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第 16回フランス料理勉強会

《第 3 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》

2014 年 3 月 7 日（金）開催 第 16回フランス料理勉強会レポート

第 16 回フランス料理勉強会は第 3 回エスコフィエ・フランス料理

コンクールの決勝課題「仔羊鞍下肉のプリンス・オルロフ風」をテ

ーマに、過日 3月 7日に香川調理製菓専門学校を会場に実施しまし

た。今回は実行委員、担当理事、勉強会登録メンバーにオブザーバ

ーとして大庭会長をはじめ協会役員が加わり約 30 人が参加してこ

れまでにない盛大な勉強会となりました。勉強会では小野正吉初代

会長の著書「小野正吉 フランス料理 3巻」で紹介されている「Longe

de Veau Prince Orloff」も参考文献に取り上げました。奇しくも

開催前日 6 日は小野正吉初代会長の 17 回忌に当たることを知り、

思い出となるテーマとなりました。

【テーマ】

—第 3回決勝課題料理—

Selle d'agneau Prince Orloff

仔羊の鞍下肉 プリンスオルロフ風

《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（新阪急ホテル）

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）

●オブザーバー： 大庭 厳会長（ホテルオークラ東京 名誉総料理長）

米津 春日副会長(リーガロイヤルホテル大阪 料理特別顧問)

栗原 保(名誉理事)

古川 瑞雄(名誉理事 香川調理製菓専門学校 副校長)

●勉強会事業担当： 佐藤 伸二（ホテルグランヴィア京都 取締役総料理長)

福田 順彦(セルリアンタワー東急ホテル 副総支配人総料理長)

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））

●勉強会参加メンバー：10 名

【開催場所】香川調理製菓専門学校【協賛】中沢乳業(株)

【協力】(株)ノムラ

勉強会実行委員と協会役員
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Selle d’agneau Prince Orloff

● 仔羊の下処理

仔羊鞍下肉の背脂側の薄皮をはがし、バラ先の余分な部分を除いて内側に巻き込み、塩、こしょうをし、糸で縛り形を整える。

● 仔羊肉をくず肉と一緒に焼き、ソースを作る

鍋に油、バターを熱し鞍下肉を加え、オーヴンで焼き油をかけながら２０分ポワレ(poêlage ポワラージュ)する。蓋をしたまま約一時

間休ませ、ロゼに焼き上げる。糸を解き４辺の縁から 1cm の所にナイフで切り込みを入れる。背骨にそったところにも両側にナイフ

をいれ、各ロース肉をはずす。

＊外側の縁を取りすぎると肉は大きく取れるが、後でロースを戻しグラセする際に肉が落ちてしまうので、ある程度ポケットの状態

にした方がよい。

ソースは鞍下肉を焼いた鍋の焼脂を少し残して除き、白ワイン、コンソメでデグラセし、グラス･ド・ヴィアンドを加える。仔羊の香りを

移すよう少し煮て漉し、バターを加え、味を調えて仕上げる。

[ 材 料 ]

仔羊の鞍下肉 ２頭分（１頭約１ｋｇ）

バター 適量

トリュフ ２個（約３０～４０ｇ）

≪ソース≫

仔羊のくず肉 ２００ｇ

白ワイン １/２本分

コンソメ・ドゥーブル ５００ｍｌ

グラス・ド・ヴィアンド １００ｇ

白いフォン（フォン・ブラン・オルディネール） １．５Ｌ

バター 適量
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● ソース・ベシャメルを作り、スービーズ、モルネーに展開する

ソース・ベシャメルを作り、ソース･スービーズを仕上げる。

玉ねぎを薄切り（＊香りが水に流出しないため、繊維に逆らって１ｃｍに切る。）にし、５～６分茹で（＊柔らかく茹ですぎると風味が

なくなる。）水気を切り、バターで色づけないようにソテし、味を調える。ソース・ベシャメルを加え、玉ねぎが柔らかくなるまで煮て漉

し、バター、生クリームで仕上げる。

スービーズの 3/4 量にトリュフのみじん切りを混ぜ合わせておく。

ソース・モルネーは、ソース・ベシャメルに白いフォンを加え、全体の１/３量を煮詰め、２種のチーズを加え、バターで仕上げる。

[ 材 料 ]

≪ソース・ベシャメル≫

白いルー バター１３０ｇ、小麦粉１６０ｇ

牛乳 ２Ｌ

塩、こしょう

≪ソース・スービーズ≫

玉ねぎ ５００ｇ

バター（ソテ用） 適量

ソース・ベシャメル （上記より）０．５Ｌ

塩、こしょう、砂糖

バター（仕上げ用） ８０ｇ

生クリーム １００ｍｌ

≪ソース・モルネー≫

ソース・ベシャメル （上記より）１Ｌ

白いフォン（フォン・ブラン・オルディネール） ２００ｍｌ

おろしたグリュイエールチーズ ５０ｇ

おろしたパルメザンチーズ ５０ｇ

バター（仕上げ用） １００ｇ
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● 組み立て

ロース肉を約 1.5cm厚に少し斜めに切り、塩、こしょうする。片面にトリュフ入りスービーズを半匙塗る。ロース肉を取り出した凹みに

トリュフ入りスービーズを敷き、ロース肉を鞍下肉の元の形になるように凹みに戻す。＊肉のカットは繊維に逆らって切る。

残りのスービーズ 1/4 量、モルネー 3/4 量を合わせたソースを鞍下肉全体にかける。高温のオーヴンでグラセする。仕上げに各ロ

ース肉の上に 4枚ずつソースをくぐらせたトリュフを飾る。

ガルニテュール 2 種

● かぶのビーツ・グラセ詰め

下処理としてかぶの形を整え、抜き型を中心位まで押し込み、中身がくり抜けるようになるまで茹でる。くり抜いたかぶを白いフォン

でほどよく煮て、味を含ませる。

ビーツは、約１ｃｍ角に切り、バター、水、砂糖少量で柔らかくなるまで煮る。

水分を煮詰めてグラセしたビーツをかぶの縁を汚さないように山型になるように詰める。

[ 材 料 ]

かぶ（Ｌ） １０個

ビーツ ３００ｇ

バター 適量

砂糖 適量

塩、こしょう

白いフォン（フォン・ブラン・オルディネール）
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● さやいんげんのタルトレット

塩茹でしたさやいんげんとフラジョレをバターでエチュベし、フォン・ブランを加えて柔らかくなるまで煮込む。裏ごしし、バターを加え、

塩、こしょうで調味する。フイユタージュで作ったタルトレットに絞る。

会場風景

ミーティング風景①

ミーティング風景②

堀田副会長解説

[材 料]

さやいんげん ３００ｇ

フラジョレ（冷凍） ２００ｇ

バター ５０～８０ｇ

フィユタージュ ３００ｇ

塩、こしょう



6

参加者たちの感想

<第 16 回フランス料理勉強会に参加して>

武智大輔（セルリアンタワー東急ホテル）

ル・ギード・キュリネールのルセットでしか見たことのない料理を間近で見られて大変嬉しかったです。ベシャメルの作り方

も人それぞれの考え方があるので色々なパターンもやっていただけるとよかったと思いました。毎回参加させていただいてい

ますが、大先輩の色々な意見がとても参考になり勉強になっています。

塚本 治（セルリアンタワー東急ホテル）

ルウの基本的な考え方。ベシャメルを料理によって変化させて使う方法。ポワレとロティの火の通し方の違い。等、調理の基

本がいかに重要であるかを再認識しました。

竹末宗弘（セルリアンタワー東急ホテル）

今回初めての参加ですが、普段の業務では触れることのないクラシックな料理を学ぶことができて大変貴重な経験をさせてい

ただきました。この経験を仕事に反映し、後輩たちに伝えていかねばならないと再確認しました。課題の料理を学ぶ以外オブ

ザーバーの方々の貴重なお話も聞けて大変勉強になりました。

竹下公平（浦和ロイヤルパインズホテル）

何度か参加させていただいていますが、毎回課題料理以外の事でも、とても勉強になっています。エスコフィエの勉強会では

大先輩のお話が聞ける貴重な時間であると感じています。

村田 巧（ホテルブレストンコート・軽井沢）

初めての参加でしたが、基本は大事だと再確認いたしました。仕上がりおいしく、今後の仕事にも生かせる様にしていきます。

私は都心に近い職場で仕事をしていますので参加しやすい環境ですが、地方にも勉強熱心なキュイジニエは沢山います（因み

に私は熊本出身ですが）ので地方開催もお考えいただけるとありがたいです。（個人的な意見ですみません）

村上智彦（リーガロイヤルホテル大阪）

ベシャメルから派生した二つのソースの使い方など勉強になりました。仔羊の味を引き出すスービーズの軽さ。グラセに適し

たモルネーの濃度。仔羊セルのポケットの作り方。ルセットでは理解できないひとつひとつの作業が工程を追いながら理解で

きた。また、この勉強会を通じて料理人仲間との交流の場ができました。

今回の勉強会参加メンバー

武智大輔（セルリアンタワー東急ホテル）

塚本 治（セルリアンタワー東急ホテル）

竹末宗弘（セルリアンタワー東急ホテル）

竹下公平（浦和ロイヤルパインズホテル）

鎌田英基（帝国ホテル東京）

片桐慎介（帝国ホテル東京）

村田 巧（ホテルブレストンコート・軽井沢）

西川 仁（ホテル阪急インターナショナル・大阪）

村上智彦（リーガロイヤルホテル大阪）

春田義彦（リーガロイヤルホテル大阪）
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第 16 回 フランス料理勉強会を終えて

勉強会における調理技術<ポワレ>の解釈 勉強会事業担当 ： 堀田 大 副会長

最近、poêler は poêle（フライパン）で調理する意味に使われることが多く、新しい辞書には 2種の調理の仕方が訳さ

れていますが、辞書により和訳が違います。山本直文先生の標準フランス料理、最新フランス語大辞典では poêle で燔く

調理となっていますが、1962 年初版の仏英和料理用語辞典ではオーヴンで野菜を敷いてバターで蒸し煮と訳されていま

す。最近の辞書ではオーヴンでの蒸し焼きの方法では野菜、バター、少量の水分を加えると訳されています。ラルース料

理百科事典ではétuver の状態で調理します。ESCOFFIER の LE GUIDE CULINAIRE の Poêlée についての諸注意の中でも、焼

いてる最中には水分を注がないことが重要だと書かれています。Rôtir （炙り焼き）、Rôir à la broche（串刺し炙り焼

き）、Rôtir au four、Poêler、Braiser、辞書により和訳が違い、迷うところです。実際に調理する中での感じでは ESCOFFIER

の LE GUIDE CULINAIRE の説明が個人的には納得できると感じます。

今回の勉強会で学んだこと 勉強会実行委員 ： 柏木、久保、佐々田、中田、能勢

決勝課題料理の『仔羊の下処理、調理法』にポイントをしぼりました。

ルセットを読んでいく中で『バラ先の余分な部分を除き胸肉を内側に巻き込む』という箇所があります。脇腹の肉（panoufle）

をクルクルと巻き込みフィスレする方法です。

焼き上がりの肉の安定を見据えての作業なのか？もっと深い意味があるのかもしれません。しかし、焼きあがった panoufle

は、柔らかく、ジューシーな食感でした。

調理法について、私たちが知る poêler は、①切り分けた素材をフライパンを使って焼くことと認識していました。しか

し、poêler にはもう一つのテクニックがあることを改めて知ることができました。②表面に焼き色をつけた塊の肉や丸ごと

の家禽類を香味野菜、バターとともに厚手の鍋に入れ、蓋をした状態でオーヴンで加熱する調理法です。（＝poêlage）蓋で

きっちり密閉するため、素材の持つ水分で“蒸し焼き”の状態になります。間接的に熱があたり、水分も失われにくいので、

肉は柔らかくしっとりと焼き上がります。そして、鍋に残ったうまみを利用してソースが作れるという調理法です。どうし

ても私たちは①を想像してしまいます。今回の決勝のルセットにも poêler と書いてあります。咄嗟に poêlage を選択する

には、この方法の利点をしっかりと理解しておく必要があります。

Poêler で火を通す『 Ma cuisine の selle d' agneau 』と braiser で火を通す『 Le Guide Culinaire の selle de veau 』

では、主材料の肉とソースとの相性も違うはずです。「agneau と veau では、肉とソースの相性はどうなのか検証してみたい」、

そうした興味が湧くテーマでした。

※panoufle（パヌーフル）・・・羊や兎などのフィレ肉を包むようにしてある脇腹の肉

● 勉強会実行委員から参加者へのメッセージ

自分たちで疑問に思ったことを料理人仲間で話し合っていたのがこの勉強会のはじまりでしたので、多くの料理人が

情報を共有できることは素晴らしいことだと思います。勉強会は諸先輩方に指導いただく絶好のチャンスです。尻込み

せずに一つでも多くの疑問点を話すこと、質問することを勧めてきました。いろいろな考え方をお聞きすることにより

自分たちだけではなく会社の同僚や部下の方々にも伝えていってくれる事を熱望してこれまで実施してきました。今回

も学ぼうとする多くの人たちに参加してもらい、私たちと後輩が共に学ぶという目的が達成できたと思っています。こ

れからも登録会員が増え、クラシックに興味を持って学ぶ仲間が増えることを楽しみにしています。


