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ズの王様」を生産する農場と伝統を守

トをお届けします。第１回目は 「
チー

訪れたフランスの食と農についてのレポー

が所属する研究グループの視察旅行で

野です。今回から２回にわたって、私

日本農業経営大学校 専任講師 小

食へ
のこだわりと伝統を実感させられ

察先のうち、今回はフランスにおける

現場や小売店を巡った。いくつかの視

旅行に参加し、パリ市内や近郊の生産

東京農業大学大浦裕二教授）の視察

費をテーマとする研究グループ （
代表：

９月初旬、筆者は農産物の流通 ・消

（１／５）

るパン屋のこだわり、第２回目はフラン

た２つの生産現場を取り上げる。

フランスの食と農①食へのこだわりと伝統

スで広がりつつある、日本由来の新しい

◎チーズの王様
～ロスチャイルド家ゆかりの農場にて～
（ エーカー
FERME DES 30 ARPENT
の農場の意）は、パリから西に キロ
50

ら絞った生乳を使い、ブリ ・ド ・モー

る。この農場では、１５０頭の経産牛か

名称 （
ブリ ・ド ・モー＝モー地方のブ

原産地呼称保護とは、原産地由来の

なわれたチーズコンテストで 「
チーズの

ン会議の際に、会議の一環としておこ

ブリ・ド・モーは、１８１４年のウィー

とに原産地の範囲や原料、製法、使

であることを示すものである。製品ご

料による他ではまねできない独自のもの

や植生、気候、伝統的な製法や原材

で、製品のもつ特徴がその土地の土壌

王様」に選ばれた由緒正しきチーズで

用するミルクの量、熟成期間などが厳

密に定められている。日本には松阪牛、

あり、フランス国内で 数種のチーズに

している。

リチーズの意）を法的に保護する制度

保護）両制度の認証を受けている。

保護）
、ＡＯＰ （
ＥＵレベルの原産地呼称

△ブリ・ド・モーの箱。奥の箱にロスチャイルド家の紋章が見える

をはじめとする伝統的なチーズを生産

ほど離れた地域にある広大な農場であ

30

しか許されていないＡＯＣ （
原産地呼称

40

食と農の連携の取り組みＡＭＡＰについ
てご紹介します。

△農場の風景
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して決まった温度で寝かせ、水分を切っ

らつながりを持っていたというが、戦後

イルド家と農場は、１８０年ほど前か

（２／５）

三ヶ日みかん、関あじ ・関さばのよう

たあときめ細かな海の塩を塗り込んで

の没落時に本格的にてこ入れをおこな

フランスの食と農①食へのこだわりと伝統

な地域団体商標制度があるが、フラン
２か月熟成させる。

い、以後現在まで継続して同家が経営

スの制度は 世紀初頭にさかのぼるこ

完成したチーズは、３～４割がスー

いう。必ず指定された地域内で搾乳

件自体は３００年前から変わらないと

１９８０年であるが、製法や土地の条

この農場がＡＯＣの認証を受けたのは

へ
の商品は味が違い、取引先のレストラ

る。スーパー向けの商品とレストラン等

の味は変わり、味によって価格が変わ

とではあるが、餌や牛の体調でチーズ

どのようなチーズ作りにも共通するこ

ズ専 門 店 や レストランに販 売 さ れる。

ことも、資産家経営の農場なればこそ、

には森で狩猟を担当するスタッフもいる

その敷地の半分以上が森であり、農場

１６００ヘクタールという広大な敷地、

の５本の矢の紋章があしらわれている。

として、チーズの箱にはロスチャイルド家

ロスチャイルド家ゆかりの農場である証

をおこなっている。

された生乳を用い、重さ３キロのチー

ンなどはその時々の味をみて値段を決

と思われた。日本には、明治時代に三

パーマーケットへ
の販売、それ以外はチー

ズ１個を作るのに リットルの生乳を使

めてくるが、それも長い付き合いの中で

菱社長の岩崎氏などが出資して誕生し

25

用している。生乳からクリームを分離

を持つ。そのとき農場に投資し、復興

後に一度没落し、危機に瀕した過去

ていたが、この農場は第二次世界大戦

ないところがやること。
」と自信に満ち

経営者 Cochaud
氏は 「マーケティング
は必要ない。マーケティングは売れてい

リ ・ド ・モー。お話を伺った農場の現

このチーズ」と言うほど好まれているブ

ちのお屋敷」というべき光景が広がって

の角の壁掛けという、まさに 「
お金持

リン、バイソン、カバ、毛皮の敷物に鹿

動物の立派な剥製たち！ライオン、キ

入ると、目に飛び込んできたのは野生

と言われて牛舎に隣接する部屋の中に

桁外れの一族のようだ。チーズの試食

しかし、ロスチャイルド家というのは

た小岩井農場などがあるが…。

を支えたのが世界的資産家一族として

いたのである。一同、それまでに聞いた

のために 「
撮影はしないでくださいね」

有名なロスチャイルド家であった。
ロスチャ

フランス人が 「
最後に一つというなら

そうなっている、とのこと。

められている製品は少ない。

とができ、また審査も厳しいようで認
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△ブリ・ド・モー
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熟成期間の長短で舌触りにも差があ

ンとそれぞれに味わいが異なり、また

ちらもＡＯＣ認証）
、ブリア ・サヴァラ

リ ・ド ・モー、ブリ ・ド ・ムラン （こ

いただくと、この農場で作られているブ

気を取り直してチーズを試食させて

しまうほど、度胆を抜かれてしまった。

チーズ作りのお話が一瞬頭から飛んで

者となったそうだ。フランスでは研究者

氏は、もともと経済学の研
Cochaud
究者であり、退職後にこの農場の経営

と考えた。

く感覚と通ずるものがあるのではないか

飯が進む感覚、みそ汁とご飯が落ち着

合わせと考えれば、おいしい漬物でご

し難いが、炭水化物と発酵食品の組み

どんな位置づけなのかはなかなか想像

こっとつまみ食いをする）パリジャン、パ

れず片手で掴んで道をゆく （
そしてちょ

で焼き上げられたバゲッドを袋にも入

フランスには様々な種類のパンがある。

（３／５）

る。味はしっかりと濃く、クセは強くな

の第２のキャリアとして、企業の経営者

リジェンヌをそこここで見かける。
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いが食べ応えがあり、自然と次の一切

になれる仕組みが用意されているとい

◎ポワラーヌ

れに手が伸びる。パンと一緒に食べると、

い、そのことも日本にはなかなかないこ
とで驚きだったが、それ以上に伝統と

舗はパリ市内に２店、ロンドンにも店舗

ポワラーヌという店の工場である。店

そんなフランスで我々が訪れたのは、

街にはいくつものパン屋があって、店内

バゲット、クロワッサン、ブリオッシュ…

滋味あふれるパン～

～職人の腕に支えられた

それだけでお腹が満たされてくる。
日本にプロセスチーズはだいぶ普及し

品質に自信を持っている様子が印象に

て、日本でもデパートなどで手に入れ

たが、ナチュラルチーズが日常の食事に

新しい商品の開発などは行わず、伝

ることができる。ミッシュという田舎パン

があり、海外に向けてパンを空輸してい
統の味をよりよくすることに注力し、

が名物で、旅行ガイドブックにも 「
田

残った。

原産地の名を名乗る名誉を大切に守

工場はパリ郊外の緑豊かな地域にあ

舎パンといえばポワラーヌ」と書いてあ
戻ってチーズの本に見開きで紹介され

よりもモダンなミュージアムを思わせる。

ること。それこそが歴史あるチーズの

るブリ ・ド ・モーを発見し、 web
検索
でワインとのマリアージュに舌鼓を打つ

実際、エントランスにはパン屋の店頭を

るような名店だ。

日本人のブログが多数ヒットするのを見

描いた絵画や、さまざまな焦げ具合の

り、円形をした白い建物は工場という

て、そんなことを考えた。

マーケティングなのではないか。日本に

定着しているとは言えない。このおいし
いチーズが、フランス人の食卓にとって

△さまざまなチーズ
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フランスの食と農①食へのこだわりと伝統

（４／５）

えするしかないが、ポワラーヌのパンが

を使っている。詳細は秘密だが薪の質

めの大量の薪は、家具作りで出る廃材

使う。 基のかまどで日に２度焼くた

られていた。しかし、建物の中を満た

できるまでをたどっていこう。円形の建

にはこだわっていて、大きな家具会社と

写真撮影は禁止だったので言葉でお伝

しているのは香ばしいパンの香りと、職

物の中には、中心に向けて放射線状に

トーストで構成されたアート作品が飾

人が守ってきた伝統なのであった。

契約し、塗料などを塗る前の廃材を安

全粒粉と精製した小麦粉を配合して作

て創業されたポワラーヌは、一貫して

合わせるところから焼き上げまで、す

１部屋に２人の職人がつき、粉を混ぜ

を燃やした炎をかまどに送り込みなが

定して調達できるようにしている。薪

次はいよいよ焼きの工程である。かま

ら、耳と目でかまどの温度を確認する。

職人の服装は白いＴシャツに白い綿の

どにパンを入れていく。直径が センチ

べて１部屋の中で行う。職人の組み合

げることなく貫いた。結果として、今

半ズボン。まるで運動会に出るかのよ

以上あるパンを一度に１００個焼ける大

る田舎パンにこだわってきた。戦後すぐ、

も昔ながらの製法 ―天然酵母を用い、

うな軽装だが、パン作りは重労働な上、

きなかまどである。生地にナイフでポ

電気かまどでは熱が均一でよくないの

手で成形し、
薪のかまどで焼く― を守っ

かまどの熱で部屋が暑くなるので、こ

ワラーヌのＰの切れ目を入れ、４メート

わせは熟練者と若手になるようにして、

ていることが、広く支持されているので

れがぴったりの服装なのだと見学を進

黒いパンは戦時中の窮乏を思わせると

ある。

ル以上ある長いボートのオールのような

だという。

１９３２年にピエール・ポワラーヌによっ

の部屋があり、 基のかまどがある。

24

職人の育成を行っている。

24

して疎まれた時代にも、その主義を曲

12

めるうちに納得した。

△ポワラーヌ工場入口

た天然素材のかごに入れる。このかご

る。その生地を手で成形し、布を張っ

どの熱と気温とで天然酵母が発酵す

と水と塩を混ぜて３時間おくと、かま

作業はまず生地作りから始まる。粉

ノロジー（
高度な技術）だ」と笑っていた。

る。職人さんは 「
これがまさにハイテク

生地を崩さずに道具からはずして並べ

し入れ、絶妙な手首の返しで柔らかい

並べていく。すーっと迷いなく道具を差

道具で生地をかまどの奥に突っ込んで

生地を寝かせている間に、かまどを

の間に顧客であるパリのパン屋やチーズ

焼きあがったパンは、朝４時から５時

焼き上がるまでには１時間をかける。

を１段４個、 段に積み上げ、大きな

30
温める。燃料は先に書いたように薪を

布をかけて２時間寝かせる。

12
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リエットなど）の会社の営業担当者が

（５／５）

らでも景色が見え、外に出ることがで
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屋、レストランが取りに来、昼からは南

見学の最後、田舎パンをはじめ何種

来ていた。彼の会社の新商品が出ると、

経営戦略としては、一挙に手を広げ

類かのパンを試食させてもらった。１時

きるように考えられたものだし、緑豊

手作りのパンをこれだけ大量生産して

ることはせず、徐々に規模を拡大しな

間焼くので皮は分厚くこんがりしている

どのようなパンに合うかを検討し提案

出荷できるのはこの工場だけだ、と社

がら顧客を増やしてきた。店舗を増や

のだが、それがとても香ばしくて滋味

かな立地も休憩時間が心地よいように

員の方。ポワラーヌは彼らのやる気と

すと品質が落ちるため、支店も極力

深い。皮がしっかりしているから、中身

を
仏やヨーロッパ各国への出荷、 Fedex
使ってニューヨークや日本へ
も空輸してい

技術に依っており、だからこそ人材育

持たない主義だ。そして顧客を逃がさ

はしっとりふわふわとしていて、噛むほ

しているのだそうだ。

成には力を入れているのだという。夜

ないように、作る場所も昔ながらの製

どに味わいがある。くるみやレーズンが

という配慮だ。

間の作業も必要という意味では厳しい

法も変えない。チーズのブリ ・ド ・モー

る。

仕事であり、それでもモチベーションを

入ったパンも、上質な素材を使っている

している。現社長は 歳のアポロニア ・

の焼き上がりを毎日必ず食べてチェック

とではない。代々の社長は、朝夕のパン

変えない、ということは何もしないこ

う売り上げを生んでいる。

70

ポワラーヌだが、 歳の時からチェック

30

に立ち合い、 歳の時、父である２代

13

しい」とつぶやきながら、何切れものパ

ンを口に運び続けたのであった。

（
文責：
小野）
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