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低利用魚介類を有効利用した魚醤油の醸造

渡辺聡1 • 太養寺真弓1 • 海老名秀2 • 池田徹2

1新潟県農業総合研究所食品研究センター

2新潟県水産海洋研究所

目的

魚介類は日本人の重要な食材で、平成14年では全国で

加工品214万トン、生鮮品136万トンが生産 1)されている。

海岸線が長く漁業が盛んな当県でも魚介類加工業は多枝

に及ぶ重要な産業である。魚介類の加工では、内臓、骨（付

随した魚肉も含む）、魚鱗などが除かれ、可食部分は全

体の50~60%である。このため、全国では200万トン弱（推

定）の食品残さが発生しているものと思われる。除かれ

た内臓等の一部は再加工されたり、肥飼料に有効利用さ

れるものの、殆どが有機系の食品廃棄物として処理され

ている。さらに、漁業現場では、販売及び利用しづらい

小魚等の低• 未利用魚介類の水揚げ時における処理とそ

のコストも大きな問題となっている。

一方、調味料の分野では差別化・高品質化を図るため、

特徴ある香味、安全で安心のイメージを有する素材が求

められており、魚介類由来物のエキスなどは、 BSE間題

で畜産系エキスが停滞する中で需要が高まっている。そ

れに対し魚醤油は、強いコク味が好まれ一時需要が伸び

たものの、輸入品の多くは原料魚種が特定できずアレル

ギー表示上の問題があることや、国内品では特異香の改

善を図った魚醤油が開発2) 3) 4) されたものの、現況の

需要は停滞している。

そこで、県内の漁業現場からのホッケ等の低利用魚介

類及びサケ等加工業者の副産物は魚種が明確なことか

ら、これらを原料とし、醤油麹を加えて発酵管理をする

ことで特異香の低減を図った魚醤油の開発を試みた。

実験方法

1. 原料魚種の選定及び前処理

新潟県水産海洋研究所の調査による新潟近海の低利用

魚介類や一部破棄している魚種中から、海水魚ではホッ

ケ、ニギス及びカニ、淡水魚ではブナサケの 4種を選定

した。

採取した各魚類は、水洗しながら頭部及び内臓を除去

後、一旦冷凍保存した。仕込に際しては、その前 13に

5℃の冷蔵庫にて解凍し、一部脱骨し5cm角の切り身と

して試験に供した。切り身の加熱処理は、蒸煮缶にて

O.OlMPaに達圧後、約10分間蒸し処理した。
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2. 魚醤油の製造方法

(1)醤油麹

醤油麹は県内メーカーの製造した濃口醤油用（大豆と

小麦の元重量が同量）を使用した。醤油麹の水分は26.6

~27. 4%、pH5.7プロテアーゼカ価は550~590u/gであっ

た。

(2)仕込

仕込は約2リットル容量のガラスポット仕込とした。

仕込方法は基本的に醤油製造に準じ、水と食塩で汲水を

調整し、それに原料魚と醤油麹を加えた。また、仕込時

に味噌用酵母Zygosaccharomycesrouxii S965)を仕込量1ml

当たり 1X l06cfuとなるよう添加した。

試醸 1 原料魚の加熱処理有無及び麹添加量を違えた魚

醤油

原料魚の加熱処理の有無及び醤油麹の添加量の違いに

よる魚醤油の性状推移を把握するため、選定した原料魚

中で入手し易く、大型なホッケを使用して試醸を行った。

仕込配合は、予定塩分20%、予定水分56%とし、原料魚の

加熱の有無及び醤油麹の添加量を0、20、40%と違えた。

温度は仕込直後から15日間は約5℃、以後は30℃で管理

し、撹拌・混合は仕込後の1週間は毎日、それ以降は1週

間に1回、 1ヶ月後以降は月 1回程度の頻度で実施した。

サンプリングは40、65、105日目と発酵・熟成終了とし

tこ225日目に行った。

試醸2 魚種を違えた魚醤油と原料脱脂の影響

様々な魚種の魚醤油への適性を把握するためにホッケ

に加え、ニギス、カニ、サケに関して醤油麹を添加した

魚醤油を試醸した。予定塩分20%、予定水分62%とし、原

料魚は加熱処理し、醤油麹を20%添加した。原料処理の

比較としてホッケのみ脱脂処理（水洗15分）後に加熱を

行ったもの、醤油麹を加えずに内臓を加えた区も供試し

た。発酵・熟成は105日間行い、温度管理は試醸 1と同

様に行った。

試醸3 低塩及び高温仕込みによる短期醸造魚醤油

長期天然熟成による脂質の酸化、耐塩性乳酸菌の発酵

による不快臭が魚醤油のオフフレーバーとして認められ



新潟県農業総合研究所・食品研究所センター 研究報告 第39号 2010年

る6) ことから、仕込塩分を低塩化し、高温で短期熟成す

る試醸を行った。魚種は比較的生魚臭の少ないサケを加

熱処理したものを使用した。仕込は、仕込塩分を20(対

照区）、 10%とし、醤油麹を15%加えた。対照区は30℃ ・

60日、低塩区は45℃ . 7日の発酵・熟成を行った。また、

醤油麹による臭いの吸着やマスキング効果を検証するた

めに、麹を加えずに酵素剤（グルタミナーゼSD-ClOOS: 

天野エンザイム）を0.5%添加した試醸も行った。

3. 分析・官能評価

(1)全窒素：標準味噌分析法7) に準拠した。

(2)ホルモール窒素（表中ではFNと表記）：標準味噌分析

法”に準拠した。

(3) pH : 試料に同量の水を加え混合磨砕し、 pHメーター

にて測定した。

(4)塩分：標準味噌分析法”に準拠した。

(5)アミノ酸：試料を0.02N塩酸で適宜希釈しろ過後、ア

ミノ酸分析計（日立製作所L-8500)にて測定した。

(6)官能評価：味噌技術者2名、水産加工技術者3名の計

5名による合議で、試醸品の臭い（生魚臭• 酸化臭・酪

酸臭）、呈味（旨味・コク味）を 5段階（強：＋＋＋、中：

＋＋、弱：＋、微少：土、無：ー）の相対的な尺度で表記

した。

結果及び考察

1 . 原料魚の加熱処理有無及び醤油麹添加量の差異によ

る魚醤油の性状

原料魚の加熱処理有無及び麹添加量の差異による魚醤

油の発酵・熟成に伴う pH及びホルモール窒素の推移を表

1に、発酵・熟成終了時の魚醤油の性状を表 2に示した。

生ホッケに内臓及び醤油麹を加えない対照区は腐造し

た。これは、仕込当初は低温管理したものの、魚肉が末

分解のために食塩の不均ーな状態が続き、この時点で30

℃の温醸管理に切り替えたため、乳酸菌等が過剰増殖し

たものと思われた。

ホルモール窒素は、醤油麹添加区はいずれも発酵・熟

成期間105日目までは増加したが、 255日目では一部微減

するも大差なかった。従来の魚醤油の製造には常温熟成

で概ね5ヶ月 ~2年の発酵期間が必要である 8) とされてい

る。また、内臓酵素によるイワシイシルにおいても、常

温で7ヶ月程度を要する通常の製法に対し30~40℃ ・約

40日の発酵で同等の全窒素に達した 9) との報告がある。

本試醸では生ホッケに内臓を添加した従来法による区を

設定していないものの、旨味等に影響するタンパク質分

解の面では発酵・熟成温度の影響が大きく、醤油麹を添

加し発酵温度を管理することにより魚肉の加熱の有無を

問わず3~4ヶ月程度で十分に発酵・熟成するものと推定

された。

pHはホルモール窒素と異なり 105日以降も低下した。

一般的に魚醤油は、揮発性塩基窒素や塩基性アミノ酸の

影響でpHは醤油よりも高いが、本試醸では醤油麹由来の

穀類成分と、醤油麹由来の乳酸菌及び添加した耐塩性酵

母の穏やかな増殖により低下したものと思われた。

魚肉に対する醤油麹の添加量は、 40%添加したものは

20%添加したものに比ベタンパク分解率は僅かに低いも

のも大差なかったことから、基質となる魚肉に対する醤

油麹の添加量は20%で過不足ないものと推定された。

遊離アミノ酸の構成は、通常の醤油・味噌に比べ、グ

ルタミン酸は同等であった。魚醤油においては、原料魚

種や配合割合等が千差万別で、一例ではしよつつるでグ

ルタミン酸量439.3~721. 8mg/100mlとの分析値10) がある。

醤油麹による本魚醤油であってもアミノ酸量の面では従

来法によるものと大きな差異はないものと思われた。ま

た、穀物のみの醤油には微量であるタウリンを50mg/

100g程度含んでいた。

魚肉には核酸が含まれるためIMP、AMPを測定したが、

発酵・熟成とともに消失し、最終的には検出されなかっ

た（データ略）。これは、イシルでも同様l) であり、原

表 1 原料魚の加熱処理有無及び醤油麹添加量を違えた魚醤油の発酵・熟成推移

前処理麹添加
錮 餌 旱 255日

pH FN (%) pH FN (%) pH FN (%) pH FN (%) 

生，麹なし 6. 33 0.28 （腐造）

生，麹20% 6.42 0. 22 6. 34 0.63 5.80 0. 88 5.24 0.85 
蒸し，麹20% 6.44 0. 29 6. 31 0. 73 5. 70 0. 97 5. 13 0.88 
蒸し，麹40% 6.46 0. 18 6.43 0.55 5.93 0. 74 5. 29 0. 72 

表2 原料魚の加熱処理有無及び麹添加量を違えた魚醤油の性状

前処理麹添加
pH 食塩 TN FN FN/TN 遊離アミI酸(mg/100g)

％ ％ ％ ％ 総量 Glu Tau 

生，麹20% 5. 24 20.5 2. 55 0.85 33.4 5011 581 56 
蒸し，麹20% 5. 13 21. 0 2. 52 0.88 34. 9 4625 618 52 
蒸し，麹40% 5.29 20.3 2.31 0. 72 31. 0 4713 619 52 
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料由来の核酸類は臨油麹や内臓由来のフォスフォターゼ

により消失したと考えられた。

官能評価では、前処理が水洗のみの生に対して蒸し処

理したものは、いわゆる魚の生臭さが弱く、酸化臭も弱

かった。これは、加熱処理により、 トリメチルアミンを

生成する細菌類が減少12) したことと、蒸し処理時に油

分のドリップが生じることから、含有量は未測定である

が原料中の脂質が低減された影響と思われた。魚醤油の

香気について、製造時の魚肉の加熱処理の影響を比較し

たものはないが、特異香低減の一法と思われた。また、

醤油麹の添加が20%のものと40%のものでは、後者が香

り・味とも醤油に近く、良好と評価されたが、一方で、

魚醤油としての特徴が希薄になるとの指摘もあった。

2 魚種を違えた魚醤油と原料脱脂の影響

様々な魚種による魚醤油の官能評価を表 3に示した。

魚醤油の香気成分については、固相マイクロ抽出法で

検出した揮発性成分70種類をもとに考察を行った報告13)

はあるものの、各香気成分すべてを定量することが困難

でその閾値差も大きいことから、官能評価と関連づける

ことは困難である。本試醸では、生魚臭（主としてトリ

メチルアミン等の揮発性塩基類）、酸化臭（脂肪分の酸

化）、酪酸臭（酪酸、イソ吉草酸、プロピオン酸等主と

して細菌発酵による酸類）に大別し、この臭気を経験に

基づく官能により評価した。また、味については、摂取

直後の立ち上がりの味を「旨味」、後味として強いもの

を「コク味」として官能評価を行った。

原料魚種の違いによる魚醤油への滴性は、香気の面で

はサケ＞ホッケ＞カニこニギスの順で、呈味性の面では

サケ＞ホッケこニギス＞カニの順で良好であった。特に

サケは、生魚臭等の特異臭が弱く、評価が良好であった。

魚体の前処理による香気への影響は、脱脂処理（水洗）

により主に酸化臭が低減された。前述とおり加熱処理区

が良好であったことからも、酸化臭の低減には脱脂が有

効であることが分かった。

醤油麹のみを添加した魚醤油は、内臓添加したものよ

りも酸化臭が低減され良好であった。これは、醤油麹に

より脂質が早期に分解されたことや麹自体のマスキング

効果によるものと思われた。また、呈味性でも醤油麹を

添加した魚醤油は、内臓を添加した区より旨味及びコク

味ともに良好であった。

3. 低塩及び高温仕込みによる短期醸造の検討

前述 6) 13) のとおり、魚醤油の特異香は脂質の酸化、

耐塩性乳酸菌の発酵による影響が示されていることか

ら、サケを用いた低塩及び高温仕込みによる短期醸造の

効果を表4に示した。

予定塩分10%、仕込温度及び発酵・熟成温度を45℃と

し7日間の短期醸造した魚醤油は生魚臭、酸化臭及び酪

酸臭はいずれも減少した。魚醤油の香味改善に麹や酵素

剤を加えた例は多数あるも、低塩下で高温管理を行った

ものはない。一方、通常の内臓酵素により40℃及び50℃

で熟成を行った事例 9)では、原料由来の乳酸が多くなる

も発酵・ 熟成期間を通じてプロピオン酸や酪酸は検出さ

れず、本結果でも酪酸臭の低下が見られた。また、本試

醸では、醤油麹による消臭効果の影響を低減するため、

醤油麹の添加量を試譲l及び2よりも少ない15%とした

が、香気はむしろ良好であったことからも、高温短期醸

造は香気改善に有効であると推定された。

一方、低塩下で病温発酵・熟成した場合のホルモール

窒素は0.86%と高く、官能評価でも旨味や甘味は良好で

あった。しかしなから、コク味とされる魚醤油の独特な

香味は弱かった。

酵素剤による魚醤油は醤油麹添加したものより特異香

がやや強いため、醤油麹自体による臭いの吸着やマスキ

ング等の消臭効果が示唆された。呈味ではホルモール窒

素値は大差ないも、酵素剤によるものは官能評価で旨味

がやや劣った。

表3 様々な魚種による魚醤油の官能評価

魚種等
臭気 味

生魚臭 酸化臭 酪酸臭 旨味 コク味

ホッケ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

ホッケ，内臓25% ＋＋ +++ ＋＋ ＋ ＋ 

ホッケ（脱脂） ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

ニギス +++ +++ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

カニ ＋＋ +++ ＋＋ ＋ ＋ 

サケ ＋ ＋ ＋ +++ ＋ 

表4 サケを用いて低塩・高温熟成した魚醤油の性状

配合等
熟成温度熟成日数

pH 
FN 臭気 味

（℃） （日） （％） 生魚臭 酸化臭 酪酸臭 旨味 コク味

塩分20%,麹15%(対照） 30 60 5.89 0. 79 +++ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

塩分10%,麹15% 45 7 5. 99 0.86 ＋ ＋ ＋ 111 ＋ 

塩分10%,酵素剤 45 7 6. 99 0.88 ＋＋ ＋ ＋ +++ ＋ 
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要約

(1) 従来の魚醤油は、常温熟成で概ね5ヶ月 ~2年の発酵

期間が必要であるが、魚肉量に対して醤油麹を20%添加

して、発酵・熟成温度を30℃とすることで3~4ヶ月程度

で同等のタンパク分解率となった。

(2)原料魚の魚醤油への適性は、香気の面ではサケ＞ホ

ッケ＞カニこニギスの順で、呈味性の面ではサケ＞ホッ

ヶこニギス＞カニの順で良好であった。

(3)原料処理の差異による酸化臭は、水洗脱脂蒸し処理

＞蒸し処理＞生鮮の順で弱かった。

(4)予定塩分10%、仕込温度及び発酵・熟成温度を45℃

として短期間醸造することにより生魚臭、酸化臭及び酪

酸臭を低減した魚醤油が製造可能であった。
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