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今年 (2004)の7月初旬から 2カ月間に

渡って、高知県の県立牧野植物園で高知県

の絶滅危倶植物と『日本の絶滅危倶植物図

諸」出版記念をかね巡回燥がありました。

その時、植物園で研修会もあり高知市を

存分に楽しむことが出来ました。その中で

人々の暮らしをかいまみるためと、人一倍

の食に関する好奇心が手伝って、朝から日

曜市に出かけました。

高知市ではほとんど毎日あちらこちらで

市が立っと聞きました。日幌市は朝 51侍か

ら夕方まで開かれていました。駅前の通り

を背に、僑をI皮り直ぐの信号を右手に高知

城に至る 1kmの車道が半分閉鎖され片側

車道になっていました。その閉鎖された車

道が臼昭市の会場に早がわりでした。地元

の人々が持ち寄った野菜、巣実、魚類、菓

子、お茶、花々、装飾品などの生活用品が

並べられ、人々が肩をすり合って只ぃ物を

していました。そんな地元の人々に混tっ

て私もあれこれ品々を吟味したり、聞きな

がら野菜のシカクマメと主主に摘んだ水出し

茶を 2袋買い求めました。

「シカクマメはどうですか!J と呼J~'戸に

誘われて買ったこのマメは、新緑の芽きの

ような爽やかな緑色で丈が 15-16cmも

あろうか。見た目には青い未熟な爽で豆果

が入っている訳ではない。

「これどうやって食べたら美味なの?Jと

ク マ メ

札幌市 船迫吉江

開くと、大きな戸で「天ぷらだよ」と返っ

てきた。連日 36"Cの暑さで痛みそう--。

札幌に持ち帰って天ぷらにしたい f その

一心で、ティシュペーパーを濡らして爽を

しっかりと巻き、ビニーjレ袋に入れ宝物の

ように大切に数日間冷蔵庫で保存すること

にしました。どんな花なのか? 菜、茎、

根はどうなっているのか等々と思いを馳せ

ながら 。

翌日牧野植物園内の植物観察会がありま

した。土{ι秘物研究会の稲短典年氏の御案

内でi詞内を限無く観察することが出来まし

た。その途中、丘の斜I肘に数mの棒にから

まってシカクマメがあった/のです。試験

栽培のようで沢山はなかったのですが、丁

度花が付いていました。1事い背紫色で 2cm

くらいの花でした。業は夏の暑さでへたっ

ていましたが、実際におめにかかれるとは

思ってもいなかった野菜の実態にであうこ

とが出来ました。しかも花がl咲きはじめの

時にあえてt喜しくなりました。

帰札後、早速天ぷらにしました。さっぱ

りと軽〈癖もなく美味/ あとを日1<美味

しき/ 結局 10本全部夕食で食べてしま

いました。こんな美味しいシカクマメのこ

とが色々知りたくなりました。栄養的にな

にかいい事があるのか。根はどうなってい

るのか。青い爽が完熟した場合の種はどう

なるのか等々について調べることにしまし
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高知県立牧野植物園で栽ほのy カク7 メの様子です

[学名]PSOphOC3I1川stetragono!obt1s (L) DC. [科名]マメ科 (Fabac回 e)ソラマメ(マメ)亜科
[和名lトウサイ(ハネミササゲ、ンカクマメ)属ンカクマメ(四角¥!)
[慣用名] Wingcd bean， Asparagas pea，ドour-anglcdbean， Goa bean， I¥'Iani1a bean， Prince田 pea
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た。

1986年に雑豆輸入恭金協会が発刊した

r i!t:界の有用7/ 科柄物~ J ames A. Duke 

著、星合和夫訳にシカクマメについての報

告がありました。

これによればシカクマメの起源について

は定かではないが、インド、インドネシア、

パプアニューギニア、ラオス、 7 レーシア

などの東南アジアを中心に人里で野菜とし

て当たり前のように作られているとか。し

かしアメリ力大佐にはないらしい。

このンカク7 メは多年生のつる柄物(右

巻きでした)、一年生根は浅く無数にあり、

水平に走る主根と側線からなる。後に肥大

した根は塊根となって多くの桜粒をつけ

る。業は三lH葉。小葉は幅広の卵形で"/J、き

く2深裂した托葉がある。 ;{Eは 15cm以下

の肢生総状花序で 2-10伺の花をつける。

花はillJで揚げると 7 ッシコルームのような

風味があり、また果実の積は大_¥'1.1こ似た調

理iUIや石けん作りにも使われているイ也、総

の塊は生のままでも、加熱しても共に食用

とされ、時にはめまいの温湿布にも供され

るとか。

私の食した青い爽は、栄養的には 100g 

'1'り34calとあり、乾燥した種子は 100g 

中 405calもあって完熟した極子は高 cal

だ。青い爽の方はダイエット食11lIといって

も良い。

その "l-~lい爽のシカクマメの種を採いた

後、 2，坦Ijで食べられるようになるらしい。

3週後には種子は成熟するといわれてい

る。平均気温が 15.4-27.5"Cあり、シカク

マメの後にサ|ウキビを作付けすると、そ
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の収量は 50%も上がるというからi中綿あ

たりでは作られているかも知れない。行っ

てみたいf身動lこかられている。

6週間で完熟した乾燥穂子になるシ力ク

7/の高 calで、しかも蛋白質の成分をみ

てその成分がほとんど大主主に近いことには

驚かされた。健康を気づかう人々がよく耳

にする必須アミノ般が天盛りといってよい

程だ。種子 100g当たりの成分をダイズと

比較して表にしてみました。

この成分表をみると、シ力クマメはダイ

ズより蛋白質レシチン中のオレイン酸やリ

ノーノレ酸ははるかに多い。油にした場合大

反 ilIJより l建Jllilこよいのではないだろうか。

また、アスパラギン酸やスレオニン、イソ

ロイシンもダイズの 2倍もあり、ノ、 1)ンに

関しては 3倍値を表している。グロプリン

中のセリンやヒスチジンは無いがそのイ也

16種におよぶ蛋白質はシカクマメの方が

優っているから凄い豆だ f シカクマメは

豆巣は勿論のこと、根も食用や薬用とされ、

茎や葉も飼料として活用されており、全体

に捨てるところがないマメ科組物だんこ

れらのことからシ力クマメはダイズに劣る

どころかタイズよりも{憂れたものではない

か/と。これ程栄養価の高い豆が大豆のよ

うに普及しなかったのは何故だろうかと疑

問に思いました。

ダイズはツ/レマメを起源に、古代中国後

漢の頃から作付けきれ、大豆という言語ま

で存在したことが明らかになっている。

3000年の年月を総て進化し続け、現夜も中

l主lをはじめ、南 北アメリカ大陸、日本な

どで大量に生産されL、その品種たるや
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1< シカクマメとクイズの栄養分析(llj(lOOg当たり)

たんぱく質 シカクマメ ダイス

パノレミチン酸 8.9-9.7% 15.8% 

レ ステアリン般 5.7-5.9% 6.3% 
シ〆

オレイン罰金 32.3.39.0% 13.0% 
チ
ン リノ ノレ般 27.2-27.8% 2.9% 

リノレイン酸 1.1-2.0% 2.0% 

プロリン 6.9-7.6g 4.3g 

グルタミン酸 15.3-15.8g 19.0g 

ンスチン 1.6-2.6g I.lg 

メチオニン 1.2g 1.8g 

リジン 7.4-8.0g 5.4g 

グ
トリブートファン 1.0g 1. 7g 

ロ スレオニン 4.3-4.5g 2.lg 
プ

ロイシン 8.6-9.2g 9.2g 

ン イソロインン 4.9' 5.lg 2.4g 

ク フェニ ノレアラニン 4.8-5.8g 4.3g 

ン チロシン 3.2g 3.9g 

ヒスチジン 2.7g 2.2g 
ン
、.~ ノ〈リン 4.9-5.7g 1.6g 

アノレギニン 6.5-6.6g 8.3耳

グリンン 4.3g 0.7g 

アラニン 4.3g 1. 7g 

アスパラギン酸 1l.5-12.5g 5.7g 

セリン 4.9-5.2g 

栄養分析位は rFoodcomposition Tahle for Use in East Asiむを参号

に表を作りました。

1，000穏におよぶというから驚く。日本人

の食生活の耳主要な位置を占めるダイズであ

るが、最近では遺伝子組み換え大ぱが大き

な問題となってきている。

それにしても栄養価の高いシカク"7;1が

何故栽培が普及しなかったのか。豆巣の生

産量が少ないことが大きな即、因だろうか。

ある意味では原種のj宣伝子が守られている

ということであろうか。大スターの大取と
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競うことが出来なくとも、何時のnかシ力

クマメを作って煮]取にしてみたい。北国の

食卓に載せる日も米るのではないだろうか

と夢見た夏でした。
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