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CHEESE INDEX

国別
チーズ
索引

 フランス
西部
カマンベール・ド・ノルマンディー➡p.30

カマンベール／クータンセ➡p.31

ヌーシャテル➡p.32

サン・トーバン／フロマージュ・ブラン➡p.33

ポン=レヴェック➡p.34

リヴァロ／キュレ・ナンテ➡p.35

ジェラール・クリーミー・ウォッシュ➡p.36

サン・モルゴン／マダム・ロイ（ガーリック／サーモン）➡p.37

中央部
ブリ・ド・モー➡p.40

ブリ・ド・ムラン／ブリ➡p.41

クロミエ／ブリ・オ・グラン・マルニエ➡p.42

ブリヤ・サヴァラン／ブルソー➡p.43

サント・モール・ド・トゥーレーヌ➡p.44

サント・モール／ミニ・ビュッシュ➡p.45

ヴァランセ➡p.46

セル・シュール・シェール／クロタン・ド・シャヴィニョル➡p.47

モテ・シュール・フォイユ➡p.48

シャビシュー・デュ・ポワトー➡p.49

北部・北東部
マロワール➡p.52

マンステール／ラングル➡p.53

シャウルス➡p.54

カプリス・デ・デュー／シュプレム➡p.55

シャモア・ドール／ジェラール・カマンベール➡p.56

ミモレット➡p.57

東部
コンテ➡p.60

モルビエ／トム・ド・サヴォワ➡p.61

エマンタール／グリュイエール➡p.62

ボーフォール➡p.63

アボンダンス／ルブロション・ド・サヴォワ➡p.64

ピコドン➡p.65

リゴット・ド・コンドリュー／マコネ➡p.66

シャロレ➡p.67

シュヴロタン／バラット➡p.68

サン・フェリシアン／サン・マルスラン➡p.69

アペリフレ（プロヴァンス／イタリアーノ）／モン・ドール➡p.70

エポワス➡p.71

アフィデリス／スーマントラン➡p.72

ラミ・デュ・シャンベルタン➡p.73

ピエ・ダングロワ／ルクロン➡p.74

ルイ／パヴェ・ダフィノア➡p.75

バラカ➡p.76

ジェラールセレクション・ブルーチーズ／ブルー・デュ・ヴェル
コール・サスナージュ➡p.77

フルム・ド・モンブリゾン➡p.78

ブルー・ド・ジェクス／ブレス・ブルー➡p.79

オーヴェルニュ・南部
ロックフォール➡p.82

ブルー・デ・コース／ブルー・ドーヴェルニュ➡p.83

フレ・プレジール・ド・サンタギュール／サンタギュール➡p.84

フルム・ダンベール➡p.85

ブルー・ド・ラクィーユ／ショーム➡p.86

ロカマドゥール➡p.87

ペラルドン／サン・ニコラ➡p.88

ローヴ・デ・ガリッグ／バノン➡p.89

ブロッチュ➡p.90

ブラン・デュ・マキ／カイエ・ド・ブルビ➡p.91

サン=タンドレ／サン・ネクテール➡p.92

ガプロン➡p.93

オッソー・イラティ➡p.94

ナポレオン／プティアグール➡p.95

カンタル➡p.96

ライオル／トラップ・デ・シュルニャック➡p.97

 イタリア
北部
ゴルゴンゾーラ ピカンテ／ゴルゴンゾーラ ドルチェ➡p.102

ゴルゴンゾーラ マスカルポーネ／ブルー‘61➡p.103

マスカルポーネ➡p.104

ラ・トゥール／ロビオラ➡p.105

タレッジョ➡p.106

パルミジャーノ・レッジャーノ➡p.107

グラナ・パダーノ／モンターズィオ➡p.108

アズィアーゴ➡p.109

ウブリアーコ／グラン・モンテオ➡p.110

ピアーヴェ／カステルマーニョ➡p.111

3



ブラ➡p.112

フォンティーナ➡p.113

プロヴォローネ・ヴァルパダーナ➡p.114

モッツァレッラ➡p.115

中南部
リコッタ➡p.118

ペコリーノ・ロマーノ➡p.119

ペコリーノ・トスカーノ／モッツァレッラ・ディ・ブーファラ・カン
パーナ➡p.120

ブッラータ／スカモルツァ・アッフミカータ➡p.121

大陸ヨーロッパ
 スイス

エメンターラー➡p.125

グリュイエール➡p.126

スプリンツ／アッペンツェラー➡p.127

テット・ド・モワンヌ➡p.128

ラクレット➡p.129

 スペイン
ケソ・マンチェゴ➡p.131

イディアサバル／マオン➡p.132

ケソ・テティージャ／カブラレス➡p.133

ケソ・デ・バルデオン➡p.134

ケソ・デ・ムルシア・アル・ビノ➡p.135

 ドイツ
カンボゾーラ➡p.137

セレクト・カマンベール／ルードヴィヒ王のビアケーゼ➡p.138

マウンテン・ハーブス・レベル／ステッペン➡p.139

 オーストリア
クラッハー／ツィーゲンケーゼトルテ➡p.141

 ベルギー
エルヴ／シメイ・ア・ラ・シメイ・ルージュ➡p.143

 オランダ
ゴーダ➡p.145

オールド・ダッチ・マスター／ベームスター・クラシック➡p.146

オールド・アムステルダム／ベビー・ゴーダ➡p.147

エダム➡p.148

バジロン／ブルー・デ・グラーヴェン➡p.149

北欧
 デンマーク

サムソー➡p.153

マリボー➡p.154

クリーミー・ハヴァティ／モザレラ➡p.155

ダナブルー➡p.156

ミセラ／キャステロ・クリーミーブルー➡p.157

キャステロ・クリーミーホワイト／フレンドシップ・カマンベール➡
p.158

アーラ ブコ／アぺティーナ フェタ➡p.159

 ノルウェー
イェトスト／リダー➡p.161

英語圏
  イギリス、アイルランド

ブルー・スティルトン➡p.165

シュロップシャー・ブルー／ウエスト・カントリー・ファームハウス・
チェダー➡p.166

チェダー（レッド／ホワイト）➡p.167

アイリッシュ・ポーター／セージ・ダービー➡p.168

ホワイト・スティルトン（ブルーベリー）➡p.169

  アメリカ、ニュージーランド
モントレー・ジャック／コルビー・ジャック／ペッパー・ジャック➡
p.171

アメリカン クリームチーズ／アンカー・クリームチーズ➡p.172

 日本
カリンパ➡p.176

花畑牧場 十勝ラクレット／ナチュラルチーズ「鶴居」シルバーラ
ベル➡p.177

二世古 空［ku:］➡p.178

出来たてモッツァレラ／タカナシ北海道マスカルポーネ➡p.179

茶臼岳➡p.180

フロマージュ・ド・みらさか／ロビオーラダイワ➡p.181
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図鑑の見方 見ため
食べる前に見える外観や中身
の特徴。熟成したときの変化
など。

香り
食べる前に周囲に漂う香り。
口に含んだり、飲み込んだりし
たあとに感じる香りなど。

チーズの解説❶、❷
チーズ名の由来や原産地にまつまること、
生産者（メーカー）のことなど。また、食べ
合わせなどについても紹介。

味わい
よい状態・熟成のものを口に
入れたときに感じる食感や味
わいなど。

季節
特においしいとされる旬や食べ
ごろ具合の時期など。生産時
期が限定されているものもある。

DATA

産地
原則、そのチーズを特徴づけ
る風土をもつ生産地を紹介。
実際の生産場所が異なる場
合は適宜補足する。

原料乳
チーズの原料となったミルク
を得た動物について。牛、山
羊、羊、水牛のいずれかが主。

種類
チーズの種類。原則的には
p.12～で説明する分類法に
基づくが、必要に応じて表現
を補った。

A.O.C年など
原産地名称保護を受けた年。
認可された年、国の表記に
のっとって記す。

熟成期間
チーズを成形後、カーヴ（熟成
庫）に置いて熟成させる期間。

固形分中乳脂肪量
チーズの固形分（チーズか
ら水分重量を差し引いたも
の）に含まれる脂肪分のこと。
MG/ES（仏）と記される。

チーズ名の現地表記
（アルファベット）

カタカナ表記

＊取り扱い会社により、カタカナ表記や種類（分類）が異なる場合があります。
＊掲載のデータは2015年9月現在の情報です。生産や輸入元の状況、法律の改正により日本
国内への輸入ができなくなる場合があります。

❶

❷
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チーズは知ると
もっとおいしい
種類が豊富で、じつに奥深いチーズ。
知れば知るほど、チーズ選びが楽しくなるはず！
魅惑のチーズの世界へご案内します。

　みなさんは「チーズ」というと、どんなものをイ
メージしますか？
　子どものころによく食べたベビーチーズやス
ティックチーズ。ピッツァ・マルゲリータでおなじみ
のモッツァレッラ。ワインのおともにぴったりな、カ
マンベールやゴルゴンゾーラ……。いろいろな
タイプのチーズが浮かんでくることでしょう。

　チーズとは、ご存じのように、ミルクを原料とす
る発酵食品です。しかし、「チーズの種類を10
個あげてみて」といわれると、すんなり出てくる人
は少ないはず。「ナチュラルチーズ」と「プロセス
チーズ」のちがいが、はっきりわかる人も少ないか
もしれません。私たちにとって身近な食材であるに
もかかわらず、知られていないことが多いのです。

Introduction　チーズの基礎知識
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　チーズの起源は古く、その原型は山羊や羊の
家畜化がはじまった紀元前9000年ごろのメソ
ポタミアにあるそう。やがて家畜文化とともに、世
界各地へチーズ様のものも広まっていき、その土
地の風土に合ったチーズがつくられるようになっ
たのです。21世紀現在では、世界中に1000種
類をこえるチーズがあるといわれています。

　もっとチーズを知ってほしい、楽しんでほしい！  
そんな思いから、本書がうまれました。ぜひチー
ズとの新たな出会いのきっかけにしてください。
知れば知るほど奥深い、チーズの魅力に気づ
かれることでしょう。
　さあ、まだまだ知らないチーズの世界へ足を
踏み入れていきましょう！
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そもそも
チーズってなに？
チーズの歴史は非常に古く

「人類がつくったもっとも古い食品」だといわれています。
意外に知らないチーズのこと。
チーズがどういうものなのか、その謎に迫ってみましょう。

　だれもが口にしたことのある食べもの、チーズ。
そもそもチーズとは、なんでしょうか？  かんたんに
いうと、ミルクを固め、そこから水分を除去したも
の。つまりチーズは、ミルクのたんぱく質と脂質を
固めたものの総称です。
　チーズの主原料であるミルクのほとんどは、
牛のもの。ヨーロッパなどには、山羊や羊、水牛
のミルクでつくられるチーズもあります。

　では、チーズはどのようにつくられているので
しょうか？  さまざまなつくり方がありますが、基本
の工程をご紹介しましょう。
　まずは、ミルクを固めるのが第1工程。これを
凝
ぎょう

固
こ

といいます。凝固には、乳酸菌の力を利用
した「酸凝固」、酵素（レンネット）で固める「レ
ンネット凝固」、加熱して固める「熱凝固」の3
つの方法があります。

Introduction　チーズの基礎知識

カマンベール（➡p.31）

サント・モール・ド・トゥーレーヌ（➡p.44）

エメンターラー（➡p.125）
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　こうして豆腐のように固まったミルクを、凝
ぎょう

乳
にゅう

（カード）といいます。凝乳は乳
にゅう

清
せい

（ホエイ）という
水分を含んでいます。これをとり除き、モールドと
よばれる型に入れて成形し、凝乳どうしをくっつけ
ます。これが第2工程。このとき重しをのせたりし
て圧搾すると、かたいチーズになります。かたい
チーズはホエイをとり除くときに、40℃以上で加
熱するか否かで製法が分かれます。

　成形されたチーズは、型を外してから塩を直
接すり込んだり（乾塩法）、塩水につけ込んだり
（ブライン法）して加塩し、熟成させます。加塩
は主に保存性を高めるために行なうため、フレッ
シュチーズには加えてもごく少量です。熟成期
間もさまざまで、種類によっては1週間から1年以
上かけて、ようやくひとつのチーズが完成するとい
うわけです。

マンステール（➡p.53）

エダム（➡p.148）

モッツァレッラ（➡p.115）

ロックフォール（➡p.82）
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チーズは世界中で
愛されている
チーズ=ヨーロッパの食べものというのは大まちがい！
じつは中東やアジアなどでも古くから食べられています。
チーズ愛は世界中に広がっているのです。

世界有数のチーズ消費国

ギリシャ
ヨーロッパのなかで、チーズづくりの歴史
がもっとも古いといわれるギリシャ。紀元前
8世紀ごろに記されたホメロスの叙事詩に、
チーズが登場しています。山羊や羊の乳か
らつくるものが多く、ギリシャ人ひとりが年間
に食べるチーズの量は、約30kg！  じつは
チーズの消費量もトップクラスです。

山岳地帯の保存食として親しむ

チベット・ネパール
ヒマラヤの山岳地帯に多いヤク（高地に生
息するウシ科の動物）のミルクからつくった
伝統的なチーズがあります。保存食として
長く親しまれており、乾燥していてかたいの
が特徴。

チンギスハンが愛したチーズ !?

モンゴル
古代モンゴル族は、紀元前3世紀ごろから
さまざまな家畜の乳を加工食品にしていた
といわれています。モンゴルを代表するチー
ズ「ホロート」は、かたく酸味が強いのが特
徴。チンギスハンが率いる騎馬軍団が、遠
征に持参したそう。

チーズ発祥の地

メソポタミア
中東にはチーズにまつわる、古い民話があり
ます。それは、「昔、アラビアの隊商（キャラ
バン）が羊の胃袋でつくった水筒にミルクを
入れて旅に出た。夕刻、のどの渇きを癒やそ
うとしたところ、水筒のなかから白いかたまり
と黄色い水が出てきた。おそるおそるそのか
たまりを食べてみたら、とてもおいしかった」
というもの。チーズは、こうして偶然にうまれ
たといわれています。

Introduction　チーズの基礎知識
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　フランスやイタリア、スイスといった、ヨーロッパ
の食べものというイメージが強いチーズ。ですが、
中東やアジアなどでも独特のチーズが発展して
おり、昔から親しまれていることをご存じですか？
　例えばチーズの発祥地だといわれる中東で
は、チーズは朝食の定番メニュー。また、アジア

のなかでは、特にモンゴルやチベット、ネパール
などの高原でチーズづくりが盛んです。
　チーズほど多くの種類があり、世界中で愛さ
れている食品は、ほかにないのでは？  旅に出た
ら、その国特有のチーズを探してみるのも楽しい
ですよ。

仏教とともに伝来した至高の味

日本
6世紀、仏教とともに、アジアのチーズの原
型である「蘇

そ

」が伝来しました。もともと仏
教用語であった醍醐味という言葉の「醍醐」
は、チーズのような乳製品のこと。当時の
チーズは、高級品。チーズを味わった人が、
その複雑な味わいに仏の最上の教えとは、
このように深みのあるものだろうと思ったか
らでしょうか。
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チーズの種類は
いくつある？
チーズは大きく分けるとナチュラルとプロセスの2種類。
さらにナチュラルチーズは細かく分類されます。
この分類法を知ると、チーズがぐんと身近に！
ぜひ覚えて、チーズ選びを楽しみましょう。

ナチュラルチーズと
プロセスチーズのちがい

　チーズは大きく2種類に分けられます。ひとつめは
「ナチュラルチーズ」。乳酸菌や酵素の作用でミルク
を固めたもので、時間とともに熟成という変化が起こり
ます。フレッシュチーズのように熟成させないタイプも
ありますが、いずれにせよ乳酸菌などさまざまな微生
物が生きているチーズのことで、本書では主にこれら
のチーズを紹介します。
　一方「プロセスチーズ」は、ナチュラルチーズを加
熱して溶かし乳化させ、再成形して殺菌状態で包装
したもの。スライスチーズなどがこれにあたります。

多様化に対応する
チーズの分類法

　現在の日本では、フランス式の分類法により、ナ
チュラルチーズを7種のタイプに分けることが多い
ようです。しかし、世界中のさまざまな製法・種類
のチーズが輸入されるようになった昨今、この7

種の分類法ではすべてのチーズに対応しきれなく
なってきています。
 　そこで、「チーズプロフェッショナル協会」では、製
造上の特徴による分類法も採用。本書ではこれらの
分類法を参考に、幅広くチーズを紹介します。

Introduction　チーズの基礎知識
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チーズの分類法
製造法やでき上がりの特徴によって、チーズは次のように分類されます。
チーズを選ぶときの参考にしてください。
※この分類ですべてのチーズが分類しきれるわけではありません。2つ以上の分類にあてはまるチーズも存在します。

❻セミハード ⅵ・
　ハード ⅶ

❽プロセス
　チーズ

ナチュラル
チーズ

＊Ⅰ～Ⅵ…主に製造法によるナチュラルチーズの6分類
 ⅰ～ⅶ…フランスの分類によるナチュラルチーズの7分類

凝乳（カード）に
熱湯を加えて練る

山羊乳・
羊乳を
使用する

青カビを
つける

ウォッシュ
する

白カビを
つける

微生物が
生きている？

熟成
させる？

YES

NO

脱水するとき
40℃以上で
加熱する

NO

YES

水分を多く含み、熟成
期間をもたないチー
ズ。リコッタなど。

❶フレッシュ Ⅰ ⅰ

40℃以上50℃未満で加熱する
ものを、半加熱圧搾という。

半硬質タイプのチー
ズで、ゴーダやラク
レットがこのタイプ。

非加熱圧搾 Ⅳ

乳清（ホエイ）を除く
際に40℃以上で加
熱するかたいチーズ。

加熱圧搾
（半加熱圧搾） Ⅴ

凝乳に熱湯を加え、
弾力が出るまで練り
あげてつくるチーズ。

❼パスタ・
　フィラータ Ⅵ

ソフト Ⅱ

表面に白カビを繁
殖させ、熟成させる
チーズ。ブリなど。

❷白カビ ⅱ

表面を塩水などで洗
いながら熟成させる。
独特のにおいがある。

❸ウォッシュ ⅲ

山羊のものはシェーヴル、羊
のものはブルビという。

❹シェーヴル、ブルビ ⅳ

青カビを繁殖させて
熟成させたもの。味
や塩気もやや強め。

❺青カビ Ⅲ  ⅴ

YESNO
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チーズの種類 ❶

フレッシュタイプ
熟成しないチーズ。
やさしい口あたりで
マイルドな味わいが人気
　乳酸菌や酵素、熱でミルクを固めて水分
を排出したのち、熟成期間をもたずにすぐ食
べられるチーズのことを指します。つまり、ヨー
グルトから水分を除去したものがこのタイプ。
一般的に水分が多く、やわらかいのが特徴で
す。やさしい口あたりと、ほどよい酸味が楽し
めます。
　このタイプには、ホエイでつくるリコッタをは
じめ、脂肪分を高めてつくるマスカルポーネ
やクリームチーズ、脂肪分が除去されたカッ
テージチーズなどがあります。いずれもあっさ
りとしてクセがないので、料理やお菓子などに
幅広く使われるチーズです。
　成形した・しないにかかわらず、熟成しない
チーズは、フレッシュタイプに分類されます。

Introduction　チーズの基礎知識

つくり方の例
＊フロマージュ・ブラン（➡p.33）の場合

殺菌した牛のミルクを30℃前後に温め、乳酸菌を加え乳
酸発酵を促進する。

原材料を温める1.

レンネット（酵素）を加え、14時間程度おいて固める。乳酸
発酵だけで凝固させる場合もある。

凝固させる2.

ミルクが固まったら布袋に入れ、水分をとり除く。ほかに、固
まったミルクをすくいとって脱水する方法もある。

脱水する3.
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チーズの種類 ❷

白カビタイプ
カマンベールが代表！
濃厚でクリーミーな
味わいが親しみやすい
　表面に白カビを繁殖させ、熟成させてつく
られます。濃厚でクリーミーな味わいが特徴
ですが、それは白カビがつくる酵素によるもの。
酵素がたんぱく質を分解するので、表皮から
内部に向けて組織がやわらかくなるのです。
　原料となるのは主に牛のミルクです。山羊
や羊のミルクでつくられるものもあります。最
近ではミルクに生クリームを加えて脂肪分を
高めた「ダブルクリーム」「トリプルクリーム」と
よばれる、よりクリーミーなタイプも人気です。
　白カビタイプの代表といえば、日本人になじ
み深いカマンベール。そのほか、「チーズの
王様」といわれるブリ・ド・モーなど、クセが少な
く食べやすいものが多いので、チーズ初心者
にもおすすめのチーズです。

つくり方の例
＊ブリ・ド・モー（➡p.40）の場合

牛のミルクを30℃前後に温め、50～60ℓ入りの容器に入
れる。

原材料を温める1.

表面に塩をぬり、翌日に裏返して反対側にも塩をぬる。そ
の後、カビを吹きつける。

加塩する4.

レンネット（酵素）を加え、2時間程度おいて固める。

凝固させる2.

温度13～15℃、湿度70～75％に保ち、約1週間予備熟
成させる。

予備熟成させる5.

凝固したミルクを薄く削るようにすくい、二重になった型に
詰める。翌日までおき、じゅうぶんに水分が排出されたら内
側の型を外して反転し、おく。

型詰め成形する3.

熟成業者のもとで、約4週間熟成させる。

熟成させる6.
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チーズの種類 ❸

ウォッシュタイプ
塩水やアルコールで表皮を
洗って熟成した
風味豊かなチーズ
　名前のとおり、表面を塩水などで何度も洗
いながら熟成させたチーズのこと。ビールや
ワイン、ブランデーなど、その土地特有のアル
コールで洗われる場合もあります。
　表皮は赤く粘り気があり、比較的強めのに
おいが特徴です。これは表皮を洗うことで繁
殖したリネンス菌によるもの。食べるときに表
皮をとり除けば、においはそれほど気になりま
せん。一見クセがありそうですが、中身はコク
がありクリーミー。むしろ食べやすいチーズと
いえるでしょう。お酒との相性も抜群です。
　ウォッシュタイプで代表的なのは、塩水で
洗いながら熟成させたマンステール。そのほ
か、ブルゴーニュ地方のマール（ブドウのしぼ
りかすでつくられた酒）でウォッシュしたエポワ
スなどが有名です。

Introduction　チーズの基礎知識

＊マンステール（➡p.53）の場合

乳酸発酵が進んでいる前日の夕方に搾ったミルクと、当日
の朝に搾ったミルクをまぜ、35℃前後に温める。

原材料を温める1.

レンネット（酵素）を加え、1時間程度おいて固める。

凝固させる2.

ピアノ線をはったナイフで約1.5cm角にカットする。

カッティングする3.

水分を抜き、パソワールというこし器を使って型詰めする。

型詰めする4.

何度もひっくり返しながら形をつくり、翌日に型を外す。

反転させる5.

表面に手で塩をつける。

加塩する6.

塩水で洗ったり、ふきとったりする作業を表面の状態を確
認しながら行ない、3週間熟成させる。

熟成させる7.

つくり方の例
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チーズの種類 ❹

シェーヴル、ブルビタイプ
原料は山羊や羊のミルク。
木炭粉がまぶされたもの
など個性派が多数！
　「シェーヴル」は、フランス語でメスの山羊と
いう意味。山羊のミルクからつくられたチーズ
を、ひとつのカテゴリーとしています。たくさん
の種類がありますが、山羊のミルクには独特
の香りがあるため、好みが分かれやすいとい
われています。組織がやわらかく、崩れやすい
ため、小さく成形されるのも特徴。仔山羊が
離乳をはじめる春ごろから繁殖期にあたる秋
ごろにかけて、多く生産されています。
　シェーヴルチーズは乳酸菌によって内側
から熟成されていくものと、乾燥を防ぐために
つけられた木炭粉や白カビの作用で表皮か
ら熟成されるものがあります。ヴァランセなどが
木炭粉がまぶされているものです。
　「ブルビ」はフランス語でメスの羊のこと。
山羊乳とちがい、たんぱく質や脂肪の粒子が
大きいので牛乳と同じような製法でつくること
ができます。濃厚でミルキーな味わいのチー
ズです。

＊ヴァランセ（➡p.46）の場合

山羊のミルクを30℃前後に温め、乳酸菌を加え乳酸発酵
を促進する。

原材料を温める1.

じゅうぶんに水分が排出されたら、型を外して反転する。

脱水・反転させる4.

レンネット（酵素）を少量加え、ゆっくり固める。カッティン
グはほとんどしない。

凝固させる2.

塩と木炭の粉をまぜたものを表面にまぶす。

塩と木炭粉をまぶす5.

凝固したミルクをピラミッド型の器に詰める。

型詰め成形する3.

通気性がよく、湿度が高い熟成庫で熟成させる。

熟成させる6.

つくり方の例

17



チーズの種類 ❺

青カビタイプ
ゴルゴンゾーラなど
強烈な風味と刺激が
病みつきになるチーズ
　青カビを繁殖させて熟成させたもので、
「ブルーチーズ」といわれるのがこのタイプで
す。成形する前に青カビをつけるため、外部
から熟成する白カビタイプと異なり、内部から
熟成していきます。
　青カビを生育するには酸素が不可欠。そ
のため、チーズの内部にわざと隙間をつくり、
繁殖を促します。
　日本で親しまれているのは、イタリアのゴル
ゴンゾーラでしょう。羊のミルクでつくられるフ
ランスのロックフォール、イギリスのブルー・ス
ティルトンとともに、「世界3大ブルーチーズ」
と称されています。
　強烈な風味とピリリとした刺激が印象的な
ブルーチーズは、味も塩気もやや強め。無塩
バターやクリームチーズなどとまぜると食べや
すくなります。洋ナシやブドウ、ハチミツなどと
の相性も抜群です。

Introduction　チーズの基礎知識

＊ロックフォール（➡p.82）の場合

羊のミルクに青カビ（ペニシリウム・ロックフォルティ）を加
え、30℃前後に温めて乳酸菌を加え乳酸発酵を促進する。

原材料を温める1.

レンネット（酵素）を加え、2時間程度おいて固める。

凝固させる2.

カードナイフで約1.5cm角にカットする。

カッティングする3.

癒着したカードをよくもみほぐしながら、型に詰める。

型詰めする4.

型に移しかえながら、反転をくり返して形をつくっていく。

成形する5.

毎日少しずつ表面に塩をすり込み、チーズの塩分を4.5％
前後にする。

加塩する6.

青カビが繁殖しやすいよう、金串を縦に突き刺して空気孔
をあける。洞窟の熟成庫で最低3か月熟成させる。

熟成させる7.

じゅうぶん熟成したら、青カビに空気と光がふれないようア
ルミ箔で包む。ゆるやかに熟成を進めていく。

包装（熟成）する8.

つくり方の例
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チーズの種類 ❻

非加熱圧搾・加熱圧搾タイプ
かたく重量感があり
長期熟成期間を経て
うまみとコクがアップ！
　長期間熟成されるチーズ。かたさによって
「ハードタイプ」と「セミハードタイプ」に分け
られ、水分をとり除く際に40℃以上で加熱す
るかどうかで、非加熱圧搾、加熱圧搾に分
かれます。
　ハードタイプは水分量が極端に少なく、熟
成期間が数か月から数年間と長いのが特徴。
長期熟成によりアミノ酸などのうまみ成分が増
すため、ジャリジャリとした結晶ができてきます。
パルミジャーノ・レッジャーノがこのタイプです。
　セミハードタイプは、若いうちは弾力のある
かたさがあります。熟成期間は種類にもよりま
すが、1か月程度から2年以上。食べ比べて
みてお好みの熟成具合を見つけるのもよいで
しょう。ゴーダやチェダーなど、マイルドで食
べやすいタイプのチーズです。

＊パルミジャーノ・レッジャーノ（➡p.107）の場合

前日の夕方に搾ったミルクを一晩おき、静置分離して脂肪
分を部分的に脱脂したものと当日の朝に搾ったミルクをま
ぜる。釡に入れて温め、前日に出た乳清（ホエイ）を加える。

原材料を温める1.

まぜながら55～56℃近くまで加熱し、カード粒に弾力が出
てきたら釡の底に沈めて水分を半分ほど抜く。ミルクのか
たまりを大きな布ですくい、半量ずつ布に包んで釡のなかに
吊るす。

脱水する4.

レンネット（酵素）を加え、15～20分程度おいて固める。

凝固させる2.

布ごと木製の型に入れ、重しをのせて24時間おく。ステン
レスの型で、太鼓形にする。

プレス成形する5.

工場の熟成庫で一定期間熟成させる。その後、熟成業者
のもとで熟成。

熟成させる7.

スピーノという球形のナイフを使い、凝固したミルクを米粒
大にカットする。

カッティングする3.

型を外し、高濃度の食塩水に3～4週間浸す。

加塩する6.

つくり方の例
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チーズの種類 ❼

パスタ・フィラータタイプ
モッツァレッラが代表格！
弾力があり、糸状に
さけるのが特徴
　パスタ・フィラータとは、イタリア語で「繊維
状の生地」という意味。チーズをつくるときに、
生地をのばしながら繊維状にする工程（フィラ
トゥーラ）があるチーズを、ひとつのタイプと数
えています。
　このタイプの代表格は、ピッツァ・マルゲリー
タやカプレーゼでおなじみのモッツァレッラ。
組織が繊維状になっていて、スポンジのよう
に水分を保つのが特徴です。この繊維が、
モッツァレッラ独特のしこしことした歯ざわりを
つくり出します。
　イタリア南部では、このパスタ・フィラータタ
イプのチーズが多くつくられています。焼いて
食べるチーズとして話題になった、ひょうたん
形のカチョカヴァッロもこのタイプ。日本でおな
じみの「さけるチーズ」も、この製法をヒントにう
まれました。

Introduction　チーズの基礎知識

＊モッツァレッラ・ディ・ブーファラ・カンパーナ（➡p.120）の
場合

水牛のミルクを36℃に温め、乳酸菌を加え乳酸発酵を促
進する。

原材料を温める1.

レンネット（酵素）を加え、1時間程度おいて固める。

凝固させる2.

スピーノという球形のナイフを使い、凝固したミルクをカッ
トする。

カッティングする3.

水分を抜き、生地を保温しながら静置する。

脱水する4.

均等に熱が行き渡るよう、細かく切る。

細断する5.

熱湯を加え、カードを溶かして練りあげる。

練る（フィラトゥーラ）6.

決められたサイズにちぎり、塩水に浸す。

成形する7.

つくり方の例
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