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趣味に生きる（第６回）～☀～☂～☁～☃～☀～☂～☁

｢喰い道楽｣ の旅
神

辺

眞

之

(広島大学名誉教授・世羅中央病院企業団企業長)

◆プロローグ

仲間から，｢趣味をお持ちですか｣ と聞かれ，と

ある雑誌に連載物を掲載する際に，今，勤め

っさに，｢いえ，持っていません。無趣味です｡｣

ている病院のある標高 400 メートルの中国山脈

と ｢無くて七癖，無趣味も 6 つの趣味を持つ｣

の麓の大自然の写真を原稿と一緒に送りました。

と内心思いながら，答える場合が多い。

担当の編集子から，｢その写真を載せたいか

最近，趣味と言えないかもしれないけれど，

ら｣ と，紹介されたのが，何と ｢趣味に生きる｣

旅行に興味をもっている。旅行するにも，その

と言うタイトルへの投稿でした。

地方の歴史や社会的背景などを知っていると，

私の趣味について，大学病院を定年で退職す

もっと楽しい。

る際の，友人らが ｢祝いの会｣ をしてくれた時

｢妻への日頃の罪亡ぼし｣ と称して，時々，外

に，参加してくれた方々に，恥じらいもなく，

国旅行をしては，帰って，その国や地方の歴史

私の随筆集 ｢雑草の歌｣ を土産にお渡ししまし

を知っていれば良かったと思っては，本を買う

た。その中に，自分の ｢趣味｣ についてありま

が，ツンドク(積読)に終わる。

すので，先ず，紹介します。

三月，弥生の節句も終わった頃，｢世界遺産｣
になった広島郊外の宮島に，妻から ｢狂言｣ を

◆趣

味

妻は，時々 ｢貴方は趣味をもっていないわね｣
と言う。酒を飲み過ぎて，二日酔いで，観ると

観に行こうと誘われた。実は，｢狂言｣ と ｢能｣
の区別もよく判らなかったが，初めての経験な
ので，好奇心に従って，行ってみた。

はなしに，テレビを観ている時に不意をうって

宮島は，平 清盛の守護神である，厳島神社

くる。突然なので，一瞬 ｢う～ん｣ と言うだけ

のある島で，珍しく，宮島の旧家の ｢お雛様｣

だが，自分としては ｢趣味人だと思っている｡｣

を観せてもらう催物の会に遭遇した。

と言い返したいと内心思うことがある。

宮島の旧家に伝わっている，江戸時代や明治

事実，自分を振り返ってみると，趣味を持っ

時代から最近までの ｢お雛様｣ を実際に，40 軒

ているというよりも，好奇心旺盛で，何にでも

あまりの民家にお邪魔して観せていただいた。

興味を持っているつもりだからである。

妻曰く，｢江戸時代は，女雛が左側に座り，男

妻に言わせれば，｢趣味とは，例えば，絵を

雛が右側に座っていたのよ。知ってた？｣ ｢知

描くのが趣味ならば，玄人裸足レベルの絵が描

る分け無い｣ と内心思いながら，反論するため

けなければ，趣味とは言えない｣ と笑う。自分

に，最近の昭和時代のお雛様を観察していると，

としては，｢趣味とは，自分が楽しめば良いの

｢最近のお雛様は，女雛が右側で，男雛が左で

で，他人にどうこう言うものではないし，他人

しょう。どうしてそうなったか知っている｡｣ と

から評価されるものでも無い｣ と思うが，時々，

妻が追い打ちをかけてきた。
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妻に言わせれば,「外人が，前から，江戸時代

麓の広大な台地は，鎌倉時代の高野山・金剛峰

のお雛様を観て，男雛と女雛の並び方が逆だと

寺の庄園で，その門前街でもあり，世界遺産の

指摘して，最近の並び方になったのよ｡｣

石見銀山への石州街道の要の宿場町でもありま

しかし，幾何学ではないが，妻の説明は良く

した。

分からなかったけれども，｢う～ん｣ とうなずき

そこにも，大正時代からの老舗の旅館があり

ながら，昭和時代のお雛様を観ると，確かに，

ます。その旅館に，現在の皇太子殿下が，大学

男雛が左側で，女雛が右側に並んでいる。

時代に卒論とした ｢海上交通｣ の研究のため，

内心，｢最近は，男性の方が強くなったのか

尾道市に来られた際に，足を伸ばされ，泊まら

な？｣ と思いながら，｢狂言｣ の会場に行くこと

れ，その泊まられたお部屋を ｢宮様の部屋｣ と

にした。

して，公開されています。

内心，思ったことは，菅原道真の時代，左大

その ｢宮様の部屋｣ で，秋には，広島松茸，

臣の方が右大臣より上であったから，左側の方

雪のシンシンと降る冬の夜には，中国山脈に人

が右側の方より強いのだと言う理由だけである。

口以上にいるというイノシシの鍋 ｢牡丹鍋｣ を

｢狂言｣ の会場は，森 鴎外や夏目漱石が泊ま

味噌と一緒に食べると，何となく宮様になった

ったという，宮島随一の老舗の旅館の離れ座敷

ような気分になります。

で，女将さんが言うには，｢しばらく使ってい

また，もっと山奥の平家の落武者の伝説のあ

なかったんですけど，狂言の大倉流の繁山千五

るダムの近くに，東京のお嬢さん学校として有

郎さんが，去年から使って下さいまして･･･｣。

名な大妻女子大の創設者の大妻コタカさんの生

さらに，驚いたことは，女将さん曰く。｢昭和

家があり，その生家が ｢ごもくめし(五目飯)｣

天皇が別の離れ家にお泊まりになられた時は，

という季節限定の食事処になっています。

お給仕をする私たちは，天皇陛下のお顔を見え
ないように，離れ家を改造したのですよ。｣
｢狂言｣ の世界にひたりながら，私の左側に座
っている女性をひょっと観ると，妻であった。

在宅医療の一環として，往診の途中に，五目
飯を食べようと行きましたが(写真 1)，五目飯
ではなくて，近くの奥さん方の手作りの ｢山菜
料理｣ が出ました。
その食事処には，食事処の名前の由来の ｢ご

◆アナゴ飯，五目飯，きりたんぽ
世界遺産の宮島の好物に ｢アナゴ飯｣ がある。
鰻よりあっさりした味です。宮島の対岸のホテ

もくめし｣ という大妻コタカさんの随筆集がお
いてあり，大妻女子大の教育理念と思える ｢恥
を知れ｣ という大妻コタカさんの直筆の書の額

ルで，数年間，夏に，一泊二日の研究会を開催
し，研究会の終了証の代わりとして昼食に ｢ア
ナゴ飯｣ を食べて解散したことがあります。
宮島随一の老舗の旅館の玄関に，刀傷のつい
た，初代首相の伊藤博文の愛用した大きな机が
あったが，その伊藤博文は，山口県の出身で，
下関市にある，日清戦争の講和条約の場になっ
た，｢春帆楼｣ と言う由緒ある旅館で日本人とし
て，初めて ｢ふぐ｣ を食べたので有名です。
私も下関市生まれですので，｢春帆楼｣ で ｢ふ
ぐ｣ を食べましたが，下関市では，｢ふぐ｣ を
｢福｣ と呼ぶそうです。
今，私が勤務している病院のある中国山脈の
－688－

写真1

往診の途中に，｢ごもくめし｣ で
(内科の先生と)
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ズタイや回転寿司の発生の地ですよ｣ と店の従
業員に聞き，驚きました。
熊本市での学会の時に，評判の ｢馬刺し｣ を

えているいくつかのご当地名物をご紹介しまし

食べたいばっかりに，1 時間余り，店の前で並

ょう。

んだ懐かしい思い出もあります。

｢五目飯｣ の連想として，秋田大学が主催され

｢日本料理は風流だなぁ｣ と思った料理は，恩

た日本臨床検査医学会で秋田市に行った時に食

師の坪倉先生と，先生の御郷里の近くの山陰の

べた ｢きりたんぽ｣ を思い出します。

松江市で食した ｢ほうしょう焼き｣ という，真

｢きりたんぽ｣ は，木こりたちが，山に篭り，

っ白い塩で固められた焼き魚を和紙で包んであ

炭などを作る時の保存食で，もち米のような食

る魚 料理と，長崎 市での学会の 時に食べた ，

べ物で，腹持ちはするけれど，余り，美味しく

｢卓袱(しっぽく)料理｣ です。

なかった印象でした。

『この ｢卓袱料理｣ は，江戸時代の鎖国時代

能登半島の金沢市で学会があった時の，金沢

に，唯一の外国交易港であった出島で開発され

駅の地下で食べた ｢甘エビ｣ の味の甘さは，今

た，中華と和食と南蛮(オランダなど)料理を大

でも舌が忘れていませんし，富山市で学会があ

きな皿に混ぜ，皆で食べる料理で，それまで，

った時の，｢ホタルイカの踊り食い｣ は死を覚悟

日本に無かった食べ方で，珍しがられた』と聞

して食べたので，忘れません。

きました。

その年は，運悪く，毒素を持ったホタルイカ

そう言えば,『大きな皿に海鮮料理を山盛りに

が繁殖し，食の禁止令が，富山県から出ていた

纏めた，高知の郷土料理の ｢皿鉢(さわち)料理｣

のを，学会参加の何人かの方々と冷や汗をかき

は，事前に料理を準備して，お客をもてなすた

ながら，恐る恐る食べました。

めの，家庭の主婦の知恵だ』と高知大学病院の

北海道の旭川市で学会があった時に，ご当地

検査技師さんらに聞いた覚えがあります。

名物のばんえい競馬で万馬券を当てた助教授の

広島市内に，｢釜飯｣ で有名な店があり，その

おごりで，食べさせてもらった ｢イクラ丼｣ も

トイレの壁に，｢当店は，広島で二番目に美味

美味しかったけれども，｢時知らず｣ という名の，

い店です｣ と書いていました。店主に ｢一番美

川に帰る時も忘れ，傷だらけになって海で放浪

味い店は何処ですか？｣ と尋ねたところ，｢そり

している不良鮭も珍しくて美味しかったです｡

ゃー，お客さんの家庭の奥さんの料理ですよ｡｣

その時に，｢札幌ラーメン｣ の発生の地が旭川

との返答でした。

市であることを始めて知りました。
魚料理と言えば，高知で有名な ｢鰹のたたき｣

◆パスタ，飲茶，パエリア

は，これから太平洋の回遊に出る，春先の初鰹

世界的に洗練された料理として，有名なフラ

だが ， 秋 口 の ， 太 平 洋 を 漫 遊 し ， 脂 の の っ た

ンス料理の前身は，イタリア料理だったという

｢戻り鰹｣ の異名をもつ鰹を東京の築地市場で食

逸話もあります。

べた味も忘れられません。

ルネッサンス(文芸復興)発祥の地のイタリア

栃木県の水戸市での学会の時には，名物の

のフレンチェの大富豪，メディチ家は，レオ十

｢餃子｣ の梯子をしましたが，どうも餃子の皮が

世を始め，数人のローマ教皇を一族から輩出し

どれも厚い感じでした。

ているほど栄え，1589 年に，メディチ家の娘が，

仙台市での学会の時には，｢牛タンを麦飯で

当時のフランス王国のアンリ二世の王妃に嫁い

しか食べられない｣ という店に二日続けて行き

だ時に，イタリア料理と食器をフランスに運ん

ますと，さすがに店の従業員と仲良しになり，

だと言われているそうで，それまでは，フラン

｢仙台が女子高校生の間で流行している，ルー

ス料理は田舎料理だったようです。
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－機器・試薬

32(5)，2009－

そのフレンチェに，国際臨床化学会で行った

人を引き連れて，台湾に渡ってこられたので，

時に，｢パスタ｣ に沢山の種類があるのに驚きま

中国本土の北京ダックより美味しいですよ｡｣ と

した。

教授曰く。

私は，スパゲッティがパスタの一種と知らな

｢北京ダック｣ については，｢雇い主が，奉公

かった頃，国内のレストランで，｢パスタにし

人にアヒルの肉を食べさせ，自分はアヒルの皮

ますか？ xxx にしますか？｣ とウェイトレスに

を食べ，奉公人を優遇した｣ という逸話があり

訊かれ，｢xxx にします｡｣ と答えて，スパゲッ

ますが，本当は，｢雇い主は，日ごろ，美食し

ティにありつけなくて，一緒にいた娘に笑われ

すぎて，痛風になって，アヒルの皮しか食べら

たことがありました。

れなくなったんだ｡｣ という，裏話もあるようで

中国料理の ｢飲茶(やむちゃ)｣ についても，

す。

香港で ｢アジア微生物学会｣ があった時に，

世界には，英語圏でない国が 40 % 以上あるの

「対岸の九龍半島のホテルの飲茶を食べに行こ

に，驚きますが，その一つ，東ヨーロッパの社

う｣ と同伴した娘に誘われて，｢ウーロン茶でな

会主義国家であるハンガリーで，手振り，身振

いお茶かな？｣ と内心思いながら，渋々同行し

りで食べた ｢グヤーシュ｣(パプリカの粉と，肉

て，餃子やシューマイなどのことを飲茶と初め

とじゃがいも，たまねぎ，タルホニヤというゆ

て知りましたが，娘の手前，黙って食べた思い

でた団子を一緒に煮込んでいるスパイシーなシ

出があります。日本では焼き餃子が主流ですが，

チュー)を，今でも，二日酔いなどの朝に，妻

中国では水餃子が主流であるのも，その時に初

に作ってもらうと，不思議と元気になります。

めて知りました。

その二つ目，国際学会の帰りに，スペイン語

｢世界で一番，味が良いのは中華料理だ｣ とよ

しか通じない，スペインの地中海の沿岸で，仲

く言われますが，その中でも ｢北京ダック｣ が

間の先生方と食した ｢パエリア｣(写真 2) は，海

有名です。

産物が沢山入っていましたが，オリーブ油のせ

臨床検査医学会の九州支部と台湾の台北大学
との共同研究会に入れてもらって，台北市に行

いか，中国の ｢炒飯(チャーハン)｣ の方が美味
しく感じました。罰当たりでしょうか？

って，台北大学教授主催の晩餐会での中華飯店

その三，ブラジルはポルトガル語圏ですが，

で食べた ｢北京ダック｣ は最高でした。｢蒋介石

そのブラジルのサンパウロに，世界臨床病理・

総統が，中国本土の宮廷の料理人や最高の料理

検査医学会(WASPaLM)で行った時に，｢シュラ

写真2

スペインの地中海沿岸で，｢パエリア｣ を
陽気に運ぶボーイ

－690－

写真3

ブラジルで，｢シュラスコ｣ に驚く

－機器・試薬

32(5)，2009－

スコ｣ という串焼きされた牛肉を，岩手の ｢わん
こそば｣ よろしく，ギブアップするまで食べあ
いを仲間の先生方とした思い出があります(写
真 3)。
最初のフランス料理に戻りますが，1997 年 6
月，ベルサイユ宮殿で，WASPaLM があると聞
いて，意気込んで参加しましたが，学会会場は，
ベルサイユ宮殿前の広場の馬小屋跡で，｢エッ｣

写真4

ワインの ｢キャンティ・クラスコ｣ のラベル

と思いました。しかし，宿泊ホテルは，ベルサ
イユ宮殿の広大な裏庭内にある，アメリカの大

片手に，フランクフルトソーセージや，豚すね

富豪のロックフェラー親子も泊まったという，

肉を塩ゆでしたベルリン名物のアイスバイン，

有名なホテルで，そのホテルのフランス料理は

仔牛カツレツのシュニッツェルをご相伴する生

抜群でした。

活が 20 年余り続きました。

｢抜群｣ の理由は，そのホテルのシェフが日本

私自身は，ワインの味はよく解らないのです

で修行されたから，私たち，日本人の舌にあっ

が，ワインの名前の由縁について，イタリアの

たのでしょう。
このホテルでのロックフェラー親子について，

フ レ ン チ ェ の あ る ト ス カ ー ナ 州 の ｢キ ャ ン テ
ィ・クラスコ｣ という美味しいワインのラベル

『ベルボーイが息子さんの荷物を運ぼうとした

(写真 4)のガロ・ネロ(黒い雄の鶏)に面白い逸

ら，父親が，｢息子に持たせて下さい｣ と頼ん

話があるそうです。

だ』と言うエピソードを聞きました。

14 世紀頃，フレンチェと隣のシェナとの領土
争いの時に，｢雄の鶏の朝一番鳴きを合図に，

◆酒，ワイン，ブランディ，ウイスキー

両方から歩き始めて，出遭った所を境界線にし

私の恩師の坪倉先生は，甘口のドイツワイン

ょう｣ と約束したのは良いが，フレンチェが其

党で，白ワインをこよなく愛されました。『ド

の時，使ったのが，黒い雄の鶏で，その鶏に前

イツワインはノー。カビネット(熟したブドウ

日，えさをやらずに，早鳴きさせて，早めに出

から造ったワイン)が普通での，シュペートレ

発して，領土を拡げたという逸話です。

ーゼ(遅摘みしたブドウより造られるワイン)，

アメリカのカルフォニアのシリコン・バレィ

アウスレーゼ(充分に熟したブドウの房を選り

で有名なナパ・バレィで採れる，｢オーバスワ

すぐって造られるワイン)という上等なワイン

ン｣ という高級ワインは，音楽の楽譜の ｢一番｣

もあるンヨ。アイスワイン(その年の冬の気温

という意味から名づけられたそうです。

が下がり，ブドウが氷結したときに素早く摘み

ブランディの起源についても，坪倉先生に，

取られ，窄汁して造るワイン)という珍しいワ

「ブランディはワインの出来損ないなんだよ。

イン も あ る ン ヨ 。 何 と 言 っ て も ， 貴 腐 ワ イ ン

ワインは，14, 5 歳の少女が素足でブドウの粒を

(ドイツワイン最高の等級ワインで，貴腐菌が

踏んで作るんじゃが，ある年のこと，足に水虫

発生する最適な天候状態の年のみに造られ，ほ

を持った少女がおってノー。そのために，ブド

とんど干しブドウ同様になったブドウから造ら

ウが腐ったのを，通りかかった，ポーランドか

れる ｢天然のリキュール｣ ともいえるもの。濃

ら来た牧師さんが，腐ったブドウから，木製の

い金色に耀く甘露な一滴は世界最高のデザート

器具で絞り汁を採取して出来たのが，ブランデ

ワインといわれ，大変長命で驚くほど高価)が

ィなんだよ。腐ったブドウ由来だから，さすが

最高だよ｡』と，広島弁でのドイツ語のテスト

に，フランス人らにはブランディを試飲させず

入りのワイン談義を拝聴しながら，白ワインを

に，当時，フランスに攻め込んできた，イギリ
－691－

－機器・試薬

写真5

32(5)，2009－

スコッチの ｢オールド パー｣ のラベル

ス海軍の水兵らに試飲させたそうだ。ブランデ
ィは，フランス原産なんだけど，ラベルに
VSOP とか VX と英語文字が書かれている訳が
分かっただろう｣ と教えていただいた。
ウイスキーといえば，スコッチウイスキーに
代表されるように，イギリスが本場のようです。
私の，検査データを用いた多変量解析法によ

写真6

って，｢人間は 154 歳まで生きれる｣ という結果

ロンドンの ｢シャーロックホームズのパブ｣
で，探偵気取りの著者

に，そのエビデンスとしてスコッチウイスキー
の ｢オー ルド パ ー ｣ の モ デ ル に な っ た ト ー マ

で 18 年間，現在も続いています。私以外は，

ス・パー老人が 152.7 歳まで生きたと書いてあ

｢日本酒は文化の源だ｣ と信じる方々ばかりです。

ったラベル(写真 5)を示して，旭川市での日本

行き付けの関取あがりの ｢ちゃんこ鍋｣ 屋の

臨床検査医学会で発表した覚えがあります。そ

主人による，｢日本酒を飲んでる人は，肌も餅

のトーマス・パー老人が，ロンドンのウェスト

肌で，綺麗になるんですよ｣ との説明を聞いて，

ミーンスター寺院の床下に葬られていると訊い

7, 8 年前の忘年会の季節に，医師会の誰の推薦

て，ロンドンでの国際臨床化学学会に参加した

か知りませんが，NHK 放送の地方版の ｢二日酔

折に，お礼方々，お参りしました。

いにならないコツ｣ という生放送に出演させら

そのロンドンで，シャーロックホームズの探

れ，その話をしたところ，若い女性らから放送

偵小説の舞台にもなったというパブに行き，シ

局に電話が殺到したという恥ずかしいエピソー

ャーロックホームズも飲んだだろう ｢生温い黒

ドを思い出します。

ビール｣ を堪能しました(写真 6)。
生温かいビールといえば，中国の緑色のビン

◆おわりに

に入った，林檎の味のする ｢チンタオ・ビール｣

表題の ｢喰い道楽の旅｣ を妻が見ると，｢料理

も好きですが，ドイツのミュンヘン地方の ｢バ

も出来ない人が喰い道楽なんて｣ と笑うかもしれ

イス(白)ビール｣ は珍しかったです。

ない｡

ワインの出来難い，北海に近い，ベルギーに

良い仕事をした後に，親しい仲間と，｢食｣ に

は，11 % 以上の高濃度のアルコールのあるビー

まつわるエピソードや，文化，歴史を酒のつま

ルのあるのに驚きました。

みに，美味しい食べ物を時間を忘れて食するこ

｢日本酒を嗜む会｣ という，異業種の方々七人
と，｢竹林の七賢人｣ を目指した，奇妙な会が，
私が教授に就任した年から，毎月，1 回の頻度
－692－

とに，｢小さな幸せ｣ を見つけています。
ちなみに，私の BMI(ボディマス・インデッ
クス)は，24.8 %(標準範囲)です。

