昨今、日本で人気のイタリアン・ジェラート。

Firenze

Italy

古くは紀元前に遡る冷たいスイーツ文化は

Rome

ルネサンス時代のフィレンツェで
劇的な変化を遂げた。
今、彼の地では、その伝統をベースに、
さらに新しいジェラートを目指す
ムーブメントが広がっている。
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（右）
子どもの頃に食べたジェラートの
記憶は大人になっても決して薄れない。
（左）
太陽の恵みをそのまま味わえる旬の
果物をたっぷり使ったジェラート。
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は、実はジェラートとの所縁が深

なったフィレンツェ

しく洗練された街と

ーロッパでも最も美

術家たちによってヨ

ェロな ど、数 多 の 芸

ィチェリ、ミケランジ

ダ・ヴィンチやボッテ

古 都 フィレ ンツェ。

花開いたイタリアの

ルネサンス芸術が

水分の凍結を弱め、柔らかなテク

られるようになっていた。砂糖は

汁などを加えた冷たい食べ物が作

には、アラブで砂糖とスパイス、果

が、砂糖の登場である。九世紀頃

きく一歩近づく転換点となったの

その後、現代のジェラートに大

のものを作るには至らなかった。

はあくまでも雪で、人工的に氷状

在したと考えられているが、原料

れ状の冷たい飲み物を売る店が存

になると、果汁などを加えたみぞ

だ。この技法はアラブと地理的に

スチャーをもたらす働きがある。

近かったシチリアに伝わり、当地

い。その証とされているのが、こ

そもそも、ジェラートとは、
「凍

現在のジェラートのベースとなる

った」という意味のイタリア語だ
の豊富な果物と結びつき、果汁ベ

の街のジェラート店では定番のク

が、こ れ が い わ ゆ る〝 アイスクリ
ースのソルベット（いわゆるシャ

リーム・ジェラート、
「ブオンタレ

ーム〟を指すようになったのはい
しかし、最も大きな変化は、人

ーベット）
として発展していった。

食感がこの頃には生まれていたの

つ頃からなのかは定かではない。

ンティ」である。

ただ、氷菓そのものの歴史を辿る

けて食していたことがわかってい

の雪を取り出して果汁や蜂蜜をか

などで保存し、夏の暑い時期にそ

代バビロニアでは雪山の雪を洞窟

たのが、先に挙げたブオンタレン

のである。これをさらに発展させ

ロップを凍らせることに成功した

得できることがわかり、果汁やシ

熱反応によってより低い温度を獲

は 硝 酸 カリウム ）を 加 え、そ の 吸

工的に冷却する技術の誕生によっ

る。そして言うまでもなく、こう
ティだ。一六世紀中頃、フィレン

と そ の 源 は 古 く、紀 元 前 に 遡 る。

した食べ物は王や皇帝といったご
ツェを統治したトスカーナ大公メ

て起こった。氷（雪）に塩（あるい

く限られた人だけに許された贅沢

メソポタミア文明のペルシャや古

品であった。古代ローマ帝国時代

ディチ家のコジモ一世に仕えたベ
ルナルド・ブオンタレンティは、建
築、彫刻、軍事技術など多方面に
マルチな才能を発揮した芸術家で
あ る。あ る 時、スペイン 特 使 を 歓
待するバンケットの責任者を任さ
れ た ブオンタレンティ は、コルク
樫や葦を何層にも重ねた桶を作り、
その中央にベルガモット、レモン、
オレンジで香りづけたクリームの
入った容器をセットし、桶と容器
の隙間に保存しておいた雪を詰め、
クリームを撹拌しながら冷やした
ものを祝宴のハイライトとして供
したのである。現代のアイスクリ
ーム製造機の原点とも言われるこ
の装置の詳細な設計図やクリーム
のレシピなどは残っておらず、あ
くまでも伝承として語られるのみ
だが、〝ジェラートの父〟ブオンタ
レンティの名を冠したクリーム・
ジェラートは、フィレンツェなら
ではの味として受け継がれている。
昨今はヘルシー志向の波に押さ
れ て 濃 厚 な ブオンタレンテ ィ は、
やや敬遠される向きもあるが、一
九六〇年代末に開催されたブオン
タレンティ・ジェラートのコンテ
ストで優勝した老舗のジェラート
店「バディアーニ」では、生クリー
ム、牛乳、砂糖、卵だけで作る濃厚
なクリームの味を守り、変わらぬ
人気を誇っている。

3
4
5

16
AGORA August & September 2017
AGORA August & September 2017

17

1.フィレンツェの中心にあるヴェッキオ宮
殿内の「五百人広間」。壮大なルネサン
ス絵画が見る者を圧倒する。
2.ヴェッキオ宮殿内の小さな噴水を囲む
回廊。フィレンツェを支配したメディチ家
の紋章が掲げられている。
3.いつでも手軽に食べられるジェ
ラートは小腹が空いた時にも便利
な栄養食品である。
4.コンテストで優勝したジェラート
店「バディアーニ」のブオンタレン
ティ
・クリームは、濃厚なのに口ど
けが良いのが特徴。
5.家族揃ってジェラートタイム。
子どもはもちろん、
大人もジェラー
トを食べる時は無心。

1
2

ジェラートの
歴 史 に 貢 献 した
花の都
花の都フィレンツェを象徴する
サンタ・マリア・デル・フィオーレ
大聖堂。典雅なクーポラはブル
ネレスキの設計。

素材を使った専門店のものを指す。 ロップにも化学物質は使わず、も

ィジャナーレと呼ばれる、新鮮な

は、基 本 的 に ジ ェ ラ ー ト・アルテ

しかし、この場合のジェラート

とも言えるだろう。

を超えた、ある種スーパーフード

にとってジェラートは嗜好品の域

などという話も聞く。イタリア人

ダとジェラートで食事を済ませた

また、夏、あまりに暑い時は、サラ

とアドバイスされることがある。

から「 ジェラートで栄養補給を 」

ぐれない時や食欲がない時に医師

食ともみなされている。体調がす

味しいだけでなく栄養満点の健康

イタリアではジェラートは、美

し粘度を増加させる場合にも自

第一です。さらにベースとなるシ

こと、牛乳、生クリーム、卵も鮮度

こと。果物や木の実はもちろんの

のです。そして素材は新鮮である

出来立てを提供することが重要な

売が行われなければなりません。

「まず、一つの店の中で製造と販

局長に重要なポイントを尋ねた。

者協会のクラウディオ・ピカ事務

として、イタリアジェラート製造

存在しない。そこで、一つの指針

な定義というものは現在のところ

ルティジャナーレのオフィシャル

る。ところが、このジェラート・ア

ティジャナーレの方に支持が集ま

広がる。余韻は、妙な甘さやクリ

ッと溶け、素材の香りがふわっと

条件です。そして、口の中ではサ

これが冷たすぎないジェラートの

一は液状であることが理想です。

らに水分は全て凍らせず、三分の

バランスは前者が四割くらい、さ

脂肪分は多すぎず、砂糖と水分の

す。イタリアの手作りジェラート

「先に挙げたのは必要最低条件で

ラートと言っていいのだろうか。

リアすればイタリアの手作りジェ

えないと言う。では、これらをク

前日の残りを販売することはあり

にとってお気に入りのジェラート

めている。食に貪欲なイタリア人

の店が美味しいかをシビアに見極

できよう。しかも、食べる側はど

かにジェラート店が多いかが想像

口はおよそ半分のイタリアで、い

ると、国土面積が日本の八割で人

ベース調べ）であることと比較す

が独特なところに尽きるでしょう。 まり（

の特徴は、テクスチャーと味わい

店の一つや二つ挙げるのは朝飯前。

ーメン店の数が二万三〇〇〇軒あ

飲食店という観点で日本全国のラ

（菓子店）
を含んでいるが、身近な

にもバールやパスティッチェリア

ート店がある（ Confartigianato
調べ ）
。ジェラート専門店のほか

イタリアには約四万軒のジェラ

細心の注意を必要とする。ゆえに、 能的に知っているのかもしれない。

ジェラートは基本的に非加熱食
だから、体に良いとイタリア人は本

食べても負担を感じさせない。

タウンページデータ

これに対して、工場で作られる既
然由来のものを使うこと。着色料、 ーミーさが残りません。良いジェ

品であるため、衛生面においても

ものなのです」

たジェラートではあるが、体に良
えず二、三人のイタリア人をつか

ートを食べたいと思ったらとりあ

イタリア旅行中、美味しいジェラ
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まえて聞いてみるのが早道である。

6

ラートは食べた後、喉が渇かない

保存料を使わないのは言うまでも

3

製品はジェラート・インドゥスト

1.ローマの下町にあるジェラート店
「ピカ」は、イタリアジェラート製 造
者協会の初代会長を務めた故アル
ベルト・ピカ氏の店。
2.チョコレートや季節の果物のジ
ェラートが人気だが、隠れた名品
がお米入りジェラート。クリームと
柔らかな米の粒が混ざり合い、絶
妙なテクスチャーを生む。
3.アルベルト氏の息子で、イタリア
ジェラート製造者協会の事務局長
を務めるクラウディオ・ピカ氏。

リアーレと呼んで区別する。どち

2

ありません」

1

らも、イタリア人の生活に密着し

ジェラートは
体に良い
理想の食べ物

いという点ではジェラート・アル
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4.「ピカ」の夏のおすすめは、
レモンやスイカのグラニータ。
5.ジェラートをウエハースに挟むのは20世紀初頭のスタ
イル。最近復活の兆しを見せ、
「ラ・ソルベッティエラ」
では
大半の人が注文する。
6〜8.常時 40 種ほどのバリエーションを誇る
「ディ・メ
ディチ」。昔懐かしい棒アイスも人気復活組。
フルーツジ
ェラートはデザートの花形。
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