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サルーミとは、塩漬けにして自然乾燥や燻製を行っ
た食肉加工品全般を指すイタリア語で、塩を意味す
るサーレという言葉に由来しています。その歴史は
古く、古代ローマ時代にはさまざまな宴席の主役で
した。豚の飼育に始まり、部位の選択、切り分けの寸
法、挽き方、使用する香辛料、熟成方法などの技術の
みならず、製品の特性に大きな影響力をもつその地
方の風に至るまで、サルーミの生産には二千年に及
ぶ伝統が息づいています。

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。



エミリア-ロマーニャ州ピアチェンツァ県で作
られます。原料は、エミリア-ロマーニャ州とロ
ンバルディア州で飼育された豚の、首の筋肉で
す。肉は人の手によって塩と香辛料をもみこま
れます。熟成は最低6ヶ月。円筒形で硬い外皮は
とって食べます。際立つ甘み、デリケートな味わ
い、熟成とともに深まる芳香が特徴的です。

パルマから約35kmの距離にあるパダーノ平野の南に位置するジベッロ村で
生産されます。この土地特有の夏の暑さと秋の霧が、製品の熟成をゆっくり進
ませるキーポイントになっています。また、この土地特有の湿気が重要で、それ
によりあの柔らかな熟成感溢れるクラテッロが完成します。ジベッロ産クラテ
ッロには、豚のもも肉の上部を用います。柔らかで最も上等なこの部位を整形
し、塩をまぶして肉の中に浸透するように強く揉み込みます。静かに寝かせた
後に天然の腸に詰め、典型的な洋梨の形になるように紐で縛ります。暑い夏と
霧の深い秋を経て、冬には完成します。香り高く、柔らかく、繊細な味わいが特
徴です。少量のバターを塗ったパンと一緒に食べると大変おいしいジベッロ産
クラテッロには、弱発泡性ワインやドライな白ワイン、マルヴァジーアとの組
み合わせがお勧めです。

鮮烈であると同時に繊細な味わいのカ
ラブリア産カポコッロには、豚の後頭部
から背にかけての部位（コッパ）が用い
られます。1頭の成豚からは首の部位の
筋肉組織からなる2本のコッパが取れ、
切りとったこれらの肉を塩漬けにした
後、水で洗い、ワインビネガーで肉をも
みこみます。粒胡椒を加えた後天然の腸

の中に詰め、しっかりと紐で結わえて縛り、熟成させます。コッパ特有の密度の高
い仕上がりやアロマが完成するまでには最低100日間熟成期間が必要です。通常
はアンティパストとしてそのまま食べるほか、天然酵母で発酵させ、薪竈で焼き
上げた伝統的な地元のパンと共に軽食に用いたりします。

ピエモンテ州のクーネオ、アスティ、トリノ3県54市町村
で飼育される伝統種の豚のもも肉から作られる生ハムで
す。品質の確かさは、この地方の厳しすぎない気候に起因
しています。熟成期間は10ヵ月以上、生ハム１本の重さ
は7～10kgです。



パンチェッタには豚の腹部の肉が使
われます。カラブリア産パンチェッタ
は、スライスすると形が長方形になる
点が特徴で、様々なイタリア料理のレ
シピの食材のひとつとして用いられ
ます。ソラマメを使った料理や、スパ
ゲッティのカルボナーラやアマトリ
チャーナに最適です。ミディアムボデ
ィの赤ワインと良く合います。

豚の肥育のための基本的飼料である樫の原生林が密生す
るマルケ州のカルペーニャでは、「豚やその他の肉を塩漬
けにする」古い伝統は、1407年にまで遡ります。
このプロシュットはスライスするとサーモンピンクをし
ています。良く研いだ細長いナイフを使って肉の筋肉繊維
に沿って切ると、歯ごたえのあるスライスを味わえます。
辛口の白ワインとは相性抜群です。

古来より豚の飼育に力を入れてきたエミリア-ロマーニャ州のパダーノ平野一帯
では、食生活の中に豚肉を用いる習慣を非常に早くから取り入れていました。実際
に、塩を使った豚肉の保存技術が普及したことを証拠づける様々な著作や歴史的
資料が、ローマ時代にすでに残されています。特にモデナ地域では、何世紀もの間
にサルーミ作りの豊かな伝統が築かれました。この伝統は農民の中にしっかりと
根づいており、プロシュットの生産規則として成文化されています。プロシュット
の香りを充分に味わうには、スライスしたばかりの新鮮な製品にパンやグリッシ
ーニを添えて食べることをお勧めします。
このプロシュットは、メロン、キウイ、いちじくな
どとも良く合い、生であれ、調理したものであれ、
様々な料理に使われています。ワインとの組み合わせ
もバラエティ豊かで、軽い白ワインからボディのある滑ら
かな赤ワインまで、その場の状況やプロシュットを用いた料
理の種類に応じて合わせることができます。

ピアチェンツァ産パンチェッタは、エ
ミリア-ロマーニャ州ピアチェンツア
で作られます。原料となる豚は、エミ
リア-ロマーニャ州とロンバルディア
州で飼育されたものです。１本4kgか
ら8kgの円筒形で、断面は肉の鮮やか
な赤色と脂肪分の薄桃がかった白が
きれいです。豊かな甘い香りとデリケ
ートな味わいが特徴的です。そのまま
前菜として食べるほか、ソラマメやペ
コリーノとともに食べたり、様々な料
理に活用したりします。

パンチェッタ（ベーコン）は、すでに古代ローマの傭兵の食事となっていまし
た。彼らは３日に１度、パンチェッタの支給を受けていました。その後パン
チェッタはイタリア全土に広まり、それぞれの地域で様々な名称と形状（即
ち平たいもの、板で挟んだもの、丸めたものなど）が生まれました。
パンチェッタの原料には、豚の腹部（パンチャ）の肉が用いられ、赤身と脂身
が重なり合った薄めの層が、きれいな赤と白の縞模様を作り出します。
製造には、まず、塩漬け作業と胡椒での香りづけが行われます。この時にク
ローブ、シナモン、ナツメグ、ネズの実（ジュニパーベリー）といった様々な香
辛料を加えることもあります。塩漬けしたパンチェッタは、所定の場所で寝
かされ、その後に熟成工程へ移されます。熟成が終わると、まろやかな味わい
と豊かな香りを備えた製品が完成します。

プロシュット・クルード（生ハム）の特色は、その加工の単純さにあります。材料は豚肉と塩だ
け。加工自体は単純ですが、それは熟練した職人が情熱を傾けて執り行う「儀式」ともいえます。
厳選された豚のもも肉に塩を揉み込み、一定期間「静置」してからぬるま湯で洗った後、長い熟
成期間が始まります。熟成期間中には、皮のついていない部分にラードのペーストを塗る「スン
ニャトゥーラ」の作業が行われます。熟成が終わると、「スピッラトゥーラ」という作業がありま
す。熟練した専門家が馬の骨で作った針（スピッラ）をプロシュットの数ヶ所に刺し込み、その
香りを嗅ぎ分けて、熟成が良好に進行したことを確認するものです。このデリケートな検査を
パスしたプロシュットにのみDOPやIGPの認定マークをつけることが許されます。
プロシュット・クルードは、サルーミの中でもっとも歴史の古い製品のひとつであり、その名は
ラテン語の”prae exustrus”（よく乾いた）に由来するといわれています。北・中部イタリアで
広く生産されます。



パルマ産プロシュットは、エミリア-ロマーニ
ャ州パルマ県で生産されており、原料となる
豚は、イタリア北・中部の10州で飼育されて
います。丸みのある形状が特徴で、スライス
すると内側はばら色から赤色。かぐわしい香
りがし、味はまろやかです。表面の皮に「王冠
」マークの焼印を受けるには、少なくとも12
ヶ月の熟成期間を経ていなければなりませ
ん。パルマ産プロシュットの洗練された味を
堪能する最高の方法は、薄くスライスしたも
のを生のままで食べること。プロシュットだ
けでもよいし、パンやメロンとの相性も格別
です。パルマの名物料理「ローザ・ディ・パルマ
」やトルテッリー二の材料にもなります。

サン・ダニエーレはアルプスを見渡す風通しのよい丘陵地の上
にある小さな町です。原料の豚は、北・中部イタリアの11州で飼
育されていますが、プロシュットの加工は、ウーディネ県にあ
るこの小さな地域に限られます。熟成は最低13ヶ月。小さな足
のついた「ギター」の形が特徴的で、スライスすると身はやわら
かく、薔薇色がかった赤色をしており、強い芳香と繊細でまろ
やかな甘みが楽しめます。口の中でとろけるほどに薄くスライ
スするのがお勧めです。辛口の白ワインが合います。



トスカーナ州全体で生産され、原料となる豚は北・
中部イタリアの11州で飼育されます。肉に塩を揉
みこむ際には、胡椒とにんにく、ローズマリー、ジ
ュニパーベリー、ミルトといった天然香辛料も。そ
して、熟成期間中に行うスンニャトゥーラ（皮がつ
いていない部分にラードを塗る作業）の際、ラード
の他に米、塩、胡椒も合わせることで特徴的な味わ
いが生まれます。熟成は最低10ヶ月。地元のキアン
ティを筆頭に、ボディのしっかりした赤ワインと
合わせます。

ヴェネト州の豚肉加工と保存はローマ人が入植
するはるか以前から普及していました。そのこ
とは、後ろ足がない豚の骨が出土したことが証
明しています。繊細で柔らかなアロマを発する
このプロシュットは、高級なアンティパスト、プ
リモピアット、セコンドピアット、付け合わせな
どを用意する上で理想の食材です。
さらには低塩、低脂肪、低タンパクという特質に
より、どのような料理にも使うことができます。

歴史の古いサラーメ（サラミ）は中世に生まれ、地中海沿岸の全域
にわたって普及していきました。サラーメとは、豚肉の主に肩肉を
挽いたものに塩、香辛料を加えて混ぜ、腸に詰めた乾燥・熟成させ
た製品です。香辛料としては胡椒、にんにく、ナツメグ、ジュニパー
ベリー、ミルト、フェンネル、唐辛子、ワインなどがあります。
挽き方（細挽き・中挽き・粗挽き）、サイズ、使用する材料の違いはそ
れぞれの歴史・地域によってさまざまに異なり、多彩な味わいのサ
ラーメが作られています。
イタリア語で「サラーメ」はいわゆるサラミ（ドライソーセージ）で
す。一方、「サルーミ」はプロシュットも含めた食肉加工品一般を意
味します。

ロンバルディア州ミラノ県のブリアンツァで作られます。ロンバルディア州
の気候は豚肉の保存に最適であるといわれ、その気候の中で作られるブリア
ンツァ産サラーメは甘みのあるデリケートな味わいを特徴とします。この地
方のパンであるバラの花形のミケッタとともに辛口スプマンテ「オルトレポ
ー・パヴェーゼ」と合わせるのが抜群です。

-



ロンバルディア州パヴィア県で作られ
ています。非常に歴史が古く、その起源
はランゴバルド族の侵入の時代にまで
遡ります。挽き肉に塩、胡椒、香辛料のほ
か、ワインにつけたにんにくを混ぜ込み
ます。熟成は大きさによって変わります
が、最低100日。甘くデリケートな味わ

いの香り高いサラーメです。斜めに厚く切ってそのままで、またはオイル漬け
野菜、チーズと合わせていただきます。しっかりした赤ワインが合います。

エミリア-ロマーニャ州ピアチェンツァ
が産地で、18世紀には既にスペインやフ
ランスの上流社会で高く評価されていま
した。豚肉の最も良質な部位を挽いたも
のに塩、胡椒、にんにく、ワイン、砂糖を混
ぜて腸詰めし、最低45日熟成させて作り
ます。1本400gから1kgの円筒形で、切
り口は肉の赤色と脂の白色のコントラス

トが鮮やかです。香り高く、デリケートな甘みがあります。冷蔵庫で冷やしてか
ら切るときれいに切れます。外皮は食べる前にきれいに取ります。いちじく、コ
ッリ・ピアチェンティーニワインとの相性がよいです。

北・中部イタリア11州で広く作られています。
CACCIATORE（カッチャトーレ：猟師）が狩の際に
持ち歩く保存食であったことからこの名がつきま
した。SALAMINIとは小さなサラーメ、の意味で、持
ち運びやすいようコンパクトに作られ、現在も
75mm以下と決められています。熟成は最低10日
間。デリケートな味わいです。赤ワインとの相性が
よく、チーズや他のサルーミと合わせてアンティパ
ストに出されることが多いです。サイズが小さいの
で、新鮮さを失う前に使い切ることができる製品と
して重宝されています。



カラブリア州全州で作られます。原料となる
豚は、南イタリアで生まれ、生後最長4ヶ月目
以降はカラブリア州で飼育されたものに限ら
れています。挽き肉に塩、胡椒の他、フェンネ
ルの種などの香辛料を加えて長い腸に詰め、
ねじって「Ｕ」の形に整形し、最低30日間熟成
させます。使用する胡椒や唐辛子の種類によ
って、辛口と甘口があります。バランスのよい
しっかりとした味わいです。パンとチーズ、他
のサルーミとともにアンティパストにするほ
か、様々な南イタリア料理に使われます。

カラブリア州全州で作られます。原料となる
豚は、南イタリアで生まれ、生後最長4ヶ月目
以降はカラブリア州で飼育されたものに限ら
れています。熟成は最低45日。加えられる赤
胡椒と唐辛子ペーストの種類によって辛口と
甘口になるほか、どちらも入っていないビア
ンカという種類もあります。切り口は柔らか
く、味わいはしっかりとしています。アンティ
パストとしてそのまま食べるほか、料理の味
わいを深める最高の材料にもなります。

ヴェネト州ヴィチェンツァ県で作られ、原料となる豚もヴィチェンツアで誕生、
飼育されたものに限られています。粗挽きの豚肉に塩、胡椒、シナモン、クロー
ブ、ローズマリー、（時にはにんにくも）混ぜ、重さによって60日から120日の最
低熟成期間を経て出荷されます。1本15～50cmと大きさは様々でスパイスの
香りがし、味わいはデリケートでかす
かに甘みがあり、胡椒が効いていま
す。ピクルスと一緒にパンと食べた
り、厚めに切って軽くあぶり、アジア
ーゴDOPチーズとあぶったポレンタ
と一緒に食べるとおいしいです。



このプロシュットが作られるヴァッレ・ダオスタ州ボ
ッス村は、標高1600mに位置します。肉に、塩、胡椒、
サルビア、ローズマリー、にんにく、ジュニパーベリ
ー、タイム、ローリエをもみこみ、熟成期間中、皮のつ
いていない部分には乾かないように粗挽き胡椒が塗
られます。熟成期間は最低12ヶ月から最長30ヶ月。平
均14～18ヶ月です。味わいは繊細で、かすかな塩気と
甘みがあります。ごく薄く、できれば手切りでスライ
スし、この地方の黒パンと合わせるのがお勧めです。
山で作られるバター、蜂蜜や胡桃などとも合います。

アオスタ県アルナ村で作られる熟成したラードで、バッフェという単位で
数えられます。豚の、肩から背中の脂肪部分をカットし、香辛料をすりこん
でから「ドイル」という栗、樫、松の木で作られた四角い容器に入れ、塩水を
いっぱいにして密封し、最低3ヶ月熟成させます。切り口は白く、薄く赤身
のラインが入っています。やわらかく凝縮した味わいで、香辛料の風味が
口の中に広がります。ヴァッレ・ダオスタの黒パンに乗
せ、蜂蜜をかけて食べるのが伝統的で、その甘さが引き
立ちます。このラルドは主に調味料として用いられて
きましたが、最近になってアンティパストや郷土料理
の材料としてその魅力が“再発見”されています。

Bresaola della Valtellina（IGP）

Ciauscolo（IGP）

Coppa di Parma（IGP）

Cotechino Modena（IGP）

Lardo di Colonnata（IGP）

Mortadella Bologna（IGP）

Porchetta di Ariccia（IGP）

Prosciutto Amatriciano（IGP）

Prosciutto di Norcia（IGP）

Prosciutto di Sauris（IGP）

Salame Cremona（IGP）

Salame d'Oca di Mortara（IGP）

Salame Felino（IGP）

Salame Sant'Angelo（IGP）

Speck dell'Alto Adige（IGP）

Zampone Modena（IGP）

IGPサルーミ

ヴァッレ・ダオスタ州ボッス産  ジャンボン



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。

クァリヴィータ財団
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