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■第１１回くまもと食品科学研究会大賞が決定！■
第１１回目くまもと食品科学研究会大賞が決定し、１１月１４日に表彰式を行いまし
た。
新商品・新技術の部の最優秀賞は、株式会社おにつか農園の「飲む不
知火ゼリー、甘夏ゼリー、晩柑ゼリー」が受賞しました。
昨年優秀賞だった晩柑ゼリーの果汁率を見直し、さらに、不知火と甘
夏のゼリーを新たに加えて三種セットでの最優秀賞受賞となりました。
審査会でも、昨年よりレベルアップした晩柑ゼリーを含め、それぞれ
の生果の特徴がよく出ていると高評価を得ました。鬼塚さんは、平成
24 年度の農業アカデミーで農産加工の講座を受講して、さっそく加工
に取り組まれて２年目の最優秀賞受賞で、農業の 6 次産業化の優良事例になっています。
優秀賞は、青葉の会 有限責任事業組合の「秘伝だれ」が受賞しました。
「秘伝だれ」は、自分たちで育てたサトウキビから製造した糖蜜や、自家栽培の西洋
梨、和梨などを使って、原料のほとんどを町内産にこだわって作られています。味噌の
風味が効いていて、焼き肉のたれだけでなく、野菜につけたり、唐揚げの下味などいろ
んな料理に使うことが出来ます。
地域貢献の部では「熊本製粉株式会社」が熊本県産小麦粉、米粉、そば粉を利用した
商品開発と販売促進による地域への貢献の業績で受賞しました。
熊本製粉は製粉する県産農産物の契約量も 2014 年には小麦で 15,000 トン、米で
1,230 トンと年々拡大しており、生産者や経済連との交流も深まっています。また、新
たな取り組みとして、合志市でＷｅ米という食べても血糖値が上がりにくく、γオリザ
ノールや食物繊維が豊富に含まれ、コレステロールの吸収を抑える米の栽培を平成 25
年度から始めました。これらの取り組みが評価されての受賞となりました。
今年も１１月１９日〜２０日にグランメッセで開催された、くまもと食の展示商談会
でも受賞商品をＰＲしました。
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平成２６年１１月１４日（金）にくまもと県民交流館パレアで、第５０回研究会を熊
本県食料産業クラスター協議会と熊本県産業技術センターとの共催で行いました。
研究会では、オーム乳業株式会社
の農社長から「オーム乳業の製品開
発と事業再編の背景」と題して講演
をいただきました。
オーム乳業は大牟田市にある洋菓
子店向け業務用生クリームを主力製
品とした乳製品の研究開発型メーカ
ーで、高品質な製品は高級洋菓子店
から根強いリピートを獲得し、強い
ブランド力があります。
農社長は研究開発担当を経て、社
長になられているので、製品開発か
ら会社の経営方針まで幅広いお話を
講演いただいた農社長
伺うことが出来ました。
講演の中では、これからの日本国内は高齢化し、人口も減少する中で既存の顧客を対
象にするだけでは売り上げが減少すると考えて、会社の発展をどう進めるかについて時
間をかけて検討し、海外展開も含めた販路開拓が必要と考え、相互に利益のある不二製
油との業務提携に至ったという話が印象的でした。
これからの日本の人口減少を見据えた海外展開が必要という話は、何度か聞いたこと
がありましたが、具体的な事例を聞いて、30 年後や 50 年後を想定した企業戦略の重要
性を改めて感じました。
話題提供では、地域貢献賞を受賞された熊本製粉株式会社の松永開発部長より、熊本
製粉の取り組みについてご説明いただきました。
1 面でも紹介したＷｅ米は、米粉用に開発された新しい品種のお米で、平成２５年よ
り熊本県合志市で栽培を始められました。
特徴として、難消化性澱粉は、う
るち玄米の 10 倍あり、胃や小腸で
消化・吸収されずに、大腸まで達し
ます。食物繊維はうるち玄米の 4 倍
あり、不要な物質を体外へ排出する
役割があります。γオリザノールは、
うるち玄米の 2 倍あり、悪玉コレス
テロールを下げる働きがあり、脂肪
蓄積抑制効果があります。
Ｗｅ米を商品化 しているところ
は全国でも少なく、県産の農産物を
活かしながら、新たな取り組みを続
けられている熊本製粉に今後も期
井越副会長の質問に答える松永部長
待したいと思います。
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伝統的発酵調味料「魚醤油」を考える。
尚絅大学生活科学部

栄養科学科

木村宏和

熊本県は長い海岸線に加え大小様々な島々が多数存在し天然の漁場が多く、古くから水産業が
盛んに行われている。水産発酵食品は古くから食されており、
「魚醤油」
「このしろの姿寿司」
「か
らすみ」などがその代表例である。
ところで最近「魚醤油」ということばを耳にするようになった。「魚醤油」とは魚介類を発酵
させた醤油で、東南アジアの国々では一般調味料として家庭で広く利用されている。タイの「ナ
ンプラー」、ベトナムの「ニョクマム」、フィリピンの「パティス」などは有名である。一方日本
では秋田県の「しょっつる」、石川県の「いしる」が有名であるが、それ以外の地域では特に一
般的ではない。
しかし、熊本県では牛深地域を中心に古くから、いわし、さば、カツオを使った魚醤油を製造
している。
一般的に家庭で利用されている大豆醤油と魚醤油の違いは、その魚臭と濃厚な味であろう。そ
れらは、動物性タンパク質である魚肉および内臓をそれらに含まれる自己消化酵素（プロテアー
ゼ）や関連微生物の作用により発酵・熟成させる過程で形成される。そのため魚醤油は、煮物や
鍋物、貝焼きなどの調味料として利用されてきた。図１に魚醤油の一般的な製造工程を示す。原
材料に対して約 20%程度の食塩を添加し（一部麹を加えることもある）木製の桶に漬け込み室
温で約１年〜３年ほど熟成させる。その後ろ過、火入れ、瓶詰めにより製品となる。

図１

魚醤油の一般的な製造工程

魚醤油中には、旨味に関与するグルタミン酸をはじめ、甘味に関与するアスパラギン酸やグリ
シン、乳酸やコハク酸などの有機酸が含まれており、濃厚な味を形成している 1)。さらに、魚醤
油中に含まれるトリペプチド（Leu-Ala-Arg）にアンジオテンシン変換酵素阻害活性（血圧降下
作用）が確認されており 2)、機能性成分も含まれていることがわかった。一方で魚醤油の低塩化
（生活習慣病の原因）、魚醤油の発酵・熟成中に細菌により生成されるヒスタミン（アレルギー
疾患の原因）の低減化が大きな課題である。現在、ヒスタミン非生成乳酸菌のスターターとして
の利用、食塩の代替物を利用により、これらの課題を克服しようとしている。これらの課題が克
服できれば、機能性成分や濃厚な味を呈する魚醤油の伝統的発酵調味料としての利用価値は今後
さらに見直されてくると思われる。
参考文献
1) 小泉武夫編著、発酵食品学、p.272、講談社 (2013)
2) T. Sasaki et al., Purification and antihypertensive activity of a novel angiotensin Ⅰ
converting enzyme inhibitory peptide from fish sauce Ishiru, J. Compl. Alt. Med., 10(1),
45-49 (2013)
3

平成 26 年 12 月 22 日

くまもと食品科学研究会だより

Vol.9／No.2

ホコーテ（JOCOTE：Spondias purpurea）
南国エル・サルバドルもご多聞に漏れず、トロピカル・フルーツに溢れています。田舎の市場に行
くと、何やら得体のしれない果物が並べられています。こちらの消費者は、果物にしろ、野菜にしろ、
傷がついていたり、少々萎びれていても、気にせずに買っていくようです。しかし、見た目はおいし
そうに見えても（中には、絶対これは無理と思うものもありますが。）
、結構大味で、熊本の美味しい
果物に慣れた私には、もう一度食べてみたいと思う
ような果物は少ないです。そのような中で、また食
べたいと思う果物がホコーテです。ホコーテは、メ
キシコからブラジルにかけての熱帯地域に、生育（栽
培？）している果樹です。エル・サルバドルには、
バロン・ロッホ、コロナという品種があり、バ
ロン・ロッホは標高の低い所、コロナは高い所
で栽培されています。バロン・ロッホは早生で
３月から収穫が始まり、コロナは晩生で９月か
ら収穫されます。コロナの方が大粒で味も良く、
人気があるようです。こちらの人は、ホコーテ
にしろ、マンゴーにしろ、まだ熟れてない果実
を青いうちに収穫し、塩やレモン果汁またはチ
リソース、そしてアルグアステ（カボチャの種子を炒って粉にしたもの。）という粉をかけて、食べま
す。最初のホコーテの洗礼は、この未熟のホコーテだったので、渋味が強く美味しいとは思えません
でしたが、ある日完熟コロナを御馳走になった時から、病みつきになりました。梅のように果実の中
に大きな種子があり、その周りを黄色の果肉が覆っています。果肉は適度な甘味と酸味、芳香があり、
少し味がうすいですが、巨峰のような感じで美味しく食べら
れます。ここエル・サルバドルでは、東部グアテマラ国境近
くのサン・ロレンソ市にバロン・ロッホが、中央部
のサン・ビセンテ火山やの麓にひろが
るサン・ビセンテ市ではコロナが栽培
されています。サン・ビセンテ市では、
サン・ビセンテ火山の 1000m くらい
の中腹斜面に、4〜5m 位の高さのコロ
ナの木が 5ｍくらいの間隔で植えられ
ていました。木をこんなに高くして、
どのように収穫するのかと思いましたが、竹竿の先端に写真のような工夫をした収穫器を見せてくれ
ました。余談ですが、エル・サルバドルにも竹はありますが、筍は食べられないようです。
エル・サルバドルでも、一村一品活動による商品開発が進んでいます。サン・ロレンソ市では、特
産のバロン・ロッホのジャムを開発して、販売しています。また、サン・ビ
センテ市ではホコーテ祭りが開催され、大いに盛り上がっていました。両市
ともに、JICA から青年海外協力隊員が派遣され、地元に溶け込んで商品開
発を支援しています。
ホコーテは、エル・サルバドルの国民的な果物と言って、いいのかもしれ
ません。
JICA

シニア・ボランティア

エル・サルバドル派遣
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平成 24 年度くまもと食品科学研究会大賞の新商品・新技術の部において、”うきうきわ”
で優秀賞を受賞した福田屋は、昭和 23 年に熊本市北区植木町で創業されました。以来、65 年
の長きにわたり、お菓子の製造を行っています。今回は、福田聖也社長に、現在の状況や、受
賞効果についてお話を伺いました。
「当社では現在 10 アイテムのお菓子を製造して、高速道路の SA や JR、空港などで販売し
ています。以前は直営店でも販売を行っていまし
たが、開発に注力するために直営店を閉鎖しまし
た。一昨年度は、くまもと食品科学研究会におい
て優秀賞をいただきました。コンクール等での受
賞実績は、商品の評判や信頼性がアップするため、
販促の有効なツールとして活用でき、販売数量を
伸ばすことができました」とのことです。
今の時代、全く新しいものを創りだすのは非常
に難しく、多くは、今売れている物を研究し、組
福田聖也 社長
み合わせや素材を変えたりすることで、新商品と
して発売しているところも多いのですが、福田屋の商品開発について、具体的な手法を伺いま
した。「毎年 PB 商品を含め 3 品程度の新商品開発を行っています。当社の商品開発手法は、
ヒット商品の売れる“理由”を分析し、自社の強みが生かせる点が多い商品を参考に材料メー
カーや機械メーカーと一緒になり商品開発を行っています」という福田屋では、商品開発後も
販売に至るまでの間には、テストマーケティングを行い、販売数が自社で独自に決めた数値を
超えた場合は発売開始、越えなかった場合は改良したり、発売を止めるそうです。
「うちの商品開発は、販売を始めた時がスタートだと思っています。PDCA を回して、常に
商品の改良を行い、商品を育てるという考え方でや
っています。会社を伸ばしていくためには商品が命、
お土産をメインにやっていくためには毎年新商品
を出し、ブラッシュアップを行っていくことで商品
を育て、他社との差別化を図っていきたい」そう語
る福田社長、つい先日は、「ひごもっこすのうまか
もん人気投票」において、今年から発売を開始した”
熊本銘菓おてもやん”が金賞を受賞という、うれし
いお知らせもありました。
金賞受賞の熊本銘菓おてもやん

つねに新しいものを求めてトライする福田屋、

”熊本銘菓おてもやん”、これからどう変わっていくか、そしてどんな新商品が出てくるの
か楽しみです。
有限会社

福田屋

熊本市北区植木町豊田 826

TEL：096-272-0234

http://fukudaya.co/

FAX：096-272-0206

編集・発行 くまもと食品科学研究会
〒862-0901 熊本市東区東町 3-11-38 熊本県産業技術センター 食品加工技術室内
研究会ホームページ http://kumamoto-food.jp/index.html
ＴＥＬ 096-368-2101 ＦＡＸ 096-369-1938
発行日／平成２６年１２月２２日
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阿蘇市一の宮町にある阿蘇中央高校を訪ねました。
阿蘇中央高校は、阿蘇高校と阿蘇清峰高校（旧阿
蘇農業高校）が平成２２年に統合されてできた高校
で、普通科、総合ビジネス科、農業食品科、グリー
ン環境科、社会福祉科の５学科があります。
学科を超えた学習活動もあり、１年生は普通科や
総合ビジネス科の生徒も含めた全員で田植えや稲刈
りを行っています。また、普通科の生徒が選択式で
農業食品科の授業を受けたり、その逆に農業食品科
の生徒が普通科の授業を受けることもできるという
ユニークなシステム（総合選択制）を取り入れています。
農業食品科は、２年生から作物の栽培や家畜の飼
育を学習する担い手育成類型と、食品加工関連の学
習を行う食品科学類型に分かれ、それぞれ専門的な
学習を深めます。
食品加工実習では、イチゴやブルーベリーのジャ
ム、マーマレード、乳酸飲料のニューピス、プレス
ハム、ソーセージ、ベーコン、麦みそなどを作り、
主に校内の文化祭などで販売したり、
「道の駅」阿
蘇や阿蘇青少年交流の家などで行われるイベント
でも販売しています。
今年は、“売れる！食べたい！パン・スイーツ”
をテーマにアイデアを募集されていた「くまもと米粉甲子園」で、358 作品の中から 15 点の第
1 弾商品化候補作品として、阿蘇中央高校 坂井志帆さん、榊真梨奈さんの「だごうまか〜！！
阿蘇高菜パン・・・」が選ばれ、商品化が決定しました。
また、農業食品科の生徒達が開発した白いイチゴは、イチゴ農家の経営が厳しくなる中、自分
たちの力で品種を開発し、魅力あるイチゴで阿蘇の農業を盛り上げたいと、
１２年がかりで開発を続け、
「あその小雪」という名前で平成２４年２月、農
林水産省にイチゴでは全国の高校初の品種登録出願を終了しました。
この「あその小雪」は、名前のとおり真っ白な色をしており、酸味が全く
なく、普通のイチゴに比べ甘いのが特徴です。
これからは「あその小雪」を活かした加工品作りも検討中です。
■阿蘇中央高校阿蘇校舎

〒869-2612

TEL 0967-22-0070

FAX 0967-22-4142

■阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎
TEL 0967-22-0045

熊本県阿蘇市一の宮町宮地２４６０番地

〒869-2612

熊本県阿蘇市一の宮町宮地４１３１番地

FAX 0967-22-5161

〜編集後記〜
取材の時の楽しみは、取材先のみなさんのお話しを聞けることが一番の楽しみで
すが、その次に、取材先での昼食も楽しみの一つです。今回は、一の宮の焼肉が安
くておいしい店でホルモンとタンのミックス定食をいただきました。絶妙なタレの
味付け、おまけに安くて大満足でした。誰？ランチが目的でしょっていってるのは（池田）
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