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「パップラドンカルメのう わさ」

吉川良太郎

あらかじめ 失われ、永遠に出会えな い幻の美味がある。
ボードレールにシャン ソンを囁いた酒瓶の妖精、 プルーストの思い出を呼 び起こす紅

茶に浸し たマドレーヌ、スタンリー ・エリンのレストランでふ るまわれる特別料理、ポ
ー秘蔵のアモンティ ラード、チバ・シティでさ らりまんがかっこむ牛丼と ワカメのみそ

汁、永 遠の虚空に増え続ける栗饅 頭、ゴンとドテチンが食ら うマンモスの肉……

…… 気取った書き出しで始めた ものの、どんどん庶民的な 味に近づいていくのはぼ く
が庶民だからです が。マンモスの肉は庶民的 なのか。それはともかく 。

「 フィクションに出てくる料 理で一番うまいものはなに か？」
というテーマは 誰しも一度は考えたことが あるだろう。
この場合、まったき架空の 食べ物よりも、フィクショ ンの中で「描写」された現 実の

食べ物の方が 美味そうに見えるように思 う。単に読者が味を想像し やすいという理由も
あるが、同時にそれは料理 そのものではなく「その 料理をうまいと思っている 作者の主
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観的体験」が反映されてい るからでもあるのだろう。 うまそうに食べてる人の 表情とい

うのは、たま らなく食欲を刺激する。 たとえば写実的に描かれた 料理に主人公がうんち
くを述べるタイプのグル メマンガだと、知識欲は満 たされるが食欲をそそら れることは

あんまりな い。一方、適度にデフォ ルメされた料理を食べて「 ンマーイ！」と叫ぶ藤子
Ａ先生の書き文字の破 壊力はどうだ！ どうだと 言われても困りますか。

「外国人が 描写した 、日本のありふれた食べ 物 」も 妙にうまそうに感じるこ とがある 。
たとえばウィリアム ・ギブスンの描く近未来の 、ニッポンの「さらりまん 」が「シー

ウィー ドを巻いたライスクラッカ ーでサケを飲む」とか「煮 込みすぎた薄切り牛肉を ラ
イスに乗せたもの が、なぜこんなにうまいの だろう」とか「ワカメのミ ソシルの心和む

塩味 」とか。前者は要するにの りを巻いたあられと日本酒 、後者は牛丼とみそ汁なわ け
で、そんなものコ ンビニも吉野家も二十四時 間営業中でいつでも口に できるんだが、し

か しそれはあくまでアメリカ 人（今はカナダ人か）ギブ スンの味覚、生まれ育った 食文
化というフィル ターを通したライスクラッ カーでありビーフボウル なのだ。それらはぼ
くがギブスンに生まれ変わ りでもしない限り決して味 わえない未知の味覚なので ある。

そんな、空想あるいは空 想に近い非日常の中にしか 存在しない食べ物。マンガ やアニ
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メや小説の中では素晴らし く美味そうなのだが、現実 世界では決してめぐり会 えない美

味。
今回はそんな幻の味覚の 中でも、随一といえる逸品 をご紹介したい。

なにしろ「 作中人物さえ口にしたこ とがない」という正真正銘 の幻のスイーツ。
その名は、パップラド ンカルメ―――

うちのヨメがいまだ に「聞くと背筋がゾクッと する」という謎の歌

『パッ プラドンカルメ 』
（作詞：海友彦 作曲 ：佐藤寿一）
三十代の方なら『 ひらけポンキッキ』で時々 かかってたあの曲、なんか ピンクのカレ

ーパ ンマンみたいなキャラクタ ーが出てくるアレといえば わかるだろうか。わからな か
ったら各自ネット 検索して調べてください。 世紀だなあ。

ポップコーン みたいにモコモコで」
「バナナみたいなあじもす る／メロンみたいなあじ もする」

パ ップラドンカルメとは 、
子 供らの間で噂になっている「みかくにんおかしぶった い 」
である。
「はなしによればパップラ ドンカルメというものは／ マシュマロみたいにプアプ アで／
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「クリームみたいにまっし ろで／カステラみたいにし かくくて」

「プリンみた いな味もする／ケーキみ たいな味もする」
聞くほど に藪の中。 というか聞 けば聞くほ ど「ジャイ アンシチュ ー 」
（たくあん とジ

ャムと大福 とその他をじっくり煮込 んだ料理。あるいは凶器） みたいな代物にしか思え
なくなってくるのだが 、とにかく正体不明の存在 である。なにしろ

「なんてあのこがい っていた／だけどそのこも あのこにきいたはなしだそ うで／そのこ

にぼく もきいたけど／そのこもあ のこにきいたそうで／あの こもほかのあのこにきい た
／パップラドンカ ルメのうわさ」

名のみあって影 もなし。まさしく「みかく にんおかしぶったい」

こ の「なんだかわからないも のが名前だけ広がっていく 」感じがうちのヨメさんに は
なんとなくホラ ー的な印象を与えるらしい 。
そこでふと思ったのだが。

これは現代で いう「都市伝説」をテーマ にした歌だったのではな かろうか。
しかしあの時代に都市伝 説なんて概念はあっただろ うか？
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記憶を頼り に調べて みると 、
「都市伝 説」という 概念を最初 に生み出し たのはフラ ン

スの社会学者 エドガール・ラモン、一 九六九年『オルレアンの噂 女性誘拐の噂とその
神話作用』において。ア メリカの民俗学者Ｊ・Ｈ・ ブルンヴァンが「都市伝 説」という

言葉を一挙 に世に広めた著書『消え るヒッチハイカー』を発表 したのが八一年。日本で
最初期に意識的に都市 伝説を扱った小説、いとう せいこう『ノーライフキン グ』が八八

年である 。
『パップラドンカル メ』の登場がいつかは調べ がつかなかったが、ぼくが まだポンキッ

キを見 てたころに流れていたのだ から、おそらく『消えるヒ ッチハイカー』がアメリ カ
で刊行されたばか りのころだろうと思われる 。いずれにせよ日本にはま だその言葉も概

念も なかったはずなのだ。
子供番組とあな どれないポンキッキの中で も、パップラドンカルメは 極めて先鋭的な
楽 曲だったんじゃなかろうか 。

……とか言ったことをこの コラムに書いて作詞の海友 彦先生からの証言が来たら 面白

いのだが。
「そこまでバレてはしかた がない。実はＪ・Ｈ・ブ ルンヴァンはわしのペンネ ームで、
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パップラドンカルメは『消 えるヒッチハイカー 』のテ ーマを歌で表現したものな のじゃ 」

「なんだって ー！？」
「それだ けではない 。
『 ＳＯＳペン ペンコンピ ューター』 と『コンピ ューターお ばあち

ゃん』と『 パタパタママ』は『マト リックス』を先取りしてお ったのじゃ」
「ななんだってー！？ 」

「さらに 『きょうりゅうがまちにや ってくる』は『ジュラシッ クパーク』を先取りして
おったのじゃ」

「なな なんだってー！？」
「
『ゴーストバスターズ 』のマシュマロマン は 『おふろのかぞ えうた 』、
『ゾンビ 』は 『ホ

ネホ ネロック』のパクリなのじ ゃ」
「せ、先生！ 先 ほどからうかがっておりま すと作詞者がもうバラバ ラのような……」

「 馬鹿め！ 都市伝説という 情報社会の盲点を極め尽く したわしには、誰にも気づ かれ
ず複数のペンネ ームを使い分けるなど造作 もないことよ！ 海友彦 やブルンヴァンもし
かり、いわば無限に増殖す るパップラドンカルメのひ とつに過ぎぬ！ 真のわし は誰に
もわからぬ！ 」
「ななななんだってー！？ 」
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「麒麟は一見タイムパラドッ クスを起こしたように見 えるがそうではない（なん の話だ ）

はやりの映画 を見ても小説を読んでも ピンとこないという若者た ちは、記憶の底に刻み
込まれたわしのサブリミ ナルメッセージですでに近 未来を体験しておるのじ ゃ。緩やか

に衰退する 現在と展望のない未来に はさまれ、いまＳＦは新し い、はるかなる未来を夢
見ることができん。し かし選ばれた彼らだけはす でに未来を先取りし、さら にその先を

夢見るこ とができる。そう、毎朝熱 心に『ひらけ！ ポンキッ キ』を見ていた者だけが
新しい世界を夢見て 、切り拓いていくことがで きるのじゃ！ わしのサブ リミナルソン

グの洗 礼を受けた子供らが三十代 半ばになった今、そう今こ そ、ＳＦが復活ののろし を
上げる時、ひいて は新しい世界が立ち上がる 時なのじゃ！」
「う 、うわああああああ！！！ ！！」

勝 手なことばかり書いてすみ ませんが実際のところどう なんでしょう先生！

