形県の置賜地域の伝統食材である米沢鯉は、上杉
鷹山公が産業振興の一環として養殖を奨励なされ
たのが始まりで、以来 200 年に渡り伝統的な郷土
料理として食されてきました。この上杉の食文化を
守り、後世に引き継ぐことが私の使命だと感じてお
ります。
また鯉（以下コイ）の食文化ですが、日本以外でも
中国など東南アジア、イランやイラクなどの西アジ
ア、そしてチェコやハンガリーなど東欧などで受け
継がれてきました。このコイは全世界に棲息し、最
も棲息量の多い魚種ですが、食料として受け入れ
られている国は意外と少ないのです。私の夢は、
いろんな国々にコイを食べる習慣・文化を広めたい
というものなのです。現在最大のターゲットとして
考えている国が、米国なのです。実は 5 大湖を始
めとする全米の湖沼や河川で、コイやハクレン、ソ
<季語/燕・季節秋/>
ウギョなどのコイ族が異常繁殖し、生態系を乱し大
安住 敦（あずみ あつし） 明治 40 年～昭和 きな環境問題になっているのです。
63 年、日本の俳人、随筆家。
これらコイ族は、雑食性で何でも食べ低温にも
よく耐え、しかも成長も早く大型化するため天敵も
燕（つばくらめ）は春の季語だが、燕帰るとなると
秋の季語になる。この句の「ある晴れた日に」は、 少ないのです。また米国では、コイを食べる慣習
「蝶々夫人」の中でも特に代表されるアリアのフレ がほとんどなく、そのため釣られてもリリースされ
ーズだと思う。任務が終わって米国に帰ったピンカ るのです。したがって現在も侵略的外来魚として、
ートンを燕帰るに見たてているのだろうか。それと 爆発的にその個体数を増やし、その棲息量は、コイ
も単にある秋の日に、空になった燕の巣をさびしく （日本と同じ大和種）だけでも、年間 20 万トン漁獲
感じ、渡り鳥である燕を慈しんで素直にその気持ち しても一向に減らない数量なのです。その結果、
在来種などの優良水産資
を表現して読んだ句であろうか。
源の漁業や、水濁などに
より生態系に与える被害額
は、5 大湖だけでも 70 億ド
ル（6800 億円）規模と試算さ
れています。オバマ大統領
ごあいさつ
は、この対策費で 6 千万ドル
割り当てていますが、全く効
果がなく、色黒の彼ですが真
青くなっているオバマ
っ青な顔になっています。

いつも「恋たより」を読んでいただいている皆さ
ま、こんにちは！お元気でいらっしゃいますか？さ
て今回は、夢とライフワークという題目で、私の夢
や今まで取り組んできたことをお話したいと思いま
す。ご存じのように私は、鯉料理を作って販売する
家業の七代目として生まれました。今でこそカレー
や牛丼の素などの食肉加工製品も製造販売致し
ておりますが、やはりメインは鯉料理です。元々山

そこで日本でのコイ加工技術と、この米国の膨
大な水産資源がマッチングすればどうなるだろう。
つまりコイを美味しい料理に仕上げる日本の品質
管理や加工技術を用い、米国人が喜んで食べてく
れる新製品が開発できれば、米国に棲息する膨大
な量の侵略的外来魚だったコイ族は、未曾有の食
料資源に生まれ変わるのではないだろうか、とい
うのが私の仮説であり、持論なのです。この仮説
を検証し、夢を実現するために、私は山形大学大
学院理工学研究科の「ものづくり技術経営学専攻
（management of technology：以下ＭＯＴ）」博士
課程前期に入学したのが、4 年前のことです。

このＭＯＴ教育は、山形大学以外にも東大や早
稲田、東工大などの大学院でも始めていますが、
その目的は、今までなかった全く新しい価値を世の
中にもたらす、すなわちイノベーションによって、
企業を発展させていく方法を考えることにありま
す。つまり成功事例がなく、お手本の無い中で、答
えのない問題に挑戦し、成功の道を探すことがで
きるテクノロジーマネジメント能力を持った人材の
養成が目的なのです。研究内容は、社会やマーケ
ットの潜在的ニーズと、十分に活用されていない
資源、特に技術資源を結び付けるにはどうすれば
良いかを考えることが主眼となっています。
学友は、大学を卒業したばかりの青年たち、将
来の幹部候補生の 30 才前後の銀行員や行政マ
ン、高校教師や市会議員。各国々の大学を卒業し
国費やって来る優秀な留学生、そしてベンチャー
企業や、私のような中小零細企業の経営者や役員
など、実にバラエティーに富んだメンバー構成な
のです。中には 70 才近い先輩もいらっしゃって、大
変楽しい 4 年間でした。また教授陣も、日本の組
織・ものづくり論を代表する一流の論客や、現役の
大企業の役員など、他学では決して真似のできな
いユニークで多種多彩な先生方が揃っています。
現在はこのお便りの作成と一緒に、9 月末に卒業
すべく必死になって、だいぶ遅れている論文の執
筆に取り組んでおります。こんな私ですが、部活の
女子サッカーに夢中な高校 2 年の娘には、「夏休
みの課題を期限まで提出できない人間はクズだ！
部活もやる資格はない。」と叱責している父親で
す。果たして私は、人間のクズにならずに済むの
でしょうか。ちょっと微妙な、今日この頃です。
さて私の研究では、コイを米国における新たな
食料資源としてフォーカスし、どのような問題を解
決すれば、コイが食料として米国人に受け入れら
れるかを検証しました。そしてその検証を踏まえ、
米国人が喜んで食べてくれるオリジナルのコイ加
工製品を開発することが目的の一つでした。そして
３品目の商品を開発し、味覚調査や、コイ製品に対
する意識調査を行い、今後の市場創造の可能性を
検証しました。その研究結果で興味深かったのは、
米国人がコイを食べない理由の一つと考えていた
「泥臭ささ」については、実際はとても寛容でほと
んど気にしていないといことでした。彼らはキャッ
トフィッシュという米国産のナマズを良く食べます
が、これも実は泥臭いのですが、その臭いをほと
んど気にせず食べていたのです。何故ならキャッ
トフィッシュのコイと違う特徴は、小骨もなく身の
骨離れがとても良く、加工しやすいという理由にあ
ったからでした。
一方のコイは、小骨の先が
二股に分かれており、また複
雑に入り組んでいるため、簡
単に抜けないという特徴があ
るのです。現在コイを食べる習
慣がある国々において、完璧に
小骨まで食べられるように加工

を施した料理や製品は、日本以外では存在しませ
ん。中国におけるコイの丸揚げも、けっこう小骨が
残っているのです。このようにコイが米国で、食わ
ず嫌い・食べ物として認知されていない理由は、料
理人や水産加工業者などのプロの技術でも小骨
の形骸化や、太骨を軟化で
きないことにあったのです。
つまり骨をきちんと処理する
技術があれば、コイ加工製
品は米国でも受け入れられ
る可能性が大なのです。
北米の湖
ただ既存のイメージから、コイを食材として否定す
る層は確実に存在していたことも明らかでした。し
かしながらこれらの階層の人々も、もしコイ製品が
体に良くて美味しければ、つまり機能性食品として
その根拠が明らかならば、進んで食べるかもしれ
ないという調査結果も出ています。今後はこの機
能性食品としての研究を実施し、訴求して行くこと
が最重要課題であることが判明したのです。これら
の課題を解決することで、日本が誇る品質管理や
製造技術、そして弊社の強みである商品開発力を
活かした市場開発は必ず成し遂げられ、全米にコ
イを食する習慣が広まるものと確信しています。
近い将来ですが、これらの研究を基に、このＵＳ
コイビジネスが展開されれば、今までなかった全く
新しい市場とビジネスモデルを創造することが可能
となると思っています。すなわち、これまで全く見向
きもされなかったコイという魚類資源の発掘とその
有効活用、環境保護（湖沼・河川の生態系の正常
化）にも寄与し、地域によっては、新たな食料・観
光資源の誕生、そして雇用の促進・創出という地域
活性化などの効果が得られると考えています。さら
にコイ加工食品をレトルトやフリーズドライ加工をお
こなうことによって、常温流
通のＯＤＡ物資（食料援助
物資）として活用すれば、
飢餓で苦しむ人々を救う
人道支援にも繋がるのと
確信しています。
コイがこの子らの命を救う

このようにＭＯＴで学んだ本研究によって、今ま
で手付かずの負の遺産が、優良・有効資産に生ま
れ変わるのですから、こんなに楽しく有意義な仕事
はないと思っています。大学での研究は修了しまし
たが、これからその夢に向けて第一歩を踏み出そう
としているところなのです。夢は口に出さないと絶
対に実現しないといいます。私はこうして皆さまに
自分の夢を語り、いつかその夢をライフワークに繋
いで実現しようとしています。是非、皆さまの夢とラ
イフワークも教えてください。
また 11 月にお会いしましょう。
代表取締役

竜はコイの化身である

宮坂

宏

おいたま先人顕彰
シリーズ第２２回
一国の首相をも退陣
させた賢哲の英知
「近代民法の父」
我妻 栄～ＰａｒｔⅠ～
前回、米沢の人材輩出と産業振興を支え続けて
いる公益社団法人米沢有為会を紹介した。今回は
有為会の続編の予定であったが、我妻榮先生を紹
介することになった。前号で有為会が、民法学者
の我妻榮先生の生家を「我妻榮記念館」として保有
していると紹介したが、その後、我妻榮先生を取り
上げて欲しいという読者の方からのリクエストも多
く、ご次男で医学博士の我妻堯先生から伺った新
しいエピソードも加え 10 年ぶりの再度登場となっ
た。

■ 誕生の地と恩師 ■
我妻榮は、明治 30 年 4 月 1 日米沢市鉄砲屋町（中
央 3 丁目）に生まれた。父又次郎は米沢中学校
で、明治 28 年から大正 11 年まで 28 年間英語教師
として教鞭をとり、母つるは、山形師範学校の第 1
回卒業生で、興譲小学校で長く教壇に立ってい
た。榮は、明治 43 年興譲小学校に入学する。榮は
小学生の頃、学業は最優秀だったが品行が悪く、
その評価は「可」であったという。なぜなら人に教
えるのが大好きで､授業中でも構わず､あっちこ
っちへ指 導 に行って､よく叱られて立たされたと
いう。ところが４年生の時に赤井運次郎の受持ち
になって､品行が「優」になった。赤井は､｢新しく
教わる所も既に理解済みで、自分が教えたくて
チョロチョロ騒ぐのだから､少しも悪意 がない 。
素直な勉強振りに品行を優にした｣と評価し、そ
れからも榮には、分からない子に教えるように
指示し､榮は見事にその役を果たした。まさに「竜
の子は小さしといえども能く雨を降らす」である。

は遊興に傾くことなく、ひたすら勉学に励んだ。後
に首相になる同級生の岸信介は、「大学では自分
も頑張ったが、一番が我妻君で二番が自分だっ
た」と述べているように、榮は一高でも帝大でも首
席を通す。その帝大で、後の首相、鳩山一郎の弟
で法学者の鳩山秀夫に師事する。鳩山は、榮が5
人兄弟の長男で、実家が経済的に余裕のないこと
を知ると、書生として榮を自宅に住まわせ、自身が
執筆している著書の校正を命じ、毎月10円（現在の
約6万円）払って援助していた。

■ ターニングポイント ■
榮は帝大在学中、超難関の「高等文官試験」にチ
ャレンジ、見事 1 回で合格する。「高等文官試験」に
受かると出自を問わず、文官（行政官）、外交官、領
事官、判事、検事に登用される資格が与えられた。
しかし恩師の鳩山秀夫からの熱心な切言を受け、
大学に留まり研究者になることを決意する。そして
大正 9 年東京帝国大学特選給費生、同 10 年助手、
同 11 年助教授となる。翌年関東大震災が起こり、東
大の図書館蔵書が壊滅した。文部省では新たにド
イツの文献や蔵書を買い整える必要性があり、その
役目が榮に回ってきた。もちろん鳩山の強力な推
薦もあってのことだが、榮の海外留学が決定した。
先ず榮は、鳩山の「第一次世界大戦で負けたドイツ
は、混乱の最中にあるだろうから、先ずはアメリカ
に行け」という指示で 8 ヶ月間米国に滞在した。そ
の後ドイツに渡り大量の書籍を購入しながら、大正
14 年にかけてフランス・イギリス・スイスと渡りなが
ら民法の研究に没頭する。

■ インド洋で伴侶を得る ■

研究にある程度の目途が立った大正 15 年、ドイツ
から帰国の途に就く。その航路の出来事で、仲間の
法律家から「我妻はインド洋でコイを釣った」と揶揄
されたという。ドイツからの帰路、約 5 週間の船上
で、同船した鈴木緑と交際することになる。当時の
船上で撮った集合写真でも、2 人は寄り添って写っ
ていた。帰国後 2 人は結婚するが、この時代に恋愛
結婚というのは非常に珍しかった。榮は理屈屋で、
妻の緑は、両親が音楽教育の専門家のせいか、感
性に富み、好奇心旺盛で何でも直感で判断し、即
実行に移すタイプだったという。どちらかが猛アッタ
クしたのかもしれない。このようにかなり違った性
格が、良い夫婦関係を作りだしたのかもしれないと
■ 努力の継続が天才を生む ■ いう。ちなみに榮は東大時代、毎日緑の運転する
車で通勤していた。また榮は、緑のことを活字にす
興譲小学校から米沢中学校 （現興譲館高校） る時、「我妻栄、妻、我妻緑」となって妻が三回も出
に進み、5年間首席、終始特待生で通した。級友 てくるなど言って悦に入っていたという。
には、生涯親交を続けた元米沢市会議長の本田吉
■ 民法の父の誕生 ■
馬のほか、児童文学者の浜田広介、海軍少将の山
森亀之助らがいた。先輩の矢尾板誠策、小林仁、
北沢敬二郎らに伍して、我妻は米沢中学の4秀才
榮は帰国後、大正 15 年に｢私法の方法論に関す
の一人に数えられ、語り草となった俊秀である。そ る一考察｣という論文を発表して以来、『民法総則』
の後、第 一 高 等 学 校 ( 現 在 の東 京 大 学 教 養 学 『物権法』『担保物権法』『債権各論』『親族法』『民法
部)、東京帝国大学法学部に進む。上京しても榮 講義』『民法大意』『民法案内』『民法研究』等多くの

著書を刊行し、伝統的な法律学に社会学的方法を
とり入れた我妻民法体系を結実させた。我妻が書
いた民法の教本は、現在その道でのバイブルとし
て扱われている。今日でも裁判官は判断に迷う
と、「我妻先生であればどのように考え、判断する
であろうか。」と自問するという。さてその骨格であ
るが、簡単に言うと、「条文が先にあり、社会・人々
がそれに従うべきであると考えるのは、間違いで
ある。社会は生き物であり、
その中での人々のあるべき
行動・規範を判断すべきであ
る」、つまり偏狭的な教条主義
から脱し、変化する社会の動
きの中で調和を求めるという
ものであった。

るを得なかった。そのギブス
であるが、プラスチックや
アルミ製がなく鉄製の器械
だった。今度はその負担で
膝関節まで痛め、そのせいで
股まである重さ 3.5 キロのギ
ブスと松葉杖が欠かせなくな
ってしまった。それでも榮は、
運動不足になってはいけない
と、自宅に的場を作って弓を引 重さ 3.5 キロのギブス
き、ビリヤード台を設けたり、
（我妻榮記念館）
自作の体操で少しでも体を動
かす努力をし続けたという。

■ 難解を簡明に説くのが一流の学者 ■

ここで榮の恩師に対するエピソードを紹介する。
榮は小学校時代の師、赤 井 に恩 を深 く感 じてい
た。前述のように授業態度を咎めた教師がいた
が、赤井は榮の指導意欲や友を思う気持ちを評
価し、彼の良き理解者になってくれたのだ。米沢
に帰れば必ず赤井の家を訪れ､旅行に出れば旅
先からその土地の銘菓を送る､自分の本が完成
すれば、その本を差し上げるということを生 涯続
けてきた。後に文化勲章を受けた時は、｢先生の
お陰です｣とさっそく米沢の恩師の元にかけつけ
勲章を見せ､赤井の喜ぶ顔を見て｢やっと恩返し
ができました｣と満足げだった。東大時代の恩師、
鳩山に対
しては、鳩山が亡くなっ
た後、残された千代子
夫人のお世話も生涯続
けてきたという。折りを
みての訪問や付け届け
だけではなく、囲碁が
好きな千代子のため
恩師の赤井運次郎先生に
に、家に囲碁の先生を
文化勲章をお見せして
いる榮先生ご夫妻
呼んで、碁の相手をさ
せたことも度々だった。

一粒社から出版された『民法』は、小型でパワフ
ル、小回りが利くところが車のダットサンに似ている
としてダットサン民法と通称された。この著書は、法
律を学び始めた人のためのもので、法律は覚える
のではなく、考えて理解するものだという点を下記
のように説明している。「船には海を走るものの他
に、空中を走るもの、砂漠を走るもの等がある」、こ
れらを包括的に表現するのが「船の定義」であると
して、その難しさ解りやすく説いている。榮は、この
民法案内シリーズを書いた時、テープレコーダーに
向かって学生に向けて話しているようにして録音
し、これを活字に起こしたものだった。したがって
「諸君、○○条を見たまえ」とか
「こういったら、諸君はこ
ういうかもしれない」など
というフレーズが見られ、
まるで講義を聴講してい
るような内容になっている。
この民法案内シリーズを
読んだ感想、現在でいえ
砂漠の船
ば読書レビューをまとめる
と、「民法学とは何と簡単
な学問だろうか」という言葉に尽きるようだ。また
榮の講義については、「一流の学者とは、かくも難
解な内容をかくも平明に説くものか」とい声が多
い。他の教授が代講すると錯綜した法理に手を焼
き、一転、後日榮が同じところを改めて講義する
と、もつれた糸がほどけるように、難しく見えた個
所が理解できたというのが、多くの学生の講義感
である。

■ 神様が与えた試練 ■
榮は昭和の初期に骨関節結核（カリエス）を患う。
カリエスとは、骨が腐るという意味で、榮の場合は
結核性のものだと診断された。今のように抗結核
剤があれば悪化はしなかったが、当時は安静と放
射線治療、日光療法程度で効果は薄かった。その
ため 33 才から右足首を固定するギブスを装着せざ

■ 鷹山公が水端 敬師の系譜 ■

・・・以下次号につづく
敬称略＜参考文献＞
「我妻栄－人と時代」「我妻栄先生生誕百年記念誌」（編 松
野良寅）、「我妻榮記念館」開館 20 周年記念講演（我妻堯）、
「米沢有為会々誌」（復刊 62 号）、置賜文化フォーラムＨＰ、
我妻榮記念館ＨＰ。

＜鯉太郎の独り言＞
冒頭述べましたように今回は、10 年ぶりに我妻榮
先生の再登場です。昨年行われました「我妻榮記
念館」開館 20 周年記念講演の席で、ご次男で医学
博士の堯先生から新しいエピソードをたっぷり伺え
たからです。我妻榮先生ご夫妻が船上のラブロマ
ンスで結ばれたことや、釣りが好きで軽井沢の別
荘では、よく鮒や鯉を釣って、自分で料理するのも
楽しみだったことも初めて聞く話でした。
きっと軽井沢の生活を米沢と重ねていたのかもしま
せん。
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Traveling （Time） heals
what reason cannot.
「旅（時）は理性によって癒すことの
できないものをも、
癒すことができるのである。」
By セネカ （＊原文は Time）
ローマ帝政初期の哲学者、劇作家、政治家。

必ず通らなければならない道が
存在するということ
前回はパックブン・ファイデンという空心菜（ク
ウシンサイ）の炒めものと、プリッキーヌー（ネズミ
の糞）という、食べるときはまさに命懸けの激辛の
唐辛子を紹介した。またこのような唐辛子を大量
に摂取する国々は、タイやカンボジアを始め、メキ
シコや西アフリカ、中国の四川省・湖南省など夏に
暑い地域が多く、食欲を増進させ、発汗を促し暑さ
負けを防ぐためであることも覚えていて欲しい。さ
てタイでは、先ず何はなくても頼まなければなら
ない料理がある。一つは前
述の空心菜炒めと、今回の
ソムタムである。この 2 つ
を称してタイの前菜 2 大兄弟
と呼ぶ。今回新たに紹介する
この料理は、プリッキーヌー
を使っているので、辛さに耐
プリッキーヌー
性がない方や初めての方は、
必ず「ペッ・マイマーク・ナ・カ
全長 2cm
ー」（あまり辛くしないでね！） 小さいからって私たちを
と言わなければ、涙と鼻水と涎 甘くみないでね！
にまみれることは必至である。

料理の名前には、何らかの由来や
語源があるということ
先ずソムタムであるが、一言でいうと「青いパパ
イヤの千切りサラダ」、日本料理でいえば「ナマス」
とか「漬物（一夜漬け）」のようなものかもしれな
い。私くらいの年代になると、青い果実とか、青い
なんとかというと、「おおっ」という反応をよく示して
しまうが、そういった不埒な妄想とは一切関係のな
い料理なのだ。先ず語源であるが、「ソム」は酸っ
ぱい、「タム」は叩くとか、つくという意味である。な
ぜ「タム」なのかについては後に説明するが、この
料理は、元々は東北地方の（イサーン地方）料理だ
った。私が初めてタイに行った 1980 年頃は、ソム
タムは屋台とかイサーン料理屋でしか食べられな
かった。イサーン地方とは、北と東はメコン川とラ

その３

オスの国境に、そして南はカンボジアとの国境に接
している地域であり、そのイサーン料理の特徴は、
他の地方の料理と比べてプリッキーヌーを大量に使
うため辛味が非常に強いことにある。また農業が主
産業ではあるものの、土壌が他の地域に比べ良く
ないため、タイの中で最も貧しい地域といわれて
いる。バンコクにはイサーン地方出身の出稼ぎ労働
者が多いのもこのためなのだ。

素材だけが美味しい料理を
生むのではないということ
このようにイサーン地方では、農業生産物に恵ま
れていないので、昆虫食も日常的に行われてい
る。また、カオニャオという小さい蒸篭に入れて蒸
された長粒種のもち米を主食とし、食事に生野菜や
ハーブの盛り合わせを添えるのも特徴となってい
る。しかしながら農産物がよく取れない貧しい地域
だから、食生活も貧しいとは限らない。逆にそうい
う土地だからこそ、限られた食材を美味しく食べる
ための工夫が生まれるのではないだろうか。事実
イサーン料理は、バンコクをはじめタイ国内で絶大
な人気を誇る料理になっている。そしてソムタム
は、いつの間にか全国的に広がり、タイ料理のナン
バーワンだと公言するタイ人や観光客が多い。タイ
民族だけではなく、味にうるさい華僑やマレー系ま
で虜にしてしまった。ちなみにソムタムは、「タイ人
が外国人観光客に食べて欲しい地元料理」のラン
キングのトップにも輝いている国民食なのだ。

同じ素材でも切り方の違いだけで
味は変わってしまうということ
そのソムタムであるが、作り方を説明するとどん
なものであるか理解いただけると思う。先ず青い
パパイヤを千切りにする作業だが、これにはソムタ
ムが美味しくなるためのコツが隠されている。緑の
皮をむいてから、片手でパパイヤをしっかり持って、
包丁の刃で叩くように縦長に切り身を付ける。そう
するとパパイヤには縦長の傷が無数に付くことにな
る。こういう状態になったら、ナイフで鉛筆を削る要
領で、手前から先端にそいでゆくと千切りになるの
である。傷がなくなると千切りにならないので、ま
た包丁で叩きながら切り身を付け、同じことを繰り
返す。まな板を使って日本式の包丁使いで千切り
にしてもいいのだが、不
思議に仕上がりの味が違
ってくる。タイ式千切りの方
が、あまり細くならずに食感
も良く美味しいのである。

まだ汚れを知らない
青いパパイヤ

タイ式千切りで刻まれる
青い乙女の姿

語源に美味しさの秘密が
隠されていたということ
味付けの材料は、にんにく、
クロックマイ
プリッキーヌー、生ピーナッツ、
(木のすり鉢)
干し海老、プチトマト、マナオ（ラ
イム）の汁またはレモン汁、マカ
ーム（タマリンド）、カピ（シュリン
プペースト：小えびを塩漬けにし
た発酵調味料）、パームシュガー
（ココナッツ砂糖）、ナンプラー、付
け合わせのキャベツ、生いんげん。
タムタム
それにできればクロックマイ（木
している状態
製のすり鉢）が欲しい。ないと
きは石臼でもステンレスのボウルで代用できる。
先ずクロックマイにニンニクと小粒のプリックキー
ヌーを入れてすり潰す。香りが出てきたら４つに割
ったトマトを入れ、ここでパパイヤの千切りを加え、
さらにマナオの汁を入れる。次にパームシュガー
とマカームの汁も入れ、ナムプラーをかける。入れ
た材料を手早く叩くように混ぜ合わせながら汁が
全体に馴染むようにする（コツはあまり叩かない
事、叩いてしまうとパパイヤがしんなりとなってしま
う）。最後に干し海老と炒ったピーナッツを入れた
ら出来上がりなのだ。ここでソムタムの語源が判
明する。パパイヤを包丁で叩く、クロックマイで具材を和
え叩くのが「タム」なのだ。それから付け合わせのキャベ
ツと生インゲンは、辛さを和らげるためになくてはならな
い太刀持ちと露払いなのである。

バリエーションの豊かさが
人気の秘密だということ
このパパイヤ料理は、作り置きは絶対にしない
のである。どこの家庭でもどんな屋台でも、一流
レストランでも、必ず食べる直前か注文が来てから
作るのだ。ソムタムの命は、パパイヤのしゃきしゃ
き感と、何種類もの調味料の融合にある。ソムタ
ムは、タイ料理の基本の 4 大要素である、甘い、酸
っぱい、辛い、旨い（しょっぱい）のすべてが含まれ
ている完全食なのである。そのソムタムは、一種
類だけではない。提供する屋台や食堂が、100 軒
あればそれだけの数が存在する。しかし中に入る
主な調味料で 3 つに分類できる。前述のソムタム
は、干し海老やカピが主
張する「ソムタム・タイ」と
いう。干し海老の代わりに
沢ガニの塩辛（塩漬け）を
使ったのが、「ソムタム・プ
ー」である。また川魚の糠
漬けを使えば、「ソムタム・
禁断のソムタム・プー
パラ」となり、魚が入らず
矢印の部分は生カニの塩漬
汁だけの場合もある。塩
け
分も強く魚醤よりももっ
ともっと強烈な臭いがする。
ソムタム・タイがビギナー
には一番食べやすいが、
このソムタムにはまってく
ると、プーからパラのファンに
移行してゆく。ちなみに私は、
「ソムタム・プー」が一番美味し
魅惑のソムタム・タイ（３人前）
いと感じる。

単に味だけでは国民の支持は
得られないということ
ここ 30 年足らずでイサーンの田舎料理から一躍
国民食にのし上がったソムタムであるが、その理
由はただ美味しいからだけではない。タイ人は食
事のために並んだりすることは大嫌いであるが、
美味しいと評判のソムタムの店には並ぶという。ま
たこのソムタムのファンは、意外にも女性が多く、
彼女らは美容食として食べている。食物繊維が多
く、ビタミンＣを豊富に含み、リンゴ酸やクエン酸な
ども含んでいる。またパパイヤには様々な酵素が
含まれており、このパパイヤ酵素の代表格とも言
うべき酵素がパパインで、パパインには脂肪、炭
水化物、たんぱく質の３つを分解する作用があり、
消化を促進してくれる。また、血中コレストロールを
分解する働きもあるため、高脂血症や糖尿病など
の症状改善にも期待されている。このように消化
を助けるだけではなくダイエットや美肌、母乳の出
も良くなるという女性には嬉しい料理なのである。
バンコクにロングスティしている日本人の間や、タイの女
子大生では、ダイエットに効果絶大という評判らしい。

美味しさに国境は
存在しないということ
このシリーズを書くにあたって、今年の 3 月にバ
ンコクを訪れた。取材旅行という名目だが、同行者
は妻と、日頃仲良くお付き合いをさせていただい
ている友人の計 3 組の夫婦ペアであった。
毎月旅費を積み立てて 2 年に 1 回の割合でご一緒
させていただいている。今回、女性陣は初めての
タイであったが、3 人ともソムタムの大ファンにな
ったようだ。私の旅の流儀は、地元の人々で賑わ
う、安くて、美味くて、汚い店で地元の人と同じ料
理を食べるというものである。今回の仲間には、当
然私の流儀に従っていただいた。だから当然地元
向けの辛さの料理を味あう訳である。しかしこの 3
人のマダムたちは、ひぃ～ひぃ～言いながらも箸
を止めなかったのである。それどころか翌日の食事
では、またソムタムを所望なさったのである。前述
の効用は一切説明しなかったが、何かスルドイ嗅
覚でも働いたのか、涙と鼻水と涎を垂らしながらもソム
タムをぱくつくのであった。女性には、体に良いものを本
能的に嗅ぎ分ける能力が備わっているのかもしれない
と、この時つくづく思った次第である。
・・・以下次号に続く

昔は一人旅が圧倒的に多かったのですが、しかしここ
近年、気心の知れた友との少人数の旅が、妙に肌に合う
ようになりました。齢を重ねたせいかもしれませんが、私
にとって旅の在り方も微妙に変化しているのでしょう。い
つも気まぐれ、気まま旅、わがままに付き合ってくれる友
には、感謝の念で一杯です。
それとその旅の思い出ですが、この頃は撮った写真を
「My Book」というインターネット上のソフトを使い編集し、
アナログのアルバムにしています。写真だけなく文章も
入れられるので、その時の心象も鮮明に浮かんできま
す。ちゃんと製本もなってくるので、世界に一冊の旅のア
ルバムになってくれるのです。皆さんもチャレンジしてみ
ませんか？

鯉太郎 拝

