
１．　は　じ　め　に

　日本人の主食である米の消費量が，食の多様化を背景
に，減少し続け，ついにパンの消費量に逆転された（表
１）。
　日本のコメ農家は１１０万戸に登り，国内産の占める割合
はほぼ１００％。それに対して小麦は９０％近くがアメリカな
どの海外産。しかし，消費の減少ほどに主食用米の作付
け面積は減少せず，過剰作付けだけ拡大し，米の価格が
低下している。日本農業はコメ生産を核に組み立てられ
ており，日本の農家は存亡の危機にあるといってよい。
そのように農業が活力を失う地方において，雇用機会が
失われ，地方から都市に人が流出し，地方の人口減少に
歯止めが利かなくなっている。食文化の大きな変化がも
たらす今回の流れは，なかなか変えられない。TPPに備
え政府の農業改革も本価格化し始め，農林水産省によっ
て立ち上げられたフードアクションジャパンでは，米粉
を使った料理や加工食品などを提案し，米そのものでは

なく粉にすることで米農家の未来を探り始めた。これか
らの日本の農業や地域を活性化させるためには「米」の
加工がポイントだと考え，企業連携を前提に米粉の商品
化に取り組んだ。

２．　方法　～企業との連携によるお米の商品開発企画～

　今回２社（株）増田製粉，酒井酒造（株）との連携に
より米の加工食品の商品開発を行った。
　増田製粉との連携は２０１２年～２０１４年下記内容で行った。
　・レシピ提案　米粉の特性を生かしたレシピ
　・レシピ提案　粉物メニュー代表「お好み焼き」レシ

ピ
　酒井酒造との連携は２０１２年～２０１４年下記内容で行った。
　・商品企画第一弾　既存商品のブラッシュアップ
　・商品企画第二弾　イセヒカリ米のブランディング
　　商品企画の第二弾に関してはアンケート調査も行っ
た。
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表１　アンケート用紙

アンケート
①甘酒を良く飲みますか？
②甘酒はどのタイプ（米麹・酒かす）を飲みますか？
③甘酒を料理の調味料として使用したことがありますか？
④有機食材や玄米を食べるなど健康食志向が強いですか？
⑤今日の甘酒についてお尋ねします
　　ⅰ見た目はいかがですか？
　　ⅱ味はいかがですか？
　　ⅲ甘さはいかがですか？
　　ⅳのど越しはいかがですか？＋食感
　　ⅴ購入希望価格は？
⑥その他何かあればお聞かせ下さい。図１　２人以上の世帯の米とパンの１年あたり支出額

（平成１２～２３年）

総務省「家計調査」ベース：２人以上の世帯から



３．　結 果 と 考 察

　商品開発にあたり，３つの方向性で付加価値を付けて
いった。
　・お米を砕いて使う　米粉の魅力的なレシピ開発
　・お米を発酵させて使う　日本酒のブラッシュアップ
　・米の付加価値を高める為のブランディング。イセヒ
カリ米

（１）　増田製粉との取り組み
　米粉の普及のために，小麦粉に変わる食材として特徴
を生かしたレシピ開発を行った。まず，小麦粉と比較し
ながら米粉の特徴を挙げる。
「・小麦粉よりも良質なアミノ酸が多く含まれている。
・小麦粉に比べエネルギーが低い。
・油の吸収率が低くおさえることができるので摂取カ
ロリーが抑えられる。揚げ物等薄衣なのでより素材感
が味わえ，カリッとした食感やサクサク感を時間が
経っても楽しめる。

・小麦粉に比べ消化のスピードが緩やかで，腹持ちが良
い。もちっとしていてよく噛むため満腹感が得られる。
・お米の甘みがあるので，小麦よりも砂糖などの調味
料を抑えられる。

・豆乳などとアレンジすると，日本の古くからの食「お
米とお味噌」に匹敵するパーフェクトな必須アミノ酸
を摂取する事ができる。

・小麦粉より給水率が高く，さっと溶け，だまになりに
くい。
・小麦粉に含まれる「グルテン」がないので，かき混
ぜ過ぎても粘りが出る心配がない。
グルテンを含む事のメリット→ふっくらとさせる（パ
ンを作るには必須）グルテンを含まないメリット→ベ
シャメルソース等も牛乳に溶かし火に掛けるだけで簡
単にできる。小麦粉はだまになりやすい。
・国内産のものがほとんどなので安心安全」１）

※　気流粉砕の米粉と今までの上新粉の違い
　従来の上新粉を小麦粉製品に使用すると，ざらつい
た食感になる，膨らまない，などの問題があった。そ
の原因は，粒子が粗く表面が削り取られ１つ１つの澱
粉粒が潰れ凹凸がはっきりしていなかったためと考え
られる。技術の向上により粒子を細かくし，でんぷん
の損傷度も低い米粉の開発により，加工品の品質が向
上している２）。今回この気流粉砕を使用。

　①レシピ提案　米粉の特性を生かしたレシピ
戦略
　上記の特徴を生かし高騰している小麦粉の代用とし，
米粉の特徴ごとに日常料理に手軽に使用できるレシピを
提案。→パンフレットを作り小売店に配布し。消費者や
小売店の米粉に対する意識を高める。

　日常使用頻度向上のため，「小麦粉や片栗粉から転換さ
せる」契機となる使用方法４パターン３）を紹介するレシ
ピ構成とする。
・アピールポイント　つなぎになる。
　ごぼうのさつま揚げ
・アピールポイント　簡単とろみ付け。
簡単米粉グラタン（米粉を牛乳に入れ溶かし温めるだ
け。ダマにならす簡単。）
にんじんの米粉スープ。
・アピールポイント　もちっとした食感。
　ボローニャソースのもっちり米粉のニョッキ
　ごぼうのさつま揚げ・米粉でお好み焼き
・アピールポイント　揚げ物がからりと揚がり，さくさ
くとした食感になる。
　鶏もも肉の彩り野菜りんご酢あんかけ
　②レシピ提案　粉物メニュー代表「お好み焼き」レシ
ピ

戦略
　広島でもおなじみのお好み焼きのレシピ提案。
　お好み焼きは全国的にも人気の商品。小麦粉から米粉
に代えるメリットはカロリーが抑えられ，腹持ちも良く，
もちもちした食感を感じられる事。しかし。小麦粉のよ
うな粘弾性を有する特徴的な蛋白「グルテン」を持たな
い米粉では広島風のように薄く伸ばし調理することは難
しい。生地と他材料を混ぜ合わせる関西風レシピにし，
お好みソースの画一的な味付けに頼らず，オリーブオイ
ルやトマトケチャップ等のバラエティーある味付けにす
ることで，オードブル感覚で食べられる物とする。適量
の粉末山芋粉とベーキングパウダーを入れ粘りと膨らみ
をプラスさせることで食感を良くする。
・出汁でいただく和風お好み焼き
　たけのこ・しいたけ・エビなどを入れ出汁で食べる。
・パリパリお好み焼き餃子
薄く焼いた生地に餃子の具をはさみ，ラー油入り醤油
で食べる。
・カレー味インド風お好み焼き
カレー粉や生姜などスパイシーな味付けをし，マヨ
ネーズをかけて食べる。
・ガレット風お好み焼き
牛乳とさっと混ぜ合わせ生地を作る。（そば粉のように
寝かせる必要がない。）
・魚介とレモン味スペイン風お好み焼き
アサリやエビ，イカなどの魚介類を入れオリーブオイ
ルとチーズをかけて食べる。
・トマト味イタリア風お好み焼き
トマトペーストを入れた生地にトマトソースをかけて
食べる。
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（２）　酒井酒造との取り組み
　岩国　酒井酒造とイセヒカリ会と連携し日本酒・甘酒
の商品開発を行う。
①商品企画第一弾　　既存商品のブラッシュアップ
戦略
　米・水・人にこだわり４）内外の賞も受賞している酒井
酒造は多くのファンを持つ。米の精米度を上げ，フルー
ティなワインに味を近づける最近の日本酒の傾向に迎合
せず，逆に酒井酒造の味を守り続ける事が差別化と考え
た。しかし日本酒離れの進む中，固定ファンだけでなく
幅広い年代へアピールできる商品とする為に，販売戦略
を考え訴求力を高めるラベルデザインなどを企画する。
第一弾として東急百貨店の期間限定商品に人気イラスト
レーターとコラボしたラベルを制作。
　以下をポイントとする。
・２０代～３０代の女性が引き付けられる配色及びデザイ
ンである事。
・パーティやレストラン等でも飾りたくなるようなデ
ザインである事。
・一目で岩国の酒とわかるモチーフを使う事。
②商品企画第二弾　　イセヒカリのブランディング
戦略
　酒井酒造と岩国イセヒカリ会との協議を重ね。ストー
リー性のあるイセヒカリ米（酒米として現在使用されて
いる。）をブランド化することに決定。イセヒカリを資産
として形成し，イセヒカリ＝おいしい・めでたい・あり
がたい・環境に優しい・神様・ご利益・幸福などイメー
ジを醸成していくことで，説明不要の価値を付加する。
「イセヒカリ」と名が付く関連品を拡大し，地域の資産と
なるよう形成する。
　※　イセヒカリのストーリー
　イセヒカリは，平成元年に伊勢神宮神田で発見され
た「コシヒカリの変種」。平成元年の秋，伊勢地方を二
度も台風が襲い伊勢神宮の神田も被害を受け，完全に
稲が倒伏してしまった。その中にたった二株だけキレ
イに直立していた稲が発見された。後にその二株は奇
跡のお米とされ「イセヒカリ」と名付けられ現在も神
社庁が管理し伊勢神宮に奉納されている。又，耐病
性・収穫性に優れ農薬や農家の手が少なくて済むイセ
ヒカリが，日本の農業を救うとまで言われている。岩
国のイセヒカリは，原種種籾を保存，その発展を地道
に守り続けてきた。又，無農薬，無化成肥料，草取り
は人の手で行われ大切に育てられている。
　しかしまだまだ広く認知されていない状況。
　ⅰ，イセヒカリのストーリー性や伊勢神宮との関係が
深い事から，慶事の席にふさわしい象徴的商品を企
画しアピールする。以下をポイントとする。
　・持ち帰りやすくするためにコンパクトにすること。
　・五橋イセヒカリ木桶づくり生本純米酒 ３００ ml「イ

セヒカリ米」４５０ gをセットにした商品とする。
　・日本の慶事の色，朱色と白を使い，一目でお祝事
での商品とて理解される事。

　・和紙をイメージさせる箱や紙・水引などを使用し
日本らしさが表現されている事。

　ⅱ，イセヒカリ玄米を胚芽も含み丸ごと使用し，米・
米糀のみで甘酒を作り，健康食品として神社のお土
産商品として売り出す。
　・なぜ甘酒か！
　米麴でできている甘酒は，ビタミン・ブドウ
糖・アミノ酸が入っており，飲む点滴と呼ばれる
ほど栄養価が高い。常温や冷やして飲む事がさら
に効果を生むとして熱中症対策飲料としても注目
されている。（甘酒という言葉は俳句では「夏」の
季語であるほど。江戸時代は夏にこそ好まれて飲
まれていた飲料だった）５）。
　健康食品として甘酒の需要が増え，特に女性客
向けとして酒造メーカーが様々なタイプの甘酒を
開発・販売している。イセヒカリは無農薬・無化
成肥料で作られているので，玄米丸ごと使う事で
その価値が高まる。付加価値を高める為に甘酒が
効果的と考えた。

　・外部調査　市場マーケット
　東京での甘酒商戦が激化。酒造メーカーなどが
流行発信となる複合施設に軒並み出店し，甘酒を
店頭販売している。訴求力を高めるプレゼント仕
様のボトルデザイン等を展開している。
福光屋　東京ミッドタウン店
古町糀製造所　銀座松屋店
八海山　千年こうじや（八海醸造株式会社）
COREDO室町店

・内部調査　試飲アンケート
　この商品は象徴的商品としてではなく，一般流
通で販路を広げ，イセヒカリの認知度を上げる商
品と位置付け，一般の女性をターゲットに作られ
る商品なので，アンケート調査した。

　・対　象　２０～６０代　女性を中心に　３０名
　・時　期　２０１４年７月～８月

　３－（１）で掲げた増田製粉との米粉のレシピ提案及び
小売店配布用パンフレット製作は資料１の様に出来上
がった。米粉の特徴を端的に表す簡単レシピを作り，撮
影スタイリングは配色や器に流行を取り入れ，若い主婦
でも視覚的に引き付けられる物に仕上げた（資料１）。お
好み焼き開発にあたっては洋風な味のバリエーションを
つけ，パーティ料理などにもアレンし易いレシピとし，
比較的に入手しやすく，食べやすい人気の食材「トマ
ト・カレー・チーズ」等を使う事で子供から大人までの
幅広い層で受け入れられる味付けに仕上げた（資料２）。
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　３－（２）で掲げた酒井酒造との取り組みでは，既存の
日本酒ラベルをイメージとは異なる配色にし，視覚的効
果を狙いながら錦帯橋や杯など象徴的なイラストを配す
る事で五橋の酒と認知いただけるデザインを仕掛けた。
又，季節ごとにラベルの色を変え，毎回完売となってい
る（資料３）。
　イセヒカリのブランディングにおいては，お祝酒「イ
セヒカリ木桶づくり生本純米酒 ３００ ml」と「お祝米イセ
ヒカリ米 ４５０ｇ」の組み合わせのセットにした。
　パッケージは文字の黒を除きすべて白の朱色の二色で
展開。紙も厚手のミューズコットンを使い高級感・上質
感を作り出した。まだまだ研究途上の無農薬米なので米
の食味値が安定していない為昨年は販売を控えた，現在
安定供給を目指し，イセヒカリ会では取り組みを始めて
いる。販路としては現在三越などで展開され始めたが，
これから地元岩国のホテル・神社・結婚式場などで展開
していく予定。イセヒカリの背景を伝える為のパンフ
レットも製作した（資料４）。
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資料１　米粉レシピパンフレット

資料３　プレミアム五橋

資料２　お好み焼きパンフレット



　イセヒカリ玄米の甘酒についてのアンケート結果は以
下のようになった。
①甘酒を良く飲みますか？

②甘酒はどのタイプ（米麹・酒粕）を飲みますか？

③甘酒を料理の調味料として使用したことがあります
か？

④有機食材や玄米を食べるなど健康食志向が強いです
か？

⑤今日の甘酒についてお尋ねします。
ⅰ見た目はいかがですか？
　・濃厚でおいしそう。
　・おいしそう
　・やさしい色合いで良い。
　・良い
　・さらっとしてる感じがした。
　・粒が見えてどんな味なんだろうと興味がわく。
　・特になし。
ⅱ味はいかがですか？
　・おいしい。飲みやすい。
　・香ばしい，もっととろみがあっても好き。
　・甘酒とは違う味を少し感じます。
　・おいしい
　・普通の甘酒とは違う味を感じる。香ばしい
　・香ばしさがおいしい。
　・とてもおいしく飲みやすかった。
　・少し糀の風味がインパクトとして強いかと思ったが，
後からすぐに　抜けて飲みやすかった。

　・甘いがおいしい。普段飲んでいるものより糀臭が少
ない気がした。

２５地域活性化における米の商品企画

資料４　イセヒカリパンフレット
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図２　アンケート①



ⅲ甘さはいかがですか？
　・甘味が強い
　・丁度良い甘さ
　・最初甘く感じるが後に残らない。
　・あまり甘くない。
　・はじめは甘味を強く感じたが，口の中に残らないの
で，さっぱりとしている感覚が後味としてよかった。

　・もう少し甘みを抑えてもよい。
ⅳのど越しはいかがですか？＋食感
　・胚芽をかみかみとして食べる感じが好きです。
　・のどに少しひっかかる。お年寄りなど歯の間に残り
そう。

　・のどに胚芽が残る感じが気になる。
　・少し残る
　・口の中に残る感じがあります。
　・少しザラザラ感が気になる。
　・胚芽が香ばしさを感じるが，口に残り後水を飲みた
くなる。

　・胚芽が気になる。
　・飲むというより噛んでしっかり体に取り入れるとい
う感覚。

　・どろどろした甘酒が苦手なのでのど越しが良かった
です。

　・口中に粒が残る感じがしました。
　・もう少し粒が少ないほうが飲む場合飲みやすいかと
思う。

　・粒粒はあまり気にならない。
　・胚芽が気になる。
ⅴ購入希望価格は？

⑥その他何かあればお書き下さい。
　・炭酸割りがおいしい。
　・飲み方のレシピが欲しい。どんな効能があるとか。
　・胚芽を入れるのであればその栄養面をきちんとした
根拠がお知らせできれば，ざらざらとしても良いと

思います。
　・胚芽の良さを端的に表すことが難しいと思います。
　・甘酒のお料理レシピが知りたいです。
　・あまり甘ったるくなかったのでおいしかったです。
　・料理で使ったみたい。
　・のど越しを良くするならば胚芽をもう少し少なくす
る。逆に食べる甘酒として胚芽の存在感を生かす。

　上記の結果から東京などの都市部ではかなり売上げを
伸ばしている甘酒だが，広島など地方では普及率はまだ
低く，販路を広げ，売上げを上げる為には米糀甘酒の効
能やおいしさ，料理への活用方法などを周知させる必要
性を感じた。そのために
　・一般の小売店のみではなく，健康食品取り扱いの店
舗への売り込み。

　・女性誌やロハス系雑誌（天然生活など）への掲載の
積極的売込み

　・簡単な料理レシピを裏ラベルなどに記載する
　・薬事法でその効果や効能などは記載できないので，
身体に良い飲み物である事を感じさせるラベルデザ
インとネーミング・コピーで表現する。

などが必要と考え製作した。商品品質自体については，
①見た目， ②味とも全員好印象を持っている。③甘さに
ついては，若干甘すぎるとの意見もあったが，丁度良い
と感じている人が大半を占めた。炭酸で割った（１：１）
甘酒スパークリングは大変好評。炭酸で割る事で甘さが
軽くなり，爽やかさがプラスされる事が要因と考えられ
る。①・②・③については問題ないが④ののど越し・食
感については若干の課題がある。飲み進めるうちにのど
や口に残る胚芽が気になるとの意見が多く改善すべき。
ただ，胚芽の香ばしさが個性であるとのご意見も多く，
商品のコンセプトを考慮すると胚芽をすべて排除するの
ではなく，今後胚芽量を半分程度に減らす事ができれば，
課題を克服しこの甘酒の個性としてアピールができる。
このアンケート結果も考慮し，裏面の表示ラベルには飲
み方・使い方を簡潔に表記し，ラベルなどには身体に優
しいイメージをアピールできる色や構成を考えたデザイ
ン・コピーにした（資料５）。
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資料５　玄米甘酒ラベル　表裏



　又，イセヒカリ自体を一般消費者に周知してもらう為，
イセヒカリのストーリーを判り易くまとめたパンフレッ
トも製作し店頭に置く事とした。販路としてはまず伊勢
神宮のお土産横丁での販売を手始めに小売店など決定し
ている。

４．　ま　　と　　め

　日本の米の未来は農業の未来であり，また農業の未来
は地域の未来とも言える。活力ある地域再生を目指す為，
現在抱えている地域問題①「超高齢化・人口減少」，②
「地域産業の成長・雇用創出」を解決させなければならず，
解決のためには米の生産量・消費量の増加が必須である。
今後パンやパスタなど食のグローバル化は米離れをいっ
そう進めるであろうと推測される中で，需要に応じた生
産が求められる。２００８年から米の生産調整の態様として
認められた「米粉用米」が農家の収益性の改善を図ると
期待されはじめた。小麦粉に代わる米粉として消費を拡
大させる発信が必要になる。さらに，酒などの米の加工
品の新たなる見直しやジャパンブランドとして世界に発
信できる地域米のブランディングなども同時に進めなけ
ればならない。今，道の駅や産直市場系の流行と六次産
業化の推進により様々な開発商品が乱立している。飽和
状態の中一定の成果を上げる為には，企業と食の専門
家・地域が一丸となって明確な戦略やコンセプトの下，
消費者にその商品の情報が伝わりやすい仕掛けを作る事
が大切と考えた。トライアルユースの喚起には感性への

訴求が重要視される為，フードコーディネーターはフー
ドプロデューサーとして味の開発のみではなく，コピー
やパッケージ，販路開拓や売り方開発までを携わりトー
タルで企画するべきである。今回２つの企業と米生産者
との共同開発に当たり，米の消費において重要な３つの
方向性から考えた。まず消費者が米粉を使う動機付けと
なるためのレシピ開発→パンフレットづくり。消費者動
向を見据えた日本酒ブラッシュアップ。ストーリー性の
あるイセヒカリ米ブランディングである。消費者の目線
に立ち，商品の特徴を捕まえ，「何を伝えたいか・どんな
商品か」をシンプルに明確に表現できている物が出来上
がったように思う。今後売上げなど推移を見ながら，さ
らなる商品作りやプロモーション活動など展開していく
予定である。
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Summary

The future of Japanese rice farming, it is not exaggerating to say, means that of agriculture as a whole in a district, 
and the future of agriculture means that of the district itself. Many rural areas in Japan have similar problems these 
days, which include 1) super-aging phenomenon and depopulation, and 2) lack of industry and employment. An 
increase in rice production and consumption could be helpful to solve the problems and consequently to activate the 
areas. Rice consumption in Japan, however, has been steadily declining for some decades because the diet of 
Japanese people diversified and we came to eat more and more bread or pasta or others. This trend seems to be main-
tained for the future, and so the rice production to meet people’s needs is necessary for its increase. Under the 
circumstances, “the rice for rice powder,” admitted in 2008 as a manner of production adjustment, is expected to 
improve the profitability of rice farms. The use of rice powder as a substitution for flour should be introduced widely 
to expand its consumption. At the same time, it is imperative to revise processed products of rice, such as rice wine, 
“sake” in Japanese, and to proceed the branding of local rices to make them accepted globally. In current Japan, 
“michi-no-eki (roadside stations)” and “teikei markets” selling farm-fresh vegetables are very popular and the 
so-called sixth-order industry is actively promoted. As a result, many processed products of crops are competing with 
each other. For a developed product to attain some good sales in this saturation, corporations, food specialists and 
the community must join together and make a strategic move to convey the product information to consumers under 
the clear and accurate concept. To inspire its trial tasting, appealing to consumers’ senses is crucial. Food stylists are 
required to design the whole product as a food producer, from its taste to its advertising copy, package, market and 
sales method. In this actual product development in association with two companies and rice producers, I approached 
to the expansion of rice consumption in three ways, which I considered equally important. The first was working out 
new recipes of rice powder and providing the brochures to introduce them as a way of motivating its consummption; 
the second was brushing-up of an existing article of Japanese sake in light of the future trend of consumption; the 
third was branding of Isehikari rice along with its specific plot. Trying to grab the characteristic of the materials and 
examine the products from consumers’ viewpoints, we succeeded in embodying straightforwardly and clearly our con-
cept of what messages we wanted to convey with the products, and of what kind of merchandise they should be. We 
will see the transition of their sales and work on new products and their promotion.




