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いまヨーロッパで︑アメリカで︑中国で︑東南アジアで︑世界中で日本のラーメンが流行っ
ていることを皆さんご存知でしょうか？例えば︑﹁新横浜ラーメン博物館﹂では︑平成２５
年度で︑なんと１５万人以上もの外国人観光客が訪れたといいます︒その数は︑来館者数全
体の２割弱を占めるほど！さらに﹁ラーメン博物館﹂は博物館のヨーロッパ進出まで企画し
ているとか︒外国人観光客の中には﹁本場のラーメンを食べたくて日本に旅してきた﹂とい
うラーメンファンもいて︑日本の旅行ツアーに﹁ラーメン博物館﹂が組み込まれていること
もあるといいます︒
パにも中国にも東南アジアにもあるのです︒
では︑なぜラーメンは世界の人々に受け入
れられたのでしょうか？

ラーメンの柔軟性

たなばたとお星さま

白いスープの豚骨ラーメン︑札幌の味噌ラー
メン︑あっさりした塩ラーメンに︑背脂をごっ
そりのせたラーメンに︑最近ではトマトソー
スのラーメンや︑ヨーロッパのブイヨンを使っ
たラーメン︑夏場に美味しい冷やし中華など
など︑実に柔軟に︑土地や時代に合わせて︑
変化し進化し続けているのです︒
こんなラーメンですから︑世界のどこにいっ

ん︑それには地元料理人の大変な努力と試行錯誤があるか
らです︒
でもそれは︑努力と試行錯誤してもいいから︑もっと美
味しいラーメンを食べたいと思わせるラーメン自身に︑魅
力があるからに違いありません︒

世界にラーメンを広めた
功労者インスタントラーメン

そんな世界に広まっているラーメンですが︑本格ラーメ
ンが広まる前に︑世界中の人々にラーメンを親しまれたも
う一つのラーメンがあります︒
それが﹁インスタントラーメン﹂であり﹁カップめん﹂です︒
どれくらい世界の人々に親し
まれているかというと︑世界ラーメン協会の推定では
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２０１４年度データ
日本が即席めんを輸出している国の数︻４９か国︼
年間輸出量︻約７２２３万食︼
一年間に全世界で消費されたインスタントラーメンの数︻１
０２７４億食︼という膨大な数！ もちろん本格ラーメン
と同様︑その土地土地で工夫された︻ご当地インスタント
ラーメン︼もたくさんあります︒
ラーメンは中国から日本にやってきて︑日本風にアレン
ジされ︑日本食として世界に広まりました︒
でもこの勢いだと﹁え？ ラーメンって日本の食べ物な
ても︑その土地土
地の風土や国民性に の？ 自分の国の食べ物かと思ってた﹂なんていう世界の
人たちがたくさん現れてくるかも知れませんね︒
合わせて︑馴染ん
でしまうのかも知
︵食文化研究家・巨椋修︵おぐらおさむ︶︶
れません︒もちろ
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梔子や遊女の如く崩れ散る
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﹁ラーメンの柔軟性﹂といっても︑麺が柔らか
いとかという意味じゃありませんからご注意
を！
日本のラーメンには︑各土地土地に馴染ん
だ﹁ご当地ラーメン﹂ってのがありますよね︒
﹁ラーメンといえば︑鶏ガラに醤油ベースで︑
上にナルトとチャーシューと︑メンマが乗って
いて ……
﹂
という統一されたものではなく︑九州では
うのが一般的かと思います︒天文学では織姫を﹁こと座
のベガ﹂︑彦星は﹁わし座のアルタイル﹂といいます︒とも
に１等星です︒そうしてこれら２つの星の橋渡しをする
カササギに見立てた星を︑﹁はくちょう座のデネブ﹂と言
います︒これは天の川の中に見える１等星です︒これら
３つの星を︑﹁夏の大三角﹂と呼びま
す︒
織姫と彦星が︑地上から見ると︑１
年のうちでこの日だけ近づいて見え
る︑というのがこの伝説の由来なのは
周知のことと思います︒では実際のと
ころ︑ベガとアルタイルの距離はどれ
くらいなのでしょう？ 実はこの２つ
の星は︑１６光年離れた所にありま
す︒﹁１光年﹂というのは︑光が１秒間
に進む単位で︑秒速３０万ｋｍを意味
します︒ですから︑ベガとアルタイル
は︑近づいているように見えて︑実は
あまり近い所にはいないことになり
ます︒ちなみに︑地球からアルタイル
までの距離も︑１６光年です︒そう考
えると︑織姫と彦星が会うことは︑相
当難しそうですね︒
また西洋では︑織姫のベガのことを
﹁真夏の女王﹂と呼ぶそうです︒彦星に
ついて︑﹁アルタイル﹂ということばはアラビア語で﹁飛
ぶわし﹂という意味があるそうです︒
目立つ星に︑洋の東西はないのだなぁと感じます︒
︵コラムニスト 気象予報士 チャーリー︶
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ラーメンを食べに来日する外国人観光客たち
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﹁新横浜ラーメン博物館﹂調べによると︑２
０１４年５月の時点で︑世界３７か国︑約２
５００軒のラーメン店があるそうな︒
３７か国２５００軒！ もはやラーメン
は︑中国から日本に伝わり︑日本人の国民食
になっただけではなく︑世界で通用する国際
食になりつつあるようです︒
例えばアメリカのニューヨークだけで１０
０軒ものラーメン屋があり︑中には﹁行列が
できるラーメン屋﹂まで存在します︒
もちろん︑行列ができるまでの人気ラーメ
ン屋はニューヨークだけではなく︑ヨーロッ
たなばたは︑アジア各地に伝わる伝統行事です︒
日本でも古くは︑旧暦の７月７日に行われていまし
たが︑今では新暦で行うことが多くなりました︒新
暦の７月７日は梅雨の真っただ中なので︑たなばた
の星々が見える確率は︑５０％ほどです︒
たなばたの風習は︑奈良
時代に日本に伝わりまし
た︒しかしそれ以前から日
本でも︑﹁織姫星﹂﹁牽牛星﹂
は︑夏の夜空に明るく目立
っており︑養蚕や耕作を司
る星と考えられていまし
た︒また日本では︑旧暦７月
７日はお盆のころと重なる
ため︑江戸時代などはお盆
︵盂蘭盆会︶の行事の一環と
されていたようです︒
一方中華圏では﹁七夕情
人節﹂といって︑恋人同士で
プレゼントの交換を行って
いるようです︒よく似た行
事にバレンタインデーがあ
りますが︑それとは比較に
ならないほどの経済効果
が︑たなばたにはあるそう
です︒
さて︒このたなばたの主役であるお星さまたちに
ついて︑あれこれと︒
日本では﹁織姫﹂と﹁彦星﹂︵もしくは﹁牽牛﹂︶と言

投稿歓迎！

PHOTO
俳句
PHOTO
俳句

414-0001 静岡県伊東市宇佐美3629-52

発行：TEBRA

TEL 042-563-6961 FAX 054-333-5441
編集発行人：井上勝彦 絵：そねたあゆみ

7月号

裸文化と日本人

事も無く︑すれ違うようになる・・・と︒ちなみに︑別の
ある外国人は︑﹁日本人の尺度によると︑単に健康や
清潔のためとか︑仕事をするのに便利だからという
ことで体を露出するのは︑まったく礼儀にそむかな
いし許されることだが︑どんなにちょっぴりであろう
と見せつけるために体を露出するのは︑まったくもっ

死んでも残るサイト

て不謹慎なのである﹂と書き残していますが︑
一方
で︑江戸時代の混浴銭湯も一切︑そういう問題が起
こらなかったかというとそんなこともなく︑幕府は
風紀が乱れるという理由でたびたび禁止のお触れ
を出しております︒
︵小説家 池田平太郎︶

電子ブックを

が﹁裸は恥ずかしい﹂と啓蒙︵？︶したからで︑事実︑明
治１７年に来日したある外国人女性は夏の海辺の信
じられない光景を日記に記しています︒
曰く︑﹁果物売りの小さな女が商売を終えた後︑そ
のまま︑海に入り汗を流して砂浜で体を拭いていた
ところ︑
一人の男が現れた︒彼女は平然と体を拭き続
けていたが︑男が顔見知りだったらしく︑やがて微笑
んで裸のままで挨拶を交わし始めた﹂と︒また︑ある
外国人男性は温泉に浸かっていたところ︑知り合い
の日本人から声をかけられ︑湯の中で妻子を一人一
人︑普通に紹介されたとか︒
つまり︑当時の日本人には﹁肉体﹂という人間の自
然な姿に﹁恥﹂とか﹁罪﹂とかいうものを感じなければ
ならない道理が理解できなかったということです
ね︒まさしく︑﹁楽園を追われる前のアダムとイヴた
ち﹂だったのでしょう︒ただ︑それは主要都市が少な
からず日本より緯度的に北にある所が多い西洋人は
そもそも保温のために衣服を身につけることが前提
であって︑高温多湿の日本は本来︑﹁裸文化﹂なんです
よ︒
まあ︑確かに︑今の日本人がすべて普通に裸で街を
歩いていたら︑おそらく︑私も含め︑最初は幕末の欧
米人よろしく︑﹁オーマイガッ！﹂となるのでしょう
が︑でも︑たぶん︑人間の発情というのはそれほど長
い時間︑持続出来るものではないように思うんです
ね︒
つまり︑慣れてくる・・・と︒結果︑やがて︑普通に何

安価にて制作します。

ら︑格好のサイトが見つかったので︑紹介しておき
たい︒
ウェイバックマシン
︵ WayBackMachine
︶
というサイトで︑ここは︑
以前よく利用していたインターネットサイトに久
http://archive.org/web/
しぶりにアクセスすると︑当該頁がリンク切れ︵﹁ File アメリカの非営利団体﹁インターネット・アーカイ
ブ﹂と米アレクサ・インターネット社が提供してい
﹂︶になっていた︒その頁は﹁あらすじ源氏
not found
るキャッシュデータ閲覧サービスだ︒
物語︵もり語り・源氏物語︶
﹂といって︑難解な源氏物
﹃暗黒時代﹄
語を各巻ごとに︑おもしろく要約している便利な頁 ﹁ウェブ創世記が︑記録が残っていない
にならないように﹂ということで︑１９９６年か
だった︒映画でも︑小説でも︑あらすじを読んでから
らの全世界のウェブページを定期的に収集してい
見たり・読んだりすると︑頭に入りやすい場合があ
る︒この頁の検索窓にリンクが切れていて閲覧出
る︒
来なかったＵＲＬを入力し︑﹁Ｔａｋｅ Ｍｅ
頁が閉鎖された確たる理由は分からないが︑おそ
歴史︶
﹂ボタンを押して︑表示
らく︑制作者が死去して︑しばらく更新が行われず︑ Ｂａｃｋ︵ BROWSE
されたカレンダーの青丸をクリックすると︑当該
サー
頁が出てくる可能性がある︒
バー
さっそく︑﹁あらすじ源氏物語のＵＲＬを入力
の費
してみたら︑なんと︑出てきた︑感動ものだ︒
用も
自分で書きとめたブログ頁やＨＰのアドレスを
支払
入力し︑﹁頁を保存﹂ボタンを押すと︑その頁がキ
われ
ャプチャ
︵保存︶出来る︒しかも︑無料サービス︵寄
付は受け付けているが︶なのだ︒現在このサイト
には４７９０億ウェブという膨大なデータが収録
されていおり︑毎日増え続けている︒さっそく自分
俳句︶の
も２つのサイト︵おもしろコラムと photo
頁をアーカイブした︒
これまで書きためたコラムや俳句が自分の死
後もだれかに読まれるかも知れないと思ったら︑
なんか嬉しくなってきた︒
亡くなった居酒屋のご主人を偲びながら︑今宵
も一献傾けるとするか︒
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶

み途方に暮れ︑何も手に着かない
３︐完璧症で︑きちんと出来ないことに不安を感
じる︵計画通りにいかないと気が済まない︶
４︐自分自身をコントロール出来ない状
況に追込まれるとパニックを起こす︵歯
医者や美容院のイス︑高速道路渋滞︑ト
ンネルの中︑飛行機や船などの途中出
入り出来ない乗り物︑授業参観など︶
このように頭で出口のない答えを考
えると︑血液を大量に消耗し︑なおかつ
脾の力は衰えます︒そして︑甘い物が欲
しくなり︑甘い物を多食すると︑ますま
なかったため︑契約更新が行われずに︑自然
す脾に負担がかかり︑気血を作り出す
消滅︵閉鎖︶されてしまったものと推測され
力が衰えてしまうのです︒
る︒
このようなタイプの方は …
以前︑行きつけの飲み屋の主人から︑亡く
１︐甘い物と油ものを控え︑赤身の肉︑
なった郷土史家が書き留めた﹁隠れキリシタ
イカ︑タコ︑色の濃い野菜︑黒い食べ物を
ン﹂についての膨大な研究資料があるのだ
しっかり食べる
が︑見てみないかと言われて興味はあった
２︐細かい計画に捕らわれず︑今何をし
が︑そのまま実行に移さないうち︑当の居酒
たらよいか？そしてそれに集中し︑余分
屋の主人が亡くなったため︑郷土史家そのも
なことを考える暇をなくす
のにたどり着く術がなくなってしまった︒
３︐運は自分に味方してくれる！と信
高齢化社会を迎え︑このような貴重な資料
じ あ”りがとう！ の”気持ちと 大”丈夫！ ”
がどんどん埋もれて︑消滅してしまうのは惜
をいつも唱える などの養生も心がけてくださ
しい気がする︒
い︒
インターネットがこんなに発達している現
︵薬剤師︑薬食同源アドバイザー 高田理恵︶
在︑少なくとも︑ネット上にあったデータだけ
でも残せないものかといろいろ調べてみた

今話題の

キリストの頃まで１億人だったと言われる世界人口も今や
７０億人︒本来︑多産でないはずの人類がこれほどまでに繁殖
できた理由の一つに﹁繁殖期を無くしたこと﹂があるとか︒
以前︑ある人から︑﹁女性が体を服で隠すから︑見たい人が出
るんだ﹂と言われ︑私は
内心︑﹁それはちょっと
こじつけだろう﹂と苦
笑したことがあるので
すが︑最近︑少し思った
ことがあります︒
江戸時代の日本の銭
湯が混浴だったという
のは割りとよく知られ
ている話ですよね︒現
代人︑特に女性の感覚
からすれば︑とても信
じられないような話で
はないかと思います
が︑でも︑
一般の日本人
女性が人前で体を隠す
ようになったのは明治
後期以降︑自国民の蛮
風を恥じた明治政府

崩漏とは︑女性の不正出血のことで︑激しく雪崩れるように出血す
るものを崩︑ちょろちょろと漏れ出すような出血が長引くものが︑漏
で︑
いずれも早い内に対処しないと︑出血が止まりにくくなり︑難治性
となるので注意が必要です︒
崩漏には︑
いろいろな原因
がありますが︑その中の一つ
に︑脾を病むことにより止り
にくくなる出血があり︑これ
を脾不統血の崩漏といいま
す︒
脾は元気︑気力を作り出す
大元で︑気がしっかりと満た
されていれば︑血液や汗︑精な
どが管から漏れ出すことを防
ぎ︑気の力で留める働きがあ
りますが︑脾を病んで︑気の力
が低下すると︑このような出
血が起こったり︑ジワジワと嫌
な汗をかいたりします︒
このようなタイプの出血を
起こす方は︑パニック症や神
経症の方に非常に多いです︒

例えば …
１︐理屈では理解していても︑どこか信じることが出来ない
︵相談者の
助言をどこか否定してしまう︶
２︐ああなったらどうしよう︑こうなったらどうしよう︑と先々まで悩

脾不統血の崩漏
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