
Aquila non capit muscas



イタリアン・エクセレンス。



ピエトラローヤ、それは二つと無い芸術作品です。

人間が作るものでありながら、

自然からの贈り物でもあるのです。



歴史

　カゼルタ種の黒豚、その起源は古代ローマ時代にまで遡ります。青灰色を

していて小型、顎に肉垂を持ち、体毛が生えていません。”Pelatello（禿げ

豚）”と云われる所以です。古代ローマ人たちはこの黒豚に一目置いていま

した。もちろん、その肉の素朴さと旨みを評価した上でのことです。古代の

著名な作家たちは、その著書の中で、精肉とプロシュット（ハム）の特性に

言及しています。紀元前２世紀には、監察官カトとして名高い大カトが、

『農業論』の中でプロシュットの作り方を綴っています。紀元 30年のルキウ

ス・ユニウス・モデラトゥス・コルメーラによる『農業論』、その他に、マ

ルクス・ガヴィウス・アピキウスの『料理の題目』、紀元５０年の詩人ユ

ウェナリスの『風刺詩集』などがあります。当時の古代ローマ帝国はその中

に多くの民族とその文化を統合していましたから、”帝国の臍”であるローマ

を起源とする食品・料理は新たに征服された土地でも入手することが出来ま

したし、また、その逆もありました。

　紀元一世紀には、ローマ皇帝のセッティミウス・セヴェリウス帝とトライ

アヌス帝が、インド洋にまで領地を拡げました。黒豚は彼の地からローマに

持ち込まれ、そしてイタリア半島に急速に普及したのです。

　ローマ軍が行軍する際には、兵士の栄養補給のために、多くの食糧が持ち

運ばれましたが、その中にきまって黒豚があり、続く数世紀の間に帝国の全

属州にまで広まったのです。

　こうした土地では、続く二千年の間に生じた他種との混交によって、黒豚

の形態学的な姿と肉の特性が変わってしまいました。現在も変わらずに古来

の特性を備えている黒豚は、イタリア半島のローマからカゼルタの間の地域

にのみ残っています。



　１７７６年ピエディモンテのラウレンツァーナ公爵は、ピエトラローヤの

地のプロシュットを食卓に献上するよう命じました。この頃からピエトラ

ローヤの近隣の多くの封建領主や富裕な貴族達が、この地へ、熟成のために

自分のプロシュットを送りました。１９１７年、アントニオ・イアマーリオ

は、ベネヴェントの風土についての記述の中で、ピエトラローヤとその極上

のプロシュットについて触れています。

　この地域では第二次世界大戦後まで黒豚が飼育されていましたが、その後、

商売をしやすい安価な北ヨーロッパの品種に取って代わられ、ほぼ消滅して

しまいました。

　その後、カンパーニャ州の限られた地域でのみ、１９７０年代まで飼育が

続きますが、ここでも生産性に勝る品種に替わっていきました。

　ほぼ絶滅しそうな危機を救ったのが、幾人かの飼育者による熱心な取り組

みでした。彼らは黒豚の遺伝学上および本来の形態上の特質を回復すること

に成功したのです。

　若い頃にカゼルタ黒豚の養豚経験を持つ、昔からいる地元の農民たちから

の賢明で貴重な助言も、その独特の肉質と特徴を古来の水準にまで回復させ

ることに役立ちました。

　ほぼ野生の状態で飼育することが困難であり、生産過程には高額の費用が

かかるために、この黒豚から作られる製品は、当然のことながら市場の極く

一部にしか出回りません。

　この極々限られた量のプロシュットの生産は、協会の規定にも厳しく従っ

ています。規定の中には、加工と熟成の工程以外に、黒豚の飼育法と餌の与

え方についても詳しく記されています。



　カゼルタ黒豚のとびきり美味な肉と、熟成の地であるピエトラローヤのも

つ驚くべき独自性とが結びついたとき、”ピエトラローヤ”を創り出すための

魔法が完全な形になるのです。

ピエトラローヤ

　プロシュット熟成の地であるピエトラローヤは、ベネヴェント県の小さな

山村ですが、マテーゼ自然公園の中にあって、人間の排出する汚染から完全

に免れています。村は、標高およそ１０００メートルのムトリア山麓の陽当

たりのよい斜面に横たわり、大きく湾曲したティテルノ川に囲まれたユニー

クな環境にあります。

　山間の孤立したこの村のもつ清浄な空気と類い稀な気候は、”ピエトラ

ローヤ”の薫りを最大限に引き出し、優しくゆっくり乾燥させる独特な熟成

法にとって、理想的な結びつきなのです。

　辛抱強く待つこと４年から５年、野生の草に養われた豚肉の芳醇な薫りは、

切り方の極意を知り尽くした刃に切られるとき、嗅覚を酔わせ、味覚を征服

しながら、爆発的に立ちのぼるのです。

　有無を言わせないクオリティー。これは全ての条件が完璧に整った時にだ

け生まれるのです。高品質の肉、餌、そして熟成地。”ピエトラローヤ”は、

これらを活かしきった強い味と薫りを持つ、無比のスタイルを持っています。

インパクトが強く諸感覚に訴える複雑さを持っていますが、旨味は嗅覚と絶

えず結びついており、エレガントな薫りと持続する洗練された魅惑の味とを

備えているのです。満ち足りた旨みのあと、野草のデリケートな香りとスパ

イスの温かいニュアンスとが後味として残ります。



豚の餌

　プロシュットを製造する際には、協会は最大限の注意と努力を払って、よ

り野生に近い状況で飼育された豚だけを選びます。未開の土地で飼育をする、

そして、豚そのものとその餌を適正に熟成させる、という哲学を追求してい

ます。森と草原と水、そして放し飼いにされる黒豚にとっての絶対的な主人

は、疑う余地なく、 自然そのものです。木々から熟れた実が落ちる時、ある

いは地面から草の匂いが立ち上る時、豚たちは好きなように餌を食べて栄養

を摂るのです。

　栄養補給のための餌は、遺伝子組み換えが為されておらず、また、寄生虫

駆除剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、化学肥料を一切使用しない土地で作られ

ます。生育地の空気は完全に清浄で、マテーゼ自然公園の幾世紀もの時を経

た森林と山々によって何キロにも亘って守られています。

　抗生物質や他のいかなる種類の薬剤も、厳格に使用を禁じられています。

まれに手当てが必要な場合には、ホメオパシー療法とオゾン療法が用いられ

ます。自然食品の摂取を実践している人にとって、健全な製品は、健康維持

のため、そして他の全ての食品と最善のバランスを保つための、まさに強力

な味方なのです。黒豚たちは、無二の飼育システムと、自然に育った餌の摂

取、完璧な気候条件、そして非常にゆっくりとした成長過程を享受している

のです。

　放牧地で豚たちが食べる餌は、栗、どんぐり、野生の草、鼻面で地面をか

き回して掘り出した根や根菜です。

　この古来の豚の特筆すべき点は、赤身の柔らかさと旨みを増しながら、極

細の繊維の奥深くまでその脂肪が浸透する性質です。

　協会の技術者は常に黒豚を管理し、その健康のために、豚たちが摂取する

水から餌まで、一連の食べ物を定期的に分析しています。



　ワインと同様、その年々の天候は重要です。季節は自然という絶対君主に

支配されていますから、毎年タイミングよく雨が降ったり陽が照ったりする、

という訳にはいきません。

　樫の木からとれるどんぐりの量も毎年同じではありません。栗、野生の草、

根菜その他も同様です。豚たちにどんぐりやその他の餌の必要量を確保する

ために、それらを手で拾い集めて乾燥させ、蓄えておく必要があるのです。

飼育に必要な餌が熟し始めるのは、草々が８月で、１０月にはどんぐり、栗、

野生種のりんごと梨、セイヨウサンザシ、ミズキ、スロー、セイヨウカリン、

ビャクシン、ニワトコ、ハウチワマメ、ナナカマド、セイヨウイチイ、ホッ

プ、セイヨウヤマモモ、ギンバイカ、マツ等の実が落ち始めます。完全な栄

養補給をするために、皮の厚さと実の甘みが違う５種類のどんぐりが集めら

れます。同じ観点から栗も２種類。月が満月に向かい、かつ日照がいい時期

に、野生および栽培した草を刈り取ります。その作業は、葉緑体の光合成が

最も活発な午後に、手作業で行われます。こうすることによって、タンパク

質とミネラル成分が完全に葉の中に残るからです。こうして集められた餌は

全て、匂い・味・色そして全栄養分を変質させずに保つために、冷風乾燥シ

ステムによって乾燥されます。



味と健康

　”ピエトラローヤ”は、非常に栄養価が高く、優れた必須アミノ酸から成る

タンパク質と、身体を健康に保つ希少成分に富んでいます。栄養学的観点か

ら見て、次のような大きな利点があります。

　ビタミン B群、特にビタミン B12、ビタミン B6、そして中枢神経体系を整

える働きをするビタミン B1が多く含まれています。その他、身体から活性

酸素を排出するための大事な抗酸化物質であるビタミン Eをたくさん含んで

います。

　赤身にたっぷり含まれる葉酸は、妊娠期間の不足を補うことでよく知られ

ていますが、赤血球を形成し、細胞を新しくする上で、決定的役割を果たし

ます。

　さらに銅、リン、マグネシウム、亜鉛、カルシウム、鉄などの希少成分、

および多数の抗酸化作用のある成分を含み、タンパク質の含有率は鮮肉に比

べて 50％増加します。

　一番搾りのオリーブ油に含まれる成分に似た、オレイン酸、リノール酸、

亜リノール酸等の脂肪酸を豊富に含んでいるので、善玉コレステロール

（HDL）を増やすと同時に悪玉コレステロール（LDL）を減らすのを助けま

す。

　”ピエトラローヤ”は、100グラムあたり約 280～300キロカロリーしかない

ので、自然で低カロリーの食事を実践する人たちにも適しています。

　赤身の中に小さな白っぽいものが見えますが、”チロシン”といって結晶化

しながら固まった、豚肉の脂肪酸の一つです。これは、”ピエトラローヤ”の

二つの大きな特性、つまり長い熟成期間と低塩分含有率、という他にはない

大きな長所を証明するものです。



　脂肪について、興味深い（しかし本当の）お話をしましょう。

軸受であるベアリングが発明される以前、心棒は車輪の中心を直に回ってい

たので、双方の摩擦を小さくするため、その間に一層の黒豚の脂肪が塗られ

ていました。何世紀にも亘って、この豚を選ぶ一つの大きな利点は、車輪の

中で最大限に長持ちする非常にコンパクトな油が得られる、ということだっ

たのです。

　カゼルタ黒豚には他種とは完全に違った脂肪成分の構造があるのです。濃

密で噛み応えがあるのです。

　”ピエトラローヤ”は、それを生産する人間の技術と、自然に従う賢明な伝

統とが与えてくれた、偉大な結果であり、また素晴らしい贈り物なのです。



加工

　協会に登録されている飼育者はほんの少数です。”ピエトラローヤ”を製造

するための腿肉を採ることが出来るのは、これらの小さな経営者のところで

生まれ育った黒豚からだけなのです。外部との分業をすることは無く、飼育、

加工、熟成、販売の全てを、協会の内部だけで運営しています。”ピエトラ

ローヤ”の製造には４才前後の雌豚のみが選ばれます。愛好家はかなり前か

ら、つまり加工に入る前から予約を入れます。黒豚が少数しかいないこと、

自然の中での飼育が難しいこと、そして熟成上の諸問題があるために、製品

の数が極めて少ない（年間５０～７０個）からです。

　限られた人たちのための芸術作品（！）であるが故に、貴重な、とりわけ

愛される、絶対的な存在であり続けています。かつてのローマ皇帝の格

言、”aquila non capit muscas（「鷲はハエを獲らない」＝権力を手中にする者

は、自身に値するものだけしか相手にしない。）”を完全に実証しているの

です。

　協会の責任者がチェックをしながら、冬の寒くて月が欠けていく時期に、

加工作業が始まります。腿肉は整形後に塩漬けされ、さらに数日後、塩でも

う一度きれいにされてから、圧縮機械にかけられます。

　加工と熟成の工程では、純粋な天然の塩だけが使われます。この塩は前史

時代に出来た、化学的・細菌学的に見て純粋な状態の結晶です。したがって、

現代文明が生み出した各種の毒素　－海水中に存在する水銀塩、ダイオキシ

ン、ホルマリン、その他汚染物質、その大部分が発癌性物質ー　が混入して

いません。

　プレス作業が繰り返された後、準備の整った”ピエトラローヤ”は、乾いた

風通しの良い、石壁の部屋に運ばれます。その後、長期間、十分に熟成する



まで洞穴に寝かされます。熟成に使われるたくさんの部屋と洞穴との間の移

動を管理するのは、熟成の技を知り尽くしたマエストロの仕事です。季節の

移り変わりと環境条件の変化を考慮し、月の満ち欠けの進行をしっかりと観

察しながら、どこに移動すべきかを考えます。さらに、非常に興味深いよく

知られた風習があります。夏にも氷が融けないように洞穴に雪をストックし

ておく、という伝統です。こうすることで、夏の暑い時期でも、洞穴の中で

は最適な湿度と温度を享受することができるのです。

　８月に入り、いちごブドウ、モスカート、マルヴァジア、スルタン種のブ

ドウの甘い実のいい香りが空気の中に漂い始めると、農夫たちは、例年のよ

うにいちばん熟した実の生るブドウの長い枝を切ります。そしてそれを”ピ

エトラローヤ”に戴せるのです。

　この特別な香り付けは、１２月まで続きます。ワインを醸造する時期にな

ると、ワインを貯蔵庫と洞穴の床、そしてその中にある木の棚にたっぷりと

かけ流すのが決まりです。これは、”ピエトラローヤ”を熟成させるカビが、

そこに漂う芳香と混ざりながら生育するまで続きます。

　熟成の始めの段階では若い赤ワインが使われますが、次の段階では若くて

非常にフルーティーな白ワインが使われます。香り付けには、さらに、スパ

イスの香りのする樹脂の染み込んだ葉や樹皮が加えられます。

　現在もこの伝統と昔と変わらない製造過程が、厚生省の保健衛生規則を遵

守しながら、実行されています。



熟成と保存

　”ピエトラローヤ”は敏感な素材ですから、ほぼ瞬時に湿度と温度の変化に

反応します。

　したがって、非常に短時間でどうにも救いようのない程に、簡単に台無し

になってしまいます。乾燥した寒さが最も恐るべき敵なのですが、これは豚

肉が硬直して水分が抜けてしまう結果、筋張って硬くなってしまうからです。

熱と過度の湿度も同じ様に害を及ぼします。つまり、肉全体に負担がかかり、

豚肉の発酵を引き起こし、結果として味と薫りを損なってしまうのです。だ

からこそ、旨味と薫りを最大限に表情豊かに引き出すには、最適な場所が欠

かせないのです。人里離れた山村であるピエトラローヤは、１８世紀以来、

この奇跡を起こし続けているのです。”ピエトラローヤ”の本質は、常に変化

し続けることにあります。ですから、間違って取り扱われたりすると、「健

康を回復する」ことが出来ないどころか、むしろ悪化するかもしれないとい

う脅威に常にさらされている「回復期の患者」となってしまうことでしょう。

そうなったら、致命的です。”ピエトラローヤ”は少しの間であれば、暖かい、

あるいは涼しい環境に耐えられます。しかし、乾燥、熱あるいは湿度が行き

過ぎると、とりわけそれが繰り返されたと、決定的に駄目になります。”ピ

エトラローヤ”を熟成し保存する最良の条件は、温湿度の一定した環境に置

くことです。だからこそ、移動は完璧なチェックによって護られなければな

りません。移動先を誤ると、８年間の情熱を傾けた並々ならぬ仕事が、水泡

に帰することになりかねないのです。

　”ピエトラローヤ”が岩山の洞穴を出る時には、保温機能のある容器に入れ

て運ばれます。移動に使われる容器は、マトリョーシカのように、入れ子様

の３つの入れ物から出来ています。最初の入れ物は杉材で出来ていて、”ピ

エトラローヤ”が入れられます。２番目はアルトグラス（アクリル樹脂）製



で、ドライアイスが入り、いちばん外側の３番目は樫材で、一層の灰か保温

材を入れます。これは、外部の臭いと温湿度の変化を遮断するフィルターの

役割を果たすからです。”ピエトラローヤ”を損傷させない、安全な移動の他

の方策として、飛行機輸送の場合ですが、錫メッキ処理をして与圧された

スーツケースに入れ、それに温度を一定に保つ装備を施す、という方法を取

ります。いずれの場合も、受け渡しは協会の派遣者に委ねられ、世界中のい

かなるイベントにおいても、”ピエトラローヤ”は協会が派遣するカットの極

意を知るマエストロのナイフによって切られるのです。

　目的地に到着すると、”ピエトラローヤ”は、空調の備わった貯蔵庫に入れ

られます。レストランの広間であっても、室内の温湿度の変化からしっかり

と守られて展示されます。プライベートの顧客も同様で、自宅においても、

あるいは自家用ヨットの上ですらも、完璧な状態で保存します。いかなる場

合でも特別なのです。例えるなら、アンフィトリオンとその招待客たちの恍

惚の饗宴のように、希少なよく冷えたシャンパンと一緒に賞味する類のもの

なのです。貯蔵庫のもつ効用も、別の臭いが存在したのでは、話が変わって

しまいます。別の臭いが混ざると、プロシュットの薫りが殺されかねません。

つまり、”ピエトラローヤ”は常に単独で取り扱われることを黄金律とするの

です。

　最高のワインと同様、”ピエトラローヤ”が完璧な熟成状態に達するために

は、たゆまぬ世話が必要です。全ての要素が調和して”ピエトラローヤ”たる

べき状態に達し、完全に唯一無二のプロシュットとなるには、脂肪分と赤身

部分との風味が完全に融合するための長い長い時間が必要です。そうするこ

とによって、薫り、歯応え、柔らかさ、密度の全てを発展させながら、その

複雑な芳香が引き出されるのです。よく管理された熟成を実現するには、相

当に細心でたゆまぬ努力が要求されます。季節の移り変わり、月の満ち欠け、



温度、風通し、そして湿度を十分考慮しながら、適度の間隔を置いて窓を開

け、湿度によって表面に出来る生成物を取り除くためにプロシュットに慎重

にブラシをかけ、東西南北に合わせて赤身が向く方角を変えながら、時計回

りに廻します。さらには、温度の変化が細菌を呼び、湿度がカビを呼ぶこと

を考慮しながら、プロシュットを洞穴に運び込んだり、取り出したり、とい

う処置を講じなければなりません。洞穴で寝かせておく間にも、上述した作

業と同様のことが為されますが、当然、時間と方法が変わってきます。

　気候から来る不都合、つまり温湿度の変化から守るため、熟成と保存の規

律は非常に厳格です。温暖な季節では、害虫から守るために、加工をしてい

ない白い麻布にくるみます。

　これらは、ワインの専門家や貯蔵庫管理のマエストロたちと同様、私たち

が秘密にするところのものなのです。知ること全てを提示したのでは秘密で

は無くなりますから、私たちが用いているテクニックの詳細には触れられま

せん。とどのつまり申し上げたかったのは、私たちが目指すのは、最高級ワ

インが最良の瞬間に栓をがかれるのを待つように、私たちのプロシュットが

十全な熟成状態に到達できるようにすることである、ということなのです。

”ピエトラローヤ”は生きています。ですから、初期の段階で出会う危険に満

ちた変化を通り抜けて完璧に熟成し、そして、その状態をより長く保てるよ

うに助けてあげることが肝要なのです。

　黒豚が、”ピエトラローヤ”を製造するのに十分な成熟状態にまで育つには、

およそ４年がかかります。脂肪質と薫りをたっぷりと身に付けた雌のみが使

われます。豚肉の持つコンパクトさとクオリティが、ゆっくりとした長い熟

成を可能にしますから、この条件を満たす肉のみがプロシュットに成ること

ができるのです。熟成を受け持つマエストロは、発酵と熟成との違いを見極

めます。発酵はプロシュットの生物学的生命現象、つまり、気温と空気に結



びつきながら熟成し続けていくことを可能にする現象です。一方、熟成は、

湿度を利用して、赤身と脂肪質が放出する薫りを豊かに調和させることです。

この調和が、プロシュットに最終的に全体の均質性を与えるのです。

　これが、熟成の第一日目からして”ディーヴォ（神的存在）”たるプロ

シュットの毎日をチェックする専門家の課題なのです。矛盾するようですが、

熟成の仕事はそれ以前から、つまりカゼルタ黒豚が選ばれてプロシュットに

なるプログラムにエントリーされた瞬間から始まります。豚は広大で汚染さ

れていない草原に放し飼いにされるので、十分な運動、そして多種にわたる

独特な野草、森になる実、低木になる実、根と根菜、野生の実と栗、樹脂と

香りのエッセンスの染み込んだ高木や低木の樹皮、どんぐり、といった多く

の食物の摂取が可能になります。とりわけどんぐりは、黒豚の体内で、悪玉

の飽和脂肪分を善玉の抗酸化物質のオレイン酸不飽和脂肪分に変えることが

出来るのです。

　どんぐりは多産・繁殖を促す力があることで、昔から注目されてきました。

ギリシャ語で bàlanos、ラテン語で glansまたは glandisは、樫の木の実とペニ

スの亀頭の双方を意味します。神秘的観点から言うと、どんぐりの中には純

粋に強い生殖力を象徴する強い男性的エネルギーが閉じ込められているので

す。



モーツァルトを聴きながら

　世の中には、一見すると気違い沙汰に見えることでも、いったん適用して

みると、素晴らしい成果を生むことがあります。豚たちにとって、心地よい

汚染されていない自然の中で放し飼いにされること、それ以上の幸福がある

のでしょうか？

　もちろん、ありません！ところが、豚も魔法に満ちた音楽を聴くと、恍惚

の境地に入るのです。モーツァルトの音楽、これこそがこの錬金術のキーな

のです。

　モーツァルトの音楽が人間・動物・植物の交感神経系に有益な効果を及ぼ

すという、アメリカやイギリスの大学が行った研究に興味を抱き、私たち

は”ピエトラローヤ”もこの偉大な恩恵に浴することが出来ると踏んだのです。

　技術的に最適な方法を用いて、そのハーモニーを黒豚が生息する場所、そ

してプロシュットを熟成させる場所の両方で流してみました。流したのは、

オペラ『魔笛』、ピアノ協奏曲第２２番K482、２台のためのピアノソナタ

K448ですが、さらに、より低い周波数の部分を少しずつ排除しながら 8000

ヘルツまで絞ってみたのです。信じられないことに、豚たちは色々な側面で

改良されました。仲間間で驚くほど調和するようになって喧嘩が少なくなり、

体重の増加は目覚ましく、赤身の繊維に脂肪質が入り込む効果は過去最大と

なりました。  音楽は熟成室でも流され続けましたが、驚くべきことに、そ

の感嘆はより大きいものとなりました。プロシュットの重さの減少は以前よ

りも小さくなり、熟成はよりゆっくりと進み、薫りはより強くなり、肉は柔

らかさと旨味を増したのです。ワイン、ビール、果実と同じように、この特

殊でユニークな音波は、プロシュットの熟成と発酵をより高める優れた方法

だったのです。



魔法の完成

　プロシュットを切る瞬間は、待つ我慢と期待で満ち満ちた時間です。”ピ

エトラローヤ”は五感を魅了します。目はその色に魅惑され、鼻は薫りに包

まれ、手は脂肪の感触に感激し、舌は旨味に心奪われ、耳は神秘的な静寂に

感嘆します。ナイフを入れるセレモニーは、職人芸と劇的要素に満ちた儀式

なのです。心は完全に奪われ、忘れることの出来ない感動を味わいます。

　”ピエトラローヤ”は、いちばん大きな赤身部分が下になるようにして、ま

な板の上にハサミ状の固定装置に挟んで乗せれます。切り込みはきれいに、

しかし、取り除く必要のあるのは皮のみで、それ以上深く取らないよう、そ

して、試食に予定されている分量を超えないようにします。一片の厚みが１

㎜を超えないように、そして切断面がぎざぎざにならないように、よく研が

れたナイフを連続してスムースに滑らせながら切らなければなりません。続

いて約５㎜（しかしそれを超えないように）幅のリボン状に切ります。カッ

ティングのマエストロは、肉の繊維に沿って縦方向に、赤身と脂肪分の薄く

て小さな肉片をカール状に削ぎ落す”波状”カットも用います。よく切れる刃

によって、本体から「気化した」この軽い雲のような一片は、ほとんど歯応

えも触感もないような、黄金色の脂肪に縁取りされた緋色の渦巻きとなって、

口の中で爆発的な旨味と化すのです。さらに、”ピエトラローヤ”の筆舌に尽

くしがたい完璧さを捉えるには、身体を使って直接触れることが必要です。

それは直接手で賞味するということを意味します。

　宝物として姿を現し、喜悦をもたらして呉れはしましたが、”ピエトラ

ローヤ”は傷付いてしまっています。時間が経過していく中で、その完璧さ

を保つには、切断面を同じプロシュットのラード片で覆う必要があるのです。

　当然のことなのですが、最大で２０日間という短時間の中で全てを食する

ことが好ましいのです。



多くの崇拝者と少しの選ばれし者

　ギリシアとラテンの古典を読んだ人たちは、「神々に愛された食べ物」と

いうフレーズに何度も行き当たったことがあるでしょう。そして”ピエトラ

ローヤ”を知る人は、きっと今日でも、その唯一無二のエクセレンスの中に

この著名なフレーズを連想することでしょう。五感を刺激し、味わい深く、

比類の無い、特別なクオリティ。

　これを口にすることが出来る一握りの幸運な人たちのことを、称賛の混

じった羨望を感じながらも、美食家として生きる悦びを知る「今様の神々」

と称することは禁じえません。

　少数の者だけが手にすることが出来ることが、”ピエトラローヤ”を世界で

最も珍しく高価なプロシュットたらしめているのです。



カッティング

　精肉店で見習いが最初に学ぶこと、それは肉の切り方です。見習いは、ナ

イフを握る前に、肉の繊維というものは切断するのであって、それに沿って

ナイフを入れてはいけないことを教えられます。イタリアでは、精肉とサラ

ミの切り方の文化は、何千年も前にその起源を持ち、あらゆる意味で完璧な

レベルに到達しています。イタリアの精肉商や豚の屠殺者が持つ職人技は、

世界中に遍く知れ渡っています。彼らは、プロシュットがスペインの”コル

タドール（生ハムのカッティング職人）”のやり方で切られるのを見るたび

に戦慄に襲われるのです。

　プロシュットは薄切りにされますが、肉の繊維を断つようにしなければな

りません。こうすることによって、肉片を最大限に柔らかくするのです。切

断機を使う場合でも手でナイフで切る場合でも、これはしっかり守らなけれ

ばなりません。

　”ピエトラローヤ”を切る場合には、ナイフで縦方向に切るのが完璧な方法

です。ここでは、ナイフ捌きのスペクタクル性と、肉を完璧に薄切りする絶

対的技術とが、結びついているのです。



烙印

　ピエトラローヤ・プロシュット保護協会は、品質保証に関する独自の証明

法を持っています。それが烙印（焼き印）です。

　烙印は、製造の全工程にかけた多大な仕事を強調するほかに、クオリティ

の面においても、健全さ・自然さ・生産地の面においても、基準を満たして

いる以上のものであることを保証するものです。

　特にクオリティにおいて、他のいかなる製品にも優っているという点を、

さらに一歩踏み込んで証明したいのです。

　烙印は、製品の絶対的なクオリティを保証するだけではなく、黒豚の遺伝

的特性、環境の健全さ、放牧地での放し飼い、食餌、加工、熟成かつ配送に

至るまでの内部チェックシステムを証明するものです。さらに、生産倫理、

必要とする時間、仕事に携わる人々、加工・熟成の過程における卓越した職

人技、放牧地での豚の餌の質の高さと完璧な健全さを、謳います。

　これらの要素全てが、烙印を非常に特別なものにしています。言い換えれ

ば、烙印は、プロとしての能力、知識、伝統、才能といった、人間の能力の

高い水準を、証明しているのです。

　顧客の手にわたる前、”ピエトラローヤ”は最高の愛の表現を受け取ります。

これこそがカッティングに先んじる最後の魔法なのです。つまり、”ピエト

ラローヤ”を、連続して３種類の白ワインの蒸気の中に、１種類につき１０

日間をかけて、置き続けるのです。これは、”ピエトラローヤ”を熟成の粋た

らしめる、伝統的で特別な配慮です。

　この最後の手作業は、「仕上げのエスプリ」、「隠し味」の最後の追求な

のです。繊細さ、エレガンス、柔らかさ、風味そして薫り。これらは注意深

く選ばれた素材、黒豚の成熟度、餌、プロシュットの熟成から生まれ、この



最後の優雅な手入れによって、完璧な純粋さ、風味の豊かさ、そして持続す

る薫りという驚きの状態に到達するのです。

　”ピエトラローヤ”は、最初から最後の瞬間まで８年以上の長きにわたり、

忍耐強さと賢明さとをもって愛され続けるのです。そして仕上げのマエスト

ロが完璧であることを認めた最後の瞬間に、”ピエトラローヤ”に「焼き印」

が押されるのです。

　”ピエトラローヤ”が世界ナンバーワンになる瞬間です。



カイリクス

　古代ギリシアの王、古代ローマ皇帝たちは、自分の身の回りに最高の芸術

品を置いていました。カイリクス（古代ギリシアで使われた２つの取っ手を

もつ浅い酒杯）はこの種の範疇に属するものでした。

　カイリクスは私たちを一目で魅了します。伝統的な黒地を背景にして描か

れた金の帯状装飾は、私たちを栄光の古代へと引き戻しますし、「神々の食

物」ピエトラローヤがそれに盛られて試食されるという、最高の儀式に使わ

れることで、私たちは感動で満たされます。一方、その杯を持つ手の温かさ

が伝わることで、プロシュットの持つ嗅覚を刺激する力の全てが解き放たれ

ます。最高級のコニャックを味わう時に使う瞑想的錬金術と全く同じなので

す。

　こうして感覚を膨らませる魅惑的な舞台装置は、人々が悦びを共にして容

易に打ち解けることで、饗宴を一体化させるのです。カイリクスに盛られ

た”ピエトラローヤ”を賞味することは、人生における特別な、法悦のひとと

きなのです。 人生の最良の悦びを捉えるとき、それは古代の儀式、権力の象

徴となるのです。



欧州グルメ連盟　イタリア支部会長からの手紙

２０１２年１２月３日　於サルソマッジョーレ

ピエトラローヤ・プロシュット保護協会

　ダニエーレ・ボゾーニ様

　先日は、ピエトラローヤ・プロシュットの試食会にご親切にお招き頂き、

本当に楽しい夕べのひと時を過ごせましたことに、心から感謝いたします。

貴方がプロシュットの美味について絶賛されました際、始めはいささかため

らいを感じ、少々懐疑的になりました。しかしながら、最初のひと切れを口

にした時に、それを納得せざるを得なくなったことを喜びをもって告白致し

ます。貴方が巧みなナイフ捌きで「緋色と金色の絹雲」をお切りになってい

る間、私はもう抑えきれずに次のひと切れに手を伸ばしていたのです。

　本当に素晴らしいことでした！それまでは、プロシュットを賞味すること

がこれほどに沢山の感動ーそれは歴史的にも、文化的にも、饗宴の場として

も、五感への刺激としても、そして味覚としても、ということなのですがー

を生むとは想像だにしませんでした。これは私があの時経験したありとあら

ゆる恍惚から感じ取ったことなのです。

　今、私は確信をもって断言することが出来ます。ピエトラローヤ・プロ

シュットは本物の御馳走であり、洗練された美食家たちを、彼らの期待以上

に、かつ、彼らが想像しうるあらゆる味覚を超えて、征服することは間違い

ありません。その旨味は、失われてしまった昔の薫りと風味を再発見させて

呉れました。製造に携わる人の才能と情熱が、それを今復元し完成させたの

ですね。



　また、ついに、プロシュットのカットが正しい方法で行われたことも観察

できました。ナイフを用いて、肉の中の腱を避けながら、縦方向に正しく繊

維を切断していました。今こそ、スペインや他のヨーロッパ諸国で用いられ

ている、縦切りの不適切で間違った切り方を告発できる力を持ったカリスマ

が現れた、と思ったものです。

　あらためて、イタリアの美食の真髄である”ピエトラローヤ”と出会い発見

する機会を私に与えて下さったことに感謝申し上げます。その洗練された美

味しさを味わった悦びを忘れることはありません。

敬具

ロマーノ・ランブリ



十二使徒

　ケープ・カナベラル（アメリカ合衆国フロリダ州）とピエトラローヤ（イ

タリア共和国ベネヴェント県マテーゼ山麓）とを十分に比較観察したとして

も、そこに共通項を見出すのは難しいことです。前者はケネディ宇宙セン

ターの名うての本拠地ですが、後者は人口６１０人の知られざる寒村で、住

民はもっぱら森での放牧や前近代的農業に従事しています。

　二つとも現実のものですが、言ってみれば、互いに何億光年とかけ離れて

いるのです。

　しかし、よくよく見ると、類似した機能を展開していることに気付きます。

双方とも、宇宙への、はたまた時間への、偉大なる旅の出発点なのです。

ケープ・カナベラルからはNASAと一緒に、宇宙探検に出発するのですが、

ピエトラローヤからは、宇宙探訪と同じくらい示唆に富んだ、古き佳き時代

への旅に飛び立つのです。移動手段は、前者が宇宙ロケット、後者はカゼル

タ黒豚の雌。ピエトラローヤに設置されるシャトルは、至福に満ちながら食

卓から過去に飛び込むためですから、厳密に、標高一千メートルの放牧地で

３年以上放し飼いされて成熟したカゼルタ種黒豚でなければならないのです。

うるさい愛好家に至っては、放牧の間もプロシュットになってからも、優雅

な豚たちが天国の気分になるモーツァルトの音楽を流したがるのです。

　こうした確固たる信念と何世紀にもわたる伝統を持つ”ピエトラローヤ”は、

最高の芸術作品を探し求め、法悦の時に身を委ねながら、諸々の要素を捉え

て味わい尽くす、そうしたことを知る者たちにのみ、その身を捧げるのです。

単なる日常的な消費で事足りている人は他の製品を買えば良いのです、なぜ

なら、毎年、”ピエトラローヤ”の生産量はほんの少ししかないのですから。



　最後に、珍品を追い求める人に無私の忠告を差し上げましょう。”ピエト

ラローヤ”を、単に、プロシュットと呼ぶだけでは足りません。それは自然

による魔法であると共に、人間による芸術作品でもあるのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・ペッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タリアテッラの一使徒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イタリア、ボローニャ

タリアテッラの十二使徒とは、何年も前ボローニャでの晩餐で、

「人生を楽しみ、そして食べることを楽しむ文化」を護り、経験

し、広めたいという共通の想いで盛り上がった１２人からなるグ

ループです。



　アカデミー

　”ディーヴォ（神的存在）”は、イタリア生まれだ。

　食のエクセレンスを競う世界の檜舞台に立つ、次のイタリアのイコン

は、”ピエトラローヤ”だ。

　ジェイムス・ボンドは、キャビアとシャンパンだけでなく、”ピエトラ

ローヤ”をも食卓に付け加えなければならないだろうし、クリスティーズや

サザビーズでは、最も珍しく有名なコレクター向けワインに並べて、”ピエ

トラローヤ”を競売にかけることになるだろう。こうして、イタリア美食道

の新しい主役が、世界中の一級の食通を征服することになるのだ。

　イタリアの新しい神話たる”ピエトラローヤ”。我々はそれを試食する光栄

に浴したのだ！

　カッティングのセレモニーの舞台装置は、我々を巻き込んで魅了する。ピ

アノで生演奏されるモーツァルトの音楽を聴くことで、この手で神体を拝受

する心の準備を整え、エレガントな接客係から手渡される真っ白な麻のナプ

キンで、今まさに神との接触が実現するという興奮を落ち着けるのだ。

　そして、最大の感動の瞬間、試食だ。何度も何度も、次の一切れを求める

欲望に支配される。驚くほど次々と現れる異なった薫りと隠れた風味によっ

て、歯止めが利かなくなるからだ。他の同席者が口にした最も控え目な形容

が、「格別だ！」だった。全く特別な方法でカットされ、室温に戻された極

薄い片が、無限の薫りを発散する。少しずつ空気に触れるにつれて（まさに

最高級ワインのごとく）野生の味が豊かになっていく。森、土、放牧地、新

鮮な泉の水、大自然が生み出した限り無い薫り。柔らかく、比類の無い旨味

を伴って、味覚とそれ以外の感覚をも虜にする、それは諸感覚の恍惚なのだ。

　これら全てが、８年にわたる忍耐強い仕事による、全く自然な方法で出来

たものだとは到底思えない。



　文句無しの味覚の感動と、考えもしなかった発見。本当の意味で、世界で

たった一つの品、真の驚くべき芸術作品、ピラミッドやコロッセウムに並ぶ

もう一つの世界の驚異であり、プロシュットを創る人の研究・情熱そして天

賦の才の結実なのだ。

　頂点まで高められたイタリアのエクセレンス、その歴史と伝統の素晴らし

い宝石なのである。

　おめでとう！

　美食界の大空に、新星が現れたのだ。その光を享受する者に祝福あれ！

イタリア料理アカデミー名誉会長

ヴラディミーロ・アッバーテ

イタリア、カゼルタ

　



花嫁道具（携行品）

ー木製容器で出来たトランク

ーハサミ状の固定装置が付いたまな板

ーカッティングに必要な道具の入ったトランク（下記のものを搭載）：

皮を剥ぎ、骨を除去するための短い鋼鉄製ナイフ

カッティングのための長く平らな鋼鉄製ナイフ

肉片をリボン上にカットするための中くらいの鋼鉄製ナイフ

ー肉片をリボン上にカットするための木製まな板

ーナイフの砥石

ー手を拭くための”ピエトラローヤ”のロゴ入りクロス　１枚

ー手を拭くための”ピエトラローヤ”のロゴ入りナプキン　６枚

ープロシュットをきれいにするためのモロコシ毛のブラシ

ー”ピエトラローヤ”の本



コンタクト

Consorzio per la tutela del prosciutto di Pietraroja

（ピエトラローヤ・プロシュット保護協会）
Piazza Vittoria n° 8, Pietraroja,

Benevento, Italia

Presidente Consorzio di tutela:

（協会会長）
Daniele Bosoni

（ダニエーレ・ボゾーニ）
daniele.bosoni@tiscali.it

+39-3356080587

www.themilliondollarham.com

ピエトラローヤはイベント（あるいは贈り物）にのみ販売しております。

いずれの場合もカッティングは、

協会が自費で派遣するカッティングのマエストロが実施致します。

mailto:daniele.bosoni@tiscali.it
http://www.themilliondollarham.com/


　索引

歴史

ピエトラローヤ

豚の餌

味と健康

加工

熟成と保存

モーツァルトを聴きながら

魔法の完成

多くの崇拝者と少しの選ばれし者

カッティング

烙印

カイリクス

グルメ

十二使徒

アカデミー

花嫁道具（携行品）

コンタクト
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真の意味で謙虚で賢明な

紳士であった

父に捧げる




