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●食文化は損得勘定が決める？

地球に生きる生命体で︑人間ほど多様なものを食べ︑それもＡという食材という食材をＢ︑Ｃ︑Ｄ
など複数の食材と合わせたり混ぜたりして食べるという︑フクザツな食べ方をする生物は︑おそ
らく人間だけでしょう︒そして現在の人間は︑人類発祥以来もっとも贅沢な食事を毎日とっている
といって過言ではありません︒
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●人類は生物の中で
もっとも贅沢なもの食べている
﹁そんなのは２０世紀以降のことでしょう︒そ
れ以前のほとんどの人類は︑王侯貴族や大富豪
以外の人たちは︑地元でとれる食べ物を食べて
生きていて︑そんなに贅沢な生活はしていない
と思うのですが？﹂と︑おっしゃる方もいること
でしょう︒はい︑その通りです︒
人類は︑特に先進国の人類は︑人類誕生以来︑
もっとも贅沢な食生活をしているといえますが︑
昔の人たちの食生活は︑基本的にとても質素な
ものでした︒
まず︑その土地や近くでとれる食料が︑あく
まで基本的な食材︒
贅沢をする以前に︑食料の安定供給が大切︒
誰だって飢えたくはありませんものね︒
そのため︑人類は各地各地で︑自分たちが飢
えないよう少しでも楽に生きていけるように食
文化を作りあげてきました︒
・インド人︵ヒンズー教徒︶が牛を食べないのは︑
牛を食べるより生かして︑糞を燃料にし︑無料
の耕耘機がわりに使役したほうがお得︒
・アラブ人︵イスラム教徒︶が豚を食べないのは︑
水が少ない砂漠では︑本来︑豊かな水で育った
森林に住む豚を飼うより︑別の動物を飼育した
ほうがお得︒豚を避けることで︑豚による寄生

や病気も避けられお得︒と︑各文化︑民族で︑いか生き残る
のにお得であるかで︑違う食文化が育ってきたのです︒
当たり前ですが︑生き残るのに損になるような食に限らず︑
基本的にすべての文化において育ちにくいのです︒ただし︑文
化がホンモノになるためには︑損になるもの︑無駄なもの︑
必要不可欠ではなく不必要かも知れないものを︑ふんだんに
蓄え︑その不必要かも知れないものを発展発達させなければ
なりません︒
それは美術や芸術︑そして美食のような︑必ずしも生きる
ためになくてもいいものを︑発展発達させねば真の文化文明
とはいえないのです︒

発展させてきた

●美食は王侯貴族大富豪が

ンス料理に絶大な影響を与えたイタリア料理を支えたのは︑
イタリアの大富豪メディチ家でした︒
アジアだと︑タイ王家のタイ国からはタイ料理︒
自らを華の中心と考える中華思想を持つ中国も︑王朝が
宮廷料理を作り贅の限りをつくしました︒
一方日本の和食も世界 大
3 料理に入るともいわれていま
すが ……
︑和食を完成近くまで作り上げたのは江戸時代︒
しかし江戸時代を支配していた武士階級は質素倹約が美
学ということで︑武士階級は︑和食に強い影響は与えてい
ないようです︒
和食の基本は︑江戸時代より前の公家の料理や僧侶の精
進料理︒それに茶道の懐石料理を経て︑庶民の会席料理︒
さらにいま和食の代表とされる天ぷらや寿司は元々屋台料
理︒日本料理は世界的にも珍しく庶民が作りあげたものが︑
大いに採用されています︒
それはさておき︑世界的に見れば︑美食は王侯貴族や大
富豪が贅にまかせて︑発展させてきたもの︒
その集大成を︑２１世紀日本に住む私たちは︑比較的安
価に楽しむことができます︒特に日本は世界中の料理を楽
しむことができる国︒思えば︑ありがたいことですねえ︒
︵食文化研究家 巨椋修︵おぐらおさむ︶︶

安価にて制作します︒

今話題の電子ブックを

贅沢な美食もまた︑
生きるのに必ず必要で
はないものです︒でも︑
できれば贅沢をして美
味しいものを食べたい
もの︒好きなもの食べ
られるのは︑王侯貴族
や大富豪といった支配
階級です︒
世界的に影響力のあ
る料理︑例えば世界 5
大料理といわれる国々
は︑どこも大変豊かな
国であると同時に王や
大富豪が料理を発達さ
せてきました︒
世界の美食の頂点と
いっていいフランスは︑
ルイ王朝があり︑フラ
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またの世の
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例えば︑皆さんは今日の朝ごはんはどんなも
のを食べましたか？ 納豆に味噌汁にご飯という
質素なもの？ その納豆や味噌の原料である大
豆は︑日本での自給率わずか ％
6︒ほとんどが海
を渡ってやってきた舶来品なのです︒
え？ パンとコーヒーとだけの貧しい食事で
すって？ パンの日本における生産量は 15
％︒
％はアメリカやカナダ︑オーストラリアなど
85
はるばる太平洋を渡ってきて︑私たちの口に入る
わけです︒コーヒーにいたってはブラジルなど地
球の裏側からやってきて︑私たちの食卓に並ぶこ
とも少なくありません︒
皆さんが︑質素な食事︑貧しい食事と思ってい
るものも︑考えてみれば︑世界中のありとあら
ゆるところから︑集められてやってきた︑ちょっ
と昔ならまさに山海の珍味であり︑舶来品であ
り︑信じられないくらいに贅沢なものであるとい
えないでしょうか？
これは日本だけではなく︑地球に住むほとん
どの人類にも言えそうです︒人類ほど︑地球上
のありとあらゆる場所から︑食料を集めてきて
食べる生き物はいません︒

北の空で︑北半球では一年中見ることのできる星座があ カリストーの息子であるアルカスは︑立派な青年に成長し︑野山で狩り
ります︒その一つが︑こぐま座です︒こぐま座は︑ひしゃくの をするようになりました︒
形をしていて︑その先端には北を示す
ある日アルカスは︑
一頭の熊に向かって弓を引
目印となる北極星があります︒北極星
きました︒しかしそれは︑熊に変えられた自分の
は動かないと思われがちですが︑
一晩
母親の︑変わり果てた姿だったのです︒これを知
のうちに小さな円を描くようにして︑
った大神ゼウスは嘆き悲しみました︒
わずかに移動しているように見えま
そこで時間を少し前に戻し︑カリストーがア
す︒
ルカスに射殺される直前に︑二人とも空に上げ︑
同じようにひしゃくの形をした︑
星座にしました︒そうして母親のカリストーが
﹁北斗七星﹂と呼ばれる星座を︑おおぐ
おおぐま座︑息子のアルカスがこぐま座になっ
ま座と呼びます︒今回はこれらの星座
たのです︒ですから︑おおぐま座は息子をいつく
がなぜ天に昇ったかを紹介します︒
しみ︑息子の周りを回転しているのだと言われ
森に住む妖精の一人に︑カリストー
ています︒
という元気な娘がいました︒大神ゼウ
しかし嫉妬深い女神ヘーラーの怒りはますま
スはカリストーに恋をしました︒二人
すおさまらず︑おおぐま座とこぐま座は永遠に
のあいだにはアルカスという男の子
空にあり︑地上に降りて休むことを許してもら
が生まれ︑二人はしあわせに愛し合っ
えないために︑北半球では一年中空に昇っている
ていました︒しかしそのことを知った
のだそうです︒
ゼウスの妻︑女神ヘーラーは嫉妬に怒
昔は航海士の北の目印とされた大切な星︑北
り狂いました︒
極星︒それは︑こうして見ると︑悲しい物語の結
ヘーラーは︑カリストーの体を毛深
果なのですね︒北極星は肉眼でやっと見つける
くし︑声を低くし︑狂暴な熊に変えて
ことができるほどの小さな星ですが︑探してみ
しまいました︒誰からも美しいと誉めたたえられていた口
て
︑
悲
し
い
母
子
の
お
話に思いを馳せてみてはいかがでしょう︒
も︑尖った歯を持ったあごに変えられてしまいました︒
一方︑
︵コラムニスト 気象予報士 チャーリー︶

おおぐま座
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の始まりです︒
例えばクセのもの・・・という習慣化された
行動パターンもこれと同じですね︒
犬が時間がくると︑散歩がしたくなるよう
にヒトも散歩を３日続けて行うと︑４日目も
歩きたくてウズウズしてきます︒無しなら無
しで︑何十年も平気だけど︑始まるとこれが
また︑無しでは物足りない・・・というお話は
よくききますよね︒これは︑快楽中枢の刺激
により︑脳は快感を覚え︑ドーパミンが切れ
てくると︑その行動により快感を得ることを
欲するようになる・・・これが依存の形成で
す︒すべての依存は約３日で形成されます︒
したがって︑甘い物を止めようと思ったら︑３
日必死で我慢すると︑４日目からは次第に
欲求が薄れてきます︒
ただ︑何かのきっかけを境に︑禁断症状が
出て︑少しだけなら・・・と手を出すと︑またも
との黙阿弥です︒これを防ぐには︑依存のし
くみを逆に利用して︑心身のためになる依存
を自分で習慣化するとよいのです︒例えば︑
散歩や気功をする・・・ああ気持ちが良いな！
あさのひととき勉強する・・・ああこの充実感
よいな！食後はお気に入りの音楽を１曲聴
く・・・ああリラックスできる︑贅沢な時間だ！
このような快感を脳は非常に喜び︑気力や免

疫力までアップさせてくれます︒
も︑楽しんでしまうと︑脳が満たされて疲労
世の中で︑大成功を修めている人々は︑自
し
ないことを熟知しているのです︒
分の好きなことや得意なことを依存化し︑
是非︑皆さんも有益な依存を形成して︑人
習慣化できたヒトと言われます︒そしてこ
生を楽しんでください︒
のような方々は︑さほど面白くないことで ︵薬剤師︑薬食同源アドバイザー 高田理恵︶

ジェネレーション・ギャップ

左卜全という人をご存知でしょ
うか？もう︑今では知らない人の
方が多いのではないかと思います
が︑﹁おお︑神様︑助けてパパ〜ヤ
〜♪﹂です︒ますます︑わかりませ
んね︒で︑この卜全さん︑﹁世界の
クロサワ﹂こと黒澤明監督の代表
作︑﹁七人の侍﹂に出演した際︑﹁野
武士に襲われて村が焼けるとこ
ろを高台から見て泣く﹂というシ
ーンで︑黒澤監督から﹁燃える村
をみて号泣しろ﹂と指示されたに
も拘らず︑
いざカメラが回り出す
と︑号泣するはずが﹁バははは〜﹂
と笑ったそうです︒当然︑黒澤監督
が飛んできて︑﹁笑うんじゃなくて
泣くって言ったでしょう！﹂と注意
して︑﹁はい︑撮り直し︑スタート﹂
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辛いストレスなどがあると︑無性に甘
い物が欲しくなりますよね？
これは脳が強いストレスに打ち勝つた
めに︑大量のエネルギーを必要としてお
り︑ブドウ糖の形で速やかに供給される
甘いお菓子は︑瞬時に脳に満足感を得る
ことができる代物です︒
美味しい物を飲んだり︑食べたりする
と︑脳の快楽中枢からドーパミンなどの
快楽物質が分泌され︑満足感が得られま
すが︑それと同時に
﹁もっと飲みたい︑もっ
と食べたい﹂という欲求が生じるように
なります︒
もっと︑もっと・・・を追い求めてゆく
と︑ドーパミンの分泌をコントロールで
きなくなり︑依存症や中毒症になります︒
甘い物を食べれば食べるほど︑甘い物が
止められなくなる・・・これはもう依存症
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と言うとまた︑﹁バははは〜﹂と笑う︒また︑黒澤監督
が飛んできて︑﹁だから︑笑うんじゃなくて泣くって言
ったでしょ！わかりますか？！泣くんですよ︑
いいで
すね﹂と言って︑﹁はい︑スタート﹂と言ったら︑卜全さ
ん︑また︑﹁バははは〜﹂と笑う︒で︑それを４〜５回繰
り返したら︑さすがの完璧主義者・黒澤明も黙ってそ
のシーンを台本から削りとってしまったとか︒
ブームを通り越してその人気が社会現象にまでな
った芸能人としては︑私が知るかぎり︑植木等︑加藤
茶︑明石家さんまの御三方だと思っているのですが︑
その中の植木等さんが卜全さんと撮影で一緒になっ
た際︑突然︑呼び止められてこう言われたのだとか︒
﹁君は︑これからの人だから言っておくけど︑監督の
言うことは聞いちゃいかんよ﹂と︒で︑
ついでに︑﹁どう
して︑七人の侍の撮影のとき︑泣かなかったんです
か？﹂と聞いたら︑﹁人は悲しみを超越すると笑いがこ
みあげてくる﹂と言ったとか︒植木さんは︑﹁偉人のす
ることはわからないねー﹂と苦笑してましたが︑私に
は︑むしろ︑こっちのほうが真実なんじゃないかと思
えました︒人間観察の達人︑黒澤らしからぬ話じゃな
いかと︒本来︑これこそが︑幾多の死をみつめてきた世
代のリアリティではなかったでしょうか︒
年︵ 1894
年︶生まれの卜全さ
思えば︑これが︑明治 27
んと︑明治 43
年︵ 1910
年︶生まれの黒澤監督とのジェ
ネレーション・ギャップだったのかもしれません︒
ちなみに︑黒澤監督も︑この老人には手を焼きなが
らもその飄々たる庶民の味は結構︑お気に入りだった
ようで自らの映画には名バイプレーヤーとして︑多
数︑起用しておられます︒特に︑卜全さん自身はまった
く酒を嗜まなかったにも関わらず︑酔っ払いの演技は
歳で
絶品だったとか︒
ついでに言うと︑卜全さんは︑ 52
初めて結婚︑ 歳で映画デビュー︑さらに︑ 76
歳で歌手
55
デビュー
︵当時としては史上最高齢︶︑ 40
万枚を売り上
げるヒットを記録︒
一方で︑私生活では︑絶えず︑﹁妻を
守るため﹂に傍らに﹁錐﹂を忍ばせていたなど︑実生活
でも﹁奇人﹂だったようですね︒︵小説家 池田平太郎︶

自動車修理専門書籍の
購入はネットが便利！

自動車修理専門書店

快感中枢と依存症のしくみ

３Dプリンターサービス

甘いお菓子や︑脂質の摂り過ぎは体によくな いと︑頭でわかっていてもなかなか止
められないのは何故でしょうか？それは︑脳が依存を起こしているためです︒タバコ
が止められない︑お酒が止められない賭け事が止められない︑異性とのアバンチュー
ルが止められない
︵笑︶
・・・どれも実は同じ仕組みです︒
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最近３ プ
３ プ
Dリンターサービスが話題になっている︒ネット経由
Dリンターは興味があるものの︑まだ
で３ データを送信すると︑プリントアウトされた立体造形物が まだ安くなるのではないかとか︑もっと︑性
D
送られてくる仕組みだ︒
能が向上するのではないのか
３ プ
と思い︑二の足を踏んでいる︒
Dリンターが一般ユーサー
にも手が届く価格になったとい
そんな中︑先日︑イギリスのエ
われているもののまだ
セックス大学で︑チョコレート
高価なものだ︒通常のプ
用の３Ｄプリンターを開発し
リンターのように常時︑
たとのニュースに接した︒イン
頻繁に使うものではな
クジェットプリンターのように
いし︑３ データを制作
チョコレートの層を重ねて︑自
D
するのもハードルは高
分でデザインした造形物をの
い︒フィギュア愛好家な
チョコレートで作るのだとい
どには人気が出ている
う︒平面の紙を積み重ねて立体
ようだが︑小生のような
を作る要領で︑さまざまなな形
芸術に疎い者にとっては
の
ものが作れるようだ︒これな
何を作ろうか悩んでし
ら︑バレンタインチョコ用に人
まう︒
気が出るのではないだろうか？
自動車修理工場など
板チョコを溶かして︑型枠に流
でも︑手に入らない部品
し込むのに比べて︑造形の幅が
や︑補給部品の設定のな
グッと広がり︑お目当ての彼の
い部品などをこれで作
ハートを捉えること請け合い
ろうと検討している向
だ︒
きもある︒
そういえば︑義理チョコも含めてバレンタ
一時期︑陶芸にハマッたことがあったが︑
皿や花器など インチョコを貰えなくなって何十年経つだ
はすぐ飽きてしまうし︑収納するにも困るし︑捨てるに ろう︒ 主な３ プリントサービスは以下の
D
はもったいない︒終いにはもっぱら植木鉢や小物の箸置
とおり︒
き等を作ってはみたもののほどなくやめてしまった︒
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶
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