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はじめに

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，オモ系の諸民族1）によっ
て栽培されており（図 1参照），その根茎部や偽茎に蓄えられた澱粉が食用利用されている
（Dohrmann & Metz 2005）。
エチオピアの北部にはアフロ・アジア語族に属するクシ語派，オモ語派の言語を話すクシ系，
オモ系の諸民族が居住していたが，紀元前一千年紀の半ばに南アラビアよりセム系民族が到来
し，しだいにその居住地を南方へと広げていった。16世紀前半にはエチオピアの南部に居住
していたクシ系民族オロモOromoが大規模な移動を開始し，セム系，クシ系，オモ系の諸民
族が居住していた，現在のエチオピアの中央部にも広く進出した。この「オロモの進出」に
よってエチオピア中央部の民族分布は大きく変容し，現在見られるような民族分布が形成され
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ていく。
さて，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。この王国の住民の多くは，単性論派のキリスト教を信奉するエチオピア教会の信徒であっ
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2）。この王国の主たる住民はアフロ・アジア語族セム語派の言語を話すセ
ム系民族アムハラであり，彼らは文語のゲエズ語（古典エチオピア語）を用いて記録を残した。
またこの王国には，16世紀半ばから 17世紀前半にかけてローマ・カトリックを布教するため
にイエズス会士が訪れて記録を残した。さらに1770年代初頭にはナイルの水源を求めてスコッ
トランド人探検家ブルース J. Bruce3）がこの王国を訪れ，帰国後旅行記を著した。
イエズス会士とブルースはともにエンセーテの食用栽培に関する記述を残している。それら
の中で特に注目されてきたのが，北部エチオピアの小アッバウィ川の流域（図 1参照）にエン
セーテをもたらしたのは「ガッラGalla」（オロモ）

4）であったというブルースの記述である。

図 1．エチオピアにおけるエンセーテ栽培地
＊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。
出所：ブラント論考所収図（Brandt 1997: 844）を基に筆者作成

2） 18世紀におけるソロモン朝エチオピア王国の版図については，拙著の図（石川 2009: 151）を参照
のこと。

3） 本稿では，人名・地名には初出時にラテン文字表記を付す。ラテン文字転写にあたっては
Aethiopica: International Journal of Ethiopian Studiesの方式に従う。またポルトガル語のつづりに
ついては，原テキストにある形を表記する。それゆえ本稿におけるポルトガル語のつづりは，アク
セント記号の有無をはじめとして現行の正書法と一致しないことが多々ある。

4） 「ガッラ」という語は蔑称とされるので，本稿では史料の引用箇所以外では「オロモ」という彼ら
の自称を用いる。
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セム系諸民族の到来以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小アッバウィ川流域に
もたらしたとするブルースの記述を否定していない。
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，青ナイルを越えて北部エチオピア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た。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，この間に北部エチオピアの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た（McCann 1995: 53-55; Brandt 1997: 848-849）。
しかし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，導き出された結論の再検証が必要であった。そこで筆者は 16世紀から 18世紀
の各種史料に見られるエンセーテに関する記述を再検討し，イエズス会士およびブルースが目
にしたエンセーテ栽培は，オロモの進出の影響によって，青ナイル以南に居住していたエンセー
テ栽培民が 2度にわたって青ナイルを越えてタナ湖周辺に移住した結果である可能性が高いこ
と，タナ湖と青ナイルに囲まれた地域では雑穀栽培が主に行われており，マッキャンとブラン
トが主張するように 18世紀後半から 19世紀半ばにかけてこの地域でエンセーテの栽培が急
激に衰退したとは考えられないことを明らかにした（石川 2012）。
しかしその際紙幅の関係で，エンセーテに関して残されている記述の全容を示すことはでき
なかった。そこで本稿では，各種史料に見えるエンセーテ関連記述の訳注を示し，エンセーテ
およびエチオピアの栽培植物に関心を持つ日本国内の研究者の参考に供したい。以下，まず史
料解題を行い，次いでそれらの史料に見られるエンセーテ関連記述の訳注を掲げ，最後にそれ
らの研究上の意義，および利用にあたって留意すべき点について指摘する。

1. 史料解題

1.1. 『サルツァ・デンゲル年代記』（ゲエズ語）
14世紀以来，ソロモン朝エチオピア王国のキリスト教徒たちは，現在のエチオピアの東部
を本拠とするムスリム勢力との抗争を続けていた。1520年代から 1540年代にかけて，この東
部エチオピアのムスリム勢力が大挙してエチオピア王国に攻め込み，エチオピア王国は滅亡寸
前に陥った。ポルトガル軍の援助を得てこの危機は脱したものの，今度は北方からオスマン
朝軍が，南方からはオロモが攻め寄せ，王国は再び危機に陥った。サルツァ・デンゲル Śärś.ä 
Dngl（在位 1563-1597年）が幼くして即位したのは，その最中であった。彼はオスマン朝
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軍を撃退することには成功したものの，その治世に広大な地域がオロモによって占領され，王
国の版図は半分程度にまで縮小した5）。サルツァ・デンゲルの治績については，同時代に書か
れた年代記によって知ることができる。著者の名前や経歴など詳細については不明であるが6），
この年代記の末尾には「本書はマラク・サガドMäläk Sägädの命によって書き始められた」
という記述がある（Conti Rossini 1961-1962 I: 141）。「マラク・サガド」とはサルツァ・デ

5） サルツァ・デンゲルの治績については，メリドMerid Wolde AregayおよびアビルM. Abirの著
作（Merid 1971; Abir 1980）を参照のこと。

6） ソロモン朝期の歴史叙述について検討したチェルネツォフ S. B. Chernetsovは，『サルツァ・デ
ンゲル年代記』の著者について，16世紀末に『ガッラの歴史 Zenahu lä-Galla』を著したバフレイ
Baḥryではないかと推測している（Chernetsov 1988-1989）。しかし拙著で指摘したとおり，『サ
ルツァ・デンゲル年代記』の著者がキリスト教的歴史観に基づいているのに対して，バフレイはそ
れに批判的である。それゆえ『サルツァ・デンゲル年代記』の著者がバフレイであったとは考えに
くい（石川 2009: 47-61）。

図 2．フィンチャ湖（チョマン湖）とその周辺
＊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。
出所：筆者作成
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ンゲルの即位名7）であり，この記述からこの年代記がサルツァ・デンゲルの治世に書き始めら
れたことが分かる。本稿で用いたのは，ボドリーアン図書館MS Aeth. 29，フランス・パリ
国立図書館MS Éth. 147，フランクフルト市立図書館MS Rüppell Iaという 3つのゲエズ語
手稿を基にしたコンティ・ロッシニ C. Conti Rossiniの校訂本（Conti Rossini 1961-1962 I: 
3-171）である。エンセーテに関する記述は，サルツァ・デンゲルが 1590年に実施したガン
ボGämboと呼ばれる地域8）に対する軍事遠征についての記事に含まれている（ガンボの位置
については図 2を参照）。

1.2. イエズス会史料
前述のごとく，1520年代から 1540年代にかけて東部エチオピアのムスリム勢力の侵攻によ
りエチオピア王国は滅亡寸前に陥った。その際に当時の君主レブナ・デンゲル Lbnä Dngl
（在位 1508-1540年）がポルトガルの援軍と引き換えに単性論派のエチオピア教会の教義を捨
て，ローマ・カトリックに改宗することを約束したとの情報がヨーロッパに伝わった。1534
年に結成されたばかりのイエズス会は，この情報を得てエチオピア王国を布教有望地とみなし，
宣教団を派遣することを決定した。しかし 1557年にエチオピア王国に入国したイエズス会士
たちと面会した当時のソロモン朝君主ガラウデウォスGälawdewos（在位 1540-1559年）は，
ローマ・カトリックへの改宗を拒否した。彼の跡を継いだミナスMinas（在位 1559-1563年）

およびサルツァ・デンゲルもイエズス会士たちを冷遇し，16世紀後半イエズス会士たちはは
かばかしい成果を得ることはできなかった。17世紀に入ると事態は一時好転した。イエズス
会士たちはソロモン朝君主ススネヨス Susnyos（在位 1607-1632年）を改宗させることに成
功し，彼の庇護の下で布教活動は活発化した。しかしエチオピア教会支持勢力の抵抗は根強く，
1632年にススネヨスはローマ・カトリックを王国内で広めることを断念した。同年ススネヨス
が他界すると，跡を襲って即位した息子のファシラダス Fasilädäs（在位 1632-1667年）はイ
エズス会士の大半を追放するとともに，ローマ・カトリック改宗者を弾圧した。1640年には潜
伏していた最後のイエズス会士 2名が処刑され，イエズス会エチオピア布教は終焉を迎える9）。
イエズス会では情報収集や情報の共有による会員相互の団結強化等のため，書翰による通信
を重視し，会憲において会員に活動内容の定期的な報告を義務付けた。これに則って，エチオ
ピア王国内で布教活動にあたった宣教師たちもまた多数の報告書を著し，総長等に送付した。
彼らの中にはエチオピアに関する著作を残した者もいる。これらの著作は，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
のと，個人の布教体験の叙述を中心にしたものに大別できる。前者としては，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』が，後者としては，ロボ J. Loboの『旅行記 Itinerario』，バ
ラダスM. Barradasの『地理と歴史に関する 3稿 Tractatus tres historico-gepgraphici』が挙げら
れる。

7） ソロモン朝君主は洗礼名か即位時に付けられる即位名のいずれかで呼ばれることが多い。サル
ツァ・デンゲルの場合，「サルツァ・デンゲル」が洗礼名，「マラク・サガド」が即位名である。

8） ハンティンフォードG. W. B. Huntingfordによれば，ガンボはフィンチャ湖の西方に位置してい
た（Huntingford 1989: 149）。

9） イエズス会エチオピア布教の歴史については，カラマン P. Caramanの著作（Caraman 1985）を
参照。
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エチオピア布教に従事したイエズス会士がエチオピア王国内から送った書簡については，
ベッカリ C. Beccariが多くを翻刻して史料集（Beccari 1969）に収録している。しかし少なく
ともベッカリが翻刻した書簡にはエンセーテに関する記述は見られない。以下，エンセーテに
関する記述が含まれているイエズス会士の著作について解説する。
1.2.1. パエス『エチオピア史』（ポルトガル語）
パエスは 1564年にスペインの首都マドリードの北西に位置するオルメダOlmedaで生まれ
た。彼はポルトガルのコインブラ大学に学んだ後にイエズス会に入会し，海外宣教を希望して
インドのゴアに派遣された。到着後パエスはイエズス会士モンセラテ A. Monserrateに同行
してエチオピアに向かったものの，アラビア半島沖で捕らえられて，7年にわたる捕囚生活を
余儀なくされた。解放されてゴアに戻ったパエスは再びエチオピア王国への潜入を試みて今度
は成功する。その後彼はススネヨスをローマ・カトリックに改宗させることに成功するなど多
くの布教成果をあげ，1622年にエチオピアにおいて他界した（Beccari 1969 II: viii-xxx）。布
教活動のかたわら，パエスは『エチオピア史』をポルトガル語で著した。彼はゲエズ語文献，
エチオピアに関するポルトガル語文献，そして自らの見聞を基に本書を執筆した。本書につい
ては，イエズス会ローマ歴史文書館所蔵本を底本とするベッカリの翻刻本（Beccari 1969 II-
III），ポルトガルのブラガ地方文書館 Arquivo Distrital de Braga所蔵MS778を底本としてポ
ルトガルで刊行された 2種類の翻刻本（Paez 2008; Pais 1945-1946）が刊行されている。なお
2011年に本書の英訳（Paez 2011）が出版されたが，これはボアヴィダ I. Boavidaらが 2008
年に出版したブラガ地方文書館本の翻刻本に基づくものである。本稿では，ポルトガルで刊行
された 2種類の翻刻本を適宜参照しつつ，ベッカリ翻刻本を訳出に用いた。『エチオピア史』
は 4書 119章から構成されており，エンセーテに関する記述は，エチオピア王国内の農業・
農作物等についての解説がなされる第 1書第 25章に含まれている。なお本書の記述は 1621
年の記事で終わっている。
1.2.2. アルメイダ『高地エチオピアすなわちアバシアの歴史』（ポルトガル語）
アルメイダは，1579年にポルトガルのヴィゼウ Viseuで生まれた。彼は 1594年にイエズス
会に入会し，1622年にエチオピア布教の巡察司に任命された。1624年から約 10年間エチオ
ピア王国内で布教活動に従事した後，1633年にファシラダスによって追放され，インドに戻っ
た。その後彼はイエズス会ゴア管区長などを歴任した後，1646年に他界した（Beccari 1969 V:
iv-xlviii）。アルメイダはエチオピア滞在中に『高地エチオピアすなわちアバシアの歴史』の
執筆を始めた。パエスの『エチオピア史』を参考にしつつ，ゲエズ語文献，ポルトガル語文献，
ソロモン朝君主や貴族などからの聞き取り，彼自身の経験に基づいて書き上げられたこの著作
は，10書 265章で構成されている。本書の記述は 1643年の記事で終わっている。『高地エチ
オピアすなわちアバシアの歴史』については，大英図書館の所蔵本（Add. MS 9861）とロン
ドン大学東洋アフリカ学院所蔵本（MS 11966）という 2つのテキストが知られている。本稿
では，大英図書館本に基づくベッカリの翻刻本（Beccari 1969 V-VII）を使用する。なおベッ
キンガム C. F. BeckinghamとハンティンフォードG. W. B. Huntingfordはロンドン大学本
の一部を英訳して刊行している（Beckingham & Huntingford 1954: 3-107, 133-202）。エン
セーテに関する記述は，エチオピア王国内の農業・農作物等についての解説がなされる第 1書
第 10章に含まれている。
1.2.3. メンデス『エチオピア遠征』（ラテン語）
メンデスは 1579年にポルトガルのサント・アレイショ Santo Aleixoで生まれた。彼はコイ
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ンブラ大学在学中の 1593年にイエズス会に入会し，1622年にエチオピア大司教に任命された。
彼は 1625年にエチオピアへの入国を果たして布教活動を指導したものの，ファシラダスによっ
て追放されてインドに戻り，そこで 1659年に他界した（Beccari 1969 VIII: iv-xlii）。メンデ
スの著書『エチオピア遠征』はラテン語で著されており，4書 118章で構成されている。メン
デスが布教活動を監督する立場にあったためか，他のイエズス会士の著作に比べて，本書では
ローマ・カトリック布教に関する記述の占める割合が高く，エチオピア王国内の事物に関する
言及は少ない。本稿では，イエズス会ローマ歴史文書館所蔵本を底本とするベッカリの翻刻本
（Beccari 1969 VIII-IX）を用いる。エンセーテに関する記述は，エチオピア王国内の農業・
農作物等についての解説がなされる第 1書第 2章に含まれている。なお本書の記述は 1652年
の記事で終わっている。
1.2.4. ロボ『旅行記』（ポルトガル語）

1595年にポルトガルのリスボンで生まれたロボは 1609年にイエズス会に入会し，1622年
にインドに向けて出発した。東アフリカ海岸経由での入国に失敗した後，彼は紅海経由で
1625年にエチオピア王国に到達する。約 10年間布教活動に従事した後，彼はファシラダスに
よってインドに追放され，その後 1678年にリスボンにおいて他界した（Lobo 1971: 3-80）。
ロボの『旅行記』の原本は長らく失われたと考えられており，その内容はル・グラン J. Le 
Grandが刊行したフランス語訳（Lobo 1728），およびジョンソンによるその英訳（Lobo 
1735）によってのみ知られていた。しかし 1947年にポルトガル北部のブラガ公立図書館
Biblioteca Pública de Bragaにおいて，『旅行記』の自筆本MS813が発見された。これをゴ
ンサルヴェス・ダ・コスタM. Gonçalves da Costaが翻刻して 1971年に刊行している（Lobo 
1971）。1984年には，このポルトガル語テキストに基づく英訳が出版された（Lobo 1984）。
本稿では 1971年に刊行されたポルトガル語テキストを用いる。『旅行記』は 36章からなり，
第 11章から第 26章までがロボのエチオピア王国滞在期間に関する記録にあてられている。
エンセーテに関する記述は，「ダモト人 Damotes」の居住地10）における布教活動を記した第
23章に含まれている。なお本書の記述は 1637年の記事で終わっている。

1.3. ルドルフ『エチオピア史』（ラテン語）
ルドルフH. Ludolfは 1624年に現ドイツ連邦共和国のエルフルト Erfurtに生まれ，1704
年にフランクフルト・アム・マインで没した東洋学者である。エルフルト大学においてアラビ
ア語，シリア語，ヘブライ語，そしてゲエズ語を学んだ彼は 1649年にローマに赴き，ここで
エチオピア人聖職者ゴルゴルヨスGorgoryosと出会った。アムハラ貴族の名家に生まれたゴ
ルゴルヨスは，ススネヨスの宮廷に出仕してローマ・カトリックに改宗し，メンデスの秘書に
任命された人物であった。ファシラダスの即位後イエズス会士たちとともにインドに追放され
たゴルゴルヨスは，そこでイエズス会士たちと仲違いして袂をわかち，エチオピアに戻った。
その後紆余曲折の末に彼はローマに向かい，サント・ステファノ・デイ・モリ Santo Stefano 

10） オロモが大規模な移動を開始する前には，ギベ川上流域の一角がダモトと呼ばれていた。16世紀
後半にオロモがこの地に進出すると，住民の一部は青ナイルを越えてエチオピア王国内に流入した。
イエズス会士たちが「ダモト人」と呼んでいるのは，これらの人々のことである。パンカーストは
ダモト人の居住地について青ナイル以南であったかのように記しているが（Pankhurst 1996: 47），
これは誤りであり，彼らの居住地はタナ湖と青ナイルに囲まれた地域の一角にあった（石川 2012: 
4-5）。この地域が 17世紀中に新たに「ダモト」と呼ばれるようになる。新旧ダモトの位置につい
ては，図 2を参照。
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dei Mori教会に身を寄せることとなった。ルドルフはゴルゴルヨスからエチオピアの歴史，
文化，文学，そしてキリスト教について学び，『エチオピア史Historia Aethiopica』や『エチオ
ピア神学� eologia Aethiopica』を執筆して出版した11）。ラテン語で執筆され，1681年に刊行
された『エチオピア史』は 4書 56章からなり，エンセーテに関する記述は，エチオピア王国
内の農業・農作物等についての解説がなされる第 1書第 9章に見られる。本稿では，1982年
にドイツのオスナブリュックOsnabrückで出版されたリプリント版を使用した。なおルドル
フのこの『エチオピア史』については，『新エチオピア史 New History of Ethiopia』というタイ
トルで 1684年に英訳版（Ludolf 1684）がロンドンにおいて刊行され，近年フランス語訳も
刊行された（Ludolf 2008-2009）。

1.4. ブルース『ナイル水源発見の旅』（英語）
ブルースはスコットランド出身の貴族であり，ナイルの水源を発見するための探検を 1769
年から 1773年にかけて実施した。1769年 9月 19日にマッサワ港（現エリトリア）に上陸し
たブルースは，1770年 2月 15日にソロモン朝エチオピア王国の都ゴンダールに到達した。同
年 10月 28日に彼はゴンダールを出発し，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。彼が到達したのは，ナイルの支流青ナイルの水源であり，
ここにはすでに 17世紀前半にイエズス会士たちが訪れていた。そのためブルースの探検は探
検史においては高い評価を受けてない。しかし彼が帰国後に著した旅行記『ナイル水源発見の
旅 Travels to Discover the Source of the Nile』（Bruce 1790）は，当時のエチオピア王国の様子を
伝える貴重な情報を多々含んでいる。ブルースの『ナイル水源発見の旅』は全 5巻からなる。
エンセーテに関する記述は，ソロモン朝エチオピア王国内の各地域の解説（第 5書第 10章），
青ナイルの水源に到達するまでの小アッバウィ川流域における記述（第 6書第 12章），「補遺
Appendix」の中に見られる。なお「補遺」のエンセーテに関する解説には，2枚の図が添え
られている（図 3参照）。

2. 史料訳注

2.1. 『サルツァ・デンゲル年代記』に見えるエンセーテに関する記述















(Conti Rossini 1961-1962 I: 140)

11） ルドルフとゴルゴルヨスの略歴については，パンカーストらの解説（Pankhurst 1969; Uhlig 2005;
2007）を参照のこと。
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復活祭の 8日目が終わり，火曜日，すなわちマッガビトMäggabit月12）10日13）に，ガファト
Gafat14）の食べ物であるヘンサト hnsätを切っていたガンボの男が 1人のアケト・ザル Äqet 
žar15）を殺害した。これがガンボの人々の虐殺の原因であった。王〔サルツァ・デンゲル〕は
これを聞くと激怒し，「我々が彼ら〔ガンボの住民〕に慈悲を与えたとしても，神は彼らに慈

図 3．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
するエンセーテについての解説（Bruce 1790 V: 
36-41）より
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悲を与えないであろう。不当にも彼らが流したキリスト教徒たちの血に対する復讐を彼らに行
なわないことなどありえようか ?」と怒りの言葉を口にした。このように言うと，彼〔サルツァ・
デンゲル〕は「彼ら〔ガンボの人々〕を殺すように，1人たりとも生かしておかないように」
と人々に命じた。地は彼らの亡骸で埋まり，それらは天の鳥たち，地のけものたちのえさと
なった。

2.2. パエスのエンセーテに関する記述（パエス『エチオピア史』第 1書第 25章）
Arbores de fruto nam ha de tantas diferenças como em Espanha, mas ha muytos
pesigueiros, romeiras, fi gueiras das de Portugal e da India, e outra sorte, que na folha casi
nam se diferencia das figueiras da India e, ainda que nam da fruto pera comer, he mais
proveitosa que ellas, porque o tronco ou meollo do meio da folha comem, o da mesma folha
facem cordas [e] esteiras muyto fi nas; fi am linhas, com que facem pannos que vestem os
pobres; e a raiz, que he ordinariamente de mais de dous palmos de largo, comem cocida e
della facem farinha muyto fi na e branca, que comem cocida com leite; mas o pam della nam
he muyto bom; e se cortam tudo a longo da terra, bota aroda muytos olhos, que dispoem
em outras partes e logo prendem; chamase Encêt. (Beccari 1969 II: 249)16）

果樹はスペインのものとそれほど大きな違いはない。モモの木，ザクロの木，ポルトガルやイ
ンドのイチジクの木，そして“インドのイチジク”17）の木と葉にほとんど違いはないような別
の種類〔の木〕が数多くある。それは食用の実はつけないものの，それらよりも有益である。
人々は幹あるいは葉の髄を食べ，また葉からとても上質のひもとござを作る。〔また〕人々は
糸を紡ぎ，それで貧しい人々が身につける布を作る。人々は通常 2パルモ18）以上幅のある根

12） エチオピアのキリスト教徒たちは，1年を 13の月に分け，年初を 9月上旬とする独自の暦を用い
ている。マッガビト月とはこのエチオピア暦の第 7番目の月であり，西暦の 3月上旬から 4月上
旬にあたる。

13） 西暦では 1590年 3月 16日にあたる。
14） セム系民族であったガファトはギベ川上流域に居住していたものの，この地にオロモが進出する

と，そのままとどまってオロモに服従した集団と，青ナイルを越え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。ガファトについては，タッデッセ Taddesse Tamratの解説（Taddesse
1988）を参照。

15） アケト・ザルとは，『サルツァ・デンゲル年代記』や『ススネヨス年代記』に見えるソロモン朝エ
チオピア王国軍の部隊およびそれに所属した兵士のこと。この部隊についてコンティ・ロッシニは
「君主に従う石工および職人の部隊」と説明しているが（Conti Rossini 1961-1962 II: 185），こ
れはこの部隊が幕営地の設営をしたという『サルツァ・デンゲル年代記』の記述（Conti Rossini
1961-1962 I: 5）を根拠にしたものと思われる。しかしアケト・ザルが工兵的な役割を果たしてい
たことを示す記述は他に無く，通常の部隊の 1つであったと考えたほうがよいであろう。

16） 同じ内容の記述がポルトガルにおいて刊行されている 2種類の翻刻本にも見られる（Paez 2008:
227; Pais 1945-1946 I: 210）。なお 2008年にボアヴィダらによって刊行された翻刻本は，現代ポル
トガル語の正書法に基づいて綴りを修正しているため，他の 2つの翻刻本と細部に相違が見られる。

17） イエズス会士たちは一様にエンセーテを“インドのイチジク（ポルトガル語では fi gueira da
India）”と似た植物であると記している。16世紀のポルトガルの高名な博物学者オルタG. da
Ortaの著書『インドの薬草と薬品に関する対話 Colóquio dos Simples e Drogas da Índia』の第 22章
（Orta 2011 I: 329-334）にも“インドのイチジク”が取り上げられている。彼はこの植物について，
「アラビア人はそれをムサmusaあるいはアムサ amusaと呼ぶ」と述べている。「ムサ」「アムサ」
はアラビア語でバナナを意味する語マウズmauzに由来する語であり（Orta 2011 I: 335-337），“イ
ンドのイチジク”がバナナであることが分かる。パエスをはじめとするイエズス会士たちも同様に，
バナナを意味して“インドのイチジク”という語を用いていたと考えるべきであろう。このことは
「偽バナナ」と呼ばれるほどエンセーテがバナナに似ているという事実とも一致する。
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を煮て食べ，またそれからとても細かく白い粉を作り，乳とともに煮て食べる。しかしそれ〔エ
ンセーテ粉〕から作ったパンはそれほどよいものではない。それ〔エンセーテ〕は地面と平行
に切られると，周囲に数多くの芽をつける。それらは他の場所に移植されると，すぐに根付く。
それはエンセト Encêtと呼ばれる19）。

2.3.  アルメイダのエンセーテに関する記述（アルメイダ『高地エチオピアすなわちアバシア
の歴史』第 1書第 10章）

Ensete he uma arvore propria desta terra tam semelhante á figueira da India, que só de 
muito perto se distingue della. Engrossa tanto no tronco, que dous homens abarcão mal á 
algumas; quando a cortão pelo pee, nascem do mesmo 500, 700 e as vezes mil; cortão digo, 
porque ella não tem fruto que se haja de comer; ella mesma se come ou feita em talhadas 
e cozida, ou desfeita e relada em farinha, a qual se mete em covas na terra e ali se conserva 
por muitos annos e daly se vay tirando e fazendo della apas ou papas. Pera as partes de 
Nareâ he esta sustentação da mayor parte da gente. As arvores se dão como as fi gueira da 
India iuntas, e bastas, mas não tem necessidade de ser regadas. As folhas, ou os talos dellas 
se desfi ão como estriga de linho grosso e dellas se fazem esteiras muito boas e fermosas. 
(Beccari 1969 V: 38-39)
エンセーテはごく近くでなければ区別できないほど“インドのイチジク”にとてもよく似たこ
の地に特有の樹木である。幹はとても太く，いくつかのものは 2人では抱えることができない
ほどである。それを根元で切ると，500，700，しばしば 1000もの同じものが生まれる。〔人々が〕
切ると私が言うのは，それが食用の実をつけないからである。それは切って煮るか，解体され，
粉にされて食べられる。それ〔エンセーテ粉〕は穴に置かれ，そこで長年にわたり保存され，
そこから取り出され，それからアパ apasすなわちパパ papas20）が作られる。ナレアNareâ21）

の諸地方において，それは多くの人々の食料となっている。この樹木は“インドのイチジク”
と同様に集まって密に生育するが，灌漑の必要はない。葉，あるいはその茎は太い亜麻糸の束
のようにほどけ，それらからとても良質で美しいござが作られる22）。

2.4. メンデスのエンセーテに関する記述（メンデス『エチオピア遠征』第１書第 2章）
Arborem escariam terra, si late irrigetur, indicae ficui similimam, Ensete dictam, 
caudicis adeo crassi procreat ut vix a duobus hominibus manus extendentibus aliquando 

18） ポルトガルの長さの単位の 1つで，1パルモは約 22 cm。
19） このパエスの記述については，英訳（Paez 2011 I: 240）がある。
20） パパについては明らかではないが，アパはコメ，コムギ，ナンキンマメ，モロコシなどの粉でつ

くった円形で平らなパンを意味する語として，アジアのポルトガル領で広く用いられた（Dalgado 
1919 I: 47）。

21） ゲエズ語史料に見えるエンナルヤのこと。エンナルヤはギベ川流域に位置し，アフロ・アジア語族
オモ語派に属する言語の話者が居住していた（Fleming 1976: 351-352）。この地の王国は 15世紀
前半には名目的にせよソロモン朝エチオピア王国に服従した。その後 16世紀後半にオロモのリン
ム Limmu集団がギベ川流域に進出した。しかしこの時点でエンナルヤは完全にオロモに征服され
たわけではなく，ススネヨスの治世にもこの地の王国は存続していた。16，17世紀のエンナルヤ
およびエンナルヤとエチオピア王国との関係について詳しくは，モハンメドMohammed Hassen
の解説を参照（Mohammed 1994: 13-83）。

22） このアルメイダの記述については，ベッキンガムとハンティンフォードによる英訳（Beckingham 
& Huntingford 1954: 47-48）がある。
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comprehendatur, quae in quadras consecta vel in farinam redacta et humo condita, in
multos annos perdurat, famemque, in placentas vel pultes digesta, expellit, idque inter
Naraeenses vulgatissimum est alimentum; illius propagines et folia in funium et tegetum
texturam carminantur: trunco resecto, quingenti vel septingenti palmites erumpunt.
(Beccari 1969 VIII: 36)
よく灌漑された土地には，“インドのイチジク”に似ているエンセーテと呼ばれる食用の樹木
がある。その幹は 2人の人間が手を伸ばしてやっと囲めるぐらいに太くなることもある。それ
は細かく刻まれるか粉にされて地中に貯蔵され，長年もつ。そしてそれはパンケーキ23）や粥
にして消費され，飢餓を起こさせない。それはナレア人の間でごくありふれた食べ物である。
それらの枝と葉からは繊維が取り出され，ひもやござがつくられる24）。幹に切り込みをいれる
と，500ないし 700の若枝が芽生えてくる。

2.5. ダモト人のエンセーテ利用についてのロボの記述（ロボ『旅行記』第 23章）
Entre as arvores notaveis que a terra cria he huma propia e natural dali a que chamão
ensete. Não ha nas nossas terras alguma que tenha com ella semelhansa; as folhas porem
sam tam grandes asim en largura como en comprimento que duas sobejão a cobrir d’alto
a baixo hum homem, pinduradas huma pera tras outra pera diante ambas do pescoso. He
esta planta admiravelmente profi cua ao homem porque nada tem que não se empregue en
seu serviso proveitozamente, porque alem de que poucas de suas folhas armão e alcatifam
huma caza com alegre verdura de sua cor, serve tambem grasiosamente de limpos pratos
quando quer comer com mais frescura, linpeza e regalo rusticamente. Depois de sequa se
tese e se fazem della serto linho de que tesem não só cordas como de canhamo mas tapetes
variados con diversas cores. Dos ramos ou talos en que as folhas se engastão fazem huma
tam fina, alva e sutil farinha que lhe não ganha o mais fino amedo, e comida con leite,
que só com este tem sua tempera, he manjar mui saboroso e regalado. O tronquo e raizes
serve como de nabos e vem a ser como batatas posto que de maior sustância porque tem a
grosura de qualquer homem, levando desta matalotagem os que caminhão, que lhe serve já
cozida pera alguns dias, representando cozida con a carne, nabos da nossa terra, de sorte
que lhe vem a chamar arvore de pobres posto que os riquos por regalo se aproveitão della,
ou arvore contra a fome, não na temendo quem a tem. O milhor he que cortando-a hum
palmo pouco mais fora da terra, no tronquo ou pee que fiqua cruzando-o con diversas
feridas arebentão quatrocentos, quinhentos fi lhos que dispoem loguo e se fazem qual a mãi
de que naserão. Quando a cortão dá sertos gemidos tam sentidos e naturaes aos umanos
que tomarão daqui ocazião os abexins para dizerem: vamos matar hum ensete, por dizerem
vamo-lo cortar, pello sentimento que reprezenta a arvore quando lhe dão os golpes. Por

23） 原語は，小麦粉で作られた食品を意味するラテン語の placentaである。共和制ローマ期の政治家
である大カトーMarcus Porcius Catoが著した農書『農業について De agri cultura』の第 76章に
は，小麦粉，羊乳チーズ，蜂蜜を材料として作られる placentaのレシピが記されている（Hooper
1967: 83-85）。

24） この文を直訳すれば，「それらの枝と葉は，ひもやござへと組織を梳かれる」となるが，意訳した。
なお「取り出され」と訳した部分に用いられている動詞は，「（羊毛などを）梳く」という意味を表
す carminoである。
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fim no mais alto della arebenta dentre as folhas huma como espiga ou caixo tão grande 
que trará 500 até 600 fi gos que de verdes se fazem, quando maduros, amarelos do tamanho 
de bebaras piquenas, os quais tras cada hum seu caroso que semeado dá outra semelhante 
arvore, con que fi qua esta a mais rendoza e profi qua de quantas vi pois que tudo delta serve 
à sustentação umana, até estes mesmos fi gos posto que não seja seu sabor tam bom e trave 
como sorvas mal maduras. (Lobo 1971: 459-461)
この地で育つ著名な樹木の中に，エンセーテと呼ばれる固有で土着の樹木がある。我々の土地
には，それに似たものはない。その葉は長さも幅もとても大きく，1枚がもう 1枚の後ろにな
るように首から吊るせば，2枚で 1人の人間を上から下まで隠すのに余るほどである。この植
物は利用にあたって有益に使われない部分はなく，驚くほど人々にとって有益である。わずか
な葉を使うことでその明るい緑で家を飾り，床をおおうことができるほか，より新鮮に，清潔に，
そして楽しく田園風に食べたいときに清潔な皿として上品に役立つ。乾かした後，それ〔エン
セーテの葉〕から糸のようなものが編み上げられる。それ〔エンセーテの繊維からつくられた
糸〕から麻糸のようなひもだけではなく，様々な色をした敷物がつくられる。枝，すなわち葉
がついている茎からは，それ以上細かいものは手に入れることができないほどの極めて細かく
白く繊細な粉がつくられる。それ〔エンセーテ粉〕は乳といっしょに食べられるが，これ〔乳〕
といっしょのときのみ味がする。それはとてもおいしく，心地よい食べ物である。幹と根はカ
ブやジャガイモのような役割を果たす。それら〔エンセーテの幹と根〕は人間と同じ大きさが
あるため，より嵩は多いけれども。旅人はこの食べ物を携行する。すでに調理されたそれ〔エ
ンセーテの幹あるいは根からつくられた食品〕は数日間もつ。それは肉と一緒に煮込むと我々
の土地のカブの代わりになる。人々はそれ〔エンセーテ〕を「貧者の樹木」と呼ぶ。富裕な者
も喜んでそれ，すなわち「飢饉のための樹木」を利用するけれども。それ〔エンセーテ〕を持
つ者はそれ〔飢饉〕を恐れない。〔この樹木の〕最もよい点は，地面から 1パルモ弱のところ
で切り，残った幹，すなわち根元にいくつも十字の切込みをいれると，400ないし 500の芽が
生え，それらをすぐに移植すると，自身が芽吹いたもののごとくなることである。それ〔エン
セーテ〕を切ると，とても悲しく人間くさいうめき声を上げる。伐採されるときにこの樹木が
示す感情ゆえに，アビシニア人たちは「エンセーテを切りに行こう」と言う代わりに「エンセー
テを殺しに行こう」と言う。それ〔エンセーテ〕の最も高いところの葉の間に，500，600の
実を持つ，とても大きな穂，あるいは房ができる。それら〔エンセーテの実〕は熟すと緑から
黄色になり，小さな早生のイチジク bebaras piquenasの大きさになる。それらは 1つずつ種
を持ち，それらは撒かれると同じ樹木になる。それゆえ私が見た限り，これ〔エンセーテ〕は
最も有益で，有用なものである。実に至るまでそれの全てが人間の食料として役に立つ。その
〔実の〕味はよいものではなく，未熟なナカカマドのように苦いけれども。

2.6. ルドルフのエンセーテに関する記述（ルドルフ『エチオピア史』第 1書第 9章）
... Sed non sine admiratione dicenda est arbor Ensete, Indicae ficui similis, duarum 
orgyiarum crassitie. Nam truncata innumeris stolonibus sponte renascitur; qui omnes esui 
sunt, ut arbor hæc alium fructum proferre opus non habeat, tota enim pro olere est; nam 
concisa & cocta viliorum hominum samem sedat, qui & folia contusa cum farinâ elixant, ac 
pultis instar mandunt. (Ludolf 1982: Chapter 9 of Book 1)
……しかし“インドのイチジク”に似ており，太さが 2尋あるエンセーテという樹木は驚嘆
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なしには語れない。というのもそれは切られると，〔芽生えた〕無数の新芽によって自然に再
生するからである。それら〔新芽〕はすべて食べられる。それゆえこの木は実をつける必要が
ない。それ〔エンセーテ〕はすべてが食用となる25）。それは刻まれ，煮られて庶民の飢えを満
たす。また彼らは砕いた葉を粉といっしょに煮て，かゆのようにして食べる。

2.7.  マイチャにおけるエンセーテに関するブルースの記述（ブルース『ナイル水源発見の旅』
第 5書第 10章）

MAITSHA, from the flatness of the country, not draining soon after the rains, is in all
places wet, but in many, miry and marshy; it produces little or no corn, but depends
entirely upon a plant called Ensete, which furnishes the people both with wholesome and
delicate food throughout the year. For the rest, this province abounds in large fi ne cattle,
and breeds some indiff erent horses. (Bruce 1790 III: 258)
マイチャMaitsha26）は土地が平坦なせいで，雨の後になかなか水がはけず，至るところ湿っ
ており，多くの場所が泥だらけで，沼地のようである。ここは穀物 cornをほとんどあるいは
全く産出せず，エンセーテと呼ばれる植物に完全に依存している。これは年間を通じて人々に
健康で美味な食べものを提供する。この他にこの州は大きく美しい牛に満ちており，またそれ
ほど良質ではない馬も産する。

2.8. 小アッバウィ川中流域におけるエンセーテ栽培とその由来に関するブルースの記述（ブ
ルース『ナイル水源発見の旅』第 6書第 12章）
 is village, as indeed were all the others we had seen since our crossing the Nile at Goutto,
was surrounded by large, thick plantations, of that singular plant the Ensete, one of the
most beautiful productions of nature, as well as most agreeable and wholesome food of 
man. It is said to have been brought by the Galla from Narea, first to Maitsha, then to
Goutto, the Agows, and Damot, which last is a province on the south side of the mountain
of Amid Amid. This plant, and the root, called Denitch, (the same which is known in
Europe by the name of the Jerusalem artichoke, a root deserving more attention than is
paid to it in our country,) supply all these provinces with food ... we found the village
where we alighted totally abandoned, and in it only an earthern pot, with a large slice of 
the Ensete plant boiling in it; it was about a foot in length, and ten inches broad, and was
almost ready for eating: (Bruce 1790 III: 584-585)
ゴウットGouttoでナイル27）を渡ってから目にしてきた村々と同様に，この村はエンセーテ
Enseteという風変わりな植物の大きく鬱蒼とした茂みに囲まれていた。これは自然の産物の
中で最も美しいものであり，また快く，健康によい食べものでもある。それはナレアから来た

25） 原文の該当箇所は tota enim pro olere estである。これは「それはすべてが野菜となる」という意
味であるが，意訳した。

26） ゲエズ語史料に見えるマチャMäč.aのこと。ブルースによれば，「マイチャという地名は広義と狭
義で指し示す範囲が異なっていた（Bruce 1790 IV: 23-24）。狭義のマイチャが小アッバウィ川の右
岸のみを指して用いられていたのに対して，広義のマイチャは両岸を意味していた。この地名につ
いて詳しくは，拙著の解説（石川 2009: 127-128）を参照のこと。

27） 青ナイルはタナ湖から流れ出す。ここでナイルと呼ばれているのは，タナ湖に流れ込む小アッバウィ
川のことである。
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ガッラが最初マイチャに，次いでゴウット，アゴウ人 Agows28）の土地，そしてダモト Damot
にもたらしたと言われている。最後のもの〔ダモト〕はアミドアミド Amid Amidの山の南側
に位置する州である。この植物とデニチ Denitchと呼ばれるイモ（同じものはヨーロッパで
はイェルサレム・アーティチョークとして知られている。このイモは我が国で払われている以
上に注目に値する）はこれらの州において食料となっている。……我々が見つけた村はもぬけ
の殻で，そこにエンセーテの大きな切れ端がゆでられている土鍋があった。その長さは 1フィー
トで幅は 10インチあり，ちょうど食べごろであった。

2.9.  小アッバウィ川源流域の市におけるエンセーテに関するブルースの記述（ブルース『ナ
イル水源発見の旅』第 6書第 12章）

At a quarter past twelve we halted on a small eminence, where the market of Sacala is held 
every Saturday. Horned cattle, many of the greatest beauty possible, with which all this 
country abounds; large asses, the most useful of all beasts for riding or carriage; honey, 
butter, ensete for food, and a manufacture of the leaf of that plant, painted with diff erent 
colours like mosaic work, are here exposed to sale in great plenty; (Bruce 1790 III: 589)
12時 15分過ぎに，我々は小さな丘で休止した。そこはサカラ Sacalaの市が土曜日ごとに開
かれる場所であった。この国のどこにでもたくさんいる，この上もなく美しい，角のある牛，
すべての動物の中で乗ったり，荷物を運ばせたりするのに最も便利な大きなロバ，蜂蜜，バター，
食用のエンセーテ，寄木細工のように様々な色で塗られたこの植物の葉でつくられた工芸品が
販売のため大量に並べられていた。

2.10. 『ナイル水源発見の旅』補遺に見られるエンセーテに関するブルースの記述
THE Ensete is an herbacious plant. It is said to be a native of Narea, and to grow in the 
great swamps and marshes in that country, formed by many rivers rising there, which have 
little level to run to either ocean. It is said that the Galla, when transplanted into Abyssinia, 
brought for their particular use the coff ee-tree, and the Ensete, the use of neither of which 
were before known. However, the general opinion is, that both are naturally produced in 
every part of Abyssinia, provided there is heat and moisture. It grows and comes to great 
perfection at Gondar, but it most abounds in that part of Maitsha and Goutto west of the 
Nile, where there are large plantations of it; and is there almost, exclusive of any thing 
else, the food of the Galla inhabiting that province; Maitsha is nearly upon a dead level, 
and the rains have not slope to get off  easily, but stagnate and prevent the sowing of grain. 
Vegetable food would therefore be very scarce in Maitsha, were it not for this plant. (Bruce 
1790 V: 36-41)
エンセーテは草本植物である。それはナレアNareaの原産であり，そこに源を発する，高低
差がないためにいずれの大洋にも流れていかないような多くの川によって形成される大きな沼
地や湿地で生育すると言われている。ガッラがアビシニアに入植した際にコーヒーの木とエン
セーテを彼ら特有の用途のために（それらはいずれもそれまで知られていないものであった）

もたらしたと言われている。しかしながら両者ともに気温が高く湿気があればアビシニアの至

28） アガウはクシ系民族で，セム系民族が南アラビアから移住してエチオピア高原において居住域を拡
大する前には，エチオピア高原に広く居住していたと考えられている。
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る所で自然に生育するというのが一般的な見解である。それ〔エンセーテ〕はゴンダールにお
いても成育し，完全に成長する。それはマイチャとナイル29）の西のゴウットに繁茂し，大きな
群落を形成している。それ〔エンセーテ〕はその州に住むガッラの主食となっている。マイチャ
はほとんど高低差のない平地であり，雨水は簡単にははけず，よどんで穀物の種まきを阻害す
る。もしこの植物がなかったら，マイチャでは植物性の食べものは大変乏しかったであろう。

おわりに

最後に上掲の各史料について，研究上の意義や利用にあたって留意すべき点について述べたい。

1. 『サルツァ・デンゲル年代記』
『サルツァ・デンゲル年代記』の記述は，エチオピア王国の住人がゲエズ語で記したエンセー
テに関する同時代史料として貴重である。著者自身がエンセーテを実見したことがあるのかど
うかは明らかではない。しかしその記述は，現在ではエンセーテの食用利用が行われていない
フィンチャ湖（図 2参照）の周辺において，16世紀後半にエンセーテが食用栽培されていた
こと，そしてエンセーテがこの地に住んでいたセム系民族ガファトの食べ物としてエチオピア
王国の宮廷の人々に認識されていたことを伝えている点で注目される。

2. イエズス会士たちの記述
イエズス会士たちの記述の中で，特にロボが残したダモト人のエンセーテ利用に関する記述
は詳細である。パエスとメンデスが実際にエンセーテの利用方法を目にしたのかどうかは定か
ではないが，アルメイダはタナ湖と青ナイルに囲まれた地域の一画に位置していたダモト人居
住地において布教活動に従事した経験を持ち，ロボと同様にここでエンセーテの利用方法を実
見したものと思われる。
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，ナレア，すなわちエンナ
ルヤ Ǝnnarya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。拙稿で解説したと
おり（石川 2012: 6），オロモの大規模な移動の結果，ギベ川30）流域のエンナルヤは 17世紀前
半にはエチオピア王国の飛び地となっていた。しかし依然としてエンナルヤとエチオピア王国
の間には人的交流があり，またエチオピア王国で布教活動に従事したイエズス会士フェルナン
デス A. Fernandezはエンナルヤを訪れている31）。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，エンナルヤの人々を含むエチオピア

29） このナイルも小アッバウィ川を意味する。
30） ギベ川とは，エチオピアの南西部を流れ，トゥルカナ湖に注ぐオモ川の上流部の名称である。
31） 17世紀初頭，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こ

れらの諸港を経由してエチオピア王国に到達することが困難であった。そのためエチオピア王国内
のイエズス会士たちは，エチオピアの内陸部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，フェルナンデスを派遣した。東アフリカ沿岸に到達することは出来なかったものの，
フェルナンデスはエンナルヤをはじめとする青ナイル以南に位置する諸地域について貴重な情報を
エチオピア王国内のイエズス会士たちにもたらした。7か月間に及ぶフェルナンデスのこの踏査に
ついてはパエスらが記録を残しており，ボアヴィダらによるパエスの『エチオピア史』の英訳，お
よびベッキンガムとハンティンフォードによるアルメイダの『高地エチオピア，すなわちアバシア
の歴史』の抄訳によって簡単に内容を知ることが出来る（Beckingham & Huntingford 1954: 143-
171; Paez 2011 II: 311-339）。
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王国の人々から得られた情報とともに，フェルナンデスがもたらした情報も反映されていると
考えられる。
このように実見を交えたイエズス会士たちのエンセーテに関する記述は，現在ではその食用
利用が行われていない，タナ湖と青ナイルに囲まれた地域およびエンナルヤという 2つの地域
において，17世紀前半にエンセーテがどのように栽培，利用されていたのかを伝える同時代
史料として極めて価値が高いと言えよう。

3. ルドルフの記述
ルドルフのエンセーテに関する記述は，ゴルゴルヨスとの対話の中で得た情報に基づいてい
る。この記述の利用にあたっては，ゴルゴルヨス自身がエンセーテの利用方法を実見したのか
どうかは定かではないことに留意すべきであろう。

4. ブルースの記述
ブルースの記述は，現在ではエンセーテの食用利用が行われていない小アッバウィ川流域に
おいて，1770年代初頭にエンセーテが栽培され，食用とされていたことを直接目撃した人物
による記録として重要である。オロモがエンセーテを小アッバウィ川流域にもたらしたとする
ブルースの主張は，字義通りに受けとることはできない。しかし拙稿（石川 2012）で指摘し
たように，この地域におけるエンセーテの食用利用は青ナイル以南からの民族集団の移動の結
果であった可能性が高く，ブルースの記述がそのような歴史的事実を反映したものであった可
能性は否定できない。

以上，本稿では 16世紀から 18世紀の諸史料に見られるエチオピアのエンセーテに関する
記述とそれらの訳注を掲げた。これまでのエンセーテ関連研究では，英語で書かれたブルース
の記述，および英訳のあるアルメイダ，ロボの記述が専ら使用されてきた。しかし本稿で示し
たように，これらの史料のほかにもエンセーテに関する記述を含む史料は複数存在する。過去
におけるエンセーテの分布やその利用方法について研究するにあたっては，これらの史料が伝
える情報の差異，あるいはそれらの相互関係にも留意しながら検討を進める必要があろう。な
お本稿で取り上げなかったゲエズ語文献，あるいは未刊行のイエズス会関連史料などに，エン
セーテに関する記述が含まれている可能性は否定できない。それらの調査については今後の課
題としたい。
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