
 
 

第 15 回フランス料理勉強会 
 
《第６回エスコフィエ・フランス料理コンクール決勝課題料理から学ぶ》 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年はコンクール開催年にあたり、８月に第６回エスコフィエ・

フランス料理コンクールの決勝大会が行われました。毎回、決勝

では「エスコフィエの料理を再現する優れた技術に重点をおいた

審査」を基準にし、今大会もエスコフィエ著「ル・ギード・キュ

リネール」から出題がなされ、当日発表されるテーマに８名が挑

戦しました。 

今回のルーを使って作るソース・ノルマンドなどは、職場で作る

機会がなく戸惑った選手もいたようです。また、ムースリーヌを

詰めたターバンは、湯煎してオーブンで火を通すという技法で行

うことになっており、日頃の仕事でスーチームコンベクションを

活用している選手にとって難題だったことは確かでしょう。 

 

第１日目は、課題料理の出題者である堀田コンクール実行委員

を囲み、勉強会実行委員および第６回コンクール優勝者の西川氏

も参加してディスカションを行いました。 

実際に課題料理に挑戦した第６回コンクールのファイナリスト

からも｢決勝時に難しかった点、再度作るとしたらどこに注意を払

うかなど｣ について、事前にヒヤリングを行いその内容も参考に

して、２日目の課題料理再現のためのポイントを拾い出しました。 

 

 

 

＜ディスカションした課題料理再現のためのポイント＞      

●２種類の魚の整形、紅白の見栄えする貼り付け方 

●フュメ・ド・ポワソンを取るときの、舌平目のアラと水の割合 

●ムースリーヌのオマールと帆立貝柱の割合 

●ムースリーヌのすり身と生クリームの割合（ムースの固さと味） 

●ターバンをポシェする際の、湯煎の湯の量、オーブンの温度、注意点 

●２種類のソースに使う、２種類のルーの違い、ソースの濃度 

●ソース・ノルマンドを作る時のポイント、注意点 

 

 

ああ資◆第１日目  １１月２１日（水）１４；００～１７：００     於 辻調理師専門学校                 

 

 

2012年 11月 21日、22日開催、第 15回フランス料理勉強会レポート 

 

 

【テーマ】 

―第 6回決勝課題料理― 

Turban de Filets de Sole et de Saumon 
Sauce Normande 

舌平目と鮭のターバン ソース・ノルマンド 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●２種類の魚の整形 
ソ-ル(sole)、ソモン(saumon)のフィレを平らにして同じ大きさに切り整える。 

 
①          ②          ③           ④         ⑥ 
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日 ◆第２日目 １１月２２日（木） ９：００～１６：００    於 辻調理技術研究所                  

第 6回コンクール決勝課題料理の再現と検証 

 

                                       

 

材  料  表  

 

 

ソール(sole)   約 300ｇ×3尾            

ソモン（filet de saumon23cm） 

オマール(homard)（ブルターニュ）約 550g×2匹   

シャンピニオン(champignon de Paris) M 25ヶ 

ホタテ貝(coquille Saint-Jacques) M 3枚       

サマー・トリュフ(truffe d’ été) 20g 

白子(laitance)    約 120g                 

卵 (œuf) ５ヶ 

クリーム(créme)45％ 1リットル          

白ワイン（vin blanc）300cc 

蕪(navet)  M 10ヶ                

バター  (beurre) 1ポンド 

胡瓜(concombre)  4本  

ムール貝(moule) L 12ヶ 

ホーレン草(épinard) 400g             

ジャミ・ソル(petite sole) 1kg    

玉葱(oignon) S 1ヶ                 

パセリ(persil) 1本 

レモン(citron) 1ヶ                  

小麦粉(farine) 薄 150g 

鶏ブイヨン(bouillon de volaille)  500cc          

牛乳(lait) １リットル 

乾燥タイム(thym) 1枝                      

グリュイエール・チーズ(gruyère) 30g 

パルメザン・チーズ(parmesan) 30g                

ナツメッグ、白粒胡椒、塩、砂糖(50g) 

(muscade, poivre blanc, sel, sucre semoule) 

氷(glaçon) 2kg               

                                       

魚を軽く叩いて均一の厚さにする際は、クリアファイル等を 

利用すると作業がしやすい。（柏木）写真② 

サヴァラン型に貼り付ける舌平目と鮭は、三枚に卸した舌平目の中で

一番小さなフィレ（裏身）を基準にし、幅、厚さを揃える。 

（中田）写真⑥ 

 

 

 



●ムースリーヌ Mousseline （Farce Fine à la Crème） 

正肉（ホタテ貝の貝柱、オマールの尾の身）１kgに対して卵白(blanc d΄œuf)4ヶ分、濃い新鮮な生クリーム(crème ) 

1.5リットル、塩(sel)18g、白胡椒(poivre blanc)3g 

＊肉に塩、胡椒して、すり身にする。卵白を少しずつ加え、目の細かい裏漉しで漉す。砕いた氷で囲んで２時間 

寝かせる。氷で囲んだままで、生クリームを少しずつ混ぜ合わせる。 
 
①              ②            ③            ④ 

    
⑤             ⑥            ⑦ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●ターバンのポシェ、魚の貼付け方  
内側にバターを塗ったサヴァラン型に、フィレの端が型から出るように斜めに２種の魚を交互に貼り付ける。サヴァラン型に 

ファルス・ムスリーヌを詰め、詰め型からはみ出ているフィレで閉じる。蓋をして湯煎でポシェ(pocher au bain-marie)する。  

 
①        ②        ③       ④        ⑤       ⑥ 

      

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

●サヴァラン型（容量１リットル）で帆立貝柱 120g、オマールの尾

の身 130ｇをすり身にし、生クリームはその 1.5倍量でムースリーム

に仕立てた。（西川）写真① 

●オマールは生の状態から身を外す事が難しく、軽く表面のみ冷凍す

ることで身離れがしやすく、また色も良く出たように感じた。また、

海老独特のピンクの色合いを出すため、頭の内側の色素をしっかり取

って加えると色よく仕上がった。（柏木）写真② 

●ギード・キュリネールでは、ムースリーヌは、正肉１ｋｇに対し

て 1.5 リットルの生クリームである。通常は１：１を基本の割合と

しているが、生クリームはその素材により、臨機応変な分量で対応

をすることがポイントとなる。《素材の香りや味が残るように調整が必

要である》。大切なことは生クリームを合わせる前に、十分に時間を取

って休ませ、しっかりと冷し、状態を見ながら作業することである。

（中田）写真⑥ 

●私の経験ではすり身の量の 1.5倍の生クリームを使用してムースリ

ーヌを作る事は今までは無かった。今回の仕上がりはとても軽く、美

味しかった。しかし、個々の手順をしっかりと踏まえた上で作成しな

いと、分離しやすいなど、作り手によって差の出る作業だと思います。

（柏木） 写真⑥ 

 

 

●貼り付けの仕方は大きさを揃えた舌平目、鮭のフィレ各 5枚を使用

するのが一番美しい。（能勢）写真② 

●貼り付けの注意点としては、仕上がりの状態を考え、皮目の黒ずん

だ方は内側にする。舌平目は、尾の方をサヴァラン型の中心にし、火

を通した時の縮みも想定して少し重なるようにターバン状に交互に並

べる。（中田）写真② 

●サヴァラン型という形状（中心部分に空洞がある）を理解し、熱の

入り方を考えて被せたアルミホイルの中心部分に切り込みを入れてお

くと熱の伝わりがよく、内側の火通しも均一に入る。湯煎の際、型の

下に箸または網を入れるなど、常に熱の対流がおこるようにしておく。

また、湯煎の温度が高い、火の通し過ぎは、鮭の表面にたんぱく質が

浮く原因になる。（中田） 写真⑥  

●現在、この料理を勤務先のホテルのレストランで出しているが、火

通しはスチコンのスチームモード75度でやっている。一人前の大きさ

であれば9～10分。大きなサヴァラン型だと 35～45分が目安。（西川）

写真⑥ 

●湯煎の際、型の８割くらい浸かるまでお湯を張る。湯煎の底にも直

接火が当たらない様に、パイデッシュ等を置き、間接的に火が入る様

に工夫する。型の上部をアルミホイルで覆い、中心部だけ切り込みを

入れる。火の通りにくい、中心部分に熱を対流させるように工夫する。

150度～160度のオーブンで加熱し、途中向きを変えながら加熱する。

（柏木）写真⑥  

 



 

 

●フュメ・ド・ポワソン Fumet de Poisson (１リットル分) 

魚のアラ(arêtes) 1kg、玉葱の薄切り(oignon émincé) 50g、パセリの茎(queue de persil) 10ｇ、 シャンピニオンの屑(parures 

de champignon)25g、レモン汁(jus de citron)1/10ヶ、粒胡椒(poivre en grains) 1.5g(漉す10分前に入れる)、水(eau) 1

リットル、白ワイン(vin blanc) 1/10瓶、塩(sel) 0.3～0.4g 

＊香味野菜を鍋に敷き、その上にアラを置き、水、白ワインを入れ、強火で煮立て、弱火で 30 分間丁寧にアクを取りながら

煮る。 目の細かい漉し器で漉す。 
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●ソース・ベシャメル Sauce Béchamel （1リットル分） 

 白いルー(roux blanc) 130ｇ《バター(beurre)65g 小麦粉(farine)78g》 牛乳(lait) 1リットル 

＊ルーを熱した牛乳で溶きのばし、15～20分煮込んで漉す。 

 
 

●ソース・モルネー Sauce Mornay（100cc分） 

  ソース・ベシャメル(sauce béchamel) 100cc、 料理に使う魚の煮汁(cuisson de poisson) 20cc、グリュイエール・ 

チーズ(gruyère) 5g、パルメザン・チーズ(parmesan) 5g、バター(beurre) 10g、 

＊ソース・ベシャメルに料理に使う魚の（ムール貝）の煮汁を加えて煮詰め、２種類のチーズを加え、かき混ぜて溶けたら、 

バターを加えて仕上げる。 

①           ②           ③         ④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

●ギード・キュリネールのフュメ・ド・ポワソンはアラ１キロに

対し水１リットルと非常に贅沢なルセットだが、とてもクリアで

味が良く出ていた。やはり、薄いフュメを、後で煮詰めるより、

最初から濃くクリアに取った方が、味にエグミがなく素材の香り

が活きて旨いフュメができる。（柏木） 

 

●フュメはアラと水の割合を考えて味、風味を濃く取る。後で煮

詰めないようにする事で風味が生きた、美味しいソースや料理が

できる。（佐々田） 

 

●ギード・キュリネールに書かれているフュメの分量について、水の分

量が少ないように感じた。私がコンクールに出ていたら当日、水の量に

疑問を感じ、分量より多めの水を入れていたと思う。しかし、今回、ギ

ード・キュリネールに書かれている分量で取ってみると美味しいソース

を作るのに相応しい良いフュメが取れた。私が普段取っているものは水

が多いという比較が出来た。水が多いと味の薄いものができる。今まで

は、味の薄いだし汁を自分好みに煮詰めてソースにしていた。この部分

に勘違いがあったように思える。濃いだし汁を調整する方が、味という

部分で間違いなくおいしいソースができる。『薄いだし』は、最後まで

『薄いだし』なのである。正確な味を知っておくべきだと思った（中田） 

 

ソースは２種類（モルネーとヴルテ）を作成するので、白いルーとブロンド色のルーを作ることになるが、二つのルーは炒める時間の

違いだけなので、途中まで一緒に作り白いルーができたところで、ブロンド色のルーと分けるようにすると作業効率もよい。写真② 



●魚のヴルテ Velouté de Poisson （１リットル分） 

 ブロンド色のルー(roux blond) 125g、《バター(beurre) 62.5ｇ、小麦粉(farine)75ｇ》 

 魚のフュメ(fumet de poisson)   1.1リットル 

＊ブロンド色のルーをフュメで溶きのばし、煮立たせて浮いてくる脂をすくい取りながら約20分煮込んで漉す。 

かき混ぜながら冷ます。 

 
●ソース・ノルマンド Sauce Normande （1リットル分） 
魚のヴルテ (velouté de poisson)750cc, シャンピニオンの煮汁(cuisson de champignon)100cc、ムール 

の煮汁(cuisson de moule)100cc、舌平目のフュメ(fumet de sole) 200cc、レモン汁(jus de citron) 少々、 

 生クリーム(crème )200ccと合わせた卵黄（jaune d’œuf）5ヶ。 

＊材料を全て合わせ強火で1/3煮詰める。約800ccになる。布で漉し、生クリーム100cc、バター125gで仕上げる。 
 

①             ②             ③ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

●キュウリのグラッセ、蕪ケース詰め Navets Farcis aux Concombres Glacés 

ニンニク片のように切り、さっとブランシールする。人参のグラッセの様に調理する。（水 100ccにつき塩1.2g、砂糖6g、 

バター12gを加えた液体を材料の高さまで注ぎ入れる。水分がシロップ状になるまで煮込み、この煮汁でソテして光沢をつけ

る）。形良く皮を剥き、丸い打抜器で茎があった方から果肉の中深くまで切れ込みをいれ、柔らかくブランシールし、中身を

くり抜く。アセゾネしたブイヨンで煮て、キュウリのグラッセを詰める。 

 

①       ②         ③        ④         ⑤        ⑥ 

      

 

●ムール貝のフィレンツェ風 Moules à la Florentine 

ムール貝をポシェし、貝の殻にバターでエテュヴェしたホーレン草の葉を敷く、それぞれの殻にムール貝の身を置いてソー

ス・モルネーをかけオーブンでグラティネする。 

 
①          ②           ③           ④          ⑤ 

     
 

●ヴルテ用のブロンド色のルーは軽く香ばしくなるまで炒め、粉の旨味を引

き出す。ソースの濃度はガルニテュールに合えるものは少し濃い目に仕上げ

ないと絡ませた時に素材から出てくる水分によって薄まり綺麗に絡まらな

くなってしまう。（能勢）写真① 

●ソース・ノルマンドの分量の中で、卵黄の量に戸惑う。全量を加えると分

離するのではないかと心配になる。実際分量通り材料を合わせ、煮詰めてい

くが分離しなかった。考え方としては、濃度のあるものとないものの違い。

ソース・ノルマンドのベースであるヴルテ・ド・ポワソンは、ルーで濃度が

ついているソースである。結果、濃度のあるものは分離しにくい。（中田）

写真③ 

●ヴルテに卵黄を入れてから煮詰める事は、普段あまりせず、選手の方も戸

惑ったのではないかと思う。しかし、ルセット通りの分量を加えて煮詰めて

も、卵黄は凝固する事なく、濃度をつけるだけでなく、味のコクを加えるた

めとしての要素の方が多い卵黄の使い方ではなかったのかと感じている。

（柏木）写真③ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者たちの感想  

＜第 15回フランス料理勉強会に参加して＞ 

西川 仁 

（第15回コンクール優勝者 ホテル阪急インターナショナル） 

決勝課題料理について、終わってからも解決ができていない

ところが多くありました。勉強会で全て質問させていただき、

決勝大会当日の自分の作業について正しかった部分と間違

っていた部分を見直すことができました。また、たくさんの経

験豊かな先輩方に、質問させていただき、そして意見を聴か

せていただき大変勉強になりました。貴重な経験をさせてい

ただきありがとうございました。 

 

森田安彦 
（第 15回決勝出場者 ホテル日航福岡） 
現在あまり使われなくなったヴルテ・ド・ポワソン、ソース・ノル

マンド、ソース・モルネーなどを初めて一から教えていただき、

大変勉強になりました。素材の扱いも下処理から火入れま

で、また道具の使い方なども全てにおいて細かい気配りをも

って作業されていました。 

 

村上智彦 

（第 15回決勝出場者 リーガロイヤルホテル大阪） 

必要に応じてルーを変化させること。フュメの旨みも大切だ

が、粉の香ばしさ、粉の旨みの良さをわかりやすく理解するこ

とができた。素材の火入れについても、新調理やコンベクショ

ンオーブン等がとても便利だが、オーブンを使ってピンポイン

トに火入れする感覚が大事なことに気づきました。 

 

 

藤本義章（ホテル日航大阪） 

今はシンプル、ライトフレンチと言われていますが、基本

の土台というものがあっての応用だとつくづく思いまし

た。これからもエスコフィエのルセットに触れる機会があ

ればぜひ参加したいです。この勉強会は普段の仕事に

も必ず活きます。 

 

若林知人（辻調理師専門学校）  
普段作らないクラシック料理を再現することの意義は、知識

の蓄積や技術の向上に役立ち、客観的に自分のレベルを

確認できることにあると思います。しかし、先人の考え抜い

て作り上げたレシピにかなったものができているかどうかは、

なかなか確信が持てませんでした。今回の勉強会で、再現

をする課程に、それが理にかなっており、作業性にも問題

がないことを実感し、今まで自分の中でおぼろげだったもの

にはっきり焦点があったと感じました。 

 

松森康記（ホテルグランヴィア京都） 

様々な経験をされた方と意見を交換し、その方々の技

術や知識を細かく学ぶ事ができたと感じております。現

在では、エスコフィエのクラシックな料理を提供している

ところは少ないですし、私自身も（こうした技術について

は）未熟だと感じております。しかしながら勉強する場は

少なく、初めて参加した勉強会は素晴らしい体験でし

た。この勉強会を通してフランス料理の基本を今後もた

くさん吸収していきたいと思っております。 

副会長 米津春日 

ホテルを職場としている皆さんは特に、料理の工程をトータルで組み立てる機

会は少ないことでしょう。いざこのようなルセットを一人で作ることになると、

時間の配分、作業の組み立てが難しかったと思います。これから皆さんは職場

でも中核からシェフの立場になっていくわけですから、この勉強会は全体をみ

て作業順序を組み立てる勉強となったのではないでしょうか。また、先入観だ

けで考えていたことを検証することもできたと思います。この勉強会で皆さん

が習得したことをさらに後輩に伝える機会を持ってほしいと思います。 

 

勉強会で学ぶことの意義  アドヴァイザーとして  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
《参加者》 

●勉強会実行委員   :柏木健一(ホテルグランヴィア大阪) 

          久保康志（宝塚ホテル） 

佐々田 京(ホテルグランヴィア大阪) 

中田淑一（辻調理師専門学校） 

能勢 洋(帝国ホテル東京) 

●コンクール優勝者 :西川 仁（ホテル阪急インターナショナル） 

決勝大会出場者  :村上智彦（リーガロイヤルホテル大阪） 

           森田安彦（ホテル日航福岡） 

●勉強会登録メンバー  :藤本義章（ホテル日航大阪） 

松森康記（ホテルグランヴィア京都） 

若林知人（辻調理師専門学校） 

辻技術研究所エントランス前、エスコフィエのレリーフをバック

に勉強会実行委員、参加者、アシスタントの皆さん 

勉強会に参加した皆さん全員で 

上段・中段：段取りに沿って作業

を開始、大先輩と共に真剣に作業

に見入る参加者 

下段・右：試食会で味を検証 

 

●アドヴァイザー  ：米津副会長 

（リーガロイヤルホテル大阪 料理特別顧問） 

●オブザーバー    ：眞田英輔（元綱町三井倶楽部 取締役調理部長） 

本多功禰（辻調理師専門学校 研究室統括室長） 

●勉強会事業担当  ：堀田 大（マンジュトゥー代表取締役シェフ） 

水野邦昭（辻調理師専門学校 技術顧問） 

佐藤伸二（ホテルグランヴィア京都 総料理長）  

 

 

 

【協力】辻調理師専門学校、辻調理技術研究所、日本リカー㈱、中沢乳業㈱ 
 

 

 

 


