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あることが判明した（図３)。この板海苔状製品

は，当初ゴマの利用などから韓国独特の味付け海

苔の製法を模倣したものではないかとも推測した

が，のちに現地で加工工程を詳しく観察すること

で，日本や韓国の板海苔類とはまったく異なるこ

とがわかったｃ初めて調査に入った2004年１２月

から今年まで，何度もラオスやその周辺国の調査

をおこなったところ，もともとはメコン川に乾季

に繁茂するカワシオグサ（＝カモジシオグサ）を

食用にする`慣習が，中国雲南省の少数民族タイ族

の南下とともに伝播し，ラオス北部の旧都ルアン

プラパンで見られるような板海苔状食品（＝カイ

ペーン）として加工されるようになったことが判

明した。しかも，さらに奥地のラオス北部地域や

ミャンマー，雲南省南部では原藻を乾燥させるだ

けの加工しかおこなわれておらず，ルアンプラパ

ンでの加工法は非常に独特・特殊のものであるこ

とがわかり，またタイ北部のある村では原藻の貯

蔵や加工工程にもさらなる機械化の導入が進んで

いることもわかった。

原藻は淡水産緑藻類シオグサ目，シオグサ科，

シオグサ属，カモジシオグサであり，栄養分析か

らは，原藻自体がタンパク質含量，脂質，灰分

(無機質）およびアミノ酸組成などでも，総合的

に他の緑藻類に比べて栄養学的にすぐれており，

人間の食用としても，メコン川に模む希少種メコ

ンオオナマズの餌としても重要であることが明ら

はじめに

ラオスで民族学的調査をされていた国立総合地

球環境学研究所の研究者から，メコン川畔のルア

ンプラパン（ラオス北部）の市場で購入されたと

いう「カイペーン」と称する板海苔状製品を，

2002年にいただいた。これは深緑色をしたもの

で，表面にトマトやニンニクの乾燥物がはりつい

ていて，ゴマが多量にふってあり，海苔自体にも

味がついていた（図1,2)。演者が顕微鏡で詳し

く調べたところ，いわゆる日本の「カワノリ」で

はなく，淡水産緑藻類のシオグサ属植物が原料で

図１カイペーン〈ｶﾛｴ途中の半生状のもの：表面に

トマト、ニンニク，ゴマがかかる）
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図２カイペーン（乾燥して市販されている製品の表

面：表面にトマトニンニク，ゴマがかかる）

図３カイペーンの顕微鏡写真（細胞が分岐した繊維

状で，カワノリではない）
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かになった。

今回は，ラオス北部ルアンプラパン周辺でのカ

イペーンの加工工程を詳しく紹介し，またカイペ

ーン以外のシオグサの食用利用についても述べる

とともに，ラオスの人々の生活や淡水産シオグサ

の利用の変遷・将来性についてもお話ししたい。

ルカイペーン（ラオス産シオグサの板海苔状製

品）の採集・加工工程

ルアンプラバンでは，淡水緑藻類シオグサ属植

物カワシオグサ（ラオス語：カイ）を板海苔状に

した製品（ラオス語：カイペーン）が市場などで

広く売られている。この周辺地域でのカイペーン

採集．加工工程（１）～（１０）についての詳細な観

察や聞き取り調査結果を記述する。

(1)シオグサの採集

ルアンプラバンやその周辺では乾季（１１月～４

月）に河川水量の減少とともに濁りがなくなり，

川底まで太陽の光がとどき，シオグサが光合成で

きる状態になった場所から，その生育が確認でき

るようになる。この生育域はまず山間の支流域で

確認され，しだいに下流域に広がり，乾季の終わ

')ごろにはメコン川本流域でも見られるようにな

る｡また人口の少ない支流の上流部のほうが人間

の生活汚水などの影響を受けにくく，清浄な藻体

が収穫できることもあり，最近のカイペーンの原

藻採取は川底が大量のシオグサで緑色一色になっ

た支流上流域でもっぱらおこなわれている。すな

わち，ルアンプラパンでは乾季にのみ採取するが，

11～１月はカーン川やウー111といったメコン111の

支流で採取されたものを，また２～４月はメコン

111本流で採取されたものを使用するｃカイペーン

作りにあたって，原藻の出たてのころは自分たち

で近くの支流域で採取するが，最近は品質のよい

とされるウー川で採取された原藻を職人している

という。

採集方法だが，浅いところでは腰まで川に入っ

て旅にとるが，深い場所では小舟を使用して，潜

水により採取する。原藻の販売が中'し､のウー川上

流の村では一家総出の採集であるが，ふつうラオ

スでは，一般的には女性や年寄りの仕事であり，

潜水は子供たちがおこなう。

シオグサ藻体（原藻）は，生育形態や利用方法，

さらには民族により名称が異なり，多い場合には

１０種類ほどにも区別されている。カイペーンに

利用される種類は，比較的清浄な場所に生育し，

藻体が髪の毛のようにまっすぐで長く，つややか

で緑色の濃いものが選ばれている（図４)。これ

らを家族総出で，早朝から夕方までほぼ一日中，

図４カイペーンの原藻（ラオス・カーン川産で力イ

ペーンカロエ用）

河川で採集する。藻体（原藻）販売が中`し､のウー

川上流の村では年間に20t近くも｣|又穫している。

(2)水洗と異物除去

藻体を採取直後に河川水で何度も洗い，村に持

ち帰ってからも丁寧に異物（泥，珪藻，水生昆虫，

ゴミなど）を除去する。この作業が，カイベーン

作りの一連の作業の中で一番時間と手間がかかる

という。竹製のザルに入れて少し乾燥させた原藻

のなかで，カイペーンの生産に向かない品質の悪

いものをよりわけて捨てるが，２０％ほどは捨て

られるという。原藻の品質が加工製品であるカイ

ペーンの品質にもかなり影響するということで，

成熟して黄色になった藻体は加工しても品質が悪

いので見向きもしない｡付の中にはとくに品質の

よいカイベーンを特定のレストランに納入する契

約をしている人もいる。

(3)原藻の仕分け

カイペーンを作りやすいようにシオグサの原藻

は湿重量約2009の束に仕分けされ，３束で１枚の
カイペーンがつくられる。

(4)展開

カーと呼ぶ単子葉植物の葉で編んだ枠（屋根材

と同じ材質，形態であるが，大きさが異なる）に

シオグサ原藻を全体に厚さが均等になるように広

げる。市販用には３５ｃｍ×３５ｃｍ，あるいは３０

ｃｍ×３５ｃｍなどそれぞれ村ごとに規定の大きさが

ある。最初は枠に印をつけたり，紐で長さを測定

しながら藻体を展開するが，慣れてくると以前に

作った藻体の跡から目分量で展開する。自家消費

用には大きさの制限はなくて，枠も適当で，ない

ときは麻袋などを代用にしている。次の段階の前

段階として簡単な仕事のため，子供たちがやって

いる場合がある。
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鰯
図５カイベーンの製造（原藻を枠に広げ，たたいて

整形している。白い容器にはすでに混合された調

味液が入っている｡）

図６添加材（ニンニク）をスライスする（トマトや

ネギを加えることもある）

M1辮僻r』１．灘
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繍鰻(5)調味液による味付けと整形

直前に作られた調味液（化学調味料，塩，タマ

リンドや果実の汁などの混合液：後出）をシオグ

サ原藻の上にふりかけ，長いササラのような棒

(ヤシの葉の軸の部分を束ねてつくられている）

でシオグサ原藻の表面を何度もたたきながら，藻

体に液をしみこませていた（図５)。調味液がか

かることでシオグサ原藻全体がしっとりとなり，

たたくことできれいに整形でき，さらに緑藻類の

セルロースが水素結合により互いに結合し，日本

の海苔状にしっかりと枠に付着するようになる。

つまり，棒でたたくことで，味付けと同時にシオ

グサの繊維状の藻体の結合を助け，枠への付着を

補強していることがわかる．

これは大人（ほとんどが女性）の仕事となる。

かな|)の量の調味液を原藻全体にふりかける。余

剰の液は次に作製する予定の原藻にふりかける。

調味液に使う果物として，タマリンド（ラオス

語：マッカーン）以外にラオス語でマッコークと

いう果物のしぼり汁を使用する。さらに塩や化学

調味料も加える。この調味液の混合割合が同じ村

内でも生産者ごとに違い，したがって生産された

カイペーンの味もそれぞれ微妙に違うことにな

る。なおこのあたりのカイペーンづくりでは表面

にゴマを大量にふりかけるが，砂などが混じると

販売価格が下落するので，ゴマから砂をたんねん

によりわける作業をお年寄りがやっている。

(6)添加材（薬味：後出）の添加

整形され，湿った状態のシオグサ原藻上に，ま

ずゴマが適量振り掛けられる。空き缶の底に釘で

穴を開けたものでゴマをふりかける工夫もみられ

る。さらに，薄くスライスしたニンニクやトマト

図７添加材（ニンニク）の添加（添加前にすでにゴ

マが振られている）

を適量，藻体上にばらまくようにふりかける（図

6,7)。さらに，場合によっては短く切ったネギも

加えることがある。また，トマトを載せると保存

中に腐りやすいので載せない場合もあるし，注文

主の希望で薬味の種類を決める場合もある。自家

消費用の場合には，薬味はゴマだけ，あるいは何

ものせないものもある。

(7)天日乾燥

整形した原藻を減せた枠を太陽のあたる場所に

たてかけて，天日乾燥する（図８)。乾燥時間は

ほぼ半日である。乾燥をしている問につぎのシオ

グサ原藻の採集にでかける。天候によっては，ざ

らによく乾燥させるために２日ほど天日で乾燥す

る場合もある。製造にかかわる家族の数により作

製枚数が異なるが，１軒当たり１日３０～１００枚程

度を生産している。

(8)はぎとり

午前10時ごろから乾燥し始めたものは，午後４

時ぐらいには乾燥が完了している。乾燥が完了し
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図９調味液の材料①：タマリンド（酸つば味を出す

ために生のものを使う）

図８カイペーンの乾燥（ほぼ半日で乾燥する。これ

にはネギも添加されている｡）

たものを枠からはぎとる。このとき枠のカーの葉

を少しずつずらしながらはぎとることで，製品が

破れずにきれいにはがれる。しかし，一般にはぎ

とりはむずかしく，枠の草（ラオス語でカー）の

一部が製品の裏に残ることがある。

(9)包装

乾燥したノリ状製品を５枚あるいは,０枚単位に

まとめて，透明なビニール袋に入れる。

(10）販売

製品をルアンプラバンや大きな町の市場に持ち

込むか，製造している家に商人（仲買人）が買い

取りにくる。買取値段は’枚'’000～１，５００キップ

(lキップ＝約001円）である。

仲買人はルアンプラパンの街で売り子を雇って

市内を流して販売することもある。また，仲買人

がビエンチャンやタイのメコン川流域の街にまで

運搬して販売することもある。

議露

図１０調味液の材料②：マッコークの果実（市場で

売られる，右下の丸い果実。左上にはカーとい

うショウガの－種も見える｡）

燥したものは市場でも市販されているが，甘くて

菓子の代用となる。

マッコークという果実（図10）をしぼって酢

つば味を出す。タマリンドと共用することもある

が，普通はどちらか一方を利用する。生のない時

期には干したものを利用する。

大きな赤い花がさくソムポディー（＝ローレル）

の葉は野菜としても利用されるが，酸っぱい。ソ

ムポーン／ソムポイ，ソムロム，ソムセンカーな

ども生でかじると酢つば味のする葉で，これをタ

マリンド，マッコークと一緒に利用したり，とく

に前者の果実がない時に酢つば味として利用す

る。このような酢つば味の材料が手に入らない時

の代用として，スターフルーツを使ったり，まだ

青い（未熟の）トマトを利用することもある。

ラオスの人たちは，塩はラオス産の塩（図１１）

を利用するとおいしいというが，普通に市販され

ているラオス産以外の塩（工業生産された食塩）

２．調味液と添加材の種類，とくに酢つば味の利

用について

カイペーンの調味液と添加材の材料としては，

タマリンドの実（ラオス語：マッカーンヘナマ

カン)，マッコークの実，各種の植物の葉（ラオ

ス語：ソンポデイー，ソムポーンヘソムポイ，

ソムロム，ソムセンカー)，スターフルーツ，塩，

化学調味料（味の素)，カー（ラオス語，しょう

がの一種)，トマト，胡麻，ニンニク（根・葉)，

ネギ（根・葉）などの多様な種類が使用されてい

る。上記の加工工程と重複するところもあるが，

詳しく紹介する。

タマリンドの実（図9）がラオスではカイベー

ンの酸つば味として一般的に利用される。生のも

のは酸っぱいが，乾燥すると甘味がでる。ラオス

の人たちは生のものに塩をつけて食べる。また乾

４ 
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スライスしたものを適当な間隔でのせていく場合

と，原藻の上でナイフでスライスしながらふりか

けるように加えてゆく場合がある。聞き取り調査

では，トマトを使用すると乾きが悪くなり，場合

によっては腐る原因となることから加えることを

嫌う人もいる。長ねぎやニンニクの場合，根の白

い部分のみをスライスする場合と，少し上の緑色

の茎の部分まで加える場合とがある。

ルアンプラバン郊外の観光村（織物など）で聞

いた話では，カイペーンを注文する人の好みによ

りこの添加材の量,種類を適宜決めているという。

たとえば胡麻だけとか’ニンニクをかけて，トマ

トはいらないというような注文が入るという。

ルアンプラパンの市街や市場で売られているカ

イペーン商品をみると，添加材がニンニク，トマ

トと胡麻の場合がほとんどである。とくにしっか

りした整形で，全体に黒っぽく，胡麻がたくさん

ついているものが高価なようだった。ルアンプラ

パンの市場では，下記のように品質や大きさで値

段の等級が分かれている。（キップはラオスの通

貨単位：10,000キップ＝約１ドル，2006年当時）

ゴマとニンニクだけのもの

（５枚入）：10,000～15,000キツプ

ー般に品質の良いもの

（５枚入）：25,000～30,000キップ

（10枚入）：40,000～50,000キップ

これより安いものは品質が落ちる（添加材の種

類が少ない，ゴマの量が少ない）か，あるいは形

態が不ぞろいであったり，枚数が少なかったりす

るようだ。

齢

図１１調味液の材料③：ラオス特産の塩（エ業生産

の食塩に比べてミネラル分が高い〉
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図１２調味液の材料④：タイ産で輸入された化学調

味料（市場では大量に売られている）
３．近代化の傾向（化学調味料の利用や大きさの

統一，添加物の種類の変化について）

原型と思われる自家用のカイペーンと市販され

ているカイペーンを比較してみると，調味液に最

近化学調味料を利用することが多くなっていると

いう。これは，とくにルアンプラパン市内での市

販の対象となる外国人観光客の味の好みにあわせ

たところが大きい。しかし，かならずしもそれが

おいしいとは限らず，ラオスの人たちは昔ながら

の果物などの素朴な酢つば味と塩だけによる調味

のほうがうまいと感じているらしい｡先述したが，

観光客に売る場合にはどうしても形の統一が必要

になるし，また見た目の綺麗さから，にんにく，

トマト，胡麻の添加が一般的となっているよう

だ。

レストランと直接契約しているカイペーン生産

者からの聞き取りによると，レストランからの指

示で，市場での市販用とは別途に原料のカイを精

を利用することもある。

調味液には，先述の酢つば味，塩に加えて化学

調味料（図12）を加えることがある。これを加

えるようになったのは最近で，カイペーンを卸し

ている町の商人に使用するように指示されている

というｃまた，好みでカー（ショウガの１種）を

すりおろしたものをいれる場合もある。

調味液としては，以上のものに水を加えたもの

を，カイペーンの原藻を整形するときに調味液を

上からかけて，たたきながら液をしみこませる。

そのあとカイペーンの表面にふりかけるようにし

て加える添加材（薬味）として，まず胡麻がある。

これは砂などを除去したあとのものを手でふりか

けたり，空き缶の底を網状にした容器からふりか

ける場合がある。ニンニクやトマト，長ねぎは，

Ｆ
Ｄ
 



鯵坂

選しているという。カイペーンの加工工程におい

ても，近代化や商業化の波により差別化などの変

化がおこりつつある。

った。

さらに2009年１月におこなった雲南省西双版納

(シーサンパンナ）の景江付近での調査では，た

だ原藻を丸い形に薄く敷いて乾燥するだけで，調

味液などはいっさい用いていなかった。たぶん，

このようなものがカイペーンの原型ではないかと

思われる。また，シオグサをこのように食用に利

用するのは，中国の少数民族のなかでもタイ族だ

けであることが判明した。ミャンマー産のものも

形は四角形だが，調味液などでの味付けもなく，

ほぼ同様であった。

これらのことから，中国雲南省に広く分布する

タイ族がメコン川沿いに南下することで，シオグ

サの食用利用がメコン川周辺に伝播し，味付けに

ついてもいろいろなバラエティーが用途によって

開発されたのではないかと考えられる。

４．カイペーンの食べ方

生産地の村ではカイペーンを５ｃｍ×１０ｃｍ程度

の大きさに切り取り，油をひいたフライパンに片

面をのせてあぶるようにして火を通していた。黒

いカイペーンがあざやかな緑色になり，それを御

飯（もち米のおこわ飯）のおかずにしたり，酒の

肴や子供のおやつにしていた。しかし，韓国や日

本の海苔のように，何かものを包んで食べるとい

うことはなかった。

ルアンプラパン市内のレストランで出される場

合には，もっと多めの油で揚げるようにして調理

する。そのままでもカイペーン自体が味付けがし

てあるので少し塩辛いが，さらにそれに甘辛い水

牛肉味噌（チュオポーン）を塗りつけて，食べて

いるようだ。

カイペーンを軽く灸った場合にはまだシオグサ

の繊維質が残った感じで,口中での食感が悪いが，

よく揚げた場合にはその食感が払拭されて，ビー

ルのよいつまみとなるようだ。

７．カイペーンの起源と移動について

中国明朝の「本草綱目」によると河川に生育す

るいくつかの藻類を食用・薬用にしてきたことが

わかる。そのうち髪の毛のように長く，紙のよう

に生産するというもの（チョクリという）が，カ

イペーンの原型をあらわしているのではないかと

推測される。ラオス民族は中国南部からの移動

(南下）にしたがい移動してきたといわれている

ので，中国の風習が民族移動とともに，カイペー

ン加工法もしだいに南方に伝えられてきた可能性

が高い。

さらに，ルアンプラパン付近では紙すきによる

和紙づくりがさかんにおこなわれている。シオグ

サも陸上植物と同じく緑色植物のため紙の繊維と

してリグニンやセルロースが利用できる。また，

｢たたく」という作業によって水素結合がおこな

われて紙の繊維と同じようになって膜状形態の形

で利用できるようになる。さらに，紙づくりでは

その模様として草花を表面に散らすという作業が

おこなわれており，カイペーンでの添加材になる

ニンニクやトマトのスライスを散らせるという形

態がこれと良く似ていて興味深い。

５．シオグサ（カイ・カイペーン）の利用地域

メコン川中部（ラオス北部周辺）でカイペーン

の利用が多い。主に水のきれいなメコン川の支流

および本流で採集される。この周辺地域では，そ

の他の水系でも利用されているようだ。タイ側，

ベトナム側，ミャンマー側に流れ込む水系，中国

南部の雲南地域でも利用されるが，調べた範囲で

は，カイペーンをつくる地域は限定されている。

６．カイペーンの原型について（ルアンナムター

や中国雲南省での調査から）

メコン川の支流域では市販のためにカイペーン

を加工しているところでも，同時に自家用にする

カイペーンが作られている。この場合には，まず

大きさは適当である。市販のものに比べるとかな

り長いものもあり，干す枠の大きさによって違う

ようだ。市販のための専用枠ではなくて，屋根を

葺く材にそのままのせて乾かしている場合もあ

り，また麻袋などにのせて乾燥させているものも

ある。このような場合には調味液としては先述の

ものが利用されるが，表面にのせる添加材は胡麻

だけの場合が多い。ときには胡麻ももっていない

場合もある。中国国境に近接したラオス北部のル

アンナムターでの調査では，非常に原型に近いと

思われるカイペーンが見られたが，かなり塩辛か

８．カイペーン以外のカイの利用法について

カイ（シオグサのラオスでの呼称）の利用方法

としては，先述のカイペーン以外には，モック

(蒸し器を使う），モク（灰の中で蒸す)，ケーン

(スープにいれるハラーム（竹の中で蒸す)，キ

ョウ（刻んでいためる)，オー（煮物＝ヤナンな

し)，ニー（ニョンー乾燥，手でもむ)，ポーン

(ポーク＝粉，手でもむ)，ラープ，チェオなどが

ある。そのうちよく利用される下記の３つの方法

６ 








