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１１月１４日開催

Ｒｅｉｎｌａｎｄ－Ｐｆａｌｚラインラント・ファルツ州の名物ザウマーゲン～豚の胃袋に充填したソーセ
ージ～中にジャガイモ角切りが入っています～はライン川沿いのワインの産地ラインラント・フ
ァルツ州の名物料理～焼くとジャガイモがホクホクとして優しい味が特徴。
牛の盲腸にも充填するが、ファイブラスケーシングに充填するとサイズが一定する。
小島豊もハンス時代に豚の胃袋（掃除後塩でぬめり気を取る）で１回に５～６個作っていた。
２年ごとに開催されるザウマーゲンの品評会が今年１１月１４日に開
催される。審査会場はラインラント・ファルツ州 Landau ランダウの街
Ｈｅｒｘｈｅｉｍヘルクスハイムの ＦｅｓｔＨａｌle（催し場）。
オリジナルレシピでは、今でも豚の胃袋に詰めて加熱する方法で作ら
れ、皮ごと１ｃｍ強にスライスして焼いて食する。
コンテストでも、胃袋に充填された作品のみが出品されて、審査され
る。申込み期限は１０月３１日まで。搬入は１１月１３日。
https://www.khsdw.de/aktivitaeten/saumagenwettbewerb2018.html
右の写真は BadDuerkheim のレストラン入り口に置かれた地域の名産品＝ワインとオリジ
ナルワイングラス、とザウマーゲンの石像

ザウマーゲン大使＝コール首相 Helmut Kohl (1930-2017) のもてなし方
ヘルムート・コール元首相(CDU) 首相就任の年～１９８２年１０月
撮影. (Foto: dpa ２枚とも)

ドイツ戦後最長任期の元首相コール氏は、大食漢で、大好きな故
郷の名物ザウマーゲンをこよなく愛し、各国要人に振る舞い「田舎
風外交」をしたことで有名。故郷の名産品を、事あるごとにアピー
ルし、没後も地場産業に貢献し続けている。
ヘルムート・コール氏は、ラインラント・ファルツ州の大都会ルードビ
ッヒスハーフェン出身。高校時代１６歳でＣＤＵに入党～１９６９年ラ
インラント・ファルツ州首相、ＣＤＵ副党首に就任。
１９７２年ＣＤＵ党首。そして１９８２～１９９８年戦後ドイツでの最長
記録１６年間首相を務めた。
ゴルバチョフ、エリツィン、マーガレット・サッチャー、ジョージ・ブッシュなど歴代の各国首相来訪の折には、
特別にザウマーゲンをメインのドイツ料理を振る舞い、ザウマーゲンの宣伝にも力を注いだ。
１９８９年ベルリンの壁崩壊～１９９０年東西ドイツ統一と東西の経済格差の修復に尽力、仏ミッテラン、露
ゴルバチョフと共に２０００年のＥＵ統合の遂行のまとめ役として大きく動き、２００７年には、当時のＥＵ委員
長より、「ゴルバチョフと共に、ＥＵ統合への尽力によりノーベル平和賞をもらうべきだ」と発言された。
１９９８～２００５年はＳＰＤゲアハルト・シュレーダー氏に政権交代。引退後は、１９９９年不正献金の発覚に
より功績への評価も急落、２００１年名誉党員も辞任、老後は転倒による頭部と脚の怪我で療養生活を送り、

２０１０年１０月３日ドイツ統一２０周年記念式典には車いすで出席した。
初のＥＵ主催で葬儀： 親分肌で、面倒見が良く、各閣僚からは特に慕われた。
ミッテラン首相の葬儀では、各国要人が参列する中、ひとり大きく涙してその別
れを惜しんだと言う、熱血漢の人だった。２０１７年８７歳で亡くなったときには、
初めてのＥＵ連合葬儀が執り行われ、ＥＵ統合への敬意を表された。
現役時代から引退後も頻繁にラインラント・ファルツ州を訪れ、地域の名産品の
後押しをした。
コール氏の後継者アンゲラ・メルケル氏が２００５年政権奪還、就任１４年目とな
り、コール元首相の記録を塗り替える勢い。
ザウマーゲン～ヘルムートコールアート は（詳しくは当社にレシピ有ります）
豚肩 １５００ｇ＋ソーセージ生地１５００ｇ＋ジャガイモ１５００ｇ
玉葱適量 スパイスはナツメッグ、コショー、マジョラムなど適量
このザウマーゲンをコール氏と食した賓客は、エリザベス女王、ミハエル・ゴル
バチョフ、シャーリーバッシー、シューマッハー、サッチャー、メイヤー、エリツィン
等 提供場所：場所Ｄｒｅｉｄｅｓｈｅｉｍｅｒ Ｈｏｆ 料理長Ｍａｎｆｒｅｄ Ｓｃｈｗａｒｚ氏
２０１７年６月１６日コール氏没後、日本経済新聞追想録にも掲載された（２０１７
年７月２６日記事）
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小売り製品の製造販売を手掛ける世界の大企業の売上高を２００２年以降統計している OC&C Strategy
Consultants（１９８７年ロンドンに設立）

が２０１７年度のランキングを発表した。

５５か国にわたる流通業のランキングを調査し、昨年度もスイスのネスレ社が不動の１位を確保している。
全体的な売上高の増加は５．７％にのぼり、２０１１年以来最高の伸び率を記録したことを明示。
１０位までは食品の扱いの無い企業も入っているが、１７位以下にも食肉加工業とドイツ企業も添付されて
いる。売上高は消費税を含まない金額である。

ロシアが１０年後には豚肉輸出大国へ！！
ロシアの養豚業がばく進している。１０年後には世界で 5 位以内の輸出大国に入る見込みと、ロシア養豚組
合（Nationalen Union der Schweinezuechter NSS）の農業調査官 Jurij Kowaljew 氏が発表した。

２０１８年７月現在、食肉ベースで昨年の同時期と比較して４０％増～４６,０００ｔの急増。今年度末には１００,
０００ｔ増加すると報告。昨年比で２倍になる計算。２０２４年には今年の２．７倍の２７０,０００t まで増加し、
輸出金額も現在の１０８百万€から４３０百万€と６年間で４倍にまで拡大する見込み。
豚肉輸入国だったロシアが、１０年後には人工膨張のアジア向け豚肉輸出国になる状況だ。

温かい料理提案～付け合せ惣菜も一緒に！！
ドイツでは冷蔵ショーケースと並んでヒーター付きショーケースも
完備、モダンな最新鋭のショーケースが出そろっている。
揚げ物やオーブン料理の調理済みテイクアウトは忙しい現代人
の味方！！焼き立てフライシュケーゼが型から飛び出してアツア
ツに膨らんでいるのを見たら、絶対買ってしまう！！その場でパン
にはさんでもらって食べるのも良いが、（計量するので、パンやマ
スタードは別料金で支払うシステムだ）今晩の食事に、どれにしよ
うか？と迷うお客に焼き立ての色と香りでアピールする。
シュニッツエルやローストチキン、チキンレッグ、ローストポーク、海老のフライなど、メイン料理を選んだら、
同じケースにあるジャーマンポテトやザワークラウト、グラタンや豆のソテーなど、温かい付け合せにも目が
行く。冷たい惣菜（オリーブやサラダ、シーフードマリネだけでなく、温かい惣菜もお店の魅力となる。

添加物・・・・ドイツの傾向・・必要な物と要らないもの
製品の裏にズラーっと表示されている内容成分について、敏感になるのは当然のこと。「無添加の商品は
どれ？」と、「肉と塩とスパイスだけで作られている加工品！！」を求めがちな消費者は、本当に安全な製
品が何なのか気が付かないこともあります。添加物を無くすことは出来るのでしょうか？？
それぞれの国で、安全基準を設けて添加物の使用を許可しています。それは安全上必要とされているから
であって、製造者も、むやみやたらと使用しているわけではありません。確かに低価格の製品や賞味期限
が極端に長い製品には、そのための添加物が入れられていることも多々ありますが、使用基準は守られて
いるはずです。週刊誌報道の添加物危険視は、毎日同じものを膨大な量を食べ続けていたら・・・の仮定で、
現実的ではありません。 ドイツも添加物を減らす傾向にあり、一般的な添加物の働きを、ドイツの使い方を
見ながら、もう一度考えてみましょう。
Pökelhilfsstoffe ﾍﾟｰｹﾙﾋﾙﾌｽｽﾄｯﾌｪ 塩漬剤
～Nitritpökelsalz 亜硝酸ナトリウム

海水塩などに加えて使用され、バクテリアの発生を抑えて、

製品の安定化、肉の赤い色を発色させます。ソーセージ生地や、ハムやカスラーなどハム類の食感をジュ
ーシーに保ち、ハム独特の香りを高めます。 使用しなければ製品の断面がグレーに変色し、賞味期限も
短くなります。ハム類に使用しなければ、パサパサとした乾いた食感になり、ボイルしただけの豚肉の舌触
りになってしまいます。添加量は国によっても異なりますし、使用量も極限まで減らすことが可能です。
日本では「発色剤」と表示義務があり、ドイツでは「防腐剤」と表示します。ドイツのコンテストでは「発色剤無
しのハムは危険だから、やめるように！！」と審査時点で出品者に注意するように頼まれたことがあります
Umrötehilfsstoffe ｳﾑﾚｰﾃﾋﾙﾌｽｽﾄｯﾌｪ 発色補助剤
～Ascorbinsäure アスコルビン酸

ビタミン C として、薬局でも購入できる手軽なアスコルビン酸。

亜硝酸ナトリウムと合わせて使用すると、肉の発色が補助出来て、製品の肉色をキレイに保ち、
腐敗を遅らせる事が出来ます。ドイツではラベル表示は酸化防止剤（ビタミンＣ）
、日本でも同様。

Zukkerstoffe ﾂｯｶｰｽﾄｯﾌｪ 糖類
～Zukker ﾂｯｶｰ砂糖 砂糖は台所でも活躍する調味料、塩を使う時も少し砂糖を加えると旨味が増す。

添加物ではないが、特に非加熱製品に大事な働きをする。サラミ製造過程で、肉の熟成と発色を促すため
に働く乳酸菌など微生物の活動のために砂糖がその栄養素としてのエネルギーに変わるのだ。熟成したア
ロマも砂糖が作り出す。蜂蜜を使っても効果が高い。
Kutterhilfsmittel ｸｯﾀｰﾋﾙﾌｽﾐｯﾃﾙ カッター補助剤
～Phosphat フォスファート リン酸塩、 Citrat クエン酸
ソーセージ生地の結着を良くして生地を安定させるために使用する。

Geschmacksverstärker ｹﾞｼｭﾏｯｸｽﾌｪｱｼｭﾃﾙｶｰ 調味料
～Gultamiseure,Glutamat グルタミゾイレ、グルタマート グルタミン酸ナトリウム
旨味を増すために使用される。最大１０ｇ/kg の使用限度を守りたい。
ソーセージ生地に使用する場合は１～２ｇ/kg までが適量であろう。
グルタミン酸Ｎａはアレルゲンでは無いが、一部の人は、使用を拒む人もある。含んで無いと、パンチにか
ける味になる感じもあるが、慣れの問題もあり、多くの製造者が減量するか、使用を中止する傾向にある。
ドイツの食品衛生法改訂で、生肉につけるシーズニングにはグルタマートの添加を禁止する条例を出した。
ヘラの輸出向けシーズニングも、今後はグルタマート無しにシフトしている。

Farbstoffe ﾌｧﾙﾌﾞｽﾄｯﾌｪ 色素
屠畜された牛や豚に青いインクで印が押されているのはご存じであろう。あの色素はもちろん、許可さ
れた色素で、時間と共に消失する。野菜に含まれる天然色素も、色素として使う場合、日本では表示義務
あり。 クミン、カルミン（コチニール）、カラメル、カロチン、パプリカ、紅こうじ色素などがある。

Geliermittel ｹﾞﾘｴﾐｯﾃﾙ 保水剤
～Agar-Agar ｱｶﾞｱｶﾞ、Carrageen カラギーン 海藻抽出物（フコダイン）の保水性を利用して、加熱ハ
ムなどをしっとりとさせる。伝統的な製造方法では、このような保水剤は使用しない。最近は米国で日本製
コンニャクパウダーなども使用されており、食感はそのままでカロリーダウンの製品作りに利用される。

Verdickungsmittel ﾌｪｱﾃﾞｨｯｸﾝｸﾞｽﾐｯﾃﾙ 増粘剤
～Johannisbrotkernmehl ヨハニスブロートケルンメール イナゴマメ粉末

グルテンを含まない豆

でとろみをつけるのに使用する。グルテンフリーのスープやソースで応用されている。

Verpackungsgase ﾌｪｱﾊﾟｯｸﾝｸﾞｽｶﾞ-ｾﾞ 包装用充填ガス
～Sauerstoff 酸素、Argon アルゴンガス、Kohlenstoffdioxid 二酸化炭素、Stickstoff 窒素
ドイツでは、ガスパックされた包装形態の製品にはガスの表示義務がある。牛肉は酸素によってサクランボ
のような赤色に発色するからだ。対面販売の売り場では、もちろんガスパック製品は必要ない。

Stop!!プラスティック製品・・クール宅急便が無いドイツでは・・
環境問題に敏感なドイツでは、スーパーの野菜はばら売りがほとんどで、トレ
ーも、すべて紙トレーが使用されている。テイクアウトのカレーヴルストも紙トレ
ーだ。ビールも回収用ガラス瓶だ。ペットボトルの水や飲料は最初から回収金
額が加算されているので、几帳面に買った店の返却ボックスまで持参して小
銭を回収する。1 リットルのペットボトルで３０￠程度加算されているので、返却
しないと、馬鹿にならない金額になる。
ドイツ国内では、オンラインマーケットも拡大する一方。しかしクール便の配車が出来ていないので、通販製
品は発泡スチロール箱で配送していたが、ワラを固めた断熱効果が高い箱の使用が始まった。
オンラインショップ・Frischparadies 社は、Transgourmet-Group （ミュンヘン本部）に属し、冷蔵品の通信販
売用梱包箱を環境保護対策としてグループ全体で使用、ストロー製箱を Landpack 社に発注した。
会社のイメージを上げており、社員全体だけでなく、受け取った顧客も喜んでいて受け入れている。

