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モノグラフ
アメリカンピザ

わずか数十年の間
に、ピザはアメリ
カで大人気の食品
になり、その過程
で数十億ドル規模
の産業を生み出し
ました。ピザと
チーズは切っても
切れない関係で、
アメリカ人がピザ
好きであることは
1970年代初期以来、
アメリカ国内の
チーズ消費量を押
し上げるのに重要
な役割を果たして
きました。実際、
ピザのトッピング
で人気のある上位
2つはチーズとエク
ストラチーズなの
です。

アップルパイのように
アメリカ的

アメリカには、非常にアメリカ的なもの
を「アップルパイのようにアメリカ的」
と表現する言い方があります。消費量か
ら考えれば、この慣用句の「アップルパ
イ」よりピザのほうがはるかにアメリカ
的です。おそらくこの文句は「ピザのよ
うにアメリカ的」とすべきでしょう。こ
の30年間、アメリカ人はピザを愛し続け、
初めてピザを口にした時からほとんどの
消費者が「一目惚れ」ならぬ「一口惚れ」
をしています。

わずか数十年で、アメリカ人の愛する
ピザは、ランチやディナー、間食の人
気メニューとなりました。アメリカ人
は1日に175エーカー*1 近い面積のピザ
を食べます。1年に換算すると、なんと
64,000エーカー、すなわち100平方マイ
ル*2 にもなります。これは、メキシコ
シティー全体を覆い尽くしてもなお余
りが出る大きさです。

*1 1エーカー＝4,046.86平方メートル
*2 1マイル＝1,609キロメートル

アメリカンピザ— 伝統とトレンド
レジ・ハイス

（食品トレンドに基づき解説）
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モノグラフ ■ アメリカンピザ

米兵がイタリアでピザを発見

ピザの人気に火をつけたのは、アメリ
カにやって来たイタリア人だけではあ
りませんでした。イタリアへ旅行した
アメリカ人もその人気を高めたので
す。第二次世界大戦中に米兵がイタリ
アへ行ったとき、兵士の多くが初めて
ピザを口にしました。兵士たちはピザ
嗜好のまま帰国し、イタリアンレスト
ランの普及に一役買いました。

兵士たちはピザを求めて近所のリトル
イタリーのような地域に家族や友人を
連れて行きました。こうしてイタリア
ンアメリカンレストランやピッツェリ
アがアメリカ各地で増えていったの
です。

ピザのアメリカ上陸

アメリカ合衆国は移民の国で、料理の
伝統の多くは移民の先祖から伝わるも
のです。1800年代終盤から1900年代初
頭にかけて、ニューヨーク市のエリス
島を経由して多数のイタリア人がアメ
リカに移住してきました。初期にはニ
ューヨークの有名な「リトルイタリー」
などの地域社会で、イタリア移民がア
メリカ文化とイタリア文化を融合させ
た豊かな文化を生み出しました。この
イタリア移民たちが、母国の食べ物の
味覚や家庭料理のレシピも持ち込んだ
のです。ピザがすぐに続いて入ってき
たのは言うまでもありません。

ピザはビッグビジネス

ピザは年間売り上げ250億ドルの多面
的な産業に成長しました。現在では、
全米で60,000店を超えるピザ専門レス
トラン「ピッツェリア」があり、これ
以外にもピザをメニューに載せている
飲食店が数千店あります。近年では食
品加工の進歩のおかげで、小売業も大
きな成長を遂げています。ピザ用食材
セット、即製のピザ、焼きたてのピザ、
冷凍ピザなど、アメリカではあらゆる
スーパーマーケットでピザ製品を見つ
けることができます。
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手軽でおいしいピザ

時間に追われるアメリカ人が家庭で食
事を作る回数を減らし、手軽な食事を
求めるようになるにつれ、アメリカ国
内のピザ消費量はこの25年間で急激に
増加しました。ピザは宅配がしやすい
ので、スピーディーで手間のかからな
い食事や間食、パーティー料理として
理想的な食品になりました。

ピザの全国チェーンは、価値ある品を
求める多忙な家族のニーズに応える新
製品を開発し、宣伝に力を入れること
で、ピザ人気の促進に一役買いました。
一方、食品メーカーも、加工技術の改
良により、品質で引けをとらない持ち
帰り用冷凍ピザを、消費者が家庭で保
管や調理をしやすい形で提供できるよ
うになりました。

アメリカにおけるピザの人気は、アメ
リカ国民がチーズ好きであることと大
きく関係しています。外食産業のあ
らゆる分野において、アメリカのメ
ニューはチーズを大々的に売り出して
います。消費者が食品を選ぶ時には、
味の質がきわめて重要な基準の一つと
なります。長年にわたり、ピザに載っ
たチーズは消費者の好む味を提供して
きました。今日でも、様々なトッピン
グが手に入る中、ピザに載せる食材と
して最も高い人気を得ているのはチー
ズであり、2番目に人気があるのはエ
クストラチーズなのです。

急増する
モッツァレラ生産量

モッツァレラの人気はピザの人気と直
接結びついており、ピザの消費により、
アメリカにおけるモッツァレラ生産は
アメリカ独自の産業になりました。現
在、モッツァレラはチェダーに次いで
アメリカで2番目に人気の高いチーズ
となっています。

2001年、アメリカのチーズ製造業者は
需要に応えるため、26億ポンドを上回
るモッツァレラを生産しました。この
20年間で3倍もの増加です。

モノグラフ ■ アメリカンピザ

チーズ製造の新発明

アメリカのチーズ製造業者は、数々の
新発明を生み出すことでピザ業界の成
長を支援し、ピザの現在の地位を築く
のに貢献しています。第一に、最大限
のシェルフライフを目指して考案され
たアメリカ生まれのチーズ、低水分
モッツァレラの製造方法を確立しまし
た。また、特定の性能特性、生産効率、
安定した最高品質のチーズを実現する
ためにチーズ製造法を個々に調節する
道をも開きました。

レストラン経営者の最大の懸念は訓練
を受けた労働力の不足です。アメリカ
のチーズ製造業者による最も重要な貢
献の一つは、シュレッド状モッツァレ
ラなど利便性の高い形状のチーズの提
供で、これに切り替えることにより、
経営者は安定した製品品質、100%の
利用率、安い人件費を確保できます。
もうひとつの重要な成果として、シュ
レッド状やダイス状の個別急速冷凍

（IQF）チーズがあります。冷凍したも
のはシェルフライフが大幅に長くな
り、またダイス状IQFチーズは冷凍し
ていないシュレッドよりもはるかに容
易に均等にピザの上に散らすことがで
きます。

イタリアンピザの伝統

イタリアには様々なタイプのピザがた
くさんありますが、それらは大きく
2つに分けられます。ナポリ風（薄手）
とシシリー風（厚手）です。本来のナ
ポリ風ピザは薄いクラストにシンプル
な具材を載せ、薪火で高温にしたレン
ガ造りのかまどでさっと焼いたもので
した。こうすると薄くクラッカーのよ
うなぱりっとしたクラストが出来上が
ります。元のピザには、現在知られて
いるようなピザソースは使われていま
せんでした。イタリア人のお気に入り
の一つに、スライスしたトマト、フ"
レッシュバジル、フレッシュモッツァ
レラを組み合わせたクラシックなマル
ゲリータピザがあります。

イタリアにはクラストの厚いピザもあ
り、南イタリアとシシリーで人気があ
ります。
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アメリカンピザの伝統

アメリカンピザの伝統は地域によって
異なりますが、最も人気が高いのは、
伝統的なニューヨーク風ピザとシカゴ
風ディープディッシュの2種類です。
スペシャルティピザ、あるいはグルメ
ピザのニューウェーブも人気を得るよ
うになり、新鮮な地元の食材を使うカ
リフォルニア風の料理法にならって

「カリフォルニア風ピザ」と呼ばれる
こともあります。

折りたためるニューヨークのクラスト
典型的なニューヨーク風ピザには、ク
ラストのスタイルを決定づける特徴が
一つあります。それは、焼いた後、生
地は折り曲げても割れたりちぎれたり
しないほど薄くしなやかでなくてはな
らないということです。ピザの食べ方
によって、生粋のニューヨーカーを見
分けることができます。一切れのピザ
を半分にたたんでサンドイッチのよう
にして食べていればそうです。一切れ
を横半分にたたむ人もいれば、縦半分
にたたむ人もいます。いずれにしても、
たいていのニューヨーカーはピザを食

べるときに「たたむ」のです。この
「たたむ」という食べ方は、カットさ
れたピザを買って、慌しく移動しなが
ら食べるという現代のニューヨークの
習慣にも便利な方法なのです。

ピザソース
イタリアの地中海性気候では、トマト
とフレッシュハーブが一年のほとんど
の時期に入手できます。年間を通じて
入手できることと味覚的な好みから、
イタリアンピザではトマトソースより
スライスした生のトマトのほうが一般
的です。しかしニューヨークなどアメ
リカ国内では四季がはっきりしてお
り、長く寒い冬があります。20世紀初
頭のニューヨークでは、生のトマトは
年中手に入るものではありませんでし
た。マリナラなどのトマトベースの
ソースを缶詰にして保存しており、ピ
ザソースを使うことがすぐに習慣にな
りました。ニューヨークのピザソース
はトマトペーストを使い、マリナラよ
り甘みが強く濃度が高い傾向がありま
す。生のトマトと同様、フレッシュ
ハーブもいつも手に入るわけではなか
ったので、ピザソースには一般的に
ハーブが加えられていていました。
ニューヨーク風ソースに加える主要な
ハーブはドライオレガノです。

チーズとトッピング

イタリアでは、ピザに載せるチーズで
最も人気があるのはフレッシュモッツ
ァレラです。塩水に浸けたフレッシュ
モッツァレラはシェルフライフが短く、
加熱すると水分がにじみ出てきます。
これは一般に、薄くスライスした生の
トマトとフレッシュバジル、フレッ
シュモッツァレラ、松の実を合わせる
クラシックなマルゲリータピザなどの

「ドライクラスト」用に使われます。

フレッシュモッツァレラから出てくる
水分がピザの上でトマトソースを薄め
てしまうことがあるので、ニューヨー
クピザには一般にもっと硬く水分の少
ないモッツァレラを使います。今日ピ
ザに載せるチーズの多くは様々なチー
ズのブレンドで、風味を高めるために
加えるものとして最も人気が高いのが
少量のプロヴォローネです。

様々な肉や野菜のトッピングにも人気
がありますが、ニューヨーク風ピザの
トッピングで最も好まれているのは
チーズとペパロニです。

モノグラフ ■ アメリカンピザ

ニューヨーク風ピザ

アメリカに移住したイタリア人の多く
はニューヨーク市を経由してきたの
で、「アメリカ風ピザ」が最初に紹介
されたのもニューヨーク市でした。
アメリカで最も人気のあるピザは、す
ぐに元のイタリアのピザとは違うもの
になりました。ニューヨーク風ピザに
は、ピザクラスト、ピザソース、モッ
ツァレラという3つの主要材料が欠か
せません。
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シカゴ風ディープディッシュピザ

シカゴは「風の街」というニックネー
ムを持ち、アメリカの中心部に位置す
る賑やかな大都市です。「狂乱の1920

年代」、そしてアル・カポネの地元で
あるシカゴは独自の伝統を持ってい
て、それによって地域独自のスタイル
のピザを生み出しました。シカゴ市民
は大きくて分厚いピザを誇りにしてお
り、シカゴ風ピザというのは「平鍋式」
あるいは「ディープディッシュ」と同
義です。

クラスト
ディープディッシュピザは、年季が
入って褐色になったディープディッ
シュ皿で予備焼きしたかなり厚い生地
から生まれます。モッツァレラをクラ
ストに直接載せることが多く、生地と
ともに軽く予備焼きをします。生地に
はコーンミールか小麦粉をよく使い、
これにより黄色っぽい色合いとケーキ
のような質感が出ます。

次にトッピング

生地とチーズを予備焼きしたら、野菜
や肉のトッピングを加え、それからさ
らにチーズを載せます。最も伝統的な
トッピングはペパロニとソーセージで
すが、オニオン、マッシュルーム、
ピーマンなどの野菜も人気があります。

仕上げにソース
たっぷりかかったトマトソースがシカ
ゴ風ピザの仕上げになります。一般に
ソースはチャンキータイプで、従来の
ピザソースほど甘くなく、トマトペー
ストはごく少量しか使いま
せん。

モノグラフ ■ アメリカンピザ
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グルメ化するピザ

アメリカではイタリアンが依然として民
族料理の中ではトップであり、イタリア
料理の人気が高まるにつれてピザもいっ
そう人気を集め、高級レストランにも進
出するようになりました。この数十年で、
アメリカのみならず全世界でイタリア風
のビストロやトラットリアの人気が非常
に高まっています。これらのレストラン
は伝統的なピッツェリアより高級です
が、多くはメニューにピザを載せていま
す。ここで新しい仕掛けとして、あるい
は実際には昔ながらの仕掛けかもしれま
せんが、こうしたトラットリアの多くが
薪を燃やす伝統的なレンガ造りのかまど
で焼いたピザを呼び物にしています。

ピザには常に「気楽に食べられる料理」
という性質があり、高級感あふれる場
でもピザが心地良く気取らない選択肢
を提供します。ピザは家族をレストラ
ンに呼び戻すのにも一役買っていま
す。たとえ母親や父親がピザを注文し
たくなくても、子ども用にピザがあれ
ば満足します。グルメピザは、お馴染
みの味に新しく違ったひねりを求め
る、成熟してきたベビーブーマーたち
をも惹き付ける魅力を持っています。
こうしたレストランの多くのメニュー
でピザは最高の売れ筋となり、ビジネ
スの原動力となっています。「レンガ
のかまど」、「グルメ」、「エスニックピ
ザ」のコンセプトを組み合わせて成功
を収めているチェーンもいくつかあり
ます。

モノグラフ ■ アメリカンピザ

ピザのエスニック化

旅行や通信により、アメリカ人は世界
中の味に触れるようになり、メキシコ、
タイ、インドなどのエスニック料理の
人気が高まっています。このトレンド
を利用しようと、シェフやピザ店の経
営者たちはメニューにスペシャルティ
ピザやエスニックピザを加えて対応し
ています。伝統的なトラットリアから
ウルフギャング・パックなどのあらゆ
る店で、北京ダックやタイ風チキン、
あるいはインドのサテをトッピングし
たピザが飛ぶように売れています。ま
た、地元の新鮮な食材を使うことで美
食家へのアピールにもなります。

地方のスペシャルティ

非常に人気の高い多くのアメリカの地
方料理もピザメニューに反映されてい
ます。そしてアメリカの各地域で郷土
料理の伝統を反映したピザが作られて
います。ボストンでは、ニューイング
ランド風クラムとホワイトチーズのピ
ザを見かけるかもしれませし、ニュー
オーリンズには、ピザ・エトゥフェや
ピザ・ジャンバラヤがあるかもしれま
せん。シカゴには、チェダーチーズ
バーガーピザがあるでしょう。

地方の特産品の中には全国的に人気の
あるものもあり、特に南西部風やバー
ベキューの味つけが上位にきます。グ
リルで焼いたバーベキューはアメリカ
の重要な伝統であり、バーベキューチ
キンとスモークゴーダのピザは特に人
気の高いスペシャリティピザの一つと
なっています。
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モノグラフ ■ アメリカンピザ

風味と収益のための
チーズブレンド

異なる風味や質感で互いを補ったり引
き立てたりする食材を組み合わせてレ
シピが成り立つように、多様な風味や
質感を加えるために様々なチーズをブ
レンドすることはアメリカ人ピザシェ
フの腕の振るい所となりました。チー
ズのブレンドは、ピザを気楽に楽しめ
る料理からスペシャルティやグルメの
地位に引き上げるのに最適の手段にも
なっています。この十年間、外食産業
では4種のチーズブレンドが大ヒット
を続けています。「4種のチーズのパス
タ」であれ「4種のチーズのピザ」で
あれ、「クワトロ・フォルマッジョ」
のコンセプトは大きな利幅をもたらす
重要な販売戦略なのです。

メニューのチーズブレンド
多様なチーズブレンドが人気を得てい
ますが、ほとんどのブレンドにはモッ
ツァレラかプロヴォローネが使われて

います。これらはイタリア語で「糸状
のペーストまたはカード」を意味する

「パスタ・フィラータ」と呼ばれるグ
ループのチーズです。この名称は、
チーズ製造過程でフレッシュチーズ
カードを熱湯に浸し、タフィのように

「こね」か「のし」を加えてから引き
伸ばす工程を指しています。この「の
し」の過程によってタンパク質の繊維
が同じ方向に揃います。そして溶け広
がってピザの表面を覆い、引っ張ると
伸びるというこのチーズの有名な特徴
が生じるのです。

各種のチーズには各々異なった風味や
機能特性があります。シャープな風味
のものもあればマイルドなものもあり
ます。伸びがよいものもあります。素
早く溶けるものもあれば、焦げ色がつ
きやすいものもあります。そこで、ピ
ザを扱う経営者は種類の異なるチーズ
を組み合わせ、それらに固有の特徴を
活かして望み通りの効果を生み出して
いるのです。

ピザを扱う経営者が使用するチーズブ
レンドで、特に人気の高いものを挙げ
ましょう。

#1. モッツァレラ、プロヴォローネ

#2. モッツァレラ、ロマーノ

#3. モッツァレラ、チェダー

#4. モッツァレラ、チェダー、
プロヴォローネ

#5. モッツァレラ、モントレージャック、
チェダー

#6. モッツァレラ、フォンティーナ、
プロヴォローネ、アジアーゴ

#7. モッツァレラ、パルメザン、
ロマーノ、アジアーゴ

#8. モッツァレラ、リコッタ、パルメザン

#9. モッツァレラ、フェタ

#10. モッツァレラ、モントレージャック
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モノグラフ ■ アメリカンピザ

ピザチーズブレンドのテスト

「高温性能」とは、熱を加えた時に食
品が示す反応のことです。ピザに載せ
るチーズをテストする時は、特に5つ
の要素を観察する必要があります。溶
け具合、焦げ色、伸び、脂浮き、固ま
り具合です。

やすいですが、あまりよく溶けません。
したがって、焦げ色をつけたければ
ハードチーズを一番上に載せ、焦げ色
を防ぎたければ他のチーズの下に入れ
ます。

伸び

最もよく知られているピザのイメージ
は、一切れのピザが皿から持ち上げら
れて、そのピザが皿から離れるにつれ
て熱々のチーズが糸を引いて伸びてい
く様子です。どんなチーズもある程度
までは伸びますが、伸びることで最も
よく知られているのは、モッツァレラ
やプロヴォローネ、ストリングチーズ
など、パスタ・フィラータのグループ
に入るチーズです。チーズブレンドに
モッツァレラを加えると、ブレンドに
ちょうどよい伸び具合を確保するのに
役立ちます。

脂浮き

全乳で作ったチーズは、最も高い乳脂
肪またはバター脂肪を含んでいます。
加熱する過程でチーズが溶けると、こ
の乳脂肪の一部がチーズの表面に出て
くることがあります。チーズが溶けれ
ば必ず少量の脂浮きは生じるもので、
これは普通のことです。問題となるの
は、表面に過剰な量の脂肪が現れる場
合だけですが、これを防ぐために、よ
く全乳チーズを部分脱脂チーズと組み
合わせて使います。合わせることで、
これらのチーズはよく溶けてピザの表
面を覆うように広がり、加熱過程でさ
ほど脂浮きが生じなくなります。

ピザに載せる新しいチーズブレンドを
テストする場合、まずはソースとチー
ズだけを使ってテストすべきです。ペ
パロニやソーセージなどの肉類も脂浮
きを起こすことがあるので、肉類から
出た脂をチーズのせいだと勘違する可
能性があるからです。

ピザをオーブンから取り出したら、テ
ストする前に数分間休ませます。ピザ

を切ってテーブルに運ぶまでの短い時
間で、乳脂肪の大部分はピザクラスト
に吸収されます。放置時間が長いほど、
多くの脂肪がピザに吸収されるので
す。デリバリーの場合、ピザが届くま
で脂浮きが残っていることはごくまれ
です。

冷却 - 固まり具合
ピザを休ませて冷ます間に、チーズが
固まり始めてだんだん硬くなります。
これはごく当たり前のことで、どんな
チーズにも起きることです。この反応
には、ブレンドに使用したチーズのタ
イプと各種チーズの相対的な割合に
よって差があります。ハードチーズの
割合が高いチーズブレンドは非常に早
く固まります。

溶け具合

加熱時間に係わらず、チーズはピザの
表面を覆うのに十分に溶けて広がる必
要があります。ピザに載せた時に最も
よく溶けて広がるチーズは、比較的水
分と乳脂肪分が多いものです。全乳
チーズが最もよく溶けて広がります。
部分脱脂のモッツァレラもよく溶けま
すが、全乳モッツァレラほどすぐには
溶けません。

焦げ色と色

色と焦げ色を取り上げる場合、加熱に
よるチーズの焦げ色の量が問題になり
ます。ピザを扱う経営者の中には、目
で見てわかるほどの焦げ色がチーズに
つかないのを好む人もいれば、軽く焦
げ色がつくのを好む人もいます。クラ
ストの外縁は非常にはっきりした焦げ
色がつくので、ピザに載せるチーズの
一部を必ずここに載せるようにするピ
ザチェーンもあります。

ブレンドをテストする時には、チーズ
の実際の色も考慮すべきです。例えば、
チーズブレンドにチェダーが入ってい
れば、出来上がったピザは黄金色が強
くなります。

一般に、全乳チーズは加熱中に焦げ色
がほとんどつかないか、あるいはまっ
たくつきませんが、部分脱脂チーズは
いくらか焦げ色が生じます。パルメザ
ンなどのハードチーズは焦げ色がつき
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クリームチーズ
リッチでクリーミー、
ぬり広げられる「ク
リームチーズ」は、スペ
シャルティピザやデザート
チーズピザに頻繁に使われます。ク
リームチーズをピザに載せて使う場
合、加熱時間を短縮できる
ように予備焼きし
たクラストが多く
用いられます。

リコッタ
「リコッタ」とはイタ
リア語で「再加熱した」を意味し、イ
タリア生まれの言葉です。ある時モッ
ツァレラを作った後、チーズバットに
少量の液状ホエイが残っていました。
チーズ製造業者がこの液状ホエイに酢
を加えて加熱したところ、リコッタが
表面に浮いてきました。こうして、弾
力のあるしっかりした凝乳状のチーズ
ができたのです。現在、リコッタには
全乳、部分脱脂、ホエイ、無脂肪の各
種があり、ラザニアなどの料理の詰め
物に使う伝統的な材料となっていま
す。伝統的なイタリアンピザやスペシ
ャルティイタリアンピザの多くには、
モッツァレラの下に無脂肪かホエイの
リコッタを入れるのが特徴です。ホエ
イリコッタはあまりよく溶けません
が、その代わりに歯ごたえが残り、
ピザに肉厚でしっかりした質感を与え
ます。

チーズのプロフィール

ソフトフレッシュチーズ
このグループのチーズは乳自体からわ
ずか1段階経ただけで、フレッシュな
状態で食べることを意図しています。
乳脂肪含有量には幅があり、風味も牛
乳に近いものからクリーミーなもの、

バター風のものまで
様々です。

モノグラフ ■ アメリカンピザ

フェタ
「フェタ」はしっかり
した質感を持ちま
すが、水分量が
多いためソフト
フレッシュチー
ズとみなされま
す。一般に、
シェルフライフを
長くするため塩水に浸
けられています。その塩水の塩分によ
りチーズの熟成作用が遅れます。また、
フェタはあまりよく溶けません。ホエ
イリコッタと同様、ピザに載せて使っ
た場合、まとまりと質感を保ちます。
スペシャルティの「ギリシャ風ピザ」
に載せるのが最も人気があります。

セミソフトチーズ

このグループのチーズは全乳で作ら
れ、リッチでバターのような風味と質
感を持ちます。全乳チーズはよく溶け
て広がりピザの表面を覆いますが、パ
スタ・フィラータのチーズほどはよく
伸びません。したがって、ブレンドに
加えて使用するのが一般的です。

セミソフトチーズには、表面熟成ブリッ
クやリンブルガーなどのウォッシュリン
ドあるいは修道院チーズも含まれます。
ウォッシュリンドのチーズは土の香りの
する強い風味があり、ピザに載せて使う
ことはあまりあり
ません。

フォンティーナ
イタリアンスタイ
ルの「フォンティー
ナ」は、熟成するに
つれナッツのような味わ
いを増すリッチでバターのような風味
を持ったチーズです。質感はやわらか
く、加熱調理に使うとよ
く溶けます。よく、イ
タリアンスタイルの
4種チーズブレンド
に含まれています。

モントレージャック
1865年にカリフ
ォルニアでデイ
ビッド・ジャッ
クが初めて作った

「モントレージャック」は、アメリカ
生まれのチーズです。溶けるチーズと
して考案され、メキシコ料理で特に人
気があります。マイルドでバターのよ
うな風味が、メキシカンピザや南西部
風ピザに欠かせない材料となっていま
す。非常によく溶け、プレーンの他に、
パラペーニョやチポートレ、ハバネロ
などの様々な唐辛子を加えたものもあ
ります。

ブルーチーズ

ブルー
伝統的な「ブルー」は硬くて砕けやす
く、刺激があります。加熱調理に使う
と完全には溶けず、やわらかくなりま
す。ピザに使う場合は、加熱後のピザ
の上に載せるのが一般的です。

イタリアンスタイル
クリーミーゴルゴンゾーラ
イタリアンスタイルの「ゴルゴンゾー
ラ」はブルーほどの刺激がなく、土の
香りのする濃厚でリッチな風味があり
ます。しかしブ
ルーよりやわら
かいので、ソー
スや加熱調理に
使用するとよく
溶けます。
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フレッシュモッツァレラ
全乳の「フレッシュモッツァレラ」は
塩水に浸けられており、非常に多くの
水分を含みます。フレッシュな状態で、
つまり加熱しないでサラダに載せて食
べることがよくあります。加熱すると
一般的に水分が出てくるので、よく従
来のピザソースを使わずに水分の少な
いクラストに載せて使われます。通常、
グルメピザやスペシャルティピザに使
われます。ピザソースを使わな
いので、フレッシュモッ
ツァレラから出る水分
はクラストに吸収さ
れます。

マイルド
プロヴォローネ
全乳で作る「マイルド
プロヴォローネ」はよく溶けますが、
モッツァレラより強い風味を持ちま
す。スモークしたものとスモークして
いないものがあります。歴史的にみる
と、プロヴォローネは意図的にスモー
クされたものではありません。薪の炎
で暖めていた熟成室にぶら下げておい
たところ、チーズに自然な煙の風味が
ついたのです。

熟成プロヴォローネ
アメリカでは、プロヴォローネは10ヶ
月以上熟成させないと「熟成プロヴォ
ローネ」として販売することができま
せん。数ヶ月あるいは数年かけて熟成
する間に、風味はどんどん強くなり、
質感は硬く崩れやすくなっていきま
す。少量の熟成プロヴォローネをチー
ズブレンドに加えて使うと、風味特徴
を著しく高めることができます。

モノグラフ ■ アメリカンピザ

エダムとゴーダ

エダムとゴーダは、リッチでバターや
ナッツのような風味で知られるチーズ
のグループに入ります。「スイート
カードチーズ」とも呼ばれますが、こ
れは熟成するにつれてシャープになら
ずバターやナッツのような風味が強く
なっていくことを意味します。

パスタ・フィラータ
モッツァレラとプロヴォローネは、イタ
リア語で「糸状のペーストまたはカード」
を意味する「パスタ・フィラータ」と呼
ばれるチーズのグループに入ります。こ
の名称は、チーズ製造過程でチーズカー
ドを熱湯に入れ、タフィのように「こね」
か「のし」を加えてたんぱく質の繊維の
向きを揃える工程を指しています。この
工程により、チーズが溶け広がってピザ
の表面を覆い、引っ張ると伸びるように
なるのです。

スモークゴーダ
ナチュラルチーズまたはプロセスチー
ズとして出回っている「スモークゴー
ダ」は、その風味がピザを扱う経営者
の間で人気を得ています。スペシャル
ティピザやグルメピザに載せて使われ
ることが多く、バーベキューチキンピ
ザと相性が合います。

エダム
部分脱脂乳で作る「エ
ダム」はゴーダより硬いものです。エ
ダムの風味はゴーダと似ていますが、
ゴーダほど早く溶けず、ピザに載せて
加熱すると焦げ色は若干強く出ます。

ゴーダ
全乳で作る「ゴーダ」はピザに載せる
とよく溶け、バターのような黄金色に
近い色をもちます。日本では、ピザに
載せて使うチーズとして最も人気の高
いチーズのひとつです。

低水分
モッツァレラ
アメリカのチーズ製造業者は、低水分
部分脱脂、低水分全乳、そして水分量
が他より多いフレッシュモッツァレラ
など、多種のモッツァレラを販売して
います。「低水分モッツァレラ」はア
メリカのチーズ製造における新発明
で、そのすばらしい機能性が経営者た
ちに好まれています。シュレッドに適
し、ピザの上に均等に散らすのにぴっ
たりです。硬さと優れたシェルフライ
フも人気の理由です。

全乳モッツァレラ（低水分）
バターのようなクリーミーな風味と質
感の「全乳モッツァレラ」は、よく溶
けて広がり、ピザの表面を覆います。
加熱の過程でほとんど焦げ色がつか
ず、長時間に渡りやわらかく溶けた状
態が持続します。全乳モッツァレラは

「脂浮き」を抑えるために、よく他の
部分脱脂チーズとブレンドされます。

部分脱脂モッツァレラ（低水分）
しっかりしたキメと質感を持つ部分脱
脂モッツァレラは、スライスやシュ
レッドに適しています。加熱すると全
乳モッツァレラより若干濃い焦げ色が
生じます。ほとんどのアメリカンピザ
では、部分脱脂と全乳のモッツァレラ
のブレンドを使っています。



11
j2.11

アジアーゴ
「アジアーゴ」は、イタリ
アでは熟成しないうちに
テーブルチーズとして
食べるのが最も一般的
です。アメリカでは熟
成したものの方が人
気です。アジアーゴ
は部分脱脂乳で作ら
れますが、パルメザ
ンよりバター脂肪と
水分を多く含みます。
ハードチーズの一種と考えられていま
すが、バター脂肪が多いため、ややク
リーミーな質感でよく溶けます。水分
量が多いので、好ましいシャープな風
味のチーズになります。

モノグラフ ■ アメリカンピザ

チェダー

チェダーはアメリカだけでなく、世界
でも最も人気の高いチーズです。多様
なスタイルがあり、フレッシュでマイ
ルドなものや、ミディアム熟成、完全
熟成のものが味わえます。チーズを作
る前に乳に植物性食品着色料を加えて
いるために黄金色を帯びたチェダーも
あります。この習慣はイギリスで何世
紀も前に始まりました。一般に、農婦
がチーズを作り、市場に持って行きま
した。当時、バター脂肪は希少で、バ
ターのような色合いの濃いチーズのほ
うがバター脂肪も豊富だと思われてい
ました。チーズを作る農婦はしばしば
花弁やニンジンの汁を加えてバターの
ような色を出し、高い値段でチーズを
売っていたのです。

マイルドチェダー
一般に60〜90日間かけ
て熟成させる「マイ
ルドチェダー」は風
味がマイルドで、質
感がしっかりしてい
ます。通常、着色により黄金色ですが、
白色、つまり無着色のものもあります。
ピザブレンドに少量のチェダーを加え
ると、出来上がったピザに新たな風味
が生まれ、黄金色が強くなります。

ミディアムチェダー
90日以上かけて熟成させると、「ミディ
アム熟成チェダー」はブロス、または
牛肉のような強い風味を帯びてきま
す。熟成が進むにつれ、質感も軟化し、
クリーミーになっ
ていきます。

ハードチーズ
部分脱脂乳から作るハードチーズは、
数ヶ月、あるいは数年かけて熟成させ
ます。その間にザラザラした質感が生
じ、そのため「グラナス」（イタリア
語で粒状の意味）とも呼ばれます。伝
統的に、出来上がったピザのトッピン
グに使われており、少量のハードチー
ズはピザチーズブレンドにリッチな風
味と質感をもたらします。ハードチー
ズも加熱すると焦げ色がつきます。焦
げ色をつけたい場合にはピザの表面に
載せ、焦げ色をつけたくない場合には
表面でなく他のチーズの下に入れるの
です。ピザブレンドで最もよく使われ
るハードチーズは、パルメザン、ロ
マーノ、アジアーゴです。

パルメザン
ハードチーズで最も有名な「パルメザ
ン」は、マイルドでバターやナッツの
ような風味を持ち、熟成とともに風味
が強まっていきます。10ヶ月から2年
以上かけて熟成させます。

ロマーノ
「ロマーノ」はもともとイタリアでは羊
乳で作っていましたが、アメリカでは
一般に牛乳で作ります。濃厚な味わい
のハードチーズで、非常にシャープで
ピリッとした風味があります。パルメ
ザンと似ていますが、水分と脂肪分が
やや多く、わずか5ヶ月で熟成します。
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モノグラフ ■ アメリカンピザ

アメリカ人のお気に入りのピザ

アメリカで人気のピザをいくつかご紹
介します。

クラストの好み—厚手 vs. 薄手
最も人気のあるクラストは、普通のハ
ンド・トス・タイプです。人気順に挙
げると、ディープディッシュ、厚手ク
ラスト、薄手クラストが続きます。こ
の数年では、チーズを詰めたクラスト
が特に子供たちの間で人気メニューと
して浮上しています。

レギュラー・ハンド・トス・クラスト 63%

ディープディッシュ 13%

厚手クラスト 12%

薄手クラスト 8%

チーズ入りクラスト 4%
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お気に入りのチーズ
ピザの人気上昇における主要な要素の
ひとつがチーズです。そしてピザに載
せるチーズとしてはモッツァレラが王
者であることは間違いありません。ア
メリカで販売されるピザの約96%に
モッツァレラが載っています。しかし
ほとんどのピザでは、プロボローネ、
チェダー、モントレージャック、ハー
ドチーズなど、他のチーズが少なくと
も1種類は使われています。

下の表は、ピザチェーンのメニューの
中で、各タイプのアメリカ産チーズを
含むピザの割合を示しています。

モッツァレラ* 96%

プロヴォローネ 18%

チェダー 16%

モントレージャック 11%

フォンティーナ 4%

ロマーノ 3%

パルメザン 2%

*全乳および部分脱脂のモッツァレラを含む。

人気のあるピザのトッピング

実のところ、一番人気の高いピザのト
ッピングはエクストラチーズです。そ
れに続いて人気のあるトッピングはペ
パロニ、僅差でソーセージ、ペパロニ
とソーセージのコンビです。野菜の
トッピングも様々なものがあります。

消費者調査に基づく、ピザのトッピン
グの人気トップ10を挙げます。

チーズまたはエクストラチーズ

ペパロニ

ソーセージ

ピーマン

オニオン

ブラックオリーブ

スライスマッシュルーム

ブロッコリー

アーティチョーク

バーベキューチキン

写真提供：ウィスコンシン・ミルク・

マーケティング・ボード


