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19
ブラッドオレンジ加工利用開発

研究
柑橘 南予地域

・ブラッドオレンジは柑橘で唯一機能性成分アントシアニンを含んでいる。

・ブラッドオレンジは生食用だけでなく、機能性成分を含むため加工用として有望。

工業技術セン

ター

・適正な保存性の把握

・加工品利用技術の開発

・アントシアニンは加熱により退色し、耐熱性を付与することは困難

・シャーベット、ムースの試作が出来た

シャーベット

ムース

18
ブルーベリー加工利用開発研

究
ブルーベリー 県下全域

・ブルーベリーは、抗酸化作用があり、眼に良いということから注目を浴びている。

・食品素材化と加熱処理等によるアントシアニンの安定性についての検討した。

工業技術セン

ター

・アントシアニンの安定性

・ブルベリー加工品の開発

・加熱温度を高めるとｱﾝﾄｼｱﾆﾝの残存率が低下する。

・加工品（ゼリー）を試作した
ゼリー

カンキツ果皮加工利用技術開

発研究

レモン

伊予柑

上島町

八幡浜市

・レモン果汁の製造において生じる搾りカスの有効利用が求められている。

・伊予柑の香りを生かしたピールの高品質加工技術の開発が望まれている。

工業技術セン

ター

・加工技術の開発

・保存技術の開発
（研究中） （研究中）

長期保存可能な地鶏加工品の

開発
ミカン 愛南町

・燻製やソーセージの加工は冷蔵施設を要するため貯蔵量に限界がある。

・常温でも保存可能な加工品の開発が望まれている。

日本食研株式会

社

・加工技術の開発

・試作品の開発
（研究中） （研究中）

ミニトマトと栗の加工利用
ミニトマト

栗

宮窪町

城川町

・雨の多い時期に裂果が発生し、大量に廃棄されている。

・規格外品を用いた加工品の開発が望まれている。

工業技術セン

ター

・機能性成分の把握

・機能性成分保持技術の開発

・機能性成分を保持した食品素材化を図り、麺や菓子類の加工品を開発

した。

麺

ゼリー

みかんを利用した食酢の加工

開発
ミカン 県下全域

・みかんには発ガン抑制効果があるとされるβ-クリプトキサンチンが多く含まれている。

・みかんの機能性成分を添加した加工品の開発が望まれている。

株式会社村要本

店

・配合の検討

・試作品の開発
・食酢にみかんの機能性成分を添加した加工品を開発した。

ポン酢

マリネの素

カボチャの加工利用 カボチャ 中予
・農村女性企業推進事業により、カボチャを用いた特産品の開発に取り組んでいる。

・加工に関する利用方法が少ない。

工業技術セン

ター

・機能性成分の解明

・機能性成分保持技術の開発

・機能性成分の残存率の高い加工方法、

保存技術が分かった。

大福

クッキー

粉茶を用いた携帯茶の加工開

発研究
茶 新宮村

・緑茶は、カテキンやビタミンＣなどが多く含まれ機能性食品として注目されている。

・飲料だけでなく、食べるお茶への需要が高まっている。

遠赤青汁株式会

社

・緑茶の錠剤化に関する研究 ・市場での需要や価格の低い３番茶の有効利用が図れた

・新たな加工方法を開発できた。

錠剤

微粉末

ケールの加工利用 ケール 松山市
・健康食品として注目度が高い。

・県内で栽培面積が増加傾向である。

工業技術セン

ター

・機能性成分の解明

・季節別の成分の把握

・季節別の機能性成分の特性が分かった。

・加工に利用可能なペーストと乾燥粉末が得られた。

うどん

プリン

裸麦の加工利用 裸麦 県下全域

・生産量が需要量より多い傾向にある。

・今後、生産を拡大する方向にあり、需要を伸ばすためにも新規加工品開発への要望が強い。
梅錦山川株式会

社

・加工適性の把握

・試作品の開発

・裸麦を用いた発泡酒の開発ができた。

発泡酒

黒大豆を使った菓子類への加

工研究
黒大豆 喜多郡

・出荷基準により出荷できないものが多くある。

・色素（アントシアニン）を有し、健康食品として注目されている。

工業技術セン

ター

・食品素材化の開発

・機能性成分を有する加工品の開発

・規格外品でも成分に大差はなかった。

・機能性成分が解明できた。

ゼリー

パン

伊予柑ジャムの加工利用 伊予柑 明浜町

・隔年結果により、表年には大量の余剰品がでている。

・現在、特産品開発に取り組み有効利用を図っているが、その中で生産が多いのが伊予柑ジャム

である。

亀井製菓株式会

社

・加工適性の把握

・試作品の開発
・熱にも強く、クセが無いため、加工適性に優れていた。

タルト

シフォンケーキ

エイの加工 エイ 中島町
・愛媛県はエイの漁獲量が多い（全国６位）。

・加工に関する利用方法が少ない。
株式会社龍宮堂

・新規加工品の開発

・長期保存方法の確立

・生処理加工により、食感の良い加工品ができた。

・脱酸素対応で長期保存が可能となった。
珍味

ウコンの加工利用 ウコン 西海町
・健康志向の高まりの中、ウコンの持つ機能性に注目が集まっている。

・県内の生産量も増加傾向にある。

工業技術セン

ター

・乾燥粉末の退色防止

・独特の渋味の軽減

・凍結乾燥、冷風乾燥にすることで、天日干乾燥よりも色素の減少を抑え

られた。
コンニャク

ユズ酢の年間利用とドレッシン

グ加工
ユズ 広田村

・近年、生産量が増えている。

・生食用の季節香味食品としては価値は高いが、加工品としては利用度が低い。

いのすや西田産

業株式会社

・長期保存法法

・果実の加工適性

・成分分析により特性を把握した。

・品質保持技術が確立できた。
柚子マーマレード

柿ペーストの利活用研究 柿 周桑郡

・周桑地域を中心に柿の加工品が多く生産されている。

・柿ペーストはビタミンＡ・Ｃ、β－クリプトキサンチン、カキタンニン等を多く含み、加工材料としても

適している。

菓舗とくのや ・柿風味を活かした様々 な製品の開発
・発酵と酸味による腐敗の防止技術が確立できた。

・柿ペーストの水分調節技術が確立できた。

タルト

羊羹

トマトの加工利用研究 トマト 肱川町

・中山間地域を中心に生食用トマトが多く栽培されている。

・その主要産地で規格外品や未熟果を活用した加工技術に対する要望が強い。
工業技術セン

ター

・収穫時期別のトマトの成分特性の把握

・新規加工食品の開発

・糖度は収穫後期に高くなる。

・カロテンやリコペンは夏期収穫物に多かった。
マフィン

ソバの加工利用研究 ソバ 川内町

・川内町ではＨ９より栽培研究会が結成されるなど、今後栽培面積の増加が見込まれる。

・栄養的に優れ、健康食品としても親しい作物である。
工業技術セン

ター

・赤花ソバの成分分析

・機能性成分回収技術の検討

・ソバ殻に多くルチンが含まれていた。

・エタノール抽出で約６０％の機能性成分を回収することができた。

カリントウ

スコーン

緑茶の加工利用研究 緑茶 美川村
・健康という観点からも優れた飲み物である。

・県内山間部を中心に特産品の開発が望まれている。
株式会社世起

・粉砕方法の検討

・菓子類への利用性を検討

・粉砕時間が長いと、加工品に添加したとき発色が良く風味が良好となっ

た。

わらび餅

サブレ

ヤマノイモの加工利用研究 ヤマノイモ 広田村
・Ｈ９にジネンジョ生産販売研究会が組織化され、今後生産が増える見込みである。

・広田村の特産品として位置付けたく、要望が強い。

工業技術セン

ター
・新規保存・流通形態の開発 ・トロロ状態の凍結化・乾燥粉末化により、新規流通形態が開発できた。

ようかん

きんとん

石鎚黒茶の製法及び保存法

等の研究
茶 小松町

・抗酸化・抗菌性の機能が話題である。

・小松町では特産品として、需要の拡大を計画中である。
工業技術セン

ター

・成分特性の検討

・貯蔵法

・食品の試作

・カテキン類は少なく、抗酸化能は高かった。

・ガスバリア性袋に密封すると室温でも安定していた。

黒茶飴

黒茶クッキー

農林水産物の加工に関する試験研究の概要
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ハマチフィレー加工残さの利用

に関する研究
ハマチフィレー 宇和島市

・フィレーにして出荷することが多くなったため、加工残さ（頭、中骨、内臓）が大量に発生するよう

になった。

・残さの有効利用を図る加工品開発への要望が強い。

西南開発株式会

社

・直接利用可能な方法の検討

・食品素材化の検討

・魚油を抽出し製品化できた。

・骨を軟化させペースト状にし、Ｃａ含有の食品素材ができた。

ソーセージ

ハンバーグ

ビワ種子を利用した新しい食

品素材化研究
ビワ

松山市

伊予市

・加工場、出荷できない農家等から大量に発生している。

・あらゆる面（規格外品、ビワ種子の加工）からの特産品開発に対する要望が強い。
工業技術セン

ター

・成分の把握

・脱皮方法の検討

・褐変防止方法の検討

・アミクダリン（有害）が含まれていた。

・脱皮方法はミクロレーダあるいはパルパー処理が良い。

リキュール

甘露煮

種子餡

アコヤガイ貝柱の長期保存技

術開発研究
アコヤガイ 宇和海

・養殖真珠の生産は全国１位である。

・貝柱は貯蔵すると赤変し、商品価値が下がる。

・機能性成分に注目が集まっている。

工業技術セン

ター

・赤変しない貯蔵方法の検討

・機能性成分の検討

・真空包装、冷凍・冷蔵貯蔵により赤変することなく長期保存が可能であっ

た。
くん製

アイガモ肉の利用開発研究 アイガモ
一本松町

宇和町

・減農薬栽培として、アイガモ利用が見直されてきている。

・水田で役目を果たした後の処理に問題が残る。

・環境に優しく、身近なふるさと商品として期待している。

城川町産業開発

公社
・アイガモ肉を用いた新商品開発

・鶏肉に比べて高価だが、くん製には適しており、また、単身品においても

商品価値が損なわれず、商品化に適していた。

スモーク

練り製品

ビワ及びイチジクの加工技術

開発研究
ビワ 県下全域

・生産量が多い（ビワは全国４位）。

・日持ちが悪く、加工向けにはあまり利用されていない。
工業技術セン

ター

・貯蔵方法の検討

・機能性成分の検討

・ビワは、冷凍保存する場合、糖、ビタミンＣの添加が品質保持に有効で

あった。

・イチジク果肉の色素はアントシアンであった。

糖菓、羊羹

ゼリー

コンニャクイモの新規利用加工

技術開発研究
コンニャクイモ 面河村

・地域特産品目として期待している。

・植物繊維を多く含み低カロリーなため、健康食品として注目されている。

工業技術セン

ター
・機能性成分の抽出方法の検討

・グルコマンナンを酵素により分解することで機能性を有するオリゴ糖を生

成できた。
ゼリー、マヨネーズ

タコの加工技術の開発 タコ 県下全域

・瀬戸内海や宇和海では小型のマダコがよく水揚げされる。

・小型のものは市場価格は低い。

・新タイプの加工品の開発が要望されている。

岡部商会株式会

社

・成分特性、加工方法の検討

・試作品の検討

・機能性成分のタウリンが多く含まれていた。

・外観を良くみせる発色技術が確立できた。

・真空包装し、冷凍することにより長期保存が可能となった。

くん製、塩辛、蒲鉾

晩柑類の利用加工に関する研

究
晩柑類 県下全域

・晩柑類への作付転換や品種構成の多様化が進んでいる。

・地域特産果実として定着し、生産増加が見込まれる。

・果実の特性を生かした特産品の開発が望まれている。

工業技術セン

ター

・果肉や香気特性を生かした加工技術の

開発

・加工品の試作

・外皮を細切して脱苦味後磨砕し、果実ピューレを作製できた。

・ピューレにより風味ある加工品ができた。
ドレッシング、クッキー

クリの新加工品の開発 クリ 中山町

・全国２位の生産量である。

・Ｓ、Ｍサイズは商品性に乏しく価格が安い。

・生鮮物としての販売がほとんどである。

工業技術セン

ター

・新加工方法の検討

・加工品の検討

・クリ粉を製造することで新加工方法を開拓できた。ただ、主成分がデンプ

ンであるため、加工利用には制限があった。
くず餅菓子、ムース

キジ肉の利用加工に関する研

究
キジ 県下中山間地域

・地域活性化のため、飼育している地域がある。

・販売先が限られており、販売に苦慮している。

・消費拡大を図るため、新規加工品の開発に要望が強い。

日本食研株式会

社

・加工適性の検討

・試作品の開発

・付加価値の高いものしか加工に適さない。

・鶏肉より硬いが、品質改良剤を使用することにより柔らかさとジューシー

さがでた。

ステーキ、ハム

ハーブを用いた特殊加工品の

開発研究
ハーブ 内子町

・生活様式の洋風化、多様化に伴い生活用品への需要が拡大中である。

・内子町で栽培されたものの殆どは生鮮物としての利用である。

工業技術セン

ター

・加工食品への利用化

・特産品開発

・ハーブの良い乾燥方法がわかった。

・抗酸化性が認められたが、食品添加濃度では見られなかった。

パン、菓子類、冷菓、

マヨネーズ

外国原産野菜類等の加工技

術開発の研究

ﾓﾛﾍｲﾔ､ﾔー ｺﾝ､

ｺ゙ﾎ゙ｳ
県下全域

・健康、グルメ志向の広がりから新規導入野菜類の栽培が盛んになっている。

・加工食品への素材としての要望も強い。
工業技術セン

ター

・有効成分の含有量の把握

・加工食品の試作

・有効成分を把握できた。

・食品素材としての利用化ができた。

・種々 の加工品の試作を行った。

佃煮、糖菓、漬物、

クッキー

山菜の加工品への利用技術

開発
山菜 城川町

・国内産は需要が減少しているが、外国産より品質、安全性などにより高級として位置づけがなさ

れている。

・加工して地域特産品へとの要望が強い。

宇和島罐詰株式

会社

・貯蔵方法の検討

・加工適性の検討

・貯蔵方法は塩蔵が良い。

・塩蔵貯蔵したものは、食感、色が良く加工適性に優れていた。
かりんとう、羊羹

機能性を付与した減塩漬物の

開発
漬物 県下全域

・成人病予防の観点から塩分濃度の低いものが求められている。

・漬物を低塩化すると歯切れが悪く、異臭や濁りによる品質低下が起こりやすい。 工業技術セン

ター

・変質しにくい漬物の製造技術の開発

・機能性成分の濃度を高める製造方法の

検討

・日持ちの良い低塩漬物の製造技術が開発できた。

・機能性成分（γ－アミノ酸）を高めた低塩漬物ができた。
白菜漬、胡瓜漬

マッシュルームの加工技術の

開発
マッシュルーム 西条市

・自然食品志向によりきのこ類の生産が増加中。

・規格外品が出荷量の約１割以上出ている。

・加工品については缶詰利用のみの状況である。

工業技術セン

ター

・成分特性の解明

・貯蔵に伴う品質変化

・加工品の試作検討

・機能性成分（食物繊維、カリウム、リン）が多く含まれていた。

・低温で脱酸素剤封入包装する貯蔵方法が優れていた。
糖菓、羊羹、ジャム、

佃煮

ヨモギを使った加工品の開発 ヨモギ 面河村
・気候的に若緑色で香りが高い高品質のヨモギが採取される。

・地域特産品として新加工品の開発が望まれている。
有限会社勉強堂 ・簡易な加工方法の開発 ・十数種類の試作品（和菓子、洋菓子）を開発できた。

水まんじゅう、スフ

レー

ユズ、キウイフルーツ等特産

果実の食品加工技術の開発

ユズ、キウイ、

カキ

県下

中山間地

・地域の主要な特産果実として定着してきた。

・用途は青果物主体の流通体制である。

・規格外品を活用した新規用途開発の声が高い。

工業技術セン

ター

・ミックス果汁、ペースト状食品の試作

・搾汁残さの利用化

・清涼感のあるミックス果汁が開発できた。

・アイスのようなペースト状食品が得られた。

・粉砕し加熱処理することで野菜ジャムができた。

ミックス果汁、ペース

ト状食品

農産摘果物の高付加価値化

に関する研究

ﾐｶﾝ､ﾓﾓ､ｱﾑｽﾒﾛ

ﾝ､ｷｳｲ
県下全域

・幼果期の摘果物の大部分はほ場で廃棄されている。 工業技術セン

ター

・加工原料として貯蔵方法の検討

・加工品の試作

・塩蔵、冷凍により長期間貯蔵が可能であった。

・数種類の加工品を開発できた。

甘露煮、ピクルス、食

酢
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キノコ類の新加工品の開発研

究
キノコ類 県下全域

・消費者の健康志向の高まりは強まっている。

・食材の好感度調査結果では、常に上位に位置する。

・我が県は全国でも屈指のキノコ類の生産県である。

・県産品の消費拡大につなげたい。

四国健康食品

（株）

・食材としての検討

・調味レトルト品の試作

・漬物、珍味品の試作

・油脂と相性が良いため、食材として適していいた。

・加圧加熱殺菌しても食感が残り、レトルト食材にも優れている。

ハンバーグ、中華

丼、漬物、珍味品

農産摘果物の活用に関する研

究

ﾐｶﾝ､ﾓﾓ､ｱﾑｽﾒﾛ

ﾝ､ｷｳｲ
県下全域

・幼果期の摘果物の大部分はほ場で廃棄されている。

・摘果物には、特有の苦味や渋味を含んでいるものが多く、これらを除去しないと加工には利用し

にくい。

工業技術セン

ター

・不快呈味の除去

・加工適性の検討

・不快呈味を除去する技術を確立した。

・加工への適性も把握できた。
糖果、漬物

脱酸素水によるクリ甘露煮の

品質向上試験
クリ 県下全域

・膜利用技術の発展が目覚ましく、この技術により多量の脱酸素水を製造できる装置が開発されて

いる。

・脱酸素水を利用することで食品の酸化防止等品質向上につながる。

工業技術セン

ター
・製品の品質向上の検討 ・製品の割れが減少した。 甘露煮

テングサ、アオサの利用開発

研究

テングサ

アオサ

佐田岬

津島町

・消費者嗜好の多様化、自然・健康食品志向に即した形態で、本県の特産品となる製品の開発に

要望が強い。 マルトモ株式会社

・多糖類の抽出

・新食品開発

・食品素材としての検討

・多糖類は抽出できたが、経営上困難であった。

ツバメの巣に似たレトルト食品等を開発できた。
スープ、佃煮、サラダ

緑色を保持した加工食品の開

発
ｷｳｲ､ｱｽﾊ゚ﾗｶ゙ｽ 県下全域

・超高圧処理技術が脚光を浴びている。

・この技術は生の香りや味が活かせ、新しい食品素材を生み出す可能性がある。

工業技術セン

ター

・クロロフィルの緑色を保持した加工品の

開発
・生の風味を持ち、緑色を保持したキウイジャムやゼリーが試作できた。 キウイジャム、ゼリー

竹の複合化による新製品の開

発
竹 県下全域

・全国有数の竹の生産県である。

・プラスチック、輸入製品の増加により需要が著しく減少している。
工業技術セン

ター

・木材、プラスチックとの複合化技術の検

討

・新製品開発研究

・接着剤の使用や樹脂中に硬化剤を混ぜ埋め込むことで、複合化が可能

となった。

花器、花台、菓子器、

壁面材

小エビの加工利用技術の開発 エビ
伊予灘

燧灘

・何種類か混在して漁獲される小エビは商品価値が低い。

・近年、殻が邪魔、肉が硬い等の理由で珍味の売れ行きが低下している。 ヤマキ株式会社
・殻を除いたソフトな製品開発

・殻利用した加工品試作

・エビのむき身製品は、人件費、設備投資費を考慮すると利用価値が見込

めない。

・殻付きは、練り製品への活用が見込める。

塩辛、エビ団子、ふり

かけ

キノコ類の利用加工研究
ｼﾒｼ゙､ﾏｯｼｭﾙー

ﾑ
県下全域

・菌床栽培法の普及により、シメジの生産量が飛躍的に増大中である。

・加工に利用されているのは極一部である。
工業技術セン

ター

・成分特性の把握

・加工法の検討

・貯蔵方法の検討

・成分含量、特性が把握できた。

・液体窒素による凍結貯蔵方法が品質が良かった。
佃煮、漬物、エキス

簡易な加工、包装による水産

物の付加価値向上技術

小型魚、

海苔、シラス干

し

県下全域

・中・大型魚に混じり漁獲された小型魚は、利用価値が低い。

・海苔、シラス干しは流通段階での品質低下等課題があり、安定的な流通が行われていない。
工業技術セン

ター

・水産物の簡易加工

・流通技術の開発

・簡易に作れる製品の試作ができた。

・窒素充填、脱酸素剤封入包装で品質保存性が向上した。

練り製品、揚げ蒲鉾、

みりん干し

サツマイモを利用した菓子の

研究
サツマイモ

島嶼部、

山間地域

・ビタミンなど豊富に含まれる健康食品である。

・地域によっては主要作物となっている。

・生食が主体である。

株式会社あわし

ま堂
・特性を活かした加工菓子の研究、開発 ・現代の若者嗜好にマッチするムース等、新規加工品を開拓できた。

かりんとう、ムース、

餡

特産果実を利用した菓子素材

及び菓子の加工実証研究
ｷｳｲ､ｲﾖｶﾝ､ｸﾘ 県下全域

・優れた菓子素材となる果実の主要生産県である。

・輸入果実の増加など県産の果実を考慮する上で加工技術の確立は急務である。
工業技術セン

ター
・新タイプの菓子用素材化開発研究 ・低甘味で耐熱性の菓子素材（フルーツソース）が開発できた。 フルーツソース

地域特産イモ類の利用加工技

術の確立研究
ﾔﾏﾉｲﾓ､ｻﾄｲﾓ 東予地域

・東予地域の特産品である。

・剥皮に手間がかかり、粘性にバラツキ等課題がある。

・規格外品の利用化の要望が強い。

工業技術セン

ター

・薬品による剥皮方法

・粉末化への乾燥方法

・有効利用化の検討

・薬品により９８％以上の剥皮が可能であった。

・凍結乾燥、遠赤外線乾燥が有望であった。
煮付け、チップ

新規作物等の利用加工技術

の確立研究

ｱｽﾊ゚ﾗｶ゙ｽ､ﾁｮﾛ

ｷ゙､ｽｨー ﾄｺー ﾝ
県下全域

・新作物栽培が地域で試みられている。

・今後栽培を安定させるためにも、利用加工技術の確立が必要である。
有限会社漬新 ・漬物類、糖果の試作研究 ・規格外品を用いて漬物など新規加工品が試作できた。 漬物、糖果、水羊羹

包装技術を利用した食品の品

質保持

ﾐｮｳｶ゙､ﾜｻﾋ゙大

根
北条市

・格外品や出荷ピークを回避するため、貯蔵・加工の手段が必要である。

・地域特産品は技術が確立されていない場合が多い。

工業技術セン

ター

・包装技術を利用した特性保持技術の確

立
・

養殖魚の利用加工に関する研

究

ﾊﾏﾁ､ﾏﾀ゙ｲ､ｱﾏ

ｺ゙､ﾆｼ゙ﾏｽ
県下全域

・鮮魚としての流通量は「頭打ち」状態にある。

・加工を行い、消費拡大につなげたい。

・地域の特産品としての開発の要望が強い。

工業技術セン

ター

・魚種別加工適性把握

・加工技術の開発
・

農産物の貯蔵あるいは加工に

おける成熟度のモニターに関

する研究

果実全般 県下全域

・果実の成熟度などが非破壊で判別できる機器が開発されている。

・貯蔵や加工に利用できると高付加価値化が図れる。 ウエダ技研工業
・センサーを利用した加工研究の可能性

の検討

・農産物の熟す過程がモニターできることがわかった。

・貯蔵管理の面での活用が見込まれる。
熟度センサー

大豆を利用した新しい食品の

開発
大豆 県下全域

・独特の大豆臭や不味成分があり、新食品素材化にあたり課題となっている。

・利用途拡大につなげたい。
工業技術セン

ター

・丸大豆の剥皮

・異臭発生防止処理

・組み立て食品の試作

・大豆臭を少なくできた。

・特色のある食品を得た。
スナック、コロッケ

キウイフルーツの菓子素材の

製造研究
キウイフルーツ 県下全域

・キウイが導入されて歴史が浅く、加工技術が少ない。

・加工品も缶詰と冷凍パルプのみの状況にある。
工業技術セン

ター

・組成把握

・加工食品の製造

・蛋白分解酵素の回収

・組成が把握でき、特性を活かした加工技術が開発できた。

・数種類の加工品が試作できた。
ジャム、糖果

新しい漬物類の試作研究
ﾒﾛﾝ､ﾄﾏﾄ､ｷｳｲ､

ﾀﾏﾈｷ゙
県下全域

・転作作物の需要拡大を図りたい。

・地域特産物として位置づけたい。
有限会社漬新 ・未利用資源を有効利用した新漬物 ・主原料としては難しい原料も、副原料としては利用が可能であった。 ﾒﾛﾝ調味浅漬け
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梅を利用した新しい食品の開

発研究
ウメ 砥部町

・自然食品、健康食品的なイメージを備えている。

・生産量はここ数年伸び悩んでいる。

・付加価値を向上し、消費拡大につなげたい。

工業技術セン

ター

・果実特性の把握

・新規食品の開発

・Ｃａ等、特性に影響のある成分が把握できた。

・数種類の新規食品を開発できた。

ペースト、ふりかけ、

ゼリー、果汁

シイタケの食品素材化研究 シイタケ 県下全域
・乾シイタケの生産量は全国３位である。

・消費者の嗜好は健康志向が強くなっており、需要開拓の可能性がある。

工業技術セン

ター

・加工特性の究明

・加工素材としての用途拡大

・生理活性物質を含むことが分かった。

・新規加工素材を試作した。

佃煮、珍味、シラップ

漬、エキス

シイタケのスライス用機械の改

良試作
シイタケ 県下全域

・品質向上のため、足部分は切り落としている。

・切り落とし作業は手作業で労力がかかる。

・労力節減と足部分の有効利用から機械化への要望が強い。

岡崎工業株式会

社
・シイタケスライス用機械の開発 ・足の切り落とし作業及び傘や足の部分の細切り作業が機械化できた。

シイタケスライス用機

械

クリの新規製品の製造技術の

開発
クリ 中山町

・加工原料の７０％以上を韓国産が占める。

・本県の加工用クリ生産者は大きな打撃を受けている。

・クリ加工品は甘露煮がほとんどで、消費は限られている。

工業技術セン

ター

・フィルム包装によるクリ特有の肉質、風

味を残す無(低)糖度加工

・衛生の面から、ＰＨを下げ糖度を上げる加工前処理が必要であった。

・加圧加熱処理することで加工製造が可能

水煮クリ

低糖度クリ

新甘味料

愛媛県特産果実を利用した菓

子の開発研究
愛宕柿 東予地域

・菓子素材として活用事例が少ない。

・東予地区を中心に流通規格外品が多くある。

・特にジャムが調製されているが、「復渋」の課題が残る。

工業技術セン

ター

・復渋を抑制した愛宕柿ジャムの調製法

の検討
・冷却時しても固まらず、復渋しないジャムを得た。 柿ジャム

同上 伊予柑 県下全域

・伊予柑果皮は芳香と色調に優れ、菓子素材に盛んに活用されている。

・しかし、加工中に芳香が失われやすいという欠点がある。 工業技術セン

ター

・簡便で芳香に優れた製品作り（加糖

ペースト）の検討

・煮沸処理により、色調の鮮明化、風味の向上、苦みの軽減が可能となっ

た。

・上白糖や麦芽糖よりソルビットを使用することでより色調が鮮やかとなる。

加糖ペースト

同上 キウイフルーツ 県下全域
・柑橘の代替果樹として、また、水田転換畑への導入により、今後増産が見込まれる。

・品質や成分には栽培環境による違いが大きい。

工業技術セン

ター

・県内で収穫されたキウイの冷蔵貯蔵中

の成分変化の把握

・タンパク質、脂質、繊維、灰分は品種間差、産地間差は見られなかった

が、水分、糖質ではみられた。
（なし）

同上 中晩柑かんきつ 県下全域

・中晩柑の生産量は年々 増大しつつある。

・それに伴い規格外品も増加傾向である。

・需給の安定化を図ることが急務である。

工業技術セン

ター

・さじょうの効率的な分離方法の検討

・分離したさじょうの組織改善

・効率的なじょうのう膜の剥皮が可能。

・２種類のシート状食品を試作した。
シート状食品

ゆずの果皮及び果肉の香りを

生かした加工原料（菓子素材）

及び製品の開発

ユズ 日吉村

・ゆず酢など製品としての完成度が高いため、菓子への原料など利用・販売用途に大きく制約を受

ける。

・近年、地域の特産品の育成に関心が高い。

株式会社プランタ

ン

・ゆずの果皮や果肉の香りを生かした加

工原料や製品の試作
・①マーマレード、②スライスシロップ漬、③ピールを開発した。

ﾏー ﾏﾚー ﾄ゙

ｽﾗｲｽｼﾛｯﾌ゚漬け

ヤマノイモの簡易剥皮機械の

開発
ヤマノイモ 東予地域

・東予地方の特産物である。

・秀品以外は市場で高値は見込めない。

・加工原料用には、皮むき（手作業）をして出荷している。

岡崎工業株式会

社
・簡易なヤマノイモの剥皮機械の開発

・原料の６割の歩留まりで製品化が可能。

・清水で洗浄後ラップ包装することで酸化防止でき、変色なく長期間保存が

可能。

ヤマノイモの簡易剥

皮機械
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