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1 鮭鱒が先輩

人加は今から約 10万年前の第 3氷河

期のころに，ネアンタタール校から!十l現

したと学者は殺えてくれる。それに対し

われわれ人間に美味と蛋l守を供給してく

れる鮭鱒の祖先は今から 200万年乃至

400万年という気のJ4くなるような古代

に発生したということであるわわれわれ

人間の祖先が始めて鮭鱒の下({と対面した

時，鮒二鱒達はとんでもない肝郎が出て来

たそ、と嫌な聞をしたことだろう。それ程

にわれわれ人11月と称するものは，何でも

食うように出来ているからである。フラ

ンスの味聖 BrillatSavaτlnはL、う「重J;
プ りア サヴアラゾ

物l土味覚が狭い，すなわち，あるものは

絶対的に草食であり，あるものは肉食に

限っている。また，あるものは絶対的に

穀食である。 綜合的な味を知ってい

るものは一つもない。」

これに対して人間は何でも食う。あら

ゆる食えるものは人間の拡大された味覚

に吸い取られる。したがって人間の味覚

能力が，人間の欲するままに，その広汎

司会習にー

な用途に適合することが極めて必要であ

る。事実において，味覚器官は人間にお

いて械めて完全である CPhysiolo厚iedes 

Geschmacks) と。

鮭鱒族も幸いにまあ運命とあきらめて

今では毎年季節を定めて人間共のいる陸

地の方へ押しよせて来てくれるので有難

く，その御厚君、を受ける沢だが， この頃

は地上に人知が嫡えすぎて皆に割前が当

らなくなって来た。勢L、濫症ということ

になり，これではん先輩の舵樽族に中し

わけないと人工養殖が大L、に行われるよ

うになったc わが国で、も明治維新と共に

人工併化の急務なるを知ってその施設を

急いだが，今年は北海道鮭ι噂附化事業告IJ

主主 80周年記念祝典が挙げられたのであ

る。時に当り，この道の先輩アメリカか

らこれを祝って，魚tの王者 KingSalmo-

nの卵を 10万粒贈ってくれたという。

今，千歳ql号化場でスタスクと生い立って

いるそうだが，何とかうまく日付L、て洞

昨iif91上して欲しいものである。

この KingSalmon は lマスノスケ」



の名で，われわれ日本人もヰに(主してい

るが，漁獲数が極めて少なく，ほとんと

の人はその味を知らなし、。この鮭はその

休の特大なるのみならず，味においても

告七時中の王J号であるとされているのだか

ら，来るべき向上の時が待たれるのであ

るc 1也l::.生物の仲間入りをした人聞を，

その身で養ってくれた大先輩「マスノス

ケJ君への人間がせめてものお礼返しで

あるご鮭鱒族詰;許よ以て医してくれ給え

とは虫がよすぎるかな。

2 西洋の鮭鱒

カットの鮭とトナカイの凶 l工10，000

年前にトナカイの骨に彫られたものであ

るが， これ;土共に当時の南仏ピレネ一地

方の住民が良き食縄として心深く刻み込

まれていたことを~ÛEするものである。時

が移ってさか後代の 2，000年科昔， ロー

マのジユリアス・シーザーがフランス

(ゴール)へ遠征した時，彼の兵士らが

野営したガローヌ河中に銀鱗をタ院に輝

かす魚群が激流に飛躍するのを見に。こ

の素晴らしい魚、は彼らにとって初めての

ものであった。彼らは Salmo (跳躍す

る〕という名をつけた。これが今ヨーロ

ツバで Salmonと呼ばれる始めである。

私はこの時の魚は鮭というより，鱒では

なかったかと思うのであるc それは鮭よ

りも鱒の方が， より多く跳躍するからで

あるc それは兎も角として，その時以来

ローマの権力者達の催す豪華な宴会のテ

ーブルには必ず鮭が現われるようになっ

k..c それから 120年程後のローマの博物

'学者プリニーは|ーすでにアキタニアで

は， 1可鮭は海洋のどんな魚よりも珍重さ

れたJ と書き残している。また鮭を雪詰
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めにしてローマ市|司全土へj主ったともい

う。こうしてヨーロツパ方面でほ鮭樽の

食用が古い時代から記録されていて，洋

の東西を問わず，深く人類に噌好ーされた

魚であることを知るのである η 人績の味

覚というものは古今東西荒木的には変ら

ないものといえるのて、はないか。

さて，かようにして鮭輔の美味を知っ

たローマ人達は， どのようにして，それ

らの魚を食べたかというと， c彼らの食

味のおごりは急激に進歩していたのが，

やがては邪道に踏み迷い，ついには奇を

てらい品価なことが自慢になってしまっ

て，去の美味を忘れるような時代が来，

クレオパトラばその頚を飾っていた稀代

の大真珠を溶かし入れて陀界一高価の料

理を「ドって人々を驚かしたのであるが〕

当時最大の美食家 (bonvivants)の 1人

といわれたルクルス将軍 (Lucullus)は

イタリー全土の中から選んだ，ある一つ

の河から生きたまま取寄せた鱒 (trout)

を美しい硝子の瓶の中に慌がせて客に観

賞させた上(1人の存に 1尾布〕客の好

みのままに高価な信葡消や薬味香料で煮

て食べさせたのである。

詩人ジユナベル (Juvenal) は彼を讃

えた詩の中に，

il技然と寝中奇子に睡を伸;まし，

たぐL、なき佳き形の大きな津山の珠玉

を一わたり見廻し，

一番美しいのを選んで，

それを渡して御馳走を受取る，

其irくて一席の食事に全領地をー呑みに

する。

と描いている。かくしてローマ人は真の

美味美食を忘失して，いつのまにか者り

にふけって人心は次第に化濃腐敗してゆ
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くのだったっマー J，アントニーは伎の

料理長が紅問の!以味噌でと等のベースト

(嘗め物)を冶った宣と Lて人口 35句。。。
の都市をケーえたり，へリオガパルス L)1'，'i? 

は奴設の生身で建材(LtニCongereel (ア

ナコ)今日書iをした戸ーマは‘すでに忠魔

の巣と/なって亡びるより他なカミったので

ある しかしこうした古代の料浬史を書

していてi土切りがない泊、ら一足飛びに現

代のフランス ~'IJ望の中から魚t鱒の朴理を

拾L、IHして，tき，後から 11本の鮭時料理

に移って:戸くことにする c

3 フランスの魚類調理法

凶欧人i土活、じて魚傾はあまり食べない

が，フランス人はlやでも， ~II野の生活に

馴れた氏践のために魚、炉、の栄養価には理

解が乏しいといわれ，英同人やオランダ

人の 1 くらいしか摂取しないというこ

とであるつしかしエヒ¥ カニの類は肉閣

と同様に大L、に賞味する。例えぽマルセ

ーセの名物オマール(伊勢エビに似ても

っと大形のもの)や，エケルヴイス (E-

crVlsse ザリカニ)なと1工大変珍 i毛す

る。今の宮内庁可191長秋山1忠誠氏はi吐界

的にも有名な料JI里会長であるが， この人は

若年パリで修業した人だげに，抜てきさ

れて大正天皇の即位式の時，始めて司iji1

長の職についた時，パリで覚えたザリカ

ニのスープを賜餐の中に組入れたくて仕

様がな L 、。北海道にはザリカニが沢~]j ~、

ると聞いていたので 5千匹注文したが全

然集らなし~そこで天皇制華やかなりし

H与の払旭川師団長に頼んで数千名の兵

隊を肋此の上ザリカニ漁りをさせたとい

うエピソードがある。これは秋山氏自身

がその随筆集の中で書いているから事実

である。

きて， フランスで魚、加の~理法;工その

基本と Lて 9f重に分つことができるコ

(1'塩郊で (Cuissona leau Salee) 
k"ユイヅソンア ロー サレ

(.2魚、c")Ihil煮 CPocha只巳)
ポシャーシユ

(31スーフー煮込 (court-bowllon)
クール 7 イヨン

(4蒸煮、 (braisage)
フ νーザージユ

(51フ、ド -i同やブランテーで煮込む

(matelote) 

(61綱tl't(日lillade)
グリラード

(7!パター焼 (meuniere)

(8)粉を主ぶして (Biで揚げる iure)
ブリヰユール

(9'魚にベシヤメとチースベコソース・モ

ルネーを掛けてオ tグンで蒸し向きに

する (gratin)
グラタン

以 kの方法l工~ 、づれも件慢に)，[、用し

てよいし， ~11 ~魚，宕魚，鮎，鮮などの

川魚、や， ヒラメ，カレ，ホーボーなどの

海魚、にもよし、。中でも鮭や樽によく用い

らるる刀法を以下少し詳細に述べること

にするつここで特に注意して置き fニL、の

は『鮭Jと「時Jとの区別はフランス料

j里の場合同日 は雨水魚として取扱われ，

『鱒ji1淡水魚として扱われる c したが

っては本で普通『鱒』と称して『塩魚』

となっているものは (truitesde mer) 

つまり l海縛」といって，調理の場合は

鮭としてほわれるのである。こfし;土その

肉質のl司異によって分娯されたので，鮭

類、は同くかっ赤<，鱒類は軟かで白いと

するのであるつしたがってその局理法も

柏異るところがあるというものであるっ

それでこの際の縛ほ (truitesde riviere) 

で日本では凶鱒，英語で (Brooktrout) 

と称する北米大陪の原産種といわれる河

鱒類に限定する， c西欧にも在来したと



札、う人も多い]また虹鱒も北米!Jrt+1初、ら

ヨーロツパに移入されたものだが， フラ

ンス名は (truitearcen ciel) といい，英

語では (rainbowtrout)である。味は河

鱒のjjが美味て、ある。なお「海樽jのま

たの名をフランスでは (truitessaumon-

ees)というが，これは肉が赤色で鮭に似

ているからである。日本流にいえぽ「鮭

もどき」とでもいうのであろうか。

4 鮭のフランス料理

太平洋側と同様に西洋でも魚.+::1北洋の

魚、であることにかわりはないが，われわ

れ日本人が普通に『サケ』と称している

ものは分類学上 Oncorynchus と称せら

るる鮭属の魚であり。西欧でinJ鱒と区別

されて日本訳名の鮭:1 Salmo という属

名がついた海鱒のことであるぐしたがっ

て外形ユもとより，肉味に才ゴL、てもデリ

ケートな変化があること {1~ 、うまでもな

丸、c

それでこの雑話に出て来る料理法は，

飽くまで西欧 …特にフランス人の伝統

的，標準的の方法で、あって，所謂， 日本

人向に改造された〔日本的附洋料理〕で

ないことを御理解願って置きたL、。蛇足

だが明治初年以来急速に流行し /11した日

本の「せいようりょうり」は，イギリス

とアメワカの二国のものが流れ込み，そ

'れが 11木人流に改造されたものが基盤に

なっているので，変なアイノコ料用ーにな

『ったc 川えゴ明治から大正へかけて一世

を風びした，村井弦者の大著食道楽J

などは，全く今読んでみると全く噴飯物

である。フランス料理を語るとき， まず

われわれはこうした事情を頭において学

ぶことが大切である。
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フランスでもイギリスでも鮭鱒料理は

他の魚と同様(引の項にあげた 1から 5ま

での茄で、たり，煮たり，蒸したりする方

法が多く取られるが，ここではまづ「鮭J
(Saumon)に対する共通j去を略述する。

鮭の内臓を口の方から取り去って，鱗

も除去して内外とも清潔に洗ったものを

丸のまま，あるいは切身をナフキンに包

んで，酢を混ぜ、たクール・ブーイヨン

(Courtbouillon) の冷めたものの中へ入

れてトロ火にかけ，ゆるやかに加熱して

行き，最後まで強l~ 、火力を使わないで煮

上げる c 好みに応じてこのブーイヨンに

食塩を加える場合もある c こうしてポシ

エ (Pocher)…-沸らない湯で煮た・・

した鮭(土下記の各種ソース類を好みに応

じて掛げて食べるに適している。

1. Sauces-anchais (ソース・アンシ

ヨワ〕

2. 11 -Capres (ソース・カープ

ノレ)

3 11 -Crevettes (ソース・ケル

ウやエツト)

4 ノケ -hollandaise (ソース・オ

ランデーズ)

5. 11 -genevoise (ソース・ジユ

ネウオワース)

6. 11 -mousseline (ソース・ムー

スリーヌ〕

7. 11 -Nantua (ソース・ナンチ

ユワ)

8 庁 -ravigoto (ソース・ラヴイ

ゴート〕

以上のような注~!で供卓するが，英国

では胡瓜の薄切りをそのまま，あるいは

サラダにして付合わせるほか，冷製 (fr-

01のであれば朗瓜の薄片でデコレ (dec-
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orer)…飾る・ーするのが常法である。

このように鮭を茄でる場合， Crimped 

(クリンプト〕といって，生きているう

ちに鮭の膚に幅 3センチく、、らいにしてナ

イフの匁を入れて冷水に浸 L. 血を/Hさ

せてから調理する習慣がある。フランス

では， これは残酷だ野蛮だといってやら

ない。最もフランスでは生きた鮭は得ら

れないから事実上困難ではある。

Coquilles de saumon (コキーユ・ド・

ソーモン)という鮭料理がある。英語の

コキールであるが， この鮭のコキールは

先に述べたクール・ブーイヨンで煮た鮭

の肉を貝;投 (Coquilles)に盛り，ベシヤ

メル・ソースをかけ，磨り卸した粉チー

ス、を振りかけ，上からパターの溶かした

のを注いで，オブンで蒸し焼きにする。

この料理には鮭肉にトリユツフ(西洋

松露)やシャンピニヨン(西洋松茸)の

薄片，苅で卯の薄切りなどを加えても良

L、。ベシヤメルソースに代えて，ソー

ス・モルネーや，ソース・オー・ヴア

ン・ブランを用いてもよし、。

付記上 述の Court bouillon (クー

ル・ブイーヨン〉というは英国ではスー

プ・ストツク (Soup-stock)と称し. Iス

ープ用の出LjI"Jと訳したらよいかと思

う。すべてのスープ類の土台となるもの

である。これは原始的な煮込料理である

Pot-au-feu (ポートーフ〉を造った時，

出来た液IIを別に取り分げて，脂肪分を

完全に除去し，きれいに漉して清澄にし

た肉汁である。

原料は，牛肉，野菜，砕いた牛骨。人

参，蕪，ポロ葱。セルリ。月桂樹葉，ニ

ンニク，粒胡版.その他の野菜，香料な

とを冷から煮立てていって造るものであ

る。フランス料理はすべてこれが基礎と

なっているとまでいわれているc 北海道

のように冬期間は皆ストーブを焚くので

あるから，家庭用に牛の首肉や皆肉のよ

うな安い肉と骨を買って，玉葱，人参，

キャベツなどを加えて食塩を僅かに加え

て深鍋に入れ，水をタップリ入れてスト

ーブの上にのせておくと手数もかからず

に栄養価の高いスープの素も出来，肉ヤ

野菜は適当な味をつけてお惣菜にしたら、

よし、と思う。

魚、好きの人は肉の代りに白身の魚をつ

かってもよし、。「ポートーフー」はロシ

ヤ料理で， 日本にもおなじみの「ボルシ

チ」と同じようなもので， トマトビュー

レーなどを入れて鮮やかなレンガ色に仕

上げるとボルシチになるのである。

(料理研究家〉

そえがき

私は昨年来，秋庭事務官を始め，疋田"

比佐，その他の技官や道立水産階化場のー

江口課長などの諸先生にたびたびご教示

を戴いて調理研究者の一人と大変な便宜

を与えられて来ました。たまたま本年は

本道僻化事業 80周年に当り，記念誌が

発行され，私にもその一冊を戴けたこと

は感激に堪えない所であります。

秋庭先生から鮭鱒料理について何か書

いて見よと，お話しがありました。全く

の浅学非才，読むに値するものとは思い

ませんが，おすすめに従って鮭鱒料理を

中心にして雑話風のものを続げたし、と思

います。各位のご叱正をお願いしますっ

1959. 11. 29言己

カット説明ニ蒔jフランスのピレネー地方出土ト

ナカイの骨片に彫られた鮎とトナカイの図約1

10，000年前(自!の悦ぐ河を渡るトナカイ)




