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摘み草ブレンドティー、仁淀ブルーとの出会い

　「長旅、お疲れになったでしょう。まずは縁側で寛ぎながら一服してく

ださい」

　そう言って、家主が出してくれたのは京都の豆腐屋からお取り寄せした

と言う冷奴。これにひとつまみの塩をかけ、豆腐に一番合うという高知の

地酒と共にいただいた。

　雨上がりの直後で空気が澄み切った山間の集落。整然と刈り込まれた緑

一色の茶畑が、私たちが腰掛けた縁側の前に広がっている。福岡から車

で約 9 時間。途中フェリーでの移動も含めた長旅を終えたばかりの私は、

疲れが一気に吹き飛んでいくのを感じた。

　ここは高知県仁淀町。昨年 9 月、私は、決断科学プログラムの教員、

大学院生と、この地でブレンド茶を作って販売している竹内太郎さんの会

社を訪問していた。会社の名前はトレトレ（tretre）
1

。国道 33 号線沿いに

あるからその名が付いた。

1　トレトレ株式会社：http://tretre-niyodo.jp
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比良松道一 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

　竹内さんと出会ったきっかけは他愛ないことだった。一昨年、同姓同名

の大学院生、竹内太郎くんが、インターネット検索で自分の名前を入力し

たところ、トレトレ代表取締役の竹内太郎さんを偶然見つけたのだ。

　早速、竹内くんがネット通販を通じて取り寄せてくれたトレトレのお茶

を飲んで驚いた。仁淀に暮らす人々が昔から育ててきた緑茶に山採りして

きた山野草と西洋由来の様々なハーブを調合して生み出される「摘み草ブ

レンド茶」の味わいは、私がかつて体験したことのない、巧緻を極めたも

のだったのだ。このブレンド茶が、和久傳、鶴屋吉信など京都の名だたる

老舗で取引されているのに納得した。

　その年の夏に、九大生の竹内くんと 2 人でトレトレを訪問したり、学

生による自主セミナー「おいしいはなし」の講師として仁淀の竹内さんに

九大に来ていただいたりして親睦を深めた私たちは、翌年、再び仁淀を訪

れたのだった。おいしい冷奴と日本酒で一服した私たちは、かつて集落の

小学校の校舎だったという竹内さんのご自宅で、自分で割った薪で沸かし

た五右衛門風呂、地元で獲れたアユを含む魚介の炭火焼、蚊帳の中での就

寝など、非日常的な体験を満喫した。

　炭火焼を始めようとした時だった。「キュウリの匂いがするんですよ」。

竹内さんがそう言って、私たちの前に濡れて光るアユが盛られた竹ざるを

差し出してきた。「本当ですね！」と、その匂いを嗅ぎながら、私たちは

驚嘆の声を上げた。「養殖だとこんな風には強く香らないんですよ」と竹

内さんが続ける。町内を流れる一級河川、仁淀川で私たちが到着する前に

釣ってくださった獲れたてのアユなのだ。地元の旬の幸に私たちは舌鼓を

打った。

　初日の一晩で、お腹も心もいっぱいになった私たちは、翌日、仁淀川の

支流の一つである安居川の渓谷を訪れた。おそらく、この渓谷の川の色を

見て驚かない人はいないだろう。訪れるのが 2 度目の私でも、「川の水が

こんなにも青く見えるものなのか」とため息が出るばかりだった。その美

しい青を人は「仁淀ブルー」と呼ぶ（カバー写真）。
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カツオの塩たたき

　その日の夜。仁淀の大自然の絶景に触れて興奮冷めやらぬ私たちは山を

下り、高知市内に宿をとった。高知の海の幸も味わって欲しいという竹内

さんの計らいだった。

　高知の魚と言われてすぐに思い浮かぶのはカツオだ。太平洋に面した高

知では、漁が近海で行われ、獲れたてのカツオがその日のうちに水揚げさ

れる。カツオは足が早い。遠洋漁業なら冷凍するべきそのカツオが、高知

の近海漁では生のまま輸送できるのだ。

　福岡ではなかなかお目にかかれない、未冷凍のカツオの刺身がどれほど

おいしいのか。そんな期待に胸をふくらませて、竹内さんの行きつけとい

う小料理屋ののれんをくぐった。

　－たたきは塩かポン酢かお選びください－

　品書きの冒頭にそう書かれていた。竹内さんがオーダーしてくれたのは

塩の方。たたきをポン酢でいただくのが当たり前の私にとって、カツオの

「塩たたき」は初めての体験だった。

　しばらくすると私たちが囲むテーブルに上品な角皿が置かれた。皿の真

ん中にはこんもりと主役のたたきが盛られている。その上に盛られた大量

の刻みネギのせいで見えにくいが、確かに、たたきの表面には粗塩がふら

れており、それが暖色系の店内照明に照らされてキラキラと光っている（写

真１）。

　主役を盛り立てるのは、たたきの周りに置かれたみずみずしい角切りト

マトと、縦に千切りされたミョウガ。薄い赤と紫の鮮やかな彩りが料理の

華やかさを演出している。でも、主役のたたきや彩り鮮やかなその野菜た

ちよりも、私の目を釘付けにしたのは、皿の上に乗せられた別の薬味だっ

た。

　「この塩たたきにニンニクスライスを乗せて、‘ ブシュカン ’ を搾って食

べるのが高知流なんですよ」と、竹内さんが食べ方を教えてくれた。ブシュ

カンとは、四国や九州で栽培されてきた ‘ 餅柚 ’ という香酸柑橘在来品種

の地方名で、その果汁はユズほど香りは強くなく、その一方で酸味が強い

という。高知の人はその特性に応じて使い分けるそうだ。

　私は言われたとおりに塩たたきのニンニク、ブシュカン和え一切れを頬

張り、数回咀嚼した。口の中の食材を飲み込む前に、思わず「うまい !」

と声が出てしまう。最初は、刺身の表面の塩とブシュカン果汁から感じる

塩っぱさと酸っぱさの程よいバランスが、爽やかな味わいを呈する。それ

を追いかけるようにして、噛んだ刺身とニンニクから染み出してくるエキ

スが徐々に混ぜ合わされて、えも言われぬ旨味と香りが口の中に広がって

いった。

　そして、次の瞬間。初めて味わっているはずのその味が、私の懐かしい

記憶をフラッシュバックさせた。「セビーチェ !?」。

写真１  カツオの塩たたき。ブシュカン果汁とニンニクと合わせて味わう。
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中南米伝統料理、セビーチェ

　セビーチェとはラテンアメリカで食されるスパイシーな魚介マリネの総

称で、新鮮な魚介類が獲れる太平洋沿岸で広く食べられる郷土料理である。

私はそれをメキシコ滞在中に食したことがあり、以来、その味を気に入っ

た私は時々自宅で作ったりもする。

　作り方はいたってシンプル。その地で獲れた新鮮な魚介を一口大に切り、

これにみじん切りにした玉ねぎやトマトを合わせ、ライムかレモンの果汁

と塩で味を整える。あとは好みに合わせて香草や香辛料を加えるだけ。

　香草には、現地で ‘ シラントロ ’ と呼ばれるハーブを使うことが多い。

これはコリアンダーのことだ。ただ、コリアンダーは日本では料理に使う

機会が少なく、その独特の香りを苦手とする人もいるので、私はセロリや

パセリ、オレガノなどを使う。香辛料にはキイロトウガラシが現地でよく

使われるようだが、これも手に入りにくいのでタバスコで代用してもよい。

そして、ここが肝心なのだが、刻んだ生のニンニクを入れ、一般的なマリ

ネにはない独特の風味に仕上げる。

　そう。新鮮な魚介類を塩と香酸柑橘の果汁で締め、香草や香辛料で風味

を整えつつ、生のニンニクを合わせる。セビーチェの食材構成は、カツオ

の塩たたきのそれとあまりにも共通点が多いのだ。そう考えると、塩たた

きの味で思わずセビーチェを想起したことに、私は合点がいった。

日墨をつなぐ悲劇

　高知とメキシコ。遠く離れた地域が、それぞれを代表する料理で結びつ

いた。このとき、私は、二つの地を結びつけるある人物も思い浮かべてい

た。若くしてメキシコ初の聖人となった宣教師、フェリペ・デ・ヘスース

（Felipe de Jesus，1573-1597）だ。

　16 世紀後半、へスースはメキシコに移住したスペイン出身の両親の間

に生まれた。18 歳の時、彼は商人を志してマニラに渡航するが、滞在中

にフランシスコ会に入会し、修行を積んで修道士となった。その後へスー

スは、祖国で宣教師として一生を捧げることを決意し、1596 年 7 月、帆

船サン・フェリペ号に乗船して母国メキシコを目指した。ところが、船は

悪天候に見舞われ、大破した船が漂着したのが土佐（現在の高知）だった。

　日本では、その 9 年前（1587 年）に豊臣秀吉によってバテレン追放令

が敷かれていたが、南蛮貿易の実利が重視されていた。このため、キリス

ト教の信仰が制限されたり、キリシタンが公に迫害されたりすることはな

く、サン・フェリペ号の遭難時も、遭難者を救助するという秀吉のメッセー

ジがスペイン人総督に伝えられていた。へスースは、その機に乗じて京都

のフランシスコ会を訪れ、そこに滞在した。

　その頃、サン・フェリペ号の乗組員たちを取り調べた豊臣政権の奉行、

増田長盛が、メキシコやフィリピンを武力制圧して世界中に領土を広げて

いるスペインが、将来、日本も支配下に置くもくろみで測量を行いに来た

に違いないと秀吉に通告した。このため、その年のうちに秀吉によって禁

教令が発動され、へスースは、京都や大阪に居た外国人宣教師や修道士 5

人、および日本人信徒 20 人と共に捕らえられることになる。彼らは長崎

に連行され、1597 年 2 月に西坂という長崎湾を見下ろす丘で処刑された。

「26 聖人殉教事件」である。

　その 265 年後、殉教したへスースらは列聖された。今日、観光で賑わ

う大浦天主堂は彼らに捧げられた教会である。そして処刑地となった西

坂には 26 聖人の記念碑を祀る公園があり、それに寄り添うようにしてへ

スースに捧げられた聖フィリッポ教会が建っている。

　私がこの歴史を深く学んだのは、2015 年 2 月のこと。決断科学プログ

ラムの海外実習でメキシコ国立自治大学（UNAM）を訪れた時、UNAM

で宗教美術史を専門とされる有村理恵先生の講義を通じてだった。そし

て翌年、再びメキシコを訪れた際には、メキシコシティから車で南に約

90km に位置するモレロス州のクエルナヴァカ大聖堂の内部に描かれた、

へスースたちの日本への到着と殉教を伝える 17 世紀の壁画を見ることが

できた（写真２）。
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　礼拝堂の両側面 200㎡にもわたる巨大なフレスコ壁画は、色褪せて一

部が剥がれ落ちていた。その全体像を写真に収めている時、壁画上部に書

かれた「EMPERADOR TAYCOSAMA（皇帝太閤さま）」という文字が、カ

メラのファインダー越しに私の目に飛び込んできた。

　弱冠 18 歳で太平洋を渡り、遠い異国の地から母国での聖職者としての

活躍を夢見たメキシコの若者が居たこと。その彼の夢と命を、キリスト教

の信仰や布教を理由にあっけなく奪った為政者が「太閤さま」と呼ばれる

当時の最高権力者だったこと。今から 400 年も前、飛行機もテレビもイ

ンターネットも無い時代に、遥か遠く海の彼方から伝えられたその史実を、

同じ時代に生きたフレスコ画作家が、教会の壁画として今を生きる私たち

に伝えてくれたのだ。

　TAYCOSAMA の文字が刻まれた壁画の前に佇みながら、私は、心揺さ

ぶられるような感傷に浸っていた。その気持ちは、日本側の視点から描か

れた歴史の教科書を読むだけでは決して涌き起こらなかったと思う。

時空を超えて繋がる知識によって変わる世界の見え方

　たたきとセビーチェ。太閤秀吉と宣教師へスース。福岡から飛行機で

18 時間もかかるメキシコへの旅を通じて、私は、思いがけない日墨のつ

ながりを気づかせてもらった。

　「たたき」は、生魚の切り身を日持ちさせるために、包丁の腹や手の平

で切り身の表面を「叩き」ながら塩を付けたことに因むとされ、江戸時代

には既に土佐漁師の調理法として普及していたとされる。ニンニクは、貝

原益軒が編纂した「大和本草」（1709）に「菜蔬類では、悪臭甚だしくと

も効能が多いので人家に欠くべからざるもの」と記載され、また、ブシュ

カンによく似たカボスは、同書に記載されている「カブス」のことではな

いかと推測されている。一方、レモンやライムはインドもしくは東南アジ

ア原産とされるが、大航海時代までにはヨーロッパ諸国に導入され、ビタ

ミン C の欠乏症である壊血病の予防に利用されたと言う。

　となると、味付けと保存という機能を同時に満たす塩、香酸柑橘果汁、

ニンニクを使用して生の魚介類を食する技は、へスースが世界を旅した

400 年前にあったとしても、それはあながち荒唐無稽な話とは言えない

のではないか。メキシコのアカプルコから太平洋を横断してフィリピンの

マニラを訪れ、その帰路で日本の高知に流れ着いた若き宣教師へスース。

ひょっとすると彼は、私と同じように、漂着した土佐で誰かに塩たたきを

振舞われ、メキシコを懐かしく感じたかもしれない。それを証明すること

は難しい。でも、彼に起きた悲劇に思いを馳せると、せめてそういう出来

事が彼の身に起こり、それが彼にとって日本の良き思い出の一つであって

くれたらと私は思う。

写真２  クエルナヴァカ大聖堂礼拝堂のフレスコ画壁画。

右方上部に「EMPERADOR TAYCOSAMA」の文字が見える。
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　動物はどのような認知能力をもつのか、そしてどのような認知能力に基

づいて行動しているのか。本書は進化認知学という新しい領域での成果を

もとにこの問題に答えるものとなっている。それと同時に、進化認知学が

この問題への正当なアプローチであることが説明される。進化認知学とは

「進化の観点からあらゆる認知機能（人間のものも動物のものも）を研究

する学問」(41) である。進化認知学の新しさは、比較心理学で行われる

実験的手法と、動物行動学で行われるフィールドワークのどちらをも採用

するところにある。フィールド―ワークだけでは観察できる行動に限界が

あり、認知能力の測定のためには実験が必要となる。他方、認知は各動物

の生活様式に基づくものであり、その生活様式に沿うような実験でないと

認知能力を測ることはできない。だからフィールドワークでの知見が必要

となる。つまり、動物の認知能力を明らかにするためには両方が必要とな

るのである。

　人間以外の動物が認知能力をもつという考えは、学問の世界では多くの

反発を受けるものであった。ひとつは、極端な行動主義からの反発、もう

ひとつは人間中心主義からの反発である。本書は全体を通して、これらの

反発者が陥っている誤りを指摘しながら、動物の認知能力について進化認

書評

フランス・ドゥ・ヴァール著　松沢哲郎監訳　柴田裕之訳

『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』
（紀伊国屋書店、2017 年刊）
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