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第８回決勝課題
Soufflé de Caneton Rouennais
スフレ・ドゥ・カヌトン・ルワネ

エトゥーフェの鴨をポワレし、
胸肉を取り外す。
胸肉の骨を切り取りケース状にした後、
ファルス・ムースリーヌをモンテする。
鍋に蓋をし、
ムースリーヌに火を入れる。
皿の中央に
鴨を盛り付け、
プティ・ポワ・フランセーズを詰めた蕪のファルシと、
カットした鴨胸肉を盛り付けた
バルケットの2種のガルニチュールを交互に盛り付ける。
ソース・ボルドレーズにフォア・ドゥ・カナールを加え、
ソース・ルワネーズ
とし別に供する。
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●4.5 canetons étouffés
（1.5羽はファルス用）
●6 blanc ďœuf (puréeの12~13％)
●450g de foie gras de canard ●1.5L de crème 45%
●900g de feuilletage
●beurre
●papier
aluminium

ザ・プリンス さくらタワー東京 総料理長
グランドプリンスホテル高輪・新高輪 総料理長
帝国ホテル東京国際フォーラム部調理課長
辻調理師専門学校技術顧問
ジェイアール西日本開発 常務取締役総料理長

●900g de vin rouge de Bordeaux
●150g ďéchalotte ●300g de sauce espagnole
●90g de glace de viand ●3/4 citron
●mignonnette ●thym ●1 feuille de laurier
●6 foies
de canard

第19回フランス料理勉強会は、
第８回フランス料理コンクールの決勝
課題「スフレ・
ドゥ・カヌトン・ルワネ」
を
テーマに、
過日１１月２日に大阪あべの
辻調理師専門学校を会場に実施
しました。
今回は、
第8回コンクールの
米田武史氏を招き、
実行委員、
担当
理事,勉強会登録メンバーと、
オブ
ザーバーとして、
佐田正晴名誉理事、
西村淳男名誉理事、
藤田名誉理事、
また会場を提供して頂いた辻調理
師専門学校の先生方を含め、
総勢
35名が参加し、
盛大な勉強会となり
ました。

●24 navets（M）●360g de petits pois
●3 feuilles de laitue de pommée
●3 petits oignons ●3/4 branche de persil
●3 branches de cerfeuil
●45g de beurre
●9g de sucre
●4.5g de sel
●fond blanc
●eau
●beurre

調理手順
1

canetonのヴィデ（vider）、フィスレする。
頭を切り落とし、
首の背側の皮を肩から頭に向かって切り骨から剥がし気管、
食道、
首元から指を入れエサ袋を
破らないよう取り除く。
肩の部分から首骨を切り取り、
Vボーン
（さ骨）
も取り除く。
出来るだけ小さく肛門の周りに
切り込みを入れさらに胸骨に向かって縦に３㎝くらい皮を切り脂を取り除く。
穴が大きくならない様に指を入れ
内臓を取り出し、
尾を落とさずに、
クルピヨンの骨の両サイドに切り込みを入れ、
皮脂線と呼ばれる脂肪を取り出す。
フォア・ドゥ・カナールはムスリーヌに使う。
鴨の中に塩、
胡椒しフィスレする。
farce用の鴨は同じように下処理をし、
ルヴェ
（lever）
して皮と筋と骨を取り除く。

2

canetonをpoêler しvert-cuitにする。
表面に塩、
胡椒をし、
鍋でポワレする。
◎コンクールの当日は、
vert-cuit
（生焼け）
と記されていため選手は戸惑った。
ルセットにはvert-cuitとあるが、
勉強会当日は、
アロゼしながら色づけ、
オーヴンでセニャンの状態で上げ、
ルポゼして、
ア・ポワンの状態に仕上げた。

3

farce mousselineを作る。
鴨肉、
フォア・グラ、
フォア・ドゥ・カナールは細かくカットし、
冷やしておいたフードプロセッサーに鴨肉を入れぺー
スト状にする。
次にフォア・ドゥ・カナール、
フォア・グラの順に加える。
※この時、
フォア・グラに熱を持たせない様に気をつける。
卵白を加え裏ごしし、
ボールの周りを氷水で冷やしながら少しずつクリームを合わせる。

5

4

canetonのケースを作る。
ルポゼした鴨から胸肉を取りはずす。
胸骨の突起部分の骨をはさみで切り取る。
胸肉は温かい場所でルポゼしておく。
※ムースが流れ出るのを防ぐ為外側を削りすぎない様にする。

5

canetonにmousselineをモンテし元の形状にしてポシェする。
鴨の胸肉を外した部分にムースリーヌを美しくモンテする。
ポワレした鍋に鴨を戻しごく微量の水を入れ、
直火で鍋を熱くして蓋をしオーヴンでポシェする。
160℃のオーヴンで20分位ポシェ。
ポシェ・ア・セックにするためには、
鍋にごく微量の水を入れ直火に掛け、
必ず蓋が熱くなったのを確認してオーヴンに
入れること。

6

sauce rouennaiseを作る。
鴨のガラをソテし、
ソース・エスパニョルでムイエし、
煮出していく。
別鍋にエシャロットと赤ワインを入れて煮つめ
パセしたソース・エスパニョルを煮つめた赤ワインと合わせてソース・ボルドレーズを仕上げてベースとする。
※ポワレした鴨の鍋を火にかけ、
スューク(suc)を焦がさぬ様に鍋に貼り付け脂を切りソースベースを加えデグ
ラセ、
味を見て必要ならばグラス・ドゥ・ヴィアンドを加えアセゾネ、
火を止める。
裏ごしした６羽分のフォア・ドゥ・カナールをボールに入れ全体の１/４量のソースを少しずつ合わせたものを、
残り
のソースと一気に合わせ煮立たせないように弱火で煮る。
煮立てるとフォア・ドゥ・カナールがざらつきリエできない。
パセ、
仕上げに味を確認し少量の赤ワイン(又はブランデー)入れるとソースの風味が増す。
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7

garnitures
Navets farcis aux petits pois françaises
くり抜いてブランシールした蕪をフォン・ブランで煮る。
プティ・オニオンのシズレをシュエし、
プティ・ポワとレタスを加え、
フォン・ブランでやわらかくブレゼし蕪に詰める。
Barquettes
フユタージュをバルケット型に敷き詰め、
オーヴンで焼く。
取り置いてたムースリーヌに同量のフォア・グラの
ピューレを加え、
バルケットにナペし鴨と共にポシェ。
保温しておいた鴨の胸肉をエギュイエートゥに切りバルケット
に盛りつける。

堀田副会長の言葉
本を読みながら、
何故かという疑問をもち、
解決しなければその料理はできない。
コンクールではルセットがあるが今まで
やってきた経験から、
内容を自分の中でかみくだいて解釈し
『自信を持って料理を作ること』
ができるよう日々研鑚してほしい。

第19回フランス料理コンクールを終えて
今回の決勝課題のテーマ<Souﬄé de Caneton Rouennais>を再現した中で、
様々なテクニックや考え方を学びました。
以前
にも勉強会で紹介されていたpocher à secを用いた火入れの方法や、
ソース・ルワネーズの仕上げの時の温度帯や状態の見極
め方等大変興味深いものばかりでした。
決勝当日に選手達が悩んだvert-cuitの火の入れ具合、
canetonのケースの作成は、
実際
に検証して納得できたと思います。
これからも堀田副会長や諸先輩方のアドバイスを思い出しながら日々の業務に取り組み、
知識と技術を向上させていきたいと思います。
(勉強会実行委員一同)
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