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最終頁に続く
(54)【発明の名称】魚醤油及びその製造方法
(57)【要約】
【課題】魚醤油独特の香気や旨味成分は損なわずに、生
臭さや発酵臭などの不快な臭みを低減した魚醤油及びそ
の製造方法を提供する。
【解決手段】

淡水魚をすり潰して塩を加え、塩分濃度

の偏りがないように均一に攪拌した後、必要に応じてタ
ンパク質分解酵素を添加する。これにより、臭み成分で
あるプロピオン酸、酪酸、イソ吉草酸を本質的に含ま
ず、全窒素量に対するアンモニア態窒素量の割合が0.12
以下であり、全窒素量が少なくとも1.5g/100ミリリット
ル以上である魚醤油を得ることができる。
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【特許請求の範囲】

油の製造過程の中に、脱臭工程や矯臭（マスキング）工

【請求項１】

程が取り入れられている。脱臭工程としては、イオン交

淡水魚を主原料とし、臭みを低減させた

ことを特徴とする、

換方法による工程を挙げることができる。また、矯臭

魚醤油。

（マスキング）工程としては、通常の殻醤油（小麦、大

【請求項２】

臭み成分である有機酸を本質的に含まな

豆を原料とする醤油）用の麹を加える工程や、醤油油な

いことを特徴とする、

どの香気物質を添加する工程などが挙げられる。

請求項１記載の魚醤油。

【０００６】

【請求項３】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し

臭み成分であるプロピオン酸、酪酸、イ

ソ吉草酸を本質的に含まないことを特徴とする、
請求項１記載の魚醤油。
【請求項４】

た脱臭工程を取り入れると、臭みと同時に魚醤油独特の
10

全窒素量に対するアンモニア態窒素量の

香気や旨味成分まで取り除かれたり、あるいは香気や旨
味成分が変質するといった問題があった。一方、矯臭

割合が0.12以下であることを特徴とする、

（マスキング）工程を取り入れると、臭みと一緒に魚醤

請求項１，２または３記載の魚醤油。

特有の香りや味が変わってしまうといった問題があっ

【請求項５】

た。更に、上記脱臭工程や矯臭（マスキング）工程が増

全窒素量が少なくとも1.5g/100ミリリッ

トル以上であることを特徴とする、

える分、生産コストが高くなる欠点があった。

請求項１，２，３または４記載の魚醤油。

【０００７】そこで、本発明者らは魚醤油独特の香気や

【請求項６】

旨味成分は損なわずに、生臭さや発酵臭などの不快な臭

淡水魚が鮎であることを特徴とする、

請求項１，２，３，４または５記載の魚醤油。

いを低減でき、且つ、生産コストを抑えることができる

【請求項７】

魚醤油を得るべく、鋭意研究を進めた結果、原料として

淡水魚をすり潰して塩を加え、塩分濃度

の偏りがないように均一に攪拌した後、必要に応じてタ

20

鮎などの淡水魚を使用することが上記課題を解決できる

ンパク質分解酵素を添加することを特徴とする、

極めて有効な手段であることを見い出した。

魚醤油の製造方法。

【０００８】また、淡水魚を原料として魚醤油の製造を

【発明の詳細な説明】

試み、魚醤油の臭みについて更に検討を重ねた結果、魚

【０００１】

醤油の全窒素量に対しアンモニア態窒素量の割合が0.12

【発明の属する技術分野】本発明は魚醤油または魚醤油

以下であれば、魚醤油独特の臭みが感じられないことを

様調味料（本明細書では特に断らない限り「魚醤油」と

見いだした。本発明はこれらの知見に基づき完成したも

いう）及びその製造方法に関する。更に詳しくは、魚醤

のである。

油独特の香気や旨味成分は損なわずに、生臭さや発酵臭

【０００９】（発明の目的）本発明の目的は、魚醤油独

などの不快な臭みを低減した魚醤油及びその製造方法に

特の香気や旨味成分は損なわずに、生臭さや発酵臭など

関する。また、脱臭工程や矯臭（マスキング）工程を取

30

の不快な臭みを低減した魚醤油及びその製造方法を提供

り入れることなく、生臭さや発酵臭などの不快な臭みを

することにある。また本発明の他の目的は、脱臭工程や

低減でき、且つ、生産コストを抑えることができる魚醤

矯臭（マスキング）工程を取り入れることなく、生臭さ

油及びその製造方法に関する。

や発酵臭などの不快な臭みを低減でき、生産コストを抑

【０００２】

えることができる魚醤油及びその製造方法を提供するこ

【従来技術】魚醤油は海産魚介類を使用した伝統的な醤

とにある。

油様調味料であり、日本では「しょっつる」（秋田地

【００１０】

方）や「いしる・いしり」（石川地方）などが知られて

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

いる。

に講じた本発明の手段は次のとおりである。第１の発明

【０００３】魚醤油は、複雑で奥深い濃厚な旨味を呈す
る調味料ではあるが、海産魚介類独特の生臭さや熟成時

にあっては、淡水魚を主原料とし、臭みを低減させたこ
40

とを特徴とする、魚醤油である。

の微生物の繁殖などによる不快な発酵臭などがある。し

【００１１】第２の発明にあっては、臭み成分である有

たがって、郷土料理の特徴的風味付けとして使われた

機酸を本質的に含まないことを特徴とする、第１の発明

り、あるいは一部の愛好家にしか利用されておらず、万

に係る魚醤油である。

人向きの調味料とは言えない。

【００１２】第３の発明にあっては、臭み成分であるプ

【０００４】しかし、魚醤油の持つ品質や伝統的食文化

ロピオン酸、酪酸、イソ吉草酸を本質的に含まないこと

の再評価により、また近年、化学調味料の弊害が指摘さ

を特徴とする、第１の発明に係る魚醤油である。

れたことによる消費者の化学調味料離れや自然食品嗜好

【００１３】第４の発明にあっては、全窒素量に対する

に後押しされ、魚醤油が見直されつつある。

アンモニア態窒素量の割合が0.12以下であることを特徴

【０００５】以上のようなことから、魚醤油独特の臭み

とする、第１，２または第３の発明に係る魚醤油であ

を取り除いて万人向きの調味料とするため、通常、魚醤

50

る。
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【００１４】第５の発明にあっては、全窒素量が少なく

【実施例】以下、本発明を実施例により説明するが、本

とも1.5g/100ミリリットル以上であることを特徴とす

発明はこれらに限定されるものではない。

る、第１，２，３または第４の発明に係る魚醤油であ

【００２５】［実施例１：タンパク質分解酵素を使用し

る。

ない場合］原料として淡水魚である鮎を用いた。まず、

【００１５】第６の発明にあっては、淡水魚が鮎である

鮎を水洗いして表面に付着したぬめり（粘着成分）を除

ことを特徴とする、第１，２，３，４または第５の発明

去し、頭・胴・内臓を含む魚体すべてをミンチ状にすり

に係る魚醤油である。

潰した。この魚肉ミンチ85重量部に対し、塩15重量部を

【００１６】第７の発明にあっては、淡水魚をすり潰し

加え、塩分濃度に偏りがないように良く攪拌した。

て塩を加え、塩分濃度の偏りがないように均一に攪拌し
た後、必要に応じてタンパク質分解酵素を添加すること

【００２６】次に、この魚肉ミンチをパッキン付きのガ
10

ラスポットに移し、室温〜60℃の恒温槽内で、分解反応

を特徴とする、魚醤油の製造方法である。

が終了するまでの期間、時々攪拌しながら分解反応を行

【００１７】

わせた。なお、分解反応が終了したかどうかは、撹拌し

【発明の実施の形態】本発明では、主な原料として淡水

ても液の性状、様子が前回の撹拌時と比べて変化しない

魚を用いる。淡水魚としては、鮎の他、鯉、ドジョウ、

ことで判断できる。その後、粗めのガーゼ状の布を用

ウナギ、ブラックバス、鮒、イワナ、ヤマメ、或いはこ

い、一昼夜かけて濾過を行った。この濾過によって、分

れらを混ぜ合わせたもの等を挙げることができるが、特

解しなかった骨やひれなどを除去した。

にこれらに限定されない。

【００２７】更に、濾紙を用いて油分を濾過し、得られ

【００１８】淡水魚の中でも、鮎が好ましい。鮎は、

た濾液は通常の殻醤油（小麦、大豆を原料とする醤油）

「香魚」と呼ばれるほど香り高く、原料とすることで芳

と同様な火入れを行った。火入れ条件は85℃、15分間

香豊かな魚醤油が得られる。

20

（85℃に達してからの経過時間）である。火入れ後、再

【００１９】淡水魚はすり潰して塩を加える。すり潰す

び濾紙を用いて濾過し、濾液として目的物である魚醤油

ことで、魚肉の接触面積が大きくなり、分解反応が早く

を得た。得られた魚醤油は、原料約1kgに対し、約500〜

なる。また、すり潰すことで、魚肉と塩が良く混じり、

700gであった。また、原料として淡水魚である鯉を用

臭みの原因である嫌気発酵を防止できる。

い、上記と同様な方法により、略同量の魚醤油を得た。

【００２０】すり潰した淡水魚に塩を添加した後は、塩

【００２８】淡水魚をそれぞれ原料とした上記魚醤油に

分濃度に偏りが生じないように均一に攪拌する。塩分濃

ついて、不快な臭みの代表的な成分である有機酸系のプ

度に偏りがあると、塩分濃度の低い部分に腐敗菌が増殖

ロピオン酸、酪酸、イソ吉草酸の含有量の分析と、アン

し、異味異臭の原因となり、最悪の場合には魚醤油自体

モニア臭の原因であるアンモニア態窒素量の分析及び官

が腐敗する。

能検査を行った。

【００２１】すり潰した淡水魚に塩を添加した後、均一

30

【００２９】また、比較例として海産魚介類を原料とし

に攪拌し、必要に応じてタンパク質分解酵素を添加す

た魚醤油について、同様に分析と官能検査を行い、淡水

る。タンパク質分解酵素を添加することで、魚肉の分解

魚（鮎、鯉）を原料とした魚醤油と比較を行った。な

反応を円滑に進行させることができる。これにより、歩

お、海産魚介類を原料とした魚醤油として、アジ、サ

留まりが向上し、品質の安定化が図れる。タンパク質分

バ、イワシをそれぞれ原料にし、上記と同様な方法で製

解酵素としては、特に限定するものではなく、市販され

造した魚醤油、ベトナムの代表的な魚醤油であるヌクナ

ているものを好適に使用することができる。

ム、タイの代表的な魚醤油であるナンプラー、秋田地方

【００２２】淡水魚を主原料とすることによって、海産

のしょっつるを用いた。

魚介類を主原料とした場合と比較して、全窒素量に対す

【００３０】臭気成分の分析については、ガスクロマト

るアンモニア態窒素量の割合が小さくなり、魚醤油の臭
みは低減する。官能検査によれば、魚醤油に含まれる全

グラフィー−質量分析（ＧＣＭＳ）により行った。な
40

お、各魚醤油のｐＨでは揮発成分の検出は困難であった

窒素量に対するアンモニア態窒素量の割合は、0.12以下

ため、リン酸酸性として有機酸系揮発成分の検出を行っ

であれば一般向けするようである。つまり、アンモニア

た。即ち、魚醤油4.5ミリリットル（以下、「ミリリッ

態窒素量の割合が0.12を越えると、官能的に臭く、癖が

トル」を「mL」と表記する）にリン酸0.5mLを加え、ヘ

感じられるという結果を得ている。

ッドスペースサンプラーによって加熱揮散させた。以上

【００２３】得られた魚醤油は、魚の旨味成分を含んで

の条件により分離後、質量分析検出器を用いて同定を行

いるので、お湯で薄めるだけでそのままお吸い物として

った。また、検出された化合物について標準試薬を用い

使用できる。従来の魚醤油では、お湯で薄めると熱によ

て検量線を作成し、魚醤油中の臭気物質を定量した。

って臭みが際だつが、本発明の魚醤油では魚の臭みが低

【００３１】アンモニア態窒素量については、アルカリ

減しているので、臭みが際だつようなことはない。

性の下、水蒸気蒸留により行った。即ち、各魚醤油2mL

【００２４】

50

をケルダールフラスコに取り、蒸留水100mLを加えてケ

( 4 )
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ルダール蒸留器にセットした。閉鎖系で40%水酸化ナト

て、識別能力を有する10名のパネラーにより、官能検査

リウム水溶液20mLを加え、直ちに水蒸気蒸留を行った。

を行った。

蒸留後、1/10N硫酸で滴定を行った。なお、全窒素の定

【００３３】有機酸系臭気成分の分析結果を表１に示

量については、魚醤油を蒸留水で500倍に希釈し、全自

す。

動窒素分析計を用いて行った。

【００３４】

【００３２】官能検査については、各魚醤油の不快な臭

【表１】

みが感じられる程度と、旨味が感じられる程度につい

【００３５】表１から明らかな通り、海産魚介類を原料
としたすべての魚醤油から、プロピオン酸、酪酸、イソ

されなかった。
20

【００３６】アンモニア態窒素量の分析結果について表

吉草酸のうち、少なくともいずれかの臭気成分が検出さ

２に示す。

れた。これに対し、淡水魚を原料とした魚醤油では、プ

【００３７】

ロピオン酸、酪酸、イソ吉草酸の何れの臭気成分も検出

【表２】

【００３８】表２から明らかな通り、海産魚介類を原料

ることが明らかとなった。

とした魚醤油では、全窒素量に対するアンモニア態窒素

【００３９】官能検査結果について表３に示す。なお、

量の割合（以下、AN/TNという）は、0.13〜0.20と高

説明の都合上、表２で示した全窒素量も併記する。

く、アンモニア臭が多く発生していることが明らかとな
った。これに対し、淡水魚を原料とした魚醤油では、AN
/TNは0.07と低く、アンモニア臭の発生が抑えられてい

【００４０】
40

【表３】

( 5 )
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【００４１】表３から明らかな通り、海産魚介類を原料

のように好塩性あるいは耐塩性を有していないため、魚

とした魚醤油は、いずれも不快な臭みを伴うものであっ

醤油製造中に死滅してしまい、不快な臭みが発生しない

た。これに対し、淡水魚を原料とした魚醤油では、不快

ものと思われる。

な臭みは感じられなかった。また、淡水魚を原料とした

【００４５】［実施例２：タンパク質分解酵素を使用す

魚醤油は、海産魚介類を原料とした魚醤油と同程度、あ

る場合］原料として淡水魚である鮎を用い、実施例１と

るいはそれ以上に旨味を強く感じるものであった。
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同様の手順で、塩と良く混ぜ合わせたミンチを得た。こ

【００４２】以上のように、海産魚介類を原料とした魚

のミンチにタンパク質分解酵素を加え、パッキン付きの

醤油では、有機酸系の臭気成分を含み、アンモニア態窒

ガラスポットに入れた。タンパク質分解酵素としては、

素も多く発生しており、官能的にも不快な臭みを伴うも

種類が異なる４種の酵素Ａ、酵素Ｂ、酵素Ｃ、酵素Ｄを

のであった。これに対し、淡水魚を原料とした魚醤油で

それぞれ用いた。そして、実施例１と同様の手順で目的

は、有機酸系の臭気成分を含まず、アンモニア態窒素の

とする魚醤油を得た。

発生も抑えられており、官能的にも不快な臭みは感じら

【００４６】なお、酵素Ａは至適ｐＨを酸性域に有する

れなかった。

もの、酵素Ｂは至適ｐＨを中性域に有するもの、酵素Ｃ

【００４３】また、旨味については、全窒素量が多いも

は至適ｐＨをアルカリ性域に有するもの、酵素Ｄは上記

のほど旨味が強く感じられ、淡水魚を原料とした魚醤油

三種の酵素を同量づつ混合したものである。

は、他の実験結果から見ても2g/100mL以上、少なくとも
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【００４７】鮎を原料とした上記各魚醤油について、不

1.5g/100mL以上の全窒素量を含み、海産魚介類を原料と

快な臭みの代表的な成分である有機酸系のプロピオン

した魚醤油と比較しても、充分な旨味を有し、商品価値

酸、酪酸、イソ吉草酸の含有量の分析と、アンモニア臭

があることが判明した。

の原因であるアンモニア態窒素量について分析を行っ

【００４４】不快な臭みの原因は定かではないが、海産

た。分析方法は実施例１と同じであるため、説明を省略

魚介類は海水中に生息するため、表面に好塩性あるいは

する。

耐塩性の微生物が付着している可能性があり、この微生

【００４８】有機酸系臭気成分の分析結果を表４に示

物が魚醤油の製造時に繁殖して嫌気的に発酵が進み、こ

し、アンモニア態窒素量について表５に示す。

の発酵臭が不快な臭みとなって魚醤油中に残存したもの

【００４９】

と思われる。一方、淡水魚では魚体に嫌気発酵をする微
生物が付着している場合でも、この微生物は海産魚介類

【００５０】

【表４】
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【表５】

( 6 )

特開２００３−１９９５２３

9

10

【００５１】表４及び表５から明らかな通り、タンパク
質分解酵素を使用した場合でも、淡水魚である鮎を原料

ることが分かった。
10

【００５３】なお、本明細書で使用している用語と表現

とした各魚醤油は、有機酸系の臭気成分を含まず、アン

はあくまで説明上のものであって、限定的なものではな

モニア態窒素の発生も抑えられており、官能的にも不快

く、上記用語、表現と等価の用語、表現を除外するもの

な臭みは感じられなかった。また、タンパク質分解酵素

ではない。

を使用することにより、魚肉の分解反応を円滑に進行さ

【００５４】

せることができ、分解反応に要する期間を約半分に短縮

【発明の効果】本発明によれば、主原料として淡水魚を

することができた。

使用することにより、魚醤油独特の香気や旨味成分は損

【００５２】上記の結果から明らかなように、酵素を使

なわずに、生臭さや発酵臭などの不快な臭みを低減した

用しなかった場合（実施例１）と酵素を使用した場合

魚醤油を得ることができる。また、脱臭工程や矯臭（マ

（実施例２）でも、臭みは抑えられているので、酵素が

スキング）工程を取り入れることなく、生臭さや発酵臭

原因で臭みが抑えられるのではなく、原料が原因（淡水
魚であるか海産魚介類であるか）で臭みが抑えられてい
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などの不快な臭みを低減でき、且つ、生産コストを抑え
ることができる。
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