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【研究ノート】

ミエン（ヤオ）族の村外就労に関する研究
─ 東北タイにおける豆乳販売の事例から ─

Labor Migration from a Mien Hillside Village, Northern Thailand
─ Case Studies of Soymilk Street Vendors ─
増 野 高 司＊
MASUNO Takashi

The objectives of this study are, first, to show the distribution of Mien (Yao) people working outside of
their home village and the types of jobs based on interviews conducted in their home village and, second, to
reveal the livelihood of Mien soymilk street vendors based on direct observations in their workplaces. The
characteristics of their labor migration are discussed. The survey subjects are villagers of village P. Village
P is a Mien village located in the hillside of Phayao Province, North Thailand, with a population of about
130 people. This research was conducted between 2013 and 2019. The findings are as follows: A total of
45 people of village P were working outside of their village. Forty people worked throughout Thailand,
especially Northeast Thailand, and the remaining five people worked in the foreign countries of South
Korea, Australia, and Norway. Some villagers were employed in various jobs in urban areas, for example,
construction workers and factory workers. Of the 40 people working in Thailand, 23 sold soymilk as street
vendors, and 18 of these worked in Northeast Thailand. The 23 vendors were self-employed, owned their
stalls, and sold their soymilk on busy streets or in public markets. The profits from each street stall ranged
from 1,200 to more than 5,000 baht per day. Traditionally, soymilk is sold in the morning, but the villagers
from village P sold their soymilk in the evenings and at night. A conflict concerning soymilk selling places
was observed. Labor migration not only at the personal level but also at the family level is occurring in
recent years. The Mien people of village P are moving out of their hillside home village into urban areas.

山地民とも呼ばれ、かつては焼畑などにより山地

１．はじめに

での農業に従事する者が多かった。しかしながら、

ミエン（ヤオ）の人びとは、中国南部を起源と

タイ社会との関係が増えるなかで、1990 年前後に

して 19 世紀にタイ北部に移住してきた人びとで

なるとミエンの人びとのなかにも、出稼ぎなど村

ある［吉野 2005：85‑86］
。タイ北部に移り住んで

を離れて都市部などで働く者が現れている［吉野

からも、1970 年代までは焼畑にともなう移住が行

1999b；吉野 2003；増野 2005 など］
。

なわれていたこと［吉野 1998：763‑765］そして

タイにおける出稼ぎについては、東北タイの農

戦乱の影響などによる移住が行なわれていたこと

村部からバンコクや都市部への出稼ぎ者に関する

［増野 2009：181‑182］が報告されている。彼らは

研究が蓄積されてきた［例えば、北原 1988；中田

＊
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1995；鈴木 1995］
。そして東北タイでの研究に続

は、1999 年の調査では村外に賃労働に出た者は 1

き 1990 年代末以降になると、山地民による出稼

名だった［Kataoka 2011: 6］のに対し、2007 年お

ぎが報告されるようになる。例えば、吉野晃は、

よび 2011 年にバンコクおよびタイ南部のヤラー

タイ北部のミエンを対象として、いち早く調査を

県のベートンに賃労働に出た者の数は、それぞれ

行ない出稼ぎに出る者が現れた頃の状況を報告し

33 名、および 32 名になっていたという［ibid：

ている［吉野 1999a；吉野 1999b；吉野 2003 など］
。

11］
。ベートンではゴム園（rubber plantation）で

具体的に見ると、吉野［2003：159］は、1994 年

の労働に従事するのだという。このように東北タ

にパヤオ県のミエンの村を訪問した際に「男性世

イの人びとそして山地民の人びとが、村を離れて

帯主の多くが海外あるいはバンコクへ出稼ぎに出

都市部などで働く事例が報告されている。

ていた」としている。そして、1990 年代における

2003 年以来、筆者が毎年訪問しているタイ北

タイ北部に暮らすミエンの国内への出稼ぎの傾向

部のミエンが暮らす山村（Ｐ村とする）において

として「バンコクおよびバンコク周辺のチョンブ

も、村外に働きに出る者が確認されている。例え

リー、サムットプラカン等の中部タイへは、各県

ば、筆者は 2004 年の聞き取り調査において 1990

のミエン村落から出稼ぎに出ている」
［吉野

年にヤラー県に行きゴム樹脂を採集する仕事に従

2003：168］と述べている。ナーン県のミエン村

事していた村民を確認している。2004 年には、Ｐ

落の事例では、1997 年において国内での出稼ぎが

村から少なくとも 16 名の村民が出稼ぎに出てい

中心となっており、バンコクや中部の都市におい

た［増野 2005：158］
。その出稼ぎ先は、国内では

ては、金細工職人、チエンマイにおいては銀細工

バンコク地域に 12 名、チエンマイ地域に 2 名、そ

職人として働いていることを報告している

して国外では韓国に 1 名、台湾に 1 名である。そ

［ibid：174］
。さらにナーン県のミエンの村落の事

の就労内容は、土木作業や工場作業、レストラン

例として、チエンマイ県に移住して揚げパンと豆

給仕など多様だった［ibid：170‑171］
。

乳を販売する屋台を経営する世帯があったことを

しかしながら、2010 年頃以降になると、Ｐ村に

報告している［吉野 1999b：90‑91］
。また、2010

おいて豆乳販売に従事するために、東北タイに働

年に筆者がパヤオ県のミエンの村落で行なった調

きに出る者が目立つようになってきたのである。

査では、両親が村を離れて働きに出たため、村に

先行研究では、タイ東北部は出稼ぎに出る者の輩

暮らす祖父母が孫の面倒を見る事例が複数確認さ

出地であり、就労先として注目される地域ではな

れている［Masuno 2012: 55］
。

かった。さらに豆乳販売は就労先での多様な職種

ミエン以外の山地民についても、例えばメー

のひとつではあるものの、中心的な職種とされた

ホーンソーン県のスゴーカレン村落の事例では、

ことはなかった。Ｐ村に急速に広まった豆乳販売

1990 年代以降未婚者による修学・就労目的での

業とはどのようなものなのだろうか。

チエンマイやバンコク首都圏をはじめとした都市

本報告の目的は、ミエンが暮らすＰ村を事例と

部への移動が急増しているという［田崎 2008：

して、その村外就労の状況を就労場所および就労

234］
。さらにチエンラーイ県のラフ村落の事例で

内容の点から彼らの移住の状況を明らかにすると
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ともに、村外で働く村民の多くが従事している東
北タイでの豆乳販売業を見てゆくことから、ミエ
ンの新たな村外就労の形態を報告することである。

２．調査地および調査方法
（1）Ｐ村の概要
本研究は、パヤオ県チェンカム郡に位置するミ
エンが暮らす山村であるＰ村（図 1）の村民を対
象として実施した。2016 年におけるＰ村の人口は
約 130 人（22 戸）である。Ｐ村の村民は、ごく一
部の例外を除き、タイの国民証を持っている。
2016 年にＰ村で暮らす人びとの生業を概観して
みる（表 1）
。Ｐ村の村民は各世帯が自給用に陸稲
を栽培し、換金作物としてトウモロコシを栽培し
ている。一部の世帯はゴム樹脂の採集をして現金
収入としている。また、赤米の陸稲を換金作物と

図１ 2016 年におけるP 村の村外就労者たちの就労地
出所：筆者作成

して栽培する世帯が現れている。このほか、各世
帯が家の周囲でニワトリとブタを飼育している。

表１ P 村における生業の変遷
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空欄：見られない、＋：一部に見られる、＋＋：一般に見られる、＋＋＋：頻繁に見られる
出所：増野（2013:135）を筆者改変。
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彼らは朝 8 時前後から畑に出かけ、17 時過ぎまで

明している。本報告では、このような豆乳と揚げ

農作業に従事する。村で暮らす人びとは農業を中

パンをセットで販売する屋台を「揚げパン屋台」

心とした暮らしを営んでいるといえる。

と呼ぶことにする。筆者の経験では、タイ各地の

筆者のこれまでの研究をもとにＰ村の 1970 年

常設の朝市において、必ず目にするのが「揚げパ

代以降における生業活動の変遷を見てみる（表

ン屋台」だった。この「揚げパン屋台」は広くタ

１）
。Ｐ村では 1990 年代末まで焼畑で陸稲が栽培

イに分布する屋台といえる。

されていたが、2000 年代になると焼畑は営まれな

それではミエンが経営する豆乳を販売する屋台

くなっている。焼畑から常畑へと農法は変化した

は「揚げパン屋台」だろうか。本稿で紹介するＰ

ものの、自給用の陸稲栽培は 2018 年まで継続さ

村の村民が経営する屋台では、豆乳を中心に様々

れている。換金作物についてみると、1990 年代中

な飲食物を販売しているものの「揚げパン」を販

頃にトウモロコシが広く栽培されるようになり、

売しないことが多い。つまり、揚げパンの扱い方

その栽培が続けられている。

をみると、本稿のＰ村の出身者が経営する豆乳を

村外就労についてみると、上述したように少な
くとも 1990 年にはタイ南部に働きに出る者が現

販売する屋台は従来の「揚げパン屋台」とは異
なっている。

れている。2004 年には豆乳販売業に従事する者は

このようなことから、本稿では便宜的に、タイ

いなかった。あとで詳述するが、例えば 2016 年

で広く親しまれてきた「揚げパン屋台」に対し、

には少なくとも 45 名の村民が村外での就労に従

本稿で紹介するミエンの人々が豆乳を販売する屋

事していた。これは村の人口の 34.6％にあたり、

台を「豆乳屋台」と呼び区別する。

Ｐ村において村外就労は一般に見られる活動のひ
（3）調査方法

とつになっている。

タイ北部パヤオ県に位置するＰ村において、村
外就労者を含めたＰ村の村民を対象として調査を

（2）
「揚げパン屋台」と「豆乳屋台」
本稿では、ミエンの人々が経営する「豆乳屋

実施した。村外で働く者の多くが帰村する新年祭

台」を中心的に取り上げる。タイにおいて従来、

（毎年、陰暦の一月一日前後）の時期に筆者がＰ

豆乳はどのような食べ物とされているのか見てみ

村を訪問し聞き取り調査を行なった。聞き取り調

る。タイの食文化を概説するなかで山田は豆乳に

査では、Ｐ村における生業活動の状況、村を離れ

ついて「
（前略）豆乳は、中国風に朝の食べもの

て働く者の就労場所や就労内容などについて聞い

とみなされ、パートンコー（揚げパン）とともに

た。また、就労先から一時的に村に帰ってきた者

売られている」
［山田 2003：241］と紹介している。

に対しても、就労場所、就労内容、移住先の住所

そのいっぽうで「揚げ物で見逃せないのはパート

などについて聞き取りを行なった。そして訪問の

ンコーである。
（中略）相棒はナム・タオフー（豆

了解が得られた場合、筆者が実際に就労先を訪問

乳）である。基本的に朝のものだが、真夜中にも

した。

夜食に食べる人も少なくない」
［ibid：275］と説
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きた世帯のうち、とくに東北タイで豆乳販売を行

人口の 34.6％にあたる 45 名確認できた。このう

なう 3 世帯（世帯Ａ、世帯Ｂ、世帯Ｃ）の事例を

ち国内で就労する人は全部で 40 名（村外就労者

詳しくみてゆく。筆者は彼らの就労先を訪問し、

の 88.9％）おり、その地域別のうちわけを見ると、

各世帯の家に宿泊し、彼らの労働環境、住環境、

東北部に 20 名（国内就労者の 50.0％、以下同じ）
、

豆乳の作り方、豆乳販売の様子などを観察すると

中部に 14 名（35.0％）そして北部に 6 名（15.0％）

ともに、彼らの今後の展望などについて聞き取り

だった。タイ東北部で働いている人が最も多く、

を行なった。本研究に関する現地調査は筆者が

バンコクを含むタイ中部が 2 番目となっている。

2013 年から 2019 年にかけて行なった。写真は筆

2016 年の調査時に、タイ南部で働く者は確認で

者が撮影したものである。顔が判別できなくなる

きなかったが、聞き取りでは南部に出ていた経験

ように一部画像処理を施した。

のある村民を複数確認している。
さらに就労先を県レベルで見てみると、40 名の
うちバンコクに 7 名（17.5％）
、ブリーラム県に 7 名

３．Ｐ村における村外就労の概況

（17.5％）
、そしてローイエット県に 5 名（12.5％）
が働いている。この他には、各地に 1 名から 2 名

（1）就労場所

の村民が分散して就労している。なお「県不明」

2016 年 2 月におけるＰ村村民の就労先を見てみ

となっている東北部の 4 名は、
「イサーンで働い

る（表 2、図 1）
。Ｐ村全体で村外就労者が、村の

表２ Ｐ村における村外就労者の就労場所および就労内容（2016 年 2 月）
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注：
「県不明」については、
「イサーンで働いている」という回答があった場合を示している。
出所：筆者作成。

− 37 −

ྜィ㻌㼇ே䠹

ᅜෆ⥲ィ
㼇ே䠹

ྜィ㻌㼇ே䠹

䝍䜲
ᮾ㒊

┴ྡ㻔ேᩘ㻕

㻠㻜
㻔㻝㻜㻜㻑㻕
ᅜእ⥲ィ
㼇ே䠹
ྜィ㻌㼇ே䠹
㻞

㻡

ミエン（ヤオ）族の村外就労に関する研究

ている」との回答で、詳しい就労先の地名が把握

師として働いていた。このほか、パヤオ県内で雑

できなかった人たちである。

貨店を営む者が 1 名いる。

いっぽう、国外で就労する村民は合計 5 名（村

ウドーンターニー県で魚販売をしている 1 名の

外就労者の 11.1％）おり、その就労先は韓国に 3

女性は、ウドーンターニー出身の恋人が従事する

名、オーストラリアに 1 名、そしてノルウェーに

魚販売の仕事を手伝っている。彼女はラオス国境

1 名である。彼らはパスポートを持ち、法律に違

近くの常設市場のなかで、テラピアやナマズなど

反しない形で海外に出ている。村民の就労先は国

食用の淡水魚を販売している。

内が 40 名なのに対して国外は 5 名で、Ｐ村の村外

国外で就労する 5 名のうち、韓国で働く 3 名

就労は国内を中心に行なわれていることが指摘で

（男性 2 名、女性 1 名）は、いずれも工場内での作
業に従事している。オーストラリアで働く 1 名の

きる。

女性は、バンコク都内の大学の英文科を卒業した
のちに、オーストラリアに働きに出ている。その

（2）就労内容
各地域および県での就労内容を見てみる（表 2）
。

就労内容は、農場での野菜の収穫など、日雇いで

国内で働く 40 名のうち、豆乳販売業に従事する

の農業に関係した労働が多いとのことだった。ノ

者が 23 名（57.5％）
、土木・建築の現場での作業

ルウェーで就労する女性 1 名は、チエンラーイ県

に従事する者が 4 名（10.0％）
、工場内での作業に

内 の 大 学 の 教 育 学 部 を 卒 業 し た の ち に、 ノ ル

従事する者が 3 名（7.5％）確認できた。また、こ

ウェーに渡った。2016 年にはノルウェーで家政婦

れら以外の「その他」の仕事に従事する者が合計

の仕事に従事している。2019 年 2 月にＰ村で暮ら

10 名（25.0％）確認された。Ｐ村では東北部を中

す彼女の両親に聞いたところでは、この女性はそ

心に行なわれる豆乳販売業が、村外就労における

の後ノルウェー人と結婚し、2019 年には就労内容

中心的な職業となっている。バンコクおよびア

は不明だが夫とスイスで暮らしているとのこと

ユッタヤー県で働く村民は、土木・建築現場作業

だった。
遠藤によると、1994 年にタイの国家統計局が最

および工場内作業に従事している。
「その他」の多様な仕事を見てみる。パヤオ県

初の「インフォーマルセクター」に関する公式統

の小学校教員の 2 名、チエンラーイ県の大学教員

計書を発表し、
「フォーマルセクター」を「規律

の 1 名そしてピッサヌローク県の看護師の 1 名は、

を持った経営・管理システム有し、少なくとも 10

ともに大学を卒業後、これらの仕事に就いている。

人以上を雇用する公的、もしくは民間の組織」
、

彼らは 20 歳代から 30 歳代で、Ｐ村のなかでは大

「インフォーマルセクター」を「小規模かつ組織

学卒業者の草分けにあたる人たちである。美容師

化のレベルが低い経営形態や、低賃金もしくは不

2 名のうち 1 名は、高等学校を卒業後に美容師の

確実な賃金、社会福祉や社会保障の不適用などに

専門学校に進学・卒業したのちに、バンコクで美

規定される事業所」と定義したという［2011：

容師の仕事に就いた。この村民は、2016 年には美

52］
。この定義を当てはめた場合、国内で働く 40

容室を経営するようになっており、経営者兼美容

名のうち工場内での作業に従事する 3 名は、労働
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環境によっては「フォーマルセクター」に区分さ

販売業の実態をみてゆく。

れる可能性があるものの、小学校の教員 2 名、大
学の教員 1 名そして看護師 1 名の合計 4 名を除く、

（1）ローイエット県ムアン郡で豆乳を販売する

最大で 36 名の人びとがインフォーマルセクター

Ａ氏（40 歳代男性）の事例

に区分される可能性がある仕事に就いている。彼

1）Ａ氏世帯の概況

らの就労場所が少人数の職場で、不確実な賃金の
労働に従事する者が多いからである。

筆者は 2014 年 1 月にＡ氏らを訪問した。Ａ氏と
Ａ氏妻は、長男および三男とともにローイエット

村外就労者のうち国内で働く者（40 名）の 57.5％

県の県庁所在地のムアン郡で、豆乳販売業を営ん

にあたる 23 名が豆乳販売業に従事していた。こ

でいる。家族構成としては、小学生の四男と長女

の豆乳販売業従事者について詳しく見てみると、

が加わり、家族 6 人でムアン郡に暮らしている。

豆乳販売業に従事する全 23 名のうち 18 名（78.3％）

Ａ氏らは平屋の庭付きの一軒家をひと月 3,000

がタイ東北部、4 名（17.4％）がタイ中部そして 1

バーツで借りて住んでいる。このほか、結婚して

名（4.3％）がタイ北部で働いていた。タイ東北部

世帯を別にした次男もＡ氏の家から徒歩圏内のア

で豆乳販売業に従事している 18 名という人数は、

パートで暮らしており、次男夫婦らは、Ａ氏らと

国内で働く村外就労者（40 名）の 45％、全村外

は別に彼らの「豆乳屋台」を経営している。

就労者（45 名）の 40％にあたる人数である。つ

Ｐ村にはＡ氏の家が残されている。Ａ氏らはミ

まり 2016 年のＰ村における村外就労の中心はタ

エンの新年祭をはじめとして、短期間ではあるが

イ東北部における豆乳販売業だといえる。

年に数回村に戻る暮らしをしている。Ｐ村にあった

ところで 2003 年から 2019 年まで、筆者が毎年

Ａ氏の畑は隣村のミエンに貸し出し、Ａ氏のゴム

Ｐ村を訪問するなかで、筆者は村民が村内で豆乳

園はＰ村の者に管理を任せている。ゴム園の管理

を作るところを見たことがないし、それどころか

はＰ村で暮らす村民の新たな収入源となっている。

村民が豆乳を飲む姿さえ見たことがなかった。筆

Ａ氏妻らがローイエット県に来たのは、Ａ氏妻

者がＰ村で豆乳販売をする村民について初めて聞

が知り合いの人から、ムアン郡で豆乳を販売して

いたのは 2008 年頃だったと記憶している。村人

いるラムパーン県出身のミエンを紹介してもらっ

に聞く限り、Ｐ村の村民は豆乳作りの技術をもと

たからである。このラムパーン県出身のミエンが

もと持っていたのではない。つぎに、Ｐ村に広

豆乳販売を引退することになり、Ａ氏妻は 3 日間

まった豆乳販売業がどのようなものなのか具体的

ほど彼から豆乳の作り方や販売方法について指導

に見てみる。

を受けたのち、彼が使っていた豆乳作りや豆乳販
売に使う道具、そして豆乳販売をする場所の権利
を総額 215,000 バーツで譲り受けたという。Ａ氏

４．東北タイにおける豆乳販売の実態

妻によれば、譲り受けた場所はあまり良い場所で

本節ではタイ東北部で豆乳を販売する 3 つの世

はなかったし、建物を新築する工事のため短期間

帯（世帯Ａ、世帯Ｂ、世帯Ｃ）を事例として豆乳

で利用できなくなってしまい、Ａ氏妻たち自身で
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豆乳を販売できる場所を探し直すことになったの

らは、朝 7 時頃までに起床し、甘いコーヒーと菓

で、あまり良い買い物ではなかったと述べた。当

子などで軽めの朝食をとり、市場や雑貨店などに

初、ローイエットへはＡ氏妻と三男の 2 名で来て

買い物に出かける。その日に屋台で販売するのに

いたが、新たな豆乳販売場所を確保することがで

必要な食材やビニール袋などの資材を購入する。
Ａ氏の事例から豆乳の作り方を詳しく見てみる。

き、豆乳販売業が軌道に乗ったことから、Ａ氏妻
がＡ氏などＰ村に残っていた残りの家族を呼び寄

朝 9 時頃に大鍋に湯を沸かし始める。大豆は、乾

せ、家族全員で暮らすようになった。

燥大豆を購入し、これを前日の夜のうちに水に浸
けてふやかしておく。使用する大豆は特別なもの

2）Ａ氏世帯の一日の生活

ではなく、雑貨店や市場で一般的に購入可能な乾

筆者は 2014 年 1 月に 1 週間ほど、Ａ氏の家に寝

燥大豆である。朝 10 時頃、水でふやけた大豆を

泊まりさせてもらい、豆乳販売業を営む暮らしを

機械ですりつぶし、大豆をペースト状にする（写

見せてもらった。Ａ氏世帯は、彼らが住む家の炊

真 2）
。ペースト状の大豆に湯を加え、その汁を大

事場で豆乳を作り販売している。この家はＡ氏ら

きな布を使って漉す（写真 3）
。漉しとった汁を鍋

で見つけた家とのことだった。Ａ氏は、炊事場が

でひと煮立ちさせると豆乳が完成する。豆乳は 11

広く豆乳作りをするのに都合が良い家だと筆者に

時過ぎには完成する。豆乳を作っている間に、こ

自慢していた（写真１）
。

の日に使用する砂糖水やショウガ湯（ナムキン）

Ａ氏世帯の一日の生活を見てみる（表 3）
。Ａ氏

そしてパンにつけるクリーム（サンカヤー）など

表３ 豆乳販売業を営むＡ氏、Ｂ氏、Ｃ氏世帯における一日の生活模式図
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を家族が分担して同時進行で作る。12 時頃に昼食

の主要な販売物となっている。

をとる。昼食はＡ氏が作ることが多い。15 時過ぎ

この「豆乳屋台」で販売されている飲食物のメ

まで豆乳販売のための準備が続けられる。また、

ニューを詳しく見てみる（図 2）
。主要な販売物は、

週に 1 度ほどの頻度で、ローイエットに位置する

豆乳（ナム・タオフー）
、ショウガ湯（ナム・キ

農工大学校に行き牛乳を購入している。

ン）
、牛乳（ノム・ソット）
、そしてパンとクリー

16 時頃、自家用車に荷物を載せて、豆乳の販

ム（カノムパン・サンカヤー）である。Ａ氏世帯

売場所に向かう。Ａ氏世帯は、2 ヵ所の屋台を経

は揚げパンを販売していない。このため彼らの屋

営している。1 ヵ所はＡ氏と長男、そしてもう 1 ヵ

台は本稿において「豆乳屋台」と呼ぶ屋台である。

所はＡ氏妻と三男が組になり、豆乳を販売する。

飲み物の甘さは、販売する際に加える砂糖水の量

どちらの屋台の場所も、家から車で 5 分から 10 分

によって調節できる。豆乳や牛乳などの飲み物は

程度の道のりである。現地に到着後、すぐに豆乳

温かい状態が保たれている。
「タオフエイ」は豆

の販売を開始し、22 時頃まで販売する。

乳を柔らかく固めた食べ物で、台湾で「豆花」と

22 時過ぎに屋台を片付けて帰宅する。その日

呼ばれている食べ物である。

に使った鍋などの道具を洗い、夕食を食べ、売り
上げを確認する。夕食は市場で総菜を購入し手早
く済ませていた。翌日に利用する乾燥大豆を水に
浸けて 24 時までに就寝する。

3）Ａ氏世帯の豆乳販売の様子
Ａ氏世帯の豆乳販売の様子をみてゆく。Ａ氏世
帯が経営する 2 ヵ所の屋台はどちらも、市街地の
図 2 Ａ氏の「豆乳屋台」で販売される飲食物
出所：筆者作成

車道に面する店舗の軒先を利用している。Ａ氏妻
はコンビニエンスストアの隣に位置する自転車店
の軒先に屋台を開いている（写真 4）
。自転車店は

価格を見ると豆乳がひと袋 5 バーツで、その他

夕方までに店を閉めるので、これと入れ替わる形

はひと袋 15 バーツ前後である（写真 6）
。販売し

でＡ氏妻が屋台での豆乳販売を開始する。Ａ氏妻

ている具材の組み合わせで、実際に販売される飲

は軒先の使用料および照明に利用する電気の使用

食物はもう少し複雑になる。Ａ氏妻らは、客の注

料として、ひと月 1,500 バーツを自転車店の経営

文に応じ、屋台の寸胴鍋からお玉杓子で豆乳など

者に支払っている。

をすくい袋につめて販売する。

Ａ氏妻が三男とともに経営する「豆乳屋台」の

2014 年 1 月 14 日におけるＡ氏妻らの屋台にお

様子を詳しく見てみる。豆乳屋台の看板には「具

ける豆乳などの販売数を見てみる（図 3）
。この日

材入り豆乳、豆花入り牛乳」と大きく書かれてい

は 16 時 29 分に販売を開始し、22 時 14 分まで販売

る（写真 5）
。豆乳とともに牛乳も、この豆乳屋台

を行なった。この時間内に合計で 121 名の来客が
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図３ Ａ氏妻の屋台における時間別の豆乳等の販売数および客数（2014 年 1月 14 日）
出所：筆者作成

あり、内容は様々であるが合計で 303 袋とパンと

屋台 2 ヵ所の合計で毎日 7,000 バーツ程度の売

クリームのセットを 21 セット販売した。図 3 をみ

り 上 げ と な る。 材 料 費 等 を 考 慮 し て も、 毎 日

ると分かるように、客の数に応じて販売袋数も増

5,000 バーツを超える利益を得ている。Ａ氏世帯

減している。とくに 18 時から 20 時頃にかけて客

は休店日は無いと述べるものの、ミエンの新年祭

が多かった。筆者は、この屋台の背後から販売の

など店を休むことがある。ひと月に 25 日間「豆

様子を観察していたが、この時間帯のＡ氏妻らは

乳屋台」を開いた場合、Ａ氏世帯の月間世帯収入

休むことなく黙々と豆乳を袋詰めして販売してい

は、少なくとも 125,000 バーツと推定される。

た。客たちは、バイクを中心に車で屋台近くに乗
4）Ａ氏世帯の今後の展望

り付け、豆乳等を購入していた。22 時近くまで客

Ａ氏夫妻らは、この売り上げでは満足していな

足は途切れなかった。
帰宅後、Ａ氏はこの日の売り上げを家族ととも

かった。Ａ氏夫妻らは 2 名で 1 ヵ所の屋台を切り

に確認していた（写真 7）
。この日、Ａ氏らの屋台

盛りしていたが、屋台を開く場所が見つかり次第

は 3,600 バーツ、Ａ氏妻らの屋台は 3,550 バーツを

1 名で 1 ヵ所の屋台を切り盛りするようにしたい

売り上げ、合計で 7,150 バーツの売り上げとなっ

と述べた。大人が 4 名いるので、最大で 4 ヵ所の

た。Ａ氏妻らが販売した袋数とパンセットの数か

屋台を経営することができる。実際、Ａ氏の次男

ら考えて妥当な売り上げである。Ａ氏夫妻は札束

夫婦は、1 名が 1 ヵ所ずつ 2 名で合計 2 ヵ所の屋

を自慢げに筆者に見せてくれた。ちなみに次の日

台を経営している。Ａ氏妻は、屋台を開くのに適

（2014 年 1 月 15 日）の売り上げはＡ氏らが 3,700

した場所を探しているところであり、その場所を

バーツ、Ａ氏妻らが 4,400 バーツ、合計で 8,100

見つけることは難しくないと述べた。
また、Ａ氏夫妻らは、彼らが作る豆乳の味に自

バーツだった。
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信を持っている。Ａ氏は「豆乳を売っている店は

（2）ブリーラム県ノーンキー郡で豆乳を販売する
Ｂ氏（40 歳代男性）の事例

たくさんある。うちの豆乳がたくさん売れるのは
豆乳が美味しいからだ」と述べる。そして、Ａ氏

1）Ｂ氏世帯の概況

夫妻らは朝の常設市に店を出してみたいと述べた。

2015 年 11 月に筆者がＢ氏を訪問したところ、

筆者も現地の市場を見てきたが、朝の常設市場に
は、すでに 2 軒の「揚げパン屋台」が店を構えて

Ｂ氏はＢ氏妻と小学生の長女と次女の合計 4 名で

いた。Ａ氏夫妻らは、朝の常設市場に場所さえ確

ブリーラム県ノーンキー郡において豆乳販売業を

保できれば、味は負けないので、
「揚げパン屋台」

営んでいた。Ｂ氏の 2 名の娘は体に障害を抱えてお

の存在は問題ではないと考えていた。また、Ａ氏

り、両親のどちらかが近くで面倒を見ている必要

はこの 2 軒の「揚げパン屋台」の店主はミエンで

がある。Ｂ氏家族は平屋の一軒屋をひと月 1,500

はないと述べた。ミエンかどうかすでに確認済み

バーツで借りている。この家の炊事場を使って豆

とのことだった。

乳作りをしている。

Ａ氏夫妻とは、2016 年 2 月の新年祭の際にＰ村

Ｂ氏家族は、Ｂ氏妻の妹がタイ南部で豆乳販売

で再会した。2014 年にはＡ氏らはローイエットか

屋台を営んでいたことから、豆乳の作り方や販売

らＰ村に自家用車を運転して移動していた。しか

方法を学ぶこともあって、まず南に向かったのだ

し 2016 年 2 月には、コーンケーン空港からバンコ

という。チョンブリー県に位置するパッタヤーで

クの空港、そしてバンコクの空港からチエンラー

1 ヶ月間、パッタルン県で 1 ヶ月間、そしてナ

イ空港へと飛行機を乗り継いでＰ村とローイエッ

コーンシータンマラート県で 1 年 6 ヶ月間、豆乳

トとを往復していた。Ａ氏家族の豆乳販売業は絶

を販売したが、売り上げが伸びなかった。そして

好調とのことだった。

次の事例で紹介するＣ氏の手ほどきで、ノーン

2018 年 9 月に筆者はローイエット県のＡ氏夫妻

キー郡に移り豆乳販売を開始した。Ｂ氏妻による

を再訪した。Ａ氏家族は 2014 年と同様の豆乳販

と、ナコーンシータンマラートでの豆乳の売り上

売を続けていた。朝の常設市場への進出はあきら

げは悪くなかったが、雨の降り方によって売り上

めたとのことだった。Ａ氏の長男はサケーオ県出

げが大きく変化して安定しなかったと述べた。Ｂ

身のミエンではないタイ人女性と結婚し、妻とと

氏妻は雨が大きな問題だったと筆者に繰り返し述

もにアムナートチャルン県で「豆乳屋台」を営む

べていた。
Ｂ氏はＰ村に簡素な家を建てて暮らしていたが、

ようになっていた。
Ａ氏夫妻にＰ村にいつ頃戻るのか、戻るつもり

この家はＢ氏がＰ村を離れた後は半壊状態となっ

があるのかどうか聞いてみたところ、Ａ氏夫妻は、

ている。Ｐ村にあるＢ氏の畑は、Ｐ村の人に無償

仕事が続けられる間はＰ村に戻るつもりはないと

で貸し出している。Ｂ氏らがＰ村に戻るのは、ミ

答えた。豆乳販売が順調ならば、Ｐ村に戻るのは

エンの新年祭など年に 1 回ほどで、ごく短期間の

高齢で仕事が続けられなくなった時とのことだっ

みとなっている。

た。
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そして木曜日、市場 2 には月曜日と金曜日、市場

2）Ｂ氏世帯の一日の生活
Ｂ氏家族の一日の生活を見てみる（表 3）
。Ｂ氏

3 には水曜日、市場 4 には土曜日に出かけること

らは朝 7 時頃に起床する。朝 8 時頃にＢ氏が市場

で、毎日豆乳を販売している。Ｂ氏はＢ氏妻の豆

や雑貨店に買い物に行く。豆乳販売に必要な物が

乳販売の準備を手伝い、準備が終わるとバイクを

あれば購入する。週に一度ほどの頻度で、乳牛を

運転して定期市へと移動する。Ｂ氏夫妻は 15 時

飼育する酪農家のところへ行き、牛乳を購入して

から 19 時頃まで豆乳を販売し、あたりが暗くな

いる（写真 8）
。家に残ったＢ氏妻は豆乳作りを開

ると屋台を片付けて 20 時頃までに帰宅する。帰

始する。朝食はあまり食べないと言っていた。前

宅後、道具を洗い片付ける。夕食を食べ、乾燥大

日に売れ残った豆乳を飲んで朝食にすることがあ

豆を水に浸けて翌日の準備をする。夕食は気分に

るとのことだった。豆乳作りの方法は、Ａ氏世帯

よって自炊する場合と市場で買った総菜を利用す

と同様である。12 時頃までに豆乳を作り終える。

る場合があるとのことだった。翌日の販売に向け

昼食を食べてから、豆乳販売に必要な準備を整え

た準備をして 23 時頃までに就寝する。

る。昼食は店で購入した総菜を利用することが多
3）Ｂ氏世帯の豆乳販売の様子

いという。

Ｂ氏世帯の豆乳販売について、Ｂ氏から見てみ

14 時過ぎにＢ氏夫妻は豆乳の販売に出かける。
Ｂ氏妻は家から徒歩で 5 分ほどの住宅地で豆乳を

る。Ｂ氏が乗るバイクの左側面には、屋台が取り

販売し、Ｂ氏は日替わりで合計 4 ヵ所の定期市

付けられており、Ｂ氏はバイクを運転し屋台とと

（タラート・ナット）に出かけて豆乳を販売して

もに定期市に出かけている（写真 9）
。2015 年 11

いる。Ｂ氏は市場 1、市場 2、市場 3、市場 4 とい

月 7 日に、Ｂ氏の屋台で豆乳などの販売数を調べ

う 4 ヵ所の定期市を、市場 1 には日曜日、火曜日

た（図 4）
。Ｂ氏が販売する飲食物はＡ氏に準ずる

図４ Ｂ氏の屋台における時間別の豆乳等の販売数および客数（2015 年 11月 7 日）
出所：筆者作成
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ものである。Ｂ氏も揚げパンを販売していない。

売り上げとなる。材料費やガス代等を考慮しても

この日Ｂ氏は 15 時 02 分に豆乳の販売を開始し、

毎日少なくとも 1,200 バーツを越える利益を得て

18 時 25 分に販売を終了した。図 4 を見ると、客

いる計算となる。Ｂ氏世帯は基本的に毎日屋台を

の数に応じて豆乳などの販売袋数も増減している

出している。ひと月に 25 日間屋台を開いている

ことが確認できる。客の数は 16 時から 18 時頃に

とすると、Ｂ氏世帯の月間世帯収入は少なくとも

かけて多くなっていた。この日、Ｂ氏の屋台には

30,000 バーツと推定できる。

103 人の来客があり、合計で 237 袋の豆乳などを
4）Ｂ氏世帯の今後の展望

販売した。あたりが暗くなると、市場に来る客の
数が少なくなった。Ｂ氏によると、Ｂ氏が参加し

Ｂ氏妻は屋台の場所について、家から徒歩圏内

ている定期市は夕市とのことで、夕飯の材料を買

に場所が確保できたので問題はないと述べた。こ

いに来るような人が多いとのことだった。Ｂ氏の

の販売場所は、子供を寝かせておける場所もあり

売り上げは、定期市によって大きく異なるが、１

良い場所だと考えているとのことだった。売り上

日あたり 1,000 バーツから 2,500 バーツとのこと

げは良いとは言えないが、子供の面倒を見ながら

だった。各定期市では、1 日あたり 60 バーツ前後

の仕事なので十分とのことだった。Ｂ氏妻は、自

の市場の利用料を支払う必要がある。夕方に集金

身の「豆乳屋台」の状況については満足していた。
Ｂ氏は今後の展望として、現在販売している定

人が各屋台を訪問し利用料を徴収していた。
いっぽう、Ｂ氏妻の屋台は住宅街の十字路の一

期市で信頼を得て、市場の中で人通りの多い場所

角に位置していた（写真 10）
。雑貨店の店先で、

を使わせてもらえるようにしたいと述べた。市場

この住宅街のなかでは人通りが多い場所である。

の中にも良く売れる場所とそうでない場所があり、

Ｂ氏妻は、屋台の後ろにハンモックを設置し、子

新しく市場に参入した人には条件の悪い場所が割

供をそこで寝かせて豆乳を販売していた。Ｂ氏妻

り振られるとのことである。また、Ｂ氏は条件の

を見ていて印象的だったのは、Ｂ氏妻が携帯電話

良い定期市を探していると述べた。

にヘッドフォンとマイクを付けて両手を使える状

理想的には、Ｂ氏の家に近い常設市でＢ氏が豆

態にして、豆乳作りの時から豆乳を販売している

乳を販売できると良いのだが、常設市では、すで

時まで、絶え間なくミエン語で電話の相手と話し

に別の人が豆乳を販売している。このためＢ氏が

続けていたことである。Ｂ氏に聞いたところ電話

家の近くの常設市で豆乳を販売することは難しい

の相手はＰ村などのミエンの友人知人で、話し相

状況となっている。Ｂ氏夫妻が調べたところ、近

手を変えながら 1 日中電話で話し続けているとの

くの常設市で「豆乳屋台」を経営しているのは、

ことだった。

おそらくナーン県出身のミエンとのことだった。

Ｂ氏妻は、毎日この場所で豆乳を販売しており

Ｂ氏は先に来た人が良い場所を使っているのは仕

1 日の売り上げは、1,000 バーツから 1,500 バーツ

方の無いことだと述べた。また、Ｂ氏は筆者に対

ほどとのことだった。Ｂ氏とＢ氏妻の売り上げを

し、問題が起こると困るので常設市の「豆乳屋

合計すると、毎日少なくとも 2,000 バーツ以上の

台」に近づかないよう繰り返し念を押した。
「豆
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乳屋台」の経営において、出身地が異なるミエン

帰国後には、タイの米麺屋台（クェイティアオの

の間で場所取りをめぐる競合が生じていることが

屋台）を経営した経験を持っている。Ｃ氏妻も台

確認できる。

湾に出稼ぎに出た経験を持っている。Ｃ氏は村に

2018 年 9 月に筆者はノンキー郡のＢ氏家族を再

家も農地も持っていない。Ｃ氏夫妻は毎年新年祭

訪した。Ｂ氏は 2015 年と同様、定期市を回って

の際にＰ村に戻るようにしているとのことである。

の豆乳販売を続けており、Ｂ氏妻も同じ場所で豆

Ｃ氏家族は 2 階建ての一軒家をひと月 2,000 バー

乳販売を続けていた。Ｂ氏夫妻にＰ村にいつ頃戻

ツで借りて住んでいる。この家の炊事場で豆乳作り

るのか、戻るつもりはあるのかについて聞いた。

を行なっている。家は 4 人で住むには十分に広い

Ｂ氏夫妻は、新年祭の時期は村で過ごしたいと述

ため、1 階だけを使い、2 階は利用していなかった。

べたうえで、ノーンキー郡に来てから購入した 4
2）Ｃ氏世帯の一日の生活

ドアピックアップ車のローンの支払いが残ってい
るため、少なくともあと 5 年は、この仕事を続け

Ｃ氏家族の一日の生活を見てみる（表 3）
。Ｃ氏

なければならないと答えた。さらに、Ｐ村に戻る

らは朝 7 時頃に起床する。朝 8 時頃にＣ氏が市場

ならば、家を建て直す必要があるので、そのため

や雑貨店に買い物に行く。昼食の材料を購入する。

のお金を貯めることを考えると、まだＰ村には戻

また、豆乳販売に必要な物があれば購入する。週

れないと述べた。2019 年 2 月のミエンの新年祭の

に一度ほどの頻度で、乳牛を飼育している酪農家

際にＢ氏世帯は豆乳販売を行ない、Ｐ村には戻ら

のところへ出かけて牛乳を購入している。Ｃ氏世

なかった。

帯は朝食はとらないことが多いとのことだった。
朝 10 時頃から、豆乳作りを開始する。豆乳作り

（3）ブリーラム県ノーンディンデーン郡で豆乳を

の方法は、Ａ氏の作り方と同様である。12 時頃に
昼食を取る。食事の食べ物は基本的にＣ氏妻が作

販売するＣ氏（30 歳代男性）の事例

る。出来合いの総菜は、なるべく利用しないよう
1）Ｃ氏世帯の概況

にしているという。14 時頃に豆乳作りと豆乳販売

Ｃ氏はＣ氏妻そして幼年の 2 名の子供とともに、

の準備を終える。15 時頃に自家用車に豆乳などを

家族 4 名でノーンディンデーン郡において豆乳を

積み込み、豆乳の販売に出かける。屋台は販売場

販売している。2014 年 1 月に筆者が訪問した際に

所の近くに片付けて置いてある。20 時過ぎまで豆

は、下の子はまだ授乳中の幼児で、Ｃ氏妻は妊娠

乳を販売して帰宅する。そして道具を洗うなど後

中だった。豆乳の販売場所はＣ氏自身が車を走ら

片付けをする。21 時頃に夕食をとる。そして翌日

せて場所探しをして見つけたのだという。Ｃ氏が

の準備をしてから、23 時頃に就寝する。

豆乳販売に使えそうな場所を探していた時に、良
さそうだと感じた場所をＢ氏に紹介したことで、

3）Ｃ氏世帯の豆乳販売の様子

Ｂ氏はノーンキー郡に移り住むことになった。

Ｃ氏世帯の豆乳販売の様子を見てみる。Ｃ氏は

Ｃ氏は台湾に出稼ぎに出た経験を持ち、タイに

幹線道路沿いに面した薬局の軒先を借りて、豆乳
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を販売している（写真 11）
。Ｃ氏夫妻が経営する

数も増減していることが確認できる。客の数は 16

屋台は 1 ヵ所のみである。この幹線道路はダンプ

時から 18 時にかけて多かった。この日、Ｃ氏の

カーなども行き交っており、Ｃ氏の店の付近は車

屋台には全部で 87 人の来客があり、合計 190 袋の

の運転手たちが休憩を取る場所として利用されて

豆乳などを販売した。夕方に人が増えるのは、近

いた。Ｃ氏は薬局の経営者に電気代を支払ってい

くに常設市があり夕方に買い物をする客があるこ

るという。薬局の方と話す機会があったが、薬局

と、仕事着の様子から仕事を終えて豆乳を買って

としては豆乳を購入しに来た客が、薬局にも来て

帰る人がいることなどの影響によるものに見えた。

くれれば良いと考えているとのことだった。

豆乳はＣ氏が一人で販売していたが、夕方の客が

Ｃ氏の家から、この薬局までは歩いても 10 分
程度の距離である。Ｃ氏の妻は、子供の面倒を見

増える時間帯には、Ｃ氏妻が屋台に来てＣ氏とと
もに豆乳を販売していた。
この日の売り上げを聞いたところ、おおよそ

つつ、徒歩で家と屋台とを往復して手伝いに来て

2,500 バーツとのことだった。毎日この程度の売

いた。
2014 年 1 月 21 日に、Ｃ氏の屋台で、豆乳など

り上げはあると述べていた。材料費やガス代等を

の販売数を調べた（図 5）
。この日Ｃ氏は 16 時か

考慮しても毎日少なくとも 1,700 バーツほどの利

ら豆乳の販売を開始し、19 時 59 分まで販売を行

益を得ていることになる。Ｃ氏も基本的に毎日屋

なった。Ｃ氏が販売する飲食物は、Ａ氏に準ずる

台を開いていると述べた。ひと月に 25 日間屋台

ものである。Ｃ氏も揚げパンを販売していない。

を開いた場合、Ｃ氏世帯の月間世帯収入は 42,500

図 5 を見ると、客の数に応じて豆乳などの販売袋

バーツと推定できる。

図５ Ｃ氏の屋台における時間別の豆乳等の販売数および客数（2014 年 1月 21日）
出所：筆者作成
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まで車で約 80 分の道のりである。Ｃ氏の母親が

4）Ｃ氏世帯の今後の展望
Ｃ氏世帯は、豆乳の売り上げを伸ばしたいと考

Ｃ氏に地元に戻ってくるように「命じた」ため、

えているものの、子育てと出産の準備のこともあ

パヤオ県に戻ることにしたのだという。この雑貨

り具体的な行動を移すのは難しい状況だった。こ

店はＣ氏の姉が、高齢になり雑貨店をたたむとい

のようななかで、Ｃ氏世帯にとっては死活問題と

う人と知り合いだったことから、その利用権を店

なりかねない問題が起きていた。Ｃ氏の屋台から

舗ごと譲り受けたとのことだった。

見える範囲の場所で、Ｎ氏夫婦が新たに「豆乳屋

2019 年 2 月の新年祭の後、筆者はＣ氏の雑貨店

台」を開いたのである。Ｎ氏はナーン県出身のミ

を訪問した。雑貨店は幹線道路に面しており、朝

エンとのことだった。さらにＮ氏は、常設市場近

5 時に開店し 20 時頃に閉店するとのことだった。

くに揚げパンと豆乳を販売する屋台を開いていた。

雑貨店の隣は毎朝市場が開かれるので早朝に買い

つまり、Ｎ氏は常設市場近くの屋台では「揚げパ

物客が多いという。ビール（とくにChang Beer）と

ン屋台」を、そして幹線道路沿いでは「豆乳屋

ラオカーオと呼ばれる酒がよく売れているとのこ

台」の経営を始めたのである。Ｃ氏によるとＣ氏

とである。Ｃ氏妻によると、豆乳を販売していた

はＮ氏より 3 ヶ月以上早く豆乳の販売を始めてい

ときと収入は変わらないか少なくなったぐらいと

たという。

のことで、Ｃ氏妻は雑貨店の経営について悲観的

写真 12 は筆者が 2014 年 1 月 20 日の午後に撮影

だった。Ｃ氏の母親の意向もあり、Ｃ氏夫妻はし

したものである。Ｃ氏夫妻が、Ｎ氏夫妻の「豆乳

ばらく雑貨店の経営を続ける予定とのことだった。

屋台」に出かけて、Ｎ氏に別の場所に屋台を移動

ノーンディンデーン郡での豆乳販売のその後に

するよう要請している場面である。Ｎ氏が「豆乳

ついて聞くと、最終的にＣ氏夫妻がＮ氏が使って

屋台」を開いた場所は、幹線道路沿いのコンビニ

いたコンビニエンスストア前の場所で豆乳を販売

エンスストアに隣接した場所で、人通りの絶えな

するようになったとのことだった。Ｃ氏夫妻がパ

い場所である。Ｃ氏は、後発のＮ氏がＣ氏の屋台

ヤオ県に戻るにあたり「豆乳屋台」の利用権は、

から目に見える範囲内に同じ「豆乳屋台」を新た

Ｃ氏の姉の親族に譲ったという。ノーンディン

に開くのはおかしいと考えていたが、Ｎ氏は販売

デーン郡ではＣ氏に代わりＣ氏の姉の親族のミエ

を続けていた。Ｃ氏の当面の目標は、Ｎ氏との豆

ンの家族が豆乳を販売しているとのことだった。

乳の販売競争に勝利することになっていた。この
事例からも、出身地の異なるミエンの間で、豆乳
を販売する場所を巡る競合が生じていることが確

５．おわりに

認できる。

本研究では 2016 年にＰ村の人口の 3 割を越える

2019 年 2 月、ミエンの新年祭の際にＰ村におい

人びとがタイ国内を中心に各地の就労先に移住し

てＣ氏夫妻と再会した。Ｃ氏夫妻らは 2018 年初

ていることが示された。これまでミエンについて、

めにブリーラム県を離れ、パヤオ県に戻り雑貨店

焼畑にともなう移住［吉野 1998：763‑765］や戦

を営んでいるのだという。Ｃ氏の雑貨店からＰ村

乱の影響などによる移住［増野 2009：181‑182］が
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行なわれていたことが指摘されてきた。2016 年に

で広まった豆乳販売業の特徴として、自営業であ

は、焼畑や戦乱による移住は見られなくなったが、

ることそして世帯レベルでの移住が複数確認でき

村外に就労先を求める形でタイ国内を中心に各地

ることが挙げられる。2004 年にＰ村で確認された

への人口移動が活発に行なわれている。2018 年に

出稼ぎ先の仕事は、土木作業、工場作業そしてレ

Ａ氏、Ｂ氏そしてＣ氏ともにミエンの新年祭の時期

ストラン給仕などだった［増野 2005：170‑171］
。

には短期間であるが村に戻るべきだと考えていた。

これらはいずれも単身での移住を基本としており、

この新年祭は祖先祭祀の儀礼が集中的に行なわれ

その労働形態は賃労働だった。豆乳販売業は多く

る時期である。村を離れて就労する村民にとり、

のＰ村の村民に対し、彼らが村外のタイ社会で働

ミエンの伝統的な儀礼が、彼らと故郷であるＰ村と

く際に、自営業という賃労働ではない労働形態を

を結びつける重要な役割を果たしているといえる。

提供したといえる。
Ｐ村の村民の間に豆乳販売業が広まったのは、

2016 年におけるＰ村の村外就労の中心はタイ
東北部における豆乳販売業であることが明らかに

東北部での豆乳販売で成功する者が現れたためで

なった。本稿で見てきた 3 世帯による豆乳販売の

ある。日本の経済通産省は、世帯年間可処分所得

状況を表にまとめた（表 4）
。2010 年頃からＰ村

をもとにアジアの所得層の区分を行なっている

表４ Ａ氏、Ｂ氏、Ｃ氏世帯における豆乳販売状況まとめ
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［新中間層獲得戦略研究会 2012］
。この区分をもと

されている。この食べ合わせは、バンコクで「牛

に 2011 年のタイについて、月間世帯収入が 10 万

乳屋（ラーン・ノム）
」と呼ばれる軽食屋で販売

バーツを超える世帯を富裕層、月間世帯収入が 3

されているものである［増野・チョンプーニック

万バーツ超から 10 万バーツの世帯を中間層上位

2017］
。さらにメニューのなかには「中華風みつ

などに区分することができる［遠藤 2014：84］
。

まめ（タオトゥン）
」が確認できる。山田［2003：

世帯Ａ、世帯Ｂそして世帯Ｃの月間世帯収入の推

241］が示した従来の「揚げパン屋台」は、朝を

定額（表 4）を、この所得層の区分に照らしてみ

中心に豆乳と揚げパンをセットで販売する屋台

ると、世帯Ａは富裕層のグループそして世帯Ｂお

だった。Ｐ村の出身者が経営する「豆乳屋台」は、

よび世帯Ｃは中間層上位に区分される。豆乳販売

古くから存在した「揚げパン屋台」に対し、夕方

従事者のなかにタイの中間層上位や富裕層に比肩

から夜にかけて販売し、揚げパンではなく「牛乳

する者が現れていることは、特筆すべきことだと

屋」に準ずる食べ物や甘いみつまめなどを提供す

考えられる。

ることで、
「揚げパン屋台」との競合を回避する

ただし、Ｐ村の者がミエンのなかで豆乳販売業

ことに成功したものと考えられる。

にいちはやく参入したのではない。Ｐ村で豆乳販

本稿では、Ｐ村の村民に急速に広まった豆乳販

売業に従事する者が現れたのは 2008 年前後から

売業を中心として、Ｐ村における村外就労の状況

だが、吉野［1999b：90‑91］は、1990 年代にナー

を報告した。本研究を進めていくなかで、筆者は

ン県からチエンマイ県に豆乳販売のために家族で

ひとつの大きな疑問を抱くようになった。それは、

移住した事例を報告している。また、今回の調査

本稿において紹介してきた事例が、はたして出稼

においても、Ａ氏の事例ではラムパーン県のミエ

ぎと呼んでよいものなのだろうかという疑問であ

ン、Ｂ氏の事例ではナーン県のミエンがＡ氏およ

る。このことについては、今回はじゅうぶんに議

びＢ氏よりも早い時期から豆乳販売業に従事して

論するだけの情報を収集することができなかった

いた。Ｐ村村民の豆乳販売業への参入は、他地域

ので、今後の研究の課題としたい。

のミエンよりも遅かったと考えるべきだろう。Ｐ
村の村民は、先行者との競合を避けるために、タ
イ東北部に移住して豆乳販売に従事することに

謝辞

なったのだと考えられる。

本研究を実施するにあたりＰ村の方々には調査

それではＰ村のミエンが参入した豆乳屋台の新

への多大な協力をいただきました。Ｐ村の方々に

規性は何だろうか。今回の調査では世帯Ａ、世帯

記して感謝申し上げます。本稿の作成にあたり 2

Ｂそして世帯Ｃのいずれも、豆乳を販売するもの

名の査読者の先生方には、本研究の問題点を指摘

の揚げパンは販売せず、朝ではなく夕方から夜に

していただくと同時にたくさんのコメントをいた

かけて販売を行なっていた。これら 3 世帯が経営

だきました。ここに心より感謝の意を表します。

する豆乳屋台で販売される飲食物のメニュー（図

本研究は JSPS 科研費 JP26870205、JP26257013、JP

2）を見ると、
「牛乳と、パンとクリーム」が販売

26257014 の助成を受けて実施されました。
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