


　ボーイング 787 は乗客数 250
人前後の中型旅客機で、昨年11
月に全日空が世界に先駆けて定
期運航を始めた。機体にCFRP
（炭素繊維強化複合材料）を採用
するほか、高性能のエンジンを搭
載し、従来機に比べ、燃費を約
20％向上したのが特徴だ。CFRP
をはじめ、部品の35％を日本企
業が製造しており、中でも主翼を
製造するのが三菱重工業（東京都）
だ。生産拠点となっているのは同
社の名古屋航空宇宙システム製作
所大江工場（愛知県）で、東興産

業ではこの工場の一角に設けられ
たブースに4人の社員を常駐させ、
部品の加工を担当している。
　東興産業が受け持つのは、主
翼の下部に取り付ける薄型 FRP（繊
維強化複合材料）パネルの加工で
ある。このパネルは主翼の内部を
整備するために装着された取り外
し可能な部品で、整備士はこれを
開けて中の状態をチェックしたり、
修繕したりする。
　同社が手がけるのは、薄型 FRP
パネルのトリムと取り付けに必要
な穴の加工である。トリムとは寸
法を調整するために、グラインダー
を使ってパネルの周囲を削り取る
作業を指す。同社では4人の熟練

技術者が「CATIA」と呼ばれる高機
能の3次元CADソフトを駆使して
パネルを加工している。
　航空機部品は非常に高い精度
で作られているとはいえ、わずか
に公差※ 1が存在する。主翼の部
品も同様で、一つ一つの公差は
微々たるものでも、組み立てた後
には公差が集積されて無視できな
いほどのすき間ができる。しかも、
すき間の寸法は機体ごとにばらば
らであり、薄型 FRPパネルの加工
では、これに合わせてサイズを調
整するのだ。
　東興産業では、787の両翼に設
置されている薄型 FRPパネルの半
数以上を加工する。

　そもそも東興産業の専門は航空
宇宙機器部品の加工だが、787の
製造に携わるにようになったのは
同機の生産が本格化した3年前の
ことである。三菱重工と787の製
造で連携する加賀産業（愛知県）
から協力依頼が寄せられたのだ。
　当時、薄型 FRPパネルの加工
は、技術的に難易度が高いため、
熟練した技術者が一枚ずつ手作

航空機用部品の専用加工機を開発

参入のハードルが高いと言われる航空機産業にあって、最新鋭旅客機ボーイング787の主翼部品
の加工を手がけ、存在感を発揮している県内企業がある。それが、かほく市に本社を構える東興産
業だ。昨秋から運航がスタートした787は航空各社が次代の主力機と期待する旅客機で、既に世界
中から800機以上の受注を獲得している。同社では主翼部品の量産に対応するため、加工を効率
化する専用機械の開発にも取り組んでおり、787への挑戦を一層の飛躍につなげる考えだ。

点線で囲んだ部分が薄型 FRP パネル。
ちなみに主翼の長さは 30 ｍ以上もある

三菱重工の工場に
4人の社員が常駐

民間航空機の受注増へ
千載一遇のチャンス

※1  加工時に許容される寸法の誤差
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業で仕上げを行っており、この作
業を機械加工で行うことは困難と
思われていた。こうした理由から
参入に二の足を踏む企業が多かっ
たのだ。
　とはいえ、東興産業の間戸朋之
社長に迷いはなかった。その理由
は、成長が期待できる民間航空
機分野の売り上げを伸ばしたいと
いう思いである。同社は航空宇宙
機器の加工が主力とはいえ、民間
航空機の売り上げは全体の10 〜
20％にとどまる。そのため、間戸
社長は787の受注が民間分野の
開拓につながると考えたのだ。

　また、間戸社長の頭には「この
チャンスを逃したら後はない」とい
う考えもあった。というのも、航
空機産業への新規参入が難しい
要因の一つにタイミングの問題が
ある。航空機産業への参入のタイ
ミングは数年から十数年に一度だ
け訪れる新機種開発の時に限ら
れると言ってもよい。
　もちろん、設立以来、一貫し
て航空宇宙機器に使われるプラス
チック部品やゴム製品の加工に携
わってきたノウハウが大いに役立
つという自信もあった。

　三菱重工の工場に社員を配置
し、主翼の製造に貢献する東興
産業にとって、今後の課題となる
のが増産ニーズへの対応だ。現在
はすべての工程が手作業のため、
1枚の加工に数時間を要しており、
作業者によって微妙な品質のばら
つきも見られる。
　そこで、同社が平成 22年度か
ら取り組んでいるのが、薄型 FRP
パネルの専用加工機の開発であ
る。開発に当たっては、経済産業
省の戦略的基盤技術高度化支援
事業の採択を受け、産業用ロボッ
トシステムを得意とするメカトロ・
アソシエーツ（小松市）や石川県工
業試験場と連携している。
　実は間戸社長には、石川県と
ISICO が航空機や炭素繊維分野
の取り組みを支援する「いしかわ
次世代産業創造ファンド助成事
業」に申請したが採択されず、悔
しい思いをしたことがある。それ
だけに、経産省への事業の申請
に対しては、これを発奮材料にし
て、「今度こそは」と並々ならぬ情
熱を注いだ。
　加工機では、3次元測定器を使っ
て、実際に薄型 FRPパネルを装着
する機体のサイズを計測すると、
その座標値データを基に自動でト
リムや穴加工が施される。開発に
当たっては、緩やかに湾曲するパ

ネルをしっかりと固定するための
治具※2や効率よく加工するための
工具も考案。合わせて、バリ取り※ 3

のためのロボットも開発した。
　間戸社長は「この加工機を活用
すれば、今よりも1枚当たりの加
工時間を短縮可能で、品質も安定
する」と胸を張る。集塵機を備え
ているので、作業者が FRPの粉塵
を吸い込む心配もない。研究が進
めば、技術的には名古屋にある三
菱重工の工場で計測したデータを
基に、かほく市にある東興産業で
加工することも可能になるという。
今後2〜3年をかけて完成度を高
めた上で、本格導入する計画だ。
　間戸社長は、加工機を活用して
量産体制を整えるとともに、今回
の実績を生かして、三菱重工と三
菱航空機（愛知県）が平成 26年か
らの納入を目指す国産初の小型
ジェット旅客機「MRJ（三菱リージョ
ナルジェット）」の製造にも携わりた
い考えだ。

ボーイング787の増産ニーズに　対応へ

民間航空機分野で事業拡大を目指す間戸社長。ボー
イング 787 の模型の横にあるのは、初フライト後
にボーイング社から協力企業に贈られた記念メダル

薄型 FRP パネルの専用
加工機。パレット上に
見える可動性に優れた
吸着パッドでパネルを固
定し、グラインダーなど
で加工する

加工時間を短縮
粉塵の飛散も皆無に

※ 2  工作物の固定や工具の位置合せをするための
　　  器具
※ 3  加工時に生じる不要な突起を除去すること

東興産業（株）

■ 代 表 者  間戸 朋之
■ 設　　 立　昭和61年2月
■ 資 本 金  2,000万円
■ 従業員数　15名
■ 事業内容　航空宇宙機器部品の樹脂加工、
　　　　　　 ゴム・スポンジ加工、金属加工
● http://www.to-ko.co.jp/

かほく市若緑タ2　TEL.076-281-3411
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Charange  for Future ■ 代 表 者  石井 銀二郎
■ 設　　 立　昭和54年1月
■ 資 本 金  10億円
■ 従業員数　107名

一村産業（株）
■ 事業内容　衣料用テキスタイル、
　　　　　　  産業資材、先端複合材
　　　　　　  などの製造、販売
● http://www.ima-ichimura.jp/

金沢市南町5-20　TEL.076-263-1171

　一口に CFRP と言っても、そ
の性質は、炭素繊維を固める樹
脂によって熱可塑性と熱硬化性
に分けられる。熱可塑性とは、
加熱すると軟化して成形しやす
くなり、冷やすと再び固くなる
性質のこと。一度硬化すると元
に戻らないのが熱硬化性だ。
　現在、市場の主流となっている
のは熱硬化性 CFRP である。た
だ、成形に大規模な設備が必要と
なる上、時間がかかり、価格も高

いために、航空機や一部の高級
車などに用途が限定されている。
　一方、一村産業が手がけるの
は、熱可塑性CFRPの開発であ
る。熱可塑性CFRPは加工しや
すい上に、工程作業時間を短く
し、簡単に補修できる点が魅力だ。
　同社では、これをカーボンファ

イバースタンパブルシート（CF-
SS）と呼ばれる板状に成型し、鋼
板のように、プレス機で簡単に
加工できる素材として提供する。
昨年には、50×50cmの大きさの
CF-SSを完成させ、自動車部品
メーカーや産業機械メーカーに
サンプルの提供をスタートした。

　一村産業が将来有望な新素材
として、CF-SS の開発に乗り出
したのは平成 19 年のことであ
る。平成 22 年秋からは「いしか

わ次世代産業創造ファンド助成
事業」の支援を受け、同社のグ
ループ会社である丸一繊維（新
潟県）や創和テキスタイル（羽
咋市）、優水化成工業（宝達志水
町）、そして平松産業（能美市）
と連携して開発に当たった。
　CF-SS の製造工程は以下の通
りである。まず、炭素繊維の糸
を織物にして、熱可塑性のフィ
ルム状樹脂を重ね合わせる。次
に、炭素繊維織物と樹脂が一体
化したシートを何枚か積み重ね、
近赤外線で加熱した後、プレス
機で圧縮し、板状に成型する。
　この中でも、困難を極めたのが
樹脂を炭素繊維に浸み込ませる工
程である。熱可塑性の樹脂は熱硬
化性の樹脂に比べて粘度が高いた
め、炭素繊維の中にむらなく行き
渡らせるのが難しいのだ。樹脂が
含浸していない微細な空気の層は
ボイドと呼ばれ、ボイドの割合が
多いほど、強度は落ちてしまう。

目指すは自動車市場の開拓
炭素繊維を成形可能なシートに

鉄よりも強く、アルミよりも軽い炭素繊維。機体に炭素繊
維強化複合材料（CFRP）を採用した航空機が完成するなど、
用途は着実に広がっているが、普及に向けてネックとなって
いるのが加工の難しさだ。そこで、炭素繊維をプレス加工に
適した板状の素材に成型しようと技術開発に取り組んでいる
のが一村産業である。金属から炭素繊維へ。“素材革命”を
リードするCFRP の開発を目指し、挑戦が続いている。

熱可塑性の板材
加工はプレス機で

炭素繊維と樹脂を
独自技術で密着

「航空機や自動車だけでなく、船舶やグリーンエネルギーを
発電する風車の羽根など、CF-SSの用途は陸海空に広がる」
と期待を込める石井社長

4



そこで、一村産業では、炭素繊維
織物に樹脂を浸透しやすくする特
殊加工技術を確立。これによって
ボイドの割合を当初の9.3％から
2％にまで下げることに成功した。
　既に試験販売がスタートしたと
はいえ、決して開発が終わった
わけではない。同社では引き続
き、経済産業省の「戦略的基盤技
術高度化支援事業」の後押しを受
け、製品の改良に取り組んでいる。
　課題の一つはコストダウンで
ある。現在、CF-SS は鋼板の約
10 倍の価格となっており、今後
はシートを連続生産する技術を
確立し、鋼板の数倍程度に低減
する計画だ。
　また、より成型しやすい製品
に進化させるため、炭素繊維に
ナイロンなどを巻き付けたコミ
ングル糸を使った CF-SS を開発
中である。こうすることで繊維
の引っ張り強度が高まり、一枚
の板を筒状などに成型する深絞
り加工にも対応しやすくなる。

　日本の繊維業界は中国やアジ
アの攻勢が激しく、厳しい状況

が続く。そんな中でも、同社の
石井銀二郎社長の表情は明るく、
平成 32 年に向けた長期ビジョン
では現在の 3 倍となる売り上げ
目標を掲げている。
　成長戦略の鍵を握るのは
CF-SS をはじめとする炭素繊維
である。炭素繊維は現在、同社
の総売上の 3％に過ぎないが、こ
れを 50％以上に飛躍させようと
青写真を描いている。金額にす
ればざっと 70 倍だ。
　石井社長が販路の本命と見定
めるのが自動車である。車体に
CFRPを用いれば、大幅な軽量化
が実現し、燃費が改善。石油燃料
の使用を抑え、CO2の排出量削減
が可能となる。CF-SSは製造時間
の短い自動車業界でも活用できる
よう約60秒での成型を可能とし
た。今後、さらに品質の改良やコ

ストダウンが進めば、普及が加
速することは間違いないだろう。
　石井社長は「鉄が炭素繊維
に置き換われば、自動車製造
も大きく変わる」と話し、販路
拡大に向けて「素材だけでな
く、設計や加工、検査の方法
まで含めて、提案できるよう
にしたい」と意気込む。
　昨年 3 月にはフランス・パ
リで開かれた世界最大の複合

材料展示会「JEC 展」に初出展し、
CF-SS を出品。3 日間の会期中
には同社ブースに自動車や航空
機メーカーなど 70 社 200 人が
足を運び、商談件数は 100 件に
上るなど好評を博した。
　このほか、同展では「伝統工芸
と先端技術の融合」をテーマに掲
げ、箔一（金沢市）と共同で開発し
た金箔で装飾した炭素繊維織物の
バッグなどを出品。ヨーロッパの
有名ブランドの関心を集め、昨年
10月にはルイ・ヴィトンとの商談
がまとまり、炭素繊維製バッグの
共同開発に関する契約を結んだ。
　自動車や航空機をはじめ、
ファッションや産業機器、医療機
器など、炭素繊維の販路拡大に
は大きな可能性が広がる。日本で、
そして世界を席巻する新素材の開
発にこれからも目が離せない。

パリの見本市で好評
ルイ・ヴィトンが採用

（左）昨年 3 月にパリで開かれた JEC 展では
予想以上の反響が寄せられた。同展には今
年も引き続き出展する

（下）昨年の JEC 展に出品した炭素繊維織
物に金箔を施したバッグ。ルイ・ヴィトンのチー
フデザイナーも完成度の高さに驚いたという

熱可塑性 CFRP のスタンパブルシート（CF-SS）とプレス機に
よる加工サンプル。使用する樹脂によって特性を変えられる
熱可塑性 CFRP のスタンパブルシート（CF-SS）とプレス機に
よる加工サンプル。使用する樹脂によって特性を変えられる
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  購入者や希望者に
  約20店で配布

　横井商店では「いしかわ産業化資
源活用推進ファンド（活性化ファン
ド）」を利用して「松波飴」を甘味調
味料として用いたレシピ集を作成
し、販売促進に役立てている。
　松波飴とは、能登町松波地区で
約500年前から伝わる素朴な味わい
の飴で、うるち米と大麦だけを原料

に作られる。戦前までは各家庭で
作られていたが、今も製造を続けて
いるのは横井商店だけである。
　昨年2月に完成したレシピ集は
A3判の紙をハガキサイズに折りた
たんだもので、照り焼きチキン、大学
芋、玉子焼き、プリン、アイスクリー
ム、きな粉ケーキの6品の材料と作
り方を掲載した。このほか、そうめ
んや牛丼、生姜焼きによく合うつゆ
やタレの配合、松波飴を製造する横
井家で風邪をひいたときに飲む「大
根飴」の作り方が紹介されている。
　レシピ集は横井商店をはじめ、能
登空港や道の駅、東京・有楽町にある
石川県のアンテナショップ「加賀・能
登・金沢 江戸本店」など松波飴を取
り扱う約20店、能登の産品を販売す
るネットショップ「能登スタイルストア」
で購入者や希望者に配布している。
　購入者からは「レシピを参考に
作ってみたらおいしかった」「友人
にも教えたい」といった声が寄せら
れ、お土産に50g入りの商品を買っ
た人が調味料用にと500gや1kg入

りの商品をあらためて購入するケー
スもあるという。

  消費者の声がヒント
  地元のシェフが協力

　「米が不足していた時代の名残
か、地元で飴は貴重品です。甘味調
味料として使うことはあまりありませ
ん」。そう話す横井千四吉さんがレ
シピ集の作成を思い立ったのは、首
都圏の消費者から寄せられた「料理
にも重宝します」という声だった。
　レシピの作成には、珠洲市内の和
ダイニングの経営者で、以前から松
波飴を調味料として活用していた
西川幸彦氏に協力を仰いだ。
　レシピ集に掲載したプリンは、昨
年11月にISICOが香林坊大和で開
催した「石川のこだわり商品フェア
2011」で限定販売したところ、自然
な甘みが好評で、今後は、まとまった
数の注文が確保できれば製造、販
売を本格化する計画だ。
　「ゆくゆくは昔のように地元の山
林で採れる薪を使って飴を炊きた
い」と話す横井氏。その言葉には伝
統的な製造法に対するこだわりだ
けでなく、「手間暇をかけても、能登
の里山保全の一端を担いたい」とい
う思いが込められている。

鳳珠郡能登町松波12-83-1
TEL. 0768-72-0077
■ 代 表 者 横井 千四吉
■ 創 業 昭和初期
■ 従業員数 3名
■ 業務内容 松波飴の製造、販売、
　　　　　　  古民家再生事業
● http://matsunamiame.com/index/

横井商店

伝統の松波飴を甘味調味料に
レシピ集で消費者に提案

レシピ集では30品以上の料理の中から厳選した6品について材料と作り方を掲載した

今も現役で飴作りに励む横井ヨシ子さん（写真中央）
と松波飴の伝統を守る千四吉さん、智子さん夫妻

水飴タイプの松波飴は
調味料としても使いや
すい。砂糖や添加物は
一切使用していない



  輪島の魚を
  新鮮なうちに加工

　産地と鮮度にこだわった一夜干
しが人気の輪島海房やまぐち。原
材料に使うのは輪島沖で獲れた魚
だけで、水揚げされたその日のうち
に開いて内臓を取り出し、輪島産の
天然塩を振った後、干物に仕上げ
る。丁寧な仕事ぶりは同業者もうな
るほどで、価格は外国産の約2倍に
もかかわらず、多くの固定客から支
持を集めている。
　新商品の開発にも積極的で、中で
も最近、ヒットの兆しを見せているの
が、アジやサバの麹漬けだ。これは
天然塩で塩漬けした鮮魚を米麹と
日本酒、みりんを混ぜ合わせた調味
料に漬け込んだもの。生で食べると
麹のほんのりとした甘さとコクのある
天然塩が魚の旨味を引き立て、さっ
とあぶれば麹の香りが一層際立つ。
今年2月に伊勢丹（東京都）の催事で
発売し、評判は上 だ々ったという。
　山口泉代表は「石川と違って東
京の消費者は麹になじみがないの
で、麹を初めて食べる人にも食べや
すい商品にしたい」と話し、今後は
サワラやタイなど、焼き魚の麹漬け
を商品化する計画だ。

  消費者目線で
  手軽に食べられる工夫

　麹漬け開発のヒントは伊勢丹の
バイヤーからの情報だった。「麹に
塩と水を混ぜて発酵させた調味料
“塩麹”がブームになる」。そう聞い

た山口代表は早速、麹と天然塩を
使った商品づくりに取り組んだ。
　伊勢丹との接点が生まれたきっ
かけは、平成20年度に採択された

「いしかわ産業化資源活用推進ファ
ンド（活性化ファンド）」である。山
口代表はこの事業を活用してギフ
ト商品の拡充に取り組み、4種の
海藻にタイの切り身や甘エビ、いし
る、酒粕を組み合わせた「海藻しゃ
ぶしゃぶセット」を商品化。この際、
販路開拓の一環として、ISICOの
コーディネーターを介して伊勢丹の
催事に出店する機会を得た。

　魚の消費量が減り続ける中、やま
ぐちは伊勢丹に出店するたびに売
り上げを伸ばしている。好調の背
景にあるのは、消費者目線に立っ
た商品づくりだろう。「都会では年
配の女性でさえ、調理が面倒だし、
骨もあって食べにくいと魚を敬遠す
る」。山口代表はそう話し、解凍す
るだけで食べられて、骨もない「天
然ブリの旨煮」を開発。石川の郷土
料理であるフグの卵巣の糠

ぬか

漬けも、
もっと食べやすくしようとほぐして
ビン詰めにした。
　「魚には骨がある。そんな当たり
前のことにとらわれずに開発するこ
とが大事」と力を込める山口代表。
とびきりおいしい輪島の魚をもっと
多くの人に食べてもらおうと試行
錯誤が続く。

輪島海房 やまぐち
輪島市河井町1- 91
TEL. 0768-23-1178
■ 代 表 者 山口 泉
■ 創 業 平成15年11月
■ 従業員数 7名
■ 業務内容 水産加工品の製造、販売
● http://www.yamaguchi-suisan.com/昨年11月、観光客で賑わう朝市通りに店舗を移転。観光

シーズンを前に、売上アップに期待を寄せる山口代表

刺身として食べられるほど新鮮な輪島のサバ（写真）やアジを使った麹漬け

注目度抜群の麹を活用して
商品ラインアップを拡充
注目度抜群の麹

こ う じ

を活用して
商品ラインアップを拡充
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　北陸3県のネットショップを対象
としたコンテストはISICOが主催し
た昨年に引き続き2回目で、今年は
ふくい産業支援センターが主催し、
ISICOと富山県新世紀産業機構が
共催した。今回から、小売業等の
ネットショップに加え、注文・予約・見
積もり依頼などの機能を備えた旅
館・ホテル業、製造加工業などのサ
イトにも対象を広げた。
　石川県の企業では上記のほか、
金沢大地（金沢市）の「農産工房金
沢大地」、高桑美術印刷（川北町）の

「箱マイスター」、ベルビー（白山市）
の「ベルビーベベ」がファイナリスト
賞に選ばれた。
　以下、上位入賞サイトに対する審
査員の講評から、参考にしてほしいポ
イントを紹介するので、ぜひ自社サイ

トの魅力アップに役立ててほしい。

何より大切なのは社会で必要とさ
れ、人 に々喜んでもらえる商品やビジ
ネスモデルの開発だ。今一度、自社
の商材を見直そう。

自社商材の強みや弱みを洗い出そ
う。その上で、例えば信頼感が求め
られる商材ならば、店主の顔や製造
現場を紹介するなど、コンテンツを工
夫しよう。

トップページは、3秒見ただけで、提
供する商品やサービスがはっきり分
かるように作ろう。

商材によっては、デザインの美しさで
はなく、価格や納期、サイズなど、消
費者が求めている情報を分かりやす
く提供することを優先しよう。

企業の姿勢や取り組みに共感して購
入を決める消費者が増えている。社
会や環境に貢献する活動について、
積極的に情報発信しよう。

サイトに商品や事業にかける“想い”を
込めていくのは事業主の役割。人間
性のにじみ出るブログなどを活用し
て、ネットショップを一層輝かせよう。

※ corporate social responsibilityの略：
　 企業の社会的責任

▶詳細はお店ばたけホームページでご紹介します。ぜひご覧ください。 http: //www. isico .or.jp/omisebatake

「ネットショップコンテスト北陸2012」の最終審査と
表彰式が3月15日に福井県産業情報センターで開催され、北陸3県からエントリーした
224店舗の中から、小林大伸堂（福井県鯖江市）の「Rose stone」がグランプリに
輝いた。このほか、ダンボール・ワン（七尾市）が第2位、グランディア芳泉（福井県あわ
ら市）が第3位となり、太陽テクノリサーチ（白山市）が審査員奨励賞を受賞。パネルディ
スカッションでは、審査員が上位入賞サイトを例に挙げ、成功の秘訣をアドバイスした。

実店舗同様、宝石店で印鑑を買ってい
るような雰囲気づくりを心がけました。
種類が多いので買いやすさにも配慮し
ています。ネットショップの出来はまだ
30％に過ぎず、さらに改良したいです。

ダンボールは差別化しにくい商材なの
で、価格や納期、サイズを分かりやす
く伝えることを大切にしています。今後
は、自社工場の強みを生かしてオーダー
メードに力を入れたいです。

お客様に安心して注文してもらえるよう、
価格や納期を明示しています。ネットショッ
プの開設以後、取引先は全国に広がりま
した。今後は英語版や中国語版を設け、
海外のニーズも取り込みたいと思います。

代表：小林 美和子さん 運営責任者：辻 俊宏さん 代表：大門 忠司さん

受賞者の声：：： ：：：

石川県から5店舗が入賞
ネットショップコンテスト北陸2012

事業内容：パワース
トーンを使った宝石印
鑑の製造、販売

事業内容：ダンボール
の製造、販売

事業内容：水、食品、
その他の放射能測定、
アスベスト調査

① まずは商品開発に注力を
④ 時には機能性で勝負

② 商材の性格を把握しよう
⑤ CSR※も重視を

③ 第一印象を大切に
⑥ “想い”を込めるのは自分

Rose stone ダンボールワン 太陽テクノリサーチ
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産学官が力を結集
文科省の事業に採択

　この研究開発は産学官が連携し
て、いしる（いしり）やかぶらずしな
ど、石川県の伝統的な発酵食品に

含まれる乳酸菌の有用性を調べ、
その乳酸菌を活用した機能性食品
を開発したり、新たな発酵技術の
確立を目指す取り組みである。
　ISICOがコーディネーターを務
め、石川県立大学や金沢大学、石

川県工業試験場をはじめ
とする公設試験場、県内
の食品メーカー20社以上
が参加。平成21年度に3カ
年計画でスタートし、文部
科学省の「地域イノベーシ
ョン戦略支援プログラム

（都市エリア型）」に採択さ
れ、支援を受けた。
　成果報告会では主催者

を代表して、ISICO理事長の谷本
正憲県知事があいさつに立ち、「健
康増進に役立つ食品への消費者
ニーズは高まっている。今回の研
究開発で生まれた食品を一日も早
く市場へ供給して消費者の期待に
応えると同時に、石川県の食品産
業に新たな付加価値を加えてほし
い」と期待を寄せた。
　事業を推進した大学、企業、公設
試験場を代表してあいさつした県
立大の松野隆一学長は「今回の研
究開発を通して、石川、そして日本
の食品産業に貢献できる成果を得
られ、新たな発酵食品の開発につ
ながった」と強調。その上で、「産学

能登いか野菜づめ おこめヨーグルト

今後の研究開発に意欲を見せる石川県立大の松野学長

能登の小木港で水揚
げされたスルメイカ
に、金時草やキャベ
ツ、ニンジンなどの野
菜を詰め、四十萬谷本舗のかぶらずしに含まれる乳酸
菌を加えた漬け汁で漬け込んだ。整腸作用や腸の免疫
力アップが期待され、今後の発売を目指している。

米と米麹を、アジのな
れずしから採取した
免疫力を高める効果
に優れた乳酸菌で発
酵させたヨーグルト風の食品。牛乳を原料としないた
め、乳アレルギーの人でも食べることができる。今後、ド
リンクタイプと固形タイプの商品化を見据えている。

四十萬谷本舗 福光屋

石川生まれの
機能性乳酸菌を発見
29の試作品を開発、13件を特許申請へ

ISICOは2月17日、金沢都ホテルで「地域伝統発酵食品に学ぶ先進的発酵
システム構築と新規高機能食品開発」の成果報告会を開催し、新たに発見した
機能性に優れた乳酸菌やその乳酸菌を使って開発した食品などを紹介した。
当日は関係者ら約200人が出席し、3年間に及ぶ研究の成果を確認した。

地域イノベーション戦略支援プログラム成果報告会
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官連携によって、人材育成の面でも
大きな成果が上がっており、今後、
このプロジェクトが一過性でない
ことを示していきたい」と意気込み
を述べた。

免疫力アップなど
有用性を確認

　研究開発は3つのグループに分
かれて進められ、各グループの代
表者がその概要を披露した。
　「発酵菌叢

そう

の解明」をテーマに取
り組んだ県立大の熊谷英彦特任
教授は、日本酒やかぶらずし、なれ
ずし、いしる（いしり）といった発酵
食品から、300種以上の乳酸菌を
分離、同定した上で、最新の遺伝
子解析法を用いて、免疫機能を活
性化したり、高血圧やアレルギー
を抑制するといった機能性に優れ

た乳酸菌株を特
定したことを発
表。既に1件につ
いて特許を申請
しており、今後も
4件の申請を予定
している。
　「免 疫 評 価 技
術の確立」をテー
マに研究した金
沢大学大学院の
太田富久教授は、県立大で分離さ
れた20数種の乳酸菌株の中から、
特に人体の免疫の中でも重要な
消化管免疫を活性化させる3種類
を動物実験によって見いだしたこ
とを報告した。また、このグループ
では消化管の免疫応答を測定す
るためのバイオチップを試作した。
既に4件の特許を申請済みで、今後
も1件の申請を予定している。
　「醸造システムの開発」をテーマに
した県立大の野口明徳教授は、超
音波によって酵母や乳酸菌の増殖

や代謝を促進したり、発酵
状態をモニタリングする技術
や、通電加熱によって酵母の
増殖や代謝を促し、温度を精
密制御する技術について発
表。これによって、発酵の状
態を安定させ、生産効率の向
上が可能となる。3件の特許
を申請・受理されている。

　こうした成果を活用し、県内企
業が29の試作品開発を手がけて
おり、この日は四十萬谷本舗（金沢
市）の四十萬谷正久社長、福光屋

（金沢市）の松井圭三生産本部長、
小松電子（小松市）の吉田哲郎常
務、柳田食産（能登町）の福池正
人社長が開発状況などについて
報告した（詳細は下記参照）。
　また、発表者らがパネルディス
カッションに臨み、試作した機能
性発酵食品の商品化に向けた課
題や販売戦略について、議論を交
わした。
　このほか、ヤクルト本社（東京都） 
の常務執行役員を務める澤田治司
中央研究所長が基調講演し、乳酸
菌シロタ株による大腸がんの抑制
効果やビフィズス菌による壊死性
腸炎の予防など、プロバイオティク
ス（人体に有益な作用をもたらす微
生物）の効果について解説した。

速醸超音波発酵装置 ブルーベリーフローズンゼリー
ブルーベリーフローズンヨーグルト

成果報告会を前に、試作品を見る谷本知事

超音波処理と通電処理ができる発
酵装置。乳酸菌や酵母の発酵を促
進して生産効率をアップするほか、
温度管理など発酵の状態を高い
精度でコントロールできる。今後、
食品製造業者からの意見も取り入
れながら、商品化を推進していく。

柳田食産が製造する
アジのなれずしから
採取した乳酸菌と能
登町柳田地区特産の
ブルーベリーを使用。免疫力を高める効果が期待でき
るほか、ブルーベリーに含まれる成分が目の疲れを和ら
げる。現在、商品化に向けて味や食感を検査している。

小松電子 柳田食産

乳酸菌の分離、同定や発
酵技術の開発について報
告した熊谷特任教授（写真
上）、太田教授（写真中）、
野口教授

成果報告会を前に、試作品を見る谷本知事



イシコ・トピックス

　待ちに待った春が来ました!! 何だか
心もはずみますね。
　今回8ページでご紹介した輪島海房
やまぐちの店内には一夜干し、ぬか漬
け、かす漬けの他にも数種類の海藻が
…。その中に「つるも」や「かじめ」といっ
た初めて目にする海藻を発見！店主の
山口さんに、どうやっていただくのか聞
いてみると「地元では、毎日と言っていい
くらい味噌汁や煮物、酢の物にして食べ
ているよ」とのこと。同じ石川県に住ん
でいても、知らない食材ってありますね。

　山口さんの話によれば、海藻にも旬
があり、旬の時期を逃してしまった海藻
はお世辞にも美味しいとは言えないそ
うで、食べると歴然とした差があるとか。
魚や野菜と同じく、これからは海藻の旬
にも注目したいと思います。
　今年度も取材をきっかけに、いろん
な業種の方々のお話を聞くことができま
した。取材にご協力いただいた方 、々本
当にありがとうございました。来年度も、
引き続き県内の元気な企業をたくさん
ご紹介したいと思います。（藤）

［発行月］ 平成24年3月（年6回発行） 
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

FAX

　ISI COは2月23日、石川県立大学と産
学官連携促進に関する協定を締結しま
した。両者は４月に産学官連携コーディ
ネーターによる連絡会議を設置。今後、
情報共有と企業連携を強化し、事業化を
促進させます。

　ISI COのホームページを全面リニューアルし
て2 ヵ月がたちました。皆さん、メルマガ会員
登録はお済みですか？会員には、セミナー・イベ
ントや補助金・融資、各種公募などに関する情
報をメール配信しています。登録は無料ですの
で、まだお済みでない方は、ぜひご登録を！

　七尾市の和倉温泉を舞台にした謎解きアド
ベンチャーゲームがA p p St o r eからリリース
されました。これは、平成23年度石川新情報書
府採択企業の北陸朝日放送コンソーシアムが
制作したリアルとバーチャルが交錯する新感
覚のゲームです。実際に和倉温泉を訪れて楽し
む仕組みで、和倉温泉のキャラクター “わくた
まくん”がナビゲートしてくれます。アプリは無
料ですから、ぜひダウンロードしてください。

　平成23年度石川新情報書府採択企業のテレビ金沢コンソーシアムは、
「放送と通信の融合」の先駆けとして、全国初のオリジナル技術を活用した

“番組連動データ放送”に取り組みました。昨年１１月に香林坊大和で開
催された「石川のこだわり商品フェア」の販売促進に向け、テレビでの番組
放送をはじめパソコンや携帯電話、スマートフォンにも情報発信しました。

県立大とISICOが連携強化を目指し、協
定を結びました

ISICOトップページ

県立大とISICOが産業振興で連携

ダウンロードして和倉温泉へGO!!

番組連動データ放送を実施

メルマガ会員登録はお済みですか？

産学官連携促進協定を締結

無料ゲームをApp Storeにリリース

放送と通信の融合を目指す

ISICOホームページ　http://www.isico.or.jp/

和倉温泉で謎解きを楽しむ無料
アプリ
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