
 
 
 メキシコ・歴史文化講演会 2019 年 第 3 回 10 月 18 日報告  
 

メキシコの食文化と造形表現の変化 
～メキシコ伝統文化の存続と西欧文化との融合 500 年～ 

 
国立民族学博物館 教授 鈴木 紀 

食文化と造形表現を通して、メキシコの先スペイン期起源

の文化が現在までどのように存続しているかを考えました。

取り上げた食品はトウモロコシ（トルティーヤ）、アボカド

（ワカモレ）、チョコラテ（飲み物と菓子）、造形表現は、先

住民族コラの仮面、トナラの陶器などです。食品については

調理方法や食材の組み合わせ方に着目しました。造形表現に

ついては、その造形物が表現する意味を検討しました。 
 先スペイン期の文化が現在まで存続する過程には、いくつ

かのパターンがみられます。第１に先スペイン期の文化がほ

とんど変化せずに現在まで伝わっている場合、第２に先スペ

イン期の文化が植民地時代にスペイン等から流入した文化

と出会い、その混交物が現在まで伝わっている場合、第 3 に

先スペイン期の文化がメキシコの外部に伝わり、そこで生じた変化が再びメキシコに戻ってくる場合、そし

て第４に先スペイン期の文化が植民地時代以降一旦忘却された後、「伝統文化」として再評価されて復活する

場合です。 
 

伝統のトウモロコシと混交のワカモレ 
 まず食文化を取り上げます。メキシコの食文化を

考える上で外せないのはトウモロコシです。炭水化

物を摂取する手段として、人類はコメ、ムギ、イモ

などを利用してきましたが、メキシコの古代人はト

ウモロコシを選択しました。それが可能になった理

由として、トウモロコシの野生種テオシンテが栽培

化されるにつれて大型化し、エネルギーを得るため

の労働生産性が上がったこと、およびニシュタマリ

ゼーションとよばれる技術（トウモロコシの穀粒を

茹でる際に石灰分を加えて柔らかくする工夫）が発

明され、結果的にトウモロコシの栄養価を高める効

果が得られたことが重要です。 
現在のメキシコ人の食生活にトウモロコシのトル

ティーヤが欠かせないように、食物としてのトウモ

ロコシは、先スペイン期から変化せずに存在してい 

ます。つまりトウモロコシは伝統文化存続の第１の

パターンに当てはまります。 
 次に副食となるアボカドを見てみましょう。アボ

カドもまた先スペイン期に栽培化され、現在も利用

されている食物です。しかしアボガドを使用した料

理であるワカモレはどうでしょうか。ワカモレの典

型的なレシピは、アボカドにタマネギとトマトのみ

じん切りを混ぜ、レモン果汁と塩、唐辛子で味付け

るといったものです。ところがタマネギとレモンは、

植民地時代に旧大陸から渡来しました。したがって

ワカモレは新旧両大陸の文化の出会いから生まれた

料理といえ、伝統文化存続の第２のパターンにあた

ります。おそらく先スペイン期にも、ワカモレに相

当する食べ物はあったかもしれませんが、その味は

現在のものとはかなり異なっていたはずです。 
(次頁へ)
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カカオ：混交と里帰りのチョコラテ 
 つぎに新大陸原産で世界の食文化に大きな影響を

与えた食材の一つであるカカオについて考えてみま

しょう。カカオはチョコレートの原料ですが、メキ

シコでチョコラテ（チョコレート）といえば飲み物

と食べ物の両方を意味します。先スペイン期のマヤ

文明では、王や貴族がチョコラテを嗜んでいました。

当時はトウガラシなどのスパイスが入った、冷たい

飲み物だったようですが、植民地時代以降は、スペ

イン人は砂糖をいれて暖かい飲み物として飲むこと

を好みました。 
この甘いチョコラテはスペインだけでなくヨーロ

ッパ各地に普及し、やがて 19 世紀にイギリスで、す

りつぶしたカカオにカカオの

油分をさらに加え、固形のま

ま味わえるチョコレートが発

明されました。食べ物として

のチョコレートの誕生です。

この発明はメキシコにももた

らされ、菓子として急速に普

及しました。このため、カカ

オの食文化の存続には２つの

パターンが認められます。飲

み物としてのチョコラテは第

２のパターン、食べ物として

のチョコラテは第３のパター

ンを経ています。 
写真１：マヤ風の包装をしたメキシコのチョコレート。マヤ人はカカオ

を飲み物として利用したが、固形のチョコレートは 19 世紀にイギリス

で発明された。 
 

造形表現 1:混交のコラの仮面 
 次に造形表現を取り上げます。ここでいう造形表

現とはスペイン語でアルテ・ポプラル(arte popular)
といわれるもので、手工芸品の中でも「芸術」と呼

べるほど洗練された質の高いもののことです。 
 ナヤリト州の山間部に住む先住民族コラの人々

は、聖週間（イースター）の祭礼のために紙、布、

木、動物の骨や皮

を組み合わせて、

不気味な仮面を

作ります。これを

かぶったフデオ

（ユダヤ人の意

味）と呼ばれる男

たちが、祭りの進

行役をつとめま

す。 
写真２：コラの仮面。 

国立民族学博物館所蔵（標本番号 H0326359） 
 
儀礼的にキリストの処刑と復活が演じられる点は、

他のメキシコの多く集落と共通なのですが、コラの

人々はこの行為にもう一つの意味を見出しています。

それは彼らが、先スペイン時代から維持してきた太

陽と闇との戦いというテーマです。フデオたちは闇 

 
の世界の住人とみなされ、キリストの復活に太陽の

復活を重ねて見ているのです。 
コラの仮面は、土着の信仰とキリスト教の融合を

象徴しており、伝統文化存続の第２のパターンに相

当します。 
 

造形表現 2：復活の「ナワル」の絵皿 
 トナラはグアダラハラ近郊の陶器の街として有名

です。先スペイン期より土器づくりが盛んで、植民

地時代にはカトリックの修道士がスペインの製陶技

術を伝えました。 
現在トナラで作られる焼き物にはさまざまなバリ

エーションがありますが、人気が高いのは人間の顔

に動物の体をもつ不思議な生き物の置物や、それが

描かれた絵皿です。これは動物に変身したシャーマ

ンの姿で、その存在は先スペイン期以来「ナワル」

として知られていました。しかしナワルの焼き物は、

先スペイン期の文化がそのまま残ったものではあり

ません。実はこうした作品は、現代のトナラの陶工

たちが、トナラ

らしさを表現す

る意匠として再

評価して作り始

めたものです。

このため、伝統

文化存続は第４

のパターンが当

てはまります。 
写真３：ナワルが描か

れた絵皿。 
国立民族学博物館所蔵（標本番号 H0154730） 
 
 メキシコは先スペイン期に豊かな文化を育みまし

た。その多くが、現在でも存続しています。しかし

その存続のパターンは、トウモロコシのトルティー

ヤのようにほぼ変わらず続いているもの、先住民族

コラの仮面のようにスペインから伝わったキリスト

教と融合して存続しているもの、菓子のチョコレー

トのように一旦外部に流出して、そこで生じた変化

が戻ってきたもの、そしてトナラの焼物のように昔

風の文化が再評価されて普及したものなど、さまざ

まです。こうした視点をもってあらためてメキシコ

を見直して見ると、ますますその伝統の奥深さに感

心せざるをえません。（了） 
********************************************** 
お知らせ 

2020 年度総会・懇親会の延期 
 

2020 年度の総会・懇親会を 4 月 4 日(土)に開催すべく

会員の皆さまにご案内を差し上げておりましたが、突

然の COVID-19 の猛威を前に感染予防の観点からこれ

を中止し、安全な開催時期を探ることとしました。 
幹事会は 2019 年度事業報告案と決算案を基に 2020 年

事業計画案と予算案を策定し、アミーゴ会活動の実施

に万遺漏なきを期しております。改めての総会で会員

のご承認を得たく存じます。   アミーゴ会幹事会 
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 メキシコ・歴史文化講演会2019年 第3回11月14日講演会報告  
 

われらは大地を食べ、大地はわれらを食べる 
―メソアメリカ先住民の暮らしと儀礼世界― 

 

         専修大学 国際コミュニケーション学部 准教授 小林貴徳 

(前 関西外国語大学短期大学部 助教)      

いまから500年前、メキシコを舞台とした異文化の出会いは暴力を

ともなう征服事業の幕開けとなりました。その後に生じたのは、言語

もアイデンティティも異なる多様な先住民をスペイン人が支配する植

民地社会でした。租税や労役などさまざまな方法で搾取されることに

なった先住民でしたが、カトリックへの改宗や布教村への集住によっ

て彼らの生活様式や言語はしだいに変容していきました。スペインか

らの独立により約300年におよぶ植民地時代に終止符が打たれたもの

の、メスティソを主体とする国づくりを進めたメキシコでは、先住民

は近代化（メスティソ化）すべき「遅れた民」とみなされ、彼らの国

民統合こそ解決すべき課題とされてきました。 
2019年メキシコ・歴史文化講演会「メキシコ伝統文化の存続と西欧

文化との融合500年」の第3回となる本講演では、現代の先住民の暮らしに継承されるメソアメリカの文化的

伝統、とりわけ農耕儀礼に焦点を合わせ、自然と人間の関わりの説明原理、すなわち「世界観（コスモビジ

ョン）」の一端を垣間見ます。 
 

ゲレロ山岳部の先住民族 
2010年に実施された国勢調査によると、メキシコ

国内の先住民言語話者（5歳以上）は約670万人で、

その数は国民全体の6%に過ぎません。しかし、2001

年改正の憲法第2条で「メキシコ国民は本源的に先住

民に支えられた多文化的構成を有する」ことが謳わ

れているように、この国の多文化性を支える多様な

人びとがこの6%に含まれているのです。 

 
図1 メキシコの先住民族居住地域 

（出典：全国先住民族開発委員会：CDI） 
 

連邦機関であるCDI（全国先住民族開発委員会）

は、国内に確認される60以上の先住民言語について

それぞれの話者数の分布をまとめ、主要な先住民地

域を25に分けました（図1）。本講演で例示するゲレ

ロ山岳部はそのひとつであり、ミシュテカ語、ナワ

語、トラパネカ語の話者による文化的多様性が際立

つ地域です。この地域の先住民が継承する文化的伝

統のなかでもここで注目したいのが彼らの儀礼的実

践です。というのも、この地域の先住民村落では天

水に依存したトウモロコシ栽培と季節の移り変わり、

それにカトリックの祝祭暦が結びついた祭礼や儀礼 

が実施されており、そこに彼らの世界観が如実に表

現されているためです。ここでは具体例として、先

住民トラパネカ（全国話者数12万人）の村トラコア

パで雨季前に執行される雨乞い儀礼と、先住民ナワ

（全国話者数154万人）の村シトララでやはり雨季前

に実施される豊饒予祝儀礼を挙げます（図2）。 

 
図2 ゲレロ州の広がり 

 

先住民トラパネカの降雨祈願 
山峡部に位置するトラコアパ村（人口約2000人）

では、毎年4月24日深夜から翌25日の早朝にかけて山

中の湿地（標高2247m）を舞台に、地元住民が聖マ

ルコ儀礼と呼ぶ農耕儀礼を実施します。聖マルコは4

月25日を聖名祝日とするカトリックの守護聖人です

が、トラコアパ村では降雨や作物の豊饒を司る神格

と同一視されており、儀礼空間である湿地はこの聖

人が大蛇の姿で身を潜める聖なる場として考えられ

ています。湿地内の祭壇に大勢が集い徹夜で執り行

われる儀礼では、聖マルコに捧げる様ざまな供物が

用意されますが、そのクライマックスは牡牛の血を

捧げる供犠の執行です。半宵の闇のなか、楽隊の演

奏が静寂を許さない湿地の畔では、横倒しにされた 
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供犠獣の心臓にナイフが突き立てられ、吹き出る鮮

血が容器に集められます。湯気があがる血は湿地内

へ運ばれ、祭壇と湧き水に注がれます（写真1）。そ

の間、儀礼参加者は良い雨季の到来、大地の生産力

と豊作、村の繁栄を祈願しつつ暁闇を過ごすのです。 

写真1 湿地脇で執行される牡牛の生贄 
 

先住民ナワのジャガーの闘い 
ゲレロ州の州都チルパンシンゴから車で約2時間

の距離にあるシトララ村（人口約6000人）は、ジャ

ガーの闘いと呼ばれる習俗が知られる村です。この

習俗は、牛皮でできたジャガーの仮面を被りジャガ

ー戦士と化した男が、荒縄を固く絞り上げたこん棒

で殴り合いをするというものです。乾季から雨季へ

という端境期にあたる5月はじめ、この村ではカトリ

ック暦の聖十字架祝日（5月3日）の前後数日をかけ

て一連の祝祭期間にはいります。5月1日には聖なる

山クルスコの山頂に立つ十字架を村の教会まで担ぎ

下ろしミサを挙げ、翌2日には再び山頂へ担ぎ登りま

す。山頂の儀礼では良い雨の到来と豊作が祈願され、

このあいだ村人は聖十字架を「われらがトウモロコ

シの母」と呼んで祈りを手向けます。ジャガーの闘

いは5月5日に実施される、いわば祝祭期間のクライ

マックスです。蒸留酒を飲み、半ば酩酊状態にある

数十人のジャガー戦士が村の中央広場に集まると、

群衆のなか、そこかしこで殴り合いが始まります。 

写真2 群衆のなかで殴り合いを始めるジャガー戦士 

 ルールは単純で、一対一の対戦を基本とし、こん

棒で相手の身体を殴ること。掴んだり、蹴ったり、

足を引っ掛けてはなりません。ひたすら殴り続けま

す。過剰な暴力を抑制するために、レフェリー役が

闘いを捌き、転倒したり戦闘不能になったりした場

合、両者の間に割って入ります。群衆のなか同時多

発的に闘いが起こりますが、勝敗は重要ではなく、

日没まで何度戦っても構いません。この闘いで重要

なのは、ジャガー戦士の叫びがあがればあがるほど

良い雨をもたらす雷雲が近づき、ジャガー戦士の血

が流れれば流れるほど大地は肥えるといわれている

点です（写真2）。 

農作物の再生産と循環する生命 
ゲレロ山岳部の先住民トラパネカとナワの村落で

雨季前に行われる農耕儀礼は、降雨祈願および豊饒

予祝を目的としているものの、その方法は部外者に

とっては奇妙であり、見る人によっては残酷で科学

的根拠に虚しい、粗野で暴力的な悪習に映るかもし

れません。事実、20世紀後半まで教会によって異端

的として禁止されたり、行政によって実施に制限が

かけられたりすることもあったといわれています。

ところが現在では、メソアメリカの文化的伝統を受

け継ぐ先住民の遺産としてメディアも注目するほど

です。儀礼や祭礼を通じて表現される彼らの豊かな

世界観に関心が向けられているのです。 

あらためてふたつの事例を振り返ると、双方には

聖なる場所の存在、在来信仰の神格とカトリック聖

人の同一性、そして血の供物という共通性が見出さ

れ、これらの要素からは人間と自然の互酬性を読み

取ることができます。第一のポイントは、トウモロ

コシの収穫を保証するためには、大地の肥沃さや降

雨といった自然の統御者の関与が欠かせないという

ことです。現代の先住民村落では多くの場合、そう

した自然現象や作物の生育を司る能力や属性がカト

リックの聖人に付与されており、その祝祭日に合わ

せて祭礼や儀礼が執行されます。第二のポイントは

「自然から与えられる分、人間は自然に与えなけれ

ばならない」という、人間と自然のあいだの互酬的

関係です。 

ナワの村では「われらは大地を食べ、大地はわれ

らを食べる」と語られることがあります。「われら

は大地を食べ」とは母なる大地から生ずるトウモロ

コシを摂取して人間の身体が作られることを、「大

地はわれらを食べる」とは死者が埋葬されたあと肉

体が徐々に腐敗し大地へ戻っていくことを意味しま

す。儀礼で行われる牡牛の供犠やジャガー戦士の自

己犠牲による血の奉納は、トウモロコシを獲るため

の命の供物であるといえます。この「与えられるた

めに与える」という生命の循環に関する考え方が彼

らの世界観の根底をなしています。被抑圧の歴史の

なか先住民が継承してきた文化的伝統は、生活をよ

り豊かにより便利にしようとすることに目を奪われ、

自然を貪ってきた我々が課題とする自然との共生や

持続的開発の道標となるのかもしれません。(了) 
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メキシコ料理と歩む：連載 8  
食の世界遺産 

メキシコ料理へのアプローチ 
メキシコ料理店 La Casita  
オーナーシェフ 渡辺庸生  

 
 
 
 

      第 30 章 あの“ひとこと”に感謝
「東京で勝負してみよう」、その思いを強く感じた手

掛かりは独りの男との出会いから始まった。メキシコ

修業から帰国した 1975 年、初冬、行く末を案じてい

た父親の紹介で相談に乗ってくれたのは蓮見と名乗る

電通の社員だった。後に本社の役員にまで昇りつめる

が、当時はまだ 30 代半ばの好青年、背が高く端整な顔

だちでいかにも聡明な印象だったのを覚えている。場

所は東京の羽澤ガーデン、広大な庭を持つ料亭の一室

だった。本国で習得した技術や知識を一通り話し、仕

事の腕も無く、店を開業する資金も無い、この国で表

明する手段を探したいと打ち明けた。彼の答えは明解

だった。「教えに行けばいいじゃないですか」。目から

鱗が落ちた。そんな大層な事は考えても見なかった。 
地元の関西では先輩や友人も多く、人間関係の距離

が近い分、道を開拓するやり辛さに悩んでいたが、誰

も知らない東京なら強気になれる。そんな思いが心に

広がり、一筋の光明が灯された瞬間だった。だが、西

も東も解らない大都会で本当にやってゆけるのか、一

抹の不安もあったのは確かである。この頃の時代背景

は関東、関西はお互い分離されたような状況で、言葉

や食べ物だけで無く、習慣や価値観、美意識も違って

いた。自身の背中を押したのは渡墨する前のリサーチ

で体験した六本木の店が切っ掛けだった。 
意外に繁盛していたその店のトルティージャは卵に

小麦粉を混ぜて焼いたクレープそのものだったのを思

い出したのである。メニューも肉や海老にチリ・パウ

ダーを掛けて調理した皿だった。世界の玄関口なら恥 

ずかしくない料理を提供するべ

きと勝手な理由を付けて対戦相

手に想定し、闘争心に火を付け

た記憶がある。 
頼れる男がたった一人いた。

メキシコ大使館の商務参事官、

Sr. アニバール上原、日本に帰っ

て来たら連絡が欲しいと言われ

ていた。報告も兼ねて永田町に出向き、「どこかで調理

を教えられる店はないですか？」と持ちかけてみた。

そこからの流れは以前のコラムで触れた通り、赤坂

「Ambe」の仕事を斡旋してくれたお陰で生活も安定

し、東京での暮らしがスタートした。「Ambe」ではオ

ーセンティックな献立は余り評価されなかったが、店

を閉めた後、オーナーが六本木の各人気店で美味しい

物を奢ってくれるのが恒だった。刺激を受けた 1970
年代半ばの移り行く街は為になる体験として残ってい

る。 
振り返ると、あの一言が無かったら神戸で燻（くす

ぶ）り続けていたかも知れない。蓮見はまるで後輩の

面倒を見るかの如く、渋谷公園通りにオープンしてか

ら現在まで、来店しては料理に舌鼓を打ちながら「元

気でやっていますか？」と優しい目で話しかけてくれ

る。退職してからは大学教授となり、会社で培った知

識を講義して次世代の育成に務めている。因みに文中

触れた六本木の店はいつのまにか閉店していた。人生

の分岐点になるアドバイスに感謝である。 
第 31 章 芸能事務所との“タイアップ”に感謝

代官山、旧山手通りに店を構えた 1978 年初夏の頃、

後にその名を知らしめて行く芸能事務所が真上の二階

にひっそりと開業していた。初めはモデル中心の営業

だったが、80 年代に入ってからはアイドルを主体に売

り込みを図っていた。主な所属タレントは竹の子族で

名を馳せた沖田浩之、「笑っていいとも」のオープニン

グを熱唱するいいとも青年隊、10 代の美少女歌手三田

寛子等、個性と魅力を兼ね備えた彼らが身近にいた。 
有り難かったのは、取材の度にテラスや店内での撮

影が行われ、写真のページ片隅にラ・カシータの文字

を明記してくれた社が多数あった事と、番組で共演す

る著名な方々に「事務所の下にすごく美味しいメキシ

コ料理屋がある」と吹聴してくれた事実だった。携帯

もネット検索も無い時代、雑誌や口コミの影響力は多

大なものがあり、毎日のように芸能関係の人々が訪れ

る状況が生まれていた。 
当時、よく来店されたタモリさんの出で立ちが印象

深く記憶に残っている。ざんばら髪に太い黒縁の普通 

の眼鏡、地味な上着の装いで、まず一般人には見破れ

ない見事な変貌ぶりだった。この時代、代官山は恵比

寿、渋谷、中目黒辺りの雑踏から隔離されたようなロ

ケーションで人通りも少なく、時間もゆったりと流れ

ていた。手造りの木のテーブルやイスが並ぶオープン

エアーのテラスで飲んだテカテビールが最高だったと

常連の顧客達から今でも聞かされる。 
BS 朝日の番組「極上空間」のディレクターから連絡

があったのは 2016 年の年が明けた頃だった。出演者

が思い出の地を巡る内容で、今回は野々村真と三田寛

子の二人が訪ねる先の一つにラ・カシータを希望して

いるが、撮影は可能ですか？との問い合わせだった。

勿論、断る理由は無かった。しかし 35 年ぶりである。

しばらくあの頃を回想している自分がいた。寛子ちゃ

んは京都からお母さんが上京してくると、店で食事を

しながら早口で淀み無く近況を話していたシーンが蘇

（よみがえ）って来た。「ギンギラギンにさりげなく」

でヒットした真君の同級生がタコスを食べてる光景も 

日本におけるメキシコ料理のパイオニア La Casita(ラ・カシータ)のオーナーシェフ渡辺庸生さんに、ユネスコ食の

世界遺産に指定された多様なメキシコ料理文化の真髄を縦横無尽に語っていただきます。どのようなお話しが飛び

出すか毎号のお楽しみです。La Casita の HP:http://www.lacasita.co.jp/menu/sugerencia/index.html  (編集部) 

メキシコ・日本アミーゴ会(http.://www.mex-jpn-amigo.org/)                       　アミーゴ会だより 2020年4月　5/8メキシコ・日本アミーゴ会(http.://www.mex-jpn-amigo.org/)                       　アミーゴ会だより 2020年1月　5/8メキシコ・日本アミーゴ会(http.://www.mex-jpn-amigo.org/)                       　アミーゴ会だより 2020年1月　5/8



浮かんでいた。 
当日、「お久しぶりで～す！」と駆け込んできた二人。

「渡辺さん全然変わらない！」と大声ではしゃぐ姿は、

もう完全に 10 台の少年少女に戻っていた。メークの間、

思い出話とその後の報告で盛り上がる中、考えてみれ

ば両人、才能に長けているからこそのここまでの活躍

ぶりだと、改めて感心した。大好きだったワカモーレ 

とビーフタコスを頬張りながら「美味しい！、これよ

これ！」と無邪気に喜ぶ様に、ディレクターからロケ

終了後、「おかげ様でいい絵が撮れました」と感謝され

た。 
体感した味覚の感動は時を超えるもの。二人共もう

50 才だと話していたがこの時だけは純粋無垢な 15 才

だった。 
第 32 章 メキシコ産海老の“美味しさ”に感謝

メキシコ政府関係者の方々にはオープン当初からこ

れまで随分とお世話になって来た。1976 年、渋谷公園

通りの店の開店準備に奔走している頃、どうしても手

にしたかった物があった。本物の国旗である。 
当時、各国料理店の殆どが店の前に掲げているのを

目にして憧れがあった。入手の手段もわからないまま

に、図々しくも領事館を訪ねてお願いをしている自分

がいた。開拓精神あふれる気概が通じたのか、担当者

の方が「売却も譲ることも出来ないが、貸与なら」と

応対してくれた。一枚の書類に署名をして手に入れた

大きな国旗、しばらく店頭で風に吹かれていたが、今

は我が部屋の片隅で静かに眠っている。あれから 40
年余、ご厚意の貸与期間はまだ続いている。 
商務参事官や文化担当官のご家族達もよく食事に訪

れていた。前菜や軽食も好評を得ていたが、取り分け

気に入って頂けたのは海老の献立だった。 
近頃はアジアのものばかりが市場に出回るが、恵ま

れたことに、この時代の輸入海老はメキシコからのも

のが大半を占めていた。甘味があり、噛み応えのある

食感と凝縮された旨味は本国独特の特徴で、ニンニク

オイルで調理したものや、優しい味のランチェラソー

スで絡めた皿がお気に入りだった。この頃の大使館に

は専属の料理人がいなかった為、大使夫妻の食事や、

家族親睦パーティのケータリングによく出向いていた。

おかげで各種唐辛子の類や香菜の種子等を分けて貰え

た。 

現在はメキシコ食材の輸入業者も増え、安定して質

の良いものが購入出来る世の中になったが、1980 年代

は中々難しく悪戦苦闘していた。唯、基本に忠実に美

味しさを提供出来た状況が信頼に繋がり、外務官僚達

の評価は徐々に広まって行った。 
2010 年の秋のことだった。外務省からの連絡があり、

今度、メキシコ日本大使館に赴任する大使の歓送会を

やりたいとの申し入れだった。当日、職員 14 名が待ち

受ける中、現れた小野正昭特命全権大使が席に着くと

一同は張り詰めた空気に包まれていた。挨拶が終わり、

食事が始まる。少し緊張が漂う雰囲気は私にとって苦

手なものだった。前菜盛り合わせ、ケサディージャ、

牛肉のタコス、海老のにんにく炒めまで進んだ時、突

然、小野大使が大きな声で「美味しいね！」と言いな

がら、笑顔で皆を見回した。この一言で場は和み、忽

（たちま）ち話に花が咲いた。 
小野さんは料理に興味を持たれたのか、私を席に呼

ばれ、本国の食文化について話を聞きたいと要望があ

ったのでレクチャーしている時だった。同行職員から

「大使に渡辺さんの本をプレゼントします。サインも

入れて下さい」と声が上がった。光栄な事だと胸に感

じながら名前を入れ、宴の時は過ぎていった。それか

ら 4 年後、来店された小野さんは「省に帰って来まし

た。あの本、向こうでかなり役に立ちましたよ。お礼

を言いたくて」と話してくれた。照れくさいが誉めて

貰えたのは嬉しい限りである。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
お知らせ 

世界無形文化遺産 

メキシコ料理をおうちで作ろう！ 
～公邸料理人監修レシピ集～ 

2010 年にユネスコ世界無形文化遺産に登録された

メキシコ料理は、その歴史の長さや多様性、食材や調

理法の豊かさからも国内はもとより世界中で愛される

ガストロノミーです。 
現在、在日メキシコ大使館の公邸料理人ヘルマン・

オリーバが監修したメキシコ料理のレシピを当館ホー

ムページ内で公開しています。ご自宅でお手軽にメキ

シコの味を楽しんでいただけるよう、手に入りやすい

身近な材料を使う料理が中心となっています。 
メキシコ料理レシピ集は下記の画像リンクからアク

セスして、ぜひチェックしてみてください。また当館

SNS(Facebook, Twitter)では定期的に新しいレシピを

はアップしています。 
 
☆メキシコ料理レシピ集： 

https://embamex.sre.gob.
mx/japon/index.php/ja/201
9-06-20-01-44-35 

自宅での時間を活用して、ご家族とまたお一人でも

ぜひお試しください。 
¡Buen provecho! (召し上がれ！) 
レシピに関するお問い合わせ等はこちらまで：

mediajpn02@sre.gob.mx(当館メディアコミュニケー

ション部)     在日メキシコ合衆国大使館提供 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

あとがき：新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大で影

響を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 
諸活動も制限されますが今は一人一人が病魔の押さえ込み

行動を心がけたいものです。メキシコでも COVID-19 が猛

威をふるっており保健省は 5 月 17 日現在、累計で感染者

49,219 人、死者が 5,177 人、新規感染者は前日比 2,075 人

増と発表。社会経済活動も急速に縮小し 2019 年のマイナ

ス 0.1%成長に続き 2020 年はマイナス 6.7%(金融機関聴取

4 月 21 日予測平均値)と戦後最悪になりそうです。しかし、

期待の新 NAFTA(USMCA/T-MEC)の 7 月 1 日発効が予定

され安定した事業環境が整います。人類の歴史は感染症と

の闘争史とも。ワクチン and/or 特効薬の一日も早い開発で

今回も人類の「勝利」がもたらされることを祈ります。 
ご投稿者の絶大なご協力にも拘わらず本号の発行が大幅に

遅延しました。お詫びします。偏に編集人の個人的事情に

よります。今後ともご愛読をお願いします。[20200518 か] 
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