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実は、分からないことだらけ
1. 生ハムとは？ 知っている様で日本ではだれも説明でき

ない。 お楽しみ：付録仮説日本の生ハムの歴史

2. 生ハムのことをどう学ぶの？ ワインやチーズの本や資
料は沢山あるけど、生ハムを勉強する資料が無い。

3. 生ハム協会は、イタリアやスペインにあるの？

フランス（AFDJS)と日本（JCHA） 世界生ハム学会

4. 生ハムはいつからあるの？ 人類の文明史に重なる。

5. 生ハムはどこで生産されているの？ 実はあまり、、、

6. イタリアのハムとスペインのハムの違いは？

皆好きだけどその違いを説明できる人は少ない。

不思議な生ハム
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1. 生ハムの食文化

①.民族と地域的要因 ②.二つの食文化

2. 生ハムとは？

①生ハムの定義 ②生ハムの市場

3. 生ハムの基本知識 ①歴史的背景 ②原料の豚

③品質の要因

4. 製造方法 イタリアとスペインの場合

①特徴 ②製造工程の違い

5. 取扱い ①カッティング ②保管

6. 黄金の組合せ 本日のまとめ

付録:  皆さんで作る仮説・日本の生ハムの歴史

生ハムの基礎知識
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1.生ハム食文化 ①民族と地域的要因

大麦と葡萄の生産地域 生ハムとスモークハムの生産地域

スモークハム

生ハム

大麦
白葡萄

黒葡萄
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1.生ハムの食文化 ①民族と地域的要因

•地中海諸国

•ラテン民族

•ラテン語

•ローマンカソリック

•伝統を重んじる

•飲料：ワイン主体

•ハム：長期熟成ハム

👉👉プロシュット、ハモン・

セラーノ、ハモン・イベ

リコ、プレスント

•北東ヨーロッパ諸国

•ゲルマン民族

•ゲルマン諸語

•プロテスタント

•理論的で新しい物を取
り入れる

•飲料：ビール主体

•ハム：スモークハム

👉👉シンケン、スペック、

ブラックフォレスト
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1.生ハムの食文化 ②二つの食文化

生ハムとスモークハムの食文化生ハム生産国

•フランス

•イタリア

•スペイン

•ポルトガル

スモークハム生産国

・スイス

・ドイツ

・ハンガリー

・クロアチア

・デンマーク等

スモーク
ハム

生ハム

El día 26 de May de 2021 J.C.H.A.
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1.生ハムの食文化 ②二つの食文化

ハム 製造方法

1
プロシュット、
ジャンボン、

ハモン・セラーノ
長期熟成

2
シンケン、シンカ、

スキンケ
スモーク、加熱

3 無し 無し

ハムの文化圏

国々

イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
（ハンガリー、オーストリア、スイス）

オランダ、ドイツ、デンマーク、
スウェーデン、オーストリア、スイス

モロッコ、アルジェリア、チュニジア、
中東諸国


ハムの文化圏

		ハムの文化圏

				ハム		製造方法		国々

		1		プロシュット、
ジャンボン、
ハモン・セラーノ		長期熟成		イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
（ハンガリー、オーストリア、スイス）

		2		シンケン、シンカ、
スキンケ		スモーク、加熱		オランダ、ドイツ、デンマーク、
スウェーデン、オーストリア、スイス

		3		無し		無し		モロッコ、アルジェリア、チュニジア、
中東諸国





お酒の文化圏

		お酒の文化圏

				お酒		原料		国々

		1		ワイン		ブドウ		イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
ギリシャ、（ドイツ、オーストリア、スイス）

		2		ビール		大麦		イギリス、オランダ、ドイツ、デンマーク、
スウェーデン、オーストリア、スイス

		3		シードル		リンゴ		フランス、スペイン

		4		禁酒				モロッコ、アルジェリア、チュニジア、中東諸国





宗教圏

		宗教圏

				宗教		国々										禁止食物飲料

		1		ローマン・カソリック		イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
アイルランド、スイス										蛸・イカ・貝類

		2		プロテスタント		オランダ、ドイツ、ノルウエー、
スウェーデン、フィンランド、スイス										蛸・イカ・貝類

		3		イスラム		モロッコ、アルジェリア、チュニジア、
エジプト、トルコ、中東諸国										豚・アルコ
ール飲料

		4		ギリシャ正教		ギリシャ										ものいみ（断食）





言語圏

		言語圏

		　		国		言語		語派		民族と言語の特徴

		1		フランス		フランス語		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語

		2		イタリア		イタリア語		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語

		3		スペイン		スペイン語		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語

		4		ポルトガル		ポルトガル語		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語

		5		イギリス		英語		ゲルマン		インドヨーロッパ語族、ゲルマン語

		6		ドイツ		ドイツ語		ゲルマン		インドヨーロッパ語族、ゲルマン語

		7		スウェーデン、
ノルウェー等		スカンジナビア		ゲルマン		インドヨーロッパ語族、ゲルマン語

		8		ギリシャ		ギリシャ語		ギリシャ		インドヨーロッパ語族、ヘレニック語

		9		モロッコ、アルジェ
リア、チュニジア等		アラビア語		セム		セム語族





Sheet3
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1.生ハムの食文化 ②二つの食文化

お酒 原料

1 ワイン ブドウ

2 ビール 大麦

3 シードル リンゴ

4 禁酒

フランス、スペイン

モロッコ、アルジェリア、チュニジア、中東諸国

お酒の文化圏

国々

イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
ギリシャ、（ドイツ、オーストリア、スイス）

イギリス、オランダ、ドイツ、デンマーク、
スウェーデン、オーストリア、スイス


ハムの文化圏

		ハムの文化圏 ブンカケン

				ハム		製造方法 セイゾウホウホウ		国々 クニグニ

		1		プロシュット、
ジャンボン、
ハモン・セラーノ		生ハム ナマ		イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
（ハンガリー、オーストリア、スイス）

		2		シンケン、シンカ、
スキンケ		スモーク、加熱 カネツ		オランダ、ドイツ、デンマーク、
スウェーデン、オーストリア、スイス

		3		無し ナ		無し ナ		モロッコ、アルジェリア、チュニジア、中東諸国 チュウトウショコク





お酒の文化圏

		お酒の文化圏 サケブンカケン

				お酒 サケ		原料 ゲンリョウ		国々 クニグニ

		1		ワイン		ブドウ		イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
ギリシャ、（ドイツ、オーストリア、スイス）

		2		ビール		大麦 オオムギ		イギリス、オランダ、ドイツ、デンマーク、
スウェーデン、オーストリア、スイス

		3		シードル		リンゴ		フランス、スペイン

		4		禁酒 キンシュ				モロッコ、アルジェリア、チュニジア、中東諸国 チュウトウショコク





宗教圏

		宗教圏 シュウキョウケン

				宗教 シュウキョウ		国々 クニグニ										禁止食物飲料 キンシショクモツインリョウ

		1		ローマン・カソリック		イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、
アイルランド、スイス										蛸・イカ・貝類 タコカイルイ

		2		プロテスタント		オランダ、ドイツ、ノルウエー、
スウェーデン、フィンランド、スイス										蛸・イカ・貝類 タコカイルイ

		3		イスラム		モロッコ、アルジェリア、チュニジア、
エジプト、トルコ、中東諸国 チュウトウショコク										豚・アルコ
ール飲料 ブタインリョウ

		4		ギリシャ正教 セイキョウ		ギリシャ										ものいみ（断食） ダンジキ





言語圏

		言語圏 ゲンゴケン

		　		国 クニ		言語 ゲンゴ		語派 ゴハ		民族と言語の特徴 ミンゾクゲンゴトクチョウ

		1		フランス		フランス語 ゴ		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語 ゴゾクゴ

		2		イタリア		イタリア語 ゴ		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語 ゴゾクゴ

		3		スペイン		スペイン語 ゴ		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語 ゴゾクゴ

		4		ポルトガル		ポルトガル語 ゴ		イタリック		インドヨーロッパ語族、ラテン語 ゴゾクゴ

		5		イギリス		英語 エイゴ		ゲルマン		インドヨーロッパ語族、ゲルマン語 ゴゾクゴ

		6		ドイツ		ドイツ語 ゴ		ゲルマン		インドヨーロッパ語族、ゲルマン語 ゴゾクゴ

		7		スウェーデン、
ノルウェー等 ナド		スカンジナビア		ゲルマン		インドヨーロッパ語族、ゲルマン語 ゴゾクゴ

		8		ギリシャ		ギリシャ語 ゴ		ギリシャ		インドヨーロッパ語族、ヘレニック語 ゴゾクゴ

		9		モロッコ、アルジェ
リア、チュニジア等 トウ		アラビア語 ゴ		セム		セム語族 ゴゾク
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2. 生ハムとは？ ①.生ハムの定義

日本 ： 1980年代に豚肉のルイベ状商品誕生。

⇒ 「生ハム」と云う言葉の誕生

誤解の2原因

①Cured Ham ⇒ 生ハムと訳す。本来熟成ハム

Prosciutto Crudo(生） 1996

②非加熱食肉製品 ⇒非加熱なので生ハムと理解

非加熱食肉製品の規定：食肉を塩漬けした後、燻煙し、又

は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を63℃30分加熱、

またはこれと同等な方法で加熱をしていない食肉製品で

あって、非加熱食肉製品として販売するもの。
9
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2. 生ハムとは？ ①.生ハムの定義

•日本：法律上 「生ハム」の定義はなく、生ハムと
云う名称は通称名。

•スペインの定義：生ハムとは、成長した豚の坐骨
と恥骨接合部で切り離された骨と筋肉組織が一
体となった骨付きの後足を加工して製造された物
であり、一切加熱されずに塩蔵工程と熟成工程
を経た物。

👉👉生ハムとは、骨付きの豚の腿肉を塩漬けして

長期熟成した保存食。

美味しさの秘密：長期熟成による濃厚な豚肉の旨
味と脂身のとろける食感。
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2. 生ハムとは？ ①.生ハムの定義

•長期熟成ハムの規格（非加熱食肉製品）

1. 水分活性（Aw）： 0.95未満 自由水の割合。

2. ＰH: 6以下 pHとは、アルカリ度を示す数値

中性：7 

3. 亜硝酸根： 70ppm 以下

亜硝酸ナトリウム（E250)、硝酸カリウム（E252)

4. 細菌の基準：

E coliとリステリアモノサイトゲネス1gにつき100

以下、黄色ブドウ球菌1gにつき1,000以下

サルモネラ菌 陰性
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日本式（熟成無か短期）

•地域：日本（のみ）

•気候：人工的環境

•原材料：豚の色々な部

位、還元水飴、食塩、

ブドウ糖、調味料（ア

ミノ酸）、酸味料、酸
化

防止剤（V.C)、発色剤

（亜硝酸ナトリウム）な

どメーカーにより様々

生ハム（長期熟成）

•地域：南西ヨーロッパ

ラテン諸国。（ローマ）

•気候：冬低温で夏高温
で乾燥。

•原材料：豚の腿肉、塩
、保存料（E250(亜硝
酸ナトリウム）,E252（硝
酸カリウム））、pH調整
剤（E331iii(クエン酸ナ
トリウム）)など

2.生ハムとは？①生ハムの定義 二つの生ハム
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日本式（熟成無か短期）生ハム（長期熟成）

2.生ハムとは？①生ハムの定義 二つの生ハム販売
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日本式（熟成無か短期）生ハム（長期熟成）

2.生ハムとは？①生ハムの定義 二つの生ハム販売
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日本式（熟成無か短期）

•基本製法：中心温度６
3℃で30分の加熱や燻
製或いは燻製無しの調
味液のみ。或いはルイ
ベに近い。

•製造期間：短い熟成か
熟成無し。

•歩留り：通常100%以上。

•ラベル表記：非加熱食肉
製品

•品名：ラックスハム

生ハム（長期熟成）

•基本製法：非加熱、塩
漬け、乾燥、燻製無し。

•製造期間（加工日数）：

長期熟成（7ヵ月～4

年程度）

•歩留り： 通常60%程度。

•ラベル表記：非加熱食肉
製品

•品名：非加熱食肉製品

2.生ハムとは？①生ハムの定義 二つの生ハム
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日本式（熟成無か短い）

•歴史：ドイツ製法約
100年、発展させた日
本式の歴史約40年。

•販売開始：1980年頃

•価格：スライス100g 

当たり300円～

1300円。

•市場占有率：約8割。

•年間生産量：

約8,000t.以上

生ハム（長期熟成）

•歴史：BC200年。

•輸入開始：イタリアから
1996年、スペインから

2000年から。

•価格：スライス100g 

当たり1000円～

5500円。

•市場占有率：約2割。

•年間輸入量：約2,500t.

2.生ハムとは？①生ハムの定義 二つの生ハム
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2.生ハムとは？ ②ハムの市場 世界市場

3 Famous Cured Ham 世界の3大生ハム
全て長期熟成ハム

①Prosciutto Crudo プロシュット・クルド
イタリア プロシュット・ディ・パルマなど

②Jamón Serrano ハモン・セラーノ
スペイン ハモン・トレベレスなど

③金華火腿 金華ホートイ
中国 金華ハム
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南西ヨーロッパ
長期熟成ハム

ドイツ製法

日本製法

Cured Hamパルマ・ハム
やハモン・セラーノなど

Smoked Ham

Non Cured Ham

世界のハム

2.生ハムとは？ ②ハムの市場 世界市場

金華ハム



2. 生ハムとは？ ②.生ハムの市場 日本市場

生ハム＝

①Cured Ham （長期熟成ハム） 南西ヨーロッパ

豚腿肉を全く加熱せずスモーク工程が無く、長期熟成。

②Non Cured Ham （非熟成ハム） 日本製法

豚肉を還元みずあめや調味液に漬ける。または、

その後スモーク処理。（様々な種類）

③Smoked Ham （スモークハム） ドイツ製法

豚肉を塩漬け、乾燥、スモーク処理、熟成。

現在の日本市場：①＋②＋③
19



2.生ハムとは？② 生ハムの市場 日本市場

南西ヨーロッパ
長期熟成ハム
20%

ドイツ製法
Smoked Ham

日本製法
80%NamaHamu
Non Cured Ham
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2.生ハムとは？② 輸入品の市場日本市場

スペイン産
25.6%

フランス産0.4%

イタリア産
74%
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2.生ハムとは？ ②ハムの市場 世界市場

スペイン産
4,500万本フランス産等

イタリア産
2,000万本

ポルトガル・中国・

22
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

豚の飼育

•原料となる豚は、今から

1万年前（紀元前約8千

年前）にアナトリア地方や

中国などでイノシシから

造り出されたと考えられ

ている。

•古代メソポタミアや古代

エジプトで豚が飼育され

てことが知られている。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

豚の飼育

•イベリア半島の遺跡では、紀元前5千年からイノシ
シの骨より豚の骨が多く出土するとの研究もある。

•イタリア半島では、プレローマのエトルリア時代から
豚が生産されていた。

•ローマのコルメッラ（紀元1世紀カディス生まれ）は、
生ハムの製造方法とともに豚の飼育方法に付いて
、彼の著書「農業論」に書き残している。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

生ハム 紀元前

•古代ギリシャの喜劇作家のアリストファーネス

（B.C.444-385)は、度々生ハムに言及している。

•古代ギリシャでは、小アジア（アナトリア）の生ハム
も高い評価を受けて消費されていたことが知られ
ている。

•古代ローマの元老院議員大マルクス・ポルキウス
・カトー（ B.C.234-149)は、生ハムと豚肉の塩蔵
と熟成に付いて、レシピを残している。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

カトーのレシピは、

ティナハ例

購入したハモンの足首を
切り落とし、ローマの塩を
ティナハに敷き、ハモンを
皮が下になる様に入れ、
更に大量の塩を塗して積
重ねて、5日後に下の生
ハムを上になる様に積換
えて更に12日塩蔵後、塩
を洗い2日風に晒し更に

2日間燻すと記している。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

El jamón  de  Treve’lez より

スペイン・タラゴーナ・コネサ出土 紀元
前の遺跡から出土した化石化した生ハム
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

•シーザーがガリア征服した際のローマ軍団の保存
食として塩漬け豚肉や生ハムの存在。

紀元後

•古代ローマで既にハモンとパレタ、更にハモンには
蹄の有無、コーシャル（腰骨）の有無が知られ

ており、原生種（イベリコ？）豚とケルト系白豚、豚

の掛け合せによる品質改善も知られていた。典型

的保存食であり、アピシウスには生ハムをイチジク、

ローレルやハチミツと煮だして味を調えることが記さ

れている。（ローマの食文化） 当時から高価。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

El jamón  de  Treve’lez より

ポンペイ遺跡の壁画
A.D. 79年8月24日
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

•ローマのストラボンは、ガリア・ベルヒカ（今のべルギ
ー）の生ハムが、ローマ以外のイタりア全土に大量
に供給されていたと書き残している。

•歴史家タキトゥス（A.D. 55-117)は、ローマは生ハ
ムの製造法をゲルマン人に教え、彼らはスモークし
たハムを好みローマもそれを大量に購入し消費した
ことを書き残している。

•トライアヌス帝に整備されたオスティア港（ローマ）や
ポッツォーリ港（ナポリ）には生ハムがヒスパニア、ガ
リア・トランサルピナ（ラングドック・プロバンス）から
運ばれてきていたことが知られている。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

El jamón  de  Treve’lez より

アウグストゥスとアグリッパの貨幣 パレタ
A.D.1世紀
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景 イベリア半島

イスラム時代

•イベリア半島A.D.711～A.D.1492 約800
年間のアラブ占領。

果たして豚肉とアルコールは消費されて

いたのか？

•現在（2018)のスペイン：

ぶどう作付面積世界No.1ワイン生産量

No.3、豚肉の生産量ヨーロッパNo.2(昨年

No.1)、生ハムの生産量世界No.1
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景 イベリア半島

イスラム時代の終わりと新大陸発見

•A.D.1492 年1月約800年間のアラブ占領の終わり。

•A.D.1492 年10月クリストバル・コロンにより新大陸の発
見。

大航海時代

•コロンの第二回目の航海で新大陸に豚と羊がもた
らされた。大航海時代の塩漬け豚肉やイベリコハ
ムとシェリー酒の役割。 （B1の補給）

西部開拓時代

•新大陸への豚の導入は、その後の西部開拓へ貢献する。
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3.生ハムの基本知識 ①歴史的背景

•19世紀のスペインではフランスからの独立戦争
で、フランス軍のセバスティアニ将軍がアルプハー
ラの生ハムを使用したことが知られている。

•その後フランスでは、ナポレオン3世の妻ウージェ
ニー・ド・モンティホが皇帝の食卓に生ハム（スペイ
ン産）を正式なご用達品に定めている。

現代

•1980年代からのガストロノミー文化の台頭。

•1987年イベリコ豚・イベリコハムの血統書確定。

•日本市場へ1996年イタリア、2000年スペインの
生ハムの輸入解禁と世界的広がり。



質問がある方は、この時間にチャッ
トにてお問合せ下さい。

また、いつでも下記のメールアドレ
スにて質問を受付けています。

info@jcha-ham.com

終了後にアンケートがありますので
、何卒ご協力下さい。
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休憩5分間 ご質問タイム
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3.生ハムの基本知識 ②原料の豚

歴史：約１万年前に人類が、食べる目的のためだ

けに造り出した唯一の動物。

特徴：

•穀物約10kgを良質な1kgの動物性蛋白質と脂質
に変換する。（現在では7kgの穀物飼料まで改善）

•飼育が非常に簡単。

•容易に交配する。多産の豚、成長速度の速い豚、
脂質の多い豚、精肉が多く取れる豚など多くの系
統に分かれている。ハイブリッド

•大きく分けて、原生種と大量生産用の豚に分けら
れる。
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3.生ハムの基本知識 ②原料の豚

特徴：

•脂質には多種の脂肪酸が含まれる。 ％

主な脂肪酸 豚 牛
コルク
樫の実

オリー
ブの実

飽和脂肪酸

パルチミン酸 26.3 24.5 20 7～18
ステアリン酸 15.4 12 7.5 0.5～5

一価不飽和
脂肪酸 オレイン酸 42.2 49.9 65 61～83

多価不飽和
脂肪酸 リノール酸 8.2 3.1 1.6 2～18

肩ロース比較（日本食肉消費総合センターデー
タとEl Cerdo Iberico） 豚肉のアミノ酸：イノシン酸



原生種豚

•地中海諸国（南西ヨーロ
ッパ） 放牧豚

•子豚の数：10頭未満

•成長速度：約1年

•胴の長さ：短い

•生産量：少ない

•生ハム：長期熟成ハム

イベリコ、チンタ・セネーゼ、
ノワール・デ・ビゴール

白豚 （ハイブリッド）

•北ヨーロッパ諸国

•子豚の数：14～16頭

•成長速度：6ヵ月

•胴の長さ：長い

•生産量：多い

•生ハム：スモークハム

長期熟成ハム、パルマハ
ム、セラーノハム、バイヨン
ヌハム
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3.生ハムの基本知識 ②原料の豚

イノシシから人類が造り出した動物



39

3.生ハムの基本知識 ②原料の豚

ラージホワイト お肉の表示ハンドブック
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3.生ハムの基本知識 ② 原料の豚

ランドレース お肉の表示ハンドブック
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3.生ハムの基本知識 ② 原料の豚

デューロック お肉の表示ハンドブック
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3.生ハムの基本知識 ② 原料の豚

イベリコ豚



43

3.生ハムの基本知識 ②原料の豚

イベリコ豚
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イベリコ豚

3.生ハムの基本知識 ② 原料の豚 モンタネーラ
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品質を決める要因 （同じハム） 4大要素

1. 豚の品種・純血度 原料由来

2. 豚の飼育方法 原料由来

3. 豚の餌 原料由来

4. 豚の飼育期間(産地の差） 原料由来

5. 製造方法(産地の差） 製造工程

6. 熟成期間 製造工程

3．生ハムの基本知識 ③品質の要因
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ハモン・セラーノ ハモン・イベリコ

1. 豚の品種 LW, LR, D等 イベリコ豚・D

2. 豚の飼育方法 集中飼育 放牧飼育・集中

3. 豚の餌 穀物飼料 自然放牧・穀物

4. 豚の飼育期間 6～7ヵ月 14ヵ月～

5. 加工期間 7.5～24ヵ月 600・730日～

品種：原生種とハイブリッド

飼育方法：放牧と集中飼育の差

餌：穀物飼料給餌と自然放牧の差

3．生ハムの基本知識 ③品質の要因
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問合せが多いクレーム

1. カビ 生ハムにカビが発生

するのは、自然なことです。

生ハムの表面に発生した

カビは、匂いの少ない植物

油でふき取り、生ハムの内

部に発生したカビはペティ

ナイフでその周囲を削れば

問題ありません。

3．生ハムの基本知識 ③品質の要因 クレーム
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問合せが多いクレーム

2. 白い斑点 生ハムのカット

を進めると白い結晶が出てく

ることがあります。これはチロ

シンと呼ばれるアミノ酸の結

晶で、品質に問題はありませ

ん。口に入れた時にジャリジ

ャリとする食感が多少ありま

すが、お召上がり頂くことに

問題はありません。

3．生ハムの基本知識 ③品質の要因 クレーム
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4.生ハム（長期熟成ハム）製造方法

特徴：

1. 基本的原料は豚の腿肉と塩。

2. 長い熟成期間。

3. 非加熱、燻製もしない。

4. ローマ時代から２千年前から同じ形態

（日本：弥生時代であり、基本的な製法は

燻煙以外は、当時のまま。）

5. 燻煙製法から熟成製法への変化は未解明
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•1.屠畜：豚を屠畜解体。

•2.塩漬：骨付き腿肉を海塩或いは岩塩にて

塩漬。

•3.洗浄：塩を良く洗い流す。

•4.乾燥：冷温下にて洗浄した腿を乾燥。

•5.前熟成とスーニャトゥーラ（イタリアのみ）

•6.熟成：重さやグレードにより長期の熟成。

・ 熟成期間（加工日数）：

7.5ヵ月～48ヵ月以上。

4.生ハム（長期熟成ハム）製造方法
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イタリアの生ハム

（フランス）

•形状：骨盤と蹄無
し。(一部ひづめ付
き）

•種類：後ろ脚のプ
ロシュットのみ。

•年間生産量：

約2,000万本。

スペインの生ハム

（ポルトガル）

•形状：骨盤と蹄付き。

•種類：前脚のパレタと
後ろ脚のハモン。

•年間生産量：

約4,500万本。

4.製造方法 スペインとイタリアの場合 ①特徴



スペイン・ポルトガ

の生ハム

•形状：

骨盤と

蹄付き。
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イタリア・フランスの生ハム

•形状：

骨盤と蹄無し

ひづめ付き

骨盤なし

4.製造方法 スペインとイタリアの場合 ①特徴
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イタリア製法（パルマ）

•原料：骨付き豚腿肉。

•塩漬け：40日以上。

•添加物：通常使用しな
い。例外：クラッテロ。

•スーニャトゥーラ：骨盤
を除去すると内腿の丸
い部分の窪みは赤身
が剥き出しとなるため
米粉、食塩、胡椒を必
要に応じラードと混ぜ
て塗布する。

スペイン製法

•原料：骨付き豚腿肉。

•塩蔵：1kg当たり1日。

•添加物：通常亜硝酸塩

を70ppm未満使

用。

•カビ：青かびと白カビが

付着して熟成工程

を終了する。

4.製造方法 ②製造工程の違い
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イタリア製法 塩漬けスペイン製法 塩蔵

4.製造方法 ②製造工程の違い
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イタリア製法 乾燥工程スペイン製法 乾燥工程

4.製造方法 ②製造工程の違い



56
イベリコハムの熟成工程 イタリア熟成工程（2段階）

4.製造方法 ②製造工程の違い
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イタリア製法 熟成工程スペイン製法 熟成工程

4.製造方法 ②製造工程の違い
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イタリアのカット方法

スライサー 冷蔵

◎基本的に機械切り。

繊維に対し、直角方向

に刃を入れる。

•比較的柔らかい食感。

提供する直前にカット

スライスパックは必ず常温に
戻す

スペインのカット方法

生ハムの台 常温

◎基本的に生ハム専用の

長いナイフにて手切り。

繊維に対し平行に刃を

入れる。

•強い熟成感と比較的
硬い食感。

提供する直前にカット
スライスパックは必ず常温
に戻す

5. 取扱い ①カッティング
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•通常：基本10℃以下にて保管。

•開封する直前は、常温に戻す。

•開封したら、カット面をラップにて保護する。

カット面を水平にすると空気に触れない。

•長期に保管する場合、基本の10℃以下にて保

管。

•長期熟成ハムの表面のカビは、香りの少ない

オイルで拭き取る。

•カビが内部まで侵入している場合、その部分を

削り取る。

5. 取扱い ②保管
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6. 黄金の組合せ 試食と質問

・生ハム
紀元前８千年ごろイノシシから豚をつくりだした。

穀物飼料10kg👉👉美味しい動物性蛋白質と脂質1kg。

豚肉の加工製品として最も時間と労力を掛けて造り出す。

人類が造り出した最も付加価値が高い食肉製品。

（生ハムは豚肉の芸術品）

•ワイン
紀元前から人類が造り出したアルコール飲料。

人類が最も付加価値を高めた飲料。

👉👉最高（黄金）の組合せ
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6. 黄金の組合せ 試食と質問

•生ハム
例：スペイン・イベリコ・ハム・100%イベリコ・

ベジョータ

•ワイン
① シェリー酒 ② スプマンテ ③ カバ

例：シェリー・マンサニージャとオロロッソ

👉👉最高（黄金）の組合せ

楽しさに溢れる生ハムの世界❕
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本日のまとめ

生ハム(長期熟成ハム）
1．豚は約1万年前に人類が造り出した

2．２千年以上の歴史を持つ保存食で、日本製法のものと

全く異なる食べ物。一切加熱せず長期熟成

3. 日本製法の歴史は約40年で日本のみの殆ど熟成しな

い食べ物

4. 原料：豚の腿肉と食塩。（品質要因は原料と熟成期間）

5. 地中海食文化の基本的食材

6. 基本的形状として産地により異なる3種

7. スライスパックは、常温に戻して開封する

8. 一本物の生ハムのカットは常温、スライサーは冷蔵

9. 最も付加価値を高めた生ハムはワインとベストマッチ
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