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ペルー南部アンデス高地の乳加工体系
―乳加工がなかった地域での乳加工―
平田昌弘
帯広畜産大学
本稿の目的は、ペルー南部のアンデス高原地域において、1）ケチュア系世帯に現在採用されてい
る乳加工体系を把握し、2）その乳加工技術を受容させた背景について考察すことにある。ペルー南
部のアンデス高原には、レンネットによるチーズ加工の技術のみが受け入れられ、チーズの熟成やチー
ズ以外の乳加工技術は伝播していなかった。この非熟成型のチーズ加工という凝固剤使用系列群の乳
加工技術のみが受け入れられた背景として、塩辛いチーズがジャガイモ・トウモロコシを中心とした
食文化と調和し、チーズ加工の技術が傾斜地での労働軽減性につながり、熱帯高地の年中温和・半乾
燥性という自然環境がチーズの熟成の障壁となっていると考えられた。ペルー南部のアンデス高原に
おいて、乳加工技術を伝播・変遷させたコアファクターとして、この「ジャガイモ・トウモロコシ中
心食」
「傾斜地での労働軽減性」
「年中温和・半乾燥性」が深く関与しているものと考えられた。
キーワード：乳加工体系、伝播・変遷、アンデス、熱帯高地

はじめに

南米に侵入・植民地化して以降にもたらせた家畜

新大陸での牧畜には搾乳技術がない 1）。新大陸

である。旧大陸の家畜が南米に導入されて約 5 世

で家畜化され、アンデス高原の牧民に飼養されて

紀が経つ。現在、ペルーではウシからの搾乳がお

いるラクダ科家畜のリャマからもアルパカからも

こなわれており、都市近郊では多頭数での酪農が

搾乳はおこなわれていないのである。新大陸で搾

成立している。インディオの人びとがリャマやア

乳文化が生じなかった理由として、稲村はペルー

ルパカを飼養するアンデス高地地域でもウシが飼

南部の熱帯高地を事例に、低緯度熱帯高地である

養され、搾乳もおこなわれている。

が故の環境の安定性という自然環境的条件と高原

もともと搾乳・乳利用がなかった地域に、いっ

／狭谷の高度差区分・近接という生態学的条件を

たいどのような乳加工技術は採用され、逆にどの

指摘している 2）。自然環境が安定しているため、

ような乳加工技術は採用されていないのだろう

一年を通じて草資源が供給される。高度差に伴っ

か。ペルーにおける乳製品の受容は、文化伝播の

て、より標高の高い高原部では湿原を特徴とした

あり方を検討する上でとても興味深い。また、新

草地が発達し、より標高の低い狭谷部では農耕に

しい乳加工技術・乳製品を新しい地域に導入する

特化しており、しかも、両者は近接している。こ

際、どのような技術が取捨選択されるかを考察す

れらのことから、牧畜民は高原部で家畜を一年に

る上でも貴重な事例分析となる。そこで本稿は、

わたって安定的に飼養することができ、近接する

ペルー南部のアンデス高原地域において、1）ケ

農民から農作物が得られることから、乳を利用し

チュア系世帯に現在採用されている乳加工体系を

なくとも生業が成り立ったのだと推論している。

把握し、2）その乳加工技術を受容させた背景に

一方、アジアやアフリカなのどの旧大陸では、食

ついて考察すことを目的とした。調査は、2010

料と群管理に搾乳が大きく関わっており、乳利用

年 8 月 7 日～ 8 月 21 日におこなった。極めて短

が牧畜の存立基盤となっている 3,4）。従って、新

期間の調査であり、論考も不十分ではあるが、こ

大陸での牧畜民は旧大陸とは異なった生存戦略を

れからの新大陸における乳文化研究、および、地

とっていることになる。

域研究の第一歩を踏み出すべく、ここに速報的に

現在のペルーには、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、

報告する。

ロバの飼養がみられる。いずれも、スペイン人が
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調査地

ては、ケチュア語による語彙を聞き取った。

調査は、ペルー南部、アレキパ県北西部にある

調査地は、南緯 15°と赤道に近いため、熱帯

プイカ村で、作物栽培と家畜飼養とをおこなうケ

高地特有の気象を示す。つまり、月平均気温が

チュア系世帯 D でおこなった（図 1）
。標高は約

10℃～ 15℃と年格差が小さく、年中温和である 5）

3700m で、アンデス山脈の西山系西斜面中腹に位

（図 1）。2010 年 8 月 15 日の屋外の気温は、朝方

置している。農耕地は居住地より上方 100m くら

で 5℃前後、昼過ぎに約 31℃であった。このよう

いのところに散在しており、天水でジャガイモと

に、気温の日内格差が月平均年格差よりも遥かに

アカザ科穀物キヌア Chenopodium quinoa を、灌漑

大きい。湿度は朝方 18％、昼過ぎ 4％と、空気は

でトウモロコシ、コムギ、ソラマメ、牧草アルファ

乾燥している。食料倉など日陰となる室内は、屋

ルファ、タマネギなどの野菜を栽培している。家

外よりも温度も湿度も一日を通じてより変動が少

畜は、ウシ 4 頭（泌乳中の成母ウシ 2 頭、仔ウシ

ない。降水量は、南米大陸西岸は寒流の影響で極

2 頭）、メリノ種ヒツジ 3 頭、ロバ 1 頭、ニワト

めて少なくなる。首都リマでは年間降水量はわず

リ 6 羽、 食 用 の 齧 歯 類 テ ン ジ ク ネ ズ ミ Cacia

か 11mm に過ぎない。標高が上がるにつれ、つま

tschudii 約 20 匹、イヌ 2 頭、ネコ 1 頭を飼養する。

り、東方の内陸部に進むにつれ、南米大陸東岸海

ウシとヒツジは、アルファルファ草地、コムギ作

域からの水分供給があるため降水量は増加し、ア

付地に紐で繋ぎ止め、放牧させて直接採食させる。

ンデス山脈の西山系東斜面に位置するクスコでは

人が刈り取り、乾草にすることはない。プイカ村

750mm にも達する。調査地のプイカは西山系西

は一年中温和な熱帯高地に位置しているため、冬

斜面であり、クスコほど降水量はないが、天水で

期でもアルファルファは生育を続ける。世帯 D は、

ジャガイモやキヌアがかろうじて栽培できる程度

本来はケチュア語を母語とするが、日常会話では

に降水がある。調査地の気象は、年中温和で半乾

むしろスペイン語を多用している。乳製品につい

燥地にあるといえよう。

赤道
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図 1 ペルー南部、アレキパ県北西部プイカ村の調査地とクスコにおける月別平均気温と月別降水量
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凝固剤使用系列群

搾乳技術

搾乳は 1 日 1 回、アルファルファ草地やコムギ
作付地などの耕作地においてか家屋前かでおこな

リチ

う（写真 1）。耕作地で搾乳する場合、住居から

「クワフ」
（静置）

人の方がバケツなどを持参して、ウシが繋ぎ止め
られ採食している耕作地まで坂道を上がることと
なる。逆に、家屋前で搾乳をおこなう場合、人が

スエロ

耕作地へ上がり、ウシを畑地からいったん連れ戻
すことになる。

「加塩」
（脱水）

世帯 D では、搾乳はたいていは午後におこなっ
ている。午後に何かの用事が入ってしまうと、午

ケソ

前中に搾乳をしてしまい、臨機応変に対応する。
搾乳は、まず催乳することから始まる。仔畜を母
畜に哺乳させる。哺乳時間は 1 分ほどである。哺
乳後、仔畜を母畜の鼻の近くに位置させ、母畜の

ケソ

図 2 ペルー南部のアンデス高原地帯における定住半農
半牧世帯の乳加工体系
生産物 「 」 添加物 （ ） 処理

乳肪にはとどかないように仔畜の頭を母畜の前右
脚に縛る。そして、母畜の後脚を紐で縛り、母畜
の動きを制御する。搾乳は二人でおこなう。二人
が母畜の側位から挟み合い、一方が両手で搾乳、
一方がバケツを宙に浮かして保持する。搾乳する
際、乳を乳首に少しこすり付けて、滑りをよくす
る。バケツを宙に浮かすのは、なるべくゴミが入
らず、母畜に蹴飛ばされないようにするためであ
る。搾乳は 1 分弱毎に二人が交代しておこなう。
搾乳姿勢は、しゃがみ込み、両膝を突いても、片
膝を立ててもよく、それぞれが搾乳しやすい格好
でおこなう。搾乳時間は合計 3 分～ 4 分ほどで、
約 2ℓほどを搾りとる。2 頭合わせても 4ℓほど
しかない。搾乳後は、残乳を仔畜に与える。乳が
乳房になくなると、仔畜は哺乳を止め、母仔は寄
り添って休息する。2 時間ほど母仔を共にしたら、
再び母仔を分離し、耕作地に昨日とは少しずらし
た場所にそれぞれ別々に繋ぎ止め、アルファル
ファやコムギを昼夜採食させる。
搾乳は、ヒツジ、ウマからおこなうことはなく、

い。レンネットにはアルパカの胃を用いるという。
このアルパカの胃をクワフ quajo と呼ぶ（写真 3）。
クワフは乾燥保存してある。凝固剤として使用す
る際は、ホエイに浸け、その溶液を添加する。溶
液のことも同じクワフと呼ぶ。添加量は、生乳
4ℓに 100 ㎖ほどである。
レンネットを添加して約 2 分、棒で凝固した乳
をかきまぜる。凝乳をカッティングし、ホエイを
排出する作業である。そして、切断された凝乳の
粒を手でゆっくりと抑えつけて、凝乳を一つの塊
にする（写真 4）
。ここでできた凝乳をケソ keso、
ホエイをスエロ suero と呼ぶ。ここまでの処理時
間は、レンネットを添加してから約 8 分、搾乳開
始からでも約 20 分で終えている。凝乳のケソは、
塩を両面にたっぷりと付け、布に包み、上から重
石を乗せて 1 昼夜日陰に静置し、圧縮脱水させる
（写真 5）。ここでできたチーズもケソと呼ばれる。
圧縮脱水した後は、食料庫の中で、板の上にその

ペルー南部ではウシからのみおこなわれている。

まま静置し、乾燥を促す（写真 6）
。ホエイのス

乳加工体系

える。

生乳はケチュア語でリチ lichi という。搾った
生乳は、先ず濾し器をくぐらせてゴミを取る。ゴ
ミを取ったならば、直ぐに凝固剤であるレンネッ
トを加える（写真 2）。搾乳後 3 分～ 4 分後のこ
とであり、生乳はまだ暖かい。殺菌することはな

エロは、人間が利用することなく、イヌなどに与
チーズのケソは、たいてい数日中には消費して
しまう。中には食べそびれてしまい、長期間放置
してしまうことがあるが、同様に食事に用いて消
費する。長期間放置されたチーズは、表面にカビ
が繁殖することはない。敢えて放置して味を落ち
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写真 1 耕作地での搾乳。搾乳は二人でおこなう。母ウ
シ右脚に仔ウシが繋ぎ止められている。

写真 4 凝乳をカッティングした後、凝乳を手で押さえ
つけて一つの塊にし、ホエイと分離させる。

写真 2 生乳リチにクワフと呼ばれるレンネット凝固液
を加え、チーズを加工する。

写真 5 凝乳は布に包み、重石を乗せて一昼夜静置させ
る（左）
。一昼夜脱水したチーズのケソ（右）
。

写真 3 乾燥保存していたリャマの胃クワフを、ホエイ
につけ、レンネット凝固液を準備しているとこ
ろ。

写真 6 重石で脱水したケソは、食料庫の中に静置して、
さらに乾燥を進める。熟成させることはなく、
たいていは数日で消費してしまう。
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着かせていることもしない。カビや乳自体の酵素

はいつもあり、お腹がすいたら何時でもつまみ食

でチーズを熟成させるという加工は、ペルー南部

いするという感じである。ジャガイモを中心に、

の人々には意図されていない。

イモ類とトウモロコシは、アンデス高地の人々の

世帯 D では、全ての生乳はレンネットを加え

重要な食材となっている 7）。ちょうど、チベット

てチーズへと加工する。直接飲んだり、チーズ以

高地においてはオオムギが食の土台にあることと

外に加工したりすることはない。

類似している 8）。

ペルー南部の乳加工体系の由来と特徴

けでも旨いのだが、味がまったりしており、食べ

これらのジャガイモやトウモロコシは、それだ
ペルー南部のアンデス高地地帯のケチュア系世

続けると口が飽きてくる。アンデス高地の人々は、

帯においては、レンネットによるチーズ加工のみ

炒ったり湯がいたりしたジャガイモとトウモロコ

が適用されていた。チーズは基本的には直ぐに消

シをどのようにして食べているかというと、すり

費される。生乳を酸乳にしたり、生乳からクリー

潰したトウガラシと一緒に食べている。湯がいた

ムを分離したり、生乳を加熱濃縮することもない。

ジャガイモにわずかばかりの干し肉とトウガラシ

中尾 6） が提示した 1）発酵乳系列群、2）クリー
ム分離系列群、3）凝固剤使用系列群、4）加熱濃
縮系列群の 4 つの系列群モデルの内、凝固剤使用
系列群のみがケチュア系世帯に採用されているこ
とになる。更に、チーズは基本的には直ぐに消費
され、
“熟成”を意図した長期保存はおこなわれ
ていない。スペインなどのヨーロッパではチーズ
を熟成させているが、ペルー南部ではチーズ熟成
の技術は受け入れられなかったことになる。
また、乳製品の語彙としては、ケチュア語で生
乳をリチ、チーズをケソ、ホエイをスエロとそれ
ぞれ呼んでいた。スペイン語では、生乳をレッチェ
leche、チーズをケソ queso、ホエイをスエロ suero
と呼ぶ。ペルー南部では、乳加工技術と乳製品の
語彙とがまさにスペインからの影響であることが

写真 7 塩辛いケソと炒りトウモロコシのカンチャ。両
者の相性は抜群によい。

理解される。
以上、ペルー南部のケチュア系世帯における乳
加工技術の特徴は、スペインから乳加工技術と乳
製品の語彙とが伝播し、凝固剤使用系列群の乳加
工技術のみ、熟成の技術が欠落して伝わったとま
とめることができる。何故に凝固剤使用系列群の
乳加工技術のみがペルー南部に伝わり、しかも、
熟成の技術は欠落していったのであろうか。次節
では、この点を論考してみたい。

ペルー南部アンデス高原地帯における文化
伝播・変遷のコアファクター
食文化との関連性

アンデス高地の人々は、湯がいたジャガイモ、
湯がいたトウモロコシ、炒ったトウモロコシをよ
く食べる。食事のときはもちろんのこと、卓上に

写真 8 アンデス高地のケチュアの人びとはスープをよ
く食べる。スープにはチーズが入れられること
が多い。スープとチーズとの相性も抜群によい。
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汁だけで食事をすますことも少なくないという 7）。

チーズに加工してしまうことは、急な坂道を上り

トウガラシの辛い切れのある味が、ジャガイモや

下りするのに極めて適応した技術であることが理

トウモロコシの食欲を更にそそることになる。い

解される。

ずれも南米原産の作物であり、食の体系としてつ
り合いが取れている。もう一つ、炒ったり湯がい
たりしたジャガイモとトウモロコシを食べる方法

気象環境との関連性
ペルー南部のアンデス高地には、チーズ加工の

がある。チーズと一種に食べるのである（写真 7）。

技術は伝播したが、チーズを熟成する技術は採用

ジャガイモとトウモロコシのまったりした味と

されなかった。チーズは熟成を経た方が格段に味

チーズの塩味とがとても合い、両者を更に旨くさ

覚が向上するが、チーズの熟成はケチュア系の人

せ、更に食欲をそそらせる。ここに、チーズがケ

びとになぜ採用されなかったのであろうか。

チュア系の人々に必要とされる理由があり、チー

調査地の気象は、年中温和で半乾燥地にあるこ

ズがアンデス高地の食文化の中で位置を獲得して

とを先に指摘した。空気中の湿度も 4％～ 18％ほ

いった背景がある。塩味の効いたチーズはアンデ

どしかない。乾燥した中では、カビや乳酸菌など

ス高地のジャガイモ・トウモロコシ中心の食文化

が良好に生育できないため、チーズの熟成は難し

に調和しているのである。この穀物と塩辛い乳製

い。カビによる熟成では湿度 90％以上、乳酸菌

品との組み合わせは、ちょうどチベット高地にお

などの微生物による熟成では湿度 80％以上が必

いては炒ったオオムギと塩バター茶とを一緒に食

要である 9）。つまり、アンデス高地では湿度が 4％

するのと似ている 。

～ 18％ほどしかなく、カビなどによる熟成はも

8）

また、ケチュア系の人々はスープ料理もよく食

ともと不可能な気象環境条件にあったといえる。

べる（写真 8）。肉にジャガイモ、タマネギ、ニ

スペインなどの人々が生乳のレンネット凝固・脱

ンジン、ニンニク、パスタなどを具材とし、塩や

水・熟成という一連のチーズ加工を伝えようとし

味の素、醤油、クミンなどで味を調えてつくる。

たとしても、レンネット凝固・脱水までしかアン

チーズはスープの具材としても相性がいい。肉や

デス高地では受け入れられず、チーズの熟成とい

野菜のスープにチーズが入ると、一段と風味が増

う技術は自然環境が物理的障害となり伝播しな

し、食べごたえが良くなる。スープ料理において

かったということが類推される。

も、チーズはアンデス高原の食文化に入り込む位
アンデス高地での文化伝播・変遷のコアファク

置があり、彼らの食に調和している。

ター
アンデス高地斜面との関連性

文化には、伝わる文化と伝わらない文化とがあ

調査した世帯 D は、標高約 3700m のアンデス

り、伝播してもそのまま受け入れられる場合と変

高原の斜面中腹で半農半牧を営んでいる。搾乳は、

化・改変してから受け入れられる場合とがある。

耕作地か家屋前かでおこなう。耕作地までの上り

この文化伝播・変遷の法則は地域によって異なっ

下りは、斜面が急なために（写真 1）、大変な労

ており、その法則性は乳文化の地域多様性を説明

力を伴う。耕作地へは 1 時間をかけて、ゆっくり

することにもなる。筆者らはこの地域特性の法則

と上る。耕作地で搾乳をおこない、家屋で乳加工

性を「文化伝播・変遷のコアファクター」と名づ

をおこなう場合、搾乳した生乳を持ち帰らなくて

けている。文化伝播・変遷のコアファクターは、

はならない。4ℓほどであるが、老夫婦にとって

地域の特徴を説明することができる重要概念とな

は負担になることは免れない。搾乳した生乳を、

りえる。これまでに筆者らは、コーカサス 10） や

農耕地でチーズに加工してしまえば、約 20％の

バルカン半島 11）、西アジア 12） を事例として、乳

重量にまで軽減できる。ヨーグルトなどの酸乳に

加工技術を変遷させるコアファクターとして、1）

加工する技術であったならば、重量の変化は期待

クリームの分離を可能にさせるような「生態環境

できない。チーズへと加工するからこそ、重量が

の冷涼性」、2）「定住化」することの利点を活か

劇的に減少することになる。農耕地で搾乳するア

した冷涼空間つくりの可能性、3）「少労力性」を、

ンデス高地の人びとにとって、搾乳した現場で

これまでに抽出・検討してきた。
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ペルー南部のアンデス高原には、凝固剤使用系

地を利用する手段が、ホルスタインを放牧採食さ

列群の乳加工技術のみが受け入れられ、熟成の技

せ、その乳を搾るという戦略であったのである。

術は伝わらなかった。本稿では、その背景が、塩

このように、人材の村外流出は、アルファルファ

辛いチーズが「ジャガイモ・トウモロコシ中心食」

栽培の促進し、ホルスタイン頭数の増加を招き、

という食文化と調和し、チーズ加工の技術が「傾

その結果、搾乳を普及させ、チーズ加工をケチュ

斜地での労働軽減性」につながり、熟成すること

ア系の人々に促しているといえよう。アンデス高

を許容させない「年中温和・半乾燥性」であるこ

地では、近年の労働量不足により、よりチーズに

とを論じてきた。ペルー南部のアンデス高原の事

依存せざるを得ない状況となっているといえる。

例では、乳加工技術の伝播・変遷のコアファクター

今後、アルファルファ耕作地でのホルスタイン飼

は、この「ジャガイモ・トウモロコシ中心食」
「傾

養、そして、乳製品にいっそう依存していく可能

斜地での労働軽減性」
「年中温和・半乾燥性」で

性は高い。

あるとまとめることができる。これらのコアファ

ところで、現在は、チーズのみしかアンデス高

クターは、先に指摘した稲村の乳利用欠落仮説 2）

地の人びとには受け入れられていない。今後、酸

である低緯度熱帯高地の環境安定性という自然環

乳などが浸透する可能性はあるのであろうか。日

境的条件と高原／狭谷の高度差区分・近接という

本での酪農経営は江戸末期から始まり、わずか

生態学的条件とも密接に関わってくる。牧畜研究

150 年ほどしか経っていない 13）。しかし、日本で

から考察した乳利用欠落仮説の要因と近年の乳加

はチーズだけでなく、飲用乳、ヨーグルト、クリー

工技術の伝播・変遷から考察したコアファクター

ム、バターなど、多様な乳製品が受け入れられて

とがシンクロナイズしてくることは、大変に興味

きた。日本に乳製品が普及した理由は、乳製品が

深い。今後は、今回抽出したコアファクターと地

日本の食文化と調和していたといよりも、日本の

域特性との関連性が研究課題となる。

食文化が西洋化する中で乳製品が広く受け入れら
れ、日本の食文化の中に入り込む位置ができて

おわりに

いったことによるといえよう。スペイン人が南米

村の人びとに聞くと、多くの若者は都市に行っ

を侵略して約 500 年が経つが、ペルー南部のアン

て、戻ってこないのだという。都市での華やかさ

デス高原に伝播した乳文化は非熟成のチーズのみ

と賃金労働を求めて、人材が流出しているのであ

である。これから、アンデス地帯にヨーグルト、

る。村が所有する段々畑には、維持されず、放棄

クリーム、バターなどの乳加工技術と消費が普及

されている畑が多くある。村には、年配者や子供

していくのであろうか。今後、アンデス高地の社

ばかりが目立つ。労働力不足となり、畑の作付け・

会変化や食文化のあり方を見守っていきたいと考

収穫が十分にできない状況に陥っている。そこで、

えている。

村人が選んだ戦略は、畑に単年生の作物を植える
のではなく、アルファルファという多年生の牧草
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たって調査をおこなってきたフィールドであり、

アルファルファは一年中生育するといってもよ

今回の調査も稲村氏の全面的な協力があったから

い。アルファルファにすれば、毎年の耕起作業と

こそ実施できた。また、現地では総合地球環境学

播種作業、毎年の収穫作業、収穫物の運搬といっ
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のケチュア系の方々には調査に快く協力して頂い

られていたのである。そんなアルファルファ耕作
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Summary
Milk Processing System in Southern Peru, Andean Highland
― Diffusion and Transition on Milk Processing in Areas Where Milk Processing Hadn’
t Been Conducted ―

Masahiro Hirata
Obihiro University of Veterinary Medicine and Agriculture
The purpose of this paper is to understand 1) the milk processing system which is adopted by the local Quechua
peoples, and 2) to analyze the background to make the Quechua peoples accept its technique in the southern Peru,
Andean highland. The technique of cheese making by rennet is only diffused in the southern Peru, Andean
highland, although the maturation techniques of cheese and other techniques than cheese making have not been
adopted. As the background on the only acceptance of the solidifying-additives using series such us the technique
to make the non-maturing type cheese, it was considered that 1) the taste are harmonized between salty cheese and
the local food mainly based on potato and maize, 2) the adoption of cheese making decrease the labor force of local
Quechua peoples in the slope area, and 3) the natural environment such us year-round mildness of air temperature
and semi-aridity in the tropical highland become the barrier against the cheese maturing. It was concluded that “the
food system deeply dependent on potato and maize”, “the decrease of labor force in the slope area”, and “yearround mildness of air temperature and semi-aridity” are the core factors which deeply influence on the diffusion
and transition of milk processing system into the southern Peru, Andean highland.
Key words: milk processing system, diffusion and transition, Andes, tropical highland
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