教を開始した。1607 年に君主の座に
即いたススネヨスにとって最大の懸案となっていたのは
南方からのオロモの侵入への対処であり，彼はポルトガ
ルの軍事支援を期待してイエズス会士に好意的に接した。
しかし治世前半において彼はエチオピア教会の聖職者た
ちに配慮してイエズス会士たちにエチオピア教会の信徒
への大々的な布教活動は認めず，非キリスト教徒であっ
たアガウへの布教活動のみ認めた。そのためイエズス会

士たちは 1610 年代前半からタナ湖の南西に居住するア
ガウに対して布教活動を開始している。このようにイエ
ズス会士たちは王国内のかなり広範囲で活動し，特に
ゴッジャムとアガウメドルについては約 20 年間布教活
動を継続した。

それではイエズス会士たちはエチオピア王国内の農
業についてどのように記述しているのであろうか。例
えばアルメイダはエチオピア王国内で栽培されていた
農作物として，テフ 18），モロコシ，シコクビエ，コム
ギ，オオムギといった穀類，ヒヨコマメなどの豆類，「ヌ
グ Nug」と呼ばれる油料作物，そして各種の野菜と果樹
をあげている（Beccari, 1969 V: 37）。これらの農業に関
する解説の中で，アルメイダは標高が高く冷涼な土地で
はオオムギとコムギが栽培され，より暖かい土地，すな
わち標高が低い土地ではオオムギ・コムギに加えてこれ
ら以外の穀物も栽培されていると述べている。また彼は
モロコシに数多くの種類があること，テフが非常に高く
評価されていることも記している。テフをはじめとする
穀類を高度に応じて栽培するこのような農業は，エチオ
ピア王国の主たる住人であったセム系のアムハラおよび
ティグライのものであったと考えられる。他の民族の生
業に関するイエズス会士の記録は豊富であるとは言えな
いものの，アルメイダはタナ湖の南西に居住していたア
ガウに対する布教活動について解説する中で，彼らの居
住地が極めて肥沃で食糧に富み，特にモロコシと蜂蜜を
多く産し，また牛の数も非常に多かったことを書き残し
ている（Beccari, 1969 VI: 325-326）。このようにイエズ
ス会士たちはタナ湖南方地域においても 20 年あまりに
わたって活動したけれども，彼らの記録から青ナイル以
北でエンセーテ栽培が行われていたことを確認できるの
は，ゴッジャムのダモト人居住地だけである。

3.2. ブルースの農業関連記述
次にブルースが踏査した地域と彼の旅行記に記録さ

れているエチオピア王国内の農業について見ていこう。
1769 年９月 19 日にマッサワ港に上陸したブルースはア
クスムを経て 1770 年２月 15 日にゴンダールに到達し
た。その後タナ湖の東岸を通って青ナイル源流部に向か
おうとしたものの，内乱に巻き込まれて断念した。その
後 1770 年 10 月 28 日にゴンダールを出発してタナ湖西
岸を通って小アッバウィ川流域に至り，11 月４日にそ
の源流に達している。彼は源流からタナ湖西岸を通って
11 月 18 日にゴンダールに戻る。その後紆余曲折を経て
1771 年 12 月 26 日にゴンダールから西のスーダンに向
かって出発した。このようにブルースが実際に踏査した
のは，マッサワとゴンダールを結ぶ街道沿い，タナ湖の
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周辺，そして小アッバウィ川流域であった。
ブルースはゴンダール以北の農業については比較的詳

しい情報を残している。例えば，彼はティグライのアド
ワにおける農業について，年３回収穫が行なわれること，
テフ，シコクビエ，コムギ，オオムギ，豆類などが栽
培されていたことを記録している（Bruce, 1790 III: 124）。
またブルースは，ゴンダールの北に位置する「ウォッゴ
ラ Woggora（ゲエズ語史料のワガラ Wägärä）」と南に位
置する「デンベア Dembea（同ダンブヤ Dämbya）」が王
国の穀倉地帯となっており，ソロモン朝の君主はダンブ
ヤのコムギでつくったパンしか口にしない決まりであっ
たとも伝えている（Bruce, 1790 III: 258, 280）。  

しかしブルースはタナ湖南方地域の農業に関してほと
んど記述を残していない。わずかにマイチャにおいてコ
ムギがほとんどとれないためエンセーテが主食となって
いると述べているのみである。タナ湖の南西に居住する
アガウについてブルースは，ゴンダールや近隣の地方の
人々が「牛，蜂蜜，バター，小麦，皮革，蜜蝋」といっ
た生活必需品をアガウメドルに依存していたと記してお
り（Bruce, 1790 III: 736），この記事から当時アガウがか
なり多量のコムギを栽培・収穫していたことが窺がえる。

これまでに見てきたイエズス会士とブルースの報告を
総合すると，17 世紀から 18 世紀にかけてエチオピア王
国内ではアムハラ・ティグライは穀類栽培を主体とした
農耕を行っていたものと考えられる。そしてタナ湖南方
地域においてエンセーテの食用栽培を確認できるのは，
新ダモトと小アッバウィ川流域という一部の地域であり，
この地域に居住していたアガウの大多数は穀類栽培を主
体とした農耕を行っていたと考えるべきであろう。

 3.3. マッキャン説およびブラント説の検証
冒頭でマッキャンとブラントがブルースの報告とビー

クの報告を比較し，1770 年代から 1840 年代までの間に
タナ湖南方地域においてエンセーテ栽培が激減したと主
張していることを述べた。ブラントはさらに踏み込ん
で，「士師時代 Zämänä mäsafənt（1769-1855 年）」19）に
おける政情不安の中で農民たちは収穫までに時間のかか
るエンセーテよりも毎年収穫できる穀類を選択するよう
になったのではないか，あるいは常備軍の維持などで出
費のかさんだ為政者たちがエンセーテよりも換金性の高
い穀類を重要視し，農民たちに直接的間接的に穀類を栽
培するよう圧力をかけたのではないかと推測している

（Brandt, 1997: 848-849）。
19 世紀に入ると，エチオピアに入国するヨーロッパ

人の数は増加した。しかしエチオピア王国内における政
治・経済的な重要性が低かったこともあり，タナ湖南方

地域を踏査して記録を残したヨーロッパ人の数は少な
い。1837 年から 1848 年にかけてエチオピアを広く踏査
したダバディ A. d’Abbadie は，タナ湖南方地域の東部を
南北に通過する交易路については報告しているけれども

（Abbadie, 1890: 53-54），この地の栽培植物に関する情報
は残していない。タナ湖南方地域の植生について重要な
手がかりを与えてくれるのは，やはり先行研究でも取り
上げられてきたビークの記録である。

士師時代にソロモン朝君主に名目的に服従しつつショ
アを中心として勢力を拡大していたのがショア朝であっ
た。1840 年代までにその勢力はエチオピアの中央部に
おいて無視し得ぬものとなり，イギリス政府はショア朝
の君主に対してハリス W. C. Harris を団長とする使節団
を派遣した。使節団の一員であったビークはその後本隊
と分かれてゴッジャムなどを踏査した。彼は調査の成果
を『王立地理学協会誌 Journal of the Royal Geographical 
Society』において公表した。その中の 1 つに彼が 1842
年前半に実施したゴッジャムからアガウメドルにかけて
の旅行の記録がある（Beke, 1844）。彼は 1842 年１月 20
日にゴッジャムのディマ Dima を出発した後，新ダモト
を経由してアガウメドルに到達した。その後ブルースが
訪れた小アッバウィ川の源流を訪ねるなどして，同年４
月 23 日にディマに戻っている。この間ビークは新ダモ
トのイェウォラダ Yeworada の地についての解説の中で

「ここで私はブルースが言及している「エンセト Enset」
のかなりの群落を初めて見た。ショアでは，道沿いにし
ばしばこの植物を目にしたものの，この地ではその数
はかなりのものである」と記している（Beke, 1844: 4）。
このようにゴッジャムから新ダモトを経由してアガウメ
ドルを訪れたビークの記録からは，当時これらの地域に
おいてエンセーテの群落が見られたのは新ダモトの一画
のみであり，エンセーテが広範囲に栽培されていたわけ
ではなかったことが窺える。

マッキャンとブラントの主張は 17 世紀から 18 世紀に
かけてタナ湖南方地域においてエンセーテが広く栽培さ
れていたという前提のもとになされている。しかし上記
のごとくエンセーテ栽培はこの地域のごく一部で行われ
ていたにすぎない。したがってマッキャンとブラントの
説は成り立たないと言える。

3.4. パンカースト説の検証
それではオロモがエンセーテを青ナイル以北にもたら

したとするブルースの記述を否定し，ダモト人が青ナイ
ル以北にエンセーテをもたらしたとするパンカーストの
見解は正しいと言えるのであろうか。

まずダモト人のエンセーテ栽培について見ると，そも
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そもタナ湖南方地域においてエンセーテ栽培が広範囲に
行われていた形跡が見られない。そしてダモト人の移住
前の居住地であった旧ダモトは，エンセーテを食用とし
ていたエンナルヤとガファト居住地に挟まれており，旧
ダモトにおいてもエンセーテの食用栽培が行われていた
可能性は否定できない。そして彼らのエンセーテの利用
方法は極めて多岐にわたっていた。したがってイエズス
会士たちが目にしたダモト人のエンセーテの多様な利用
方法は，青ナイル以北の地に移住した後に取り入れた外
来の技術ではなく，彼らの自前のものであった可能性が
高いと言えよう。

次にオロモによってマイチャ，すなわち小アッバウィ
川下流域にエンセーテがもたらされたとするブルースの
記述は確かに正確ではない。しかしゲエズ語史料の分析
からこの地にオロモではなく，マチャ系オロモに服属し
ていたタラタが入植した可能性が高いことが判明した。
入植した集団の最有力候補は「リバンとチャレハのタラ
タ」であるが，この集団の居住地はオロモの進出以前に
エンセーテ栽培が行われていたガファト居住地の近隣で
あったと考えられる。したがってこの集団に属する人々
も移住前にエンセーテを食用栽培していた可能性がある。

1770 年代初頭の小アッバウィ川流域におけるエン
セーテの食用栽培については，まず 17 世紀前半にイエ
ズス会士たちが目にしたダモト人居住地におけるエン
セーテ利用技術が伝播した可能性を指摘できよう。し
かし 18 世紀初頭に南方から移住してきたタラタがエン
セーテの食用利用方法を小アッバウィ川下流域にもたら
し，その後 1770 年代までにそれが小アッバウィ川中・
上流域に広まった可能性も否定できない。したがって行
為の主体がオロモに服属していたタラタではなく，オロ
モに代わっているとはいえ，「オロモによってエンセー
テが小アッバウィ川下流域にエンセーテが持ち込まれ，
その利用が中上流域に広まった」とするブルースの記述
が何らかの真実を反映している可能性は存在し，彼の記
述を言下に否定できるものではないと言えまいか。

ダモト人および「リバンとチャレハのタラタ」がエン
セーテそのものを移住の際に青ナイル以北にもたらした
のか，それとも自生していたエンセーテを利用したのか
は判然としない。しかしながらこの植物の澱粉を食用に
するという慣習を彼らがタナ湖南方地域に持ち込んだこ
とは確かであろう。すなわちイエズス会士とブルースが
目にしたタナ湖南方地域におけるエンセーテの食用栽培
は，オロモの進出が引き起こした２度にわたる民族集団
の移動の副産物であった可能性が高いと言えよう。

おわりに

これまでの検討の結果得られた主な結論をまとめれば
以下のようになる。

1. 17 世紀前半にイエズス会士たちは，オロモの圧迫
を受けて青ナイル以南からゴッジャムに移住してき
たダモト人の居住地においてエンセーテの食用利用
を目にした。ダモト人が移住前に居住していた旧ダ
モトは，エンセーテが主食であったエンナルヤ，お
よび同じくエンセーテを食用としていたガファトの
居住地に挟まれていた。ダモト人も移住前からエン
セーテの食用利用を行なっていた可能性が高い。

2. ブルースによれば，1770 年代初頭に小アッバウィ
川下流域に居住する集団と中上流域のゴウットのア
ガウがエンセーテを栽培し，食用していた。ブルー
スは小アッバウィ川下流域に居住していたのはオロ
モであったと述べているものの，「リバンとチェレ
ハのタラタ」であった可能性が高い。彼らはマチャ
系オロモに服属して青ナイル以南に居住していたも
のの，イヤス１世の治世に王国内に移住した。この
集団の移住前の居住地はエンセーテが食用とされて
いたガファト居住地の近隣にあり，彼らも移住前か
らエンセーテの食用利用を行なっていた可能性が高
い。

3. イエズス会士とブルースの記録から，エンセーテの
栽培とその澱粉の食用利用はタナ湖南方地域の一部
で行われていたにすぎなかったこと，基本的にこの

関連年表
出所：筆者作成。各項目の典拠については，本文中の該当箇所
を参照のこと。

前一千年紀後半

1 世紀頃

1137 年 ? 

1270 年

16 世紀前半

1590 年

1603-1634 年

18 世紀初頭

1770 年

1842 年

南アラビアからセム系民族が北部エチオピアに到来

ソロモン朝君主サルツァ・デンゲル（在位 1563-1597 年）

の対ガンボ遠征

ソロモン朝君主イヤス 1 世（在位 1682-1706 年）が青
ナイル以南への遠征を実施。この時イヤス 1 世は複数

の集団を王国内に連れ帰り，土地を与える。

アクスム王国成立

ザグェ朝成立

ソロモン朝エチオピア王国成立

オロモが移動を開始

イエズス会士パエス，アルメイダ，ロボ，メンデスら

の布教

ブルースの小アッバウィ川流域踏査

ビークのタナ湖南方地域踏査
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地域では穀類を主体とする農業が行われていたこと
が判明する。1840 年代にこの地域を踏査したビー
クの報告はそれらを裏付けるものにすぎない。した
がってブルースとビークの記述を比較して，1770
年代から 1840 年代にかけてこの地のエンセーテ栽
培が激減したとするマッキャンとブラントの説は成
り立たない 20）。

4. タナ湖南方地域には，16 世紀後半と 17 世紀初頭の
2 度にわたり，エンセーテを食用としていた可能性
が高い集団が青ナイル以南から移住した。イエズス
会士とブルースが目にしたタナ湖南方地域における
エンセーテの食用利用慣習はこれらの集団が持ち込
んだものであった可能性が高い。

以上，本稿では伝存史料に見られるエンセーテに関す
る記述の再検討を行い，北部エチオピアにおけるエン
セーテ栽培に関する先行研究の当否を検討してきた。そ
の結果，オロモの進出以前には，青ナイルの南に位置す
るフィンチャ湖周辺地域にエンセーテを食用とする複数
の民族集団が居住していたこと，17 世紀から 18 世紀に
かけてタナ湖南方地域で見られたエンセーテの食用利用
はこれらの集団と関係が深いことが明らかになった。

総じて文字史料に見える栽培植物に関する記述は断片
的であり，それらに基づいた分析が限界を伴っているこ
とは言うまでもない。北部エチオピアのエンセーテ食用
栽培については，例えばこの地の気候・植生の変化につ
いての研究，あるいはタナ湖南方の小アッバウィ川流域
に現在でも見られるエンセーテと，フィンチャ湖周辺地
域に生育するエンセーテとの近縁関係についての研究な
どを行う必要があろう。将来，これらの研究が進み，本
稿で導き出した検討結果が検証されることを期待した
い 。
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注

１）北部エチオピアに居住するアフロ・アジア語族セム語派
ティグリニヤ語の話者について，我が国では「ティグレ」と
呼ぶことが慣例であった。しかし北部エチオピアに隣接する
エリトリアにはティグレ語を話す民族集団も存在する。両者
の区別のため，本稿ではティグリニヤ語話者を彼らの自称に
基づき「ティグライ」と呼ぶ。これに伴い，彼らの居住する
地域名称についても従来の「ティグレ」を改め，「ティグライ」

と呼ぶことにする。
２）マッキャンはロボが「ダモト（ゴッジャム）」において

エンセーテを 1640 年に観察したと述べ（McCann, 1995: 54），
ブラントは「1640 年にゴッジャムを旅行していたロボ」と
記している（Brandt, 1997: 848）。しかしロボがダモト人居住
地において布教活動にあたったのは 1629 年であり，彼らの
記述は正確ではない。

３）オロモによるダモトへの攻撃については，16 世紀末にバ
フレイ Baḥrəy という人物が執筆したオロモに関する文献

『ガッラの歴史 Zenahu-lä Galla』の第 14 章と第 18 章に記載
されている。『ガッラの歴史』については拙訳（石川 , 2009: 
201-216）を参照。

４）ダモトの地名移動については，すでにハンティンフォー
ドらが指摘している（Huntingford, 1989: 138, 143; Pankhurst, 
1997: 430-344）。

５）パンカーストは 1997 年に刊行した著書『エチオピアの辺
境 The Ethiopian Borderlands』では，ロボがエンセーテを目撃
した「ダモト」について青ナイル以北に位置していたものと
記している（Pankhurst, 1997: 342）。 

６）オロモが移動を開始する前のエチオピア王国の版図につい
ては，タッデッセ Taddesse Tamrat の研究書の所収図（Taddesse, 
1972: 298）を参照。

７）エンナルヤで話されていた言語について詳しくは，フレミ
ング H. C. Fleming の解説（Fleming, 1976: 351-352）を参照。

８）16 世紀後半におけるソロモン朝君主とエンナルヤの関係に
ついては，モハンメド Mohammed Hassen の解説（Mohammed, 
1994: 13-47）を参照。

写真 1. ギーシュ・アッバイ村のエンセーテ
（2010 年２月 22 日筆者撮影）
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９）17 世紀におけるソロモン朝君主とエンナルヤの関係につ
いては，モハンメドの解説（Mohammed, 1994: 48-83）を参照。

10）アルメイダによれば，ススネヨスはイエズス会士たちにヨー
ロッパの庭園の話しを聞くと，タナ湖の北に位置するアザゾ
Äzäzo の地に庭園を造り，エンセーテなどを植えさせたとい
う（Beccari, 1969 VI: 387）。アルメイダ，ロボ以外のイエズ
ス会士がここでエンセーテを目にした可能性は存在する。

11）フェルナンデスのこの旅行についてはアルメイダらが記録
を残しており，ベッキンガムとハンティンフォードによって

『高地エチオピア，すなわちアバシアの歴史』の該当部分の
英訳も行なわれている（Beckingham & Huntingford, 1954: 143-
171）。

12）この湖については「チョマン湖」という呼称が地図等で用
いられていることが多い。しかし 2010 年 2 月に筆者が現地
を訪れた時点でこの呼称は知られておらず，周辺住民はこの
湖を専ら「フィンチャ湖」と呼んでいた。そのため本稿では
後者を用いることにした。

13）ガファトの移動については，タッデッセの解説（Taddesse, 
1988）を参照。

14）「アガウメドル」とは「アガウの土地」の意で，タナ湖の
南西に位置したアガウ居住地を指す地名である。その位置に
ついては，図 4 を参照。

15）オロモは数多くの集団に分かれ，それらはボラン Borän 系
とバライトゥマ Bäräytuma 系に大別できる。ボラン系はさら
にマチャ系とトゥラマ Tuläma 系に分かれていた。

16）タラタについては，モハンメドらの解説を参照（Mohammed, 
1994: 64; Pankhurst, 1997: 295）。

17）バフレイの『ガッラの歴史』にもマチャ系オロモの集団
名としてリバンの名が見える（石川 , 2009: 203）。チャレハ
はバフレイの『ガッラの歴史』には見当たらないが，こちら
もマチャ系オロモの 1 集団であった。この集団についてはハ
ンティンフォードとバイル Bairu Tafla の解説を参照（Bairu, 
1987: 899; Huntingford, 1955: 12）。

18）テフ Tef（学名 Eragrosis tef）はエチオピア固有の作物であ
り，その種子を挽いた粉からつくる酸味のあるパンケーキ状
のインジェラは現在でもこの地の人々の食生活に欠かすこと
ができない食べものである。

19）「士師時代」とは，エチオピア史における用語の 1 つ。ソ
ロモン朝君主の統治能力が低下した 1769 年から 1855 年まで
の期間におけるエチオピア王国の状況が，『旧約聖書』「士師
記」末尾の「そのころ，イスラエルには王がなく，それぞれ
自分の目に正しいとすることを行なっていた。」という 1 節
に類似していたことから名付けられたという。

20）マッキャンとブラントが想定したほど大規模なものではな
かったにせよ，ブルースが訪れた 1770 年代初頭には行なわ
れていたエンセーテの食用利用が，その後タナ湖南方地域に
おいて廃れたことは事実である。この現象が，ブラントが主
張するように政情不安に起因するものであったのか，それと
もロボの記録に見られるエンセーテに対する蔑視がこの時代
まで存続し，それが作用した結果であったのかは判然としな
い。この問題は北部エチオピアにおけるエンセーテの食用利
用を考えるうえで重要であり，今後の課題としたい。

21）筆者は2010年2月に小アッバウィ川流域，およびフィンチャ
湖の周辺においてエンセーテに関する調査を行なった（図 4

参照）。現在，前者はエチオピア連邦民主共和国のアムハラ
州に属して住民の大半はアムハラであり，後者はオロミア州
に属して住民の大半はオロモである。その結果，小アッバウィ
川源流部のギーシュ・アッバイ村をはじめとして，これらの
地域においてエンセーテは生育しているものの（写真 1 参
照），その食用利用はなされていないこと，またこれらの地
域ではテフ栽培を主とする農耕が一般に行われていることが
明らかになった。
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(Summary)

Reconsideration of the Enset Cultivation for Food 
in Northern Ethiopia during the Seventeenth 

and Eighteenth Centuries

Hiroki ISHIKAWA 
Tokyo University of Foreign Studies

Enset is a plant genus that is part of the Musaceae 
family. This plant grows in the tropical highlands of 
Africa and Asia. It is known that several ethnic groups 
in south-western Ethiopia make use of starch of the 
corm and pseudostem of this plant for food. 

Several Europeans who visited northern Ethiopia 
from the 17th to the 18th century reported that this plant 
was cultivated for food in the regions near the source 
of the Blue Nile. Although several articles have been 
devoted to trace Enset cultivation in northern Ethiopia, 
these studies fail to grasp its historical background. 

The purpose of this paper is to reveal the historical 
background of the Enset cultivation for food in north-
ern Ethiopia by reconsidering Ethiopian and European 
source on Enset. 

I concluded that before the Oromo migration, several 
ethnic groups, who grew Enset for food, lived around 
Lake Fincha situated in the south of the Blue Nile and 
Enset cultivation for food in the regions near the source 
of the Blue Nile during the 17th and 18th centuries had 
close relation with these groups.


