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●火の利用
火を使って食べ物を焼く、温めるこ
とを知った人間ですが、当初は木の枝
に刺して火にあぶったり、直接火に放
り込むくらいしか方法がありませんで
した。
食べ物を、より多様に料理するため
には、鍋のような器が必要なのです。
もしかしたら土器などを発明する前
に、地面に穴を掘り、その穴で火を燃
やし、熱くなった穴の土や石の熱を利
用して料理をしたかも知れません。
これまでは、ただ直火で焼くだけの
ものであったのが、熱した穴に大きな
葉っぱで食べ物を何重にも包み込んだ
蒸し
ものを入れることで、食べ物を “
焼き ”
にすることができるのです。
この野趣あふれる料理法は、いまで
も世界中に残っており、世界でもっと
も古いオーブン料理といってもよいで
しょう。この掘った穴と葉っぱを使っ
た料理と、これまでの直火であぶり焼
きした料理の違いは、たんに蒸し焼き
ができるだけではなく、例えば肉と木
の実といった “
違った種類の食べ物を

●器の発明

おそらく人間以外に料理をする生き物はいないでしょう。そんな人類が
野生の食べ物に手を加えて食べるようになった初めは、おそらく石などを
使って、木の実を割ったり砕いたりしたのが最初かも知れません。しか
し、これだけなら、まだ料理とはいえないかも知れませんね。

いまから５０万年前、人間は火
を手に入れます。おそらく最初は
雷などで自然発火した山火事など
のとき、たまたま焼けた動植物を
食べ、生のものよりも柔らかく美
味になったことを知ったのでしょ
う。火は食べ物を美味しくするだ
けではなく、夜を照らし、寒さか
ら守ってくれるものです。人間が
自分たちの好きなとき火を利用で
きるように、火種を絶やさないよ
うに工夫したり、木を擦り合わせ
たり、火打石のようなものを利用
することで、火を自由に利用する
ことは、文明のはじまりといって
もいいくらいの、衝撃的なことで
あったに違いありません。
火を手に入れた人類は、明かり
と暖かさだけではなく、固く冷た
かった食べ物を、柔らかく温かく
して食べることができるようにな
り、また多少傷んだ食べ物でも殺
菌して食べることが可能になりま
した。

合わせて料理できる ”
というとこ 石を焼いてフライパンのように使 ようになります。
ろにあります。土器が発明されて ったかも知れません。
多くの人は、人間が農業や牧畜をするの
いない時代でも、こういった穴だ
あるいは、捕らえた野生動物の は、より楽に食べ物を獲得するためと思っ
けでなく、竹筒を利用したものな お腹に、採集してきた植物を詰め ていることでしょう。
どもあったことでしょう。貝殻
込み、丸焼きにすることで、肉は
しかし最近の研究によると、農業や牧畜
や、亀の甲羅なども器として使わ ロースト（あぶり焼き）に、お腹 をするよりも、狩猟採取生活のほうが、は
れていたようです。また、板状の に入れた植物は蒸し焼きにして、 るかに楽であることがわかってきました。
多様な味を楽しむこ
狩猟採取生活では、必要な食べ物を必要
ともあったことでし なだけとればいいのですが、農業や牧畜を
ょう。この料理法
することで、 “
多くの食べ物を貯蓄してい
も、現代でも多くの る者 ”
と、そうでない者の身分格差が生ま
民族に伝わっていま れることになります。
す。
狩猟採取生活よりも重労働をし、身分格
やがて人間は、泥 差を作ってまで、人間が農業や牧畜をはじ
をこねて固め、焼く めたのは、おそらくより確実に、食べ物を
ことによって土器を 身近に置いておきたかったからではないか
発明します。いまの といわれています。
ところ、人類でもっ
牧畜は、人間の食べ残しをあさってくる
とも古い土器は、日 イヌやブタを家畜化したり、群れで行動す
本の縄文土器だそう るヒツジやヤギ、ウシなどに近づき、馴れ
で約 万
1 千
6年前だそ させて利用するということが行われたよう
うです。土器など器 です。
を発明することで人
この農業や牧畜がはじまることで、人間
間は水をお湯に変
は、自然界に新たな敵を作ることになりま
え、食べ物を煮るこ す。それは、農地を荒らしに来る動物たち
とを発見しました。 と敵対せねばならず、家畜化した動物たち
また、一つの器
を襲ってくる肉食獣から、家畜を守らねば
に、いろいろな食材 ならなくなったのです。
を混ぜ合わせて食べ
農業や牧畜は、狭い土地で効率的に食べ
ることも、やりやす 物を収穫することが可能になります。そう
くなりました。火と すると、多くの人々が狭い土地で暮らすこ
器の発明や利用は、 とができるようになり、人口密度が濃くな
料理 ”
のは ってきます。
まさに “
じまりでありまし
一説によると、狩猟採取のときの人口密
た。
度と農業が行った場合の人口密度は、農業
～ 100
倍に増
をやった場合のほうが、 20
●農業と動物を飼うとい えるといわれており、そしてムギやコメ、
家畜が現代のお金と同じように物々交換の
うこと
材料となっていきます。
そうなると、ムギやコメをお金の代わり
として、遠くの村や異民族の食べ物を購入
できるようになり、料理がますます多様に
なってくるのです
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人類は最初野生の動物を狩り、
植物を採取することで生きてきま
した。
それが１万６千年～７千年前
に、動物馴らしたり飼ったり、植
物を植えて育てることをはじめる

今話題の電子ブック化を安価にて制作代行
します。
・制作した電子ブックは貴社のＨＰに簡単
にアップできます。
・パソコン、ipad,iphon,Andoroid 端末で
閲覧可能化です。
・本を開くような感覚が魅力で、好まれて
います。
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料理はいかに誕生したか？

先日、週刊新潮の ”
元気な１００歳、１万人のビ
ッグデータ分析 ”
という記事がふと目に止ったの
で、さっそく買って読んでみました。
百寿者とは、１００歳を超えて、食事や身の周り
のことをはじめ、１日の活動を、介護なしで自力で
できる自活者のことを言うとの事。我が国では、毎
年約３万人が百歳を迎える時代に突入しているが、
その中の２０％の方が百寿者。
百寿者１万人の食事や生活パターンの、データー
を分析したところ、

ーが多かったとありました。
食事に関しては、意外にも、魚だけではなく、肉、卵、牛乳など
の動物性タンパクを豊富に摂っていることで、菜食主義者は長生き
していないとのこと・・・。
こちらの食養生では、ガンや血管病などの成人病の方に、肉、
卵、牛乳などの動物性タンパクの摂りすぎはお勧めしていません
が、解毒がある程度進んだら、貧血の防止、筋力、臓器力の強化の
ために、動物性食品も摂取してゆくようにお話しています。 ただ
し、動物性食品をとったら、ストレッチなり、ウォーキングなり筋
肉を使う運動で、タンパク質の燃えかすを作らないように動いてい
ただきたいです。
百寿者の方々は、水泳などの運動も欠かさずしています。そし
て、動物性タンパクを代謝する酵素をしっかりと持っている可能性
がありますね。又、歳とともに、睡眠時間が少なく、眠りが浅くな
りがちです
が、時間的に
も、質的にも
良好な睡眠が
得られており
解毒が進む体質なのですね。
太りすぎはよくないようです。
運動は息が上がるような激しい運動や、強いひねりを伴う運動で
はなく、持続的に無理なくできる運動がよいようで、特に水泳は、
足腰への負担が少ないようです。そして、生活に刺激があることで
すね・・・いくつになっても、異性への関心があり、お洒落を楽し
んだりすることが、脳の活性化につながります。ダンスや音楽、楽
器もよいようです。
いくつになっても、新しい刺激を求めて、頭を使うことで、生き
るエネルギーが沸いてくる・・・といったところでしょうか？
（薬剤師、薬食同源アドバイザー 高田理恵）

百寿者の分析から

１，食卓に必
ず、肉と卵と
牛乳
２，睡眠
時間は９
時間以上
３，体型
はやせ形
で、糖尿病は
Ｘ
４，水泳がよ
く、ゴルフ、
登山はＸ
５，酒とギャ
ンブルと老い
らくの恋はＯ
６，職歴は、
会社員、教
員、高学歴、
ホワイトカラ
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うまい！ＴＫＧ。

私も早速やってみた。これまで
の卵がけご飯とは一味違う美味さ
だ。卵には私なりのこだわりがあ
る。ストレスのない環境（放し飼
い）で、野菜や草、ミミズなどを
主として食べている鶏から生まれ
た卵だ。最近の高級卵は、やれ黄
身の色が濃いだの、爪楊枝を刺し
ても倒れないなど邪道がまかり通
っているが、放し飼いの黄身は特
別な色をしていなくて、ごく普通
であり、黄身も時として割り出す
と崩れてしまうこともある。狭い
ゲージで機械の一部のように飼わ
れた鶏の卵との違いは薄皮に顕著
だ。殻と白身の間にある薄皮が自
然卵のものは強靭である。そして

毎日食べていると気付かないが、たまに、スーパ
ーの安い卵を食べると食味（ニオイ）が悪い気が
する。
一昔前までは、どの家庭でも、小さな鳥小屋を
作り、毎日、生みたての卵を採って食べていたも
のだが、今では、よ
ほど山間部にでもい
かなければ、鶏の鳴
き声がうるさいとい
って近所から顰蹙を
かうことになる。
牛丼といえば、吉
野家が最近、肉を熟
成させて使っている
とのニュースがあっ
た。牛肉は適正な温
度で寝かせると、時
間とともにタンパク
質が分解され、うま
み成分であるアミノ
酸に変化していく。
そしてペプチドとい
う成分が増えること
で牛肉の酸味が抑制
され、まろやかにな
る。これまで吉野家

もっとも、その蜂須賀小六の血筋は、実は、江戸時代
半ばですでに絶えており、この時点での蜂須賀家当主、
茂韶の父は徳川将軍家から養子に入った人物・・・、つ
まり、茂韶自身は、第十一代将軍 徳川家斉の孫に当たる
わけで、血筋的には武士にとっては夜盗
どころか「頂点」に位置するわけです。
ただ、そうは言っても、蜂須賀家で
は、かなり、夜盗上がりという評判を気
にしていたようで、「何とか先祖の汚名
をそそぎたく、夜盗ではなかったと立証
してもらいたい」と、郷土出身の歴史民
俗学者に依頼したところ、「侯爵家の先
祖は確かに夜盗であった。しかし夜盗と
いうものは、その時代には決して恥ずべ
き職業ではなかった、ということなら、
歴史的に証明してみせます」と回答され
たとか（笑）。
結局、それでは困る・・・ということ
で、誰か別の人に頼んだそうですが、こ
れってつまり、身分制度を厳格細分化す
ることで秩序を保っていた江戸時代の、
（天皇家を別にした）日本の身分ピラミ
ッドの中では最高位に位置するであろ
う、徳川将軍家の血筋の人でも、一旦、
「夜盗上がり」と揶揄される家系に入っ
てしまえば「夜盗上がり」になってしま
うわけで、なんだか、名門名家という物の根拠の薄っぺ
らさを見たような気がします。
（小説家 池田平太郎 ）

（コラムニスト

http://tebra.jp

自動車修理専門書店

れ関連する写真も入れられます。
旅行や読書メモ、学習記録、観察日記、
スポーツ観戦、映画、音楽、演劇などもあ
ります。これらには写真も入れられますか
ら、文章が苦手な人は、切符を撮影して入
れ込むだけでもいいのです。文章に拘って
日記を書こうとするから長続きしなかった
が、カメラを利用したり、体重計に載って
その記録を記すなど、自分なりの記録範囲
をきめて行えば、持続が可能だと思いま
す。
「一日一膳」「１日の終わりに」などの
定例パターンもあります。日記を書くこと
で感情浄化
作用（効
果）がある
ことが最近
の研究でわ
かってきま
した。書く
ことが精神
的な健康を
もたらすと
いうので
す。書くこ
とは、お風
呂に入って
リラックス
すると同様
の日々の生
活のストレ
スを解き放
つ働きをしてくれます。
最近はやりのブログも日記の一形態で
す。でも、鍵のかかった自分だけの備忘録
としての日記にもチャレンジしてみたいも
のです。ちなみに今回紹介した「ズバリ日
記帳」は暗証番号が設定できますし、ハー
ドデスクやＵＳＢなどにもバックアップで
きます。 （ジャーナリスト 井上勝彦）

小屋耶麻）

ことをアピールしたポスターもチラシもまだ、
見当たらなかった。
３歳まで日本いて、５年間アメリカにいた上
の孫は生卵が食べれなくなっているとのこと。
本当に美味い卵を持っていって、日本人の原風
景のひとつでもある卵がけご飯（ＴＫＧ）を再
び好きにさせてやろうと思っている。

早いもので、１年も既に半分以
上過ぎてしまいました。歳を重ね
ると確実に実感時間速度は速くな
るようです。年明けから始めたチ
ャレンジは何本継続しています
か？歩数目標を決めたウォーキン
グ、体操、習い事などな
ど・・・・。
毎年、頓挫する割合が多いのが
日記です。年末に書店やホームセ
ンターなどに山積されていた日記
帳は１年日記ならば既に半分を経
過しているはずです。既成の日記
帳はあらかじめ
日付けが印刷さ
れているので、
途中で放棄した
場合は雑記帳に
しか使えませ
ん。そういう私
も、これまで、
何度、日記に挑
戦して挫折した
かわかりませ
ん。
今年はパソコ
ンアプリの日記
帳（ズバリ日記
帳）に取り組ん
でいますが、途
中、記載を忘れ
る日があっても、なんとか今日ま
で続いています。今回は相当年続
きそうな予感がします。
このソフトでは、いろいろな定
型入力パターンがあらかじめ用意
されているので、自分で使いたい
ものを選択するといいでしょう。
「今日の食事」は朝昼晩の食事
をデジカメで撮影して入れるだけ
で完成します。３食では掲載が面
倒なら毎朝だけ載せてもいい。
作句が得意なら、「今日のポエ
ム」がおすすめ。詩や句を書き入

デジ日記帳のオススメ

は、冷凍していた肉を解凍、スライスし
調理するまでに経過する期間を熟成期間
としていたが、現在は、従来よりも約２
週間早く冷凍から冷蔵に移行し、熟成期
間を延長することで更にうまみが増し、
肉の食感も向上したおいしい
牛丼の提供が可能となったと
ＨＰではリリースしているが
私の近所の吉野家には、その

http://atec.heteml.jp/wdg/

娘一家が５年ぶりにアメリカから日本に帰ってきた。
今やお金さえ出せば、アメリカの都会では、日本の食材はほとんど買
い求めることが出来る。帰国早々、娘達が食べに行ったのは牛丼屋で
ある。日本の大手牛丼屋チェーンの一部もすでにアメリカに進出して
いるが、生卵の有無が違う。
ほとんどの外国では卵を生食す
る習慣がない。面白いもので卵の
賞味期限もアメリカと日本では異
なる。日本が２週間であるのに対
し、アメリカでは３週間である。
これは生食の有無と気候の差から
くるようだ。
先日、テレビで、究極の卵がけ
ご飯の食べ方というのをある大手
卵メーカーの研究者が紹介してい
た。彼女曰く、温かいご飯に、ま
ず、割った生卵の白身だけを入れ
てよくかき混ぜる。ご飯の熱で白
身が細かく泡だってご飯とからん
できたら、次に取りおいた黄身を
入れてまぜると黄身と白みとご飯
がうまい具合に混ざり合うのだ。
明治期、天皇に拝謁することになった元阿波徳島藩主、
蜂須賀茂韶侯爵は、天皇を待つ間、明治天皇愛用のタバコ
を一本くすねたとか・・・。
どうせわからないだろう・・・と思っていたところ、着
座した明治天皇は、めざとくそれに
気づき、「血は争えぬのう、蜂須
賀」と言って、にやりと笑ったと
か。
言うまでもなく、
蜂須賀家の祖、蜂須
賀正勝が、太閤記の
中で、「夜盗・蜂須
賀小六」として描か
れていたことに引っ
かけたものだったよ
うですが、いかに
も、諧謔家であった
明治天皇らしいエピ
ソードだと言えるで
しょうか。
「夜盗」というも
のの当時の実態は、
まあ、黒澤 明の「七人の侍」に出
てくるような泥棒略奪をしていた者
もいたでしょうが、現代的な感覚か
らいえば、むしろ、「フリーランスの下請け集団」のよう
なものだったでしょうか。いざ、戦争となると手兵を率い
てアルバイト参加してみたり、必要とあれば、敵の後方撹
乱やゲリラ戦もやるし、場合によっては、自警団もやる
と。

夜盗上がり

