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１ はじめに
スペインは、マドリードを中心とした内陸

食材として認識されており、イベリコ豚製品

部は大陸性気候、北部のカンタブリア海沿岸

の需要が増大している。それと同時に、品質

は海洋性気候、東部から南部は地中海性気候

基準を満たさない製品や他品種を用いた類似

と、地域によって差はあるものの恵まれた気

品などの混同が多く見られるようになった。

候から食材が豊富な国であり、伝統的な食文

イベリコ豚製品はスペインの重要な産品の一

化が発達してきた。その一つに肉や魚の塩漬

つなっていることから、これを防ぐため、ス

けや薫製がある。中でも、生ハムは有名で、

ペイン政府は2007年11月に新たに「イベリコ

欧州の主要な生ハム生産国の一つとなってい

豚の精肉、ハモン、パレタ、ロモの品質規定」

る。

を制定した。

スペインの生ハムといえば白豚原料のハモ

今回、この規定改正の紹介と併せてイベリ

ン・セラーノやイベリコ豚を原料としたハモ

コ生ハム製造会社の生産現場を紹介したい。

ン・イベリコが有名であり、特にハモン・イ
ベリコは高級な食品として知られている。イ
ベリコ豚は、古くから地中海沿岸地域に生息
した野生の豚が起源とされ、イベリア半島で
家畜化されたものである。野生種のイベリコ
豚は狭い場所で飼育されることを好まないた
め、古くから放牧で飼養されており、それが
現在も継承されている。放牧期間（10月〜４
月）に、放牧地に自生する樫の木から落ちる
ドングリを食べることでも有名である。
デエサ（地中海森林地帯）で牛とともに放牧され
ているイベリコ豚

このイベリコ豚は、ハモン・イベリコだけ
ではなくあらゆる製品がスペイン内外で高級
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２ イベリコ豚の新品質規定
2007年11月２日に新たに規定された「イベ

○品質規定に関する重要用語の定義の明確化

リコ豚の精肉、ハモン、パレタ、ロモの品質

デエサ（Dehesa）
：家畜放牧に利用されて

規定」は、４つの目的に基づき、新規項目が

いる地中海森林地帯。草原が広がりコルク

追加されている。

樫に代表されるコナラ属ブナ科の木が自生

【目的】

する。デエサの平均森林密度は成木が１ヘ

・情報提供を通して、消費者がし好に合わせ

クタール当たり10本の割合となっている。
モンタネラ（Montanera）
：デエサのドン

た適切な選択ができること
・生産・加工業者間の公正な商取引を促進す

グリや牧草を飼料として活用する飼養方法

ること

○飼料の種類による呼称について、内容の見

・市場における品質の統一性を保証するため

直しおよび追加

に、管轄当局に業務を遂行するための管理

デ・ベジョータ（De Bellota）

システムを備えさせること

モンタネラでドングリなどの自然の産物の

・イベリコ豚製品という伝統産品を保護する

みを飼料とし、補助飼料を与えておらず、

こと

さらに以下の条件のもとに飼育されたもの
・モンタネラ開始時の各ロットの平均体重

新規定の追加項目

が92キログラムから115キログラムであ

○従来のイベリコ豚製品の品質規定に、新た

ること

にイベリコ豚の精肉が追加。これは、イベ

・モンタネラが10月１日から12月15日まで

リコ豚の精肉は、原材料の品質の高さから

に開始されていること

高付加価値商品であり、近年、消費者から

・モンタネラの期間に最低60日間デエサで

高い評価を得ていることから販売時に使用

放牧され、体重が46キログラム以上増加

する表示方法を規定する必要があるとみな

していること

されたためである。

・と畜の時期が12月15日から４月15日の間
であること
・と畜最低月齢が14カ月であること
・枝肉重量がロット平均で117キログラム
以上、各枝肉単位で108キログラム以上
あること
・モンタネラは、新規定の定めるデエサで
行うこと
・デエサでの放牧家畜の密度が原則１ヘク
タール当たり２頭を超えないこと

イベリコ豚の精肉も多く販売されている
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って、下記の条件を満たすもの
・と畜最低月齢が12カ月
・屋外飼育開始時期の各ロットの平均体重
が92キログラムから115キログラムであ
ること
・枝肉重量がロット平均で117キログラム
以上、各枝肉単位で108キログラム以上
デ・レセボ（De Recebo）

あること
・餌場は水飲み場から100メートル以上離

モンタネラ期に最低重量の増加を達成した

れていること

後、穀類や豆類ベースの配合飼料をと畜時

・１ヘクタール当たりの豚の飼養密度が15

まで補完的に与えられ、少なくとも下記の

頭以内であること

条件を満たすもの

デ・セボ（De Cebo）

・モンタネラ開始時の各ロットの平均体重
が92キログラムから115キログラムであ

と畜体重に到達するまでは、穀類や豆類ベ

ること

ースの配合飼料を与えられた豚で、下記の
条件を満たすもの

・モンタネラが10月１日から１月15日まで

・と畜最低月齢が10カ月であること

に開始されていること
・モンタネラの期間に最低60日間デエサで

・枝肉重量がロット平均重量で117キログ

放牧され、体重が29キログラム以上増加

ラム以上、各枝肉単位で108キログラム

していること

以上あること
○血統登録台帳への記載の義務化（豚の血統

・と畜の時期が12月15日から５月15日の間

を重視し、イベリコ純粋種（母豚、種豚共

であること
・と畜最低月齢が14カ月であること

にイベリコ豚）とは、血統登録台帳に記載

・枝肉重量がロット平均で117キログラム

がなければ認められない。）
○高品質製品の保証のための、ハモン、パレ

以上、各枝肉単位で108キログラム以上

タ、ロモの加工条件の厳格化

あること

ハモン（Jamón）：成育した豚のモモ肉

・モンタネラは、新規定の定めるデエサで

（後脚）から作られた、塩漬け、熟成、ね

行うこと

かせの工程を経たもの

・デエサでの放牧家畜の密度が原則１ヘク
タール当たり２頭を超えていないこと

パレタ（Paleta）
：成育した豚の肩肉（前

デ ・ セ ボ ・ デ ・ カ ン ポ （ De Cebo de

脚）から作られた、塩漬け、熟成、ねかせ

Campo）

の工程を経たもの

穀類や豆類ベースの配合飼料を与えられた

ロモ（lomo）
：脊ちゅう並びに胸郭沿い、

あと、と畜前の最低60日間は屋外の自然の

または、腰部や胸部の細長い筋肉（ロイン）

産物および配合飼料を与えられたものであ

のことで、塩漬け、アドバード（香辛料の
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添加）され、天然または人口の腸に詰めら

Puro：純血；父豚、母豚共に純粋イベリコ

れ、適切に熟成の工程を経たもの

種）とイベリコ（Ibérico：イベリコ・プー
ロに該当しない、イベリコ血統50%以上の豚）

表１

ハモンおよびパレタの最低加工日数

ハモン（後脚）
パレタ（前脚）

加工前重量・１本

最低加工日数

＜9.7キログラム

500日

≧9.7キログラム

660日

＜6.0キログラム

300日

≧6.0キログラム

330日

２種類となっている。
これによりイベリコ豚の品質の規定がより
明確になり、類似品などとの混同を防ぐこと
となる。
注）下線部が追加項目

○飼養管理を強化し、イベリコ豚の飼料の種

参考：スペイン大使館経済商務部ホームペー

類を指定

ジ：http://www.spainbusiness.jp/icex/cda/
controller/pageGen/0,3346,4928839̲3687321

また、製品のラベル表示に使用できる血統

2̲36778665̲0,00.html

の名称は、イベリコ・プーロ（Ibérico

３ イベリコ生ハムの生産状況
スペインの生ハム生産量（推定）は、2007

れている。

年では約4,570万本となっており、このうち

日本向け輸出量は、2006年を見ると生ハム

ハモン・イベリコは297万本（シェア6.5%）、

全体で前年の約3.7倍の増加となっており、

さらに、このうち最高級生ハムのハモン・イ

そのほとんどがハモン・イベリコと推測され

ベリコ・デ・ベジョータは約48万本、全体の

る。高級食材にもかかわらず、本格的な輸出

1.1％と非常に少ない。この理由として、飼

が可能となった2004年以降、根強い人気とな

料となるドングリの量が一定でなく、かつ天

っている。

候に左右されること、またデエサの面積も限

表２

スペインの生ハム生産量（推定）

られており、飼養頭数が増加しないことが挙

（単位：千本）

げられる。さらに、飼養期間２年、塩漬け、
白豚生ハム

乾燥、熟成が約２年と生ハムとして流通する
までに平均４年以上を費やすため、簡単に生

2006年

2007年

ハモン

35,850

36,567

パレタ

3,898

3,976

ハモン

2,911

2,970
484

デ・ベジョータ

474

産できるものではないことも理由の一つとな

デ・レセボ

664

677

っている。

デ・セボ

1,773

1,809

イベリコ豚
生ハム
パレタ

白豚由来も含む生ハムの輸出量は、2006年
では383万本と生産量の約8.6%となっている

2,193

400

408

デ・レセボ

483

493

デ・セボ

が、そのほとんどがEU域内に輸出されてい

合

る。EU域外ではロシア、日本に多く輸出さ
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1,266

1,292

44,808

45,705

４ FERMIN社のケース〜飼養から製造加工まで〜
今回訪問したFERMIN社は、マドリード

なった。

の西に位置するアルベルカという海抜1056メ

同社の生産規模はスペインでは標準的であ

ートルの町にあり、1956年、Fermin Martin

るが、飼養からと畜、製造加工まで一貫して

Cambronell氏により創業された、イベリコ

行うことに特徴があり、これは非常に珍しく、

生ハム製造会社である。現在はFerminさん

現在、イベリコ生ハム会社のモデルとして海

の長男であるSantiago Martin Gomézさんが

外からの視察も多く受け入れている。

２代目として継承している。
FERMIN社の2008年のと畜頭数および生産量

〈と畜頭数〉
サラマンカ
★

マドリード

アルベルカ

デ・ベジョータ

；約 6,000頭

デ・レセボ

；約

デ・セボ・デ・カンポ

；約 30,000頭

デ・セボ

；約 20,000頭

500頭

〈生ハム生産量〉

Santiagoさんは医師の資格を持っている
が、FERMIN社を継ぐにあたり医師を辞め
ており、当時の家内工業的な会社ではなく一

デ・ベジョータ

；約 7,000本

デ・レセボ

；約 1,000本

デ・セボ・デ・カンポ

；約 25,000本

デ・セボ

；約 10,000本

〈腸詰〉

食品企業として経営を確立していくことを条

デ・ベジョータ

；約 13,000本

件に継承した。それ以来、イベリコ豚の飼養、

デ・セボ

；約 52,000本

と畜から製造加工までを一貫して行うように

FERMIN社２代目のSantiagoさん
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塩漬け

イベリコ豚の枝肉 と畜後１日置いてか
イベリコ豚の特徴で ら脚の皮をＶ字にト
ある黒い蹄が目立つ リミングする

熟成

乾燥

FERMIN社のイベリコ豚
前述のとおりイベリコ血統50%以上のもの
であればイベリコと表示できるが、同社がイ
ベリコと表示している製品はイベリコ血統
75%の豚を原料としている。これは血統50%
純粋種イベリコ豚（母豚） 純粋種イベリコ豚（種豚）

の肉質にはばらつきが見られるため高級な生
ハムの原料としては向かないこと、血統75%

（参考）75％血統のイベリコ豚の交配

は適度な脂肪がつき良質な肉質が得られると
♀イベリコ（純粋種）
×♂デュロック（純粋種）

いう理由からである。

↓

原料となる血統75％の豚を確保するため、

♂イベリコ（50）×♀イベリコ（純粋種）

同社では養豚場（GANADOS FERMIN；80

↓

ヘクタール（うちデエサは25ヘクタール））

イベリコ（75）

を所有し、約180頭を飼養している。ここで

トレーサビリティ

は、イベリコ純粋種母豚の生産およびデュロ
ック種（純粋種）との交配を利用して血統

イベリコ純粋種は、新規定に義務付けられ

75％の子豚の生産を行い、これらを契約農家

ているように、全て登録台帳に登録されてお

に販売している。前者については、Ａ）契約

り、金属の耳標が装着されている。

農家がこの母豚をベースに血統75％の子豚を
生産し、その後ベジョータ用に肥育し同社へ
出荷している。また、後者については、Ｂ）
契約農家が購入した子豚をベジョータ用に肥
育し同社へ出荷している。現在、契約農家は
約100戸あり、同社では年１回適正に肥育し
ているか農家のチェックを行っている。
イベリコ純粋種の証である金属の耳標
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また、純粋種以外のイベリコ豚は新規定で

いて、スペインのスーパーなどの生ハム売り

義務付けられている国家認定機関（ENAC）

場では、布袋で覆った生ハムが一般的である

から認定を受けた認証機関で登録、管理が行

が、衛生上の観点からこの包装では日本には

われている。FERMIN社ではロットで、肥

輸出できない。このため、真空パック包装に

育農場、移送記録、と畜日などの情報を管理

改良した。この際、そこまでする必要がある

している。製品のラベルに記載されているロ

のかと、かなりの議論となったが、輸出への

ット番号から、最初のロット番号（肥育農場）

強い意欲から改良することとした。また、真

までトレースすることが可能である。また、

空パック時にイベリコ豚の特徴である黒い蹄

不正や偽装がないことを証明するため、独自

でパック用のビニールが破れてしまう恐れが

にイベリコ豚の特徴の一つであるオレイン酸

あったことから、それを防ぐため、蹄部分を

の含有量（デ・ベジョータは53%以上）の検

フィルムで三重に覆ってから真空パックにす

査を第三者機関で行っている。特にラベルな

るという工夫をしている。さらに日本に届く

どに記載はしていないが、問い合わせがあっ

まで真空状態が保てるよう脱気を３回行って

た際、すぐに対応できる状態となっている。

いる。現在年間約４トンを日本向けに輸出し
ているが、このほとんどがデ・ベジョータと
なっている。
日本でのハモン・イベリコの人気の上昇に
より他社との競争が増えたことや、全てのハ
モン・イベリコがデ・ベジョータではないこ
とを消費者に正しく認識してもらうため、
デ・ベジョータがどのようなものなのか、な
ぜ生産量が少ないかなどの情報を、食材雑誌

認証機関による書類およびFERMIN
社独自のロット管理表

などを通じて、積極的に提供している。
また、同社は2005年には、イベリコ豚のと

輸出状況

畜場およびイベリコ生ハム製造工場としては

スペイン国内のイベリコ生ハムの需要が飽

初の対米輸出工場の認可を取得し、2008年か

和状態であることから、Santiagoさんは海外

ら独占的に米国への輸出を開始し、同年の輸

の 需 要 に 目 を 向 け 、 FERMIN FOODS

出量は66トンとなっている。対米輸出工場の

PROMOTION社を設立し、日本人スタッフ
の佐藤茂光氏を中心として積極的な輸出活動
を行っている。
1999年の日本への輸出許可を取得した最初
の６社のうちの１社であるが、日本向け製品
は、加工場の衛生管理はもちろんのことそれ

ハモン・イベリコ・デ・ベジョータのラベル。右
下マークが唯一の対米輸出工場であることを示す

以外の苦労もあったそうだ。例えば包装につ
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日本向けに開発された真空パック包装

蹄部分はフィルムで３重にまかれ、
包装が破れないように工夫

認可の取得は非常に厳しい審査があるが、日

らイベリコ豚の特徴の黒い蹄は取り除かなけ

本向け輸出に対応するため、衛生面での管理

ればいけないとのことだ。

を確立していたことからスムーズに認可が受

Santiagoさんは、今後の輸出展望をについ

けられたという。認可後も定期的に厳しい検

て、米国輸出が始まったばかりでということ

査を受ける必要があり、コストはかさむが、

もあり、日本への輸出量を伸ばしていくのは

現在、米国に輸出できるのは同社だけとなっ

もちろんのこと、米国全土で販売することが

ていることからそれだけの価値があるとして

目標であると話してくれた。

いる。ちなみに、米国向けは衛生上の問題か

５ おわりに
新たな品質基準により、その品質について

の目的と併せて消費者にホンモノのハモン・

の表示が義務付けられることとなり、①イベ

イベリコ・デ・ベジョータを食べて欲しいと

リコ豚の製品の名称 ②血統の名称 ③飼料

いう気持ちも強く、いろいろな形でPR活動

の名称はこの順番で表記することとなってい

を行っている。これはもちろん自社のためで

る。ハモン・イベリコのような高級食材は価

もあるが、イベリコ豚産業全体のためとの理

格や商品名だけで購入する傾向があるが、こ

解もある。新たな品質基準の制定に加え、こ

のような表示に基づき、正しい知識をもって

のような情報発信を上手に利用して、高品質

その表示を認識することができれば、消費者

の製品が国内外の消費者に提供されることを

は類似品との区別が容易にできるようにな

期待したい。

り、し好にあわせた適切な選択ができるので

最後に今回の取材に際し、ご協力いただい

はないか。

たFERMIN社の方々に厚くお礼を申し上げ

今回訪問したFERMIN社では、需要拡大

畜産の情報

る。
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