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【特集／OMUレポート】

今、幼児から大人まで何らかのアレルギーで悩んでいる方が急増しています。
特に食物アレルギーの場合、食生活が豊かになった一方で、食べられるものが制限されてしまうとい
う逆行する状況も生まれています。弊社にも「子供に何を食べさせていいかわからない」「これはアレ
ルギーを起こしますか」といった声も寄せられ、現況は深刻なものがあります。そこで、今回はこの現代
病ともいえる「アレルギー」にスポットをあて、オーム乳業のとりくみとともにご紹介したいと思います。

私たちの生活環境をとりまく現代病「アレルギー」を考える
●「食物アレルギー」の原因は？

●「アレルギー」って何？
　生物の体には、病原体やウイルスなどの
異物を排除しようとする働き（免疫）があり
ます。たとえば、「麻疹」にかかると「麻疹ウ
イルス」をやっつける「抗体」ができます。こ
の抗体ができるおかげで、二度と「麻疹」
にかからないようになるわけです。しかし、
この抗体は時に、自分自身の器官や組織
を壊してしまうほど、過剰反応（アレルギー）
を引き起こすことがあります。アレルギーの
場合、体に対して何の害もないはずの食
べ物や花粉、ハウスダスト等に対してこの
反応が過剰に働き、気管支喘息、アトピー
性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などさまざま
なアレルギー症状を引き起こします。

●「アレルギー」は何故増えている？
　前文でご紹介した通り、ある特定の食品でアレルギー
反応を引き起こす場合を「食物アレルギー」といいます。
食物アレルギーの原因となる抗原性は、食物のタンパク
部分にあります。タンパク質の一部は消化器官から未消
化の状態で抗原性をもったまま吸収され、アレルギー体質
の人ではその抗原性によって抗体が作られ、同じ食べ物
を食べた時にアレルギー反応が起きます。
　また、食物アレルギーは特に乳幼児に多い傾向があり
ます。これは、乳幼児の場合、消化吸収が未発達なため、
食物が抗原性をもったまま吸収されやすく、アレルギー反
応を起こしやすいからです。

●アレルギーの子ども達が食べられるケーキを作ろう！
　以上のように、近年増加傾向にあるアレルギーは、私た
ち食品メーカーで注目されている問題です。アレルギーの
原因となる食品は人それぞれ異なりますが、大半は5大ア
レルゲンと呼ばれる卵、牛乳、大豆、小麦、米によって引き
起こされます。その中の卵、牛乳、小麦はまさに子どもたち
が大好きなケ－キに欠かせない材料でもあります。

　ケーキは単に甘い食べ物ではなく、子ども達の心をわく
わくさせ、夢を与えてくれる食べ物です。しかしながら世
の中には食物アレルギーで、ケーキを食べられない子ども
達がいるのです。楽しくてたまらないはずの誕生日やクリ
スマスパーティーに友達と一緒にケーキを食べられないと
いう、そのストレスは計り知れないものがあると思います。
　私たちオーム乳業は、このような子ども達が安心して食
べられる乳製品、そしてさらにケーキをとの思いを軸に、91
年より食物アレルギーのプロジェクトに参加。97年には低
アレルゲン化したミルク、さらに2000年には低アレルゲン化
小麦を開発しました。低アレルゲン化ミルクとは、ごく簡単
にいえば牛乳中のアレルゲンを酵素によって分解し、か
つ栄養部分は損なわないようにしたもの。小麦も同様の
製法によるものです。これらの材料を使って、2000年9月
に発売したケーキは、低アレルゲン化小麦を使ったスポン
ジに、ミルクアレルギー用マーガリンで作ったクリームをデコ
レーション。味や食感はまだまだふつうのケーキに及びま
せんが、それでも仕上がりはわくわくする楽しいケーキが
完成し、皆様に好評をいただいています。
　今後は、ケーキ以外にもデザートや食事のメニュー（カ
レー、ホワイトソース等）の開発にも力を入れ、増え続ける
現代の食物アレルギーに対応していきたいと考えています。

はし   か

　アレルギーが増加している原因は、環境的な要因と遺
伝的な要因の2つに分けられます。
　まず環境的な要因としては、大気・水質汚染、化学物
質の増加といった自然環境の悪化です。さらに気密化、
冷暖房化、建材・塗料の多様化などの住環境の変化、高
タンパク・高脂肪・加工食品、食品添加物の増加等食生
活の変化、早期離乳、人工栄養など育児方法の変化が
大きく関わっているようです。
　また、学校や職場、家庭内での社会的ストレスの増加を
指摘する専門家もいます。遺伝的な要因も関わりがあり、
両親がアレルギーの場合は約70％、片方の親がアレルギ
ーの場合は約40％の子供がアレルギー疾患を持つという
データもあります。

●「アレルギー」はどうして起こるの？
　このようなアレルギーを引き起こす物質を総称して「ア
レルゲン」といいます。アレルゲンとなるものが食物の場
合を「食物アレルギー」といい、卵アレルギーの人は卵に
対する抗体を持っており、卵を食べるとそれを排除しよう
としてアレルギー症状が出ます。
　アレルギー反応では、まずアレルゲンが体に入ってきた後、
いろいろな反応を経て抗体が大量に生産され、肥満細
胞に結合します。その後、また同じ抗原がやってくると肥
満細胞から、いろんな化学伝達物質が出てきます。その
代表的なものが「ヒスタミン」です。
　これらの化学物質が、気管支では気管支喘息、皮膚で
はアトピー性皮膚炎を生じさせるわけです。アレルゲンが
全身にいきわたると、血圧の急降下や窒息により最悪の
場合は死に至ることもあります。

アレルゲン
吸入性
アレルゲン

空中に浮遊（ダニ、カビ、
動物の毛、花粉、
ユスリカの死がいなど）

食物性
アレルゲン

飲食時に侵入（卵、大豆、
牛乳、そば、エビ、小麦粉など）

接触性
アレルゲン

肌に触れるもの（ウルシ、
ギンナン、化粧品、セメント、
薬品、印刷インキなど）

刺咬性
アレルゲン

昆虫、動物に刺されたり
咬まれる（ハチ、蚊、アブ、
ブヨなど）

アレルギー性鼻炎、
結膜炎（花粉症）

気管支喘息

アトピー性皮膚炎

じんましん
（アレルギーによる） 湿疹

（アレルギーによる）

下痢
（アレルギーによる）

肥満細胞

ヒスタミン 抗原が抗体に結合

◆次号では、食物アレルギーのお客様への具体的な対応の仕方や
　注意点などについて取り上げたいと思います。

抗体

ヒスタミンの放出

第2段階

食物アレルゲン

第1段階



香辛料をたっぷり使ったエスニック料理は、夏の暑さを解消する独特の風味が決め手。
そこで、今回のご提案はピリッとスパイシーな夏のデザート。これは意外な美味しさです。
きっとお客様にも、こんな遊び心のあるお菓子が人気を呼ぶかもしれませんね。

【OMUレシピ提案】

パンチの効いたジュレが涼味のアクセント。

ペッパーソースジュレのパンナコッタ
【配合】容器（100cc）約5～6個分
［プチトマトのレモンシロップ煮］
　約20個　  プチトマト
　 100g　　グラニュー糖
　 100g　　水
　   50g　　レモン汁
　     1個　  レモンの皮のすり下ろし

［パンナコッタ］
　 240g　    牛乳
　 200g　　オームピュア35
　   55g　　グラニュー糖
　     8g　　板ゼラチン
　  適量　   バニラエッセンス

［ペッパーソースジュレ］
　 120g　    ペッパーソース （上記のペッパーソース）
　   60g　　水
　     4g　　板ゼラチン
　     3cc　  コアントロー

　77.5g　    水
   1／2個　  レモンの皮のすり下ろし
　 125g　　グラニュー糖
　 155g　　オレンジジュース
　   25g　　レモン汁
　     3g　    4色ペッパー

①プチトマトは軽く湯通しし、皮をむき、へたも取
り除いておく。
②鍋にグラニュー糖、水、レモン汁、レモンの皮
のすり下ろしを入れて火にかけて、砂糖を溶かす。
③①のトマトを②に入れ、ごく弱火で落としぶたを
して約30分煮る。火を止め、放置して冷ます。

①牛乳、ピュア35、グラニュー糖を鍋に入れて火
にかけ、沸騰寸前まで温めてグラニュー糖を溶か
す。
②火からおろし、水で戻しておいた板ゼラチンを
加え溶かし、これを漉す。
③氷水に当て、かき混ぜながら、とろみが付くま
で冷ます。
④容器にシロップをきったプチトマトを入れ、これ

①鍋に水、レモンの皮のすり下ろし、グラニュ
ー糖を入れて火にかけ、薄くカラメル色がつい
たら火からおろす。
②①にオレンジジュース、レモン汁を加え、弱
火にかけ混ぜながらカラメルを溶かす。
③粗めに砕いた4色ペッパーを②に加え、とろ
みがつくまで約4分間煮詰める。

①ペッパーソースと水を鍋に入れ、火にかけて温
める。火からおろし、水で戻しておいた板ゼラチ
ンを入れ溶かす。氷水に当てて冷ましコアントロ
ーを加え、とろみが付いたらパンナコッタの上に
流し、冷やし固める。

ファンシーな姿とペッパー風味の対比が新鮮。

ペッパーケーキ
【配合】
［ロール生地］38×29cm深天板4枚分
　 　5個　  全卵
　 　8個　  卵黄
　 100g　　グラニュー糖
　   75g　　シロップ［水（1000g）：砂糖（400g）］
　 　8個　  卵白
　 200g　　グラニュー糖
　   75g　   コーンスターチ
　 120g　   薄力粉

①全卵、卵黄にグラニュー糖を入れて泡立て、さらにシロップを加えて泡立てる。
②卵白にグラニュー糖を加えて泡立て、メレンゲを作る。
③①に②の半量を加え混ぜ、一緒にしてふるっておいたコーンスターチと薄力
粉を入れて混ぜる。
④残りのメレンゲを加え混ぜ、紙を敷いた天板に流し入れ、平らにならす。
⑤上下190℃で下天板を1枚入れ、約8分焼く。

①ロール生地を横半分に切り、焼き色の付い
ている方を上にしてシロップを打つ。
②ペッパーカスタードをナッペし、その上にホイ
ップクリームもナッペする。イチゴを丸ごとならべ、
これを巻き、冷蔵庫で冷やす。
③表面にホイップクリームをナッペし、約4cm
幅に切り分ける。飾りのクリームを絞り、砕いた
ペッパーを適量振りかける。

［ペッパーカスタード］ロール2本分
　 400g　　オームカスタード
　     2g　　4色ペッパー（荒く砕く）
［ホイップクリーム］ロール2本分
　 200g　　オームピュア48
　   14g　　グラニュー糖
［シロップ］
　 500g　　水
　 200g　　グラニュー糖
　  適量　　キルシュ
［組立・仕上げ］約2本分
　  適量　　オームピュア48（飾り用）
  約20個　   イチゴ

ボリュームのある味を辛みが軽く仕上げて。

ピリ辛カボチャプリン
【配合】楕円耐熱皿（17×27×3.5cm）約2皿分
［カラメル］
　 100g　   グラニュー糖
　   25g　   水
　   25g　   水
［プリン］
　 260g　　カボチャのピュレ
　 　4個　  全卵
　   80g　　グラニュー糖
　 　4本　  唐辛子（種抜き）
　 280g　   牛乳
　 240g　　オームピュア35
　 　5cc　  ブランデー
①牛乳に種を取り除いた唐辛子を入れ、約30分ほど浸しておく。浸しておいた
唐辛子と牛乳の少量をフードプロセッサーにかけ、細かく砕き、もとの牛乳に
戻す。※少量でフードプロセッサーにかからない場合は、すり鉢などで細かく砕
く。
②ボールに全卵とグラニュー糖を入れ、すり混ぜる。
③鍋に①とピュア35を入れ火にかけ、沸騰寸前で止める。これをすぐに②に流
し入れ、混ぜる。
④カボチャのペーストに③を加えながら混ぜ合わせ、これを漉し、ブランデーを加える。

ペッパーソース

4色ペッパー

ホイップクリーム

ペッパーカスタード

生地
イチゴ

ペッパーソースジュレ
ミント

プチトマトの
レモンシロップ煮

パンナコッタ



　環境や健康に対する社会的関心がますます高まる中で、オーム乳業では、本格的な低アレルギー
乳の開発に取り組んできました。その最初の成果として「自然・安全・安心」をキーワードに「ペプティ
シリーズ」を商品化し、現在販売しています。
　そこで、今回は、その低アレルギー乳の原理や、開発するまでの経緯についてご説明します。

　平成3年、産学官共同による食物アレルギーに関する共
同研究プロジェクトが発足。オーム乳業もそのメンバーとし
て参加したのをきっかけに、本格的な低アレルギー乳の開
発に取り組みました。

はじまりは国のプロジェクトから

牛乳アレルギーの原因は？

【OMU実験室】

低アレルギー乳の開発

問屋さん紹介 日頃よりオーム乳業との関わりの深い
みなさんを紹介していきます。

今回は、名古屋で当社の生クリーム等を
販売してくださっている、
株式会社きくやの新山課長をご紹介いたします。

　製菓原料、製菓機械の卸販売を起こして、（株）きくやは今
年で創立55年を迎え、又、優良申告法人として今日まで受け
てまいりました。私自身も入社30年になりました。平成5年まで
は、油脂メーカーのLLクリームしか販売していませんでしたが、
あるメーカーの専務様の紹介で、オーム乳業さんとの取引が
始まり、乳販部の責任者を拝命し7年になりました。
　当時、日配商品（生クリームのデリバリー）について大変不
安があり心配でしたが、いろいろとオーム乳業さんに勉強させ
ていただきました。ストック用大型冷蔵庫、チルド配送車、製氷
機などの充実、又、配達、販売者としての意識改革が重要で、
社員に対しては、乳製品の温度管理、配送管理、商品知識
が忘れがちにならないよう、毎日注意し、勉強しています。オー
ム乳業さんとの毎月の同行販売、又、自社の講習会場にて、
ユーザーの皆様を迎えての商品開発等を行い、洋菓子講習
会を開催しお客様とのコミュニケーションを取っています。
　ユーザー様から「オームの生クリームに変えてからは、クレー
ムがほとんど無いね。」という声をいただく時が、一番うれしい
ですね。営業一課課長  新山　寿

株式会社きくや（愛知県名古屋市）
しんやま　　　ひさし

図1.乳酸発酵による苦味の軽減

図2.牛乳と低アレルギー乳の抗原性

図3.牛乳と低アレルギー乳の分子量分布

　そもそも牛乳がアレルギー発症の原因になるというのは、
牛乳に含まれるタンパク質が体内に入ったときに抗原として
抗体と結合し、いわゆる抗原抗体反応を引き起こすからです。
ですから逆に言えば牛乳タンパクが抗体と結合しなければ
アレルギー反応は起こらないと言うことになります。つまり、
牛乳を低アレルギー化するには、乳タンパクを分解してやれ
ば良いということになります。
　しかし、そのことは当社が低アレルギー乳を開発する以前
から知られていましたし、同時に乳タンパクを分解する事に
よって強い苦みが出てくるという問題も知られていました。

乳タンパクを分解する「酵素」の選択
　そこで当社では、なんとか牛乳の独特の豊かな風味やビ
タミンやカルシウム等の栄養分を残したまま低アレルギー化
する事はできないかという点に配慮し、低アレルギー乳の研
究開発を進めてきました。
　まずはじめに行ったのは乳タンパクを分解するのに必要
な酵素の選択です。牛乳をプロテアーゼというタンパク質分
解酵素を使って分解すると、どうしても特有の苦みが出てし
まい、これはさまざまな研究で改良が試みられているにもか
かわらず、除去するのが難しいと言われているものです。こ
の苦みを軽減するのが第一のポイントでした。その結果、2
種類の酵素を選び出し、併用する事により、従来のものより
は比較的苦味が少ない低アレルギー乳の開発に成功しま
した。

発酵技術による風味の改良に成功
　しかし、まだ、不快な風味は残っていました。そこで、さらな
る味の改良が必要と考え、さまざまな方法を試みました。そ
の結果、低アレルギー乳をさらに乳酸発酵することにより、
図1で示したように苦みを大きく低下させることに成功しまし

牛乳と低アレルギー乳の違い
　図2は牛乳または低アレルギー乳の中の抗原量の違いを
抗原抗体反応により調べたときのグラフです。50％抑制率
を示したときの試料濃度差から、低アレルギー乳の抗原抗
体反応は牛乳の10 ～10 （1/1,000～1/10,000）程度に低
下していることが示されています。
　つぎに、図3は牛乳または低アレルギー乳に含まれるタン
パク質を分子量の違いにより分離し、比較したものです。
牛乳には溶出時間が10分～15分の間に乳タンパク質が認
められますが、低アレルギー乳では認められず、17分～22分
の間に乳タンパクが分解されたものが認められます。
　これらのことから、低アレルギー乳は牛乳と比較してアレ
ルギーが出にくいと考えられます。

医療機関とのタイアップ
による商品開発
　国のプロジェクトメンバーでもあった国立療養所南福岡
病院の柴田瑠美子先生に多大なるご協力をいただき、臨
床試験をはじめ、安全性の確認、移行食品としての効果、
お母様たちによる味の評価など行ってきました。
　これらの低アレルギー乳を使用した最初の開発商品「ペ
プティヨーグルトデザート」を使って臨床試験をおこないました。
牛乳アレルギー患者で、市販のヨーグルトにアレルギー反応
が出た、11ケ月から4歳7ケ月までの子供25例についての結
果を表1に示しました。この表からもわかるように、RASTスコ
アが4以下の患者16例中15例でアレルギーが出ませんでし
た。しかし、RASTスコアが5や6の重症患者ではアレルギー
が出ることもわかりました。
　以下の結果から、ペプティヨーグルトデザートについては、
RAST値の低い牛乳アレルギー患者が乳製品を食べられる
ようになるまでの移行食として適していることがわかります。 　このようにして開発した低アレルギー乳を原料として、現在、

オーム乳業では、低アレルギー乳製品群「ペプティシリーズ」
を販売しています。また、この低アレルギー乳の製法につい
ては特許申請中です。
　今後、低アレルギー乳の抗原性のさらなる低減化、味の
改良を進め、アレルギーの方がもっと安心して利用出来るよ
う、さらなる品質の向上をめざして開発を続けて行きたいと
考えています。
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表1.牛乳RASTスコアと乳製品負荷試験との関係

RASTスコア

6 2 0
5 3 4
4 0 4
3 1 6
2 0 1
1 0 2
0 0 2

ペプティヨーグルトデザート
負荷

陽性
11ヶ月～
4歳7ヶ月

陰性

-3 -4

※

5 　　　  10　　　 15　　　 20　　　 25　　　 30
溶出時間（分）

牛乳
分解乳

※RASTスコア：アレルギーの強さを示す数値で、大きいほどアレルギーが
　　　　　　  重症となります。
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東京営業所移転のお知らせ 【移 転 先】〒182-0024  東京都調布市布田2丁目35番地1
　　　　　 石原ビル2F オーム乳業株式会社 東京営業所
【電話番号】0424（89）8631（旧番号と同じ）
【FAX番号】0424（89）8632（旧番号と同じ）

■本社工場・営業部
〒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
〒182-0024  東京都調布市布田2-35-1　石原ビル2F
TEL 0424（89）8631（代）　FAX 0424（89）8632

「お客様の視点で、納得いただける製品づくりを」

開発レポート ナチュラルホイップ16をご紹介

「ナチュラルホイップ16」
　この度、オーム乳業では低脂肪タイプのコンパウンドクリームを発売いたしました。試作を繰り返
し、植物性油脂を選び抜いて、風味・口溶け・作業性・コストのバランスを追求いたしました。是非、
お試し下さい。

　皆様方には日頃よりご愛顧・ご厚情を賜りまして誠にありがとうござ
います。この度、東日本地区の事業拡大のため、東京営業所を下記
住所に移転いたしました。ご高承のうえ、今後ともなお一層のお引き
立てとご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

＜商品特長＞

●軽い口あたりの中にも乳風味のコクがあり、
従来のコンパウンドクリームに比べて格段
に口溶けが改良されました。
●低脂肪なのにしっかりとした保型性を持ち、
作業幅も長く、とても扱いやすくなっています。

●
●
●
●

●
●

製 品 名
種 類 別
容 　 量
成 分 規 格

品質保持期間
保 存の方 法

： ナチュラルホイップ16
： 乳等を主要原料とする食品
： 1000ml
： 無脂乳固形分  5.0％
  乳脂肪分　　16.0％
  植物性脂肪分26.0％
： 製造日を含めて20日間
： 要冷蔵2℃～5℃

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。

秋山  朋子（25歳）
営業部乳食品課

2001年7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

　98年に入社し、現在乳食品課にて低アレルゲン化
食品「ペプティ」業務に携わっています。ご利用され
る方の症状は様々で、卵・牛乳に加えて最近では、
小麦に対してもアレルギー症状を呈する方が増えて
きました。私は日頃から「相手の立場に立って考える」
ことを大切にしています。原材料のことや栄養面に、
とても敏感なお客様のご相談・ご要望に沿って、納
得していただける製品を提供していきたいと思って
います。年齢よりも年上に見られ、「落ち着いている、古くさい」とよく言われま
すが、ジャニーズ系好きミーハーで、福岡から東京まで一人でコンサートに行った
りもします。3年前からは香港映画の魅力にとりつかれ、アジアの俳優・文化に
興味津々です。アジア映画が好きな方、私と熱く語ってみませんか？

あきやま　   とも   こ

＜製品規格＞

Eメールでのご意見・ご質問もお待ちしております。
【Home Page】http://www.omubrand.co.jp　【E-Mail】admin@omubrand.co.jp

※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。


