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ソロバ村とブタとブタ祭り

江端千尋

高知大学医学部医学科 5 回生

ヒマラヤ学誌　No.16, 161-165, 2015

1．はじめに
　ソロバ村は「月の村」といわれ、インドネシア
共和国パプア州の中央高地に位置している。ダニ
族（メラネシア系パプア先住民）という民族で構
成された人口 400人あまりの集落で、自給自足に
近い生活を送っている。サツマイモを中心とした
焼畑農業を営んでおり、ブタが重要な家畜として
飼育されてきた歴史がある 1）。

　今回、私は 3月 8日～ 15日の 8日間、ソロバ
村で生活した。ソロバ村に入って、まず目を疑っ
たのが、ブタが放牧されていることだった。人間
が近づいても怯えることなく、堂々と歩いたり、
水浴びをしたりする姿があちらこちらで見られ
た。村には歩道のようなものが整備されていたが、
もちろん人も通れば豚も通る（写真 1）。
　我が物顔で歩くブタと、その歩道に無数に落ち
ているブタのフンに、むしろ怯えさせられるのは
私たち外から来た人間の方であった。現地の人は、
豚が水浴びをするのと同じ川で、生活水を汲み、
水浴びをし、洗濯をする、同じ場所を歩く、まさ
しく豚との共同生活であった。
　そればかりではない。ホームステイで訪れた現
地の人の家では、キッチン小屋の一角に子豚の飼
育スペースがあった。これは特別なことではなく、
別の家を調査訪問した際にも、キッチンスペース
に続いて豚小屋があり、一つ屋根の下にあった。
中でも朝食の準備には手間暇をかけていた。朝食
とは、もちろん人間のためではなく、ブタのため
のそれである。まず、6:00頃から適当な大きさに
切ったサツマイモのツルとサツマイモを鍋いっぱ
いに囲炉裏の真ん中で煮ていた。人間の朝食はと
いうと、その片隅で 30分ほど灰の中で蒸し焼き
にしたサツマイモである。私たちは 9:00に健診
を行うために、家を出たが、その時もまだ豚の餌
は出来上がっていなかった。その様子を目の当た

りにして、改めて現地の人にとってブタがいかに
貴重で重要な存在であるのかを感じた。そこで、
現地の人々がなぜそこまでブタを重要視するのか
について、考えることにした。

2．ブタの果たす役割
　ソロバ村におけるブタの果たす役割について、
2点に分けて考える。
　1点目は、社会的な面での役割である。
　ニューギニア高地地域では、婚姻に伴う交換財、
争いの補償としてブタが用いられている。例えば、
婚姻の際には、新郎の家族は結納金として何頭か
の豚を新婦の家族に納める。つまりブタは新婦の
対価としての資産であり、ブタを持たない者は結
婚することも難しいとされている。
　また、部族間の争いの際にブタが保障金として
交換されたことで、闘争が無事に収まったという
以下のような例もある。A地区でゲストハウスが
建設された際に、その成功を妬んだ B地区の数人
のグループが、ゲストハウスを放火し、全焼させ
た。両者の関係は険悪化し、後一歩で戦争という
状況になった。だが、B地区が A地区に対して成
熟したブタ 3匹を譲渡することで和解した。
　つまりソロバ村をはじめニューギニア高地に
とってブタとは、私たちの社会でいうお金と同義
であり、グループ間の社会関係維持に重要な役割
を担っていると考えられる。
　2点目は儀礼的な面での役割である。
　ニューギニア高地地域では出生や死亡などの通
過儀礼や、家を建てた時などにも、貴重な財産で
あるブタが贈与され、一族で分け合いながら食べ
る。ソロバ村では、死亡時は火葬であり、一晩中
御遺体を近親者で取り囲んで火を焚く。その際に、
豚を焼いて集まった人に配り、皆で故人を偲びな
がら食べる。日本でいう、通夜ぶるまいと同じよ
うな役割を担っている。
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　またMoKaや Teと呼ばれる儀礼では、ブタの
交換が行われる。この交換儀礼では、多くのブタ
を搬出することによって社会的名声を獲得できる
とされている。つまり、ブタは権力誇示の指標と
いう役割も果たしている。それ以外に、現地の人
が外からきた観光客などを歓迎する儀式である、
ブタ祭りでもその名の通りブタが用いられる。私
たちの歓迎のために行われたブタ祭りについては
次項で述べる。
　一方、日本におけるブタの役割はどうであろう
か。
　儀礼的役割を除けば、それは食物としての栄養
学的な面での役割がほとんどであろう。ブタに含
まれている栄養素で、なかでも特に重要で特徴的
なものがビタミン B1である。五訂食品成分表に
よると、その量は鶏肉の約 6倍、牛肉の約 8倍に
値する。これは、エネルギー源となる炭水化物の
代謝に必要な栄養素であり、疲労のもととなる乳
酸が体内に溜まるのを防ぐため、「疲労回復のビ
タミン」とも呼ばれている。そのことから、ビタ
ミン B1は疲労回復用ドリンク剤の主成分や、漢
方での疲労回復・滋養強壮の特効薬としても使わ
れている。
　また近年、ブタが持つ医学的な役割も注目を浴
びている。ブタ肉の脂身部にはステアリン酸など
が多く含まれており、コレステロール値を低下さ
せる働きがある。加えて、豚肉のタンパク質から
作られる「ポークペプチド」にアスピリンと同程
度の抗血栓作用があると研究で示されており、
ポークペプチドの摂取が血栓予防と治療に役立つ
ことが示唆されている。またポークペプチドには、
肝機能向上やコレステロール低下作用もあること
が推測されている 2）。
　不思議なことに日本では当たり前な「ブタ＝食
物」という図式は、ソロバ村では全く成り立たな
い。ブタは非常に貴重なものであり、食用にはほ
とんど用いないのだという。このように、ソロバ
村にとってのブタの重要性は、日本におけるもの
とはケタ違いであり、村の人々にとってブタは必
要不可欠なものであると想像できる。

3．ブタ祭り　H26年3月15日
　この日は、祭りであるため、住民の人は正装を
していた。正装というのは、ほぼ裸の状態である。

男性は頭に羽飾りのようなものを被りペニスケー
スをつけていた。女性は、頭に糸を編んで作った
袋を下げ、干し草で作ったスカートを腰で巻いて
いた（写真 2）。

①準備
　準備は朝から始まっていた。ブタを蒸すのに用
いる石を拾い、やぐらを組むための木や草を集め
ていた。拾い集めた石は直径 20 cmほどあり、か
なり大きかった。それぞれの準備が出来た時点で
正午は過ぎていた。
　まず蒸す際に用いる石を温める準備に取り掛
かった。当然ソロバ村には蒸し器のようなものは
存在せず、お手製の蒸し器を作らなければならな
い。太い木で約 2 m四方のやぐらを組みその中に
石を敷き詰めて 50 cmほど積み上げ、火をつけた。
中には小枝もいれ、燃えやすい工夫がされていた。
もくもくと煙が立ち上るなか、約 30分石を熱し
続けた。

②ブアメラソース作り
　蒸し器の準備と並行して、パンダンの木になっ
ているブアメラという赤い実を絞る作業も行われ
ていた。蒸したブアメラの実に水を注ぎながら、
手作業で絞っていく（写真 3）。絞ったものを 3
度程絞り直して、ブアメラソースが出来上がった。
このブアメラには βカロテンと脂肪分が豊富に含
まれており、現地では薬として用いられることも
あるほど栄養価が高い。また、貴重なものとされ
ており、祝いごとや儀式の際には欠かせないもの
である。

③ブタの登場
　温めていた石が赤く熱されてきた。ここで、こ
の祭りの主役、ブタの登場である。ブタのサイズ
によって値段が決まっており、今回は体調 50 cm
ほどの子ブタ（約 2万円）が用意された。ブタは
頭部と腰を 2人の男性に捕まれた状態で登場し
た。
　と、そこへ弓矢を持った男性が現れた。ブタか
ら 5 cmほど離れた至近距離で心臓を打った（写
真 4）。その瞬間、ブタは大きく暴れ、男性の手
から離れて地面をのたうち回り、口から血を吐き
絶命した。本来は即死であることも多いそうだが、
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今回は弓矢が肺にあたり、緊張性気胸のように
なったようだった。殺されたブタはそのまま燃え
盛るやぐらの所に置かれた。長い木の棒で転がし
ながら、毛皮を焼きはがした。全ての毛皮を剥が

したあと、バナナの葉の上で熱をとった。
　粗熱がとれたところで、ブタの解剖となった。
2人の男性が、薄い石を尖らして作った刃物でブ
タを切り裂いていく。その手順がなんとも手馴れ

写真 1　豚と人が同じ所を歩いている様子 写真 2　村人の正装とやぐら（お手製の蒸し器）

写真 3　ブアメラを絞っている様子 写真 4　ブタを弓矢で射る様子

写真 5　解剖されたブタ 写真 6　ブタやイモを蒸している様子
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たもので、とても綺麗に解剖されていった。気管・
肺、口～肛門までの消化管がきちんと並べられ、
肉は皮を剥がしある程度の大きさに切り分けられ
た（写真 5）。解剖したブタはバナナの葉に包ん
で後は蒸すだけとなった。

④ブタを蒸す
　解剖している最中にも蒸し場の準備は進んでい
た。まず、直径 1.5 m深さ 50 cmほどの穴を掘り、
その中に草を敷き詰めた。その上に先ほど熱した
石を隙間なく並べ、さらに草を敷きイモ（サツマ
イモ、タロイモ）を敷き詰め、草、石、イモの繰
り返しを行い、一番上に、バナナの葉で包んだブ
タを置いた。その上に草をかぶせ、半円状に形作っ
て、そのまま 1時間ほど蒸した（写真 6）。蒸気
は上に上るので、一番上に最も集まるため、そこ
にブタをおいた。

⑤ブタを食す
　蒸しあがり、草をほどいて、豚とイモを掘り起
こしてバナナの葉の上に並べた。そのころには、
どこからかたくさんの村人が集まってきて、老若
男女みんなでイモとブタを食べた。イモはいわゆ
る蒸しイモで真っ赤なブアメラソースと共に頂い
た。ブタは、少し生焼けのようなところもあった
が、十分に火が通っているようなところを食べて
みると、まさしくよく知っている豚肉であった。
先ほどまで生きていたブタを食べていると思う
と、本当に「（生命を）いただきます」と心から
言えるような気がした。村人たちは、骨の髄まで
食べつくす勢いで、綺麗にブタを食べ尽くしてい
た。さらに、一方では家畜のブタや犬が豚肉になっ
たブタの残りを食べており、動物のたくましさと
いうか、むごさというか、複雑なものを感じた。
まさしく一匹丸ごと食べ尽くすという状況であっ
た。
　現地の人はこうやって大切に育ててきた豚を殺
して食べることで、命の大切さというものを子供
の頃から自然と学んでいるのだろうと思った。

4．おわりに
　最初に述べたように、ソロバ村で過ごした 1週
間で、ブタというものをとても身近に感じた。い
かにブタが大切なものであるかは、話を聞いたり、

村人のブタへの扱いを見たりして、何となく感じ
ていた。しかし日に何度も見かけ、当り前のよう
にブタが目の前を横切る、まさしくブタとの共存
生活の中で、道に無数に落ちているブタのフンを
疎ましくこそ思えど、ブタ＝絶大なものであると
いう感覚を共感するには到らなかった。
　しかし、調べていくにつれブタはニューギニア
高地住民にとって随分昔から関わってきた家畜で
あることが明らかになった。いや、家畜というに
はあまりにも申し訳ない、いわゆる家族同然と
いっても過言ではない付き合い方をしてきたので
ある。ブタがいたことで、争いがおさまり、死者
を弔うことができたのであろう。とすると、まさ
しく住民にとっては「ブタ様様」である。そのよ
うな生活を営むなかで、子供たちは知らず知らず
のうちに自然の摂理や生命の尊さ・有難さ、そし
てお金の大切さをブタから学び教えられている。
　このように、村人が「ブタに足を向けては寝ら
れない」のには、明確な理由が存在し、長い歴史
の中で村人とブタは切っても切り離せない関係を
築いてきたのだ。しかし、ソロバ村でも昨今急速
に近代化が進み、ほぼ裸という正装をしながらス
マートフォンを操る姿も決して珍しくはない時代
になってきている。そのように便利になる一方で、
今後も今あるブタとヒトの良き関係が失われない
ことを願う。

　最後になりましたが、今回の論文作成にあたっ
てご指導頂きました、藤澤道子先生、エヴァ・ガ
ルシア先生、瀬口春道先生、木村友美先生をはじ
め、諸先生方に、深く感謝致します。有難うござ
いました。
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Summary

Soroba Village, Pigs and Pig Festival

Chihiro Ebashi

Kochi Medical School

    In Soroba village, people and pigs walk on the same road and drink water from the same river. Pigs are 

important to them as a part of their family. It is quite different from Japan. So, I discussed why pigs are 

important for them. I also described the pig festival that I have experienced in the village.




