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　東京農大農学部の長島孝行教授は、世界遺産で国宝の「富岡製糸場」のある群馬県富岡市で、「世界遺産にふ
さわしい特産品づくり」をテーマに講演した。富岡市の主催で 4月15日に行われ、近隣の市民や事業者、富岡実
業高校の生徒ら約100名が集まった。
　講演の中で長島教授は、富岡市における特産品づくりのコンセプトとして「作ってよし、買ってよし、地域社
会もよし」という「三方よし」の精神で住民合意を得て、地域社会に還元される特産品開発を目指すべきだと訴
えた。また、富岡市だけではなく、近隣の市町村、県全体に世界遺産を中心とした観光事業活性化へ向けた輪を
広げることの重要性や、富岡ブランドの確立のための認証制度の必要性についても強調。「本物しか売らないこと、
商品についての科学的な機能性やストー
リーを適切に説明することが、富岡ブラン
ドの信頼につながる」と述べた。
　また、直近の具体的な動きの一つとして、
東京農大校友会群馬県支部の女性らが長島
教授の開発したブランド桑「NSRP桑」を
用いた菓子の試作に取り組んでいることも
紹介。講演後には、実際に桑入りのパンや
ケーキなどの試食会も行われた。
　東京農大は、2014年に富岡市と包括連携
協定を締結しており、その際、長島教授が
橋渡しを務めた。協定締結後は、富岡市長
にまちづくりの提言などをしてきた。講演
の最後に「皆様が手を取り合い、本気で富
岡を良くしようと活動をするのであれば、
科学者として、技術提供を含め、協力は惜
しまないつもりです。」と今後の支援の継
続・強化を強調した。

榎本武揚と横井時敬
　創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で逓
信相、農商務相、文相、外相などの要職を歴任した
榎本は、明治24（1891）年、東京に「私立育英黌」
を設立した。その農業科が東京農学校、東京高等農
学校と名を替えつつ、拡充の歴史を歩み、今日の東
京農業大学となる。
　東京農学校時代の明治28（1895）年、評議員とし
て参画したのが、明治農学の第一人者横井時敬だっ
た。「人物を畑に還す」「稲のことは稲にきけ、農業
のことは農民にきけ」と唱えて、「実学」による教
育の礎を築き、東京農業大学の初代学長を務めた。
本学の「生みの親」は榎本、「育ての親」は横井で
ある。

高等教育から初等教育まで
　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命
科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部、生物
産業学部、短期大学部の 7学部25学科からなり、大
学院は 2研究科19専攻体制が整っている。世田谷、
厚木、オホーツク（北海道・網走）の 3キャンパス
に約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学
（千葉）があり、総合情報学部、看護学部の 2学部
2学科と大学院 1研究科に約2,000人が学ぶ。また、
併設校として農大一高／中等部（東京）、同二高（群
馬）、同三高／附属中学（埼玉）がある。
　平成31年度には、東京農業大学稲花小学校が世田
谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東京農業大学の沿革

世界遺産にふさわしい特産品づくり

講演をする長島教授
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終製品にカビ毒が残っていないことを確認している）。
その後、乾燥や浸漬、ろ過などを繰返して「せんだん
ご」ができあがる。この「せんだんご」ができるまで
には、数か月の時間と労力がかかり、近年、生産者が
少なくなっているのが気がかりである。
　この「せんだんご」をお湯でまぜ、専用の穴の開い
た板を通してゆで上げると麺体「ろくべえ」となる。
これをうどんのようにだし汁にいれて食す。独特の食
感はなぜ生まれるのか。成分分析や成分染色後の顕微
鏡観察を行ったところ、95％程度がデンプンで残りの
5％が食物繊維のセルロースとペクチンだった。セル
ロースは紙の主成分でもあり、しっかりとした繊維質
だがペクチンは糊のような性質を持っている（ジャム
の粘りの主体はペクチンである）。さらに、観察の結果、
繊維質にデンプンがペクチンを介してくっついてお
り、これが独特の食感の元になっていることが明らか
になった。さらに、モデル試験をすると、ただ材料を
同様の比率で混ぜるだけではだめで、部分的な分解を
しないと程良い食感にならないことも分かった。
　これを微生物の性質や働きと併せて考えると、最初

日本にある様々な伝統食品
　日本は周囲に海、内地には山があり、また、はっき
りとした四季もあるため、食材に恵まれた国の一つで
ある。今でこそ飛行機や列車、車を利用することで気
楽に移動することが可能だが、交通機関が発達する前
までは数十㌔を 1日かけて移動するような状況だった
ため、各地域で固有の文化が創られ、その地域の伝統
食品が生まれてきた。伝統食品には発酵食品も含まれ、
代表的な味噌や醤油、日本酒、漬物などは日常に欠か
せない身近なものである。面白いことに、醤油や漬物
にはJAS規格による定義があるが、味噌や日本酒には
その規格がなく、表示や分類による区分が中心となる。
漬物は地域により食材や調味料、製造法が異なるため
JAS規格の幅が広いことが特徴である。
　さて、発酵食品の中には生産される地域やその周囲
でのみ食されるものも多いため、全国的に知られてい
ないものも多数残っている。その製造メカニズムを明
らかにすると、その地域でなぜそれが生産されたかが
理解できるとともに、新しい食品製造へのヒントにも
なるのでとても興味深い。本稿では他の研究者と調査・
研究してきた発酵食品の紹介とその発酵に関わる微生
物について解説する。

長崎県対馬市の伝統発酵食品
「ろくべえ」について
　長崎県対馬市には「ろくべえ」と呼ばれる麺がある。
サツマイモを原料とし、製造過程で微生物による発酵
を伴うのが特徴だ。サツマイモの麺というとイモ独特
の匂いや、繊維が多く食感が悪いと思われるかも知れ
ないが、実際に食べてみると、イモの匂いは残ってお
らず、食感はコンニャク麺をさらに柔らかくしたよう
なものだ。食感を測定する物性測定装置で測ってみて
も独特のパターンを示していた。
　さて、この「ろくべえ」は「せんだんご」と呼ばれ
るサツマイモを加工したものを原料としている。その
製造法は、12月頃にサツマイモをスライスまたはつぶ
したものを水に漬ける。数日から 1週間、水を適時入
れ替えていく過程で酵母や細菌が繁殖し、後半は微生
物が出すガスにより泡でボコボコした状態になる。そ
の後、水から引き上げてしばらく放置すると自然とカ
ビが生育し、このカビが様々な酵素を生産し、イモの
成分を部分的に分解する（カビというとカビ毒が心配
だが、岡田早苗東京農大教授（当時）のグループが最
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量を考えると、蒸す際に枝を入れることは、枝内部の
ポリフェノールも回収されるため、とても理にかなっ
ていると思われる。

関東の「くずもち」について
　くずもちは東と西で異なる。本来、くずもちは葛（く
ず）から採取したデンプンを加工した食品で独特の透
明感と食感がある。ただし、現在は葛を原料にすると
コストや労力がかかるため代替品を用いている場合も
ある。西はこの流れできているが、東では川崎大師の
お土産で知られる様に白く濁ったものである。実はこ
れは小麦粉のデンプンを発酵したものである。小麦粉
というとパン、うどん、ラーメン、お菓子のイメージ
があり、これらは小麦粉の中のグルテンというタンパ
ク質が重要であることが分かっている。ちなみにこの
タンパク質のみを主原料として製造されているのが麩
である。
　さて、小麦粉から分別したデンプンを 1～ 2年発酵
させ、洗浄、乾燥したものを材料に東のくずもち「久
寿餅」を製造する。発酵過程では乳酸菌をはじめとす
る各種微生物が存在し、これらの活動によってデンプ
ンなどが部分的に崩壊し独特の食感が作り出される。
微生物学的に面白いのは、発酵過程でのpHが 3 ～ 4
と多くの微生物が死滅または活動休止する域であるこ
とで、別な視点で考えると特別な能力を持った微生物
が存在する可能性が高く、新たな発見につながると考
えている。

終わりに
環境中には様々な微生物が存在するが、独特な発酵
食品の製造は微生物にとって特殊な環境を用意するこ
ととなる。そのため、調査によりどのような微生物が
どの様な役割を持つか明らかにするだけでなく、特殊
環境で珍しい微生物や変わった微生物が生育しやすく
なり、結果として新しい微生物に巡り合えることがあ
る。伝統的な食品を改めて見直すことで新たな発見が
あるのは実に愉快なことである。

の水の浸漬では小さな栄養成分を微生物が食べるだけ
で食感には影響しないこと、カビが出す各種酵素によ
り、サツマイモの成分が部分的な分解を受けて独特の
食感を形成することが分かった。現在、これまでに明
らかになった知見を元に、短期間かつ低労力で製造で
きないか、また、大量に生産できないかなどを東京農
大食品加工技術センターの岡大貴助教と詰めている状
況である。

高知県大豊町の伝統発酵食品
「碁石茶」について
　日本においてお茶というと大半の人が日本茶を連想
すると思うが、微生物を使った「後発酵茶」が一部の
地域で生産されている。良く知られる後発酵茶は中国
のプーアル茶で、これはカビを使って発酵するタイプ
である。高知県大豊町で生産されている「碁石茶」は
通常の日本茶とは異なり、使う茶葉は茶樹の先端だけ
でなく、樹木の下の方まで利用する。伐採した茶樹を
蒸煮して枝を除去後、数日間室に入れてカビの生育を
促す（ 1次発酵）。その後、桶に入れて数週間発酵を
行う（ 2次発酵）。ここでは乳酸菌が乳酸発酵を進め
て独特な風味を形成する。その後、数㌢角に切り出し
天日乾燥して、製品となる。味は紅茶のような独特な
苦味を持つとともに乳酸特有の柔らかい酸味がある。
アンケート結果によると、高齢の方が好む傾向にあり、
これは漬物などの時代による食文化の違いを反映した
ものと思われる。また、高知大学の受田浩之教授らが
味覚センサーを用いて味のパターン解析を行った結
果、赤ワインに類似する傾向があったと報告している。
さらに、同グループは碁石茶に抗酸化活性や動脈硬化
抑制効果、メタボリックシンドロームに対する有用性
を報告している。
　さて、発酵過程における微生物の役割は以下のよう
に考えている。すなわち、1次発酵ではカビが生育し、
これが茶葉の細胞壁を壊す酵素を出し、茶葉の表面を
傷つけて次の発酵が進みやすくするとともに、茶葉の
成分をより有用なものにしていると考える。また、 2
次発酵では酵母と乳酸菌が関与しており、酵母がエス
テルやアルコールなど香りに関わる物質を生産して風
味を形成し、乳酸菌が酸を生産して酸っぱさを出して
いる。ここで学術的に興味深いのは生育する乳酸菌の
種類が限られていることである。実は茶葉を蒸煮した
時に出てくる蒸汁を 2次発酵時に加えることが伝統的
に行われてきた。なぜこれが必要かは明確に伝承され
ていないが、我々の研究の結果、蒸汁に含まれるポリ
フェノールが雑菌を抑えるだけでなく、 2次発酵で増
殖する乳酸菌を制限することで、乳酸をしっかりと生
産する菌種だけが結果として生育できる環境を作って
いることが明らかになった。また、ポリフェノールの

碁石茶
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現状をどう見るか
穂坂　日本酒の出荷量は、1973年度の176万㌔

㍑をピークにほぼ一貫して右肩下がりの状況が続
いています。特に94年度に急激に落ち込んだ後、
96年度からは、落ち込みに拍車がかかり、2012年
度には60万㌔㍑を割り、15年度はピーク時の
31％、55万㌔㍑となっています（図 1参照）。この状
況を分析することで、現状打開の道筋を探ることもで
きると思います。これまでをどう見ていらっしゃいま
すか。
岡本　よく「若者のアルコール離れ」と言われます。
しかし、酒類全体の出荷量をみれば明らかなように、
大きな落ち込みはなく、ほぼ横ばいの状況が続いてい
ます。少なくとも全体での「アルコール離れ」は起き
ていないということです（図 2参照）。また、酒類消
費の中核である20～30代の若者が本当に「アルコール
離れ」を起こしていたら、酒類全体の消費も落ち込む
はずです。「アルコール離れ」ではなく、嗜好の変化
と見るべきでしょう。酒類別で見れば、単式蒸留焼酎
（本格焼酎）もワインも右肩上がりです。ビールが大
きく落ち込んでいますが、発泡酒や第 3のビールなど
ビール系飲料全体では落ち込みはありません。つまり、

日本酒の一人負け状態なのです。
穂坂　1994年度の大きな落ち込みは95年 1 月17日の
阪神・淡路大震災の影響と見るべきでしょうね。
岡本　兵庫県西宮市から神戸市にかけての日本酒の
一大産地、「灘」は、阪神・淡路大震災で古い酒蔵が
軒並み倒壊するなど大きな被害を受けました。生産設
備に大きな打撃を受けた大手の酒造会社は、生産ライ
ンを更新、機械化を図りました。（図 1参照）。ちなみ
に灘の大手酒造会社は従来、関西、中部、中国、四国、
九州地方の広い地域の中小酒造会社から原酒を購入
（未納税移入）するいわゆる「桶買い（おけがい）」を
続けてきました。設備更新したことをきっかけとして
次第に桶買いを縮小したのではないかと思います。中
小の酒造会社にとって、安定した収益が見込める桶売

日本酒の現状と今後の展望、展開　上
特別鼎談

　東京農業大学は全国の大学で唯一「醸造」の名を冠した「醸造科学科」を持ち、酒造会社をはじめ幅広い食品
業界に多くの人材を輩出してきた。日本酒業界は長く続く消費低迷の中、世界的な和食ブームに伴い、輸出が急
増するなど、明るい兆しも見え始めている。日本酒を取り巻く現状と、今後の課題などについて、全国およそ1,800
の蔵元からなる日本酒造組合中央会の岡本佳郎副会長、東京農大醸造科学科OBで愛媛県酒造組合理事長を務め
る越智浩・石鎚酒造株式会社専務、穂坂賢・東京農大醸造科学科教授の 3人に語ってもらった。今号と次号の 2
回に分けて掲載する。 （構成＝東京農大客員教授・鈴木敬吾）

左から、岡本氏、穂坂教授、越智氏

図 1　酒類課税移出数量の推移（ 1）

図 2　酒類課税移出数量の推移（ 2）
（注） 1　 本表は、主として「国税庁統計年報書」（ 4月～翌年 3月）によっ

た（2015年度は課税状況表の速報値）。
　　 2 　 品目は、2006年度改正後の酒税法品目によった。
　　 3 　 2005年度以前の品目別課税移出数量は、現行の品目に対応する

2006年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。
　　 4 　 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等に

は粉末酒及び雑酒を含む。
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穂坂　2006年に完全実施された酒販免許の自由化の
ことだと思います。自由化前、酒販店の出店は、隣店
までの距離などで厳しく規制されていました。完全自
由化で大手の量販店や異業種からの出店が相次ぎ、安
売り競争が発生。昔からの「お酒屋さん」は経営危機
に追い込まれました。さらに、1992年に酒税法改正で
日本酒の級別制度が廃止され、特級、一級、二級と、
酒の品質を国が認定する制度が無くなってしまったこ
とで、消費者が混乱、日本酒が敬遠されたという分析
です。
岡本　昔は各家庭に、「そろそろ買わなくては」と

いう時になると、黙っていてもその家の主人が好む銘
柄の日本酒を勝手口に届けてくれる街の酒屋さんが
あったと思います。また、級別制度廃止で、何を買っ
ていいのか分からないという混乱も生じたと思いま
す。ですが、級別廃止の年の前後で出荷量などのデー
タに明らかな傾向の変化はありません。
　原因は複合的だと思います。本格焼酎やワインなど
他のアルコール飲料との競合や、食生活の洋風化など
の要因はあります。接待文化の見直しも日本酒を直撃
しました。さらに核家族化など、家族のあり方が変化
したことも影響したと考えるべきでしょう。
　ちなみに、約30年前、1988年の中央会調査で最近 1
週間の飲酒場所を男性に尋ねたところ、最も多いのが
自宅の87％で、他の居酒屋、スナック、レストランな
どを圧倒しています。飲む時は食前が71.2％と最も多
く、飲んだ種類はもちろん日本酒が48.9％で第 1位で
す。酒の肴は刺身・寿司が33.1％、煮物33％、焼き魚
28％と和食が上位を占めています。多くの家庭で男性
は帰宅後、夕食前に和食を肴に日本酒で晩酌を楽しん
でいたのです。加えて、口にした年齢を男性に尋ねる
と、これはちょっと問題ですが、17歳以下が12.4％、
18～19歳が30.2％と未成年が42.6％を占めています。
口にした種類は、日本酒が一番多く、場所は自宅が
33.5％、居酒屋が12.9％だったのが、2017年の調査では、
自宅が23.4％、居酒屋が38.4％と逆転しています。

りは経営の大きな柱になっていただけに、大きな影響
が出たと思われます。
越智　石鎚酒造はしていませんでしたが、桶売りの
割合が大きな蔵元にとってはまさに死活問題でした。
生き残る為に大きな方針転換を迫られ、売れる日本酒
は何かと考え、高品質な吟醸酒や純米酒の製造にシフ
トを転換する蔵元が増えました。しかし、そうした技
術力や設備更新の資金がない蔵元は、残念ながら蔵の
縮小や廃業を余儀なくされました。
岡本　1975年から2012年までの日本酒製造業者数の
推移を見れば明らかです。酒造業者数が減り続けるの
と同時に、生産量全体に占める大手の割合が高まり、
中小の割合が少なくなっています（図 3参照）。
穂坂　右肩下がりが続いていた日本酒の消費です

が、2015年度くらいから減少傾向に歯止めがかかった
ように思います。その要因の一つとして、吟醸酒や純
米酒、本醸造などの特定名称酒の出荷が堅調であるこ
とが挙げられるのではないでしょうか。
岡本　特定名称酒とは酒税法の定めた日本酒の分類
です。精米歩合、製造方法などによって、大吟醸酒、
吟醸酒、純米大吟醸酒、純米吟醸酒、純米酒、特別純
米酒、本醸造酒、特別本醸造酒の八つの名称を表示す
ることができます。これに該当しないものを「普通酒」
と呼んでいます。2006年と2016年を比較すると、全体
に占める特定名称酒の割合は26％から33％に増え、逆
に普通酒は74％から67％に減っています。さらに特定
名称酒の中でも、純米酒と吟醸酒の割合が増えていま
す。量から質へシフトしているということです。
越智 売り場や飲食店での若い女性の反応が明らか
に違います。純米酒や純米吟醸酒を中心に選ぶ傾向に
あるようです。米しか使っていないということに、「純
粋」「すっきり」「高品質」をイメージするようです。
岡本　日本酒造組合中央会の調査でも、成人全体の
飲酒率は1988年の50.6％から2017の42.7％と減ってい
ますが、女性だけ見れば、21％から40％とほぼ倍増し
ている。販売で誰をターゲットにするかに役立つデー
タでしょう。
越智 量から質にシフトしているのは間違いないこ
とですが、一方で普通酒の割合が約 7割を占めている
ことも事実です。販売の現場は、従来の酒販店からスー
パー、コンビニ、量販店、さらにドラッグストアへと
シフトしています。そこでは一升瓶ではなく紙パック
や少量容器の商品が主力です。紙パック商品は 2㍑で
はなく、近年は 3㍑の普通酒パックが出てきた。家で
飲むのなら、おいしければ、少しでも安い酒をと考え
るのは当たり前のことです。二極分化していると言え
ます。しかし、安さで勝負する場面では、われわれ中
小の蔵元は、よほどそこに特化しない限り、大手に対
し勝ち目はありません。

図 3　清酒の製成数量（20度）及び製造業者数の推移
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　オホーツク海や網走周辺を一望できる天都山（てんとさん）
の山裾、網走湖にほど近い森の中にひっそりとたたずむペン
ション「わにの家」がある。隠れ家的なロケーションは、ま
さにオホーツクグルメの秘密倶楽部だ。レストランでは、地
元網走で水揚げされた魚介類と地元野菜、パンやパスタには
地場小麦粉が使われたイタリアンレシピでもてなしてくれる。
　オーナーシェフの須藤龍司氏（通称わにさん）は、学生の
頃からの旅行好き。訪れた先々の料理や食材に強い興味関心
をもって各地を行脚したという。それが高じて1983年に網走
でペンションを開業。いまではリピーター客も含め全国から
わにさんのメニューを楽しみにした来客が絶えない。七つの
客室に14名で満員札止めとなる小ささだが、アットホームで美味の
オホーツク食材が何よりの魅力となっている。団体が大挙して殺到
する喧噪よりも、ひっそりとした環境で思い切り料理や素材を楽し
み、ゆったりとした時間の流れに身を委ねるぜいたくは何にも替え
がたい。
　心を込めて調理し、サービングされるメニューはまさにスローフー
ド･スタイルである。オーガニックでストレスのない旬の地元素材と、
手間ヒマをかけてこしらえられた絶品料理は、見て、味わって心豊かなひとときを楽しませてくれる。
　しかも、春夏秋冬を通じてその時季でなければの良質この上ない食材はもとより、この地でなければ、
そしてこの人でなければが一体となった味わいが秀逸さを増す。さらに、澄んだ空気と清澄な水がどこよ
りも秀でているため、それらの相乗効果も大きい。
　あたかもスローフードの提唱者、カルロ・ペトリーニが唱えた「美味しい、きれい、正しい」が体現さ
れているようだ。地元の旬素材を「地消」するから、ハウス栽培や長距離輸送のような環境負荷を最少に
し、生産者に対しては「買い叩く」ことなくフェアな取引が行われる点が「きれい」と「正しい」ことを
表している。
　それ以上に、わにさんのウデと心意気も評価したい。地産「来消」のツーリズムとして、毎回心暖まる
サービスと交流を提供してくれるオーナーシェフ夫妻の存在が味に感銘を添えているのである。
　最近の旬メニューから秀逸なものを紹介すると、流氷が去ったあとの海明け直後のウマ味増すウニを絡
めたウニパスタ、春告魚とも呼ばれるニシンを軽くマリネにした前菜や、カニやホタテの魚介のグリルな
ど、春メニューが楽しめる。初夏になれば、アスパラをはじめとした露地ものの春野菜や山菜が出回るし、
オホーツクサーモン（サクラマス）や時サケもよい。秋口にかけてはさらに豊富な種類の食材が揃う。畜
肉では、ホエーブタや地元産の和牛や平飼いの鳥や鶏卵などもある。どれもみな健康に育て上げられて味
わい深いものばかりである。百聞は一見にしかず。一度、実食されてみてはいかがか。

オホーツクの地域資源 Foods Who（16）

イタリアレシピでオホーツクを発信
ペンション「わにの家」

東京農業大学名誉教授　美土路知之

うにのパスタ ラザニア春ニシンの前菜朝食セット フルコースディナー

わにの家を切り盛りする須藤さんご夫妻

ペンション「わにの家」



東京農大農学部植物園から（48）

ヤツデ‘紬絞り’
Fatsia japonica ‘Tsumugi Shibori’

（ウコギ科）

　ヤツデは古くから手の形の大きな葉が人を
招くと言う縁起から玄関脇に植えられたり、
日陰でも育つことから庭の隅や中庭などに植
えられ親しまれてきました。本州茨城県以西
の太平洋側・四国・九州・沖縄に自生する日
本原産の常緑低木で、海外でも人気の高い観
葉植物です。葉の斑

ふ

の入り方などにより数多
くの園芸品種が知られています。ヤツデの斑
入りの‘紬絞り’は、葉全面に白霜降り状の
斑が入りレアで魅惑的な人気の高い品種で
す。厚木キャンパス第 2講義棟前に植栽され、
現在、株は樹高・幅1.5㍍ほどに大きく生長し、

毎年多くの花を咲かせ成熟した種子が取れま
す（写真左）。この種子から多数の実生株を
栽培し、生長した 1株が上記の写真右の個体
です。親株の‘紬絞り’ほどではありません
が、葉縁に沿って見事な白斑（はくはん）が
見られます。これらの実生株の一部の葉は展
開時に白斑が見られますが、生長に伴い白斑
が見られなくなる実生個体もあります。実生
株の一部で斑の出方の美しいものを第 2講義
棟の前のケヤキの根元に植栽しました。今後
の生長が楽しみです。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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