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緩鋒糾J'f.毅放

各国の鮭鱒料理

(1) イギリス

イギリス人11総体に1町白i日で実質的か

っfT理(1サで，非常にエチケットのやかま

しい民族だといわれているわそう LtこうどL

目が食す1:の[:にも現jコれて，食体系にも

!反tlili的なものは排撃される()その代り 7

ランス料J唱のように， 人の塊にHCL dfr L 

かけて*なL、い djもなげれば夢もない

食品をただI手伝ゐ物質しか見ていない η

食ポ (irI"-なるビジネスと Lて見，食!iIIliこ

|人fYIニする主(()j'~ を idめることができない

l( }j~ だと L 、わ Jl る I>"I ì~l; 主U ---.L¥:のヨーロ

ツバ紀行の'[Jでイギリスの食 ')iiこ触れた

以下の，iC:.i:s';土日'.flされて上い r

一江:米 ftIU;~~ という事などとは断れ

た， t~tfli U /、仁ノU，ii伝統の致す処である

が1-1U) J )る L、ふのに日 j汁主ると? 五三

!立のi.~， I}( 土， I去J/_l 1)， I~れ/s.. 1')， 野菜/:c
i) !;~ t~ /: /j: 行て， ft 1;1 に J111r~ と，'ill[，){ ¥，> 

tf{l~ ，'J， 'j'くじ，ィ:)/<人二 !tc I~j，>:， /): I 

て食え一一・というので消むのだから，

台所仕事の嫌いな女性には， イギリス

は天国である・田・・・・と。

イギリスは四面げI}:の国， I~な只 rlii 土法出

で，魚f，鱒，平日，舌平比しらす，ヰl-
瞬l土質もよいと L、われるハその中の似料

JFllの:~紹介するわパルモラルの前i の l床

l土有名である σ

(1) 貯のメエトル・ドオテル

これはイギリス式交錫げ料理-c11本人

にも極おなじみの似のフライである o

1'1' 1) )] (土説明するまでもなくよく知lら

れている。メエトノレ・ドオテル・ハタ

というのは2 芳香ハタと，f)~ L ，バタに

ltL 胡似少々， レモン搾 1)ilーおよび刻

人(セリをJ)IIえて練ったもので錫げ立

ての料用の上に一成乗せると，すぐj界

げて， IEい芳香がしりその調和i工素晴

U'u 1、)(，せには揚げ厄鈴宮ーがよく fT

うr これは11:にイ干リスの傑1'1ーであるにl

(2 茄で鮭・海老ソース添え

と 1，'0:¥、) /，ノfL'り r.t， ，-(í)~) ~、

: I、 ・J，liiJヅ)L) J.I主':!:Jiíli~ I~I j. C (，戸ナイ) IJ， 1'11 
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)1手大凶に盛り， ソースはソーシエール llJ 材 料

(ソース人れ)に入れて食卓に送り， 鱒 (ffðl ならは i~~ きたもの)

熱L、と ころ を食べる。(1， 500グラム(立の)1見

向老ソースの作り方は，ペシヤメル・

ソース 2.5デシリットルにアンチヨ r;l

イ(ヒシコ鰯)の煮、出濃縮波小匙一杯

とオマール(伊勢エピの類)のみじん

切り肉 40グラムを加えカイエン・ベツ

一(西洋唐辛子)で調味する。

。|サーモンフイシュ・ボール

鮭鱒類を茄でて肉を細かにはく畑 L，t¥ii 

でて裏漉しにした馬鈴薯と半量宛介

せ，塩， MJ似て、調味し玉葱のみじんむり

りをバタで柔かくいためたものを /JII

え，卵でつないで，メリケン粉をつけ

ながら，小さなボールにまるめ，れflで

あげて熱L 、のを供する。パタ ~i容して

ソ F ス容れに入れて同時に供する。

(2) イスラエル

猶太教徒の国イスラエルは，食物を摂

る Lにきびしい戒律があるc 豚，猪を食

べるとライ婦になり， 鱗のない f魚魚T申氏~、(巾角鰻1是2

ノハ、モの類)を食べると)皮支幻!膚首病になると(信言

じられているο その他馬， らくだ，兎，

14j支類，甲殻芳1，軟体煩(貝類 -!;Jj， J阻

虫類など〕皆禁ぜられている u

調味料としての脂油類は，鷲おのOt1，

牛IJ旨とオリーフ油を用い，肉用と精進井l

の食器は厳重に医別しているのまた，安

息i1 (土曜日)にl土一切の労働生禁じ，

その il食物は前日中に作っておくわ安息

Llには鯉の煮凍り Jをまず供し次にスー

プ， j欠に牛肉，羊肉または鷲X&の林檎煮

などをたべる p この同の荒品料.fl己主刊に

よく初f5t:~ ，JlてL、る n

(".111 (上よこ11削， 附) υ)打、i*i) i"IJII! 

玉 若、 125 11 

エシヤロット

(らつきょう) 125 11 

ニンニク 少々

オリーブ刊11 45 11 

ノ、。 セ リ ノレセ

メリケン粉 :lO 11 

粒胡収 少々

粉末制収 ノノ

生 十妥 11 

食 塩 11 

荒 上盆 11 

;J( 1リットノレ

以上を用意したら，

鱒の内臓を取り出 L， しらこと1J1寸よ万IJ

にしおくつ鱒の身l主荒塩を振ってー伐を

置く。

ニン二 Yはつぶし，玉j吉、，エシヤロッ

ト:.17]IJ々 にみじん切りにし，鍋にオリー

ブj山を入れて火にかげ，悩が立らIHした

ら， まず玉急、を人れ茶色になるまでいた

め， j欠にエシヤロットを/)11えて一十いた

め，ニンニクも入れる。このrjI ''-メリケ

ン粉を散し入れて，木の杓 Jでたえずま

ぜ、ながら，薄茶色になるまでいためたな

ら，水生少量づっ/J¥lえて計jーらかに溶き鱒

の切身のタップリかくれる程度まで /J<:を

加えるc 強火にして a 煮立ちしたところ

へ， パセリ，粒例制，生主主tど加えて煮li

て， このrjIへ鱒を 5糎位の輪切にして入

れ， 30 分~ 35分{立方、続けた後鍋を火ヵ、

ら]、 L，甚をした主主 15分IHi仇放置す

/ら その?を仰の Wj止r:r仕そっとすくい1I，.(/) 

てjとL、jミlilJ.i二主.Jl l川二校べておくし品川;二
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残ったnはよく;打、つめ，その1jlへ， I'I!-

と肝臓をよくすりつぶして加え， しばら

く熱した後(煮立ててはいけない〉皿に

波ベた鱒の切身の上からかけて冷やす。

パセリで、飾って供卓する。

この料理はイスラエルの名物になって

いるが鯉，魚1:，紳，敷香魚などを使うの

である。

(3) ルーマニヤ

ダ、ニューブii11が多くの支流会集めつつ

mM，に?主く寸li1仁!のルーマニヤの肥沃な立、:

土地仔fは豊かな J1~ j)f; 物 iこ忠まれ，かつ美

味である。

小k，玉初黍， 15鈴悼，豆rJi句ピマン，

|有瓜， トマト， JJ'li f，胡瓜，甜菜， キャ

ベツ，玉弘人参，ポアロー，花野菜，

;1~ ， jJtj洋松茸，ぶとう，オリーブ，林f，(1，
~， λかん，いちじく，なんでもある。

牧市も憎んで， 牛， 二千が~く， ノミタ， チ

ーズは!?E宿で良質， J1~V己の昼食 l土黒パン

にチーズ， 県物がil古食である。ヨーグル

トも盛に肘いるc

魚類も淡水，械;J(ともに魚が多いc 側，

+日， 鯵， }大三d海廿老(オ
(エケルピス)λ，鱈，鯉'鮭，鱒， むよう

鮫，敷香魚など， まだちょう鮫の卵で作

る Caviar も有名である。

ころ Lて料理の材料には恵ま:Ilた困で

あるが，バタ， チーズ，オリーブ油が住

;出;であるからこれらせど調味料として実に

豊富に使うので司特色ある料JW.ができる。

(1) 鮭のトマト煮

鮭の輪切りしたものに，麦粉にノえプリ

カ(唐辛 f)合少々主ぜたものを -r肯iに

Rλ: Iつ11.，オリ F フ[;1:'1ノ，Y)イハ}こ .11 ~ぐ

りIJυ)制l三作 1"二後の;f'1111!J/"-.王組合{r}i~ ¥Iri向旬j

に l.C入れ，木杓 fでまぜ/:cがら薄茶色

になるまで妙める。次に塩 iJJ取と 20グ

ラムのメリケン粉， トマトソース，水と

を適宜加え，一点、 ~'r ちさせたら，五íjの魚

の上にかけ，弱火で一寸煮て，鍋をその

ままオヴンに入れて仕上げる。

(2 鮭の素焼

これは塩をふらない vとまったくの京焼

きで， ~j:にr+\す直前に梅宮ふるのである。

131 鮭の揚げ煮

パプリカを混ぜたメリケン粉全，剣 0)

L)J身に一面にまぶしつけ， ソートス(妙

め鍋)にオリーフ叫1'.'.プいれ(LJJ身I二ヒタ

ヒタ佼)熱し たところへ，魚を入れて I，I'J

}討をいため， j長焼{ff，'JJに移しておく，魚~

:Uした後の油の残っている鍋の'11へ薄く

輪切にした玉葱を沢111に})IIえ， -rト(1くま

ぜ/J:_がら柔くなるまでいため，塩， ~j杭，

トマトソース，水， メリケン粉少々人れ

てiJ、きまぜた後，魚の上に刀、けて， もう

一度弱火にあて， さらにオヴンに釧のま

まJ入れて仕[-.る

(4) フ ランス

中llWの|司と L寸コAlるフランスで(主ある

が，魚灯1を食べるよ容は非常に少なL、。 海

岸線l土英， r菊川国Iニ比較して長い )jであ

るが， I，&j国の八分の~fj'度しか食べな L 、。

これはフランス国民が7Tから1[1野の生j目

に馴れて来て，魚類の栄養価にI型解が乏

Lいためといわれるのその'-1-1で，鮭鱒のm
l上古くから親しまれた魚、であるため，料

理!の種類もー番多いといってよし勺 IL1'

で鮭鱒の類は，塩焼， J照り焼， フライ々

とにするのが普通であるが， II日欧人はグ

クエ c n:f.'J炉心ヤムニエール(バタ~- ~)'t) 

もするが，それよりも.恥五iiで(Cuissoll 

a ]cau Si1lc，，)， ((1，υ>ll'，il点、司(1'01・!J;lge)，

I~~ () > ll: i 1'.打、 (Caurthりuillけ11)，泣'K?



(braisa認め， 葡萄酒やブランデーの煮込

み (Matelote)などのように淡味に煮た

ものに好みのソースをつけて食べる方が

多い。

ソースの主な種類をあげると以下のよ

うなものが多く用いられる。

(1) ソース・アンシヨワ (Saucesan-

じhois)

(2， 11 -カーブ。ノレ (Saucescapres) 

(31 11 -ケルヴエツト (Sauces

crevettes) 

141 11 -ジユネヴオワーズ (Sau-

じとsgenevoise) 

l[)j 11 -オランデーズ (Sauじes

hollandaise) 

(61 " -ムースリーヌ (Sauces

mousse 1 ine) 

m " -十ンヂユワ (Suucesnan 

(8) 1; -ラヴイゴート (Saucera 

vigote) 

などが好適の ι のとしている。この;\!:~iI

料JlHは積矧が多くて載せりjれ/まいから，

冷，温:て種宛をJ求対 LてJゴくじ

温製二 種

(1)コキュー・ l、ウ・ソーモン (Coquille

de saumon) 

日本流にいえば，前七のコキールである。

も結構である。

クF ル・ブーイヨン(肉の出i1-)で、;煮

た良iの肉にベシヤメルをかけて只殻

(Coquille)に操り，年IJしたチーズを振

り， i<tnttニパターi:u:ぎ入れて，オヴン

で蒸し焼きにする。

この料j型にはフランスではトリユツフ

(同伴松露〕やシャンピニヨン(阿if松
茸〉の薄切，堅耳iで卵の薄片なとをJJllえ

てもよ L、。ソースは好みによって，モル

ネ~)コヴアン・プランに代えてもよ L 、

(2ダルヌ・ドウ・ソーモン・シャンボー

ル (Darnescle saumOl1 Chamhord) 
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これは芳香薬味 (aromates)を入れた

:1'，し汁に鮭の切身 (darnes)を入れ，赤

葡萄酒 2，魚の煮汁 1の割合で鮭の肉が

三分の二だけ浸るようにしてトロ火で蒸

し煮にして，最後に光沢をつける。出来

kったら鮭の切身を感りつけ，ガルニチ

ユール・シャ γボール (GarnitureCham-

bord) C筆者註シャンボールはフランス

阿部ロアール河に臨んだ古城， この地方

特有の川魚、の一種でこれを料理上シャン

ボール風という。大きな魚、の蒸;者:料理の

添え物に(をわれる〕を鮭の周囲に Hii-
せ，蒸芳、のj十三ど煮詰めて作ったジュネヴ

オワーズ・ソースを注汁とする。

冷製二種

(1)マヨネーズ・ドウ・ソーモン (Mayo-

nnaise de S日umon)

刈んで1)屯く調味したチシャ菜(laitu討

をサラダ外;に敷き，クール・プーイヨン

で煮て皮と廿を除って解(ホゴ) Ltこ魚!
の肉をサラダの kに盛 1)，上からマイヨ

ネーズを掛ける。次にヒシコの開き身，

カーブ。ル(薬味入種子をljjったオリーブ.

01でて輪切りにした玉子，小さなチシャ

菜の芯， ラデイシユ0，-日大似)，などを

デコレ(飾る)する。

(2.ソーモン・フロワ・ソース・ヴエル卜

(Saumon froid， Sauce Verte) 

ケール・ブイヨンでボシセ(苅でた)

舵の切身を縮緬1葉のノζセリとレモンの薄

片とを添えてナフキンに!i't~ 1)， ヴエルト

ソースを注ilーとする。ソースは好きなも

のと代えてもよ L、。(、j什せに胡瓜のサラ

ダ、を用いてもよ L、。

'tC1国に魚i:自尊料Jfjlは/ないといって良い，

否有るにはあるが，ほとんと{Iift前肉をつ

かったもので生魚、を使うものはない。

次1"1には日本の鮭嶋郷土料理を芹く予定

である。

(令円本 1司4帽厨協会j北訓ヒ口凶i泊附h
f村相11淡i役交 耳旅ti耐州u川['J花Eむi川叫礼叫;肝制{自W¥問lリ1 




