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多様な郷土料理を支える農産物の中でも、青果・穀物に
は地域の特性が色濃く反映しています。

イタリアにはその土地でなければ見られない野菜がいく
つもあります。そしてそこには目に見えない開発の歴史も
隠されています。例えば外来品種のトマトは当初は観葉植
物として栽培されました。南イタリアを代表する現在の
真っ赤なトマトは200年に及ぶ栽培努力の結果です。

実際、イタリアの認定特産品の中で最も数が多いのは、
青果・穀物です。DOP34、IGP66点で、合わせて100点
にも上ります。これは認定数全体の約40％に達してい
ます。（ちなみにオリーヴオイルは17％、チーズは
18%、サルーミは15%です。）この先もこの分野の認定
特産品の数は増えるものと推定されており、統計上から
も青果・穀物は重要な特産物となっています。

しかしイタリアの野菜や果実を日本で目にする機会は
まだまだ限られています。植物検疫の観点から日本への
持込みが禁止されているものも多く、輸送に関する課題
も残されています。それでもイタリアンレストランを中
心に、近年イタリアの青果・穀物に対する需要は日本で
も拡大しています。

欧州連合EUの特産品保護制度には2種類の認定があり、それぞれマー
ク表示が許されています。
これらのマークは、特産品名の誤用や盗用を防止すると同時に、その製品が
規定どおり正しく製造されたことを保証しています。

インディカツィオーネ・ジェオグラフィカ・プロテッタ

特定地域で栽培・飼育・収穫された農産畜産海産物が、その地域内で規定の方法に従
って加工・調整されている食品に適用されます。「生産・加工・調整の“一工程”が同一地
域内で行われていればよい｣と定められています。

本書では欧州連合、欧州委員会農業農村開発総局が2013年6月末日現在、DOP、IGP認定特産品と
して官報に発表したイタリア特産品のうち、本書では代表的なDOP認定特産品を紹介しています。

特定地域で栽培・飼育・収穫された農産畜産海産物が、その地域内で規定の方法に従っ
て加工・調整されている食品に適用されます。「生産・加工・調整の“全工程”が同一地域
内で行われなければならない」と定められています。

Ortofrutta,
Cereali ed Altri



ヴェネト州ロヴィーゴ県ポレジーネ地方
で収穫されるにんにくです。純白なのが
特徴で、鱗茎がひきしまっており、全体に
バランスのとれた形状をしています。刺
激臭は弱く、長く持続する香りからは、刈
ったばかりの草や熟した果実の香りが感
じられます。様々な料理に使われ、その味
わいを深めます。

エミリア-ロマーニャ州フェッラーラ県
のヴォギェーラ村を中心に栽培されて
います。この地でのにんにく栽培は、
1435年、フェッラーラの領主二ッコロ
三世によって始められました。当初は、
古くなった肉の臭い消しに用いられて
いましたが、現在は、料理のほか、ワイン
に加えられたり、髪や爪の手入れに使わ
れたりもします。酵素、ビタミン、ミネラ
ル、フラボノイドなどをバランスよく含
んでいる点が特徴です。

ヴェネト州ヴィチェンツァ県バッサーノ・デル・グラッパを中心と
した一帯で生産されています。収穫期間は3月1日から6月15日。
独特な白い色のほか、その柔らかい甘さとかぐわしさが特徴です。
このホワイトアスパラガスを、「高貴な食べ物」、と記載した16世
紀はじめの書物のほか、たくさんの文献にその素晴らしさがうた
われています。リゾット、ミネストラ、パスタやサラダといった料
理で、そのデリケートさを引き立てるように使います。

バジリコは小アジア原産の植物で、古代ローマ人によって
リグーリアにもたらされました。鮮やかな緑色の葉が小ぶ
りで丸みを帯びているのがジェノヴァ産の特徴です。香り
がとてもデリケートで、他のバジリコにみられるミントの
香りは全くありません。よく知られたジェノヴァペースト
は、刻んだバジリコを、松の実、オリーヴオイル、グラーナ・
パダーノかペコリーノ、塩、にんにくと練り合わせて作られ
たものです。料理の仕上げに、そのまま、あるいは手でちぎ
って加えることで、香りをより堪能できます。

フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州ゴリツィア、ポルデノーネ、ウーディネ県の、
標高1200m以下の地域で作られている蕪の加工製品。使用される蕪は、9月から12
月に収穫され、まず、ぶどうの搾りかす、あるいはぶどう果汁、赤ワイン、赤ワインビ
ネガーと海塩などを一緒に、25～30日間、容器に漬けこまれます。その後とり出さ
れて、ぶどう果汁で洗われ、薄くスライスされて出荷されます。加工の際、保存料や色

素の使用は禁止されています。漬けこまれた蕪
の内部はクリームががかったピンク色で、ぶど
うの香りがします。スライスされた製品は、や
わらかく酸味がかった味わいで、肉料理に添え
たり、スープなどの材料にしたりします。冬に
欠かせないこの地の伝統的な食品です。

シチリア州アグリジェント県リーベ
ラ市一帯で栽培されているオレン
ジ。表皮は明るいオレンジ色で凹凸
があり、球形からやや長い球形で、重
さは平均250gです。房はずんぐり
していて身は粗く、果汁をたっぷり
と含み、種はありません。甘みが強い
ので、そのまま食べたり、ジュースに
したりします。

ブロヴァーダ フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州

BROVADA フリウリ-
ヴェネツィア・
ジューリア州



サルデーニャ原産のスピノーゾ種のアーテ
ィチョークで、サルデーニャ全島で栽培さ
れています。頭部は細長いとげ状で（スピノ
ーゾ、は“とげだらけの”、という意味です）、
黄色く、王冠のように輝いています。茎は柔
らかく、さほど繊維質ではありません。味は
苦味と甘みがよく調和しています。茹でて
オリーヴオイルをつけて食べるほか、苦味
が少ないので生食もできます。

心地よい甘さと歯ごたえのある白い果肉が特色の
この栗は、ラツィオ州ヴィテルボ県のヴァッレラー
ノ村のみで栽培されています。この地域はイタリア
の栗の生産・販売の中軸拠点のひとつです。
栗畑は、主に標高400～500mの火山性の土壌に広
がっており、毎年9月20日から11月10日にかけて
収穫されます。この栗は、他地域の栗と比べ、通常約
1割大きく、大きさと、重量いずれの点からも、最高
品質の栗です。

シチリア州エトナ産東－南東部イオニア海沿岸
から標高1600mの地域で生産されるさくらん
ぼです。ぷっくりとした輝く赤い実が特徴的な、
酸度が低く甘さが際立つ風味豊かな果実です。実
が熟すのが6月始めから7月後半まで、と他品種
に比べて幅広いのも特筆すべき点です。火山地帯
の土地の改良と開拓に励んだ人々の長年の努力
によってはじまったさくらんぼ作りは、今や重要
な産物のひとつに成長しました。

バジリカータ州ポテンツァ県のロトンダ
村を中心に栽培される白いんげん豆です。
かすかに黄みを帯びた色で、たんぱく質の
含有量が多いのが特徴です。この豆を使っ
た郷土料理は多く、地域の重要なたんぱく
源として、昔から住民の食生活を支えてき
ました。皮が薄いため、ゆで時間が短いの
も使いやすさの一因です。

ラツィオ州フロジノーネ県アティーナ町周辺
で生産されるいんげん豆です。6月末から７月
中旬に種を蒔き9月下旬から10月中旬に収穫
します。豆は縦1cm、横0.5cm程度の小粒で
白色。皮は柔かく、調理の前に水に漬けて戻す
必要はありません。加熱すると口の中で融け
るようになります。火にかけてからおよそ40
～50分で炊き上がります。

エトナ産 さくらんぼ シチリア州

CILIEGIA DELL’ETNA

カンパーニア州ナポリ県とサレルノ県にまたがる、サル
ノ渓谷一帯で生産される小たまねぎです。鱗茎部分の寸
法は2～5cmで根元の部分はやや太くなっており、外側
も内側も真っ白です。あざやかな緑色の葉は長くまっす
ぐ伸びています。3月から6月に収穫され、水分を多く含
んでいるために甘く、辛味のほとんどないのが特徴です。
保存には適さず、サラダなどに使い、生で食べます。栽培
の歴史は古く、古代都市ポンペイの遺跡の壁からもたま
ねぎの絵が見つかっています。



トスカーナ州マッサ・カラーラ県で栽培される、甘みの強い品
種の栗の粉で、使用される栗の70％以上がブレシャーナ、カル
パネーゼ、ロッソラという昔からある土着品種です。栗は、“グ
ラディーリ”という伝統的な石器に入れられ、栗の木のみを燃
料とした弱火にかけられて、25日間かけてゆっくりと乾かさ
れた後、昔ながらの石臼で、粉にされます。石臼が加熱しすぎ
ないよう、一日の製粉量は500kgまでと定められています。象
牙色で栗の香りが強く、甘味ときめの細かさが特徴のこの栗
粉は、パンからドルチェまで幅広く使われます。

南イタリアに広く分布する、上質なドッタート種のいち
じくの実を乾燥させたもので、その白みがかった明るい
色から「白」いちじく、と呼ばれます。カンパーニア州サ
レルノ県のチレント国立公園を中心とした地域で生産
されており、紀元前6世紀頃ギリシャ人によってもたら
されたといいます。アーモンド、胡桃、ヘーゼルナッツな
どをはさんだものや、チョコレートがけのもの、ラムに
漬けられたものが市場に出回っていて、特にクリスマス
時期に、よく目にすることができます。

トスカーナ州ルッカ県にあるガルファニャーニ
ャと呼ばれる北部アペニン山脈の渓谷地域で栽
培される栗の粉(「NECCIO（ネッチオ）」とは、栗
と栗製品を指すガルファニャーニャの方言)で
す。収穫された栗は、ルニジャーナのものと同様
に、約40日もの時間をかけてゆっくりと乾かさ

れた後、石臼を使った伝統的な方法で粉に挽かれます。一日の製粉量は500kgま
でです。粉の色は白から暗い象牙色、甘く、かすかな苦味が後味に残り、きめ細か
くて栗の香りがします。パンやピッツァ状の各種伝統料理に使われるほか、近年
はお菓子作りにも広く使われています。

カラブリア州コセンツァ県の標高800ｍ以下の丘陵
地帯で生産されているドッタート種のいちじくを乾
燥させたものです。樹になったまま外皮が緑からベ
ージュがかった黄色になるまで収穫を待つことで、
自然乾燥させます。この方法のため、収穫時期は長く
8月10日から10月10日にかけて行われます。穏やか
な気候と風のおかげで、水分は40%前後にまで減り

ますが、収穫後3日から7日かけてさらに乾燥させます。甘くとろっとした味わい
で、食事の前にも後にも楽しむことができます。ギリシャ時代から栽培されていた
ようで、19世紀にはナポリから輸出されていたという記録が残されています。

コセンツァ産 いちじく カラブリア州

FICHI DI COSENZA

モンテレオーネ・ディ・スポレートは、アペニ
ン山脈中央部の標高約1000mに位置する
小さな村です。厳しい気候、痩せた土壌にも
耐えるスペルト小麦は、粒のままでも食べら
れることから、この地方では古くから主に米
の代替品として利用されてきた歴史があり
ます。粉に挽かれたものは、通常の小麦粉同
様に、タルト生地やサンドイッチ用パン、フ
ォカッチャの材料として利用されます。

シチリア州カターニア県のエトナ山南部で栽培され
ている、サボテンの実です。この植物は、高さ3～5m
にもなり、暑さと乾燥に非常に強く、5月末～6月中旬
に花が咲きます。実は、8月下旬以降に収穫され、乾燥
ととげ抜きを経て、出荷されます。卵型をした実は、品
種によって赤、黄色、白のものがあり、味わいもしっか
りしたものからデリケートなものまで様々です。水分
をたっぷり含んでおり、新鮮な果物としてそのまま食
べます。また、シチリア菓子の材料や伝統的なリキュ
ールの原料としても使われます。

カラブリア州



シチリア州カターニア県のサン・コーノを中心とした海抜
200から600mの地域で生産されるサボテンの実です。収
穫は8月20日から9月30日、もしくは9月10日から12月
31日に行われ、出荷前にすべてのとげが抜かれます。サン・
コーノ産の実は大きく、重さは105gから270gにもなりま
す。スルファリーナ、サングインニャ、ムスカレッダの３品
種があり、それぞれ外皮の色が黄色、赤、白っぽい緑色をし

ています。香りはデリケートでとても甘く、そのまま食べられます。また、パスタや
肉料理など様々な料理に使われるほか、ジャムなどにもなります。

トレント自治県の一部で栽培されているりんご
です。品種は、ゴールデン・デリシャス、レネッタ・
カナダ、レッド・デリシャスです。“Male’”、
“Malosco”といった、この地域に残るいくつか
の地名から、昔からりんご(Mela)栽培が盛んで
あったことが見て取れます。ヴァル・ディ・ノン
は、その独特な気候、土壌条件により、世界的なり
んごの名産地のひとつとして知られています。

バジリカータ州ポテンツァ県ロトンダ村周辺で栽培
されているナスです。トマトのような丸みを帯びた
形で、重さは最大200g。実は熟すにつれて、緑色か
ら光沢のある赤みを帯びた明るいオレンジ色になり
ます。果肉は固くしっかりしており、はっきりとした
フルーティな香りがあります。南イタリア料理に広
く使われています。アフリカ原産のこの野菜は、19

世紀終わりにイタリアに入ってくると気候が適合し、この地で広く栽培されるよ
うになりました。伝統的に、つなげて房のようにしたものを、軒下につるして乾燥
させ、保管します。

ラツィオ州のローマ、ヴィテルボ両県の一部で栽
培されるヘーゼルナッツです。収穫は、8月15日
から9月15日にかけて行われますが、木から直接
採るのではなく、地面に落ちたものを拾うことと
決められています。大きさは13mmから25mm
で、繊細で持続性のある風味と、かりっとした歯
ごたえが特徴です。乾燥させたり、焙ったものを
そのまま食べますが、ヴィテルボでは、よく肉料

理に合わせます。また、菓子の材料として欠かせません。この実が広く消費され
るようになったのは15,16世紀からといわれています。

トスカーナ州アレッツォ県のカプレーゼ・ミケ
ランジェロ村は、かのミケランジェロの出生地
です。この地域を中心として栽培される土着品
種の栗は、葉巻色に茶色の筋が入っています。皮
をむいた実の色は白から象牙色をしており、乾
燥させると象牙色から明るい麦わら色になりま

す。アーモンドやバニラの香りがするのが特徴です。生食もできますが、焼いたり、
茹でたりすると風味が増します。モンブラン等の材料としても活用されています。
はるか昔から、栗はこの地域の生活になくてはならない産物でした。食物としてだ
けでなく、木材として家屋や家具、ワインの醸造樽に利用されてきたのです。

この栗は、ガルダ湖とアディジェ川に挟まれ
たバルド山岳地帯の標高250から900mの地
域、ヴェネト州ヴェローナ県で栽培されてい
ます。形状はやや長方形に近いつぶれた円形
です。皮は薄く、光沢のある淡い栗色で、濃い
色の縞模様が縦方向に見られます。皮をむい
た実は麦わら色に近く、甘みがあり、生食のほ

か、焼いたり、茹でたりして食べます。また、菓子の材料のほか、パン、パスタ、ポレン
タにも使われます。ヴェネト山岳地帯の郷土料理の栗のミネストラが有名です。

サン・コーノ産 サボテンの実 シチリア州

FICODINDIA DI SAN CONO



マルケ州アスコリ-ピチェーノ県とアブル
ッツォ州テラモ県で栽培されるアスコラ
ーナ・テーネラ種のオリーヴの実を、塩水
に漬けたものや（塩水には、フェンネルで
香り付けすることもあります）、種を抜い
て詰め物加工したものです。塩水漬けのも
のは緑色や麦わら色で、独特な発酵臭があ
り、香ばしく、かすかな酸味があって、後味

に軽い苦味が感じられます。詰め物加工の材料は、肉、チーズ、卵、白ワイン、た
まねぎ、にんじん、セロリ、胡桃等で、これらをオリーヴの実に詰め、小麦粉、卵、
パン粉をつけて揚げて食べるのが一般的です。

エミリア-ロマーニャ州ボローニャ地
方で生産されるじゃがいもです。周知
のように、じゃがいもは大航海時代に
アメリカ大陸からもたらされた作物
ですが、イタリアではこの地方の土
壌・気候に適合しました。長期保存が
可能な点も特徴のひとつです。17世
紀の文献に既に記述されている歴史
ある野菜です。

シチリア州カターニア地方、エトナ
山麓の町ブロンテ周辺で生産され
るピスタチオです。イタリアでピス
タチオを産出するのはシチリアだ
けですが、そのほぼ９割がこの地域
で収穫されます。エメラルドグリー
ンの鮮やかな色と、深い味わいが世
界的に評価されています。パスタソ
ースから菓子まで、地元郷土料理に
欠かせない食材です。

ラツィオ州フロジノーネ県全域で生産さ
れるピーマン。主に赤色ですが緑の筋が入
ることも多く、15～20cmの細長い形状
をしています。辛味はまったくなく、皮も
柔らかで、濃厚な味わいが特徴です。温製・
冷製いずれの調理にも適し、前菜やサラ
ダ、肉料理のつけ合わせ、パスタソースな
どに幅広く利用されます。

プーリア州フォッジャ県（“ダウニア”はフォッジ
ャの古代名）とバルレッタ-アンドリア-トラーニ
県の一部で栽培されている、ベッラ・ディ・チェリ
ニョーラ種のオリーヴの実です。実は緑か黒色で、
大粒で長めの球形をしており、保存に適した品種
です。昔から非常に品質の高いテーブルオリーヴ
として知られていました。しっかりとした歯ごた

えが特徴で、そのままつまんだり、刻んで料理に入れたり、肉料理やチーズに合
わせるなど、様々に活用されます。

シチリア州トラパニ県のベーリチェ渓谷とその周辺
で栽培される、同名品種のオリーヴの実です。大きな
実が特徴で、ひと粒約6gもあります。丸く、色は緑か
黒。固くしまった果肉にはかすかな苦味があります。
この地のオリーヴ栽培の歴史は紀元前7世紀のギリ
シャ植民地時代に遡り、オイルとしてもテーブルオリ

ーヴとしても評価の高いオリーヴです。塩水漬けにしたものは、そのままつま
んで、チーズやサルーミ、オイル漬け野菜と一緒に楽しむほか、シチリア郷土料
理にもよく使われます。



ヴェスヴィオ産 ピエンノーロ・ミニトマト カンパーニア州

カンパーニア州ナポリ県ヴェスヴィオ山麓の斜面
で栽培されるミニトマト。6月から8月の間に収穫
されたミニトマトは風通しの良い場所でほぼ10ヶ
月乾燥保存（これにより甘味が増す）されます。その
際、一粒一粒が大きな房状にまとめられ、吊るされ
て保存されることから、「振り子（ペンドーロ）」のナ
ポリ方言である「ピエンノーロ」と呼ばれてきまし
た。一方、生のまま出荷する場合は、収穫から4日以
内のものであることと規定されています。

ピエモンテ州ビエッラ、ヴェルチェッリ
両県の一部で栽培されている米とその加
工品です。この土地固有の粘土質の荒地
をバラッジャと呼びますが、そこに適応
したアルボリオ、バルド、バリッラ、カル
ナローリ、サンタンドレア、ロト、グラー
ディオ品種がDOP認定されています。調
理すると、他品種に比べしっかりとして

おり、粘り気が少ないのが特徴です。バラッジャ米の栽培は、16、17世紀に始ま
りました。その品質の高さは昔も今も高く評価されています。

トレンティーノ-アルト・アディジェ州
トレント自治県のサルカ渓谷で生産さ
れているすももです。収穫は8月から9
月にかけて行われます。やや長めの球
形と、皮の紫がかった赤から暗めの青
紫色が特徴です。実は黄色から黄緑で
少し酸味がありますが、かぐわしく甘

い果物です。ドロ産のすももは、サルカ渓谷の観光資源としても重要で、毎年夏
の花の時期にイベントが開催されています。

生産地はカンパーニア州のナポリ、サレ
ルノ、アヴェリーノ各県です。グァテマラ
を原産地とするトマトは、アステカ帝国
を征服したスペイン人によってイタリア
にもたらされました。当初は「毒を含んだ
果実」と考えられていたため、食用として
はなかなか普及しませんでしたが、17世
紀以降急速に普及しました。今日世界で
最も高く評価されているサンマルツァー
ノ種は、1902年に3品種の交配によりサ
レルノで誕生しました。特にアグロ・サル

ネーゼ-ノチェリーノで育ったサンマルツァーノ種トマトは特に、水煮の缶詰とし
てよく知られています。ヴェスヴィオ山麗の温暖な気候と肥沃な土壌が、この地域
のトマト栽培を支えています。　

ドロ産 すもも トレンティーノ-アルト・アディジェ州

SUSINA DI DRO

-
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Amarene Brusche di Modena（IGP）

Arancia del Gargano（IGP）

Arancia Rossa di Sicilia（IGP）

Asparago bianco di Cimadolmo（IGP）

Asparago di Badoere（IGP）

Asparago verde di Altedo（IGP）

Cappero di Pantelleria（IGP）

Carciofo Brindisino（IGP）

Carciofo di Paestum（IGP）

Carciofo Romanesco del Lazio（IGP）

Carota dell'Altopiano del Fucino（IGP）

Carota Novella di Ispica（IGP）

Castagna Cuneo（IGP）

Castagna del Monte Amiata（IGP）

Castagna di Montella（IGP）

Ciliegia di Marostica（IGP）

Ciliegia di Vignola（IGP）

Cipolla Rossa di Tropea Calabria（IGP）

Clementine del Golfo di Taranto（IGP）

Clementine di Calabria（IGP）

Fagiolo Cuneo（IGP）

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese（IGP）

Fagiolo di Sarconi（IGP）

Fagiolo di Sorana（IGP）

Farro della Garfagnana（IGP）

Fungo di Borgotaro（IGP）

Insalata di Lusia（IGP）

Kiwi Latina（IGP）

Lenticchia di Castelluccio di Norcia（IGP）

Limone Costa d'Amalfi（IGP）

Limone di Rocca Imperiale（IGP）

Limone di Siracusa（IGP）

IGP青果・穀物

Limone di Sorrento（IGP）

Limone Femminello del Gargano（IGP）

Limone Interdonato Messina（IGP）

Marrone del Mugello（IGP）

Marrone della Valle di Susa（IGP）

Marrone di Castel del Rio（IGP）

Marrone di Combai（IGP）

Marrone di Roccadaspide（IGP）

Marroni del Monfenera（IGP）

Mela Alto Adige ; Südtiroler Apfel（IGP）

Mela di Valtellina（IGP）

Mela Rossa Cuneo（IGP）

Melannurca Campana（IGP）

Nocciola del Piemonte ; Nocciola Piemonte（IGP）

Nocciola di Giffoni（IGP）

Patata della Sila（IGP）

Peperone di Senise（IGP）

Pera dell'Emilia Romagna（IGP）

Pera mantovana（IGP）

Pesca di Leonforte（IGP）

Pesca di Verona（IGP）

Pesca e Nettarina di Romagna（IGP）

Pomodoro di Pachino（IGP）

Radicchio di Chioggia（IGP）

Radicchio di Verona（IGP）

Radicchio Rosso di Treviso（IGP）

Radicchio Variegato di Castelfranco（IGP）

Riso del Delta del Po（IGP）

Riso Nano Vialone Veronese（IGP）

Scalogno di Romagna（IGP）

Sedano Bianco di Sperlonga（IGP）

Uva da tavola di Canicattì（IGP）

Uva da tavola di Mazzarrone（IGP）

Uva di Puglia（IGP）



エミリア̶ロマーニャ州レッジョ・エミーリア県で
生産され、原料のぶどうもこの県で収穫されたもの
のみが使われます。製法はモデナ産伝統的バルサミ
コ酢と同様で、煮詰めたぶどう果汁（モスト・コッ
ト）を、木樽から木樽（毎回サイズが小さくなり、素
材も変わる）へと移し替えながら、12年以上熟成さ
せます。熟成期間の長さによって、瓶に貼られるラ
ベルの色が変わり、12年熟成ではアラゴスタ(赤)、
12年から25年熟成ではアルジェント(銀)、25年熟
成の”エクストラ・ヴェッキオ”ではオーロ（金）とな
ります。瓶の形も規定されていて、「さかさチューリ
ップ」と呼ばれています。その名が記された最も古
い文献は1046年のものです。19世紀には、上流階
級の花嫁の持参金に、貴重な一品として加えられる
ことも多かったといわれています。

エミリア̶ロマーニャ州モデナ県でのみ
作られるこの製品は、煮詰めたぶどう果
汁（モスト・コット）を木樽に入れて自然
発酵させ、その後、樽の移し替えを繰り返
しながら（年に一度といわれる移し替え
のたびに徐々に小さな樽にし、材質もオ
ーク、栗、桜、桑、トネリコ、ネズと様々に
替えていくという手のこんだ方法で）長
期間熟成させたもので、添加物は一切加
えられていません。また、最低熟成期間は
12年と規定されています。25年以上熟成
したものは”エクストラ・ヴェッキオ”の

呼称を付加することが認められています。中には100年を超えたものもあると
いいます。熟成したものは光沢のある濃い茶色で、シロップのような粘り気が
あります。若いうちは酸味が強く、熟成につれて甘味を増します。そして、12年
もすると酸味と甘味のバランスに、コクが加わり、すばらしい味わいになりま
す。瓶の形は、ジュジャーロというデザイナーによってデザインされたものが
公式なものとして規定されており、DOP製品はこの瓶に詰められていなけれ
ばなりません。モデナの人々の知恵と忍耐力が生み出した卓越した食品です。

モデナ産とレッジョ・エミーリア産のものだけがDOP認定されており、「TRADIZIONALE（伝統的）」と
いう呼称を使うことができます。モデナには他に「TRADIZIONALE」のつかないIGP製品もあります。
（表参照）「薬効のある」という意味のラテン語の「バルサム」が「バルサミコ」の由来だといわれていま
す。日本の黒酢に色は似ていますが、バルサミコ酢のほうが香りと甘味がはるかに強く、サラダにオ
リーヴオイルをかける際に数滴入れるだけで風味が増します。また、肉や魚のソテーに少量塗った
り、カルパッチョ、アイスクリーム、いちご、イチジクなどにかけたりしてもおいしくいただけます 。

ACETO BALSAMICO　バルサミコ酢

16 17

ぶどう
-
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カラブリア州レッジョ・カラブリア県で作られて
いるベルガモットのエッセンシャル・オイルです。
11月始めに収穫する、オレンジに似た形の黄緑色
の果実から圧搾法で抽出しますが、このオイルを
1リットル作るには200Kgの果実を必要としま
す。心地よい、新鮮で個性的な香りで、香水や薬品、
リキュールやドルチェ、お茶などに使われ、世界中
で高い評価を受けています。

トスカーナ州の標高1200mまでの地で飼育・加工
された、チンタ・セネーゼ種の豚肉です。生後4ヶ月目
以降は、昼は放牧することと定められており、出荷対
象となるのは12ヶ月以上の豚です。生肉のほか、プ
ロシュット、サルーミ、サルシッチャ等にも加工され
ます。チンタ・セネーゼはトスカーナの古代種で、エ
トルリア時代には既に飼育されていました。時代と
ともに飼育数は減少していましたが、その深い味わ
いと豊かな滋養が、近年再び脚光を浴びています。

チンタ・セネーゼ トスカーナ州

CINTA SENESE

カラブリア州クラーティ渓谷の、標高
650m以下の地域で生産されている植
物で、コルバーラ種の根そのもの、また
は乾燥させたもの、もしくはその抽出液
が、飴、菓子類、シロップ、リキュールの
原料として幅広く使われています。乾燥
前のものは麦わら色で、甘くかぐわしい
香りが強く持続し、乾燥させたものは、
麦わら色から黄土色、フルーティな味わ
いです。抽出液は焦げ茶色から黒色で、
甘苦く、香りは強く持続します。

ドロミティ山岳地帯にある、ヴェネト州ベッルーノ
県で採取される蜂蜜で、花の数だけ種類があります。
ミッレフィオーリ（ミックス）は黄色から琥珀色で結
晶化しやすく、アカシアは薄い琥珀色でさらりとし
た液状です。菩提樹は黄色から緑色でどろりとして
います。栗は茶色で苦味があり、シャクナゲは白やベ
ージュ色で、はじめはさらりとしていますが、次第に

小さな粒ができてとろりとしてきます。タンポポは酸味や苦味に特徴がありま
す。この地方の郷土菓子には蜂蜜がよく使われます。また、この地のチーズに合
わせていただく、蜂蜜のリキュールも作られています。

山岳地域ルニジャーナは、豊かな森林資源のみなら
ず、手つかずの自然のおかげで養蜂業にとって理想
の環境となっています。ルニジャーナ地方の養蜂業
が文献に登場するのは16世紀のことです。ルニジャ
ーナ産蜂蜜は、アカシアと栗の2種類で、４～５月に
開花するアカシアから採取される蜂蜜はさらりとし
て無色透明です。アカシアの花と同じ香りが軽やか

に感じとれます。甘みが強くほんのわずかに酸味を感じますが、苦味はありませ
ん。一方6～７月に開花する栗の花からは赤みがかった蜂蜜がとれます。強い香
りを持ち、ややきつい苦味を感じます。蜂蜜は何世紀にもわたりパンフォルテ、
カントゥッチ、スポニャータなどのトスカーナ郷土菓子の材料として利用され
てきました。またアカシア、栗、いずれの蜂蜜も、ペコリーノチーズのフレッシュ
タイプにかけると格段のおいしさです。

カラブリア産 甘草 カラブリア州

LIQUIRIZIA DI CALABRIA
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アブルッツォ州アクイラ県、特にナヴェッリ高原で栽培されるサフランで、その
紫色の花の中にあるたった3本の赤い雄しべが、いわゆる貴重なサフランになる
部分です。1kgのサフランを作るには、10から15万個の花が必要です。保存の際
にはガラスの容器に入れて光と湿
気を避けなくてはなりません。ア
クイラ産のサフランにはとてもは
っきりした特徴的な風味があり、
ミラノ風リゾットから肉料理、ジ
ェラートまで、イタリア料理に欠
かせない香辛料です。

20 21

リゾット・アッロ・ザッフェラーノ（ミラノ風リゾット）＜材料（４人分）＞
エシャロット（またはたまねぎ）をみじん切り
にし、バター100ｇを溶かしたフライパンでき
つね色になるまで炒め、そこに米（できればカ
ルナローリ種）を入れ炒める。米が透き通って
きたら、グラス１杯の辛口白ワインを注ぎアル
コール分を飛ばし、ブロードを注いで煮込む。
塩で味を整え、糸状のサフランと粉末のサフラ
ン１袋を加え最後に残りのバターとすりおろ
したパルミジャーノ・レッジャーノ・チーズを
加えて軽くまぜ合わせる。

　・米……………………………………………360ｇ　　　　　　　　　　　　
　・エシャロット…小１、または、たまねぎ…1/2
　・バター………………………………………150ｇ　　　　　　　　　　
　・パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズ…50ｇ
　・辛口白ワイン………………………………グラス１杯
　・糸状のサフラン……………………………0.5ｇ
　・牛肉あるいは仔牛肉のブロード…………適量

ピエモンテ州トリノ、アスティ、クー
ネオ各県にまたがるピアナルト・デ
ィ・ポイリーノと呼ばれる高地で養
殖された、ティンカという鯉科の淡
水魚です。特徴的な赤い粘土層を掘
り抜いた人工池で養殖され、この土

の色が「黄金色のティンカ」の呼び名の由来である黄色の輝きを生み出す要因であ
るといわれています。漁獲量が少ないので、一般市場にはあまり出まわらず、専門店
やレストランで、3月末から4月頭、9月末から10月頭のわずかな時期に見られます。
揚げたものをマリネして食べるのが伝統的です。

プーリア州バーリ県のアルタムーラ一帯の市
町村で作られるパンです。「ベーカリー製品」
としては、ヨーロッパで最初にDOP認定を受
けた製品です。ひとつの重さが最低でも
500gあるこのパンは、同じ地域で収穫され
たデュラムセモリナ粉から作られます。
3mmある厚い皮は非常にかぐわしく、内側
は気泡があり麦わら色をしています。かつて

は公共のパン焼き窯があり、各家庭でこねたパン生地を持ち寄り、一緒に焼いてい
たといいます。焼き上がりから数日間は風味を損なわずに保存できます。

シチリア州エンナ県とカターニア県で作ら
れるパンです。原材料は、この地で収穫され
たデュラムセモリナ粉（硬質小麦）、水、自然
酵母と塩のみです。ひとつの重さが500gか
ら1.1Kgもあり、外側は厚みが3,4mmもあ
ります。内側は淡い黄色できめが細かく、焼
き上がりから5日たってもなお、新鮮な香り
と味わいを保ち続けます。



このサフランは、サルデーニャ州メディ
オ・カンピダーノ県のいくつかの市町村
で栽培されています。クロチンによる鮮
やかな赤色、ピクロクロシンによる独特
な風味、サフラナールによる香り、といっ
た3点が、ほかの地域で生産されるサフ
ランよりも強いのが特徴です。サルデー
ニャにサフランをもたらしたのは、かつ
てこの地を支配したフェニキア人でし
た。その栽培はローマ時代に確立され、当
時は主に染色に使用されていました。香
り付けや薬効に着目されたのは19世紀
に入ってからで、料理に使われるように
なったのは20世紀になってからのこと
でした。
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トスカーナ州シエナ県のサン・ジミニャーノ市でのみ、中世と変わらぬ方法で栽
培されています。サフランは中近東原産で、古代ギリシャやエジプトでは既に薬
や染料として使われていました。8世紀から10世紀にかけてイタリアに持ち込
まれ、サン・ジミニャーノでの栽培は13世紀の文献に見ることができます。サ
ン・ジミニャーノ産サフランは色が濃くでることと香りが強いことが特徴です。

Abbacchio Romano（IGP）

Acciughe sotto sale del Mar Ligure（IGP）

Aceto Balsamico di Modena（IGP）

Agnello del Centro Italia（IGP）

Agnello di Sardegna（IGP）

Coppia Ferrarese（IGP）

Pane casareccio di Genzano（IGP）

Pane di Matera（IGP）

Panforte di Siena（IGP）

Ricciarelli di Siena（IGP）

Sale Marino di Trapani（IGP）

Salmerino del Trentino（IGP）

Vitellone bianco
dell'Appennino centrale（IGP）

IGPその他



ICE-Agenzia（イーチェ・イタリア貿易促進機構）の役割
は、外国とイタリアの間の経済・貿易・商業関係の促進・
発展・振興を図ることにあり、特にイタリアの中小企業
およびその組合・団体のニーズへの対応に力を入れてい
ます。また、イタリア企業の国際化の推進や、海外市場で
のイタリアの財およびサービスの販売力の強化を目的
とした活動も行います。

当組織はローマ本部、ミラノ事務所、世界各地に広がる
海外事務所のネットワークを通じて、主にイタリア企業
および団体への情報提供、支援、プロモーション活動を
行うほか、イタリアの外交代表という枠組みの中で海外
活動を展開しています。さらに、国際化を推し進めてい
るイタリア企業に対しての協力も惜しみません。このよ
うな活動を通して、世界におけるイタリア製品のイメー
ジアップや、外国資本の投資先としてのイタリアのPRを
行うことこそが、当組織の使命なのです。

ICE-Agenziaは、イタリアの「Cabina di Regia（運営統括委
員会）」が採用したイタリア企業の振興と国際化のため
のガイドラインや戦略方針の規定にもとづき、各州政
府、商工会議所、経営者団体、その他のイタリア官民関連
組織と密接な連携を図っています。

日本では、東京にオフィスを置き、イタリア大使館貿易
促進部(Embassy of Italy-Trade Promotion Office）とし
て、その活動を展開しています。

イーチェ・イタリア貿易促進機構

クァリヴィータ財団は、EU品質認証制度のもとで認定さ
れたイタリアとヨーロッパ産DOP（保護原産地呼称）、
IGP（保護地理表示）、STG（保証伝統特産品）製品をはじめ
とする高品質な農産物・食品の振興とイメージ強化を国
際的なスケールで行うことを目的として、2002年、シエ
ナに設立されました。

クァリヴィータは、農産品部門、特に原産地呼称や地理
表示の食品およびワインを中心に、コミュニケーショ
ン、コンテンツの提供、コンサルティング、企画立案、リ
サーチ、教育といった活動を専門的に行っています。

また、クァリヴィータは、DOP、IGP、STG認定イタリア産
食品とワインの世界をPRするプロジェクトの一環とし
て、詳細な記事やウェブ・コンテンツを制作し、国営放送
や代表的な日刊紙に発表してきました。

高品質な農産物・食品およびDOP、IGP、STG認定製品の分
野において、科学的・技術的に高度な能力をもつ組織と
してイタリア農林政策省が認定したクァリヴィータは、
イタリア国内でも海外でも、生産者、消費者、保護協会、
品質検査機関、所管公共団体から、信頼性の高い機関と
広く認められるようになりました。
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