
Spring. vol.19

【特集/OMUレポート】
古今東西の歴史が語る「イチジク」の薬効
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おいしくて体にもいい、話題の果物にチャレンジ！
イチジクを使ったお菓子
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「乳化」を学ぶ③
【開発レポート】　
新製品「純乳脂45」



【特集／OMUレポート】

　イチジクの原産地はアラビア南部。エジプトでは4000年

前から栽培されていたと言われる最も歴史が古い果実の

一つです。オリーブ、ブドウ、小麦とともに地中海の４大食

物の一つで、干しイチジクは古代より大切な貿易品でもあり、

多くの伝説や神話に登場します。

　旧約聖書のアダムとイブの物語にある“禁断の果実”と

言えばリンゴですが、イチジクは「知恵の木の実」と呼ばれ、

アダムとイブがこの葉をつなぎ合わせ初めて身につけたと

いう話はつとに有名です。因みに、英名の「ｆｉｇ」の語源は

“着物”という意味です。

　現在では周辺にイチジクの木を見かけることもすくなくな

りましたが、昔はどの家の庭先にも２～３本は植えられ、日々

の暮らしの中で季節の味を楽しんだ身近な果物でした。

　イチジクは“無花果”と漢字を当てて書くように花が無

いと思われがちですが、実は果実の部分が“花”に相当し、

花嚢（かのう）の中に無数の白色の小花と果肉があります。

　通常、果物は花のあとに実がなり、果実を食べますが、イ

チジクは花と果実をともに食べます。それで、花がなくて実

がなるように思えるので、「無花果」の漢名が付いていると

いわれています。秋に熟すものを秋果、幼果のまま越冬して、

翌年の夏に熟すものを夏果といいます。

　イチジクはカルシウム、鉄、カリウムなどのミネラルが豊富

なうえ、食物繊維のペクチンを多く含んでおり、整腸作用が

あります。また、タンパク質の分解を助けるフィチンという酵

素（もぎたての切り口から出る乳白色のもの）を含んでいる

ので、肉料理の後に食べると消化をスムーズに助けます。

また、生で食べるとノドの腫れや痛みがとれる等、さまざまな

効能があります。

　これらの効能は、中国から伝えられた薬草の専門書『本

草綱目』の中にも「胃を開き、下痢を止め、痔疾、咽喉の痛

みを治す」と書き記してあるように、昔からイチジクの薬効

が知られていました。

　また、イチジクは品種が非常に多く、色も大きさもさまざま

なものがあります。現在、市場に出回っている品種のうち８

割は、先程ご紹介したアメリカからの輸入育成種「桝井ドー

フィン」ですが、その他にも甘味が強く果頂が割れにくいと

いう特徴を持った外来種が新たに登場し、注目されています。

　フレッシュはもちろん、乾燥品や缶詰、シロップ漬け、ジャ

ムなどに加工されます。最近では業務用及び、料理用の

需要が増えたためハウス栽培も多く、８月から11月頃までと

出回り時期が長くなっています。

　デザートにはもちろん、生ハムとともにオードブルにしたり、

干しイチジクなら天ぷらやふろふきにしたりと、食卓の和洋

メニューも是非、お試しください。

　日本へは江戸初期の寛永年間（1624～44年）にポルト

ガル人によって伝えられ、当時は蓬莱柿（ほうらいし）と呼

ばれていました。これが日本イチジクと呼ばれるもので、現

在も栽培されています。また、もう一種類別の西洋イチジク

と呼ばれる品種が日本に入ってきたのは、明治から大正時

代にかけての頃で、最先端の農業技術を学ぶため単身ア

メリカに渡った青年、桝井光次郎によって明治42（1909）

年に日本での栽培に成功しました。それが、現在、最も多く

出回っている品種「桝井ドーフィン」です。

引用文献「くだものグルメノート」長谷川映太郎著　（鎌倉書房）
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イチジク〔無花果〕
別名／トウガキ（唐柿），ナンバンガキ（南蛮柿）
ｆｉｇ（英）　ｆｉｇｕｅ（仏）
クワ科イチジク属
収穫時期：７月（夏果），８～10月（秋果）
特　徴：落葉小高木。葉は大きなもみじ型。
果実は洋梨型で甘く、ほんのりした香りがある。
花と果実が一体となっており、熟すと紫色に変わる
品　種：桝井ドーフィン，ホワイトゼノア，
ブラウン・ターキー，ネルゴ・ラルゴ他
主な産地：愛知県、和歌山県、静岡県

日常の食事で病気を予防する「医食同源」の考え方を
取り入れた合理的でバランスのよい食生活は、忙しい
現代人のニーズにぴったりです。今回は、昔からおいし
くて体にいい果物として親しまれてきた「イチジク」をと
りあげ、注目に値するその薬効や知られざる歴史などに
ついてご紹介します。

イチジクの加工別栄養成分表
種類／成分（単位） 生果 乾果 缶詰

エネルギー（kcal） 43 271 83

たんぱく質（ｇ） 0.6 3.8 0.5

脂質（ｇ） 0.1 0.6 0.1

灰分（ｇ）

無機質（ｍｇ）

ビタミン（ｍｇ）

0.5 3.2 0.3

炭水化物（ｇ）
糖質 10.4 66.0 19.9

カルシウム 26 170 30

リン 16 100 13

鉄 0.3 1.9 0.1

ナトリウム 2 12 8

A（IU）カロチン含む 12 30 0

Ｂ1 0.03 0.05 0.02

Ｂ2 0.03 0.05 0.02

ナイアシン 0.2 1.0 0.1

Ｃ 2 0 0

カリウム 170 1,100 110

繊維 0.7 4.4 0.8

（可食部100ｇあたり）

イチジクの効能
適　応　症 使用法

高血圧 葉（10mg）を400mlの水で3分の2
の量になるまで煎じて、1日3回空腹
時に服用する。

痔 1～2個を1日2回食べる。茎や葉（乾
燥したものでもよい）を煎じた液で
患部を洗ったり、茎や葉から出る乳
汁を集めて塗布する。

胃弱、消化不良、潰瘍 実を乾燥させて細かく切り、煎って
半分焦がしたものにハチミツ少々を
加え、お湯を入れて飲む。

痔、神経痛、リウマチ 生葉を刻んで布袋に入れ、風呂に
入れるとよく温まる。

イボ取り 葉を折った時に出る白い汁を塗布
する。

便秘 常食する。

イチジクの種類
種類／解説 内　容

セレスト 秋果専用品種。小粒（約20g）でね
っとりとした甘みが強い、品質は「極
上」。

ネグロ・ラルゴ 秋果専用品種。果皮の黒いイチジク。
品質は「上」。ただし収穫量は少ない。
暖地向き。

カドタ 夏秋兼用品種。甘みが強く品質は「極
上」。成熟期の雨による裂果が少々
心配。暖地向き。

ブラウン・ターキー 夏秋兼用品種。果実の収穫期間が
長い。寒さに強く、木はあまり大きく
ならないので作りやすい。品質は
「中」。

桝井ドーフィン 夏秋兼用品種。果実が大きく裂果
することが少ない。収穫が多く、収
穫期間が長い。品質は「中」。



お菓子もヘルシーなものが好まれる今日。定番と呼ばれる伝統菓子も、素材をちょっと変えてアレンジ
するだけで新しい表情になります。今回は、ヘルシーで気取りがなくフレッシュなイメージの果物「イチ
ジク」を使ったお馴染みのお菓子をご紹介します。

みずみずしくてフェミニンな春色のお菓子。

イチジクのムース

①イチジクピュレとグラニュー糖を混ぜ、湯煎にかけて温める。
②水で戻しておいたゼラチンに赤ワインを加え、湯煎にかけて溶かす。これを
　①に加え、赤色粉を色を見ながら加える。
③バットに厚さ1㎝になるように流し、冷蔵庫で冷やし固める。
④φ4㎝の丸型で抜き、抜き端は再度湯煎で溶かし、上掛け用に利用する。

［組立・仕上げ］
①セルクルにジェノワーズを敷き、シロップを打っておく。ムースを半分流し込
　み、少し冷やし固める。
②φ４㎝の丸型で抜いたジュレを①の上にのせ、さらにムースを流し込む。これ
　を冷凍庫で冷し固める。
③セルクルを約１㎝程度上にずらし、ジュレの抜き端を再度湯煎にかけて溶か
　したものを流す。
④セルクルの周りを温め、型から外す。 ※詳しいレシピについては、担当営業マンにお問い合わせください。

［準備］セルクル（涙型）約25個分

ジェノワーズ

［ジュレ］

　 560g　　イチジクピュレ
　   56g　　グラニュー糖
　   18g　　板ゼラチン
　   16g　　赤ワイン
      少々　   赤色粉

口溶けがよく軽い食感。イチジクの風味がフレッシュ。

イチジクのエクレア

①オームカスタードとイチジクジャムを混ぜ合わせる。
②ホイップしたピュア35と①を混ぜ合わせ、水分を切り適当な大きさに刻んだ
　ドライイチジクを加え混ぜる。

［組立・仕上げ］
　適量　フォンダン
　適量　イチジクジャム
①生地を切り、クリームを絞り入れる。
②上面にジャムを適量塗り、フォンダンを線状にかける。

［準備］エクレア生地

［クリーム］

　 420g　　オームカスタード
　 120g　　イチジクジャム
　 180g　　オームピュア35
  2～3個　　ドライイチジク（ラム酒に漬けておいたもの）

伝統的なお菓子にイチジクジャムをサンドして。

フロランタン

①室温に戻しておいたバターにグラニュー糖を加え、ホイップする。
②①に全卵を数回に分けて加え、さらに混ぜる。
③一緒にしてふるっておいた薄力粉とベーキングパウダーを加え、まとめる。こ
　れを冷蔵庫で一晩寝かせる。
④生地を厚さ４㎜低程度にのばし、ピケする。これを天板に敷き、上下180℃
　で19～20分焼く。（※２枚のうち1枚は約14～15分で早めに出す）

①スライスアーモンド以外の材料を鍋に入れ、火にかけて沸騰させ、かき混ぜ
　なが煮詰める。
②すぐに①にスライスアーモンドを入れ混ぜる。浅めに焼いた方のパート・シュ
　クレにのせて、すばやく一面にのばす。
③下天板を入れ上火を１８０℃にし、上火だけで焼く。表面に色が付きだしたら
　火を止め、余熱できつね色になるまで焼く。

①イチジクジャム、グラニュー糖、粗く刻んだドライイチジクを鍋に入れ、火にか
　けてやや粘りが出るくらいまで煮詰める。

［組立・仕上げ］
①ヌガーをのせていない方の生地に、パレットナイフで全面にジャムを塗る。ヌ
　ガーをのせた方の生地をのせる。
②適当な大きさにカットする。

【配合】
［パート・シュクレ］８取り天板２枚分

　 250g　　オーム発酵バター
　 175g　　グラニュー糖
　    2個　　全卵
　 500g　　薄力粉
　     2g　　ベーキングパウダー

［ヌガー］

　 200g　　グラニュー糖
　   75g　　水あめ
　 190g　　オームピュア45
　 100g　　はちみつ
　   90g　　オーム発酵バター
　 300g　　スライスアーモンド

［ジャム］

　 520g　　イチジクジャム
　   26g　　グラニュー糖
  2～3個　　ドライイチジク（ラム酒に漬けておいたもの）

さっくり感のあるタルトに
イチジクのトッピングを一味加えて。

イチジクのタルト

①全ての材料をロボクープにかけひとまとめにし、冷蔵庫で一晩寝かせる。
②３㎜厚さにのばし、タルト型に敷く。フォークなどで底に穴を開ける。

①バターをクリーム状にし、粉糖を加えて混ぜ、さらに全卵を数回に分けて加え
　混ぜる。
②①にアーモンドプードルを加え混ぜ、オームカスタード、ラム酒も加えて混ぜ
　る。

［組立・仕上げ］
　適量　イチジクジャム
　適量　ドライイチジク（ラム酒に漬けて戻しておいたもの）
①タルト生地の底にイチジクジャムを
　適量敷き、その上にクレーム・ダマンドを絞る。
②表面を平らにならし、スライスした
　ドライイチジクをのせる。
　上下180℃で焼く。
③焼き上がったら、熱いうちに表面に
　イチジクジャムを刷毛で塗る。

【配合】φ１４㎝タルト型約４台分
［パータ・フォンセ］

　 150g　　オーム発酵バター
　   16g　　卵黄
　     8g　　グラニュー糖
　     4g　　塩
　   45g　　牛乳
　 140g　　薄力粉
　   60g　　強力粉

［クレーム・ダマンド］

　 200g　　オーム発酵バター
　 200g　　粉糖
       2個　　全卵
　 200g　　アーモンドプードル
　   40g　　オームカスタード
　   20cc　  ラム酒

①泡立てた卵白に１１７℃に煮詰めたシロップを流し入れ、さらに泡立ててイタ
　リアンメレンゲを作る。これをバットにあけ、冷ましておく。
②卵黄にグラニュー糖を加えブランスィールし、白ワインを加える。これを火に
　かけ混ぜながら約80℃まで温める。
③戻しておいたゼラチンの水を切り②に加え溶かして漉す。
④③を氷水に当てながら冷まし、イチジクピュレ、８分立てしたピュア35を加え
　て混ぜる。
⑤さらに冷ましておいたイタリアンメレンゲを加え混ぜる。

［ムース］

　   75g　　卵黄
　 135g　　グラニュー糖
　 150g　　白ワイン
　     8g　　板ゼラチン
　 150g　   イチジクピュレ
　 375g　   オームピュア35
　   40g　   卵白
　   63g　   グラニュー糖

ヌガー

ジャム

パート・シュクレ

【OMUレシピ提案】
おいしくて体にもいい、話題の果物にチャレンジ！

イチジクをつかったお菓子

ドライイチジク
クレーム・ダマンド

パータ・フォンセジャム

ムース

クリーム

フォンダン

ジェノワーズ

ジュレ

〈協力　タカ食品工業㈱〉



前号では“クリーム”表示の生クリーム（無添加のもの）の乳化、即ち生乳由来の天然の乳化状態
について解説いたしました。今回は、技術的に作り出す乳化について、コンパウンドクリームを例にま
とめてみます。

１.コンパウンドクリームの製造工程
　本紙vol.5にも製造工程について掲載していますが、コ

ンパウンドクリームは生クリームや牛乳をベースに植物性の

油脂を配合するため、その油脂を人為的に乳化させなけ

ればなりません。その際に必要なのが「乳化剤」「安定剤」

という添加物です。

　工程上のポイントは、添加物を全体に分散させ、乳化の

下地を作る「予備乳化」と油脂を細かい球状に砕きながら

その表面に乳化膜を形成させて乳化状態を作り上げる「ホ

モジナイズ（均質化）」です。より良い乳化のためには、添

加物の種類と量の選定、ホモジナイズ時の温度と圧力の

設定等を調節しますが、その具合がノウハウということにな

ります。（図1参照）

　乳化剤にもいろいろな種類がありますが、それらに共通

するのは、ひとつの分子が水になじみやすい（親水性）部

分と油になじみやすい（親油性）部分の両方を備えている

ことです。この乳化剤が水と油の境界面に介在することで、

乳化状態が成り立つのです。

　さらにそれぞれの物質によって、親水性と親油性のバラ

ンスが異なり（その度合いをＨＬＢという指数で示す）、それ

が乳化剤の特性とみなされ、用途によって使い分けされま

す。一般にクリーム類にはＨＬＢ10前後のものがよく使用さ

２.乳化剤について

３.安定剤について
　ゲル化、増粘性、保水性、気泡などの物性機能を付与

することで乳化の安定化をもたらす物質を乳化安定剤、ま

たは単に安定剤と呼びます。一般に、乳化剤が低分子で

あるのに対し、安定剤は水溶性の高分子物質であり、水に

溶けて粘性を増すほか、乳化系の他の成分（たんぱく質等）

とも作用し合って物性に影響を与えます。（表2参照）

　クリームをホイップすることは、前号でもふれた通り、乳化

を壊すこと（解乳化）でもあるため、クリームにはその解乳化

性と、さらにホイップ後の保型性の高さも求められます。安

定剤の使い方（乳化剤との組み合わせも含めて）は、品

質特性づくりの決め手ともいえるでしょう。

４.まとめ
　３号にわたって「乳化」をテーマに、主にクリームに関して

述べてまいりました。当社では、無添加のピュア・クリームで

は天然の乳化をいかに損なわずに活かすか、コンパウンド

クリームでは乳化剤・安定剤の使い方を中心に、今後とも

品質の安定と向上を追究してまいります。

　また、洋菓子製造においても「乳化」は大事な要素です

が、実際には水・油以外の物質が加わった複雑な「コロイド

系」となってきます。それについては、また別の機会にこの

コーナーで取り上げてゆければと考えております。

【生クリーム実験室】

「乳化」を学ぶ　③

図2.HLBと乳化剤の作用の関係

表１．安定剤の分類

図1.コンパウンドクリームの製造工程

原材料配合 生クリーム、牛乳、植物性油脂、
乳化剤、安定剤、香料

予備乳化 一定の温度・時間　加温撹拌

殺菌 連続式殺菌機

ホモジナイズ（均質化） 一定の圧力で乳化創出

冷却 5℃以下に冷却

充填 紙パック等に充填

エージング ２～５℃で一晩ねかせる

製品検査 衛生検査、成分検査、物性検査、
ホイップテスト等

出荷 チルド便にて出荷

消泡作用

W/O乳化作用 O/W乳化作用

可溶化作用

湿潤作用 洗浄・浸透
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より油になじみやすい より水になじみやすい

天然高分子

植物系

たんぱく質 大豆たんぱく質等

多糖類 生デンプン等

動物系

澱粉系

セルロース系

アクリル系

天然高分子
誘導体

合成高分子

海藻抽出物 寒天
カラギーナン等

種子粘質物 ローカストビーンガム
グアーガム等

樹脂様粘質物 アラビアガム
トラガントガム等

植物粘質物 ペクチン
コンニャクマンナン等

たんぱく質 ゼラチン
カゼイン等

多糖類 キチン
キトサン

化工デンプン等

カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）等

ポリアクリル酸ナトリウム

微生物産生粘質物 キサンタンガム等

表2．安定剤の機能
機能の分類

ゲル化

主な安定剤 用途・目的

カラギーナン、寒天、
ペクチン、ゼラチン　等

コロイド溶液の固形化

増粘性 ローカストビーンガム、
グアーガム、キサンタン
ガム　等

食感・組織の改良
ゲル化剤との併用で
相乗効果

保水性 ゼラチン、ペクチン、カラ
ギーナン、グアーガム　
等

離水防止
ゲル化剤との併用で
相乗効果

保護コロイド 安定剤全般（特に乳たん
ぱくに対してはペクチン、
CMC等）

乳化分散等の安定

乳化・起泡 キサンタンガム、ローカス
トビーンガム、カゼインナ
トリウム　等

乳化剤との併用で
相乗効果

※このコーナーへのご意見、ご質問、ご要望を
お待ちしています。編集局

（図2参照）



販 売 拠 点 の ご あ ん な い

■本社工場・営業部販売推進課
〒836-0895  福岡県大牟田市新勝立町1-38-1
TEL 0944（52）8282（代）　FAX 0944（52）6881

■東京営業所
〒182-0026  東京都調布市小島町3-69-2  第一荒井麗峰ビル5F
TEL 0424（89）8631（代）　FAX 0424（89）8632

製造業務の経験を生かし、積極的な営業マンに。

開発レポート 風味と作業と経済性のバランスがとれた新製品をご紹介

「純乳脂45」

＜商品特長＞
●純乳脂肪タイプで、豊かな乳風味の中にも口溶けの良さをそなえています。
●安定した高いオーバーランを得ることができ、経済性に優れています。
●作業幅が長く、とても扱いやすくなっています。

＜製品規格＞
●製品名：純乳脂45
●種類別：乳等を主要原料とする食品
●容　量：1000ｍｌ
●成分規格：乳脂肪分45％
●品質保持期間：製造日を含めて20日間
●保存の方法：要冷蔵2℃～5℃
※この商品についての詳しいお問い合わせやサンプルにつきましては、
担当営業マンまでお気軽にお申し付けください。

いつもお世話になっております、オーム乳業の営業マンを紹介します。

坂本　聖典（32歳）
東京営業所・主任

2000年3月1日発行　発行/ラプロッシュ編集局　福岡県大牟田市新勝立町1-38-1　オーム乳業（株）開発部内　TEL0944（52）8282

　私は入社して９年目になりますが、入社当初
は製造部にて生クリームの製造に３年ほど携わ
りました。（今思えばこの３年間は営業マンとし
ての現在の業務にとても役立っており、よい経
験だったと思います）その後、営業部に移り福
岡営業所を経て、現在東京営業所に勤務して
おります。担当先の方々にはまだまだご迷惑ば
かりおかけしているとは思いますが、今までの経
験を生かし努力していきたいと思いますので、
今後とも宜しくお願い致します。
　新しいことや興味のあることは何でも実行する性格で、趣味も多い方だと思
いますが、現在はゴルフと熱帯魚にハマっています。また、週末のスポーツ観戦
も楽しみの一つです。家族は妻と娘２人で「明るい」だけが取り柄の家族です。
私は子供の頃から剣道と居合道をやっており、将来は娘たちを後継者にと考え
てもいますが、やはり男の子じゃないと無理かな、とも思ったりしています。

ピュアクリームの持つおいしさはそのままに、口溶け、ホイップ時の安定性に
優れた純乳脂肪タイプのホイップクリームです。
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