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—　まず、パティシエになられた経

緯からお話下さい。

調理学校へ入った当初は和食を

志していました。しかし、和食は、

料理も邪魔くさそうやし、暗そう

（笑）と思い、和食は断念しました。

また、中国料理は熱いし、鍋も重

たそうで汗をかくのが嫌でした（笑）

ので洋食に入ったんです。当時、大

阪万博があった時代で西洋に目が

向けられていました。

洋食は、フランス料理から入っ

たのですが、しばらくして、辻学園

の辻勲学園長からこれからお菓子

も専門になると言われ、ヨーロッパ

に行って勉強してこいと言われて行

きました。それからお菓子を主にす

るようになり、料理はお遊びでとい

うことになりました。

その当時「パティシエ」という言

葉は日本にはなく、「お菓子職人」

と呼ばれていました。
—　パティシエに魅力を感じられた

のはどのようなところでしょうか。

料理は科学やと言いますけど、お

菓子のほうがもっと科学です。素材

を分解して、どういう特徴を持って

いるかとか、そういうものを加味し

て組み立てするわけです。

甘くするために砂糖を入れるので

はなくて、砂糖を入れることによっ

てどうなるかとか、すごく理にかな

っている作業なんです。料理は材

料から作って終点に行きますが、菓

子職人はどちらかというと完成から

逆戻りしていきます。

こういうものを作ろうと思って、

そのためにはどうしたらいいか、例

えば泡立てるとか焼くとかまぜると

いう工程をたどって、そして最終的

に素材へ行き着く。この素材を見つ

けられるか、この素材を使ってどの

ように持っていくか、このやりとり

が物すごくおもしろいんです。
—　林さんは、「探偵！ナイトスクー
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プ」でいろいろな珍素材、珍材料

を使って料理をされて一躍有名

になられたのですが、そういう発

想はどういうところから来るので

しょうか。

やっぱりお菓子の発想と違います

か。例えばタンブラーを見ても、横

からだと長方形に見えるし、上から

だと丸く見えますし、斜めに切った

ら楕円になるし、だからどう切って

いくか、そういう物の考え方なんで

すよね。

最初にナイトスクープに依頼され

たのは、たしか母乳やったと思いま

す。そのころ僕はフランスから帰っ

てきたところだったんです。そのと

きに、ナイトスクープ担当者でお世

話になった方から、母乳を使って何

かできませんか、どこに持っていっ

ても誰もやってくれません、と言っ

てきたんですよ。世話になっていた

からできることはしましょうと言っ

てしまいました。

同じやるんやったら普通のプリン

にしても面白味がないだろうから、

母乳のプリンで、おっぱい型のまん

丸な形にし、プリンプリンにして、

フランボワーズを上に乗っけてとい

う遊び心でやりました。テレビのこ

とは学校に話をしていたのですが、

母乳のことは話していなかったので、

当時の副学園長から、料理学校協

会で噂になっとるぞ、教授たる者、

そんな母乳みたいなもん使うて菓子

をつくって何しとんねんと怒られま

した。また、辻勲学園長が料理学

校協会の会長だったので、その名

誉を傷つけたので責任を取ろうと辞

表を書き、学園長のところに持って

行きました。すると、学園長は、生

徒もいろいろおるし、職員もいろい

ろおったほうがええと言うて辞表は

却下されました。
—　「探偵！ナイトスクープ」での依

頼で、これはできんといってボツ

になったものはありますか。また

苦労したのは何ですか。

基本は何でもお引き受けするん

ですが、シロアリを食べられるよう

にという依頼はお断りしました。私

は、虫とかうじゃうじゃとおるやつ

がだめで、料理人としての機能を

失うんですよ。しかし、ナメクジは

しましたね。

苦労したのは、4 メーターぐらい

のフランスパンを焼くことでした。

4 メーターを焼くものがないという

ことで陶芸の窯まで行って、その窯

で焼きましたが、大き過ぎてフラン

スパンに見えませんでした。それで

は気に入らんし、このままで終わっ

て失敗やんかと言われるのが嫌で、

僕のパンのお師匠さんのお店に行

って、フランスパン用の窯で 2 メー

ター強ぐらいのフランスパンをもう

一遍そこで焼いてスタジオ収録の

ときに持っていきました。
—　現在もいろいろな料理番組にご

出演されていますが、昔の料理番

組と比較して今の料理番組につ

いてはどのようにお考えですか。

昔の料理番組といえば、一般の

方々にプラスになるような料理の見

せ方、つくり方、メニューというの

が主で、やっぱり料理が主体にな

っていたと思います。今の料理は、
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料理自体のベースを理解させるよう

な番組は少なくなりましたね。例え

ばサンマの焼き方でも、塩を振って

すぐ焼いたらやわらかく皮もしっと

り食べられる。あるいは、ぱりっと

焼きたいと思ったら、塩を振って 5

分～10分置いてから焼くと皮がぱり

っとなる、そういう理屈が一般の

方々にも理解できるようにしたらい

いのになと思います。

このままでは、食の文化はどこへ

行くねんと思います。

ひじきも炊いてあるやつしか買っ

てこないからそれでアレンジするけ

れども、ひじきの戻し方も分かれへ

んと。そこのベースの覚えなくては

いけないことも覚えなくて、ただ単

に流してしまっていると何料理か分

からなくなる。
—　今、若い人たちの間でパティシ

エになりたいという志望は多いの

でしょうか。

確かに人気はぐっと上がりまし

た。時代というか、一挙にそうい

うのに火がついたというのは確か

にあって、パティシエになるとか

パティシエールになるというのは

多かったと思いますが、だけど、現

実にそれをきれいにしようと思っ

たら難しい。やっぱりきちんと勉

強しないとなかなかね。

科学なんですよね。だけど、そ

れを通すのが菓子屋さんにとっても

難しい時代になっています。だから、

はなから便利な食材を入れる。技

術をやると人件費が高くなるから、

安く売るためには簡単なものしかメ

ニューに載せない。日持ちのするよ

うな方向性を考えたりストックを考

えたりすると、職人として勉強する

場がどこにあるかというと疑問です

ね。難しくなってきています。望ま

れるものとしてはすごくいいものを

望まれるのでしょうけれども、コス

トもかかるし、テイクアウトの基本

で届出を出して何が入っているかも

全部書かなあかんし、物すごく手

間がかかるし、料理よりも規制が多

い。その中で生き残っていって技術

を研鑽しようと思ったら、今の菓子

屋さんの状況となかなか合いにくい。

そういうのが現状で、働きにくいか

らパティシエさんはこれから減って

いくんと違うかと思います。
—　今、弁護士会もそうですが、男女

共同参画ということで女性の進

出ということが言われていますが、

料理界ではいかがでしょうか。

料理では男性が多いかと思いま

すが、菓子ではパティシエールの

ほうが多いんと違うかな。やっぱり

もともとお菓子屋さんというのは女

の人の夢みたいなところがあります

から。それに女の子のほうが言うた

ことをきちっとするし、真面目です。

男はもう手がかかってしゃあない。

目を離したらちょろちょろしとるし、

やんちゃな僕らみたいなやつがいっ

ぱいおるから。

昔は学校でも女性教師と男性教

師の服が違っていて、女性は昔な

らではのお医者さんのスカートみた

いな白衣に前掛けをしていたんで

すが、僕は女性でも男のように働い

ている姿は格好いいなと思っていた

から、自分の部下には男と同じよう

にさせました。帽子も女の人は三角

巾という時代だったんですが、男と

同じようにさせたし、ヨーロッパの

研修にも行かせました。センス的に
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も、女の人はお菓子が好きやから、

だけど、好きやから何でもいいねん

というふうになってしまうか、好き

やから追求していけるのか、どっち

かですよね。
—　今、主にどのようなことをされ

ていますか。

アドバイザーとか、ほとんど隠居

生活ですよ。講演とかイベント、テ

レビには出ていますが、そんなに仕

事はしない。65歳になるのでもうい

いんじゃないかと。全部やめたら廃

人になるから、いける範囲で望まれ

ることに対応させてもらおうかなと

いうぐらいです。
—　そういう中でも今後こんなこと

をしてみたいということはござい

ますか。

テレビの媒体で顔を覚えていた

だいてありがたいし、いろいろなお

話も来たりしますが、例えば講演を

するにしても何百人に対して一方

通行でしゃべるんじゃなくて、いろ

いろな地方に行って小さいところで

お母ちゃんや子どもたちに講習をす

るとか、それは僕も勉強になるし、

そこで交流できたらいいなと。それ

は仕事にならなくてもそういうこと

ができたらいいかなと思います。
—　これまで弁護士とのかかわりは

どうですか。

あります。学校での生徒さんとの

トラブルで弁護士にお願いして助

けていただいたことがあります。弁

護士さんは、先生というだけあって

存在感が強いですよね。分からな

いことをお願いするわけやから、こ

ちらもこうしたい、ああしたいとい

う要望は言いますが、それはあかん、

普通で考えたらこうやでと先に言う

てもらえます。
—　これから小学生ぐらいの子がパ

ティシエになりたいと思うと、ど

んなことをしていったら一流のパ

ティシエになれますか。

目標を世界にすることです。

人が育つためにはいい師匠にめ

ぐり会わないといかんのですよ。学

ぼうと思ったら、学ばせてもらえる

人の存在そのものが自分の教科書

になるので、そういう出会いがある

ように自分を律しなければあかんと

思います。

ですから、師匠もそうやし、先輩

もそうです。レベルの高いところに

持っていかなあかんから、目標を世

界にして、自分はこうするというこ

とを持っていかんと流されます。今

や携帯にしても遊びにしても世の中

に魅力的な悪魔の手がいっぱいあ

るからね。
—　専門学校に入って、留学すると

かそんなイメージですか。

留学せんでもいいと思いますけど、

世界に出ていこうとすることです。

僕が初めて海外に行くとき、おやじ

からは、「おまえぐらいの者が向こ

うに行って何になる、勉強すらでけ

へんのとちゃうか、海外に行くとき

は勝負しに行くときや。」と言われ

ました。うちのおやじはペンキ屋の

職人だったので、ああ職人ってそう

なんやと思いました。いずれ俺も世

界に出ようと思って、留学に行けた

けど、最終的に何が目的やったかと

いうと、世界で争うことを一回経験

してみたいということでした。
—　賞を取られましたね。

はい、39歳のときかな。
—　若い人にメッセージをお願い

します。

パティシエでも料理人でも、他

の世界でもそうでしょうが、入り口

が大切です。調理師学校やパティ

シエの学校に入って、そういう場で

経験することは必要ですが、何も考

えずに入ったら何もなくて出ていく

ことになる。だから、入り口の時点

で自分はどうするかを考えて、しっ

かり教えてもらうことです。目標を

しっかり立てる。挫折することもあ

るし、予期せぬトラブルもある。や

めなければならないようになるかも

分からんけど、それはそのときにま

た考えたらいい。その夢がどれだけ

しっかりして大きいか。その夢を目

標にできるような生き方を考えなあ

かんと思います。
—　本日はありがとうございました。
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