
啾が奏でる音楽の旅、鳥の楽園

馬太鞍湿地•
の緑に光り輝くいのち

空高くダンサーさながら
      舞い踊る蝶や蜻蛉たち

友と手をつないで聞いた蛙の声
天使の歌

「夢の中で、幼い頃友と手に手を取って池の端で蛙の鳴き声を聞いたのが思い

出される」、と馬太鞍湿地の環境は限りなく無垢であり、一年中山間の谷川の畔

では各種の蛙が跳び回り、夜中じゅう蛙の声が聞こえます。9月の繁殖期になる

と、蛙同士、競争相手を蹴落とそうと、互いに鳴き比べをします！馬太鞍湿地に

多く見られる蛙にはコアマガエル、アカガエル科のハラブチガエル、ラトウチガエル、ス

ウィンホーガエル、及びアマガエル科のニホンアマガエル、褐色アマガエル、アイフィン

ガーガエル、シロアゴガエル、ナントウアマガエルがあり、これらの蛙はすべて、通常

は馬錫山側の外環道路に身を隠していますが、湿地内でも或いはその身影を見

ることができます。その習性はそれぞれ異なり、コアマガエルとスウィンホーガエルは

比較的観察が難しく、一方シロアゴガエルの繁殖は外環道路傍らに白黄色の泡

のような卵がしばしば見かけられ、また、幾つかの卵が大きな一つの塊となって高い

木の上にぶら下がっていることもあります；可愛らしく色鮮やかな、美しいナントウア

マガエルも、ピンク色の小さな靴下を身に付けよく見かけられる蛙の一つです。

「キィ~~キィ」とバン（水鳥の一種）が池の中で気ままに泳ぎ回り、家族連れが

楽しげに湿地を散策している、これは馬太鞍湿地でよく見られる光景です。密生

した水草の合間には、紅いトサカと白いお腹のクイナの身影が頻繁に往来するの

が見えます。ですが彼らは生まれつき恥ずかしがりやで、人が傍で彼らに注意を

向けたのを察すると、たちまち草むらの間に身を隠してしまいます。このほかにも、

各種の居住鳥及び渡り鳥が湿地の風景の中に良く見かけられます。コシラサギ、

リュウキュウヨシゴイ、ヨシゴイは居住型の鳥です；秋冬になると、一時的に飛来す

るチュウサギ、オオシロサギなどの渡り鳥が稲田の合間を頻繁に往来し、休耕中

の田畑ではタシギ、ダイシャクシギ、コチドリ

等に遭遇することができます。湿地の歩道

を散策すれば、大巻尾が人を恐がりもせ

ずに電線に止まり、オオカンムリワシが空を

旋回するのが見られ、愛鳥家には大きな

驚きと喜びであることでしょう。

キシタアゲハ

モルトレヒアオガエル

小花石竜の尾

台灣萍蓬草

シロハラクイナ

ホザキキカシグサ

アカウキクサ

ホソミシオカラトンボ

交通情報
航空：復興航空、遠東航空、華信航空等を利用し、花蓮空港到着後光  

        復郷まで、更にバス或いはタクシー(約40~50分)を利用。

復興航空電話予約03-8329181*1

遠東航空電話予約02-40666789（携帯電話から直接かける際は02

を加える）

鉄道：花東鐵路利用，光復駅下車で即光復郷に到達。

花蓮バス：花蓮新駅(花東縱谷経由)→光復

マイカー：

北から東－台北からのマイカー利用の場合、雪山トンネルで宜蘭を通過

後、台九線を花蓮へ向けて南下、まず壽豐郷に到着しますがそのまま南

方向へ進み、鳳林鎮を過ぎたら光復郷へ到着。(台九線250KM)

南から東－高雄から屏東楓港へマイカー利用の場合、南迴公路で台東を

経由後、台九線を北上、富里郷へ到着した後そのまま北上し、瑞穗を過

ぎると光復郷へ到着。(台九線250KM)
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宿泊施設

「馬太鞍（Fataán）は鳩豆のことなんですよ」、と阿美族の人々が地元以外の

人に対して親切に釈明するこの鳩豆は、古くから阿美族のこの地での主食の一

つであり、その特徴は、長い時間の放置に耐えられるだけでなく、栄養価も非常

に高く、さらに阿美族の人々にとって縁起物として見なされてきました。古い昔、阿

美族の祖先が光復のこの地へ移動してきたのは、鳩豆が林と成っているのを見た

ためで、そのことからこの地を馬太鞍と名付けたものです。馬錫山の自然に閉ざさ

れ、千百年静かに湧き続ける渓流が絶えずこの地を潤し、芙登渓はくねくねと続

き、ゆっくりとこの地－馬太鞍湿地を育んできました。台湾東岸の花蓮縣中部の

光復郷に位置し、緑の生命の声に耳を傾けられるこの地、ここに暮らす人々は、

大自然の贈り物に常に敬意を払い、感謝しています。晴れた空の陽光はこの緑

満ちあふれた生態系に降り注ぎ、他とは比べようもない美しい緑の光景を体現

し、目まぐるしく移り変わる生命の軌跡が常に、ここ花東縦谷の湿地の中に繰り

返されています。ここ馬太鞍湿地は、その満ち溢れた生命だけでなく、至る所が個

性に溢れています。この湿地において、私達は種族の融合を見るだけでなく、更に

無数の生物と生態系が仲良くお互い共生し合い、四季の儚さが、更にその美しさ

と無欲さを顕にするのを見ることができます。

馬太鞍湿地は、低汚染とその自然環境に

より草花が生い茂り、蝶がその中を舞い飛ぶ

光景が良く見られます。普段見かけられるのは

アゲハチョウ科、モンシロチョウ科とマダラチョウ

の大勢の美女たちです。湿地のランタナ付近

では、常に黄色のアゲハチョウの姿が見られま

す。またその自然生態は更にトンボにとっても

天国であり。春夏と、生命力に満ち溢れる芙

登渓の畔をゆっくり登って行くと、トンボと遭遇

する思いがけない喜びが常にあり、特に、他と

比べようがないほど美しい色をしたホソミシオカ

ラトンボ、彩り豊かなベッコウチョウトンボや善

変トンボとの出会いは、息を呑むばかりです。

均翅亜目のイトトンボではアカナガイトトンボと

コフキヒメイトトンボが常に2枚の翅を閉じて水

辺にひっそりと佇んでいます。運が良ければ、

更に彼らの求婚産卵時の軽妙な舞い姿を観

察できることでしょう。

黃緣螢

和名 学名
ヒメアマガエル Microhyla ornata
タイワンハラブチガエ
ル

Rana adenopleura

ラトウチガエル Rana latouchii
ハナサキガエル Rana narina swinhoana
リュウキュウカジカガ
エル

Buergeria japonicus

ムクカジカガエル Buergeria robustus
アイフィンガーガエル Chirixalus eiffingeri
シロアゴガエル Polypedates megacephalus
莫氏樹蛙 Rhacophorus moltrechti
キシタアゲハ Troides aeacus
バン Gallinula chloropus
シロハラクイナ Amaurornis phoenicurus
クロガシラ Pycnonotus taivanus
リュウキュウヨシゴイ Ixobrychus cinnamomeus
ヨシゴイ Ixobrychus sinensis
オオジシギ Gallinago gallinago
クサシギ Tringa ochropus
コチドリ Charadrius dubius
アカウキクサ Azolla pinnata R. Brown
包・箭竹 Pseudosasa usawai
ホザキキカシグサ Rotala rotundifolia (Wallich ex Roxb.) 
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自分から食べられたい魚
~巴拉告(Palakaw)の生態と捕獲

杜崙とは「阿美族の麻糬(餅)」と呼ばれ。客家麻糬とは異なった作り方で非

常に原始的で簡単なものです。もち米を蒸し、それから「塔里」木臼に入れて

力を入れて木杵でまんべんなく突き叩きます。次第に粘着性が増しますが、

香り良く弾力の良い食感を持つ杜崙を作るには、短時間かつ速い速度でな

ければならず、熱いうちに作ります。力仕事に慣れていない人には杜侖を突く

ことは到底無理です！以前はただお祝い事の時にのみ食べることのできた杜

侖ですが、現在では観光客も製造体験を予約することができます。

野菜、お土産と美食
矢竹：矢竹は、毎年春に産出されるものが一番品質が良く、噴き出た柔らか

な竹の子は細長い形で、身は白く細く新鮮且つ軟らかです。当地の矢竹は阿美

族の人々の心の中で高貴な贈り物に位置づけられており、清明節前後に矢竹の

品質が最高になるため、帰郷の訪問者が矢竹を1袋持って来れば大変礼儀正し

いと言えます。

イシクラゲ：青緑色をした藻類の一種で、聞くところによると天が阿美族に同

情して流した涙の一粒一粒が、イシクラゲとなって阿美族の食物になったと言わ

れています。そのためまたの名を「天使の涙」と言います。但し大雨後の清潔で汚

染のない湿った柔らかな草むらからのみ出てくるため、大部分は5-6月に生長しま

す。新鮮で清潔なイシクラゲはニンニクや唐辛子を加えて炒めると、さくっとした食

感で非常においしく食べられます。

鳩豆：鳩豆は阿美族語でFata’anといい、馬太鞍の阿美族の人々が初めてこ

の地にたどり着いた時、近くに鳩豆が花をたくさんつけていたため、その豆の名をそ

の地に命名したものです。褐色、黄色、黒、花等の色があり、煮て火を通すと非

常に美味で、かつては阿美族の主要な食糧の一つでした。ここ数年来、現地の

住民は更に鳩豆ケーキ、鳩豆コーヒー、鳩豆ワッフル等、鳩豆で様々な料理やデ

ザートを開発し、広く世間に受け入れられています。

パンノミ：パンノキは、阿美族神話の中で天上の神が一族に賜った食糧とされ

ています。阿美族語では「巴吉魯」と称し、その果実は「パンノミ」と称する通り、

果肉がパン特有の香りを放ち、また種は噛むと落花生のような爽やかな香りがし

ます。焼く、焙る、煮る、炒める或は和え物に、と何れに関わらず、各料理は異な

った食感と香りを醸し出します。

トウ(黄藤)：トウは阿美族伝統の野草の一つで、黄藤の外皮は編織物に非

常に優れた材料で、軟らかな芯は美味しく食べられます。通常第三節から第7節

中間のトウ芯を食べると最も軟らかいと言われます。トウの最も良くある料理方法

は豚のリブ肉と組み合わせて煮る、或いは煮干と共にスープにするもので、滋味

深くまた鮮烈な味がします。

ナンバンキカラスウリ：ナンバンキカラスウリは阿美語で「sukuy」と言い、中

国人は「叔貴菜」と呼びます。濃い緑で楕円形をしており、実の表面が粗くて網

模様となっているため、外形が亀の殻のように見え、そこに名を発しています。阿

美族の人々はナンバンキカラスウリの若葉を採取してヘチマと一緒にスープを作る

ことを好み、その味は非常にあっさりとしてとてもおいしいものです。

野茄子：阿美族語で「tayaling」と称し、またの名を紅茄子あるいはタイヤ茄

子といいます。まだ赤くならない野生の茄子はとても苦いものですが、阿美族は

苦いものを食べるのが好きな民族で、さっと茹でた野茄子を塩或は醤油で食べ

ます。

シマオオタニワタリ：阿美族語で「路姑」と称し、俗称「鳥の巣ワラビ」とい

うワラビ科の植物で、その新芽の部位を食します。東部中央山脈山麓に豊富

に産出され、以前は原住民がよく食べた野草です。食べた時の脆く軟らかな食

感、清清しい香りが特徴なだけでなく、カルシウム、カリウム、鉄、繊維の質、ビ

タミンAに富んでいます。

トキワススキ：トキワススキの食感は軽く、一本一本が皆均等にミネラル、

繊維質、青葱とアスパラガスを合わせたような甘さを具えています。そのためまた

「富貴竹」という名声を持っています。冷たいまま和え物にして食するほか、スー

プにするとまた一層特別な風味が出ます。特に、骨付きリブ肉とのスープは、ま

た別に淡く微かな乳香が堪能できます！

ラッキョウ：ラッキョウの栄養価は極めて高く、鱗茎は生のまま、もしくは炒め

て、或は塩漬け、酢漬け等で食され、葉もまた食用できます。外形の長いもの

はニンニクと少し似ていますが、生で食べると少し刺すような辛みがあります。最

も原始的な食べ方はきれいに洗った後食塩をつけて食べるものです。

鳩豆

野菜シマオオタニワタリ

野茄子

原住民伝統の生産様式は大部分を採集や猟に生活を頼り、「山の者は山

を食べ、海の者は海を食べる」と、各種野草、イノシシ、山羊、川魚や川エビ

を主要な食品源としています。伝統的な阿美族の人々は、山で猟或いは海

岸で漁をした際は常に「石煮法」を用いて料理しました。これを「吉發」と言い

ます。まずビンロウジュの葉の葉鞘を長形の鍋となるよう折り畳み、野草、魚や

エビと食塩を入れ、清水を注ぎます。傍らには火を起こし、火の中に洗って乾

かした石を入れ、石が焼けて非常に熱く白色になったら、素早く木の枝で挟ん

で、葉鞘で作った容器の中に入れるのです。石の熱を利用して水を滾らせ、

中のものが煮えて火が通ったら、それで良い香りがする熱々の石煮鍋の完成

です。これは一種の自然料理方法を維持しています。

吉發

「巴拉告」とは、阿美族が今なお依然として先祖伝来の漁獲方法を踏襲保持

しているもので、世界でわずかに残っている、生きた魚の捕獲方法と称することが

できます。巴拉告は魚をすぐに生息できる養魚池に入れ、九芎、竹筒などの自然

素材を使って渓流に水底棚あみを作り、分かれた3層に異なった種類の魚やエビ

を生息させるものです。第一層は一般の淡水魚類、第2層は小エビ、最低層はウ

ナギ、タウナギ、ドジョウ等水底に生息する魚類のためで、この3層で交互に食物

連鎖が繰り返されます。普段は魚やエビを自由に出入りさせて生息させますが、

後になって捕獲が必要になった時は、前後に流れる水は塞ぐだけですぐ捕魚する

ことが可能となっています。これは当地の生態循環に危害を及ぼすことがなく、阿

美族の祖先が自然と共存するための一種の知恵でした。馬太鞍湿地にくねくねと

続く芙登渓の中、住民が巴拉告を用いて魚を捕るのを今でもしばしば見ることが

できます。当地では巴拉告の生態体験を実施しており、人々が試しに体験できる

ようになっています。

【「邦査」曰くillisinがやって来て踊る、
豐年祭は「馬拉桑」】

杜崙

阿美族の人々は自分たちのことを「邦査（バァ）」と呼び、豐年祭は「易利信」

（illisin）と言い、「馬拉桑」とはすなわちお酒に酔うという意味です。豊年祭は平地

人にとっての新年のように、阿美族の人々にとって1年のうち最も重要な日で、各

部落は毎年7・8月までに、長老と中間幹部により当年の豊年祭の日時を決定し

ます。豊年祭は年齢ごとに自己の実力を展現する最も重要な試練の時であり、

以前は部落を守る能力を示す為でしたが、現在ではその演じるところはお祝い行

事となっています。祭典は非常に繁雑で、主に神霊が豊年を与えてくれたことに感

謝し、来年の五穀の豊作、民族全体の平安を切に願うもので、3～7日間の祭

典の中には先祖供養、幸福祈願、歌や踊り等があります。豊年祭に参加する一

族の人は見るからに情熱的で楽しそうで、その身に付けた袋或いは手にしている

刀は勿論、服の着こなしもすべて異なった言い伝えや意味があります。年長者た

ちは若い人が豊年祭の舞踊の祭祀を受け継いでいるかどうかを非常に重視しま

す。豊年祭の舞を踊る際、もし集中していなかったり或いはうまく踊れていない状

況があれば、年輩者は竹棒を持ってその足を叩きます。また難題で若い人を試す

こともあり、もし阿美族の文化を覗いてみたいと思うならば、豊年祭の行事はぜひ

参加すべき行事の一つです。
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