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■消費者の信頼を得るために！■
くまもと食品科学研究会会長

川崎貞道

今年に入って、世界は大きな転換期に立っております。アメリカ発のサブプライムローンに端を発する
金融危機の影響を受けて、株価の下落・円高といった、先行き不透明な環境の中で、倒産増加、設備投資
減少、物価高、消費マインドの悪化、景気減退と国内経済は完全に冷え込んでいく状況にあり、いまだに
収まりそうもありません。
これから、世界の経済は顕著な減速に向かうものと思われます。これは、世界が金融に走り、物作り中
心の実体経済を大切にしなかった結果だと思っております。物作りがいかに大切か改めて知らされました。
食品業界に目を転じますと、中国製冷凍
食品の農薬混入事件に始まり、中国に於け
る牛乳のメラミン混入事件が発覚し、「地
産地消」
・
「国内自給率向上」といった、内
需拡大への機運が高まった矢先に、事故米
の不正流通、食品表示の偽装など連日のニ
ュースで食の不安を揺るがす問題が取り
上げられています。
食の安心・安全に対する消費者の不安・
不信は極めて強く、何を食べればいいのか
疑心暗鬼になっているように感じます。消
費者に美味しさは基より、信頼して食べて
頂く物作りが特に大切で、食を提供する者
米粉の利用拡大を目指す多収穫米の展示圃場

として再度基本に戻り、お客様の立場に立

って真摯に見直す必要があります。その為には、地域に根ざした物の開発・栽培・生産・販売のサプライ
チェーンを構築することが大切だと思っております。目まぐるしく変化する昨今、厳しい環境下で我々が
生き残るためには、食品に携わる業界全体が一丸となり、各得意分野を生かし連携を強め、安心・安全へ
しっかり取り組むことで、消費者からの信頼を確保・向上することができるのではないでしょうか。
そのささやかな第一歩として、我が研究会会員の有志は熊本県食料産業クラスター協議会と連携し、農
家や熊本県の協力を得て、米粉の利用拡大による米の新需要創出に向けたプロジェクトを実施しておりま
す。こういった取組みを続けることが我国の食料自給率の向上に寄与するとともに、消費者の理解や信頼
を得ることにつながるのではないかと思います。
この点から我々のくまもと食品科学研究会は会員相互の情報・技術・物の交流ができる場と確信してお
ります。これから大きくこの会が発展することを望んでやみません。
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平成 20 年 7 月 4 日、熊本市食品交流会館フード
パル（熊本市）において第 6 回総会及び第 3７回研
究会が熊本県食料産業クラスター協議会との共催で
開催されました。
本年は、あいにく川崎会長が所用のため欠席され
ましたので、大庭副会長の挨拶の後、事務局から平
成１９年度の事業・会計報告があり、満場一致で承
認されました。引き続いて、平成 20 年度の事業計
画・予算案、平成 20 年度の役員・幹事案が承認さ
れました。本年は、これまで副会長として本会に貢
献していただいた藪下恵（㈱伝承の館）氏の勇退に
より、角谷亮司（㈱お菓子の香梅）氏が副会長に選

中村幸一氏の講演

出されました。また、新たに、本会設立時に世話役としてお骨折りいただいた井越敬司（東海大学）氏が
幹事に選出されました。
つづいて、新潟県農業総合研究所食品研究センター穀類食品科長の中村幸一氏から「新潟県における微
細米粉の研究開発と利用食品」と題して講演がありました。中村氏は、米の需要拡大のため、パン・菓子・
麺類をはじめとする多様な食品に利用可能な高品質な米粉の開発に、昭和 45 年から取組んでこられまし
た。そして、
「二段階製粉技術」や「酵素利用米粉技術」等を開発されました。これから、米粉の利用が拡
大していくためには、①米粉の特徴を前面に出した利用法の開発、②多様な米粉利用食品の開発、③どこ
でも購入できる販売方式、④小麦粉製品に一定量混合する取組みの PR が必要であると話されました。新
潟県では、④の PR のため R10 プロジェクト（輸入小麦粉の 10％以上を米粉に置き換える。
）運動を提
唱し、推進しているそうです。この運動により、食料自給率２％アップ、10 万ヘクタールの水田の作付け
増、二酸化炭素 21 万トンの削減につながるそうです。
話題提供では、熊本製粉株式会社の井手直氏から「米粉のパン・菓子への利用」というテーマで、米粉
を美味しく食べるための研究開発について報告がありました。井出氏は、米の種類によって米粉の二次加
工特性が異なること、また用途によって粉砕法が異なることを明らかにして、パン用米粉の「穂波」
、菓子
用米粉の「穂波」を商品化した経緯を述べられました。この両「穂波」を原料にしたパンや菓子は既に販
売されていますので、会員の皆様も食べられたことがあるかもしれません。
（独）農業・食品産業技術研究機構九州沖縄農業センターの松永亮一氏からは「健康機能性を高めた大豆
品種の開発」と題して、豆腐・味噌・納豆など伝統的な食品に向けた大豆品種だけでなく新規用途の大豆
品種について紹介がありました。松永氏は、豆腐用として高タンパク質の「サチユタカ」など、納豆用と
して「スズオトメ」など、煮豆用として「クロダマル」などを紹介された後、新規用途大豆として、青大
豆やリポキシゲナーゼ欠失大豆、高イソフラボン大豆なども紹介されました。また、大豆は卵・牛乳と並
ぶ三大アレルゲン食品の一つにあげられることから、このアレルゲンタンパク質を遺伝的に低減させる試
みについても話されました。一つの大豆品種が生まれるまでに、10 年という年月がかかるそうですから、
大豆品種の育成者のご苦労も大変とは思いますが、近い将来いろいろな大豆品種が我々の食卓に上ること
を期待したいと思います。
各先生方には、ご多忙のところ、発表の準備など大変ありがとうございました。
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■サツマイモは地球を救う■
サツマイモが江戸時代の数回の飢饉を救ったことはよく知られている。当センターは、サツマイモ
が世界的な食糧事情、資源の枯渇、環境問題を解決できる作物であるというスローガンのもとに研究
を進めている。サツマイモだけを食べていてもヒトは生きていける。それほど、栄養的にはパーフェ
クトに近い状態にあり、準完全栄養食品といわれる由縁である。
「海岸地域に住む人々で、五穀を食べ
ずにサツマイモを食べる人々は長寿である」という記述が、約 400 年前の中国の医学書に記載され
ている。
表 サツマイモの機能性と関連成分
機能性
抗酸化能
抗炎症作用
抗がん作用
抗エイズ活性
メラニン生成抑制作用
肝臓障害軽減作用
抗高血圧作用
抗糖尿病作用
糖尿病合併症予防効果
食中毒細菌増殖抑制作用
ビフィズス菌増殖促進作用
整腸作用
眼病予防

生理活性成分
ポリフェノール類、アントシアニン
ポリフェノール類
ポリフェノール類、アントシアニン
ガングリオシド（塊根のみ）
ポリフェノール類
ポリフェノール類、アントシアニン
ポリフェノール類、アントシアニン
ポリフェノール類、アントシアニン
ポリフェノール類、アントシアニン
ポリフェノール類、アントシアニン
繊維、ペクチン様多糖類（葉のみ）
繊維
繊維、ヤラピン
アントシアニン、ルテイン、β−カロテン

畑作物の高付加価値利用の観点からすれば、薬
品→化粧品→食品→飼料→肥料の順に、その加工
法を考えた方がよい。サツマイモは各種機能性を
有しており、それに関係する成分も明らかにされ
ている（表）
。ポリフェノール類、β－カロテン、
ルテイン等薬として利用可能な成分も高濃度含ん
でいる。老化や生活習慣病には、活性酸素やラジ
カルによる生体成分の酸化が関与している。これ
らの生体成分の酸化を防ぐのが抗酸化成分であり、
ポリフェノール類は抗酸化成分のなかでも最も注

目されている機能性成分である。サツマイモのポリフェノール含量は葉の部分が最も多く、次に茎、
葉柄、塊根の順である。ポリフェノール類は構造の異なる 6 種類の成分からなる。この中には通常の
野菜には存在しないサツマイモ特有の成分、3,4,5-トリカフェオイルキナ酸を含んでいる（葉だけ）
。
当成分は、抗酸化能、抗腫瘍性、抗高血圧作用、抗糖尿病作用、抗エイズ作用等に対し、他のポリフ
ェノール類より顕著に高い活性を示す。葉はこの他に、抗酸化成分であるルテインやβ－カロテンも
含有している。ルテインは老人性黄斑変性症の治療薬として外国では利用されている。特に「すいお
う」はルテインを他の品種より高濃度（ホウレンソウの約 2 倍）に含有している。さらにルテインは
アルツハイマー病にも効果の期待できることが最近報告されている。高濃度のβ－カロテンを含む塊
根は、アフリカ地域におけるビタミン A 欠乏症による子供達の死亡率減少に貢献している。
サツマイモの光合成能は米に比べて約 1.5 倍高い。このことは、サツマイモは米の約 1.5 倍以上
も多く二酸化炭素をデンプンなど糖類として固定していることになる。地球温暖化の元凶の一つとし
て二酸化炭素がいわれているが、サツマイモは二酸化炭素の固定作物としても優れている。現在の地
球号の人口は約 66 億人以上に達し、約 10 億人が慢性的な栄養失調状態にある。まさに現在食糧不
足が深刻なアフリカ等日射量が豊富で、水が少ない地域での栽培に適している。ヒトの健康に寄与す
る成分は家畜の健康に維持にもよい成分を含んでいることは当然推察できる。サツマイモ茎葉を機能
性飼料として投与した家畜から生産された畜産物は、安全・安心な肉や卵類として供給できる。また、
近年の家畜飼料の高騰にも貢献可能である。
現在、サツマイモは従来のデンプン・焼酎製造の原料や青果用としてだけでなく、青汁、清涼飲料、
スープの素材、化粧品や天然食品添加等の各種加工品等の原料としての幅広く利用されている。サツ
マイモはただのイモではなく、世界が抱えている地球温暖化をはじめとした様々な問題を解決できる
イモであり、今後の益々の研究の発展が期待される。
（
（独）農業・食品産業技術研究機構 九州沖縄農業センター 吉元 誠）
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社会的に弱い立場の人達のために、ＮＰＯ法人グローバル園芸療法トレニ
ングセンターを設立されて５年目。空港の近くの益城町で「南花園」を経営
される本田洋志さんを尋ねました。
「天に太陽」
・
「地に土」
・「人に花」
、人に
は緑が一番と本業の造園業で学んだ哲学「植物と触れあうことが人々の心を
豊かにする」を実践されています。お父さんの後を継がれご本人は２代目。

代表取締役 本田洋志さん

よくある親が作ってくれた事業を単に継承した人とはかなり違うしっかりし
た考えを持っておられる方であることが、お話しを聞かせていただく中で随所で感じとれました。そのひと
つがご自宅裏の広いフィールドを利用し、６年前より栽培されてきたブルーベリー
畑。導入した当時の苦労話しや栽培の難しさで試行錯誤の連続であったことなど、
懐かしそうに語っていただきました。今後の計画は、ブドウ・イチゴ・アスパラガ
スなどにもチャレンジしていかれるそうです。又、水俣の障害者施設エコパークで
緑地管理をされるなど、本来の技術を生かした取組みも積極的に実施されているよ
うです。『改めて人と向き合うことも動植物を育てることも、時を同じく過ごすパ
ートナーとして、尊敬し慈しむことの大切さを再認識させられました』
（ＺＥＲＯ）
有限会社 南花園 熊本県上益城郡益城町平田１８９３－３
TEL 096-286-2809 FAX

096-286-6779 ホームページ ｈｔｔｐ//nanka－en.com
「くつろぎのごちそう」のもと「新しい・す
てきな・生活」を提案。夏がくると熊本の風
物詩となったと言っても過言ではないほど
市民に親しまれている「氷柱に入った金色に

輝くお菓子」
。手が冷たくなるのも忘れ、きっと「あんとお餅の絶妙な味」をゲッ
トされたことでしょう。これでもうお判りですね。誉の陣太鼓で有名なお菓子の香
梅さんの西原工場を訪問しました。
「お菓子は平和の使者である」と情熱を注ぎ世
の中に伝えようと、一生涯を賭けた創立者である副島

山川生産本部補佐

梅太郎氏。その情熱は社員にも受け継がれ「武者がえし」をはじめ多くの商品
が発売されてきました。熊本にしっかりと根をはり数々の銘菓を全国展開され
てきた香梅さんは、創業から６０周年を迎えられるそうです。今回お話しをお
伺いしたのは本会副会長の角谷さんと山川生産本部補佐。お菓子作りの職員ら
しく和菓子工程の技術的なことを身振り手振りで詳しく解説していただきま
お菓子の香梅西原工場

した。山川さんには工場内も案内していただき「あかねさす」製造ラインで流

れていた出来たてホカホカの試食は最高でした。＊和菓子で作った特製のクリスマスケーキは現在受付中
です。
（ＺＥＲＯ） お菓子の香梅
FAX

熊本市白山１丁目６番３１号 TEL 096-366-5151

096-279-2501（西原工場）
、ホームページ：ｈｔｔｐ://www.kobai.jp/

～雑柑～ Yes, we can! の声が海の向こうから響いてきた。彼の国では、これから Yes,
we did! に向かって、国民一丸となって邁進するのだろう。新しいリーダーの登場に、う
らやましくもある秋ではあります。
Bill

