北前船が 運んだ
Part1
日本海の 食文化
かつて日本海沿岸航路を行き来した北前船は、
その寄港地に富とそれに見合う文化をもたらした。
中でも食文化に代表される昆布は交易の主力商品となり、
黒潮のカツオ節と対をなす、
和食の基本
として歓迎され、
”だし”
今に欧米に知られたものとなっている。
北海道に端を発した昆布ロードは、
日本海側を遠く沖縄まで、
果ては中国にまで続いている。
北前船がもたらした文化は、
現在の地方創生にも脈々と受け継がれている。
撮影●森枝卓士
福井県敦賀市の奥井海生堂は昆布の一大集散地。蔵には各年度産の年を経た昆布がむしろや段ボールに包まれて保存されている。
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1 利尻富士が望める海には昆布や
ウニをとる船が。礼文島から。2
昆布をとるのは小舟。このように
して取る。3 島の海辺には作業小
屋が。ここで乾燥され、荷造りさ
れ、敦賀へ運ばれる。
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そういえば、これも北前船のおかげ？ 敦賀で食べた鰊蕎麦。

十三湖の湖岸で、質のよいとれたての貝を選
身
別して販売。旬は6月から8月にかけてで、
がプリプリした大粒のしじみを味わえる。で
きれば収穫から2 ～ 3日で食べきりたいが、
新
鮮なうちに冷凍保存することもできる。

山㟢糀屋

太公望
住所● 新潟県東蒲原郡阿賀町津川452
TEL● 0254-92-2030
http://www.
yamazakikoujiya.com

住所● 青森県五所川原市十三羽黒崎133-19
TEL● 0173-62-2567

創業80余年。1年間寝かせた肉厚の日高昆布
を原料に、能登のイシリを隠し味として、地
元の醬油とザラメ砂糖のみで味付けし、毎日
コトコト炊き上げて手作り
お鍋で5 ～ 6時間、
している。昔ながらの手削り昆布もおすすめ。

にしんの糀漬けは、古くは北前船で届けられ
た越後の冬の伝統食。良質な身欠きにしんを
丁寧に下ごしらえし、糀と天日塩に漬け込み、
旨みを引き出す。新潟産コシイブキの新米で
作った糀は、栄養価も抜群！

昆布巻 7本入り 755円
にしんの飴だき 4枚入り

755円

十三湖産やまとしじみ（大）
切身４枚入り 1,300円

昆布海産物處しら井

松前漬（醬油味・塩味セット）
各150g 1,404円

松前産の上質なするめや松前小島沖の細目昆
布、横津岳山麓の天然水、熊石産海洋深層水
の塩などを使用した自然な味わい。老舗旅館
の女将が作る昔ながらのこってり醬油味と若
女将が作るさっぱり塩味の2種類を楽しめる。

フードジャーナリスト

矢野旅館

住所● 北海道松前郡松前町福山123
TEL● 0139-42-2525
http://www.matsumae-yano.com

また、会津若松の少し手前の新潟県

山国の魚料理を育てた。
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北海道

平洋側から日本海側へ向かうと

日本海沿岸の各県には、
北前船ゆかりの食材が多い。
かつての繁栄や伝統の味を今に伝えてくれる、
向笠千恵子さん選りすぐりのお取り寄せ品をご紹介。

向笠千恵子

北前船が運んだ
おすすめお取り寄せ

住所● 石川県七尾市一本杉町百番地
TEL● 0767-53-0589
http://konbuya-shirai.com

んばいがよく、やみつきになる。
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も考えられる。

んずしなどの糀漬け文化が伝播したと
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産。興味深いのは酢醬油で漬ける会津

湊で、身欠きにしんの糀漬けが郷土名

こうじ

阿賀町津川は阿賀野川舟運の終点の川

を結ぶ北前船航路の拠点であり、にし
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北海道が蝦夷地と呼ばれていた時代

北海道ならではの海の幸。
昆布と身欠きにしん

食材を多用することである。
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1kg 2,400円前後

身欠にしんの糀漬

石川

青森
新潟

