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秋味は犬の餌

ノドI'.U)欣も魚Ij((¥iiますまず+i!.(¥であっ

たυ 業名はもとより一般消費者もまずは

縁無きi":J{iaの花でしかなくなった。先 11

も10人ほと‘集って「石狩鍋 j l;t::!Jラ)1主食

べて比たL、とL、う lヒ文で取っけの魚屋か

ら.)己!JI;けさせたらそれがなんと以)00

¥1 J;jミり。 5升鍋にタップり iノドったが，品Ij

j:J料，!V~D味料金合算すると :3 ， 500\可になっ

た。とても J，(!、民階級のご惣菜にはならな

L、。こ:ilでi上北海;立名物も l三、円J"Jの

腕ととも戸川jえてしまうのではなかろう

か。それに反比例して，rJ~ J也万由ーカミらの

観光客にij、主すます需Jtlが91t(えてL、るの

ずごカ~......0 

その魚1:を北海道ではアキアジ(秋!床〉

と:局、して/1.~ミから秋の味覚の王者ーとして
米たが， 11本位といわれるほど古来から

わが¥EIで多舵されて米たのはご承知のと

おりである f この 1I本鮭は肉色が ~I~ 、の

で 'f1Ij'li!IUともいわれ紅鮭と対照さ

れている、ところでそれほと日本人から

賞味されている ii'J自|;lが欧米人からは

Dog Salmon (犬肘)とケイベツされて

来た。つまり「白鮭|はまずいから犬に

食わせろ，という志味であり， 'ti実ロシ

ヤでは位ひき犬の伺である。

それならば「紅i!LLIと比べてHれが美

味なのかというと，少なくとも今 11のわ

れわれの味覚からすれば脂肪のきかい l紅

剣!の)jが旨いことに兵論はたし、。それ

にもカミかわらずrl本人が「白剣」を

の王者として米たには少江くとも三つの

大きな原凶があると思う。その一つは{自

の鮭鱒矧の{iiJれよりも漁獲量:が特段に多

く地域的にも拡くて馴染深かったこと，

二つには「白鮭Jは脂肪が少なくて味が

淡白な点が肉食会避けて来た IJ.本人の食

習慣に合致したこと，その三は調理法の

次元が具ってL、たことに要約されると思

う。 (3項 4ザ{参Jmなお「紅魚Uは本

米「紅白作Jであるが，わが国の北洋漁業

華ヵ、なりし頃，堤j古六氏ーらが「紅魚uと

L火、慣したと伝えられている。

|一紅鮭 IiJ~丙|次人に好主れみのはその味



ばかりでit.く，その肉色が紅魚族の中で

も特に鮮かな紅色をしているためで， ロ

シヤではニヤルカあるいはクラスナヤと

呼び，アラスカ，カナダなどではレッド・

サーモンといって珍重される。この魚は

加熱しでも肉色が槌色しないので惟詰と

して料理皿に盛り合された場合美しい色

彩を賞翫できるのが喜ばれるのである。

とに角「紅鮭」は色も味も鮭鎖中の逸品

である。その舌触りのトロリとした点は

到底 I1辺住」のおよぶところではないが

残念ながら今日ではわれわれ庶民の膳に

はとらないのだから，せめて「白鮭」で

も腹一杯食べたいが，それも前述のよう

に果かない望みである。卵子化場の場長さ

んによろしくお願いする他はなし、。是非

11~1鮭」をもう一度犬の自にする時代に

して]頁きたいものである。

10月中旬，帯広の司!ぽ士協会の年度総

会に|恥席した際， 十勝川温泉へfj'く途中

千代田堰堤下の捕獲j易と鮭嗣を比学した

折りも十数尾しかかからなかったが，そ

のー尼をその場で笑って試食させて貰っ

た味は今も舌の上にある。

鮭を食させぬ契約

魚t~.停の不漁は日本に限らず世:界的なも

のであることは，漁場を隣接する日ソ 111j

では毎年協定が難行することでも明らか

である。ソ連も今日では「白鮭」は犬に

食せとはいっておれなくなったのだが，

イギリスでも同様で昔は川という)11は季

節になると鮭で溢れていた。テームス河

も鮭で埋るほどだった。それで、奉公人を

i使ってしる主人は使用人たち山りも

安価な魚1:を明げても暮れても食べさせた

|ので奉公人一 つ ζリチヤペー

世 (1190年頃)に訴えたけリチヤード一

世はロンドン市で奉公人の雇傭:見約書中

に鮭を;~何回以とは食べさせぬという一

項を挿入せしめたということである。そ

れが今はほとんどの川でj生れなくなった

が，ただ(生かにスコッチ・サーモン，ア

イリツシュ・→Fーモン，イングリツシュ・

サーモンが技れていそうだが，この鮭は

美味な点で世界(1'0に有名である。

元:米大西洋j仕(学名 Salmosaler lin 

neus.) は英国名 Atlanticsalmonとい

って，太平洋鮭より脂肪が多く， ，勾が軟

かし、ので雌詰には不j白だが，生からすくい

料理して食べると大変美味である。

英国人は鮭鱒J;nは今日も高級魚として

大いに晴好するが，峰三古品は日，米両国

から多く輸入されている。この ílilli~古車tは

オードウブル (liiJ菜)としてよりもアン

トレ(主菜〉として凡h、られるのでYi'j貨

量は大きL、。 1ポンドil准を 2人で食べる

のがitjillである u (11tHノハら皿に移して， ヅ

イネグレット・ソースかまたはi(Lfこ酢か

食塩をかけるどけで食べるのがもっとも

美味だとされている。この点 IJ本人は生

鮭はもとより， il<<f詰まで，持Y!!Jや砂糖を

調味料にするため重苦しい味になって沢

山食べられなし、。白鮭の(1准詰でも塩か酢

の1ift味で、食べたいものである。

フランス人もまた大変鮭紳料理念賞味

する民族であるが，紅鮭躍詰はカナ夕、物

よりも色は少々ダークでも味の濃厚な日

本物を喜ぶ傾向が強L、。クリスマス前後

とカレーム(四旬節)にはカトリック教

徒が大いに消貸する。

前にロンドンでは古し奉公人がテーム

ス河の舵を食わされるのを反士、IIたこと

iこ触k/こが，~t)f，j)丘でも IYl li!(r.)、 lこわが
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魚1，乞米示!との代りに食わされるので，股す

の美味仕ところだけ食って後はjuJに投げ

Jhてたという話会古老からI~h 、たことが

ある。 :Gd'，]'鍋も今でこそ珍iliされたがそ

の始めは1，((1，IlI Ii たちの主食代別であったυ

金銭撒蒙

このJJ却 ι仁チンチエンサーモンと読む'(]

14;川味、IJ'I!の一睡でj札iiii位を主村にしたも

のの名であるo J散決(サーモン〉は英lid

の Sはlmonのi'?fJ¥で!止の;立である。この

干1J1Jlは魚lーの;IilliふIj[夫lを汗h、て鵡J)IJ，{)]iなど

をつなぎにして|引|ラ肉片をつくり英国民

の衣拐げにしたフライ料1'fTである。 '1'11;]

では[「からお金はl'jJ]ラであったため， こ

の料理が円)1ラで泣金色合してゐるために

お~を食べて金銭富山の縁起合引ったも

のだが，中 lrJ ではf!\b'J~1，、ないためそれに

、~.í る文字がなく，英L出の音Jttど当てた l沢

でわる。 したがってこの料j型は比較的析

しいものである u し!.ハし， これと l"jじよ

うに l'j;; J~M 々 l とれを了つけた判肥は庁

からいくつもあって中L'il人の金銭 Fき全

知ることができる。ー，二例会上げると

l 金銭似併」ェエビ l勾をすりつぶしメLJI~

に繰り扶いたパン片の I二に塗りつけて11[1

で扮げたもの，金銭内J ヒレ 13~ さと I'J形

に切り '11心部に穴合明けて計¥1で灯いた料

JlJl， 1:1':々 金主b!の名を過した料庄は数多く

ある。

ここでI['，I!Wになるのは Salmonに当る

11本の l鮭」の主であるが， これは'Ij凶

では「フグJCMffiポ)に当るので I~版以 i

という宅全世てている。中 1:Elに在佳する

英米人はその形から Manctarinf1shと呼

んでいる。 Salmon~工ほとんどì'i~Rで

|地宗」の他 11111"]魚、J1蛇1"]魚J11寺と

Lては呉音Lて「沙魚J (サーユイ)と

もし、っているυu本で 1![¥!J U) '_ドをつか

うようになったのは恐らく 「性 ICナマ

グサシ〉を誤り:して!佐Jとなったので

はなからうかυ 今のところその品が多い

ようである。

独逸 の三平汁

三、1'-/1ーは」ヒ{flii立の代夫郷土料J1Jlで今で

は全II、j11'')に千Jiうになり，内地から年々米

j立する観光客もサ如上i試みて行くはどに

なった。この料理は1_1i糠出の似てど主村に

するのが本よだが，近S'HよK14駐をも(史う

ようなっ7こo 1盃端なのになると生のサン

マ合一塩にしてJIl¥，、るよう f.dh;¥'JilXも行

なわれるが，郷土*'IJ'1lとして百年二百年

の伝統をJJつ占はへつはり古格合'，J'つては

しし、ものでゐる。

さてドイツの三平11というは私が勝手

につけたので日リにどういうt，があるとい

う名品で‘はないο 質尖なドイツ人生I，riを

此わしたJ1~L\; の H' 'l f-j-'itでいわば野菜のス

ープ点であるむ玉葱金二つ'~;Uりしてさら

に航 1センチ111Mに切ったもの会タップリ

のパターで軟らくなるまで保鍋で:ゆめ，

その"-1'ヘスープを注ぎ入れ，馬鈴告の)え

をまれ、たもの合大切りにして塩鮭のアラ

を入れジツクリと煮上げる。時にはニン

ジンなども入れる。忘れてならないこと

は仕 tげに胡取を伝り込んで風味をつけ

ることであるにj 三平汁と見るところはノミ

ターを山うことだが， これは他の欧風鍋

午、1_1'11.の¥，れもがそうであるように， )J旨

j山の寸\i己を十r!ìうによい~mtであり， また

11木料理と次元を異にするものである。

これは今]11:界的にイj名に江っている。市

，フランスの海岸地it?ブロヴアンス方面の



郷土料理ブイヤベース (bouillabaisbe)

が基本的にはこの頃本道の海岸観光地で

立伝している「浜鍋」と同質の者だが，

オリーブ油で前以て材料を妙、めてからス

ープで煮込むのと，様々な呑草を入れる

ことによって味の深みとデリカシーを付

与している相注があるのと同様である。

この頃NHK・TVは「きょうの料用」

のタレントに何人かのいわゆる先生を宛

て料理講義を放送しているが，郷土料理

主ど土地の 'hH'1~ど知らはい {i 名人 Iこ頼むの

はナンセンスである。 それは土I也ツ子で

なければわからない味に伝統があるから

である。
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北海道産日本種真鯉の

苧卵数について

鯉の字卵故については，従来いろいろ

計算されているが，その結果ははなはだ

区々である。これはその魚体の栄養状態

年齢などによって差異があり，また品種

によっても差具があるべきことで当然の

ことである。

従米のろiLJ3IJ数に限lずる文献をみると，

8 Z C;J(産養殖大成〕は少なくとも 10万

以上 100万粒まで，体重 2kgのものでは

50万粒より 60万粒あり，藤田(1933，

水産審勉学〉によれば，手Z卵数は親魚の

年齢によって相違し， illJ止250grの卵嚢

には 24万粒 750grの卵裂には 34万粒，

iはも大きなものには 60万粒もあるが，

平均 30万粒である。松井(1933，養殖会

誌 3 巻 7~8 号) i土木JBP[f頁餌および緋

鯉につき体長 47.5cm， 体重 2，813gr， 

江 口 弘

年齢凶年の点f庄のデザIJ芯[(主 :)85，-Hi-l t立
で， ifill1， 368.8 gr， "ni;i 6 {ドの訓{聞は

186，265粒ありと μ日記している。 また，

不1]井内 (1936，養先立会誌 6在 6サ)i1体

長 64.5cm，体主 7.1kg，午前l上削古占

の，-i によると 15~jé (鱗によって査忘せる

も不明〕の%Jr{~}i~ 色鯉について 678， 686

粒を報じている。

1952年(昭和 27jj~-) ，筆品川よ本:ijJ(1似の

苧卵数を内J也i圭のものと比較して，本近

における飼古鯉の手卵数てど知ろうとする

は的で計算を行ったが，そのた山県を次去

に示した。卯放の測定方法i主主主j;i去を用

いた。{共試魚、は工E鯉である。

今回の調査の結呆，体長 24.5cm~ 

28.5 cm， {本竜 450 只r~900 gr，千「イ1.i07 {jc. 

(測定足数 5)のもののZfz卵数は 35，りoけ


