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淡水魚のナレズシ文化

なれずし(離れずし・熟れずし)は，コイやフナなどの)11魚に米飯を混ぜ，重石をして数ヶ月から数年か

けて保存する。この間，乳鼓菌の作用で pHが下がり，雑菌の繁殖を抑えつつタンパク質の分解により旨み

成分が増加するが，独特の香りを持っている。琵琶湖の「鮒ずしjや東北・北海道の「いずしjを始め，各

慈のものが知られている。そこで筆者に琵琶湖のナレズシを中心に，文化・栄養・製法・位置づけ・抗菌性

について解説して頂いた。

堀越 日
間 子

はじめに

県の伝統食品といわれて真っ先にあがってくる

のが，独特の臭みと酢味で有名な「フナズシJである。

フナズシは，フナをお米で1責物にしたも

ので，モンスーンアジア圏の典型的なナレズシの一種

である。

ナレズシは， r肉類を澱粉質のものを使って発酵さ

せたものjと定義されておりは¥モンスーンアジア

で最も発達した乳酸菌利用の加工法である。モンスー

ンアジアのナレズシはほとんとごが魚を米で発酵させた

ものである。魚、の発酵食品が多く，魚醤や塩辛類も多

るO

1，モンスーンアジア留に特徴的な食

滋賀県には，アジアモンスーン閣に特徴的な「米と

立リを柱にした食文化が形成されている。これは淡水

魚、の宝庫である琵琶湖の存在を抜きにしては考えられ

ない。また滋賀では稲作が縄文娩期から開始され，近

となってきた歴史がある O 夏場，蒸し暑く

なる風土だからこそ稲作ができる O 同時に多種多様な

微生物が存在し有数の発酵醸造業が栄えた地域でも

ある O 酒づくり，味噌・醤油づくり，約豆や漬物っく

りの伝統技術を持っており，老舗が多く残っている。

琵琶湖の淡水魚ナレズシ文化はこれらを背景に成り立

ってきたといえる。

東アジアから東南アジアにまたがるアジアモンスー

ン地域は，温暖な気候と豊かな雨のお陰で，米と魚を

柱にした食構成となっている O 高j昆多F認の風土で稲が

生まれ，多様な淡水魚、が育ってきた。この地域は，同

時に野菜や豆類，当主類，泉物， きのこ類に恵まれ，世

界有数の食物資源の多様な地域である。豊富な微生物

資源、を持ち，発酵食品の宝庫である O 魚、が乳酸葱で魚、

t旗手，ナレズシ類になり，米が麹1数，酵母でi聞に

なり， さらに酢酸菌で酢になる。野菜は乳首長閣で漬物

になる。大豆は*，f~豆麓で総豆に，また麹徽で味噌，醤

油になるなど，多彩な発酵食品が産み出されてきた。

暑くて湿気が多く，生ものが腐りやすい条件を逆に巧

みに利用して発酵食品が多く作りだされてきた。発酵

食品が高密度に発達してきた文化問といえる。

モンスーンアジアにおける食品の発酵過程では，多

くの微生物が関与する。この文化圏では，米遜っくり

も盛んであり，米粉を浸けて繰りあげる工程でも発酵

が認められる O 獣肉加工でも炎天下で冷房もなしに豚

のミンチ肉が加工処理されており，大丈夫かと心配に

なるが， もち米を混ぜて詰めて，すぐに発酵が始まる

ので，腐敗や食中毒の心配はない。やがて怒っぱいソ

ーセージ(豚ナレズシ)ができあがる O 熱帯の気候下

で保存できるように発酵をうまく利用していることに

は感心させられる。

モンスーンアジアでは，乳酸葱，麹徽，酵母，納豆

蘭などの微生物が，単独でまた複合して食品素材に働
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き，多様な発醇食品が作り出されている O 発酵食品の

多くは，独特の強烈なI床と臭気を持っていることが多

い。また食品素材や棲息する微生物の違いによって，

できあがった発酵食品は，地域ごとに微妙に差異が生

じそれぞれ俄性ある香り・匂い・味が醸し出されて

いく。川・潟J• i也で獲れた魚は， もっぱら魚、醤や塩辛，

ナレズシにされる O タイやラオス，カンボジア農村地

帯の市場には，パーソム(なれずし).プララー(塩

ナンプラー(魚醤)が必ず売り場にあって，毎

日の食卓の必需品となっている。

魚類発酵の進行役は乳酸菌である O 塩漬け中には乳

酸菌は増えないが• i反が与えられると勢いよく増殖し

て発酵が進行する。主に米飯が使われる点;は B本と同

じである。しかし熱帯.:rJli:熱帯では加える澱粉量が少

なくて済む。御飯量が少なくても発群は進行し，ナレ

ズシになる。中立!南部からタイにかけては. 3日ほど

で、仕上げる綬魚，パーソムというナレズシがある。熱

売会モンスーンアジアでは，農村地帯を中心に実に多様

な発酵魚、文化があり，食べ方に遠いが見られる。ナレ

ズシを生のまま食べることはなく，煮たり，焼いたり，

揚げたりしてから食べるが， 日本においては，ナレズ

シは基本的に生食で，火を通すことはない。

日本はi昆帝であり!":!¥帝より気混が低いので，術l飯

の最を多くして漬ける必要がある。琵琶湖周辺では魚、

の長と御飯の最はZ室長ベースでほぼ同長で，大量のお

米を使って漬ける O それが日本のナレズシの大きな特

徴となっている。このことが今日の寿司のように御飯

が主役となる江戸前寿司へと発展していく恭援となっ

たと考えられる。 滋賀の湖南から湖東にかけては，お

盆に合わせて，メズシ(オイカワズシ)を漬ける o 10 

日ほどで仕上げる生ナレズシの部類であり，今風の寿

司に一番近く，飯も一緒に食べる。長浜市南浜にしか

ないビワマスのコケラズシは 40日間だけliZけるナレ

ズシであり，飯も一緒に食べる。

2. 琵琶湖のナレス‘シ文化

琵皆湖周辺でのi胡魚利用は，刺身，なます，苦手:魚，

飴煮，立煮，焼魚、，すきやさ鍋，味噌汁。ナレズシな

と多彩で高度に発達している C 小魚、が比較的多く，

1m煮，せごし，味噌煮などにして骨ごと食べる O ナレ

ズシに関しては，ニゴロブナ，ゲンゴロウフゃナの鮒だ

けでなく，ホンモロコ， ピワマス，イサザ，コイ，ア
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ユ，ウグイ，オイカワーハス，ナマズ， ドジョウまで

もがナレズシにされる。 i胡魚はそれぞれ大きさも肉質

も途っており，できあがりのナレズシの味はそれぞ、れ

個'1:1的である O

琵誌湖周辺地域の淡水魚のナレズシ加工法は， どの

ように発展してきたのだろうか。稲作文化とともに大

|設から渡ってきて，四日本一帯に広がっていった。し

かし多くの地域ではやがて消えていったが，琵琶湖の

周辺だけは継承されて発展してきた。

淡水魚は海底魚、に比べて保存がきかず，乾燥するか，

塩で押しておくしかない。その中で加工・貯蔵法とし

て優れた保存方法が，米で乳酸菌を増殖させるナレズ

シ発酵法である O 琵琶湖での漁獲量には季節変動があ

り，春から夏にかけて集中して魚、がとれる。それらを

腐らさずに保蔵する方注として乳酸菌を使って発酵さ

せるナレズシ法が選ばれた。琵琶湖で獲れるほとんど

の魚がナレズシにされて保存される O 琵琶湖周辺の淡

水魚ナレズシ文化lえその種類の豊富三生活との後

着度，近代化された食生活の中でも継承されてきたと

ころが注目される。ナレズシは滋養・保存食であるが，

同時に正月，オコナイ，祭りなど晴れの区の特別食で

ある。熱帝モンスーン地花=では魚発醇食品が日常的に

使用されるのに対して，日本では行事食，祝い食とし

ての位置づけが高いことも興味ある遠いである。

(1)ナレスシの栄養

iMJ魚、を炊飯米と一緒に波けることによって乳酸菌を

繁殖させる。ナレズシになった魚は，ペプチド，アミ

ノ酸が増えて消化されやすく，旨味が増す。乳酸菌は

増殖して，乳酸や酢酸など有機酸を産生する O やがて

i支床飯と魚は，強烈な匂いと独特の酸つばさを持つよ

うになる。ナレズシにすると季節性のある魚を一年中

にふって食べることができ，頭から骨から尾まで丸ご

と食べられるようになる O 良質のタンパク質源，脂質

源になると同時に，吸収率のよいカルシウム給源、とな

る。また発酵によってビタミン B群なども康生されて，

高滋養食となる。また生きた乳酸磁を多く含む生菌食

品であり，整腸作用などを持ち，薬としても食べられ

てきた。

ところで、魚、油は EPAや DHAなど高度不飽和脂肪

酸を持っているので，酸化に弱い特↑生がある O ナレズ

シは長期間にわたって桶に漬けるので，油脂分が変質

穣協 (2012)



しないかどうか気にかかる。フナは 5%程の脂質を含

んでいる O その脂質の酸化度を発酵過程ごとにカルボ

ニル依で、調べてみたところ， 1年間漬けたフナズシの

油脂の酸化度は，生の魚の油脂と大法なく，魚油の酸

化はほとんど進行していなかった。フナズシは主主石を

充分にかけ，水を張り空気と遮断してiliけるので，桶

のI=tでもは泊脂分の酸化が進まないことが確認できた。

これからも伝統的な手法が科学的にも理にかなってい

ることがわかった。

(2) ナレス‘シのっくり方と乳酸発毒事法

ナレズシは，塩切り工程と飯漬け工程があり 2~

4 i盟r.jJほどで仕上げる生ナレズシと， 1年近く漬ける

本ナレズシとがある。大きい魚も小さい魚もひとまず

にする。その後に御飯と一緒に漬け込んで発酵

させ。数カ月から l年かけてナレズシにする。滋賀で

なナレズシカニゴロブナの魚!tずしである。

魚、はさま本的に何でもナレズシにされる。

ハスズシ。オイカワズシなど，雑魚のメズシ類は，魚、

がtillれた持にまず、塩漬けにておき，食べたい自に合わ

せて飯と合わせる。 1~2 週湖という短期間しか発酵

させないので，街l絞は粒状で残り，魚と一緒1こ飯も食

べるのが特徴である O 魚はそれぞれ個性があり，ナレ

ズシになっても持ち味が残る O それぞ、れ野菜の漬物を

つけるような感覚でナレズシがÜ~~ナられてきた。一軒

当1)の泣ける最は，フナの場合は 10kgほど，他の魚、

の場合は 2~ 5kg ほどである。漬け方にはそれぞれ

祭の流儀があって，塩加減， f割l飯の量，水の交換j去に

迷いが見られ，仕上がりも熟れ加i成匂い，香り，味

にも微妙な差が出てくる。

(3)フナズシのつけ方

ブナズシを漬けるには，まず生きた新鮮なフナを入

手しウロコと紙浮き袋，内臓を取り除く O 水i先後，

問、と内臓の部分に塩を詰めて，溜りにもしっかり塩を

して重石をする O 塩が甘いと身が締まらないし主主臭

みが残ってしまう。 2ヶ月以上塩漬けしたブナを，よ

く洗って，半日ほど千し夏場に御飯に漬けこむ。フ

ナ 10キロに対して， 1i録音反は 3升から 4升を使う。魚、

と魚、が重ならないようにして，飯， フナ，飯， フナと

交互に積み上げていく O 最後に御飯で押して，重石を

しっかりかける。橋の中では，乳酸菌が御飯のj殿粉を

第 107巻第 B号

餌にして，爆発的に増えていく。乳際立iは乳酸を主体

に酢駿，自告書査などの有機酸をilE~し，漬け床の pH は

4くらいまでJ急速に下がる。乳酸濃度は1.5%前後ま

であがり， 1也の雑菌は死滅する。一緒に漬けたf~!J飯は

乳酸菌によって徐々におかゆ状に変わっていく O 魚骨

の硬質部も有機酸で待問をかけて分解されていき，頭

から尾部まで骨ごと食べられるようになる C

(4)フナ以外の湖魚のナレズシ製法

フナ以外では，ウグイ，ハスのナレズシ(第 l図)

が多い。魚種によってっくり方の詳細は異なるが，御

飯で漬けるのは向じである O 麹を l割程入れたり。 111

淑，タテ¥生萎を加える場合がある O 新鮮な魚、を使う

ことが原郊で¥できるだけ早く鱗と鰍， 1勾!肢をとり除

く。小魚の;場合は， 1I長をカットして内臓を出すだけで，

鱗と燃を取らない場合もある O 成魚、はフナズシと同じ

く，卵IJ莫を破らないようにまたIl.e.繋を残さないように

注意しながら，鱗，fiJ!~， 浮袋，内!肢を 11:(り徐いていく。

大きいコイやピワマスは骨が硬いので，三枚に下ろし

骨をはずしてから塩漬けにする。小魚、で lヶ月，成魚

で2ヶ月以上は塩漬けする。;鼠切り後，丁有罪に洗って

から干ーして水切りをして，本泣けにかかる O 米は硬め

に炊いて冷まして使う O 炊きヒり重設で、魚、量の等倍か

ら21音量を使う。橋に御飯を敷いてから魚、を重ならな

いように平らに敷き詰めていく。背開きの魚の場合は，

:ifらに並べ，魚、と魚、の問にも御飯を隙間無く詰めてい

く。その上にltP飯の層，f:去の層とAI脅していく O 上ま

できたら塩を振り込んで竹皮か，ビニールで覆い，二

つ縄を回してから蓋をして重石を置く。

第 1詔ハスズシ
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生ナレズシは，食べ頃を見定め，発酵しすぎない時

点で桶からあげて食べる。小魚、の生ナレズシは熟れ過

ぎると檎の中でE量生してきた有機酸とアルコールでエ

ステルが形成されて，エステル臭が強くなりすぎるの

で，おいしい内に冷蔵庫か冷凍庫で保管するとよい。

大きい魚、のナレズシは数年持つが，それで、も 1~2 年

以内に食べるのが普通である。

(5)祷れ食のナレズシ，神祭のナレズシ

滋賀では正月のご馳走にフナズシが並ぶ。夏に飯漬

けしておいたフナズシを正月に口明けして賞味する。

ブナズシは客呼ぴの日のもてなし料理であり，ハス，

オイカワなど雑魚、のナレズシ類も祭日に合わせて仕込

まれる O 滋賀のナレズシは，日青れ食のご馳走，客呼び、

のご馳走として位置づけられてきた。ナレズシは神社

の祭の神傑にもなっている。夜会でナレズシを食べる

所も多くある。宮行事にナレズシが多く登場するのは，

滋賀県の大きな特徴である。守山市空手i制11の下車rr川神

社のすし切り祭は，今でも毎年 5月5日に盛大に行わ

れている。草津市下寺の天神社，津田江の天満宮でも

1月9日にすし切り干rll事が執りおこなわれる。マキノ

|好関田では，坂本神社に神僕として 4月にウグイズシ

が供えられる。マキノの麿締神社では 7月のお祭りで，

ハスズシが食べられる。栗東町大橋では 5月38に三

輪神社にドジョウズシが泰約される(第 2関)。ドジ

ョウスシは 9月にタデ飯，ナマズと一緒に仕込み，翌

年の春祭までおよそ 8ヶ月間漬けられる O ドジョウズ

シの漬けあカまったものをおにぎり状にして神僕にする。

草津下笠の老杉神社の神僕には，ボテジャコズシが登

第 2~ ドジョウズシ
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場していたが，残念なことにタナゴ類がいなくなって，

今は作られない。

海産物の糠漬けは全悶的に分布しているが，淡水魚

のナレズシは分布が限られている O 奈良，和歌山. I岐

阜などにアユズシがみられるが，滋賀県ほど淡水魚ナ

レズシが多彩で生活と結びついているところは他にな

い。滋賀県のようにナレズシが宮fj-事と密接に結びつ

いた地域は珍しい。滋賀のナレズシ加工は，琵琶湖で

魚、がとれ，おいしい米が豊富にとれる土地柄だからこ

そ必要不可欠の加工法となってきたO 滋賀県は琵琶湖

があるおかげで，日本で最も淡水魚利用法が発達して

きた地域であり，ナレズシ文化が安定的に定着した地

域といえる。その重姿↑生から稲作と結びついた宮行事

の中に地域の一番大事な食として，神撲にされてきた

と考えられる。

3.外来魚ナレズシと鹿肉ナレズシ

魚、だけでなく，日~~肉でも醤油やナレズシにできる。

琵琶湖の国有種であるニゴロブナ，ビワマス，イサザ、

などの生息数は，現子主. in[口や内;胡，湖岸の変化と外

来魚、増加lの影響で減少しつつある。滋賀県は外来魚を

減らそうとリリースを禁止して. rキャッチ&イー

トjを推奨している。その一環で，琵琶湖で増えて闘

っている外来魚、を魚替やナレズシに加工してみた。琵

琶湖のブルーギルは小ぶりな上に背びれや骨が硬く，

ナレズシにするには手間がかかったが，できあがった

ブルーギルナレズシの味は悪くなかった(第 3毘)。

またブルーギルに何も手を加えないで，海と麹だけで、

発鮮させて魚醤lこしてみたところ. 1年でおいしいブ

第3館 ブルーギルナレズシ
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第 4~ ブラックパスナレズシ

第5密鹿肉ナレズシ

ルーギル魚醤がで、きあがった。麹は，米麹でも醤ulJ麹

でもよいが。魚、体タンパク質の分解力は議油麹の方が

強く，より短期間で魚、醤にできることがわかった。ブ

ルーギル加工法としては，魚Wlfi1-乍りがお勧めである。

ブラックパスは，タイ国イサン地方でつくられる酸

ソーセージ(豚肉ナレズシ)を参考にして， ミンチ肉

にしてj主演けしないで，ナレズシに仕込んでみた。こ

れも意外においしい， くせのない一品に仕上がった。

また獣答対策で流通している}ftl:肉も域漬け過程を省略

して， ミンチ肉にして，ナレズシに仕込んでみた。燦

はあるが珍味のおいしいナレズシができあがった(第

4.5図)。乳酸菌加工法は，いろいろ応用がきき，新食

品が開発で、きる。

4. フナズシ飯に含まれる揮発性成分と抗菌性

ヨーロッパのチーズはくせのある突いを持つものが

あるが，滋賀県のフナズシは強烈で、ある。フナズシを

第 107巻第 s号

もらって「これは腐っているのではないかJと捨てて

しまった経験を持つ人は少なくない。しかし小さい

頃からナレズシが身近にあると，このくせのあるナレ

ズシが大好物になってしまう。身体がi床と匂いを覚え

ていて，無性に食べたくなる。身体自身がナレズシの

有効成分を感じ取って，受け入れてくれているようで

もある O タクアンなどの野菜の漬物と同じで，乳酸発

酵した独特の酸味と複雑な匂いは，身体が慣れるまで

時間はかかるが，一度好きになると，やみつきになる。

これに対して，加工食品は初め「おいしい」と反花、し

でも、回数を重ねると飽きてしまい，厭になることが

ある O 発酵食品特有の多検な味成分，匂い成分が飽き

させない要図である。毎年同じように漬けても出来よ

がりは様々であり，奥が深い。それらの強烈な味と匂

いは'慣れるまでは敬遠されるが，一旦好きになると魅

了される。

ナレズシに対するl稽好調変を 1991年， 2010年に実

施したところ警好性は高齢、考ほど高く，去三い世代ほ

ど低い結果となった。しかしナレズシの食経験を積ん

でいくと，階好はどんどん進化し嫌いなものが好ま

しいものに代わっていく O ナレズシの食経験が少ない

人は，ナレズシのもつ香りがそれに対する格好を決定

することもわかってきている O

ナレズシは生菌の塊りであり，整腸作用や免疫賦活

作用が期待できる。人々はこの効果を経験的に知って

おり，風邪やお腹を壊したH守フナズシを食べて癒し

てきた。疲労回復，風邪の予防，冷え防止，腹痛・下

痢の回復に効果があるとされる。これらの効果は滋賀

でも人々の伝承として伝えられており，お践の具合が

惑い持や風邪をひきそうな時には，フナズシが食べら

れてきた。

フナズシから揮発する物立については，松j本51や笠

原 61らの報告があり， 22種類の揮発成分が悶定され，

そのうちエチルアルコール，酢自主， nω 酪自主，かフェ

ニルエチルアルコールおよび乳酸エチルがフナズシの

香りを特徴づける成分であるとされている O 我々 は，

吸務局として Carboxen/ポリジメチルシロキサンを

用いた SPME吸着法で吸着後. GCMSで分析し揮

発成分の陀定を行った。人がフナズシを口に含んだと

きの状態に近い 40'tの場合について詳しく検討した

ところ，期発成分は約 30種類で，それらの多くは，

エステル，アルコールであった。{むにアルデヒド，ケ
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トン，酸，フランが 1~数種類ずつ検出されたへま

た，数種類のフナズシ専丹践で漬けられ，市販されて

いるフナズシについて比較すると，応ごとに速いがあ

ったc どのフナズシからも検出される物質は 12種類

あったO そのうち比較的多量に検出されたのは，酢酸

エチ)v，乳露支コ二チル， 1-プロパノ -)V，エチルアルコ

ール，かフェニルエチルアルコールと酢酸であり，

笠原、が報告したフナズシの香りを特徴づける成分とほ

lま一致していた。すなわち，フナズシの香りは，エチ

ルアルコールによる発酵臭と酢酸による酸臭Iこかフ

ェニルエチルアルコールのパラ臭や乳酸エチルによる

おーい発酵臭，百字書草ヱチルによる果実臭が加わったもの

が基本となり，そこに各専門自の味や風味の違いの姿

国になる揮発成分が様々混合されたものであると考え

られる。

発醇させた魚体と漬床の発醇飯は，雑誌4 に対する抗

菌殺を持っている O フナズシが抗菌力を持つことをパ

レイショ菌および大腸磁を使って確認してきた。発酵

飯とi度接接触させたゲル拡散法で，パレイショ閣を使

って阻止内面積で抗磁力を比較した。フナズシで 2年

経過した発酵飯でも，パレイショ習に対して高い抗菌

性を線認することができた 71。

発酵飯の揮発性成分でも抗菌性を競べている。被闘

した寒天平板を作り，この培地と接触しない71;でフナ

ズシ飯をシャーレの中に設置して， 37度で 2日間J，

恒温培養した。その結果，フナズシ飯の締:発性成分は，

阻止問を形成した。培地表面の中央部でパレイショi3¥i，

第6図 ナレズシ路発性成分の抗菌性

シャーレ(右)中央部にフナズシ飯を置き，上部に

パレイショ臨混成寒天培地を霞いて 37
0

C2日間培養

した。左の中央部透明円の存在が揮発性成分の抗磁

性を示している O
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大腸磁の繁殖が抑えられ，阻止問が形成された(第 6

悶)。

魚を御飯で、発酵させるナレズシの進行役は乳酸菌で

ある 91。いろいろの乳酸菌がフナズシ作りに関与して

いると報告されている o 3年間経過したフナズシでも

位相差顕微鏡で覗くと，まだ多数の細菌が活発に動き

図っており，発酵の威力を感じとることができる。

寿司のルーツともいわれるナレズシは， くせのある

強烈な匂いと香りと旨味を持ち，それがおいしさの源、

である O ラオスやタイを訪問すると，昔の日本のよう

に，人々が自らの手で溺をつくり，ナレズシや塩辛を

つくっている O 発酵食は癖があるが，何度も挑戦する

うちに，最高の醍醐味に出会えるようになる。日本を

始め，モンスーンアジアの人々が培ってきた発酵技術

はしっかり引き継いでいく必要がある。

〈京都築頂大学現代家政学部・滋賀大学名誉教授〉
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