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香り立つ秋を形にした卵料理と
フランスの技に和のテイストをまとったミルフイユ

優勝は米田 武史 氏
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第8回エスコフィエ・フランス料理コンクール

決勝料理課題
「スフレ・ドゥ・カヌトン・ルワネ」



　　　決勝の感想
　開始30分前の料理・食材
発表から、頭が真っ白になりそう
なのを抑え、試行錯誤して
作ったものが認めていただけて
光栄です。難しい料理でした
が、どの程度火を入れるか、
塩味の決め方、ソースのバラ
ンスなどはこれまでに教わって
きた通りに作業しました。それ
が通用し、良い結果を得られた
のは今まで学んできたことが

間違っていなかったのかなと感謝しています。今後も古典フランス
料理のおいしさを伝えていきたいですし、シェフになったばかりで
このような賞をいただいた幸運に感謝し、優勝を記念するメニュー
を作りたいと思います。

決勝の感想

　第1回コンクールとほぼ同じテーマでしたが、同じ課題が再び出ると
は予想もしませんでした。制作にあたってはファルスを慎重に作り、
火入れに細心の注意をはらって、お客様にお出しする時と同様におい
しくお召し上がりいただくことを第一に考えました。今後は後輩の指導
にも力を入れるとともに、料理勉強会などで引き続き古典フランス料理
の研究を続け、今回の経験を活かしたいと思います。

決勝の感想

　決勝課題については何になりそうかとずいぶん考え、鶏かもしれ
ないと予想していました。鴨がテーマで予想が少し当たりましたが、
焼き加減など、どのような状態がベストなのかがよくわからず、手探りで
作業をすすめました。終わってみてもっとこうすればよかったかもしれな
いと思う部分もあり、後悔が残りました。大変でしたがこの経験を
無駄にせず、さらに研鑽してまたチャレンジしたいと思います。

準決勝作品のコメント
　豚ロースの脂部分を噛みしめる時の旨味と、骨付きのまま火を入れ
る事の利点を生かすため、この料理を考案しました。シャリュキュトリー
の調理法を随所に散りばめ、豚料理ならではの構成を目指しました。

豚骨付き背肉のファルシを、
　　　　　　五香粉の香るブレゼに
Braisée de côte de porc farcie aux cinq épices

エスコフィエ・フランス料理コンクール第8回

8月31日(水)食糧学院 東京調理製菓専門学校において「ル・ギッド・キュリネール」の作品をテーマとして隔年に開催される
「エスコフィエ・フランス料理コンクール」決勝審査が行われました。ルセット審査による予選、東西2会場での準決勝を
勝ち抜いた8名で競われた最終結果をご報告します。

優勝優勝

第２位第２位

第3位第3位
米田 武史 氏

リーガロイヤルホテル小倉

武智 大輔 氏
株式会社セルリアンタワー東急ホテル

竹末 宗弘 氏
株式会社セルリアンタワー東急ホテル

準決勝作品のコメント
　古典に学び、調理法はル・ギッド・キュリネールに基づきながらも
現代風に表現しました。豚肉に相性の良いフルーティかつスパイ
シーなジュースでブレゼする事により豚肉のおいしさを引き出すとと
もに香り高く仕上げました。

準決勝作品のコメント　
　エスコフィエの理念、「料理は時代とともに進化していく」を念頭に
置いて、ル・ギッド・キュリネールからイメージを膨らませて自分なりに
解釈し、基本を崩す事なく豚肉の旨みや風味を引き出した料理に
仕上げました。

エピス香るエギゾティックフルーツのジュでブレゼした
　　　　　　　　　　　　　　　  豚背肉のファルシー
Côte de porc farcie braisé au jus de fruits exotiques aux épices

牧草でロティした骨付豚背肉のファルシ
　　　　　　　　　　　　　　カフェ香るキャラメリゼで
Côte de porc farcie rôti au foin.caraméliser arôme de café

文部科学省　農林水産省 MAAF
（フランス農業・農産加工業・林業省）

SOPEXA JAPON
（フランス食品振興会）後援：

準決勝作品

準決勝作品

決勝当日発表課題料理 スフレ・ドゥ・カヌトン・ルワネ Soufflé de Caneton Rouennais

決勝作品

決勝作品

決勝作品

優勝者はリーガロイヤルホテル小倉 米田 武史 氏

準決勝作品
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　今回の勉強会は、第8回エスコフィエ・フランス料理コン
クール決勝課題料理の「スフレ・ドゥ・カヌトン・ルワネ」を
テーマとします。

コンクール課題料理をテーマに勉強会を開催

日　時：2016年11月２日（水） 午前９時～午後４時（予定）
場　所：大阪あべの調理師専門学校
参加者：勉強会実行委員・フランス料理勉強会理事、他

勉強会参加メンバーを募集しています。参加メンバー登録について、詳細は協会ホームページをご覧ください。
日本エスコフィエ協会ホームページ   http://escoffier.or.jp/

テーマ:「スフレ・ドゥ・カヌトン・ルワネ」
　　　　　　　　　Soufflé de Caneton Rouennais

第19回

勉強
会のお

知らせ

選びました。鴨の内臓の入ったものは中を抜いてから調理しな
ければなりません。60代後半以上の料理人にとっては簡単な
作業ですが、骨のつかない正肉をメインに扱っている若い人た
ちは非常に苦労していました。そういう技術も伝えていかなくて
はいけないと思いました。2002年の第1回コンクールに近い
課題でしたが、前回は終了時間を過ぎてもなかなか料理が
出来上がらず、表彰式の開始が遅れるほどでした。今回はそう
したこともなく、いずれも素晴らしい仕上がりでした。このコンクール
が足掛け14年、8回まで継続できたのは協賛いただいた皆様の
ご支援があればこそです。また会場を提供し、サポートしてくだ
さった学校関係者の皆様にも厚く御礼を申し上げます。

北川 拓朗 氏 リーガロイヤルホテル大阪

木村 晴悦 氏 ホテルニューオータニ

髙橋 賢明 氏 リーガロイヤルホテル大阪

藤﨑 利男 氏 ディズニーアンバサダーホテル

村地 高広 氏 ホテルグランヴィア京都

　コンクールの決勝課題はオーギュスト・エスコフィエの「ル・ギッド・
キュリネール」から選ばせていただいています。選手にはこの料理
を確かに再現する技術が求められます。今回の課題は予選が
豚の骨付リブロースにひき肉などの詰め物をする料理です。
3種類の付け合わせのうち一つはランティーユという豆を使うこと
を指定しました。決勝課題は窒息鴨をロティし、フォワ・グラなど
の入ったファルスを塗り、弱火で火を通します。ソース・ルワネを添
えました。モワルの入ってないソース・ボルドレーズを鴨肝のピュレ
でリエして仕上げたソースで最近あまり使われない技法です。
こうした料理法をこれからも残していきたいという思いでこれを

入賞者5名の準決勝作品とコメント(50音順)

ジロール香る骨付き豚背肉のファルシ　
　　　　　　　　　　　ソース　ヴィネグルドバニュルス
Côte de porc farcie aux girolles.sauce vinaigre de banyuls

　繊細な火入れが必要な豚背肉を、いかにしっとりと焼き上げら
れるかを考えました。フォルム重視ではなく、シンプルながらも温か
みのある血の通った料理を目指しました。貴重なこの経験を後輩
にも伝えたいと思います。

　豚背肉にすね肉の旨味を詰め、豚の脂でロティ。燻煙風味のカ
リフラワーピュレ、アーモンドで仕上げて、コルニッションの酸味とマ
スタードを効かせたソースを添えました。初挑戦でしたが、決勝進
出経験者の方の仕事を拝見でき、先を読みながら手際よく処理さ
れる様子が大変勉強になりました。

ブーダンノワールと林檎のコンフィチュールを詰めた
　　　　　　　　　骨付き豚背肉のロティ ソースロベール
Rôti de côte de porc farcie avec boudin noir et confiture de pomme.sauce robert

　豚背肉と相性のよい食材を合わせることで、味わい深く仕上げ
ました。豚背肉の本来のコクや旨味を引き立て、彩りにもこだわり、
新しい発想の中にも伝統的なエスコフィエの調理法に基づいた
現代風料理です。

ヌガティーヌを纏った豚骨付き背肉のファルス包み　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マデラソース
Côte de porc farcie habillée de nougatine.sauce madère
　ファルスに豚レバーで旨みを、表面にヌガティーヌとプルーンチャ
ツネで食感と香りのアクセントをつけ、豚肉との相性を重視した
ガルニチュールにし、ファルスは背脂で巻き、出た豚屑肉を無駄
なく使用する構成にしました。この経験を後輩にも伝え、自分も
再挑戦したいと思います。

ゴディヴォー風ムースを詰めた骨付豚ロース肉　
　　　　　　　　　　　　　　　　マデラ酒のソースで
Côte de porc farcie en mousse au godiveau.sauce madère
　「ル・ギッド・キュリネール」を尊重しつつ、アセゾネとキュイッソン
に気を配り、複雑味のあるゴディヴォームースをファルスにし、クラシ
カルに仕上げ、骨付豚ロース肉を余すところなく使い切りました。

第8回コンクール決勝課題について
実行委員長 堀田 大 氏

　今回、ポーク・ファルシを課題に選んだのは、骨付きのかたまり肉
でファルシすることがコンクールでも現場でもなかなかないため、
実践する機会を設けたいということでした。付け合わせは堀田
副会長のアイデアで豚肉に相性の良いランティーユ（レンズ豆）
を規定課題にしました。私がコンクールに参加していた十数年
前に比べ情報量も伝達速度も進歩していますし、皆さん大変
良く勉強されてヴィジュアル的にも美しく、レベルが上がっている
と感じます。今、私が挑戦しても予選すら通らないと思うくらいで
す。その反面、私たちの時代は日常業務の中でこうした古典料
理に接する機会が今よりは多く、やりやすい面がありました。

予選・準決勝課題について
実行委員 能勢 洋 氏

燻煙香るカリフラワー纏いジャンボノーを詰めた
　　国産豚骨付背肉のロティ ソースシャルキュティエール
Côtes de porc farcies au jambonneau en habit de chou-fleur fumé et sauce charcutière

※準決勝の料理名は、フランス語表記の正確性なども含めて審査対象となるため、参加選手のルセットに従って掲載しています。

例えばソースづくりの経験・知識などです。今の方たちは情報
量が多い反面、実務では経験していないことが難しい点だと
思います。古典料理は実務で経験する料理と少しかけ離れて
いる部分もありますが基礎になる料理がたくさんあるので、意識
して勉強し、継承していく義務が私たちにはあると思います。
日頃から古典料理に触れ、理解を深めていないと本を読んだり
ルセットを見ただけでは料理は作れません。コンクールを継続し
ていくための課題作りも含め、日頃からそうしたことを念頭に置き、
時代に合わせてアレンジしながら継承していくことが必要だと
感じました。

堀田副会長、野勢理事によるルセット説明

決勝課題の食材
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ソースの技術に見えるレベルの高さ

細部までの完成度が決めて ルールやテーマへの理解が基本

日頃の努力が見える仕上がり

決勝審査 講評 審査委員長　鎌田 昭男 氏

西日本準決勝試食審査 講評

山口 浩 氏
　神戸北野ホテル 総支配人 総料理長

　7月27日(水)、辻調グループ校 エコール辻 大阪において、西日本準決勝が開催されました。
くじ引きによる順番に従い、15分ごとに調理をスタートした各選手は4時間の制限時間で腕を競いました。

　東日本準決勝は7月28日(木)、後藤学園 武蔵野調理師専門学校において開催されました。
予選のルセット審査を勝ち抜いた8名が各自のルセットにより調理。厳正な審査により4名が決勝に進みました。

第8回コンクール全体講評

　開始30分前に初めて知らされた料理を作るという条件の下では
予想以上に全体的に良い出来でした。実力のある方、臨機応変
に対応できる方が決勝に進出したと思います。鴨に火が通りすぎ
たなどの問題があるものでもソースは出来が大変良いなど、それ
ぞれに見どころがありました。また、味、仕上がりなどで高く評価さ
れながら、時間をわずかにオーバーしたために減点されて順位を
下げた人もありました。結果として順位はつきますが、特に上位の
方々は甲乙つけ難い出来上がりでした。今回のソース・ルワネは
鴨の血で作ります。この場合は裏ごししたレバーから作るのですが、
レバーを入れてから沸騰させないで作る本格的方法と、沸騰させ

　火の通し加減、付け合わせとの相性、盛り付けなど、皆さん大変
良く考えて作りあげられているという印象でした。しかし、作品が
ルセットの段階で大変良く工夫されていたとしても、試食審査では
料理そのものの出来栄えが評価の対象となります。そこで、違いが
出るのはオーヴンなどの調理器具を始め普段と異なる環境、決め
られた時間の中で自分のルセットをどこまで再現できるかという
ことです。ルセットの発想の良さだけではなく、料理の段取りなど
までよく考え、試作・練習することによって完成度は上がります。
味付け、火加減などが良く、細部まで完成度が高い方が良い評価
を受けて決勝に進まれたと思います。

東日本準決勝試食審査 講評

高橋 義幸 氏
　帝国ホテル 調理部長

　火入れの仕方の良し悪しに、なれないオーヴンの火加減などに
よる苦労の跡が見えました。どれも努力・練習していることは感じ
られ、普段の職場での活躍が想像できる作品でした。味付けはも
ちろん細部までよく仕上げている選手もありましたが、細かいところ
まで完成できない人もあり、作業手順がどれだけ体にしみ込んで
いるかで勝敗がわかれたように思います。決勝に進めなかった方
も、ルセットを考えること、段取りを工夫することなど、すべての経験
が糧になるはずです。悔しい思いを無駄にせずチャレンジを続け
て成長して欲しいと思います。

予選 講評

伊藤 文彰 氏　
ルヴェ ソン ヴェール東京 代表取締役

　ルセットに書き込まれた内容をよく吟味するため、写真を見る
前に先にルセットを読んで審査をしました。フランス語の間違いが
非常に多く、手順の書き方がわかりにくいものもありました。注意す
れば直せるので気を付けて欲しいと思います。ルールの見落とし、
テーマの解釈の違いなどで失格した中に質の良い作品もあり、
惜しまれます。具体的には表面にムースを塗るなど、テーマである
ファルシとは見なされない技法のもの、材料費の金額が妥当と思
われないものなどです。ソースや課題の中で指定されているガル
ニチュールに対して、創意工夫が見られ、その意味があると思わ
れる作品に対して、高く評価をしました。

準決勝　西日本会場　辻調グループ校 エコール辻 大阪

準決勝　東日本会場　後藤学園 武蔵野調理師専門学校

てレバーの臭みをとる方法の二つが
あります。生で血液を使う料理は現在
日本ではほとんどしないので、沸騰させ
る方が食べやすく無難ともいえます。
今回はどちらのやり方も見られ、それぞれ
によくできていました。コンクール参加者全体のレベルが上がって
いると感じます。協賛いただいた皆様、選手を支援する所属
ホテル・レストランの皆様などのおかげでコンクールが発展してま
いりましたのは大変ありがたいことです。今後も多くの方のチャレ
ンジをお待ちしています。

鴨のアビエに苦戦

決勝 実技審査 講評

小石 幸一郎 氏
　ANAクラウンプラザホテル金沢　洋食調理長

　頭や脚、内臓の付いた鴨をアビエする課題でしたが、内臓の
衛生的な処理、肛門周辺の適切な切り落しなどの点で疑問を
感じる方もいました。近年は職場で頭や内臓の付いた鴨を扱うこ
とがほとんどないため、苦労した様子でした。一方で食材の余り、
たち落としなどを無駄なくソースに使うなどの手際の良さで感心さ
せられる方もいました。鴨を加熱する際に蓋をしてないなどの
ルセットの見落とし、時間配分のまずさや制限時間の勘違いなど
もあったようです。しっかりとルセットを読んで理解し、落ち着いて
取り組んでほしいと思います。

西日本 東日本

　6月15日の応募締め切りまでに88名の応募がありました。
7月6日(水)、機械工具会館において応募ルセットの審査を
行い、東西各8名、合計16名の準決勝進出者が選ばれました。

会場レポート

―第8回エスコフィエ・フランス料理コンクール準決勝進出者―
木村 晴悦
小林 武則
佐藤 栄介
竹末 宗弘
武智 大輔
橋本 禎嗣
福田 伊佐央
藤﨑 利男

ホテルニューオータニ
ルヴェソンヴェール東京
㈱セルリアンタワー東急ホテル
㈱セルリアンタワー東急ホテル
㈱セルリアンタワー東急ホテル
ザ・プリンスパークタワー東京
㈱京王プラザホテル
ディズニーアンバサダーホテル

出野 正雄
川端 和也
北川 拓朗
米田 武史
髙橋 賢明
徳重 慎一郎
村地 高広
矢吹 侑久

ルヴェソンヴェール・ラトゥール
ザ・リッツ・カールトン大阪
リーガロイヤルホテル大阪
リーガロイヤルホテル小倉
リーガロイヤルホテル大阪
城山観光ホテル
ホテルグランヴィア京都
ディズニーアンバサダーホテル

予選
課題

詰め物をした国産豚骨付背肉の温製料理
Côte de porc farcie

　予選から決勝まで、約2カ月にわたるコンクールの進行レポートです。

予選審査

協議説明と抽選 材料・器具審査 競技中の選手

西日本準決勝参加者および審査員、関係者一同試食審査

厨房での実技審査

結果発表

会場となった武蔵野調理師専門学校 競技中の選手

実技審査 デクパージュ

東日本準決勝参加者および審査員、関係者一同試食審査 結果発表
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コンクール決勝会場

　緊張した面持ちで決勝会場に参集した選手たちは概要説明、抽選の後、外部と接触のない
一室で待機。各自が調理スタートの直前に初めてルセットの説明を受け、30分の構想練り時間
の後に調理を開始して3時間の制限時間内で決勝課題に取り組みました。

表彰式(会場 京王プラザホテル)

ご協賛企業・団体・個人の皆様 (敬称略50音順)

審査委員 (敬称略)
●予選

赤見　雅宣
池田　順之
伊藤　文彰
加賀　和広
小山　英勝
斉藤   哲二

横浜ベイシェラトン・ホテル＆タワーズ
ホテルオークラ東京
ルヴェ ソン ヴェール東京
藤田観光
ストラスブール
浜松町東京會舘

洋食料理長
洋食調理部長洋食調理総料理長
代表取締役
執行役員総料理長
シェフ・パトロン
調理長

専務取締役総料理長
洋食料理長
取締役総料理長
洋食調理二課副課長
執行役員総料理長
シェフ・パトロン
調理長
取締役総料理長
調理部 部長
総料理長 兼 副総支配人
調理部長

●準決勝　東日本
鎌田　昭男
赤見　雅宣
井田　仲弘
新明　武司
加賀　和広
小山　英勝
斉藤　哲二
佐藤　佳行
高橋　義幸　
中宇祢　満也
松山　昌樹

東京ドームホテル
横浜ベイシェラトン・ホテル＆タワーズ
ホテルメトロポリタン
ホテルオークラ東京
藤田観光
ストラスブール
浜松町東京會舘
ホテルモントレ
帝国ホテル
浦和ロイヤルパインズホテル
ロイヤルパークホテル

副総料理長
代表取締役

甲斐　政己
田中　彰伯

ハイヤットリージェンシー
レ・クリスタリーヌ

料理長
料理長
シェフ
調理長
調理長

小川　次郎
河野　浩二
竹下　公平
山口　善弘
大野　貴史

ヒルトン成田
明治記念館調理室
浦和ロイヤルパインズホテル
如水会館レストラン ジュピター
銀行倶楽部

●準決勝　西日本

●決勝

コンクール実行委員

（書類審査）

（食味審査）

（実技審査）

（デクパージュ）

調理部料理長
取締役調理部長総料理長
統括シェフ
総料理長
シェフ
料理長
大阪料理長
取締役総料理長
総料理長 兼 総支配人
執行役員総料理長

鎌田　雅之
岸本　貴彦
久保　康志
小山　幸広
佐々木　康二
佐野　文彦
永井　明
中田　肇
山口　浩
矢間　雄二

京都タワーホテル
神戸ポートピアホテル
阪急阪神ホテルズ 大阪新阪急ホテル
グランドプリンスホテル京都（兼）びわ湖大津プリンスホテル
レストラン　プレスキル
大津プリンスホテル
帝国ホテル大阪
ホテルオークラ神戸
神戸北野ホテル
ホテルモントレグラスミア大阪

西洋料理教授
西洋料理教授

古俣　勝
中田　淑一

辻調理師専門学校
辻調理師専門学校

統括シェフ

西洋料理バンケット統括料理長

小山田　俊治
喜多　一登
高橋　那
太田　高広
エコール辻の皆様

阪急阪神ホテルズ 宝塚ホテル
ヒルトン大阪 料飲部キッチン ガルドマンジェ
神戸ポートピアホテル レストラン トランテアン
ニュー・オータニ

（食味審査）

（実技審査）

（デクパージュ）

専務取締役総料理長
代表
シェフ・パトロン
常務取締役総料理長
調理エグゼクティブアドバイザー
取締役総料理長
校長
取締役総料理長
総料理長 兼 副総支配人
常務取締役総料理長

鎌田　昭男
伊佐　武二
上柿元　勝
佐藤　伸二
下屋　義晴
善養寺　明
柘植　末利
中村　善二
福田　順彦
森　　繁夫

東京ドームホテル
オフィイスＩ・Ｓ・Ａ
カミ―ユ
ジェイアール西日本開発
らくらダイニング
京都ホテルオークラ
東京調理製菓専門学校
仙台国際ホテル
セルリアンタワー東急ホテル
名古屋観光ホテル

総料理長
洋食料理長
総料理長

大江　廣嗣
小石　幸一郎
坂本　憲治

KKRホテル札幌
ANAクラウンプラザホテル金沢
福岡サンパレスホテル＆ホール

料理長
料理長
シェフ
洋食宴会調理課1リーダー
調理長

吉本　憲治
牧野　真治
竹下　公平
時田　啓一
山口　善弘

ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
東京會舘レストランレインボー
浦和ロイヤルパインズホテル
品川プリンスホテル
如水会館レストラン ジュピター

（食味審査）

（実技審査）

（デクパージュ）

名誉総料理長

専務取締役総料理長

代表取締役

代表取締役料理長

大庭　巌

鎌田　昭男

堀田　大

大溝　隆夫

ホテルオークラ東京

東京ドームホテル

マンジュトゥー

フランス料理ボルドー

取締役総料理長
西洋料理バンケット統括料理長
執行役員 リーガロイヤルホテル
グループ統括総料理長兼リーガ
ロイヤルホテル大阪総料理長

総料理長

技術顧問
東京国際フォーラム部 調理課長

市川　博史
太田　高広
太田　昌利

鈴木　房雄

本多　功禰
能勢　洋

京王プラザホテル
ニュー・オータニ
ロイヤルホテル

ザ・プリンスさくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪
辻調理師専門学校
帝国ホテル　

（大会会長）

（副委員長）

（審査委員長）

（実行委員長）

（フランス語審査）芦川　由美子

・浅野　和夫 名誉会長
・㈱アマイ
・出水商事㈱
・㈱イメックス
・㈱牛長
・㈱エフ・エム・アイ
・㈱オフィス・カミーユ
・㈱荻野屋
・㈱ホテルオークラ東京
・大塚食品㈱
・京都調理師専門学校

・㈱トーホーフードサービス
・㈱東急ホテルズ
・ﾄｯｸﾌﾞﾗﾝｼｭ三鞍の山荘今井相談役
・東京調理製菓専門学校
・㈱中尾アルミ製作所
・中沢乳業㈱
・㈱ニュー・オータニ
・日本リカー㈱
・日仏料理協会
・日進畜産工業㈱
・ネスレネスプレッソ㈱

・キユーピー㈱
・北日本ｶﾚｯｼﾞ 
  北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ
・㈱ギャバン
・㈱グローバルフィッシュ
・㈱定松
・㈲神内ファーム２１
・Sopexa Japon ㈱
・タカナシ販売㈱
・辻調理師専門学校
・㈱帝国ホテル

　決勝審査終了後、京王プラザホテルに場所を移し、宴会場
「扇」にて結果発表、表彰式、カクテルパーティが行われました。
中尾アルミ様より寄贈を受けた新たな優勝カップを始め、ディプ
ロム、各賞などが授与され、盛大な拍手がおくられました。

・㈱ノムラ
・㈱ノリタケカンパニーリミテド
・㈱八芳園
・伯方塩業㈱
・服部栄養専門学校
・フランス料理博物館
・㈱富士物産
・㈱フェルミエ
・㈱フジマック
・ホンマ科学㈱
・㈲ボワ・エ・デュポン木場会員

佐藤　進一
佐藤　佳行
曽我部　俊典
高橋　義幸
中宇祢　満也
西口　章二

京王プラザホテル八王子
ホテルモントレ
横浜ベイホテル東急
帝国ホテル
浦和ロイヤルパインズホテル
ホテルニューオータニ

総料理長
取締役総料理長
総料理長
調理部 部長
総料理長 兼 副総支配人
西洋料理 料理長

・㈱マツヤ
・㈱マルキ
・㈱マンジュトゥー
・㈱三井
・武蔵野調理師専門学校
・㈲ムッシュ藤田 名誉理事
・㈲安富商店
・ＵＣＣ上島珈琲㈱
・㈱リーフル
・リゾートトラスト㈱
・㈱ロイヤルホテル

ディプロム授与

中尾アルミ様より優勝カップ寄贈 文部科学省 佐藤秀雄様賞状授与

フランス食品振興会 シャルル・デュラン様優勝者所属ホテルへのカップ授与

大庭大会会長による開会の辞 堀田氏による実行委員長挨拶

結果発表する鎌田審査委員長

会場となった東京調理製菓専門学校

盛付を審査 試食審査 競技中の選手

競技中の選手 実技審査 競技中の選手
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エスコフィエ協会の活動報告

一般社団法人　日本エスコフィエ協会  第2回　現代フランス料理講習会

第2回現代フランス料理講習会を終えて
株式会社ニュー・オータニ　西洋料理バンケット統括料理長
太田　高広 氏 （寄稿）
　第2回現代フランス料理講習会が前回に引き続き大阪・辻学園にて
行われ約90名が参加しました。今回の講習会も上柿元副会長を中心に
京都ホテルオークラの善養寺総料理長、そしてリーガロイヤルホテルの
太田昌利総料理長の3名のグランシェフによる開催となりました。善養寺
シェフと太田シェフはこの時期にふさわしい食材を使った料理、上柿元
シェフは熊本を応援した復興に繋がる料理を披露していただきました。
　トップバッターは善養寺シェフ。この時期に美味しい茄子を使い、
フォワ・グラとトマトコンフィ、パプリカと一緒にプレスしたテリーヌ。粉ゼラ
チンを接着に使い、食材の持っている水分に溶かし込み、重みを使っ
てプレスし固める技法。ポイントは茄子がまだ温かいうちにゼラチンを
振りかけ、余熱で溶かしながら浸透させ、その後しっかりと冷やし固め
るそうです。現在では意外と知られていないこのやり方、比較的作り
やすく、急な宴席にも対応できる料理としてご紹介していただきました。
　2番手はリーガロイヤルの太田シェフ。こちらも夏の定番アイテムとう
もろこしを使って、フォワ・グラを取った後の鴨肉いわゆるマグレ・ド・
カナールと合わせた逸品。ポレンタ、茹でとうもろこし、ヤングコーン、
ポップコーンと形の違った共通するとうもろこしのバリエーションを付け
合せとし、鴨にはフォワ・グラ、トランペット、マコモ茸、ピスタチオ、グリーン
ペッパーのファルスを塗って焼き上げ、バルサミコソースをかけて仕上
げた料理でした。フォワ・グラとコーンの相性は言うまでもなく、フォワ・
グラを作る際の餌にとうもろこしが使われるガバージュからもそれが
わかります。一方それに合わせる鴨もフォワ・グラを取った後だけに
その風味が肉に残っており、納得のいく組み合わせです。食材を熟知
しているシェフだからできる料理と言えると思います。

　最後は上柿元シェフ。熊本の食材を使って復興支援に結びつく
料理として、熊本のおいしいトマトを使った冷製のスープをご披露いた
だきました。あくまでもフランス料理のテクニックを駆使し、素材の持ち味
を生かしながら繊細な味に仕上げていくスタイルには確固たるものを
感じました。“料理人である前に一人の人間でなければならない”そして
“料理人たるもの常に味を見
る事を怠るな”や“掃除に始ま
り、掃除に終わる”など上柿元
シェフのいつもの言葉に、料
理人として仕事に向き合う
姿勢の大切さをあらためて
教えていただきました。いつ
の日も時代や人は変わっても、
料理の技法は変わりません。
焼く、煮る、蒸す、揚げるなど
の基本となる大きな軸があっ
て成り立っています。その事
を料理とともに偉大なる料理
人が現代まで継承されてきた
わけです。時代とともに料理
は変わりますがその技法は
我々が師と仰ぐオーギュスト・
エスコフィエ氏から受け継いで
行かなくてはならないのです。
そのための講習会でもあるこ
とを3人のグランシェフから
今回も教えていただきました。

左から佐藤 伸二氏、太田 昌利氏、上柿元 勝氏、善養寺 明氏、
鎌田 雅之氏

［講　　師］：善養寺 明 氏 (京都ホテルオークラ　取締役料理長)
　　　　　太田 昌利 氏 (執行役員リーガロイヤルホテルグループ統括総料理長
　　　 　　 兼リーガロイヤルホテル総料理長)
　　　 　　 上柿元 勝 氏 (カミーユ　オーナーシェフ)
開  催  日：2016年8月25日(木)13:00～16:00
場　　 所：辻学園　調理・製菓専門学校
主       催：一般社団法人　日本エスコフィエ協会
協       賛：株式会社マツヤ　株式会社フジマック

第五回
内に秘めた強さでエスコフィエ協会を
支えた古谷春雄ムッシュ
第3代会長を務められた古谷春雄永世名誉会長につきまして、
ホテルニューオータニにおいて長く職場を共にされた福島正八氏にご寄稿いただきました。

後藤学園 武蔵野調理師学校校長（元ホテルニューオータニ総料理長）　福島 正八 氏

温和な外観に隠れた強い性格
　古谷春雄ムッシュがホテルオークラ
の小野ムッシュ、帝国ホテルの村上
ムッシュから引き継いで第3代会長に
就任されたのは、ある意味自然の流れ
であったような気がします。エスコフィエ
協会発展のため活躍されたお二人を
創立メンバー二十数名の一人として
支え、草創期のエスコフィエ協会を担っ
た、控えめで目立つことが少々苦手な
古谷ムッシュの性格がにじみ出た就任
ではなかったかと思い起こします。しか
し、エスコフィエ協会の発展を願い、
貢献するという気持ちは人一倍で、
一見、優しそうな陰に、大変頑固で事を
成し遂げる強い性格が潜んでいたこと
を、ニューオータニオープン以来共に
歩んできた者として強く感じています。
ホテルオークラ、帝国ホテルとともに、
ホテル御三家といわれ、規摸では日本
一であったホテルニューオータニの
厨房を支えてきたのは、この強い意志
があればこそと思います。特に、1979年
6月にアジアで初めて先進国サミットが

生涯現役で心に響く料理を追求
　正月元旦に開催され、ホテルニュー
オータニ恒例となっていた「古谷春雄の
晩餐会」の最後は亡くなる前年の平成
17年で、車椅子でのご挨拶となるまで
続けられました。

　まさに「生涯現役」を貫いたムッシュ
でした。「美味求心」とは古谷ムッシュが
一筆お願いされたときに必ず書いてお
られた言葉で、著書の表題にもなって
います。ちなみにフランス語では

Histoir d’un cuisinier qui a esprit a 
rechercher de bon qout
（美味を迫い求めたある一人の料理人
の物語）

「心の料理書をひもとく者だけが、お客様
の心に響く料理を提供できる」との古谷
ムッシュの言葉は、エスコフィエの料理
書「ル・ギッド・キュリネール」を真に理解
された人の言葉ではないかと思います。

東京で開催されるにあたり、多くの首脳
が宿泊され、迎賓館を担当された時、あ
の温和な顔が、厳しい顔に変身したの
は今でも記憶に残っています。

完璧なマナーと強い責任感 
　料理人人生のスタートから、20年間勤
めた川奈ホテルで覚えた好きなゴルフを
される時は、一緒に廻る人に迷惑をかけ
てはいけないからとクラブを必ず2～3本
持ってラウンドをされるなど、ゴルフマナー
も完璧なムッシュでした。第3代会長とし
ての一期2年の就任期間は、チームワー
クを合言葉に、いつも温かい気配りをさ
れ、協会を見守り、次の世代に引き継ぐ
べく心を尽くされ、発展に貢献されたと思
います。決して剛健な体ではなく生涯で
何度も大病を患いながらも、その都度克
服し現場に復帰されたのは、強い意志
と責任感でしょう。また、「健康法とは
自然体であること」がモットーでした。あの
広いニューオータニの厨房を毎朝、1時
間近く歩いて見廻る健脚はその自然体
から生まれたものでしょう。

平成17年 フランス農事功労章オフィシエ受章

茄子とフォワ・グラのテリーヌ

マグレカナールとポレンタ

トマトの冷製スープ

古谷ムッシュ（中央）と福島正八氏(右)
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13

－心は時代を超えて－

『伝える』 料理人の言葉

12

プリンスホテルを舞台に多くの海外有名シェフと交流され、
今も後進の育成、フランス料理の振興に尽されている井上
元日本エスコフィエ協会筆頭副会長にお話を伺いました。

優れたシェフたちとの
出会いを糧に
フランス料理の発展に尽くす

　プリンスホテルはお客様に最高の
料理を提供するとともに料理研修を
目的としてレイモン・オリヴェシェフ
など多くの海外有名シェフを招聘し
てきました。中でもギー・ルゲーシェフ
の「フォワ・グラのメドックワイン煮」、
アラン・サンドランスシェフの「マン
ゴーのスープ、ココナッツミルク風
味」などは深く印象に残っています。
平成13年、エスコフィエ協会の総会
晩餐会が横浜プリンスホテルで開催
される前年にはジャン・ジャック・
ドーミィシェフの料理フェアが好評
を博しました。帰国直前に協会晩餐
会の話を聞いたドーミィシェフは
自身の店の人気メニュー「茄子とトマ
ト、フロマージュブランのモザイクフ
レッシュハーブ添え トマトのソルベ
とともに」を提供してくれました。

　エスコフィエ協会入会は1979年
にさかのぼります。

　活動の中で、「新西洋料理体系」
発刊にあたり料理を出させていただ
きました。小野ムッシュが私のページを
目にとめて、「完成した料理だけでな
く食材が大きく写真で掲載されてい
るのがわかり易くて素晴らしい」とほ
めてくださったことは忘れられません。
1990年 の今上天皇即位の礼で料理
を担当させていただくという望外の
栄誉に浴したのも、エスコフィエ協
会に属し、素晴らしい先輩の皆様の
薫陶を受ける機会をいただいたため
と感謝しています。

本部会長アルミザン氏の言葉

日本エスコフィエ協会に寄せて　　1991 年
オーギュスト・エスコフィエ本部会長　レイモン・アルミザン

協会活動と小野ムッシュ海外一流シェフとの出会い フランス料理界を牽引した
小野ムッシュ

　はじめに1991年当時会員に配布された
会員名簿の冒頭にある当時のフランス本部
会長アルミザン氏の言葉を引用させていた
だきます。これを持つ人も少なくなりまし
たので会員の皆様にお伝えしておきたい
と考えました。

各時代の人々の要求や味覚と料理の調和、
調和のとれたメニュー構成の必要性、食堂で
のサービスの基本的な役割、設備や製品、食料
品の保存に関する技術進歩の利用などに対す
る彼の見解のなかに、われわれはいま、オーギュ
スト・エスコフィエの現代性を発見する。しかし、
こうしたイメージは、ひとりでに出来上がったも
のではない。もしそのイメージがふたたび注目
されているとしたら、それは彼の考えを守り
広めるために闘ったすべての人たちの努力を
認める必要があろう。例えば、エスコフィエの
弟子であった幾人かの偉大なシェフたち、なか
でもカールトンにおける彼の後継者である
ウージェーヌ・エルボドーや、エスコフィエ本部の
創設者であり、アメリカ合衆国での役割が大き
かったジョゼフ・ドノン、料理の不朽の真価を
求めつづけた美食家たち（特にいまは亡き
ヴァンサン・ブレル）といった人々の努力のお
蔭である。しかし、なかでもフランス国内と世
界中にそれぞれ異なった形態や手段で、この
半世紀の間に設立された団体や協会は、エス
コフィエの名声を高め、かつ十分に彼の料理法
を理解して広めようという共通の目的を持っ
ており、オーギュスト・エスコフィエの保護のも
とにある。これらの団体の歴史と功績について
は、いずれ改めて書く必要があろう。こうした

団体のうち、フランス国内では、エスコフィエ
本部が師の生家に本拠を置き、料理博物館と
料理人の高度な技術向上を目指す研究所を
通して、ジョゼフ・ドノンから活動の使命と
その手段を受け継いできた。国外においては、
最も歴史の古いものとしては、アメリカ合衆国
のオーギュスト・エスコフィエ同好協会がある
（これもジョゼフ・ドノンによって創設された）。
一方、最も新しくはあるが、おそらく最も力強
くてダイナミックであるのは、日本エスコフィエ
協会である。とりわけその質および適時性にお
いて際立っており、この若い協会の比類なき名声
と影響力は大である。幹部にはトップレベルの
料理シェフ、すなわち、大きな施設の調理場で
要職を務める有名な専門家たちをスタッフ
として擁している。密接なつながりを持つ彼ら
スタッフは、権限と忠誠を目的として選ばれた
会員集団をリードしている。協会の責任者で
ありリーダーである小野正吉会長が協会設立
から今日までの年月に果たした役割は、言葉で
はけっして十分に言い表すことはできないで
あろう。
　師エスコフィエの名声のために尽くし、関係
するあらゆる事柄に配慮の行き届いた視線を
もつ日本エスコフィエ協会の日本での成果は、
とりわけ喜ばしいものであります。

ディシプル授与式

　日本にフランス料理が広がり、
世界に通じるレベルへと成長する
過程において、小野ムッシュの功績
は計り知れません。日本エスコフィエ
協会がなければ、日本のフランス
料理の今日はこれほどの隆盛をみる
ことはなかったと思います。また、多く
の若者がムッシュに憧れ、学び、世界
へと巣立っていきました。小野ムッシュ
に感謝をささげて結びの言葉とさせ
ていただきます。本当にありがとうご
ざいました。

小野ムッシュ墓前にて

「茄子とトマト、フロマージュブランの
モザイクフレッシュハーブ添えトマト
のソルベとともに」

エスコフィエ氏

即位の礼　料理

レイモン・オリヴェシェフのサイン

新西洋料理体系と小野ムッシュから贈られたメダル

即位の礼メニュー
(装画は平山郁夫画伯)

アラン・サンドランス氏

　偉大な料理人は、その道で名を遺し発展を
成しとげた芸術家や作家たちと同様である。
つまり、同時代の人々から尊敬され、敬服された
彼らのうち何人かは没後も名声を受けつづけ、
幾人かは陽の当たる場から消え去る。しかし、
多少の期間の沈黙の後に、さいわいにも後世に
なってから、大衆や通人の評価をふたたび受ける
人たちもいる。料理界では、オーギュスト・エス
コフィエがその例である。“料理人の王、王の
料理人”（晩年、彼はこのように形容されたと
いわれている）は、生存中には褒めたたえられた
が、1935年の死後しばらく忘れられた。(さら
には論議され評判を失いさえした）。新しい
世代の要求に価値や基準が合っているように
みえる現代料理のイメージと、エスコフィエの
料理のイメージとが矛盾すると思われたころ、
しばらく不遇がつづいた。このような不当な
評価は今日では修復され、エスコフィエは、
一般的な評価における地位を取り戻した。彼が
なげかけた極めて現代的なメッセージと、彼の
時代に彼が演じた役割をみれば、その地位回復
は当然であることが証明される。彼の行為、彼
の言葉、彼の存在、彼がこうありたいと願った
ことすべてが、今日の最も偉大な料理芸術家
たちがリーダーとして認めうる料理人のプロ
フィールそのものである。特に、料理皿の軽減、

井上 静男 氏

Profil
1941年 栃木県黒磯町（現：那須塩原市）生まれ。
1960年 高輪プリンスホテル入社
1970年 スイス・ベルビューパラスホテルへ社費
             留学。終了後フランス、スイス、イタリア、
            スペイン、オランダ、ドイツ、イギリスのホテ
             ル・レストランを視察。
1973年 カナダ・モントリオール市「レストラン桂」
             オープンに参画後、アメリカ各地を視察。
1978年 高輪プリンスホテルメインダイニング
             フレンチレストラン「ル・トリアノン」シェフ
1985年 高輪・新高輪プリンスホテル総料理長
1990年 皇居豊明殿にて今上天皇即位の礼の料理を担当。
1992年 6月まで元赤坂の迎賓館で国賓・公賓として来日
             された15ヶ国の元首、大統領の料理を担当。
2006年 宇都宮文星短期大学教授
2011年 一般社団法人日本エスコフィエ協会筆頭副会長

「表彰」：1988年フランス・コマンドリー三等社会奨励ピュブリック章
　　　：1998年観光関係功労者運輸大臣賞
　　　：2011年厚生労働大臣表彰(調理師制度功労者)
「著書」：「味の架け橋」調理栄養教育公社



Œuf coque à la truffe noire dans une bogue de châtaigne
毬栗に見立てた丹波栗とフランス産黒トリュフに包まれた半熟卵

1977年　福岡生まれ

「シェ・イノ」井上旭シェフの下で修業後、渡仏。「ラムロワー
ズ」「レジス・エ・ジャック・マルコン」などで修業。

2007年  「メゾン・ド・ジル芦屋」の料理長に就任。5年連続
で1ツ星を獲得。

2013年「ボキューズ・ドール」の日本代表、同アジア・パシ
フィック予選優勝を経て15年の同世界大会で総合5位、
「魚料理部門特別賞」受賞

2016年2月「メゾン・ド・タカ 芦屋」としてリニューアル
オープン

髙山 英紀  氏 Profil

香り立つ秋を形にした卵料理と
フランスの技に和のテイストを
まとったミルフイユ

メゾン・ド・タカ芦屋 料理長

髙山 英紀　氏
2016年2月、ルーアンの名店「レストラン ジル」の
提携店から生まれ変わった「メゾン・ド・タカ芦屋」の
シェフとして日本ならではの感性を活かしたフランス
料理を世界に発信する髙山シェフにお話を伺いました。

4人のシェフから学んだ料理以上に
大切なこと

～レシピの向こうに～

　素晴らしい師との出会いから、多くの
ことを学んできました。
　井上シェフにはうまい物へのこだわり、
ソースで決まるフランス料理、何より
大切な人間性を磨く事を学びました。
井上シェフはお客様の顔を見た瞬間に
事前に決めておいたメニューを全て
変更することも度々で、料理人の都合で
なくお客様の満足への追求など、料理人
の基礎を教わりました。フランス滞在時
はエルブリの風が吹いていて日本とは
全く違う感性でフランス料理が表現さ

れていました。軽さ、驚き、革新、独創性、
真空調理など、新しい物ばかりかと思っ
ていましたが、フランス人が一番大切に
しているものはテロワールでした。「ラム
ロワーズ」ではエスカルゴ、シャロレー牛、
ブルゴーニュワインなど地域の食材で
料理を表現していました。私はここで
ブルゴーニュワインにのめり込み、1年半
の間に100件以上はワインの生産者を
巡りました。ワインが料理のコースのよう
に並んだものを試飲し、生産者一人一人
のワインへのこだわりを伺い知り、料理
とワインの楽しさを学びました。
　次のレジス・マルコンはフランスで一番
影響を受けた人です。料理と人に対する
愛情、当時3ツ星をとったばかりのレス
トランの勢い、ボキューズ・ドール優勝者
の感性や料理テクニック、デザートまで
出されるテロワールを表現したきのこ
メニューの数々。ここで多くの事を学び
助けていただきました。帰国後、そのお礼
をフランスの会場で言いたくてボキュー
ズ・ドールにチャレンジしました。マルコン
シェフとの出会いが無ければ今の自分
はありません。そしてジルシェフのもとで

ジルシェフとともに

9年間ご一緒し、料理や店の経営など
日本で現実と向き合いながら成長させ
ていただきました。ジルシェフはルーアン
にご自身のお店を含め5店舗経営して
おります。一番印象的だったのは「ごみ
箱から料理が作れるような店ではダメ」
という一言です。食材を大切に、無駄を
少なく、仕事も短時間で終えながら人に
感動を与える料理を作るのが料理人の
務めです。6年前のこのひと言を料理長
として常に心に留めてます。
　こうした出会いと大切なスタッフの支
えで日々お客様と接しています。今後は
食する事をもっと追求し、日本のテロ
ワールを表現しつつ、伝統を継承して
日本人だから表現できるフランス料理
を作って行きたいと思っております。

秋の香気にサプライズを加えて
　一つ目の料理は2015年のボキュー
ズ・ドールの際に創作したものを発展
させ、「メゾン・ド・タカ芦屋」のスペ
シャリテとしてお出ししています。外観
は栗の

いが

毬をイメージし、材料もトリュフ
と栗をメインに使った秋の一皿です。
まず、丹波栗のピュレにフランス産黒
トリュフとマッシュルームのピュレを練
り込み、団子状にした中に凍らせた
卵黄を包み込みます。三輪そうめん
を砕いて全面に刺し、卵黄が固まらな
いくらいの50度程度で色よく揚げて、
銀色のパウダーと五色胡麻をまぶし
て華やかさを加えました。五色胡麻は
胡麻に色とりどりの野菜の粉をまぶし

たものです。盛り付けは円をテーマに、
周りをセップ茸のパウダーで囲み、
さらに根セロリをピュレにして点 と々
丸く絞り出しています。皿は秋にふさ
わしい黒を選びました。ナイフを
入れるととろみのある卵黄があふれ
出ます。味覚に加えて視覚的な驚き
も楽しんでいただく趣向です。そうめん
を刺して

いが

毬に見立てるのは和食の
テクニックを応用しました。「シェ・
イノ」で学んだウフ・ア・ラ・コック、
ラビオリ・ド・トリュフなどのフランス
料理をもとに日本ならでは、自分な
らではの料理をと工夫を重ねてこの
形になりました。

伝統と「自分らしさ」へのこだわり
　二つ目はこの店の前身、「メゾン・
ド・ジル芦屋」から受け継いだミルフ
イユを私なりにアレンジしたもので
す。メゾン・ド・ジルには5種類のミル
フイユがありました。その中の一つ
「ミルフイユ・ア・ラ・パニーユ」のテク
ニックを使った温かいミルフイユです。
ごく軽く、薄く焼いたパイ生地に抹茶
とホワイトチョコレートのクリームを
挟み、組み上げてから再度250度の
オーヴンで仕上げ、人肌くらいに温
まった状態でお客様にお出しします。
温めることでクリームの口溶けと、
香りが引き立ち、他にはない独特の
食感になります。こちらもジルシェフ
から引き継いだものに自分らしさ、
日本らしさを加えたスペシャリテとし
て考案しました。今年2月にリニュー
アルして以来、毎月メニューを変え、

レストランならではのガストロノミと
して最高の状態でお客様にお喜び
いただける料理を目指しています。
基本のテクニックはフランスの伝統
を受け継ぎ、素材や盛り付けに和の
テイストを取り入れた今の時代に

ふさわしい料理がテーマです。ここで
紹介した料理もさらに工夫して進化
させていきたいと思います。いつか
「シェ・イノ」の「マリア・カラス」のよう
にスペシャリテとして記憶に残る料理
をつくり出したいと願っています。

「メゾン・ド・ジル芦屋」賞味会にて

Millefeuille　minute aux Maccha et chocolat blanc
仄かに温かい抹茶とホワイトチョコレートのミルフイユ
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　　下働きから即戦力へ
　フランスで修業したいなら、まず国内の
フランス人シェフの店で働いてみたらと
勧めてくださる方があり、「ロオジエ」の改装
にあたり、料理人を探していたジャック・
ボリーシェフの下で働くことになりました。

「ロオジエ」で3‐4年修業し、父の後を継い
だ兄を1年ほど手伝った後、ボリーシェフの
紹介でフランスに渡りました。同じフランス
料理でもフランスは日本とはやり方が全く
違いました。日本では下ごしらえや片付け
などしか経験がありませんでしたがフラン
スではいきなり戦力として料理をさせて
もらい、できなかったことがいつの間にかで
きるようになってとても新鮮でした。

　　料理番組であこがれた
　　フランス料理
　父は銀座で修業した鮨職人でしたが、
京都に店を出した関係で僕は3歳から
高校まで京都で過ごしました。料理人を志
したのは自然の流れですが、フランス料理
に向かったのは当時人気のあった料理番
組の影響です。肉のやける音、鍋の触れ合
う音を聞く心地よさや画面に映し出された
フランス料理がとてもきれいに見えたこと
を覚えています。

　　村上信夫料理長の思い出
　高校卒業後は帝国ホテルに入社、5年
余り勤めました。当時、帝国ホテルの料理長
は村上信夫ムッシユです。直接ご一緒に
仕事をするような機会はありませんでしたが、

村上料理長はダイナミックであると同時に
とても行き届いた丁寧な方でした。職場で
手を切ったりした者がいると、僕のような
若輩に対しても「気を付けてください、体が
第一ですからね」と心配してくださり、何週
間後かに廊下ですれ違うと「手はよくなりま
したか?」と声をかけてくださいました。僕が
所属した「レインボールーム」は「フォンテン
ブロー」の調理も一部担当していました。
そこで月に一度「村上信夫の夕べ」があり、
始まる前に料理長はいつも「今日はよろしく
お願いします」とスタッフ全員の持ち場を
回って一人ずつあいさつされるのが印象的
でした。当時帝国ホテルには600人近く
料理人がいましたが料理長の悪口を言う
人は誰一人ありませんでした。

　　焦らず基礎を身に付け
　　チャンスに備える
　下働きの小僧だったころは、洗い物
ばかりで面白くないし、無駄な毎日だと思っ
ていました。しかし、小僧をやっている期間
が長ければ長いほどチャンスに巡り合った
時に失敗なくクリアできる可能性は高まり、
成功につなげられるのです。基礎をしっか
り学んで焦らずにチャンスに備えてくださ
い。メディアが発達し、若い人の成功が話
題になったりすると焦りを感じる方もあるか
もしれません。僕もそういう時があります
が、惑わされずに一つひとつ体で覚えて、
いつかチャンスが来た時に確実に対処で
きる自分をつくっていくことが一番大切で
はないでしょうか。

　　古典的なフランス料理と
　　お客様への配慮
　あいまいな味ではなくしっかりした
ボリュームのあるフランス料理らしいクラ
シックな料理が中心です。今風の料理も
おいしいですし、進化を感じますが、流行を
追うような料理はできる方にお任せしたいと
思います。ビジネス利用のお客様のために
特にランチは時間がかかりすぎないよう、
滞りなく出せることを心掛けています。
開店当初のお客様にずっとごひいきいただ
けることは姉も僕も誇りに思っています。
一方で客足の変化は常にありますし、気は
抜けません。店を持つ以前は、とにかく
始めることが一番大切だと思っていました
が、続けるのはもっと大変なことでした。
この店を始めて10年になりますが、その
大変さは変わりません。お客様に楽しく、
リラックスして召し上がっていただけること
を心掛けていますが、これはサーヴィスを
担当する姉の力によるところが大きく感謝
しています。

　　立地にふさわしいコンセプト
　2006年、姉との共同経営で「Restaurant 
Makoto Aoki」を始めました。実家が商売
をしていましたから独立は当初から視野に
あり、日本で店を探したこともありましたが、
たまたま条件やタイミングがそろったのが
パリでした。レストランは店とキッチンが
ありますので、信頼して店を任せられる人
がいるのはとても心強いです。キッチンは
僕が責任を持ち、姉は店でサーヴィスなど
を見てくれます。店は姉を含めた二人、
キッチンもワーキングホリデーの日本人

2

3

5

レストラン・マコト・アオキ「　　　　 　　　　　　 」「　　　　 　　　　　　 」
19 rue Jean Mermoz　75008 Paris

Restaurant Makoto AOKI

1

4

6

オーナーシェフ

青木 誠 氏
東京都出身。
帝国ホテル、「ロオジエ L’OSIER」を経て渡仏。
「Lucas Carton」「Senderens」「Palais Royal」で修業後、姉で「Oustau de Baumaniere」
「Palais Royal」「La Régalade」、「Anacréon」などで経験を積んだ料理人でもある美代子氏
他3名の共同経営で2001年、パリに「Restaurant O Rebelle」を開店。
2006年､美代子氏とともに独立し「Restaurant Makoto Aoki」を開店

Profil

フランスで活躍する日本人シェフたち

Un challengeur en France vol.17Paris
女性と僕の二人です。店は日本なら大手町
のような大企業や金融機関、大きなギャラ
リーなどが立ち並ぶセレブの多い土地柄
ですが住人は多くありません。フランス人は
仕事を夜にもっていかないため、必然的に
ビジネスランチが中心となります。しかし、
クオリティへの要求は高く、ワイン、ミネラル
ウォーター、コーヒーなどにも、お金を使っ
てくださる良いお客様がいらっしゃいます。
こうした立地条件や自分の実力を考え、姉
と相談してお客様に喜ばれる店づくりを
考えました。
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㈲エトワール 藤
TEL  03-3919-1623

GRAND-SAUCIER
グラン ソーシェ

西洋ソース製造・加工・販売

ロンドンにオープンしたばかりのホテルThe Lanesboroughの総括シェフを

している元同僚からの依頼で、私は3ツ星を目指すメニューの開発に向かった。

イギリスならではの素晴らしいクリエーションができるようアンテナを張り、

レストランオーガナイゼーションの細部まで工夫すべき点をチェックする。

ロンドン老舗高級ホテルのキッチンからイギリスの食事情をお伝えする。

　国産を誇りとしているフランスと違い、
イギリスでは世界各国の食材が流通して
いるが、国産の素晴らしい食材もある。
グレートブリテンのアンガス牛。赤身だが
脂身とのバランスがよく噛むほどに肉本来
の味が伝わってくる。ドライエージングが
きちんとされた赤身肉はフランスにも輸出
されるほど人気がある。ドーバー海峡で
獲れる１キロを超える大型の舌平目は身に
厚みがありムニエルにすると絶品。表面が
キツネ色に仕上がる頃、ちょうど身の中心
に火が入るバランスのいい大きさである。
脂の乗ったサバ、そしてムール貝やマテ貝
も素晴らしく、身がぎっしりつまり塩味の
塩梅もいい。ひと噛みするとジュースが口の
中に広がりわたる。ラングスティーヌは私
が働くパリのレストランもわざわざイギリス
から仕入れている程クオリティーが高い。
ラングスティーヌの旨味を引き出すべくサッ
とポッシェし、数時間置いてからゲストの
元へとサービスする。ポッシェしてアン
ティチョークとサラダにしたり、またメイン
料理としては、ラングスティーヌのポワレに
甲殻ダシとココナッツで作ったソースキュ
リーの一皿を作った。正統派フレンチより
も多国籍な香りを加えたコンテンポラリー
フレンチがイギリス人には人気なようだ。
　レストランではベジタリアンのゲストが
多いためメニュー構成に頭を悩ませる反面、
新たなクリエーションの良い機会となる。

　スペイン、イギリス、北欧など食文化に
比較的オープンな地域では次々と新たな
料理のトレンドが生まれている。話題の
レストランではグローバルな人材を集めて
情報を広く柔軟に吸収し、自由な発想で
クリエイティブな作品を生み出す。保守的
で頑固なイメージのあるフランス人料理人
でさえ最近では修業先としてロンドンを
選ぶ人も多い。フランス料理には長年培わ
れた歴史、食材や味の組み合わせがあり、
基礎が存在する。その中で食材の調和は
絶対の価値基準となる。そのため「的を
得た仕上げ」というものが存在し、味の
土台において挑戦的な組み合わせはそう
多くはない。その中で、現在多くのフランス人
料理人が求めているのは、捻りを利かせた
味付けや新たな技術と応用であり、そのため
海外にまで足を運ぶ。純粋に旨い料理を
作るのに枠にはまる必要はない。多彩な味
こそが海外からの多国籍のゲストにとって
魅力の1つとなる。プレゼンテーションの
仕方も、イヤホンで波の音を聞きながら
料理を楽しむコンセプトなど創意工夫に
満ちている。 

フランスではいまだにサラダや茸のフリ
カッセ、リゾットなどありきたりなメニューし
か用意せず評価を下げるレストランがある。
アンティチョークピューレのラビオリに乾燥
茸とトマトコンフィでとったコンソメを注ぎ、
厚めの黒トリュフを削り落とした一皿を創
作した。コンソメの熱でトリュフの香りが立ち
のぼり、ラビオリを口に入れるとピューレの
滑らかな食感がスープの味をより深める。
　ホテルのキッチンにとってフランスと
大きな違いが１つある。アフタヌーンティー
がレストランでの食事よりも贅沢とされてお
り、安定した集客が見込めることから、ホテ
ルは力を入れ差別化をはかっているという
ことだ。ディナーに引けをとらない値段設定
だが、ホテルのラウンジは午後３時から６時
ぐらいにかけてお客さんでいっぱいになる。
サンドイッチ、数種類の焼き菓子と生菓子、
一番重要視されるスコーン。そしてオリジナ
ルブレンドの紅茶を始め、産地や香りの異
なるお茶を揃える。サンドイッチは正統的
なものが好まれ、ハム・チーズ・サーモン・
卵・チキンの定番は外せない。そこで、有塩
バターを薄く塗り、ごく薄くスライスした食材
を重ねて厚みを出し食感を工夫した。

　ヨーロッパでは観光客だけでなく住民
まで、これまでと違った嗜好を持った人を
迎え変動を続けている。それに伴い、料理は
ゲストのニーズに合わせ進化していく。
時代の求めに応えつつ、どのようにそれぞれ
の土地のエスプリを表現し味わってもらう
かが楽しみであり課題でもある。

第11回　イギリス

パリで活躍する安發 伸太郎さんのレポートをお届けします
Vol.10Vol.11

安發 伸太郎
あ  わ 　しんたろう

1986年栃木県出身。
18歳で渡仏し、「レジス・エ・ジャック・マルコ
ン」など数々の一流レストランで修行を重
ね、現在はパリの3ツ星レストランホテルブリ
ストルで副料理長を務める。 文/大西 圭祐（辻調グループ フランス校 教務部）

　辻調グループ フランス校 シャトー・ド・

レクレールが所在するボージョレ地区では、

9月半ばごろからワイン用ぶどうの収穫が

始まりました。10月には2016年のぶどうに

ついての情報や、ワインの出来についての

予想が各所から発表されることでしょう。

11月にはボージョレ・ヌーヴォーが解禁され

ますが、今年はどんな味になるのでしょうか。

　この時期、フランスでメディアの話題に

上るものに文学賞があります。中でも11月

はじめに発表されるゴンクール賞Pr i x 

Goncour tは1903年から続く伝統ある

賞で、毎年9月から約2ヶ月かけて候補作を

絞り込み、パリ2区のレストラン「ドルーアン

Drouant」で最終選考会が行われます。

この選考会で座長を務めているのは、リヨン

出身で、ボージョレ地区で幼少期を過ごした

ジャーナリスト、ベルナール・ピヴォ

Bernard Pivot氏です。

　1935年生まれのピヴォ氏は、ローヌ＝

アルプ 地 方 の 新 聞『 ル・プ ログ レ

Le  P r og r è s』や全国紙『ル・フィガロ

Le Figaro』などの記者としてキャリアを

積んだ後、1970年代からはテレビの文化

番組の司会にも取り組むようになります。

1974年から1990年まで放送された番組

『アポストロフApostrophes』は特に有名で、

話題の本や新刊の著者をはじめ、名高い

研究者や作家たちとの議論を軽快に取り

仕切るその司会ぶりは、今なおフランスで

高く評価されています。

　リヨンのレストラン「ポール・ボキューズ」

の中庭には、フランス料理史を物語るフレ

スコ画がありますが、それぞれの絵には

ピヴォ氏の文章が添えられています。小野

正吉氏と辻調グループ創設者の辻静雄が

描かれている絵については、この2人が

プライヴェートの実験用キッチンで料理を

作っているという設定が語られるとともに、

辻静雄が著書『フランス料理研究』を紹介

するために『アポストロフ』に出演したこと

にも触れられています。

　1978年2月に放送された『アポストロフ』

第134回のテーマは「飲むことと食べること」。

出演者の中には辻静雄の他に、『ロアンヌの

料理人たちCuisiniers à Roanne』を携えた

ピエール・トロワグロPierre Troisgros氏も

おられました。フランス国立視聴覚研究所

I.N.A.のアーカイブからこの番組を見て

みましたが、『フランス料理研究』について

驚きの混じった表情で語る、ピヴォ氏の飾ら

ない姿が印象的でした。

　こうした仕事に加えてピヴォ氏が情熱を

注ぐものにワインがあります。母方の家族が

ボージョレ地区のカンシエ＝アン＝ボー

ジョレQuincié-en-Beaujolais村にぶどう

畑を所有していたことから、ピヴォ氏は

ワイン造りを手伝いながら幼少期を過ご

したといいます。著作家としても知られる

ピヴォ氏ですが、2006年に出版された

『ワイン愛好辞典Dictionnaire amoureux 

du Vin』では、同氏のワインとボージョレの

土地への想いが見事に表現されています。

　ワインをめぐるピヴォ氏の活動は文筆

だけにとどまりません。カンシエ＝アン＝

ボージョレ村にぶどう畑を所有するほか、

この村の共同醸造所からはピヴォ氏の

名がついたワインが生産されています。

また2009年からは、ジャーナリストで料理

批評家のペリコ・レガスPérico Légasse氏

と共に「ボージョレ保護委員会Comité de 

défense du Beaujolais」を立ち上げ、ボー

ジョレワインの保護と普及に務めています。

80歳を過ぎてなお精力的に働くピヴォ氏

には感服するほかありません。

　料理人や批評家、研究者とは少し違った

立場でワインや食の魅力を言葉にする

ピヴォ氏の仕事からは、フランスの食文化が

持つ言葉の豊かさが感じられます。料理や

お菓子の内容に加えて、日々夢中になって

食について語るフランス人の姿や、彼らが

長い年月をかけて磨きあげてきた食を

めぐる言葉の一端も、フランス校の学生

たちに伝えてゆきたいものです。

食文化を育む人々
―ボージョレのピヴォ氏―
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食材の進化とともに調理法を工夫し、
おいしさを最大限に引き出す

ミシュラン北海道特別版で３ツ星を獲得された
「モリエール」の中道シェフにお話を伺いました。

レストラン
モリエール
オーナーシェフ
中道 博 氏

①自家製ジャンボ　②野菜の一皿　③熟成エゾ鹿　
④モリエール外観と店内　⑤柚子のブイヤベース　
⑥エゾ鹿　⑦馬糞ウニ　⑧ボタンエビ

　北海道産食材の品質に注目
　北海道の滝川は羊の飼育を研究する
施設があるなど食材開発に前向きな土地柄
で注目しています。合鴨も生産しており、
以前は胸肉の厚さ不足や臭みなどの課題
がありましたが、最近は夏場の身痩せもなく、
独特の風味も生まれ、品質が向上しています。
そのため、最近は以前のように胸肉などの
部位ごとでなく丸鶏で仕入れ、なるべくまる
ごと料理するようになりました。少人数の
お客様の場合でも、丸鶏の状態から店の
厨房でカットし、骨付きのバーベキューに
近いスタイルで供しています。調理のしやすさ
を第一にするのではなく、食材の風味や香り
を大事にしたいと考えるからです。時代は
食材を活かすことを最優先し、効率化では
なくおいしさを最大限に引き出すことを
求める方向へと向かっていると思います。
滝川では鳩の生産も開始されました。日本人
にはなじみが薄い上に、海外でご存知の
お客様には風味が足りないといわれがち
だった鳩ですが、品質が上がったせいか、
多くのお客様にご満足いただけるようになり、
当店でもメニューに取り入れています。

　地産食材の特性を生かした調理
　蝦夷鹿も肉の処理方法が向上しておい
しくなっています。撃ったらすぐに氷で
冷やして臭みを抑えるなどハンターの方も
工夫され、関わる人がそれぞれに努力し
た成果が上がってきているのではないで
しょうか。「モリエール」でも以前は使う
部分だけ仕入れていましたが、今は半割で
仕入れ、枝肉をつりさげて熟成させ切り
取りながら使うスタイルになっています。
そのほうが臭みなど野禽獣の持つマイナス
面が抑えられるのです。涼しく乾燥している
北海道だからこそできるのですが、生産者
も進化しているので調理する自分もそれ
をさらに引き立てるために工夫し、フランス
料理の基本を押さえつつ手をかけすぎ
ないで素材を味わっていただくよう努めて
います。フランス料理はもともと地産地消
ですが、地産だからよいということではなく、
その時期だけの香りや味、風味を生かして
調理していくことが大切なのです。
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　尊敬する二人のシェフからの教え
　尊敬する志摩観光ホテルの高橋忠之
シェフの言葉、「火を入れて新鮮、形を変え
て自然」こそが、日本人のDNAをもって和魂
洋才のフランス料理を志す私たちの目指
すべきものだと思います。「火を入れて新鮮」
とは調理をすることによって素材の持ち味
をさらに生かし、生で食べるよりも素材の
新鮮さを深く感じるような料理という意味
ではないでしょうか。「形を変えて自然」とは、
素材をそのままお皿に盛る以上に、切り方
や盛り付け方でよりナチュラルな美しい料
理になるということです。また、当店においで
になったのをご縁に研修させていただいた
アラン・シャペルシェフの「伝承された真実
の料理は家庭のおばあちゃんの中にある」
という教えも忘れることができません。以来、
技を見せるよりもおいしいものを味わって
いただくことに重きを置くようになりました。
この二つを大事にするために「モリエール」
では店も厨房も広げず、不便を旨とし、怠
慢を許さず、私を含めた6人の料理人で

「おいしく味わっていただくこと」に最善を
尽くすスタイルを守っています。

　それぞれの環境で目指すべきもの
　現在、羊蹄山のふもとの「マッカリーナ」、
美瑛の小麦畑に囲まれた「ビブレ」など6店
舗を経営していますが、店のコンセプトや
シェフのスタイルはそれぞれです。「マッカ
リーナ」のシェフは自前で畑を作り、農作業
の暇な冬などは鹿を撃ちに行っています。

「ビブレ」では北海道産の小麦を使って
フランスから取り寄せた薪窯でパンを焼い
ています。100のお店があれば100のやり方
があっていいと思います。そこからお客様
が好みに合うお店を選ぶわけです。だから
こそ料理人は納得のできる料理、納得でき
る店の在り方を追い求めるべきなのでは
ないでしょうか。私自身、これからも「あるべ
き姿」を追求していきたいと思います。

7
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最高の食材だからできる、オンリーワンのメニュー

専門食材商社

専門食材商社

MATSUYA営 業 本 部
貿 易
企画・営業推進
品 質 管 理 室

TEL06－6563－3260　 ＦＡＸ06－6563－3261
TEL06－6562－2041　 FAX06－6562－2056
TEL06－6563－3260　 FAX06－6563－3261
TEL06－7709－9119　 FAX06－6562－6720

大 阪 支 店
東 京 支 店
名 古 屋 支 店
京 都 支 店
神 戸 支 店
九 州 支 店

営 業 本 部
貿 易
企画・営業推進
品 質 管 理 室

特 販 事 業 部
グルメＰＬＡＺＡ事業部
ア ミ カ 部

TEL06－4702－6631　 ＦＡＸ06－4702－8611
TEL03－5669－5631　 FAX03－5669－5682
TEL052－369－5055　 FAX052－369－5077
TEL075－641－2810　 FAX075－641－2811
TEL078－733－3835　 FAX078－733－3934
TEL092－475－4341　 FAX092－475－2572

TEL06－4702－8631　 ＦＡＸ06－4702－8630
TEL06－6568－7068　 FAX06－6562－6720
TEL06－6562－6221　 FAX06－6562－1847

本　　 社　　〒556-0020    大阪市浪速区立葉2-2-23
　　　　　　  TEL06－6562－6131  ＦＡＸ06－6567－6014

E-MAIL:oyster_biz@yanmar.comヤンマー株式会社 マリンファーム

世界農業遺産の森に
抱かれた海から
真珠のようにピュアな
牡蠣をテーブルへ
「くにさきOYSTER」は世界農業遺産認定の国東半島森林を臨む豊後灘産。
養殖用設備、稚貝、餌などを開発・供給してきたヤンマーの養殖技術を
集大成して生まれました。

・厳しい管理から生まれる雑味のないピュアな味わい
・1粒ずつかごで育てるシングルシード方式による粒ぞろいの形状
・沖と干潟を移動させてつくり込む引き締まった身入り
・厳格な社内基準とHACCP準拠の管理による安心品質

安心・おいしさ・美しさ

※販売期間：12月上旬から4月下旬まで

申し込みはこちらへ https://www.kunisakioyster.com/ja/contact_biz/

期間限定　無料サンプル申込み受付中！
12月上旬以降、ご試食用「くにさきOYSTER」を無料でお届けします。
お申込み締切：2017 年 3月末

INFORMATION
先輩から受けたご恩への感謝を込めて後進を育成Volume.18

　料理人を目指してからまもなく40年。当初は縦
社会の封建的な環境で日毎に自信を無くしてい
たことを今でも覚えています。それでも頑張れた
のはいろいろな場面で諸先輩方から助けていた
だきながら自分を磨くことができたからだと「感
謝・感謝」の昨今です。新米の頃、枝豆を茹でよう
と、お湯と間違えてスープの鍋に大量の豆を放り
込んでしまった時には、普段は本当に怖い先輩が
怒りもせずに皆を集めて熱いスープから豆を
拾い出してくれました。教える時には厳しく、失敗
には寛容だった諸先輩方への恩返しの意味を

込めて、これからは後継者の育成に力を入れて行こ
うと思います。「人」を「良」くすると書く「食」の字の
如く、食べる側も作る側もハッピーになれるような
料理を作る楽しさを伝え、若い人たちが「料理人」を

「天職」として頑張ってもらえたらとても喜ばしいこと
です。そのために私にできる事をやり切る、常に
トライし続けていこうと思います。この時代、技術の
継承は、ややもすればおざなりになりがちです。初心
を大事にして未来に羽ばたく後輩のために、もうひと
頑張りしてゆこうと思います。そうする事が業界の
発展にもつながると考えています。

グランドプリンスホテル京都（兼）びわ湖大津プリンスホテル　総料理長　小山 幸広氏
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協会事務局は12月28日(水)から1月3日(火)までお休みします。この間は不在となりま
すのでご注意ください。休暇前後の業務は通常通り10時から18時です。また、休暇中も
ＦＡＸ、メールは受付けております。

事務局通信

会員情報（2016年9月25日現在）
■入会者【正会員】
鈴木 昭浩
大貫 哲也
沼田 堅二朗
木村 光男
大鉢 忍
下村 義博
鏡 智行
向井 寿志
吉田 有峰
草津 直樹
宇和川 慶太
青山 兼久

北尾 博水
松永 学
中村 裕一
小谷 英希
林 琢磨
山室 光
北山 雅巳
分部 信男
宮田 満
鈴木 直也

株式会社ここから
アルファクラブ武蔵野(株)
帝国ホテル大阪
(株)帝国ホテル帝国ホテル大阪
帝国ホテル大阪
(株)帝国ホテル帝国ホテル大阪
センチュリーコート丸の内
今治国際ホテル
帝国ホテル大阪
(株)ecofoods Bistro GINSAI
The Suite GINZA
ﾎﾃﾙﾏﾈｰｼ ﾒ゙ﾝﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(株) 
グランドホテル浜松
Kitao
八芳園
(株)グランドホテル白山
(株)ホテルオークラ札幌
(株)ホテルオークラ札幌
(株)ホテルオークラ東京ベイ
ホテルオークラ東京ベイ
ブリリアント ザ 銀座
Hotel & Tennis Resort Club Verde
(株)ナゴヤキャッスル

■物故者
新山 英一

■入会者【ビヤンフェトゥール-団体賛助会員】
株式会社ジョウホク物産

■国家的表彰（叙勲）を受けた会員の方、またフランスの農事功労章を受けた会員の方は会報に掲載
　させていただきますのでご連絡ください。
■会報へのご意見、ご要望等は、協会事務局までメール又はＦＡＸでご一報ください。

■年末年始休暇のお知らせ

　9月22日(木)午後4時より、ホテルオークラ東京
別館メイフェアにおいて、ティエリー・マルクス国際
会長の歓迎会が開かれました。宇田川顧問による
歓迎の辞、マルクス国際会長のご挨拶、大庭会長
の乾杯の発声後、和やかな歓談となりました。

ティエリー・マルクス国際会長歓迎会

熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
日本エスコフィエ協会は被災地支援として熊本、大分地区会員の皆様に
お見舞品をお送りさせていただきました。１日も早い復興をお祈りしております。

熊本震災
復興支援活動
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