特集和食とは何か

日本納豆とアジア納豆

―― おかずか調味料か？
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納豆ほどイメージが固定化されている食べ物はない

用されるだけでなく，うま味調味料としても使わ

だろう。納豆と言えば，稲ワラでつくられ，ネバネ

れている（図 2）。

バと糸を引き，醤油をかけてかき混ぜてご飯と一緒

日本でつくられている糸引き納豆（以下，「日本納

に食べるおかずと考えられている。しかし，アジア

豆」と記す）
は，ご飯のおかずとしての利用に特化

各地の納豆は，形も，つくり方も，そして食べ方も

している。かつて「日本納豆」は，枯草菌が付い

日本の納豆とはまったく異なる。アジアの納豆を知

ている稲ワラでつくった苞に煮大豆を入れて発酵

ると，納豆のイメージが覆される。さらに，日本の

させていたが，現在は，培養された納豆菌（枯草菌

納豆の特異性にも気付かされるのである。

の 亜 種 Bacillus subtilis subsp. subtilis）を ふ り か け て つ く

つと

られている。
アジアの伝統的な「うま味文化圏」は，
「穀醬

納豆，味噌，醬油，魚醬は，いずれもうま味成

卓越地帯」と「魚醬卓越地帯」に分けられる（図

分のグルタミン酸が多く含まれており2，
「うま味

1）。
「穀醬卓越地帯」には，豆 豉，醬油，味噌な

文化圏」を議論するのであれば，調味料として使

どの大豆発酵食品が，そして「魚醬卓越地帯」に

われている「アジア納豆」も加えた議論がなされ

は，魚醬や塩辛などの魚介類発酵食品が発達した。

るべきであろう。そこで本稿では，
「穀醬卓越地

アジアの食文化に関する議論は，これら 2 つの

帯」と「魚醬卓越地帯」の境界に「アジア納豆地

うま味文化圏の存在抜きにして語ることはできな

帯」が成立した背景と納豆の生産に必要となる枯

いと言っても過言ではない。

草菌を供給するための植物利用に着目して，
「ア

1

とう し

しかし，
「穀醬卓越地帯」と「魚醬卓越地帯」

ジア納豆」の特徴を述べるとともに，稲ワラ（もし

の境界に広がる照葉樹林地帯には，穀醬でも魚醬

く は 稲 ワ ラ か ら 培 養 し た 枯 草 菌）
しか使われていない

でもない，うま味調味料が存在する。それは，大
こ そう きん

「日本納豆」の特異性について考えてみたい。

豆を枯 草 菌（Bacillus subtilis）で発酵させた納豆であ
る。この地域を本稿では，
「アジア納豆地帯」と

「アジア納豆」はいかにして生まれたのか

称し，そこでつくられている納豆を「アジア納
豆」と呼ぶことにする。
「アジア納豆」は，稲ワ

「穀醬卓越地帯」
における納豆

ラではなく，さまざまな植物の葉に付いている枯

「穀醬卓越地帯」で主に利用されている調味料

草菌を利用して大豆を発酵させ，おかずとして利

は，大豆に麴菌を接種してつくられている。麴菌

きくきん

の一種である黄麴菌（Aspergillus oryzae）でつくる豆豉
Japanese Natto and Asian Natto : Is it side dish or seasoning?

Satoshi YOKOYAMA
s-yokoyama@nagoya-u.jp
http://www.geog.lit.nagoya-u.ac.jp/yokoyama/

1228

KAGAKU

Dec. 2018 Vol.88 No.12

せいみんようじゅつ

（530
の製法について，中国最古の農書『斉民要術』
～550 年頃）には，温度の調整ができないのなら，

むしろ冷えすぎるほうがよく，熱いと腐って強烈

図 1―うま味文化圏
東アジアに広がる「穀醬卓越地帯」と東南アジアに広がる「魚醬卓越地帯」に分
けることができる。しかし，その境界地域では，納豆の利用が見られる「アジア
納豆地帯」が位置している。
（出典：文献 1 を加工修正）

な臭いが放たれ「泥状」になり，ブタもイヌも食

ブタもイヌも食べないような豆豉の失敗作が納豆

べない，と記されている。
「泥状」とは，枯草菌

になったとは考えられない。筆者は，現在見られ

に汚染されてベタベタになってしまう状態だと考

る「アジア納豆」の製法を見ると，失敗した豆豉

えられる。日本でも，麴菌の仕込み温度には非常

を食べ始めたのではなく，良い味の納豆ができる

に気を使っており，30℃ 以上になる夏季は枯草

ような枯草菌を積極的に選んでつくり始めたもの

菌による汚染が激しいため，かつては麴の仕込み

だと考えている。

は冬や春の始めに行われていた 。すなわち，麴

それぞれの気候条件の下で最も適したうま味調

づくりの歴史は，枯草菌との戦いであったことが

味料が発達した結果，温帯の東アジアには麴菌を

わかる。

接種した大豆発酵食品が発達し，「穀醬卓越地

3

まめびしお

豆醬や豆豉のような麴菌を使った大豆発酵食品

帯」南端にあたる亜熱帯には，厳しい温度管理が

は，日本や朝鮮半島などに伝播したが，温度管理

不要な枯草菌を用いた納豆が発達した。ただし，

の面で，亜熱帯気候の中国南部では難しかっただ

「アジア納豆地帯」では，納豆しか生産されてい

ろう。したがって，
「穀醬卓越地帯」南端に位置

ないわけではなく，温度管理ができるようになっ

する「アジア納豆地帯」では，麴菌で発酵させた

た現在では，豆豉も生産されており，穀醬と納豆

豆豉などではなく，簡単につくることができる枯

の両方が使われる地域となっている（図 2-a）。

草菌で発酵させた納豆が生まれ，それが調味料と
「魚醬卓越地帯」
における納豆

して利用されたと考えられる。
納豆の起源について論じた吉田集而は，豆豉を

現在，東南アジア地域は，
「魚醬卓越地帯」と

つくる時の温度管理に失敗して枯草菌がついてし

位置づけられている。たとえば，タイでは，魚醬

まったものが現在の納豆だと述べる 。しかし，

（ナムプラー），魚の塩辛（プラーラー），小エビ塩辛ペ

4

日本納豆とアジア納豆
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（c）

（d）

（e）

（f）

図 2―アジア納豆
ラオマンガー
（a）
2015 年，中国雲南省芒市の市場。手前左は，乾燥させた調味料納豆。手前右は，中国でポピュラーな老干媽豆豉。左奥は，豆醬。
（b）2016 年，ベトナム・ソンラー省。モチ米に付けて食べるひき割り状納豆。手動の肉用ミンチ機で挽く。
（c）
2014 年，ミャンマー・シャン州タウンジーの市場。さまざまなサイズの乾燥センベイ状納豆。同じ店で「味の素」が売られてお
り，納豆が調味料であることがわかる。
（d）2014 年，ミャンマー・カチン州プータオ。食べるときには，醬油ではなく，塩やトウガラシなどの香辛料，そしてネギやニンニ

クなどを混ぜる。
2009 年，タイ・チェンマイ県。手前が竹カゴにチークの葉を敷いて発酵させる方法。奥が，バケツの中に竹カゴを置き，中にプ
（e）
ラスチック・バッグを入れて発酵させる方法。
（f ）
2009 年，ミャンマー・カチン州バモーの市場。イチジクの葉で包んで発酵させた納豆。

ースト（ガピ）などの魚介類発酵調味料が広く利用

てタンパク質豊富な納豆（トゥアナオ）が調味料とし

されている。しかし，その消費量には地域差があ

て利用されている5, 6。

り，タイ北部では，魚介類発酵食品の利用が少な

魚の塩辛のような発酵食品は，モンスーンの影

く，その代替として，安く，入手しやすく，そし

響で夏に大量の降雨があり，河川が氾濫する東南
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アジア大陸部の低地で発祥した7。そこは，天水

人々が住む地域を除き，すべての地域で見られる。

田稲作が盛んな地域で，河川の氾濫水が天水田に

また，ラオス北部では，ひき割り納豆を麺にトッ

流れ込むので，水田漁労が盛んである。また，氾

ピングする食べ方も見られる。もう一つは，セン

濫水が引く時に仕掛けを設置することで大量の魚

ベイ状に乾燥させて，料理の調味料として使う方

が得られる。特定の季節に漁獲が偏る地域におい

法である（図 2（c））。高温多湿の環境では，納豆の

て，魚が捕れない季節でも貴重なタンパク源であ

発酵が進み過ぎてアンモニア特有の腐敗臭が発生

る魚を食べられるように貯蔵する方法が考え出さ

するので保存が難しいが，発酵を止めるために乾

れた。それが，塩とデンプン（米など）で魚を乳酸

燥させることで長期保存を可能としている。

発酵させる技術であった。

このような「タイ系」の納豆は，ミャンマーで

しかし，タイ北部のような山地部は，河川が氾

はタイ系諸族だけではなく，パオ，チン，インダ

濫する低地とは異なり，大小の河川によって刻ま

ーなど，他の民族にも伝播しており，特定の民族

れた V 字谷と盆地の世界である。谷底や盆地で

の調味料という位置づけではなく，地域で日常的

は，天水田ではなく，河川に堰をつくって水路を

に使われる調味料となっている。

引く灌漑稲作が行われている。雨季に大量の漁獲

「カチン系」の納豆は，
「日本納豆」と見た目も

が得られない環境で，山地住民が選択したのは，

味もほとんど同じであり，しかもご飯のおかずと

水田裏作で栽培する大豆の利用であった。特に，

して食べる点も共通している（図 2（d））。また，糸

タイ・ヤイ（シャン）の人々が住むタイ北部からミ

引き納豆だけではなく，納豆を潰して円柱状に整

ャンマー東部にかけての「アジア納豆地帯」では，

えて半乾燥させた調味料として使う納豆もつくら

多種多様な納豆がつくられており，日常的に納豆

れている（図 2（a））。
「カチン系」の納豆は，副食と

が調味料として利用されている。

調味料の両方の利用が見られる。

「アジア納豆」
の製法と利用

と植物利用
「アジア納豆」
「タイ系」の納豆は，糸引きは弱く，竹カゴの

「アジア納豆」は，主にタイ系諸族の人たちが

内側に植物の葉を敷いて煮大豆を入れたり，肥料

住むベトナム北部，ラオス北部，タイ北部，ミャ

袋のような通気性のあるプラスチック・バッグに

ンマー・シャン州，中国雲南省シップソンパンナ

煮大豆を入れたりして発酵させている（図 2（e））。

ーの「タイ系」
，そしてミャンマー・カチン州お

枯草菌の供給源として，チーク，フタバガキ科フ

よび中国雲南省・徳宏地域を中心とした地域の

タバガキ属，クズウコン科フリニウム属，バナナ，

「カチン系」に分けられる。それぞれの製法と利

シダの葉などの植物が複数の地域で使われている。

用方法には，表に示すような違いが見られる。以

一方の「カチン系」の納豆は，強い糸引きがあ

下，この表にもとづいて説明を加えていくことに

り，主に少量の煮大豆を植物の葉に包んで発酵さ

したい。

せている（図 2（f））。枯草菌の供給源として，クズ
ウコン科フリニウム属，クワ科パンノキ属，クワ

「アジア納豆」の利用方法

科イチジク属が多く使われている。いずれの地域

「タイ系」の納豆は，調味料として使われるこ

においても，生産者の居住地近くに自生している

とが多い。納豆の形状と利用方法は，大きく 2

大きな葉の植物を採取して使っている。

つに分けられる。一つは，トウガラシ，塩，香菜

プラスチック・バッグでつくる方法は，「タイ

などを混ぜて，ひき割りに加工してから，主食と

系」でも「カチン系」でも，商業的に納豆を生産

なっているモチ米につけて食べる利用である（図 2

している人々に多く採用されている。菌の供給源

（b）
）
。これは，モチ米を主食としないシャンの

となる植物を使わなくても，納豆をつくる場所や
日本納豆とアジア納豆
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カチン系

タイ系

系

場所

民族

ソンラー省イェンチャウ県チェンパン地区
ソンラー省イェンチャウ県ヴィンロン地区

ミャンマー
ミャンマー
ミャンマー

ジンポー

徳宏タイ
徳宏タイ
ジンポー
パラウン

中国
中国
中国
中国

雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州芒市
雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州瑞麗市
雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州瑞麗市
雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州瑞麗市

ラワン
ラワン
リス

ミャンマー カチン州プータオ県マッチャンボー郡区
ミャンマー カチン州プータオ県プータオ郡区
ミャンマー カチン州プータオ県プータオ郡区

カチン州プータオ県プマッチャンボー郡区

ミャンマー

ヨー（ビルマ系）

ジンポー
ジンポー

マグウェ管区ガンゴー県ソー郡区

ムン・チン
チン・ボン

ミャンマー カチン州ミッチーナ県ワインモー郡
ミャンマー カチン州プータオ県プータオ郡区プータオ市

ミャンマー

ミャンマー チン州ミンダッ県ミンダッ郡区
ミャンマー マグウェ管区ガンゴー県ソー郡区

シャン

シャン州ロイレン県ロイレン郡区

シャン州タウンジー県タウンジー郡区
シャン州タウンジー県ヤッサウ郡区
シャン州タウンジー県ニャウンセー郡区

ミャンマー

枯草菌の供給源

納豆の形状

なし
クワ科イチジク属（Ficus spp.）
／チーク（T. grandis）
クワ科イチジク属（Ficus spp.）
クズウコン科フリニウム属（P. pubinerve）

spp.）

クワ科イチジク属（Ficus spp.）
クワ科パンノキ属（Artocarpus lakoocha）
クズウコン科フリニウム属（P. pubinerve）
とクワ科パンノ
キ属（Artocarpus spp.）
なし
なし
クズウコン科フリニウム属（P. pubinerve）
とバナナ
（Musa

バナナ（Musa spp.）
チーク（T. grandis）
ヤンバルナスビ（Solanum erianthum）

調査年

ひき割り
ひき割り

2015 年
2015 年
2015 年
2015 年

熟成ひき割り

2014 年

粒，乾燥センベイ
粒，半乾燥円柱
粒
粒

2014 年
2014 年

粒
粒，乾燥センベイ

2014 年
2014 年
2014 年

2014 年
2014 年

乾燥センベイ
粒，乾燥センベイ
粒

2014 年

粒，乾燥センベイ

粒
粒

2014 年
2014 年
2014 年

粒，乾燥センベイ
粒，乾燥センベイ
乾燥センベイ

2014 年

2009 年

2014 年
2009 年

2016 年
2016 年

2007 年
2013 年

ひき割り
乾燥センベイ

ひき割り，乾燥センベイ 2009 年
ひき割り，乾燥センベイ 2009 年
ひき割り，乾燥センベイ 2009 年
ひき割り，乾燥センベイ 2009 年
ひき割り
2007 年

なし
粒
なし
乾燥センベイ
フタバガキ科フタバガキ属（D. tuberculatus）／チーク
（T. 乾燥センベイ
grandis）
シダ植物／稲ワラ
乾燥センベイ

バナナ（Musa spp.）
なし

なし
クズウコン科フリニウム属（Phrynium pubinerve）

チーク（T. grandis）
なし
フタバガキ科フタバガキ属（Dipterocarpus tuberculatus）
なし

チーク（Tectona grandis）

パオ
シダ植物
パオ
なし
インダー（ビルマ系） なし

シャン
シャン
シャン

タイ・ダム
タイ・ダム

ミャンマー シャン州タウンジー県タウンジー郡区
ミャンマー シャン州ムーセー県ナンカン郡区
ミャンマー シャン州ラーショー県ティエンニー郡区

ベトナム

ベトナム

タイ・ルー
タイ・ルー

ルアンナムター県シン郡
ポンサーリー県ブンヌア郡ヨー地区

コンムアン

ラオス
ラオス

チェンマイ県メーテン郡メーホープラ地区

メーホンソン県パーイ郡トゥンヤオ地区
タイ・ヤイ
メーホンソン県パーンムー郡ムアン地区
タイ・ヤイ
メーホンソン県クンユワム郡ムアンポーン地区 タイ・ヤイ
ルアンナムター県シン郡
タイ・ヌア

国

タイ
タイ
タイ
ラオス

タイ

表―「アジア納豆」の特徴
ひき割りと乾燥センベイの形状は，調味料として使われ，粒の形状はおかずとして使われることが多い。

道具には，耐熱性の枯草菌が付着しており，煮大

稲ワラから純粋培養した納豆菌である。しかも，

豆をプラスチック・バッグに入れて置くだけで納

独自で菌を開発している大手納豆メーカー以外は，

豆ができあがる。ほとんどの生産者は，かつて植

宮城野株，成瀬株，高橋株のいずれかで納豆を生

物の葉を使って納豆を生産していたが，植物を入

産している状況である。

れなくても発酵することに気付き，プラスチッ

稲ワラから純粋培養した納豆菌を使う生産方法

ク・バッグを使う簡易的な方法へと変化したので

は，1920 年代に北海道大学の半澤洵によって提

ある。

案された。しかし当時は，家族経営の小規模生産
者による稲ワラを使った納豆の生産が大半を占め，

「日本納豆」
の特異性

納豆菌を購入してまで納豆をつくる生産者は限ら
れていた。ところが，1950 年代にネズミの糞尿

江戸末期から納豆はご飯のおかずになった

で汚染された稲ワラでつくられた納豆を媒介して，

日本においては，醬油と味噌の原型である醬と

サルモネラ属菌によって死者を出す食中毒が頻発

未醬，そして豆豉が奈良時代には調味料として根

した。これをきっかけに，食品衛生法の一部が

付いていた 。よって，枯草菌で発酵させた納豆

1957 年に改正され，納豆製造業が都道府県によ

が調味料として使われることはなかった。しかし，

る許可営業制へと変更になった。衛生基準を満た

古代の納豆についての史料は，ほとんど残されて

さないような稲ワラを使った納豆生産者は，培養

おらず，詳細はわかっていない。

された納豆菌による納豆生産に転換せざるを得な

みしょう

8

近世以降は，納豆についていくつかの記録が残

い状況がつくり出された。すなわち，法の施行を

（1713 年）
っている。『和漢三才図会』
によれば，納

契機として，安全性と品質を追求した結果，納豆

豆は納豆汁として利用されていたことがわかって

の生産に使われる菌の品種多様性が見られなくな

いる。これは，味噌と同じような調味料的な使い

ったのである。

方と言える。しかし，江戸末期になると，納豆汁

一方の「アジア納豆」は，さまざまな形状に加

が衰退し始める。江戸の生業を記した『世のすが

工され，菌の供給源も日本と比べると多様である。

「タイ系」の納豆は，センベイ状に加
た』という随筆には，天保（1831～45 年）あたりから， たとえば，
納豆汁用の潰した納豆が売られなくなり，粒状の

工して乾燥するので，糸引きは邪魔となる。よっ

納豆ばかりが売られるようになったことが記録さ

て，糸引きの弱い種類の枯草菌を選択して利用し

れている。さらに，江戸末期に書かれた百科事典

ていると考えられる。菌の分析など行っていない

の『守貞謾稿』には，かつて冬の食べ物であった

現地では，味や加工のしやすさなどを基準にして，

糸引き納豆が夏にも売られるようになり，また納

長い年月をかけて表 1 に示すような植物の葉が

豆に醬油をかけて食べることが記されている。現

選ばれている。

もりさだまんこう

在のように納豆がおかずになったのは，約 200
年前の江戸末期頃と考えられ，その歴史は浅い。

稲ワラ利用に対する疑問
日本では，納豆をつくるのに稲ワラしか使われ

納豆中毒と法規制

てこなかったのはなぜだろうか。ワラは包むとい

「日本納豆」の形状は，粒状の糸引き納豆以外

う用途には不向きである。我々の周囲には，包む

に，
「ひき割り納豆」があるだけである。例外と

のに適した大きな葉がいくらでもあり，それらに

して，山形置賜地方に麴を混ぜた納豆，茨城や熊

も枯草菌は付着している。
「アジア納豆地帯」で

本に干し納豆が見られるが，一部の地域だけでつ

もミャンマー・シャン州で稲ワラを使って納豆を

くられている地域限定の納豆である。どのような

つくっている地域があるが，そこの生産者は，シ

形状であれ，「日本納豆」に使われているのは，

ダでつくった納豆のほうが美味しいので，シダが
日本納豆とアジア納豆
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あれば稲ワラは使わないと言う。日本人は，ミャ

北部やラオス北部でも見られる。リージョナル・

ンマーの人が，シダより美味しくないと言う稲ワ

スケールでの流通の進展により，うま味調味料と

ラの納豆を伝統食として食べていることになる。

して使われる「アジア納豆」は，安くて美味しい，

我々の祖先は，納豆をつくるために，いろいろ

魚醬や MSG のようなうま味調味料に置きかわっ

な植物を試した結果，稲ワラだけを使うようにな

てしまうのかもしれない。
「アジア納豆」の利用

ったのであろうか。それとも，稲ワラ以外を試す

頻度の減少は，「アジア納豆地帯」の食文化の変

努力を怠ったのだろうか。現在，それを知る術は

化にもつながる可能性があるが，これまで納豆を

ない。しかし，「アジア納豆」と比較すると，日

調味料として使う「納豆食文化」については議論

本の納豆だけが，極めて工業化され，しかも利用

されていない。納豆の研究には，解明すべき課題

方法の多様性にも欠けた特異な状況であることに

がまだ多く残されている。

気付かされる。
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ま味文化圏」と重なっていないヒマラヤ地域（イン
ド北東部，ブータン，ネパール）
にも広がっている。し

かし，ヒマラヤ地域の納豆に関しては，他地域と
の比較研究の蓄積がほとんどない。ヒマラヤ地域
は，穀醬でも魚醬でもなく，チーズが調味料とし
て使われている。この地域に納豆が成立した過程，
そして現地の食文化における納豆の位置づけなど
は，乳加工品との関係も考えなければならず，未
だ解明できていない。
また近年，「アジア納豆地帯」では，穀醬，魚
醬，納 豆，グ ル タ ミ ン 酸 ナ ト リ ウ ム（Monosodium
glutamate: MSG）などのうま味調味料との競合が見ら

れる（図 2（c））。筆者が 2014 年に調査を行ったミャ

横山 智

ンマー内陸部のチン州では，市場の人も実際に納

究科地理学・水文学専攻中退。博士
（理学）
。熊本大学准教授を

豆をつくっているムン・チンの女性も，最近はヤ
ンゴンから入ってくる小エビ塩辛ペスート（ンガ
ピ）が安く買えるから，村で納豆をつくる人は少

なくなったと言っていた。魚介類発酵食品と納豆
との競合は，ミャンマーの山地部に限らず，タイ
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