OSAKA
食 い 倒 れ
食い倒れの街・大阪。この地を訪れ
たことのある方ならば、その看板に偽
りがないことはよ〜くご存知のはず。
そして、もちろんそこに暮らす人たち
の食へのこだわりも、ごっつい！ そ
の厳しい目、舌が、食都・大阪を作り
上げたといっても過言ではないので
す。そんなグルメな浪速っ子に、
「大
阪でおいしいモノは？」と問えば、必
ずあがるのが、お好み焼き、たこ焼き
といった、いわゆる「粉もん」。早く
て安くて旨い「粉もん」は、まさに大
阪のソウルフードなのです。

小原雅仁さん
（大阪営業所営業一課）
●
「お好み焼き、たこ焼きは、こっちの人間は、
子供の時から本当によく食べるんですよ。観
光客のみなさんはお店で食べることになるん
でしょうけど、大阪では、各家庭でもよく作り
ます。お好み焼き用の鉄板はもちろん、たこ焼
きを作る例のくぼみのある鉄板を常備してる
家庭も少なくない(笑)。それぞれの家庭で、微
妙に味や作り方が違ったりして、やっぱり粉も
んには、みんなものすごくこだわってますね。
学生たちのデート定番スポットといえば、街の
お好み焼き屋。お好み一枚かっこよく焼けない
ようでは、まずモテませんからね（笑）
。それく
らいポピュラーな食べ物だし、
おじいちゃんおばあちゃんか
ら、小さい子まで、大阪の人
はみ〜んな粉ものが大好きな
んです。全国的にはマイナー
なんですが、イカゲソと卵と
メリケン粉を溶いたものを専
用の機械でギュッとプレスし
た、イカ焼きもオススメです！
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OODS お好み焼
き
UL F
SO

お好み焼き定食って
アリですか？
お好み焼きは、日本全国どこでも食べ
られますが、浪速っ子たちは、やっぱり
大阪のものが一番と言って譲りません。
実際に、老舗のお好み焼き屋では、
「お
好み焼きと呼べるのは、大阪のもんだ
け。東京のは洋食焼きでしょ？」
と、お好
み焼きと名乗ることさえ許さないプライド
の高さなのです。
さて、その唯一無二のお好み焼きの
特徴はといえば、何と言っても、甘口の
どろりとしたソース。そして、
さらに濃厚な
マヨネーズです。ある調査によれば、大
阪ではお好み焼きにマヨネーズをつけな
い若者は、1割にも満たないのだとか。
大阪発のこの2点セットは、今や全国の
お好み焼き
（もどき？）のスタンダードとな

りつつあります。
さて、突然ですが、
ここでお好み焼きク
イズです！ 次の①〜③のうち、お好み
焼きの食し方で正しいのはどれでしょう？
① 東京の人がそばを肴に酒を飲むよう
に、大阪ではお好み焼きをアテに酒
を飲む。
② 大阪のお好み焼き屋さんには、お好
み焼きにライス、味噌汁をつけた、そ
の名も
「お好み焼き定食」
がある。
③ 大阪の人は、
お好み焼きを食べる時に
箸は使わず、
コテ
（ヘラ）
を直接口に運
んで、ハフハフしながら食す。
さあ、
どうでしょうか？ きっと、非関西
圏方には、
どれも
「なんでやねん」
と、上
方ツッコミの一つも入れてみたくなるで
しょうが、実は、①〜③全てが大阪では
正解なのです。恐るべし、お好み焼き大
阪スタイル！ みなさんの街のお好み焼
き屋には、お好み焼き定食ありますか？

エンタテイメントする、たこ焼き機

『スーパーたこまるこ』
たこ焼きには、熟練の技とカンが必要とされてきま
した。でも、タニコーのヒット商品、ぶるぶる震える自
動たこ焼き機 『スーパーたこまるこ』なら、油をひい
て生地を入れるだけで、誰でも簡単に美味しいたこ焼
きをつくることが可能。
さらに、サービス精神旺
盛な大阪気質を彷彿とさ
せる、噂のくるくるパフ
ォーマンスは、店頭でお
客さんの目を楽しませて
くれます。食べて美味し
い、見て楽しい、
『スーパ
ーたこまるこ』は、エンタ
テイメントする自動たこ
焼き機なのです。

OODS たこ焼き
UL F
SO

たこ焼きは
たこ焼きにあらず！
チェーン店のブレイクなどもあり、日本
全国津々浦々にまで広まりつつあるの
が、たこ焼き。その手軽さから、本格的な
店舗ではないにしても、屋台やスーパー
のフードコートなどには必ずあるという、
今や日本を代表するファーストフードと言
ってもいいでしょう。
そのルーツはといえば、やはりここ大
阪。昭和初期に、
「ラジオ焼き」
（ラジオの
真空管に似た丸い形だったからとか）
と
いう名で親しまれていたものが、たこ焼
きの原型とされています。お好み焼き同
様、たこ焼きには、
ソース、マヨネーズ、花
かつおといったスタイルが主流。全国的
にもそれがグローバルスタンダードとな
っているのではないでしょうか。でも、本
場大阪では、たこ焼きほどバリエーショ
ン豊富な食べ物はないのです。
若者のメッカ・アメリカ村（ミナミ）
を歩
いていると、個性的なたこ焼き店がある
わあるわ。チーズ、キムチ、明太、わさび
なんてバリエーションは序の口で、遂に
はエビ入りなんて無茶してるたこ焼きも
発見する始末（笑）
。
また、そうした過激なアレンジとは正反
対に、
ラジオ焼きを発明した老舗会津屋
のたこ焼きには、
ソースそのものがないの
です。メリケン粉を溶いたダシにキチン
と味付けをしてあるので、何もかけない
で召し上がれというわけ。ソースまみれ、
マヨネーズまみれのたこ焼きを食べなれ
ていると、裸のたこ焼きは何となく心細

くて物足りない感じがします。しかし、一
粒口に放り込んでみると、なるほど、素
朴な中にも粉の焼けた香ばしさとたこの
旨みが凝縮されていて、これぞ、まさに
たこ焼きという感動の旨さなのです。
つまり、
ここ大阪では「たこ焼きはたこ
焼きにあらず」
。一つの名前ではとうて
い括りきれない、実に奥深き食べ物なの
です。
OODS ねぎ焼き
UL F
SO

大阪の裏粉もんキング
「ねぎ焼き」
お好み焼き、たこ焼きに較べると、その
知名度はグ〜ンと低くなるのですが、浪
速っ子が愛して止まない、裏粉もんキン
グが「ねぎ焼き」です。
見たことも、食べたこともない人の
ために簡単にどんなものかを説明しま
すと、まず、薄く敷いたメリケン粉（小
麦粉）の生地に、小口の青ねぎをたっ
ぷりとのせ、お好みで牛スジ煮込み、
ブタバラ、イカなどをあわせます。さら
にその上からもう一度生地をかけてサ
ンドして、お好み焼きの要領で両面を
香ばしく焼くのです。
ただ、
この説明では「なんだお好み焼

きのキャベツがねぎになっただけか…」
と、ちょっと誤解されてしまいそうなので、
ねぎ焼きの名誉（？）のためにさらに話を
続けると、ねぎ焼きとは、キャベツ入りの
生地を食べるという感覚のお好み焼き
とは全く違い、ねぎを生地と一緒に食べ
るという感覚の食べ物。その名の通り、
まさにねぎが主役なのです。
それだけに、調味料もいたってシンプ
ル。ソース文化の大阪にしては珍しく、醤
油とさわやかなレモン汁をサッとかけて
やるのです。そして、その味は、筆舌に尽
くしがたいほど美味。食べた瞬間に口
いっぱいに広がる豊かなねぎの香りと、
ちょっとこげた醤油のマッチングが何と
も最高！ 日本人の心の琴線に触れる
味とでも言えばいいのか、たとえ初めて
食べたとしても、なんだか懐かしい気持
ちがするはずです。
ちなみに、この「ね
ぎ焼き」
というネーミ
ングは、元祖である
やまもと（場所：十
三）という店の登録
商標ですが、もちろ
ん、他の店のメニュ
ーにもあります（笑）
。
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B

D
A トッポッキ、スンデ（ソーセージ）、おでんな
ど軽食を売る露店。唐辛子入りの漬け汁もおかれ
ていた B 唐辛子とにんにくの植えられた畑 C
味噌汁のテンジャンチゲは具も多様だ D 韓定食。
少量多種はどこか懐石料理に似ている E 韓国料
理には欠かせない唐辛子 F キムパプは当地でも
駅弁などに使われている G 持帰り用惣菜。やは
りキムチが多いようだ H ホチェサパプは安東の名
物料理。ご飯は具の入った食器にあけて、混ぜて
食べる I 山菜を多く使うのも韓国料理の特色の一
つとか。タラの芽やわらびなども売られていた

C
8
8

Korea
G
H

G
カルビ、ビビムパプ、プルコギ、パジ

いとされていますが、韓国では楽にクリ

ョン・・・。 韓国料理は最近日本でも

アできそうです。しかも野菜類が多い

人気が急上昇中のようです。それだけ

となれば、まさに健康食といえます。

にちょっとだけの体験で語ることは、お

食堂で緑茶が出ないのも新しい発見

こがましい気もしますが、一旅行者の体

でした。この国にも中国から9世紀頃に

験記と、ご了承下さい。

お茶が伝えられ僧侶を中心に愛飲され

まず印象を述べますと、日本料理と

ました。現在も生産されていますが、

は 似て非なるもの 、ということです。

日本ほど一般的でないのは、朝鮮時代

主食は白い米飯で、醤油や味噌が使わ

に仏教排除政策でお茶の文化が衰退し

れ、味噌汁もポピュラー等、日本と同じ

たことが、尾を引いているのかもしれ

点もあります。他方キムパプのように、

ません。

見掛けは日本の海苔巻きそっくりでも、

E

F

I

惣菜の中でも、特に目につくのはや

海苔にはゴマ油が塗られていたり、酢

はりキムチです。麺を注文しても、必ず

飯ではなく普通の御飯が使われる等、

キムチが一皿はついてくるほどです。

微妙な違いが見られます。唐辛子も、

素材となる食材の数は100余種にのぼ

日本では主に薬味的に使われますが、

るそうで、それだけキムチの種類も多

当地では初めから料理に加えられるこ

彩といえます。しかも地域や作り手によ

とが多いようです。

り味も様ざまとか。確かに白菜キムチ

予想外のこともありました。韓国料理

一つをとっても、店により味が少しずつ

と聞けばまず肉料理を連想しますが、

違っていました。キムチと山菜料理に

山菜や野菜を使った料理も実に豊かな

的を絞って、韓国各地を食べ歩く旅も

ことです。更に出される料理の品数の

面白そうです。

多いこと・・・。大衆食堂の韓定食でさ

文化交流の歴史も長く、地理的にも

え、10品ほども出ましたが、高級な韓定

近似している日韓の食材や料理法が似

食ともなれば、20品種ほどにもなるそ

ていても、不思議ではありません。それ

うです。ちなみに、メニューに書かれて

でも、同じ外来の食材である唐辛子が、

いる料理名は主料理だけで、実際には

一方では主役、他方では脇役的存在に

このように、複数の惣菜がセットされて

分かれたように、ちがいも存在し、それ

いるのが普通のようです。健康上、一

が韓国料理に異国情緒を添える隠し味

日に30種以上の食物を摂るのが望まし

になっているように思われます。
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