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■会のさらなる発展を望んで■
くまもと食品科学研究会顧問・崇城大学名誉教授

大庭理一郎

平成 2 年 6 月に本会が設立され、今年で２０周年を迎える。平成
元年に当時の県食品加工研究所の上村親士所長の提案で上田誠之助
熊本工業大学教授、園田頼和熊本大学教授、太田直一熊本女子大学
教授、石田清和県味噌醤油協会会長らが将来の熊本県の食品研究と
食品工業の発展を期し、産官学コラボとしての研究会の準備会を立
ち上げた。当時は会の規約もなく、研究者を中心とした、連絡発表
会であった。年 2 回の研究会であったが、会員も徐々に増え講演会
と研究話題提供を行い、熱心な討論会へと変っていった。園田会長
と副会長及び運営委員達の研究会への力の入れ具合は格別であった。

大庭顧問

平成 9 年より会に規約が制定され、会長として太田直一県立大学教授が就任した。太田会長は広い
人脈に通じ、食品加工の多くの専門家を招いて、県内の加工と研究を統一する会とし、バラエティー
に富んだ講演を開催した。特に機能性食品について多くの新規情報を導入した。平成 15 年より川崎
貞道熊本製粉㈱生産技術本部長が企業サイドから会長に就任した。川崎会長は企業の地域の躍進を願
って地域の特産物を商品化し、加工技術、商品普及活動を重視した商品に「大賞」を与え、企業活性
に寄与した。会員はさらに親睦を深め、交流を緊密にした。
このように過去三者三様の会長が歴任し会を盛り上げてきた。くまもと食品科学研究会は発足 20
年となる。立派に成人式を迎えようとしている。現在、行き先不透明な経済情勢ではあるが、食品業
界の役割は毅然としていると思われる。健康と嗜好に関与している食品は安心・安全で消費者本意の
ものでなければならないからだ。会は食品に関する全国的な情報を提供、熊本の研究者の研究内容の
提示し、地域の企業と共同研究・技術援助、商品化などに携わって、またその時々の話題を即解決す
るためのヒントの提案もしてきた。
会の運営は主に現在 10 人で構成される幹事会と会長・副会長の役員会で行われているが、小さな
会としては、今後は会員全員が運営に携わる形態が望ましい。シンポジウム形式の討論会も必要かと
思われる。大賞を取った商品や今後話題となる商品、そして有望な基礎研究や特許内容に関して分析・
解析研究討論も必要かと思われる。
県内も含め県外の組織とも今後は積極的に親善し、
有機的な交流、
ホームページの開設などが必要だ。
この会は会員相互の親睦も含めて、地域の食や企業の発展を常に考慮しなければ魅力はない。特に
公の研究者には先駆的な研究内容を公開し、指導して欲しい。企業は消費者に奉仕し、健康・嗜好を
考慮した未来の食品製造・販売に自信を持って欲しい。
平成元年から会の設立に協力してきた私は今後の会に少しの提案を記して、今までの会の盛況を祝
い、今後の会のさらなる発展を望みたい。
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平成 21 年 7 月 3 日、メルパルク（熊本市水道町）
において第 7 回総会及び第 39 回研究会が熊本県食
料産業クラスター協議会及び熊本県中小企業団体中
央会との共催で開催されました。
川崎会長の挨拶の後、事務局から平成 20 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 21 年度の事業計画・予算案、平
成 21 年度の役員・幹事案が承認されました。
本年は、本会創設時から貢献していただいた大庭
理一郎（崇城大学名誉教授）氏が副会長を勇退され、
顧問として引続きご指導いただくことになりまし
た。そして、新たに井越敬司（東海大学教授）氏

北岡本光氏の講演

が副会長に選出され、ご指導をいただくことになりました。また、三枝敬明（崇城大学）氏及び上田
一富（ＪＡ熊本果実連）氏のお二人には、幹事として本会の運営にご協力いただくことになりました。
つづいて、
（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所の北岡本光氏から「ビフィズス菌
によるヒトミルクオリゴ糖代謝経路と関連オリゴ糖の生産技術」と題して講演がありました。北岡氏
は、ヒトミルクオリゴ糖がビフィズス菌の増殖因子として働き、ヒトミルクオリゴ糖を介したビフィ
ズス菌とヒトとの共生関係が、ヒト、特に乳幼児の腸内環境に好ましい影響を与えていると話されま
した。そして、このヒトミルクオリゴ糖の大量生産法の開発にチャレンジされ、砂糖と N-アセチル
グルコサミンを原料にした単純な方法による大量生産法の開発に成功されました。将来、このヒトミ
ルクオリゴ糖が人工乳に添加されることにより、人工乳が母乳に更に近づくことになりそうです。
話題提供では、熊本県中小企業団体中央会の村上静雄氏から「地域力連携拠点事業について」と題
して、農商工連携事業の進め方について紹介がありました。熊本県薬剤師会医薬品検査センターの淺
川靖夫氏からは、
「食の安全のために」と題して、同センターの食の安全にかかわる事業の紹介があり
ました。
（独）農業・食品産業技術研究機構九州沖縄農業センターの沖智之氏からは、
「食品の抗酸化
性評価法の標準化に向けて」と題して、今後標準的な抗酸化性評価法となる ORAC 法の紹介があり
ました。
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。

本会は、当時の熊本工業大学教授の上田誠之介先生他７人の発起人の呼びかけに応じて、平成 2 年
6 月 29 日に第１回の研究会を開催して以来、来年で二十歳を迎えることになります。１面の大庭顧
問のお話のとおり、歴代の会長と会員の努力で順調に発展し、会員数も個人・団体併せて 90 名を超
えるようになりました。
そこで、本会のこれまでの歩みを振りかえるとともに、これからの益々の発展の再スタートとする
ために、20 周年記念事業を計画しております。会員の皆様には、本事業の主旨にご理解をいただく
とともに、ご協力をお願いします。事業の詳細は、おってご連絡いたします。
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■チーズの栄養と健康■
チーズは世界中で、悠久の昔から食べられてきた人類の貴重な食品の
一つです。この長い食経験は、チーズが安全性は勿論、栄養(一次)機能、
嗜好性(二次)機能において優れた食品であることを示しています。しか
し、チーズの生体調節（三次）機能については、ほとんど明らかにされ
ていません。本稿では、チーズの三次機能について、その可能性を含めてお話します。
骨粗鬆症予防？

日本人に足りない唯一つの栄養素が、カルシウム（Ca）です。今、Ca 不足

で問題になっているのが骨粗鬆症です。チーズは Ca をたくさん含んでおり、またチーズの Ca は吸
収効率がよいことが知られています。それは、チーズ中の乳糖や乳酸及びペプチドが吸収を助けてい
るからです。Ca 不足を解消するためにも、チーズをたくさん食べたいものです。
整腸作用を通じてガン・老化防止？

腸内には、健康に役だつ善玉菌と害する悪玉菌が住み着

いています。ウエルシュ菌などの悪玉菌は、腸内でタンパク質を分解し、悪臭のある有害物質や発ガ
ン物質をつくり、私たちの体の抵抗力を弱め、病気にさせたり、老化を速めたりします。一方、ビフ
ィズス菌などの善玉菌は、腸内を酸性にし、悪玉菌の増加を抑え腐敗物質をつくらせないようにしま
す。最近ビフィズス菌を増やす増殖因子がチーズに含まれていることが明らかにされました。従って
そのようなチーズを食べれば、
腸内の善玉菌が増え、腸内環境を良好な方向へ整えることができます。
その結果、悪玉菌による腐敗物質が少なくなり、ガンや老化防止等につながります。
高血圧予防になる？

高血圧の原因の一つに、ナトリウム（Na）の取りすぎがありますが、カ

リウム（K）は Na の排泄効果があります。チーズには K が多く含まれているので、Na の低下を促
します。チーズには、乳酸菌によってミルクのタンパク質からつくられる血圧を下げるペプチドがあ
ることが最近わかってきました。また、Ca にも血圧降下作用があります。従って、チーズは高血圧
予防が期待できる食品と考えられます。
動脈硬化予防になる？

生体では、様々なストレスによって、細胞や DNA 等を攻撃し、ガン

や心筋梗塞などの疾病や老化の原因となる活性酸素が生成されます。一方、食品にはこの活性酸素を
抑える抗酸化成分が存在します。従って、食品から抗酸化成分を十分に摂取すれば、過剰の活性酸素
が消去され、健康を保つといわれています。フランス人は脂肪摂取量が多いにも関わらず、心筋梗塞
による死亡が少ないことが知られています(フレンチパラッドックス)。その理由は、フランス人が愛
飲しているワインのポリフェノールの抗酸化作用と言われています。しかし、もう一つの食文化であ
るチーズにも活性酸素を消去する抗酸化活性があることが最近見出され、その活性成分は熟成中に生
成されるペプチドであることが明らかにされました。従って、フレンチパラドックスはワインのポリ
フェノールの他にチーズの抗酸化ペプチドも関わっていると考えられます。ワインとチーズ、この二
つの相性は、健康にもいえそうです。

（東海大学農学部 井越

敬司）
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今回は、熊本県南部に位置し、自然豊かな球磨盆地にある「株式会社
クマレイ」を訪問。クマレイさんの製品は、球磨地方の肥沃な土壌と盆
地特有の気候を利用して育てられた原料が使用されていました。
原料は
全て契約栽培で、土づくりから収穫まで栽培マニュアルによって実行さ
れた安心安全な地元農産物を、
新鮮なままスピーディーに処理
（冷凍）。
年間を通して美味しい旬野菜を販売されています。主な商品は、寒じめ
ほうれん草、こまつな、イチゴ・さつまいものダイス・ペーストの他、

瀧本専務

盆地特有の寒暖差を利用して育てられた球磨栗ペーストは、高級お菓子
の素材に使用されているそうです。創立は、昭和 59 年で球磨地域農業
協同組合からスタート。平成 16 年に冷凍加工の（株）クマレイに社名
を変更されました。当日、工場内を見学させていただきましたところ、
取れたてのサツマイモの皮むきが、多くの女性により効率よく進められ
ていました。試食で出された「カリカリ大学いも」はとても美味しく失
礼ながら３個も食べてしまいました。

農産物加工場

株式会社

クマレイ 「母なる大地のために」

〒868-0604

熊本県球磨郡湯前町 101-1

（ZERO）
人・愛・夢
TEL：0966-43-2174

ホームページ http：//www．Kuma．ne.jp/kumakurihonpo/
酪農トータルサプライヤーとして多く
の乳製品を手懸けられている「らくのう
マザーズ」さんを訪問しました。昭和 25 年に熊本県酪農協会を設立。
昭和 29 年に今の熊本県酪農業協同組合連合会となり、乳業を通じ生産
者とともに生活者の皆様と社会の健康を創造する総合酪農組織を目指さ
れています。お伺いした熊本工場では搾りたての生乳が毎日集荷され、
厳しい品質検査のもと高品質な製品が皆

熊本工場

様の食卓に届けられているそうです。遠くは、東北地方まで出荷されて
いるとお聞きし、ロジスティックスの管理システムが整備されているこ
とに驚きました。熊本県の生乳生産量は全国第５位。西日本では一番の
生産量があり、１日の生産量は 660 トン。それを 1000 トンまで拡大
し、北海道に次ぐ第２位に引き上げる「マザーズプラン 1000」も推進
迫森係長

重森部長

らくのうマザーズ

されています。最近では、牛乳を中国に輸出されるなど、グローバルな
取組みが報道されたことは記憶にあたらしいところです。 （ZERO）
「生活者と社会の健康を創造する総合酪農組織」

〒861-8041 熊本市戸島 5-10-15

TEL：096-388-3553（製品開発部）

ホームページ http://www.mothers.or.jp/
～雑柑～ 周回遅れで、我が豊葦原瑞穂国にもチェンジの嵐がやってきた。そこで、たわわ
に実る稲穂を眺めて一首。
「大盛りの 食傷招く マニフェスト 好いとこ喰いの 政見後
退」とならなければいいなぁと思う、秋ではあります。
（Bill）

