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横浜市消費者の 会会長 服 部 孝 子
私は現在消費者運動をしておりますが

，言って

では，「これが
今度息子のところに 果てくれた嫁で

みればただの 主婦に過ぎません。 消費者運動とい

す。 次から， この子がお買い 物に来ますからよ

うものはお金になりませんので 主人が稼いで 来て

しくね。」といってお姐 さんが息子の 嫁を近所のお

くれるお金を 一所懸命この 運動に消費しているわ

店 に紹介して歩いたものだそうですが

けです。 今日は私が日ごろ 感じていることを

なくなったということです。

述べ

てみたいと思います。

つい最近こんなことがあ

，最近では

りました。 お肉屋さん

に若い女の子が 未て「バーベキューするから
] . 今 ，食生活が多様化してると

豚の

ヒレください。」というので ，お肉屋さんが，「ヒ

言われるが…

今回私に与えられたテーマは「消費者が

る

望む 豚

レは 柔らかいけど ，脂がなくて美味しくな いよ 。

肉」というものですが ，豚肉に限らず，私達の食

と教えたら，「みんながヒレだって 言っているから

文化の中で肉食が 好まれるようになったのは

ヒレなんです。」といってきかないのです。 そこで，

，さ

」

ほど昔のことではないと 思います。 身近な例を申

近くのスーパ 一で輸入内

しますと，私の 母親は明治の 生まれで，バタ臭い

たら，「なんでここでは 売れないのか。 」というの

ものが大嫌いでした。 すき焼きをするといっては

です。「ヒレは豚 1 頭に

鼻をつまみ，パンにバターを 塗るといっては

顔を

んたのいう 量はないよ Ⅱと説明されて ， ようやく

しかめ， とにかくバタ 臭いものはみんな 嫌いだっ

納得したようでした。 このやりとりを 見ていて，

たようです。 一方，父親も明治生まれですが ，お

食生活が多様化しているといわれているけれど

味噌汁の中に 牛乳を入れても 平気な人でした。

も，実は料理を 知らなくなってしまったのではな

こ

うしてみると ，肉食の好みは年代の差ではなく ，
人 それぞれの好みによるものではないかと

2

の ヒレを買

う

ことを奨め

本しか取れないから ，あ

いかと強く感じました。

思いま

ところで，今時の 若い人達はスマートで ，余分

す。 しかしながら ，当時は肉食が盛んな時代では

な肉がついていなくて ，

なかったので 私にとって一番の 御馳走はてんぷ

なので本当に 羨ましいと思います。 この人達が正

ら

，二番目がすき焼きでした。 お 肉 といえば，す

き焼きと豚カツぐらいしか 知らなかったよ

う

きれいなプロポーション

しい食生活をしながら ，その体型を保っているか
というとそうでもあ りません。 コーヒーを飲みな

に 思、

います。

がら，ケーキはたっぷり 食べています。 そのくせ，

ところが最近は ，食生活が非常に多様化して

ぃ

「脂のついたお 肉はいやⅠ」という 不思議な世代

るといわれます。 本当にそうなのでしょうか。 近

が増えているのです。 では本当にお 肉の消費が減

所のお肉屋さんの 話によりますと ，
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一 が年に 2 回行っている ，季節別食肉消費動向調

多様化したというよりも ，購入形態が変わったと

査に私共の会も 参加しておりますが ，昨年12 月の

言うべきでしょう。 購入形態が変わるということ

調査結果は次の 表のとおりです。

は流通形態が 変わるということでもあ

購入量が減った
増えた

豚肉

牛肉 (国産)

12.5%

12.3%

ります。 私

達が生産者の 方とお話しするときは ，その席に流
通関係の方もお 招きするようにしております。
しないと，生産者から「消費者はあ

そ

あ いつた。

8.7

19.8

う

75.4

66.3

だからそういったものを 作ったのに，消費者は買

17.5

23 よ

ってくれない。」と必ず言われます。

パ 一一

62.9

59 よ

アハ・
一
。
一@
。

4.7

9.8

生協

21.4

18.3

ます。そこで私は，「消費者は 曲がった胡瓜は 決し

4,1

3.0

て いやじゃない，だけど八百屋さんに 売っていな

変わらない

購入先 専門店
ス一一

共同購入

もう随分昔のことになりますが ，私は「曲がっ
た胡瓜」というテレビ 番組に出演したことがあ

(季節別食肉消費動向調査・
日本食肉 "Y肖 費総合センタ一)

り

いじゃないですか。 それから，お料理の本には 曲
がった胡瓜は 使えないような 料理ばかり載ってい

豚肉の購入量が 変わらないという 人が75.4%

るではないですか。 例えば『胡瓜の 芯に割り箸を

も

いるにもかかわらず ，専門店に足を運んでいる人

通して穴をあ け，そこに棒状に 切ったチーズを

はわずか 17.5%

れて切ると，美味しいつまみができます。
Ⅲなんて

で， 62.9% はスーパ一で

買ってい

ます。 これは一か所で 肉や魚に限らず 調味料も衣

NHK でやっていたじゃないですか。

料品も買える ，つまりワンストップショッピンク。

瓜にどうやって 割り箸を通すんですかねえ。

が可能であ るということではないでしょうか。

すごい視聴率を 誇る NHK のお料理番組でそうい

入

曲がった胡
もの

うことを放送したら ，一般消費者は，あっ，曲が
2, 流通形態の変化が 消費を変える

った胡瓜は駄目なんだ ，

私の家の近くにマイカルネ 牧 という一大ショッ

まっすぐな胡瓜がいいも

のだと 思、 のは当たり前です。 だから，消費者が
ぅ

ピンバセンターがあ ります。 その中にあ る専門店

買わない。 消費者が悪 い，

からお肉を買っている 人は， スーパ一のトレイに

わないように ，買わないように仕向けたのはやっ

載ったお肉を 買う人よりかなり 少ないように 見受

ぱり社会だったんじゃないですか。 」という話をし

けられます。 私などは，今日はこうしたいなと

て結構うけたり ，非難を浴びたりしました。

思

といわれるけれど ，買

私は子供の頃 ，食べ物は一里四方のものを

うとき，必要な 部位を必要なだけ 買いたいので ，

買っ

どうしても専門店のほうに 足を運びます。 しかし

て食べていれば 安全であ るとよく聞かされまし

トレイに載っているほうは ，最初から切っていて

た。そこでは，できたてのものが 供給されるので ，

扱 い易 いし

トレイは洗って 捨ててしまえばいい

余計な添加物や 防腐剤を使

う

必要がなりからで

ということから ，多くの人達はそっちを 買うので

す。 だから季節のもの ，つまり句のものしかあ

はないでしょうか。

ません。 ところが最近， スーパー や デパー

こ

れは，食生活が変わった，
@
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は行きますと世界中のものが 買えます。 見たこと

ているわけではあ りません。 日本食肉消費総合セ

もないような 不思議な果物や 野菜があ ったりしま

ンタ一の調査によりますと ，豚肉では，豚が
ソ，

す。 かと思うと，隅のほうに 小さくなって 無農薬

豚汁， カレⅠ野菜 炒め，生姜焼き，焼き肉，
シ

野菜とか有機栽培野菜などが 並べられています。

チュⅠ鍋もの ，

私が驚いたのは「 斬 取りの鳥肉」というものです。

す。 牛肉では，すき 焼き，焼き肉，カレコステ

「

斬 取りの鳥肉って 何ですか。」って聞いたら ，「朝

つぶすんです。 」という答えが 返ってきました。

さ

肉 じやが， しゃぶしゃぶなどで

ーキ， 肉 じやが， シチュ コ 野菜巻き， 肉 うどん
などがあ り，毎年若干の 順位の入れ替わりはあ

すがに「観取りの 豚肉」や「 朝 取りの年利とい

ものの， ほとんど変化はあ りません。 ということ

うものはあ りません。

は，私達の食生活の 中で，「今日はど しょうか。」，
う

私はかなり以前にアフガニスタンに

行ったこと

とか「今日はお 金がないから ，切り落としのお肉

があ ります。 あ る朝，町の中でとってか清けな い

でも買ってきて 野菜炒めでもしようか。 」という感

顔をした羊を 見かけました。 周りの人に「なんで

じでしか料理が 考えられていないのでしょう。

こんな情けな

は料理に対する 発想が乏しいのかというと

い顔をしているんだろう

? 」と聞く

と，「この羊はこれから殺されることがわかって

ぃ

，

で
そう

ではないと思います。
私は変なお料理をするのが 好きですから ，時々

るんだよね。」といわれて ，「あっ，そうかⅡ と思、
いました。 それからまもなく ，羊をいきなり 木の

妙なものを作って「 え 一 つ ，そんなもの食べられ

枝 につるして，パーツ

るの ?

と

血を流して桶に 受け，す

ばやく解体してしまいました。

そのまだ生温かい

」って周りの人にいわれることがあ ります。

最近こんなことがあ りました。 冷たいご飯に 納豆

ような肉を木の 切り株みたいな ， まな板の上でミ

をかけて食べるにはど

ンチにし生の 玉葱と混ぜて 食べさせてくれるの

た。 私は電子レンジがあ まり好きではないので ，

ですが，何でも 平気な私でも ，生前の羊の情けな

冷たいご飯に 納豆を混ぜてフライパンで 焼いてみ

ぃ顔を思 う

たのです。 これが意外と 美味しいんです。 うちの

とさすがに食べられませんでした。

しかし， このように目の 前でやって，すぐに食

う

したら いいか考えまし

亭主は「何だこの 黒いもの。 (納豆が黒く見えた )
」

べる良さというものは ，昔は日本にもあったと思

とか，「気持ち悪いから食べられない。 」なんて言

いますが，今はなくなってしまいました。24 時間

っていました。 ちょうどそのとき ，息子の友達も

営業のコンビニエンスストアも

来ていて，「またおばさん変なもの作っちやったⅡ

全国津々浦々にで

きております。 そのなかで，私達の食生活が多様

「まあ， いいから食べてみてよ。 」そこで食べてみ

化しているといわれますが ，実際買わされている

て，

ものは一体何だろうと 思うことがあ ります。 食品

なりました。 もし うまく いかなければ焼き 飯に

の流通が変わって ，私達の食生活も 変わりました。

してしまえば いいし

「

あ，結構いける， お 替わり。」なんてことに

うまくいけば 可愛いお焼き

を作る感じにするつもりでした。
3 . 料理のレパートリーを 広げる

私達はお肉の 料理に多くのレパートリーをもっ
All

る
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を使って ，

こうい

う

風に料理しなければならない

という 『ねばならない

コ

一 28 一

これとこの材料

ということは ，お料理に
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関してはないはずです。

このように考えれば ，

夢

みようと思っても ，そのお鍋をコンロからおろし

分，今時の若い人でも冷蔵 庫の扉をあ けて，はれ

てしまうと，・しまうのに苦労します。 この問題を

しかないのにどうしようかな。 」などと考えなが

解決するような ，しまいやすい戸棚を作るような

ら， 妙な料理を考え 出すのではないかと 思、 うこと

ことをやって 頂くと，もしかしたら ，料理の レパ

があ ります。 つまり，発想が乏しいということに

一 トリーも増えるのではないでしょうか。

はならないと 思、 のです。
ぅ

ところで食生活が 多様化した割にレパートリー
が 少ない理由のひとつは ，

4 . 外食とステーキ

今まで述べたことは

日本の食文化と 住宅の

せいではないでしょうか。 私の息子も結婚して

て

家の中の食生活の

問題で

す。 今度は家の覚，つまり 外で食べるときのこと

ンションを買いました。 私が妙な料理をするもの

に目を向けてみましょう。 私は保育園にも 関係し

ですから，彼も 変な料理が好きなんです。 そこで，

ているものですから ，よく足を運びます。保育園

天皿とか 皿 物を沢山集めようとしました。

の子が「ぼくね ，昨日パパとママと 外へご飯食べ

ところ

が，マンションに入ってまず開いた 戸棚にはお皿

に行ったんだよ。 」というので ，「何を食べたの」

が 入らないのです。

って聞くと大抵の

お丼 とか，お茶碗，お椀をい

れるだけにできていたのです。

これは住宅・ 都市

整備公団，あるいは民間建築技術者の 日本食に対
する先入観

と

，そこからの発想しかできない

者の勉強不足のせ

い だと思います。

設計

天皿は入らな

子はステーキだと

答えます。

ス

テーキは覚食したときの 最高の食べ物だと 多くの
人が考えています。 なぜそうなったのでしょうか。
実はわが家でも ，
とがなかったので

烏

．子の嫁は料理をあ まりしたこ

，ステーキは家でできるとは

思

いけれど，お茶碗とお椀は 入らなくては 困る ，フ

ってもみなかったらしいのです。 「お母さんが家で

オークは使えなくてもお 箸はなくてはならない。

作っていたでしょⅢといったら

そういう発想のもとでは ，少々薄っぺらな戸棚で

が外から買ってきたものとばかり

，彼女はお母さん
思、 っていたそう

用をなします。 しょうがないから ，ちよっと大

です。 つまり，自分は仕事があ るので，毎朝6 時

きな食器は段ボール 箱 にいれたまま ，そこから日

頃 家を出て ， 帰って来るのは 夕方の 7 時 か 8 時頃 。

も

し

入れしながら 使っています。 でも，その段 ボー

ル をしまっておく

物置がないわけですから ，部屋

そのときはもう 料理はみんな 食卓に並んでいる。
冷めていればレンジで 温めてくれる。 全然自分で

の中にぽかんと 置かれて，全く 新婚らしくない 変

やったことがなり。 だからステーキが 食卓に並ん

な座敷を作っておりました。

でいても， まさかお母さんが 焼いたとは思わなか

それから，お鍋もそうです。 片手鍋というもの

ったらしく，家でもステーキが 焼けると知って

び

は 非常にしまい 難いものです。 両手鍋なら重ねら

っくりしていました。 ところが，焼き 方が判らな

れます，これはやはり 日本人が今まで 過ごしてき

かというので ，なんと息子が焼いたそうです。

た生活の中には ，片手鍋という 発想がなかったか

れでまたびっくりしてわが

らだと思います。 しかしせっかく 売っているん

食べるようなステーキが 家でできたんです。 」とい

だから使ってみようとか ，頂いたんだから 使って

うではあ りませんか。

一 29 一

そ

家に飛んできて ，「覚で
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つまり，ステーキというのは 外食したときの 最

なた達ができるものはなに

肩 のお料理だと 思っているから ，お肉屋さんでス

? 」と聞いてみたら ，

「カレー」という 答えが返ってきました。

カレー

テーキ用のお 肉を買わないんです。 今 そういう世

料理が一番楽だというのです。

代がものすごく 増えてしまいました。 これはひと

一日がかりだったのです。 お肉が柔らかくなるま

つには，買ってきてそのまま

で煮込むとか ，ル
ー を自分で作らなければならな

電子レンジで 温める

とご飯もおかずもいっぺんにできてしまう

，

う世の中になったせいではないでしょうか。

昔はカレー料理は

とい

いとかで，大変な料理だと考えていたものです。

コマ

カレ一の次は「ハッシ ュド ビーフ」でした。 あ あ，

一 シャルに，「玄関あ けたら 2 分でご飯」というの

宣伝が行き届いているなと

があ りましたが，本当に 2 分でご飯が食べられる ，

煮込み料理がやっぱり 一番楽だと思っているよう

しかも 2 分で食べられるような 料理がいっぱい 並

です。 「ハンバーバ」が出てこないので 変だなと思

んでいて，見た目はすごく豪華に 見える。 だけど

って聞いてみると ，「すごく肉臭い。」というので

自分では作っていない。 だから，家に包丁やまな

す。 肉臭い， ということが 私にもよくわからなか

9、

板がなくても 生活できる時代になったのかなと

思いましたけれども ，

っ たのですが，私もハンバーバは

います。 そうすると「消費者が 求める豚肉ってな

ん。 ハンバーバは

に ? 」ということがすごく

好みの肉を挽いてもらいます。

寂しくなってしまいま

外では食べませ

自分で作ります。 お肉屋さんで
ハンバーバだけで

す。でも，そんな 豚肉を一所懸命作っている 人も，

なく， 飯子 や ワンタンを作るときでも ，挽き肉料

それをどうやって 若い人々に伝えていったら 良い

理のときは自分の 好みの肉を使います。 けれども，

か日夜苦労している 人々も 沢 m いるわけです。

ワンストップショッピンバの

どのように考え ，

タ

方 になるとすごくものが 安くなります。 「ただ今か

どのように伝承していくかと

いう方法のひとつにお 料理教室というのがあ

量販店に行くと ，

ら十分間 00 のお肉を安売りいたします。 」なんて

りま

す 。 このお料理教室は ，それぞれの地区の中で盛

アナウンスが 流れると，大勢のひとがワーッ

んに行われています。 日本は高齢化社会に 入って

し寄せて，私なんか 押し出されてしまいます。 そ

来ましたので ，

ういう時に買ったお 肉で作った料理は ，非常に牛

1 週間とか 2 週間に 1 回の割で，

と

押

一人暮らしの 老人にお料理を 作り，一緒に頂きま

臭かったり， 豚臭かったりするように 思います。

しょうというようなお 料理が増えてきました。

その臭いを消すためには 香料を多めに 使えばいい

も

う歯が悪くなっている 老人に食べさせるわけです

のかもしれませんが ，

から， 肉 じゃがとかシチュ 一のように煮込んだ 料

理昆 さんのお肉を 思い出してしまって ， 少しも 実

理や， お魚料理になってしまいます。

床しく感じられません。 だから，若い人達がハン

野菜炒めは

こ

うい 料理は，粗悪な科
う

野菜が硬 いからだめだけど ，ハンバーバは柔らか

バーバを作らないのかなという

いから好まれるそうです。 これらの傾向はアンケ

ように料理のレパートリ

一 ト調査によって 読みとることができますが

こだわるのが 若い人達の傾向ではないかと 思いま

， 実

際に周りの子供達をみていると ，どうもそうとは

す。

かりはいえ な い気がしてきたので ，高校生に「あ
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気がします。 この

一 が少ない割には ，

味に
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消費者が望む
豚肉

こういうことがあ ると，お肉屋さんつまり ，小

5 . 安全性へのこだわりと 期待
消費者活動のなかで ，

かという調査をしたことがあ
中に SPF というのがあ

売りのところで ， どうやって消費者に 説明し，納

どんなお肉を 買っている

ります。 その回答の

ったので，

得してもらえるかを 考えることは 重要だと思いま
す。 また「 SPF 豚がいつも手にはいるわけではな

あ あ，知ってい

るんだなと思ってその 人に「SPF 豚 とはどういう

いから，『SPF 豚 ください といわれて，今日はあ

ものか知っているの ? 」と聞いてみました。「ええ，

りませんというのも 嫌だしむしろ 鹿児島の黒豚

デパートに売っています。 」というのでそのデパー

と書いたほうが 楽なんです。」と言われたこともあ

トに行ってみました。

そこには SPF

コ

豚と 書いてそ

の下に小さく 無菌 豚 とあ りました。 そこで，店員

ります。 いま消費者の 間では，産地表示をとても
好む傾向があ ります。 鹿児島の黒豚とか ，相模原

? 」といっ

の黒豚とか，産地が書いてあ るとそれがすごく 安

たら，「ええ，でもこのほうが 売れます。 SPF とい

全な 内 なのかな， という感じで 買っていく人が 沢

う言葉の意味は 判らないけれども ，無菌ならわか

山います。 ただ "豚 " と書いてあ るだけでは全然

るからよく買ってくれる。 間違っているかもしれ

喜んでくれません。 イメージでものを 買っている

な い ので小さく書きました。 」との答えでした。 あ

人 がすごく増えているのではないでしょうか。

とでその表示を 取り外しましたので ，

全と 高級はイメージでつくられていくもののよう

に

た れは無菌じやないんじやないの

そのデパー

トの名は申し 上げられませんが ， 多くの人々が 無

です。それが実際に 証明されていなくも ， "安全 ",

菌とか，安全だとかに 大変気 きつかっている 証し
だと思います。 たまたまこのデパートでは ，無農
薬野菜とか有機栽培野菜とかに
り

" 高級 " という言葉に 惑わされてしまうのか ，私

も含めて愚かな 消費者だと思っております。

非常に人気があ

，そこにはいつも 人が集まっています。 なるほ

安

養豚家の皆さんは ，せっかく生産に力をいれて
下さるんですから ，

自分の育てたものがどこに

ポ

ど，無菌豚肉を 買い，有機野菜とか無農薬野菜を

イントをもっているのかということを

買って，今日は安全だったと 喜べることを 期待し

っと PR し 消費者に理解させて 下さるといいので

ているのだと

思います。 私の近所のお 肉屋さんに

，

もっとも

はないかと思います。 また，産地を 書くというこ

も「SPF 豚 あ ります」という 表示があ りましたが，

とは， 自分達が出荷した 肉には自信があ るという

最近はずしてしまいました。 「どうしたの ? 」って

ことだろうから ，

聞いたら，「いやあ ，売れないんですよ。
」という

えている人が 大勢います。 SPF 豚は無菌 豚だと 思、

から，「あなたの宣伝の 仕方が悪いんじゃないの」

っている人が 沢山いますが ，だから安全なんだ，

といってやりました。 すると「横文字で 書いてあ

しかも美味しいんだというイメージをもっていま

るからね。 どうも輸入隊

と

間違えられたらしい カ

す。

それなりに安全なんだろうと

もう十数年青ですが ，

考

ムレ肉 というのが問題

ということでした。 「それは，あなたがもう少し 説

になったことがあ ります。 私は豚が

明しなければいけないんじゃないの。 ・もう一度挑

ということを 知りませんでした。 初めてその肉に

戦してみたら ? 」といったのですが ，

出会ったとき ， どうしてこんな 不味い肉になって

まだ置いて

あ りません。

しまったんだろう ，
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ムレ 肉になる

これはきっと 何のせいだろう
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思ったものでした。 のちに，餌や飼育環境，飼

て売られております。

私はあ まり抵

育の仕方や屠殺のやり 方にも関係があ ると聞かさ

抗はないんですが ，人に食べさせた 後で，「今 食べ

れて， ムレ 肉になるのとならないのはどこが

たのは豚の足ですよⅡって いうと ，ほとんどの人

違う

ん だろうと思いました。 このとき初めて ，同じ肉

がびっく

でも美味しいものと 不味いもの，安全なものとそ

で全部食べられるということを 消費者は知らない

うでないものがあ るということを 知りました。 そ

のです。 「なに，このコリコリしたの

こで，野菜と 同じように，飼育の仕方だとか餌の

れ豚の耳 よ 。 」「えっ / 」食べている最中にいうと ，

与え方，餌の配合の仕方だとかの 研究がもっと 進

後は絶対に食べてくれません。

んだらいいなと 思っておりました。 しかし， 日本

たら，個食べさせられるかわからないから

では飼料原料のほとんどが

る前に何のお 料理か聞いたほうがいいよⅡと

輸入されていますの

け

します。 豚は頭のてっぺんから 爪先ま

「あ

? 」「

あ，そ

そこの家に行っ
，食べ
話題

で，飼料そのものの安全性を確認することは 非常

になったことがあ ります。 そのくせ，調理された

に 難しいのかもしれません。

そんな中でも ，安全

半製品の飯子などは 平気で買ってくるんです。

「あ

性にこだわって SPF 豚に挑戦なさった 方々は，そ

なた，この較子はどこの 内使っているかわかる

?

のこだわりを 全部さらけだして 世間にアピールし

」

「挽き肉。
」「挽き因 ってどこの 内挽いているかわ

て下さると，消費者にもわかりやすくなるんじゃ

かってるの ?

ないかと思います。

豚の首が ポンと 落ちてくる。 それを 飯子屋 さんが

「

SPF 豚 あ ります」と書いてあ って，規制緩和

食肉市場に行ってごらんなさい。

仕入れていくのよⅡっていったら ，「ええっ。
」「 飯

が進んだから 多分輸入内だろうと 消費者に思われ

子に豚の首入れたからって 違法じやないでしょ。

てしまうのは ， SPF 豚に真剣に取り 組んでいる

あ れだって立派な 動物性蛋白質で ， しかも 豚 なん

方々の本意ではないと 思います。 私達が日頃 考え

ですよ。 どうして， ええっなの。

ていることは ，

手作る馬鹿いないでしょⅡ「 あ，そうか月 それで

まず，生産者の顔が見えるという

ヒレ 肉使って飯

ことです。 このことは，安全が確認できるという

初めて，豚は頭から尻尾まで 食べられるというこ

こと，美味しかということにっながります。それ

とがわかるわけです。 ですから， どの部位がどう

から， 取
白 も大事なことは ，表示がわかりやすいと

いうふうに調理できるか ，

いうことではないでしょうか。 だから，「SPF 豚あ

べるのが美味しいかなどと 考えるのは私達の 勝手

ります」だけではなくて ，

です。 だから「どういうふうに 調理するか，皆さ

それがどういうもので

どういうふうにして 食

あ るかが，わかりやすく 書かれてあ るとすごく 参

んがいろいろ 工夫して下さって 結構ですよⅡぐら

考になります。 また，挽き肉とかカレー 用の肉，

いのことを小売り 店の方にいっていただくと 大変

あ るいは角切り 肉とかシチュー 用 肉 とかの表示が

いいと思います。 それから，料理の 仕方によって

あ りますが，それがどの 部位を使ったものなのか

は，非常に良い肉を使っても

がわかると，消費者はすごく 利用しやすくなりま

あ るし こんな肉がこんなに 美味しくなるんだと

す ，表示は疎かにしないでほしいと

いうこともあ ると 居、 います。 こんなことがわかっ

思います。

横浜の中華街に 行きますと，豚の足とか， 耳や
A

尻尾が調理L

Ⅱ
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美味しくないことも

てもらえるような 表示もあ って良いのではないで
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消費者力雙む豚肉

しょうか。 この辺のことは ，これからの食肉の販

肉屋さんとコミュニケーションを

売の仕方のひとつとして ，関係者の方々に研究し

この店の主人が「今日のこの 肉は自分が仕入れて

ていただければと 思います。 私達が思
肉 はほかの食材に

上ヒ

う

のは，食

べて，栄養があって，美味し

くてしかも安いということが 確認できることが 一

番うれしいことです。 そして，「あなたの家庭で 作
っ

たお料理はあ なたの家庭でしか 食べられない

味

保ちながら，そ

きたんだけど ，すごく自信があるんだ，この肉で
こういうものを 作ったら美味しいよⅡなんて

てくれると，「今日はほかのもの 考えていたけど ，

それにしてみようか。 」ということになります。
費者の勝手な

のところは，売り

いいなと 思、 います。 ワンストップショッピンクで

く必要があ るのではないでしょうか。

手と買い手が

一緒に努力して

い

(本稿は第 7 回養豚セミナ一における服部孝子氏の
講演内容を，赤池洋二氏がとりまとめたものです。
)

、ンコ ンがないことだと 思います。 私は町の中のお

ナチュラル素材追求

一

東京での食事時，友人がおいしい 野菜を食べに 行こ うと言 。 東京で野菜なんてと ，けげんな
顔をすると，「野菜のおいしい」レストランが 今，女性たちの話題を集めているのを 知らないのか
う

と笑う。
レストランの 主役に「野菜」がなれるのだろうか。 どんなメニュ 一なのだろうと ，興味津々で
出掛けたのだが ，一皿ごとの味わいとおしやれな 盛りつけには 大いに満足，野菜も 主役への認識
を 新たにしたことであ る。特に印象的なのは ，使用している野菜のすべてが 低農薬や有機栽培の
もので， どこのだれが 作っているのかが 明確なものであ ることだ。
青森に暮らしていて ，野菜のおいしさとは ，鮮度が良いことと 思いこんでいたのだが ，少し違
うようであ る。 サービスで供される 野菜ステイック。 ニンジンもキュウ
も水っぽくない。 それ
ぞれが濃厚な 味を持ち，甘味も 強い。 トマトもセロリもフルーティ 一だ。 揚げナスと ウニのサラ
ダ。 句の季節野菜のマリネ。 ジャガ芋 と 甘鯛 (だ が) のグラニー デ 。 ストレスのない 環境で育て
リ

られた野菜がもつ ，

消

言い分かもしれませんが ，このへん

ができるから ，やってごらんなさい。
」と言えたら
一番よくないのは ，お料理の仕方を教えてくれな
い，つまり，売る
側と消費者の 間にコミュニケー

言っ

自然のままのうま 味を生かした ，こんなメニュ一の数々……。

一緒に使っている 魚類も，近場の三崎港などで 上がった新鮮なもの。 肉類も，抗生物質などが
投与されていないものを 入手しているのだという。
レストランというと ，これまでは高級な食材，めずらしい 食材を独自の 調理法で客に 提供し，
それを売りものとしてきたわけだが ，ここにきて，コンセプトが大きく変わろ
としているのか
もしれない。 食の原点を見つめて ，ナチュラルな素材の追求，そしてこだわりを 強く持ち，「食べ
て 元気」になるということを 売りものにする 経営者やシェフが ， 増えているのであ る。
客の立場では ，むろん大歓迎であ るが，なにより 喜ばしいのは ，「人の体に 良い」ものを真心込
めて作っている 農業者の ， 報われる時がすぐ 目前に果ているらしいことであ る。 (真)
(東異日報 1996. 5. 1 コラム「経済歳時記」より)
う
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