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本発表の目的

発表者=人類学者は、ペルーの現代ガストロノミーレストランでその一員

のように扱われるようになった

目的：コミュニティの一員のように参与観察できるようになった様々な

要因を検討することで、現代ガストロノミーの仕事について

明らかにし、さらにそれを元にコミュニティへの参加と参与観察の

一側面について明らかにする

→なぜ一員のようになった様々な要因を検討するのか？

どうしてそれについて考えることでガストロノミーの仕事がわかるのか？
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正統的周辺参加論：学習過程をコミュニティへの参加と重ね合わせる

ようにして把握する

箭内(2018)は、学習=コミュニティへの参加が、中心化=体系化された

ものではなく、状況に埋め込まれた多様な過程の集成であることを強調

→学習=参加に着目することで、そのコミュニティの動態を構成する

様々な状況を理解することができる

多様な状況を通した学習とコミュニティへの参加

=コミュニティにおけるアフェクトゥスへの同調

アフェクトゥス：私たちの生に作用・影響する「目に見え体験されるもの

の水面下での異質で複雑な内在的な力の絡まり合い」

（箭内、西井（2020））

3

正統的周辺参加、コミュニティのあり方、アフェクトゥス

箭内匡（2018）『イメージの人類学』せりか書房
箭内匡、西井涼子（2020）「はじめにーーアフェクトゥス（情動）的世界への招待」『アフェクトゥスーー生の外側に触れる』、京都大学出版会
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セントラールとその料理
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• 1990年代から各国の前衛的な高級レストランにおいて

採用されるようになった料理のスタイルのひとつ

• フランス料理やイタリア料理といった従来の高級料理の背景を持つ

料理人が、それらの概念や技法からかなり自由に料理を創作する

5

現代ガストロノミー

生ハムメロンの「脱構築」（エル・ブジ） ボタンエビと長野産の蟻（ノーマ・トウキョウ）

左：https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=96044667&ft=1&f=1053?storyId=96044667&ft=1&f=1053

右：https://forzastyle.com/articles/-/50111

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=96044667&ft=1&f=1053?storyId=96044667&ft=1&f=1053
https://forzastyle.com/articles/-/50111
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海から砂漠、アンデス、アマゾンまで

を含むペルーの多様な生態系に応じて、

ある特定の生態系で育つ食材同士だけ

を組み合わせ、同時に提供される

1-3皿の料理=1つの「瞬間」の料理を

作る

→生態系という独特なコンセプト、

独特な素材、プレゼンテーションの

美しさによってセントラールは世界

有数のレストランになった

（世界ベストレストランランキング

2019年6位、

南米ベストレストランランキング

2019年2位） 6

セントラールとは

セントラールの食事客にお土産として渡される
イラスト。
標高とその生態系の特徴、そこで育つペルー独自
の食材名が書かれている
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赤い岩（Rocas Rojas） -10m

「これは寒流の流れる、岩がちな海岸の生態系を表現する料理です。

その中から、岩の間に育つ亀の手、ホヤの仲間で、赤い身が特徴的

なピウレ、海藻、マテ貝をお出しします。」

7

セントラールの料理

写真はセントラール提供
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社会構造と、試作に加わること
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スタッフの4分類

セ
ン
ト
ラ
ー
ル
キッチン（料理人）

マテール・イニシアティバ

（調査開発チーム）

サロン（サービス）

管理部門
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ペルーの食材と食文化、さらにそれらにまつわる文化・社会的事象を

調査するチーム、「セントラールのエンジン」

料理人はもちろん、栄養学者、経済学者、文化人類学者、植物学者、

昆虫学者などとの協力関係のもとに活動している

それぞれにプロジェクトを持ったインターンを受け入れ

10

マテール・イニシアティバ

• ミル（セントラールのシェフが率いる料

理人のチームとマテール・イニシアティ

バによるアンデスのレストラン）周囲に

生息する植物につき、隣接する村での

用法や料理における利用法を含んだ植物

図鑑を作る

• ミルに隣接する村の村人と協働して、

周囲の植物を利用した染め物を作る

（ワルミ）
ワルミの活動の様子(Giulia Pompilj撮影・提供)
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発表者はキッチンでの料理人の仕事や創造の過程

を明らかにするというプロジェクトによって、

マテールのインターンとして受け入れられた

当初の提示したプロジェクトは、在籍中ほとんど

実行できず
（博士論文の執筆を持って貢献しなければならない……）

しかし、日本酒や漬物など発酵食品の試作

=他の料理人のように、食材や調理法の可能性に

触発され、それを形にしようとする

11

マテール・イニシアティバにおける発表者

キヌアに近い穀物、
カニワで作った「日本酒」
（発表者によるInstagram
への投稿より）
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• パティシエ部門（図外）

• 生産部門（図外）

12

キッチンの部門分けと配置（正スタッフ）

サロン

サブキッチン

盛り付け部門
オーダーの読み上げ、盛り付け、客席に
出て料理説明。
ミゼンプラスの時間は他の部門の準備の分担。7人

冷菜部門
主に海産物を使った冷たい料理。
3人

温菜部門
温かい料理。3人

スナック部門
一口で食べられるようなもの。
2人
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インターン

常時1-3人のインターンがいずれか

のポジションにいる

（現代ガストロノミーレストランではこうし

たインターンの受け入れは一般的）

→マテールのプロジェクトの一環と

して、発表者は（正規のキッチンのイン

ターンよりゆるい形で）キッチンでの

インターンを認められ、キッチン

の仕事にかかわる

13

キッチンの部門分けと配置（インターン）

サロン

サブキッチン
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社会過程と、仕事の速度に応じること
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いくつもの構成要素からなる皿が集まって一つの瞬間をなし、

瞬間が多数が集まってコースをなしている

→150以上の多量の構成要素

さらに、それぞれの要素につき、準備に必要な時間、手数、保存できる

期間などが異なる

16

多量の構成要素
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…こうした樹形図が15瞬間分ある

→キッチンは日々の営業に間に合うように錯綜する準備過程をさばいて

いる

営業中 当日 2-3日以内 1週間以内

17

錯綜する準備過程

樹形図によってものを作る過程を図示するというアイデアはシェーンオペラトワール概念を応用したMatthew(2016)による

Walls, Matthew(2016) Making as a didactic process: Situated cognition and the chaine operatoire. Quaternary International 405:21-30.
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セントラールの時間の分類

ミゼンプラス
昼の営業開始まで、
夜の営業開始まで

要素を作る過程

営業 昼食、夕食の時間
要素を組み上げ、
客に提供する過程

休憩
昼のミゼンプラス後、
昼の営業後から夜の
ミゼンプラス前
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1. ボールをいくつか広げられるような場所をメインキッチンで確保する

2. 道具置き場に行って、他の人に使われる前に、大きなボールひとつ、

小さなボール2つ、タッパー3組、泡立て器、へら、サイフォンを確

保する

3. 冷蔵室から生クリーム、チーズベースを持ってくる

4. メインキッチンの冷蔵庫から前日作った泡の入ったサイフォン、前日

作った泡のもとの入ったタッパー、クマノテのエッセンスやツナ（赤

い果物）の果汁の入ったタッパーを取り出す

5. レモン果汁を絞っておく、あるいは絞ってもらっておく

6. 大きなボールに生クリーム、クリームベースを混ぜ、適切な分量より

少し足りないくらいのレモンと塩を混ぜる

7. 小さなボールに1/3ほどを移し、そこに、前日作った白い泡の入った

サイフォンを絞り出し、前日作った白い泡のもとの入ったタッパーを

足す 19

海産物に組み合わせるクリームを作る手順1
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8. (X)レモンと塩で味を調整する=泡のもとの完成

9. 盛り付け部門の人を捕まえ、味のチェックをしてもらう

10.サイフォンに泡のもとを詰める。余った泡のもとはタッパーに詰める

11.きっちりとサイフォンの蓋を締め、ボトルでガスを詰める

12.以上がプレーンの泡の工程。クマノテのエッセンス、ツナのエッセン

スが入った泡については、(X)レモンと塩で味を調整する のところで

それらのエッセンスを足してから、味の調整をする

13.サイフォン、余った泡のもとを移したタッパーをメインキッチンの冷

蔵庫にしまう

14.使い終わったボールやタッパーなど最後は洗い場に持っていく

20

海産物に組み合わせるクリームを作る手順2
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インゴルドにおける作ることのイメージ（2017）

：地面に刺された枝にしなる枝を絡ませることでかごを編むように、

素材が持つ力や、それが置かれた環境が及ぼしている力、つくり手

自らの力など、複数の力を上手くとりなすことでかたちを生み出す

→ソースに味付けをする、素材を適切に切ることにはこのイメージが

当てはまる

対してミゼンプラスでは、適切なタイミングで、適切な場所に素材や

道具を移動させることが作ることの大きな部分を占める。

大量の要素を適切な時間内に動かすセントラールのキッチンでは尚更

21

ものの移動としての作ること

インゴルド、ティム（2017）『メイキングーー人類学・考古学・芸術・建築』金子遊他訳、左右社
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• 道具や作業場所を探してキッチンを右往左往し時間を浪費する

• 道具の大きさが不適切だと作業が失敗しやすくなる

• 他の人のじゃまになる

• 道具の取り合い

• 最悪、その日にすべきことが終わらない

22

ものの移動を適切にできない場合
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レストランにおいて「仕事ができる」ことは、例えば味付けがばっちり

決まることや、的確に包丁が扱えるということだけでなく、

もたもたせずに必要な道具や食材を揃えること含まれている

また、ときにはものを変形させることの次の段階として、必要な道具や

食材を手配することが位置づけられている

• インターンは、例えば当日必要なはまぐりを細長い刺し身に切るなど、

作業時間がかかり、相対的にものの移動が少ない仕事が任される

• レストランに来て間もない人に仕事が任されるときは、先輩が必要な

道具などを用意してから、（切るなど）仕事の中心的な部分を任せる

ことが見られる（二回目以降は自分で取りに行くことになる）

調査者はセントラールのキッチンに約10ヶ月滞在したことにより、

他の料理人のように適切にものを移動させることができるようになった
23

技能としての、ものを移動させること
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営業：伝票のコールを受けてからできるだけ早く料理を作り送り出す段階

それぞれのポジションにつき、概ね400皿前後を3人ほどで作る

…ミゼンプラスの段階で、提供直前に火を通さなければならない一部の

ものを除いて、ほとんどの要素は完成している

→営業の段階で料理を作ることというのは、主に、早く適切に皿の上に

要素を盛り付けていくこと

=ものを動かすこと

24

営業=皿の上に要素を置く過程
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注意が向けられたり先輩から指示がなされたりするのは、

ものを適切な場所に速く動かしていくための技法やものの配置

例）料理の上に花びらを置くための様々な工夫

• ピンセットを2本使う

• ピンセットで一枚一枚置いていくのではなく、

手の上に数枚置いてそこから皿の上に置いておく

• 皿の上に花びらを散らかしたあと、重なってしまった花びらを

適切な位置に直していく

→調査者は他の料理人に比べたら速くないながらも、

営業のスピードについていくことができるようになった
25

ただものを動かすのではなく、最速で移動させる
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森田(2012)は、タイの農業機械工場において、部品や半製品の工場内で

の移動に着目し、倉庫や工場内の各作業場をモノの移動が一時的にとど

まる滞留点とみなす

その上で、工場内のミクロな部品の流れから、グローバルな鋼材などの

流通までを視野に入れつつ、様々なスケールで「モノの移動と滞留の

流れ」があることを指摘する

他方で、モノの移動と滞留の流れは、道具の準備や片づけを担う徒弟や

買付担当者ではない職人にとっては、ほとんど視線が向けられない

インフラだと述べる

対してセントラールでは、ものの移動（の流れ）はどのスタッフに

とっても後景に退かない、関心の対象

→仕事において求められるものの移動の量や移動の速度によって、

ものの移動は作ることの主要な構成要素であり続ける
26

ものの移動が後景に退かないこと

森田敦郎（2012）『野生のエンジニアリング―タイ中小工業における人とモノの人類学』世界思想社。



/32

セントラールというコミュニティにとり、時間の制約や合図に応じて、

ものの移動を求められる速度でこなすことはそのコミュニティの重大な

関心をなし、参加の重要な要素である

しかし、要求に応じて、集団的にひとつの速度をなすことは、

セントラールあるいはレストランのコミュニティの成立のみにかかわる

のではない

心理学者のワロンは、合図に合わせて同じ動きをするような、集団が

同じ情動に応じて動いている状態を、人間が自他の区別を取り払い集団

が実在の身体の如くなることだという（ワロン 1965; cf. 黒田2020）

→コミュニティが晒されるアフェクトゥスに応じて、他の人と同じよう

な速度の中にある動作をなすことにおいて、人はコミュニティに深く

参加していく

27

ひとつの速度をなすこととコミュニティの成立

ワロン、アンリ（1965）『児童における性格の起源ーー人格意識が成立するまで』久保田正人約、明治図書
黒田末寿（2020）「熱帯雨林との感受ーー共振とうねり」『アフェクトゥスーー生の外側に触れる』、京都大学出版会
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不可量部分をともに感受すること
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調査者はマテールのインターンであったことから、他の料理人や

キッチンのインターンのようには毎日キッチンに立っていなかった

（料理人のように勤務しつつ、フィールドノートなどをこなす体力がなく、

マテールのオフィスで書き物をしていた）

とはいえ、朝から夜まで多くの時間をレストランで過ごしたことで、

すれ違うたびに料理人に挨拶したりおしゃべりしたり、書き物をしなが

らもキッチンの雰囲気を感じ取ったり、一緒にまかないを食べたり、

他のレストランによるInstagramの投稿を見て議論したりしていた

29

何らかのかたちでいつもレストランにいること
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週あたり1.5日の休みと、昼と夜の営業の間の中休みがあり、

他のレストランと比べて特段辛い勤務体系ではないにせよ、

料理人は常に疲れている

キッチンに常にいるわけではないながらも、調査者もぐったりしていた

同じように昼の営業と夜の営業の間に控室で昼寝をしたり、ぼんやりと

夜のまかないを食べたりしていた

（逆に営業終わりの高揚から、夜の営業後のロッカールームでふざけ

合ったり……）

30

他の料理人と同じように疲れていること
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マリノフスキーは「人々が、まじめであるか、ふざけているか、真剣に

気持ちを集中させているか、退屈そうに気まぐれに行動しているか…」

といった微妙なニュアンスを「実生活の不可量部分」と呼び、それが参

与観察にとり決定的に重要だと述べる（マリノフスキ 2010; 箭内、西井 2020）

さらに箭内と西井（2020）は不可量部分を自ら経験することが、人々に

とってアフェクトゥスがどのように響いているかを把握することだと

述べ、その不可分性を主張する

調査者はセントラールの不可量部分に加わる=アフェクトゥスに他の料理

人と同じように応じるというかたちでコミュニティに参加しており、

それにより料理人の一員とみなされるようになった

→正統的周辺参加と参与観察の過程は、ともに他者と同じように

アフェクトゥスに応じられるようになることである

31

フィールドの不可量部分とアフェクトゥスへの応答

マリノフスキ、ブロニスワフ（2010）『西太平洋の遠洋航海者』増田義郎久約、講談社
箭内匡、西井涼子（2020）「アフェクトゥスとは何か？」『アフェクトゥスーー生の外側に触れる』、京都大学出版会
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研究会や論集へのお誘いお待ちしております！！！

また、研究についてのおしゃべりがしたいです。

お気軽にご連絡ください。

メール amanefjt@gmail.com

または、この発表会場で発表を聞いておりますので、

個別チャットで質問などお待ちしております！

32

蛇足

mailto:amanefjt@gmail.com

