
5 釣師 の 歌

怜iぢやすき鱒捕えんと待ちかまえ

魚の青11を貧り食いしその時こそ

云うに足らぬもの時ありて

慾深き心を捉えることあるをう，)1る

fÇ\食はねば，祉の賢~者を予は讃ず

空の誘いになど，更に乗らぬ人々を

なれど我，釣するうちは断食すれど

:'~;運をもて我食事とし

我;友もまたそに招き寄せ

斯道にも増してその人を喜ぶ

我が釣りの魚、をJillうるにも増し

我が卓にその人を歓び迎う

釣り上げし獲物，卓に上すもよけれど

獲物更になきも，変らず満足す

主の君も亦然か思召されたり

魚、を獲る漁夫を，人を獲る漁夫となし

給いし時

こ;hぞ他の遊びにーなき事ながら

斯くて人，漁り L，且つ御名を讃え

得るなり

この詩;工， 実|寸の人アイザツク・ウオ

ルトン(fzaakWalton -159:3~HìR:めの

ii1'J1:京大企 I(Fish and Fishin幻(平川
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百幸弘一

禿本訳〕の第五章鱒釣りについての中に

11¥て来る「釣師の歌 lの第五句から第七

句までの三匂を抜葦したのである。この

需は 300年以 1:も昔に出版されたのであ

るがIl¥版とともに故国はもとよりのこと

各国語に融沢愛読されたが，単に釣師だ

けで ~';c く一般読書子もまた大いに来しん

だのである。

この吉は全巻対話!試に書かれている

が， この詩はその 4人の釣人の対話の中

で， ビスケエタア(著者ウオルトン'?)

が唱ったもので，その Uに釣った鱒の料

班でビールを呑む'{f~宴の輿を添えたもの

である。英国人の鱒釣りは昔から高級な

スポーツとして有名なものだが，また味

覚の点でも大いに賞美されて鹿肉料理と

ともに珍重さた。これはカットに用いた

トナカイとサケの古代図と関連するのも

耐白L、。余談ではあるが北海道でも昔開

拓伎が札幌農学校を開設した時，その寄

宿??て汗:ふ上述の食事を純洋食に切りかえ

食午爪の改善を強行したのはよいが，11E 

11 ~I主:.1主 1ft1ム!と似の料)1['どったのにiJ、
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生徒も|羽 1-1したと伝えられている。して

児ると鹿と鮭はよはど縁が移民レものと比

える。

以ド「釣魚大全」のiおい1.J 草，第五~ ~fLか

ら少々抜J己してはる。この市:で;主ビスケ

エタア， ヴエ不エタア，乳母，その娘モ

オ Fレン，旗干の女将の 5人の対話であ

る。

ビスケエタア一一一鱒はわが同において

も(英国〕また外国においても，非常に

珍重されておる魚、でありまする。古代の

詩人が葡萄泊について申したように，ま

たわれわれ英吉利人が鹿の肉について申

すように，一種の高貴な魚と申して差支

えありませんO それにもまた季節がある

という点につきましては，雌鹿に酷く似

た:\(~でありまする。雄鹿，雌鹿と同様に

季節によってLHで， また失せるものであ

りますから，ゲ、スネルはトラウト (trout)

と申すその名はもと独逸語から出たもの

と巾しておりまする。 Lてまたこれは，

」番と耐の IflいifJtれで， この上なし向い

砂利のl:で，いかにも清潔に，清浄に餌

生食む魚、であり，味いの優れて美味なこ

とにかけては，ひめじに筆者証。プラン

ス語で、単にルージェー (rouεei)という

場fTは I=J本ひめじを指し，ルージエー・

グロンダ、ン (rouget戸grondin) と呼ぶ場

企は勅払を指す，英語ではガーナード

(gurnard) という〕があゆる海の魚、と

腕うように，あらゆる淡水魚と C300年

??の釣人は鱒も鮭も淡水魚で鮭はちょっ

との間海へ下るものと考えていた一筆

者注〕競うと中して差支えなく，本当の

しゅん(季節i)になりますとこの上なし

賛沢/工夫ft家い天 1-':--11!t，と，/[してし、る

とIjlしておりまするの

ビスケエタアの鱒の話はまだ長く統く

のであるが余白もないのでこの辺で端折

るが， ドイツの鱒， ジユネヴアのレマン

湖の鱒， ケントの小JlIの鱒， ウインチェ

スタアやウインザア辺の淘に近い河にL、

るサムレツトとヵ、スケツガア・トラウ卜

とl呼ぼれる若い鱒の話とさらにはカンタ

ペリー付近のフオーデイツヂ鱒が，淡水

に入ると全然簡をたべない話と尽きると

ころがなし、。その長い長いビスケエタア

の訴が一段落すると， 5人の間でいろい

ろなやりとりの後でまたピスケターの話

』二ts:.る。

ビスケタアーーさあさあ，夕食に取り

かかりましょう。さあさ。コリンド殿，

この鱒の美事なこと。 釣り上げた時には

~gあまりもありました。して，その腹

はと申せば，金仙花のように黄色なこと

もあり，また，百合のように白いところ

もJうりまし た。ところカ1ま7こ， こうして

結構ts:.肉汁(スープ)へ浸けてみると，

一憎また美事に見えますようで、。

コリドン 仰せのとおり，何と見事で

ござりますc してまた，味も実に結構で

こりや何ともかたじけのう存じまする。

とコリドンが陽気に唄うた後をビスケ

エタアか最初にあげた「釣師の歌」を唄

うのである。この「釣魚大全」は釣の哲

学であり，芸術であれまた宗教でもあ

る釣人には一読をすすめたL、が今は絶版

になっている。

6 ナント風筒切鱒

この鱒料理はメニューなどに記す場合

には， フランス夙に Darnede Saumon 

a 1a NantaIse と書く。 I宇，;l， Ltこごとく

外国では Saumoni土:1&も1":1'''¥-('' しか



も貴重で特に凝った高価なものとされて

いる。その肉質も普く美食家の歓ぶとこ

ろであり， ことに人数の多い宴会には重

要な役目を果す材料として重宝される。

勿論こうした場合はほとんど丸のままの

姿で調理供卓されるのが普通であるが，

時にはまた以下記すように筒切にした家

庭風の一品料理としても調理される。こ

の鱒料理は ala Nantaiseとあるから

「ナント風の」とか「ナント風に」とか

いうのである。ナント (Nantes)はフラ

ンスl西部にiitれているロアール (Loire)

河口の港である。しかし時にはこの地}j

特産の仔鴨を指す場合もある。ところが

この「ナント風筒|切鱒」と名づけられる

のは注汁〔ソース)に Nantuaという名

のソースを汗j~、るから， この料理はフラ

ンス東部のスイス寄りにある湖水に臨む

都巴 Nantuaから伝わった料理だとも考

えら.hる。そJlは Nantes (ナント〉は

海岸であるが Nantwa(ナンチユワ)は

湖辺であるから，鱒は勿ri命淡水産である

とともに SauceNantnaの主原料が淡水

で、なければ育たないがザリガニ(eceviss-=)

であるから海辺にあるナントから生まれ

た料理と見るには不合理である。このナ

ンチユワ・ソースはザリガニを皮ととも

にすりつぶしてノ正ターと繰り J合わせたも

のをベシヤメル・ソースに混ぜて紅色に

したもので非i前に美味なソースである。

これは鱒に限ったものでなく他の魚貝

類に月j~、た場合でナント風とか， a la 

[ドγ円円N尚陶刷an削n凶川t
特にフランス料理には， このように地4才名r汚I 

| で， J山j中ヤ11十J.'.l:よく l湖べておくことが

大切であろ I， 主 fニ;食_I~(のJ再開心ト:frて
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興味が深い。 例えばベシヤメル・ソース

は 17世紀フランスの有名な理財家の名

Bechamel vこ因んだもの，マヨネーズ

・ソースは地中海ミノルカ島のマオン

(Mahon)に因んだもの，ビフテキのシ

ヤトーブリヤンというのは普通のビフテ

キの二倍もある厚い網焼をいうのである

が， これはフランス大革命時代の貴族で

文学者で‘あった Chateaubriandの料理

人 Moutmireillが工夫して主人の名を

つけたのが始まりであるc 葡萄酒にして

も， シヤトー何々とある Chateauはフラ

ンスの「域」という意で例えば Chateau

-Lafite-Rothrchild と名づけられた酒は

フランスメドック地方のポイヤツク村に

ある城で醸される酒であるが，その城主

が始めラフィット，次にセギユール，次

にムシウ・ド・ピシヤールに移り 1794年

6月30日パリでギロチンにかかったので

国有となり後オラン夕、、人のヴアウレルベ

ルグに，次いでイギリスの銀行家サー・

サミエル・スコツトに売られ， 186T~Hニ

現所有の祖先であるゼームス・ド・ロス

チヤイルドの手に帰した。だから城と最

初の所有者名と現在の所有者名の三つを

並べて Chateau Lafile Rothschildと

r，手ぶのである。

7 ナント風鱒料理法

以ドに述べる作り方11現在衆議院議員

食堂司厨長で全日本司闘士協会総本部理

事佐藤良造氏の処方に基づいたものであ

る氏は現在全厨協総本部の研究部長を兼

ね，つとに欧米に留学して研錆された人

であるからその技術はもとより学問的に

し r~':j ~、教美を持たれる点で信頼できろの
一戸グ ー -， 
l:ιv.) >:~)し}
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1 向切鱒煮方準備

まず持ち廻り一卓分として 8~1O人を

標準に材料をそろえる。鱒は 4キログラ

ム以上の上質のものを撰び，胴廻りの最

も太いところを1， 200グラム(約300匁)

大のものに切りとり内臓を去り，注意し

て洗浄するわ窪んだ部分の血筋もよくと

り|徐いた後へスケソウタラの詰物をつめ

るの

この詰物の造り方はスケソウタラを 3

1女に下しナイフでそいで清潔にした身

を200グラム， *'it鉢でよく揖き，その中

へ卵白 1コ分，あらかじめ牛乳につけて

絞ったノミン屑 100グラムを入れてよく練

り込み， ょくすり合せて，その上にノミタ

-60グラム，卵黄 2コ分を加え塩，胡献

で味付けをし，裏漉しにする。これをき

らに小鍋に移し木杓子で、ねっとりするま

で練り込み，出来上.ったら鱒の窪みに木

杓子で詰め込み一杯に押し込む。その鱒

の筒切を亜麻布で巻き包み，その回りを

取岡んで細紐で絡んで両端を結ぶ。よく

冷しておいたクールブイヨン(肉!I¥汁)

2リットル，白酢 200cc，塩50グラム，粒

胡阪10グラム，刻み玉葱 100グラムを入

れ，妙め鍋に野菜の床を敷きそのとに先

の鱒を入れ， クールピイヨンを注ぎ入れ

て出火の kにかけて煮立て， 35分~40分

間静かに煮続けたら火から外してそのま

まにしておく。

2 添物帆立貝の煮、)i準備

生きている帆立貝10個小さい物を揃え

て， よく貝を洗い平らな方を七こして火

に乗せると長がトーって来る。それをもぎ

取り，へそに ~íf く J{1. H( 入れて内全取り

11'， L， J))とと'li?合外 L，;J(洗い Lて小釧

にくI主ベ， 1杯の白葡萄酒(もちろん砂糖分

のないもの)を注ぎ，火にかけ，塩少々

全ふりかけ，沸きたったら蓋をして静か

に火を通し汁をきって薄く切り， 男IJに

200グラムの車えびをざっと幼で皮剥き

をする。その時尾は別に取っておいて最

後に飾りにする。またl柑洋松耳 250グラ

ムを強火のパター湯で味つけをしてお

く。先に最小、たえびの皮は同量のパター

と一緒に強いて漉し，蝦牛i略をii'る。た

だしこの場合の蝦はプランスではザリガ

ニ (ecrevirse)を使うので，先にもいっ

たようにこれがこの料理をナント風とい

う悶なのである。しかし日本ではほとん

どえびで代用している。

3. 注汁(ナンチユアソース)

パター30グラム麦粉20グラムでルウを

作り軽くいため， 2デシリットノレの沸か

した牛乳でのばし，只柱や洋松茸の;煮汁

も加えてしばらく煮詰め，布漉ししてか

ら蝦牛酪や塩で味つけし，ほどよく色も

付けて湯煎にしておく。

この作り方に対し山本 I~{ 丈先生の「標

準フランス料理」によると

「ソース・ベシヤメル 1リットル， クリ

ーム 2デシリットルを加えて 3分の 1だ

け煮詰め，裏漉しにしてクリーム 1デシ

リットル半を加え，濃さを元にもどし，

上等のザリガニ・パター (beurredecr. 

evirs巴)125グラムを加えて作り上げ小さ

L、ザリガニ20尾を入れて身とする。」

とある。筆者としてはこの万をとりた

いし，いまは日本でもザリガニは充分間

に合うはずである。それにしても摩周湖

のウチダ、ザリガユはなんとか Lて民間で

がJjをしてdJJ坊に供給する人はないもので

あろうか，北海道への外IEl人観光存誘致



に一役買うものと考えるのだが。

4. 盛り方と供卓

盛り付けは大丸皿の中央にはだかにし

た筒切鱒をのせ，帆立貝，車蝦，洋茸を

ベシヤメル・ソースで合せて貝につめ，

先に作っておいたナンチユア・ソースを

かけて，これを ((CoquilleSaint Jacques)) 

鱒の廻りに列べ車えびの尾や青パセリで

飾って供卓.する。ナンチユア・ソースは

別に容器に入れて供卓する。

こう書くと大変面倒な料理のようだが

実際にやって見るとそうむずかしいもの

でないし，盛りつけたときの豪華な感じ

‘'肉、，町、，、，、，、，、，、
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は家庭料理としては素晴らしいものであ

るから，誰かの誕祝いか，パーテイなど

に鮭鱒の本場である本道などはもっとこ

うしたものが家庭で作られてよいのでは

ないか。長野県あたりではすでに養殖鱒

の生産過剰で一般人の鱒料理普及のため

県を挙げて調理研究が盛んだと聞いてい

る。本道も，もっと料理のバラエテイを

多くして， 自らも楽み，外客誘致に本腰

を入れる必要があろうというもの，筆者

は道内を時々歩いて旅館の料理を味う

が，実際研究心がないと思うし，残念だ

と思う。

製糖工場設置に対して汚れ浄化施設の陳情

本道での製糖工場は今後8工場が予定

されており，近く決定される模様である

が，この排水処理について道内漁業関係

団体から陳情が行なわれている。これに

ついて北海道鮭鱒保護協力会連合会と北

海道鮭鱒増殖漁業協同組合では 10月 21

1 北海道議会，議長および建設常任委

員長に以下のような陳情書を手交した。

遡河性魚族である鮭鱒群は河川内にお

いてのみ産卵するという特質に基き本道

におきましては国営事業として天然産卵

の環境保全と積極的な人工僻化をもって

資源の維持培養に努め資源の再生産を図

っているのでありますが，近時，製紙，

製糖，澱粉など多種工場の新設，規模の

拡大により河川に排出させる有機物廃液

量が激増し，水質はいちじるしく汚濁さ

れ，ためにjlfi)U，1j"性鮭鱒と資源の再生産は

激減している現況にあります。

かかる現状に加え更に今後本道に製糖

施設 8ヵ工場の新設が予定されているや

に喧伝されておりますが， もし従iliJの虫n
き廃液処理施設をもって操業を開始せら

るるにおよんでは恐らく遡河鮭鱒は激減

し，資源の再生産は不可能となり，鮭鱒

漁業の壊滅を招来するのみならず，海面

に流出する汚濁されたる河水は沿岸水族

に悪影響を与え，本道水産業は甚大な打

撃を受けるものと推察されますので，今

後新設される工場には北海道さけ，ます

僻化場ならびに北海道水産試験場が充分

と認定される完全なる廃液浄化施設を設

置するよう義務づけるとともに既設工場

に対しでも速かに同施設を完備し，各種

産業と共存し得るようご勧告賜り度陳情

1I1 L Ufます。




