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■食品の二次・三次機能を兼備した 21 世紀の食品開発を期待する■
くまもと食品科学研究会副会長

井越

敬司（東海大学農学部教授）

食品科学の研究分野は、1980 年台後半頃から新たな研究テーマ
の展開が始まった。それは食品の三次機能に関する研究である。従来，
食品は栄養と嗜好の視点から評価されてきたが、食品をもっと能動的
に捉え、食品の持つ役割を三つのカテゴリー、すなわち従来の食品の
栄養と嗜好に関するものはそれぞれ食品の一次、二次機能と呼び、さ
らに食品の生体の諸系統を調節する機能を三次機能と呼ぶことが提
唱された。この食品の三次機能研究は、高度高齢化社会を迎える我が
国において、生活習慣病の予防の視点から最も重要な研究課題と考え
られ、産官学の食品科学分野の多くの研究者が主要なテーマとして傾
注して行った。

井越副会長

その結果、
様々な食品の三次機能に関する研究がなされ、
多くの機能性成分が食品から見出された。
そして、1991 年にその機能を具現化した食品の制度、すなわち特定保健用食品が誕生し、その第一
号製品が 1993 年販売された。
その後、
特定保健用食品は増え続け、
今日およそ 900 種類以上、
6000
億円を超える市場にまで発展してきている。高度高齢化社会に突入した現在、今後も健康を指向した
このような食品は伸びるものと思われる。また、海外においても、中国をはじめ近い将来日本と同様
高度高齢化社会を迎える国々は少なくない。そのよう国々においても予防医学的な食品への関心は高
まることは必至であり、一次・二次機能のみならず三次機能を兼備した食品開発はグローバルな課題
となってくるだろう。
くまもと食品科学研究会は 1990 年 6 月に発足し、昨年創立 20 周年を迎えた。まさしくこの 20
年は、くまもと食品科学研究会の発展とともに、新たな食品機能研究の幕開けの時代でもあった。実
際、本研究会の大会における話題提供と特別講演の演題項目を見ると、食品の栄養とおいしさの内容
とともに三次機能についての発表が多く見られる。特にここ 10 年の発表が多く、会員の人達の関心
も高くなっていることが裏付けられる。しかし，実際に機能性食品を開発するには時間と研究経費が
かかり、簡単に製品化することは一部の企業を除き、多くの中小企業には難しい。本会はいわゆる「学
会」ではなく、より現場に近い実践的な技術者集団の会を目指し、まさに産官学の食品科学分野の技
術者や研究者が結集し、個々の利害を超えて現場における問題点を解決する、あるいは近い将来を見
据えた展望や食品の開発を目指す研究会でもある。官学には三次機能を専門としている研究者も多い。
一中小企業ではなしえないことも本会を通じた新たなコラボが生まれれば、より優れた二次・三次機
能を併せ持つ機能性食品の開発に繋げることも可能である。本会は今年から新たな 10 年に突入した。
会員相互が大いに交流し、21 世紀を代表する美味しくて健康に良い食品を熊本の地から世界に発信
したいものである。
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平成 23 年７月６日、リニューアルオープンした熊本県産業技術センターにおいて第９回総会及び
第 4３回研究会が熊本県産業技術センター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２２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 2３年度の事業計画、予算案、役員・幹事案が提案されました。事業計画・予
算案では、本年度も２回の研究会の開催、大賞及び広報誌の発行が、また 20 周年記念事業の一環と
して、20 周年記念誌の発行と本会のホームページの立ち上げが事務局から提案され、満場一致で承
認されました。役員・幹事案では、佐藤哲生氏（九州沖縄農業研究センター）が退職のため幹事を引
退され、新たに須田郁夫氏（九州沖縄農業研究センター）が幹事に選出されました。佐藤氏には長い
間、研究会の企画担当として本会の運営にご協力いただき、大変ありがとうございました。
つづいて、熊本県産業技術センター所長の坂井滋氏から「新
しい産業技術センター

～農工連携を柱に～」と題して講演

がありました。坂井氏は、日産自動車で永く新車開発などに取
り組んでこられ、平成 2２年度から熊本県産業技術センター所
長に就任されました。講演では、これまでの熊本県産業技術セ
ンターの歩みと役割、これからの熊本県産業技術センターのあ
るべき姿、さらにはこれからの日本と熊本の生き方についての
お話がありました。その中で、坂井氏は「２１世紀は２０世紀
の延長ではなく、あたりまえ（空気、水、食料、エネルギー）

坂井滋氏

があたりまえではなくなる時代である。」と提起され、文明の転換点である２１世紀では太陽の恵み
を活かした産業構造の大転換が必要であり、太陽・水・森に恵まれた熊本には大きなチャンスがある
と述べられました。話題提供では、㈱阿蘇デリシャスの野田謙二氏から、
「㈱阿蘇デリシャスの商品
開発について」と題して、同社が鹿本農業高校と共同で商品化さ
れた「高校生のコメロンパン」を例に、食品の商品化方策につい
てのお話がありました。熊本県産業技術センターの佐藤崇雄氏か
らは、
「ＬＣ-ＭＳを使った食品分析」と題して、産業技術センタ
ーがリニューアルオープンの一環で導入したＬＣ－ＭＳ（液体ク
ロマトグラフ質量分析機）による成分分析の特徴や利点、分析例
について説明
がありました。
野田謙二氏

LC－MS は多

成分系の分離が得意な LC と単一系の定性が得意
な MS を組合わせることで、多成分系の定性・定
量を可能とした分析機器であるので、多くの成分が
複雑に混ざっている食品の成分分析に威力を発揮
するということでした。研究会終了後、初の試み
ととして講師を囲んで情報交換会を開催したとこ
ろ、多数の方が参加され盛況のうちに研究会が終了

佐藤崇雄氏

しました。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。
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■食品と放射能について■
福島第一原子力発電所事故により、一部の食品や水道水から放射性物質が検出されたことをきっか
けに、にわかに「放射能」への人々の注目があつまりました。
「放射能」とは、
「放射性物質」が「放
射線」を出す能力（強さや量）のことです。
「放射性物質」が出す「放射線」には、α線（ヘリウム原
子核の流れ）
、β線（原子から飛び出した電子の流れ）
、γ線（エネルギーの高い電磁波）
、エックス（X）
線、中性子線などがありますが、それぞれ物質を透過する能力に差があります。この物質を透過する
性質は、レントゲン写真やガンの治療など我々の生活に大きな貢献をもたらしていますが、ヒトや生
物の細胞の成分や組織に悪影響を与えることもあります。
このため、平成２３年３月１７日から厚生労働省では下表のように暫定規制値を設定しました。この
暫定規制値は、緊急を要したために内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価を受けずに定められて
いたことから、ワーキンググループにおいて評価書案がとりまとめられ、さらにこの評価書案につい
て、国民からの意見・情報を求め精査して、平成 23 年 10 月 27 日に食品安全委員会において、評
価書がとりまとめられました。この評価書では、
「おおむね生涯累積１００ミリシーベルト以上で健康
への影響が見いだされる」との判断がとりまとめられています。厚生労働省は、内閣府食品安全委員
会の評価書の答申を受け、①暫定基準値で定められている放射性セシウムの許容上限の年間５ミリシ
ーベルトを新基準では１ミリシーベルトまで引き下げる方針、②新基準値を設定する際の食品群の分
け方、③子供への影響に対する具体的な配慮などについて、話し合うことが確認されました。
表

食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値（Bq ／ kg）
飲料水
300
牛乳・乳製品(注）
放射性ヨウ素
（混合核種の代表核種：131 I）
野菜（根菜、芋類を除く）
500
魚介類
飲料水
200
牛乳・乳製品
放射性セシウム
野菜類
500
穀類
肉・卵・魚・その他
注：100Bq／㎏を超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導す
ること。
消費者庁「食品と放射能Ｑ＆Ａ」から
当センターでは、今年度ゲルマニウム（Ge）
半導体検出器を導入しました。Ge 半導体検出
器は、
外部からの放射能を遮断する遮蔽体の中
にあり、
測定は検出器を液体窒素で冷やしなが
ら行います。本器は、多核種を同時に定量する
ことが可能で、農産物、海産物、土壌等の試料
の核種測定を簡便かつ精度良く行うことがで
きます。
食品等の放射能を測定する必要がある
時には、当センターにご相談ください。
（熊本県薬剤師会医薬品検査センター
大石麻美）
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南フランスにいる様な錯覚を覚える建物が、今回お邪魔した熊本ワ
イン（株）さんです。自然環境を大切にし、地域と連携発展を基本理
念として、平成 11 年にフードパル内に熊本初の本格的体験型ワイナ
リーとして設立されました。こちらのワインは、菊鹿町等で丹精を込
めて育てられたブドウで作られ、年間 12 万本の生産数量を誇るそう
です。本場に負けない技術で醸造された「菊鹿ナイトハーベスト２０
０８」は、ジャパン・ワイン・チャレンジ２００９において、新世界
白ワイン部門で最優秀賞を獲得されました。
「これも契約生産者の一人

熊本ワイン本社

一人が、共に研究を重ねてきた成果です。
」とお話いただいたのは社長の玉利
博之さんです。作り手の愛情がこもった自然豊かな「火の国」熊本のブドウ
を使用した高品質ワインを多くの愛好家に飲んでいただくことが夢だそうで
す。近年は、国産ワイン志向が高まっていることから、遠隔地のお客さまの
ための通信販売を充実させる準備をされています。取材当日は、ワイナリー
で美味しそうにティスティングをしている人を横目に、車で行ったことを後
悔しました。

（ZERO）
熊本ワイン株式会社
〒861-5533

玉利博之 社長

http://www.kumamotowine.co.jp

熊本市和泉町字三ッ塚 168-17

TEL096-275-2277

FAX096-275-2228

創業から 60 年を迎えられた食品
総合プランナーの丸菱さんを訪問し
ました。
「食品産業のパイプ役」を目
指して、200 社を超えるメーカーか
ら商品を仕入れ、市場動向や食のトレ
ンドなど多方面に広がる情報をキャ
ッチし、無限に広がる食材の組み合わ
せからヒット商品のアイデアを提供
する事業に取組まれています。そうし
た丸菱さんの礎を築いてこられたお

営業本部 岳野三郎主幹

一人の岳野さんにお話をうかがいました。社内では先進的な考
丸菱本社

えと行動力で、本会においても様々な提言で信望が厚い頼り甲

斐のある存在です。最近では、難しいとされてきた夏イチゴの栽培にチャレンジするため、生産者と
の連携を推進されています。近い将来、岳野さんの思いが叶い、美味しい夏イチゴが海を越え外国の
人にも食べていただけるようになるといいですね。
株式会社 丸菱
〒861-2241

（ZERO）

http://www.marubishi-group.co.jp/
上益城郡益城町宮園 788

TEL096-286-1455 FAX096-286-1206

～雑柑～ 少子高齢化に財政赤字などなどブルーな気分に浸っているところに、大震災・原
発と大揺れに揺れた日本。ここにきて、国論が真っ二つに割れたＴＰＰ。攘夷・開国と沸騰
した幕末に比べれば、まだまだ平成な日本ではと思う秋ではあります。
Bill

