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「「味噌汁の 具が１種類だなんて！」か ら……」

「味噌汁の 具が１種類って、それは ないだろう！」
と、夫は言った。

宮野由梨香

今から２ ０年ほど前、結婚したて の頃のことである。
「例外 はカブ だな。 あれは カブ と葉っ ぱで２ 種だと いうこ とで許 す。それ 以外は 駄目

だ！」
たしか 、
ワ カメだったと思う 。何らかの理由で（多分 、旅行前だった か後だったかだ ）
、

」

他 に食材がな く、ワカ メだけを入 れた味噌汁 をつくった のだ。 そうした ら、夫が「 具
が一種類だなんて 、あり 得ない！ こんなの 、味噌汁じゃ ない 」と言いだしたのである 。

当 然、宮野は反論した。
「具を２種類以 上入れないと味噌汁じゃな いなんて、誰が決めたの よ
「誰が決めなくても、常識 だろう！」

「そんなの、 常識じゃないもん。具が１ 種類だって、味噌汁は味噌 汁だもん！」
「よおし、待ってろ！」

!?
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夫は階段を駆けあがって行 った。何かを捜している らしい。

「ほら、見ろ ！」
誇らしげに差し出したそ れは、料理記事のスクラッ プブックである。

ほら 、
『必ず』って書いてある だろう 。
」

「ここに書 いてあることを読んでみ ろ！」
「味噌汁の具は、必ず ２種か３種です。……何、 これ？」
「これは 〈暮しの手帖〉の切り抜き だ！
宮野は絶句した。

こ、こ いつも〈暮しの手帖〉の読 者だったのか！
宮野は、両親が〈 暮しの手帖〉の読者だった から、居間に置かれたそれ を特に意識せ

ずに 読んで育った。
〈暮しの手帖〉 は、花森安治（１９１１年 ～１９７８年）という、と っても個性的な

方 が編集長であった。彼は「 元祖・スカート男子」であ り、また一切の商業広告を 〈暮
しの手 帖〉に載 せさせなか った。だか らこそ 、
〈暮し の手帖〉の「 商品テスト 」の結果
は、製品の売れ行きを左右 するほどの影響力を示した 。

料理記 事の質に 関しても、 評価は高い 。
「 どんな素人 でも、その とおりに作 れば美味
しくできる」ように、綿密 なレシピが示されている からである。
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宮野はこの時まで、夫と〈 暮しの手帖〉と結びつけ て考えたことがなかった。 いわん

や、料理記事 をスクラップまでしてい るとは、思いもよらなかっ た。
「ブルータス、おまえも か！」と言うより、この時 の宮野の心境は、小泉八 雲の『怪

談』の「む じな」に近い。
夜道、手で顔をおおっ てしくしく泣いている娘さ んに声をかけたら、その 顔はノッペ

ラボ ーであっ た。逃げ出 して、通り かかった蕎 麦屋の屋台 にホッとす る 。
「今、化け 物
が…」と話すと 、
「それはこんな 顔だったかい？」と……。

☆
夫と 一緒に 北海道 に行っ たのは 、
「 味噌汁 論争（ ？ ）
」をし てから 間もな くのこと だ

った 。
夫の父は根室出 身で、函館で学んだという 人であるからして、夫の一 族は北海道と馴

染 みが深い。宮野は北海道に 行くのは、初めてであった 。
札幌に着いて、 夫は言った。
「じゃ、とりあえず、市内 観光バスに乗って、スタン ダードなところを押えよう か。君

はどこも初め てなんだから」
ちなみに夫 は車の運 転をしない 。
「思 想信条」 により、運転 免許を取得 していない か
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らである。

「私はいいけ ど、あなた、つまらなく ない？」
「いや、子供の頃行って 以来のところが多いから、 ちょうどいい」

実際、観光 地というのは 、
「観光客」しか訪れな いところであったりする。
さて、薄野のあたりを 通り過ぎる時に、バスガイ ドが言った。

「札幌の ラーメンが有名になりまし たのは、花森安治という方 が札幌の名物として紹介
してからのことでご ざいます」

宮野は 『うわぁっ、これって、あ れだ！』と思った。
夫は横で「おお、 そうなのか。知らなかった 」などと言っている。
宮野 は思わず言った。
「違うんだよ！ 読んでないの？」

「 何を？」
「花森安治が 『恣意的な誤読だ 』って 、怒り狂った 文章を書いていたよ 。
〈暮しの 手帖 〉
に」

「どうして？ 」
「ラーメンというのは象徴 的表現でさぁ、要はフェ イクだってことを言いたく て『札幌
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はラーメンの町』って書い たら、それが宣伝に利用さ れちゃったんだって」

「……ああ。 でも、それは仕方がない な。多分、起こるべくして 起きた誤読だ」
「『ドブネズミ 色の若者 たち』も「 誤読」され て、カラー シャツ業界 の宣伝に使 われた

って」
「花森安治はコピーラ イターとしての才能があり すぎるんだよなぁ。だから 、あそこま

で広告を 排除したんだよ。やったら 『成功』してしまうからさ ぁ……」
まあ、確かにそうい うことでもあったのだろう 。

「 そういえば 、
『 リトルボッ クス』を聞 いて、建売 住宅のセー ルスマンが 自殺したっ て
いう話もあったよ な。あれも誤読だな。丘の 上に並ぶ小さな箱、同じよ うな家に同じよ

うな 人々が暮らし…って、建売 住宅を非難しているわけじ ゃないんだが」
夫はピート・シ ーガーのファンなのである 。
「 あなた、花森安治のその文 章、読んでいないの？」
「読んでいない 」
「でも 、
〈暮し の手帖〉に載っていたよ」
「いつの？」
「えっと、いつだろう？」
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確かに読んだ記憶はあるの だが、いつのことかまで は、わからない。

「ぼくが 〈暮らしの手帖 〉を読 んでいたのは 、家を 出てひとり暮らしを始めた 頃だから 、
昭和４４年（１９６９年 ）頃だな。ホントに「実用 書」だった。役にたった よ」

そうだった のか！
宮野は納得する。だか ら、こいつの家事観は変に 教条主義的なのだ。

☆
「北海道ＳＦ大全」 のネタに、この「札幌ラー メン」を巡る話を使えない だろうかと

思いつ いたのは、今年の５月はじ めのことである。
宮野の書く原稿の アップは、６月１日と決ま っていた。それに向けて何 か書かなくて

はな らなかった。
「札幌ラーメン とＳＦ」……なかなか微妙 な取り合わせであるが、文 明批評という観
点 からすると、面白いかもし れない。

昭和２９年（１９５４年） ……〈週刊朝日〉に花森安 治が「札幌――ラーメンの 町」

という文章を 書く。それによって 、
「札幌ラーメン」 が有名になる。
昭和？？年（１９？？年 ）……〈暮しの手帖〉に花 森安治が「誤読」を怒る文 章を書
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く。

〈週刊朝日 〉も〈暮しの手帖 〉も 、マイナーな雑誌ではな いから 、調べられるだろう 。

宮野はネッ トで、この２つの雑誌の バックナンバーが東京マガ ジンバンクにあること
を確かめた。そして、 そこで、まず、昭和２９年 （１９５４年）に刊行され た１年分の

〈週刊朝 日〉をラックに並べてもら った。
雑誌資料を渉猟する 時は、その前後の号にも目 を通すのが基本である。そ の記事が書

かれた 文脈を理解しなければなら ないからである 。
予告記事がどう書か れているかとか 、
どういう反応があ ったかなども、重要な資料 である。

「 札幌――ラ ーメンの 町」という 文章は 、
「日本 拝見」という 連作記事の 中のひとつ と
して書かれたもの である。多くの書き手が書 いている。そのシリーズ にも、ひととおり

目 を通した 。そうした ら 、
「おお、こ んなところ にこんな資 料が！」と いうのも見 つけ
てしまった。 http://speculativejapan.net/?p=220 こういうのが 、古雑誌を読む楽し
みでもある。

「日本拝見」 シリーズは、それぞれが書 き手の個性と場所と時代 を反映していてとて
も面白かったが、やはり花 森安治は光っている。
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さて、問題 は、花森安治が「それは誤 読だ！」という怒りの文章 を載せた〈暮しの手
帖〉の方である。確かに 読んだ記憶があるのだが、 いつかはわからない。

しか し、幸い なことに 、
〈暮し の手帖〉は 偶数月の刊 行なので、 一年間分を 調べても
６冊である。そして、 宮野は１９６１年の生まれ であるから、１９６０年代 に〈暮しの

手帖〉を 読むというのは無理がある だろう。
宮野は 、
「１ ９７０年か ら１９７５ 年までのも のを出して いただけま すか？」と マガ

ジンバ ンクの窓口の方にお願いし た。そして、出してもらっ た〈暮しの手帖〉を、片 端
から「花森安治」 の文章を捜しては読んでい った。

そう したら、ありましたよ！ １９７２年６月１日号でし た！！
「……って、ちょ うど４０年前の、この日じ ゃないの！」
☆

２０１２年６ 月１日に、宮野は「北海道 ＳＦ大全２３」を準備ブ ログにアップした。
花森安治が〈週刊朝日 〉に載せた「日本拝見そ の１２
札幌――ラー メンの町―― 」
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について書いたのだ。
http://www.varicon2012.jp/taizen.php?no=23
とい うわけで、 この文章 は 、
「 味噌汁の具 が１種類だ なんて！」 から始まっ たのであ
る。

