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ヒガシマル醤油株式会社 中田佳幸 

株式会社高田商店 高部正温 

醤油醸造に適した大豆『こがねさやか』      

の商品開発に向けた取組 

2014.11.13 「強み」のある農畜産物づくりセミナー 資料
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 中でも原料は播磨平野を中心に品
質にすぐれた播州小麦や米が栽培さ
れ、近隣の佐用・宍粟両郡では「三日
月大豆」と呼ばれる良質の大豆が収
穫されました。さらに町の南西部にあ
る赤穂では有名な赤穂塩が生産され
るという、きわめて恵まれた場所に位
置していました。  

 

 
たつの市は、播州平野の西部に位置
した城下町です。瀬戸内特有の温暖
な気候に恵まれ、町の中央を流れる
揖保川（いぼがわ）の醸造に適した軟
水や近隣からの原料入手に加え大消
費地の存在と揖保川、瀬戸内海を利
用した水運の便が古くからこの町を醤
油の産地として発展させました。  

淡口醤油の故郷～兵庫県たつの
～ 

                                                                                                                                        

兵庫
県 

たつの市 

たつの市 

http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/profile/index.html
http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/profile/index.html
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経営理念と品質目標 

１．お客様からは   

   「ヒガシマルの商品があって良かったなぁ」 

２．お取引先からは  

   「ヒガシマルと取引して良かったなぁ」 

３．全社員からは 

   「ヒガシマルに勤めて良かったなぁ」 

４．地域には  

   「ヒガシマルという会社があって良かったなぁ」 

       と心から言われる会社作りを目指します 

「産地から食卓まで」を見据え、「淡口醤油とだしの融合」による 

上質な味を消費者に提供することで日本の食文化に貢献する 

三位一体像 

品質目標 

経営理念 
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● 小麦 

 １９９８年度 全量国産麦に切り替え         

  ２００１年度 地元麦のテスト栽培を開始 

  ２００２年度  地元麦の実証圃栽培開始 

  ２００６年度   ８００トンの収穫 

  ２００８年度   １，８００トンの収穫 

● 米 

 ２００５年度 高蛋白米の栽培試験開始 

 ２００８年度   １５０トンの収穫  

目に見える原料調達へ 
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目に見える原料調達へ 

● 大豆 

  ２００６年度  地元大豆の栽培試験開始 

     『サチユタカ』 

 ２００７年度  30トンの収穫 185Kg/10a 

 ２００８年度  70トンの収穫 245Kg/10a 

 ２００９年度 200トンの収穫 300Kg/10a 

 ２０１０年度 『タマホマレ』栽培 

 ２０１４年度 『こがねさやか』 

       （『たつまろ』ﾃｽﾄ栽培） 

   
※2010年度よりタマホマレの倒伏防止の為､ 
  摘心技術を導入。 
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契約栽培による地場産高品質完熟
小麦で醤油造り 

ヒガシマル醤油株式会社（兵庫県たつの市） 

【連携団体】 

兵庫県手延素麺協同組合、龍野醤油協同組合、 

たつの市農林水産課、兵庫県立農林水産技術総合
センター、龍野農業改良普及センター、ＪＡ全農兵庫
県本部、ＪＡ兵庫西、(株)高田商店、生産者（ＪＡ兵庫
西管内農業法人、集落営農、 

大型農家等約８０団体） 

【地域経済への効果等】 
●地域における完熟小麦栽培は、平成15年の面積15ha、収穫量50t が平成19年に 
は500ｈａ、1500tまで拡大したことにより、『龍野乃刻』に加え、淡口醤油への使用量 

も飛躍的に伸びており、農業側にも商工側にも大きな経済効果が生まれた。 
 

●今後、同じく地場産業である手延素麺での取組の拡大が期待される。 

               2008年 

 ５２．地域プレミアム食品の開発をめざした地元産完熟小麦の栽培 

農商工連携８８選 
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連携体制図 

【取組の概要】 
 

  地元穀物商社（事務局）を核として、地場２大産業である「淡口醤油」「手延素麺｣と、国
内有数の畑作地帯を管轄するJA兵庫西や行政をはじめとする関連指導機関など計１０団
体が､地域で強い繋がりをもち種々の農商工連携プロジェクトを展開している。 
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【連携構築】 
 生産・実需双方にメリットが創出･享受されることを基本理念に各団体が役割を明
確にして活動することで、取り組みの継続・拡大､そして地域社会貢献に結び付い
ている。 
 生産者側 ---- 反収増による収入の増大、作業労力の軽減、実需一括購入、等 
 実需者側 ---- 原料の安定調達、安心安全の確保、品質の向上、製品の差別化、等 
 

【活動内容】 
• 関係者全員による圃場巡回研修の実施や栽培履歴の記帳・検証、各生産者の品質･ 
  収量の公開、開発･使用商品の生産者への配付等により、情報を共有し相互協力す 
  ることで取り組 みの充実を図る。 
• 小麦契約栽培に加え、醤油醸造用大豆及び米栽培による輪作体系の確立、圃場有 
  効利用 の促進などの連携を進め、生産者の所得安定・向上を目指す。 
• 醤油製造の副産物（廃棄物）として産出される絞り粕（年間約 ５,０００トン）の肥料及 
    び飼料と しての有効性を実証。肥料としては契約圃場の地力向上（土作り）を目指し 
  た資源循環型の取り組みを実施している。 
 

【商品・サービス】 
 目にみえる良質な原料の安定調達は、「安心・安全」と並んで商品の品質向上に
大きなメリットがある。当社の最高級淡口醤油『龍野乃刻』や、兵庫県手延素麺協
同組合のプレミアム商品である手延素麺 揖保乃糸『播州小麦』など高品質・高付加
価値商品となり、出荷を順調に伸ばしている。 



国産原料使用淡口醤油 

2002年   龍野乃刻 発売 国産原料使用 

2006年      〃   兵庫県産原料使用（播磨産 小麦） 

2007年      〃   兵庫県産原料使用（播磨産 大豆・小麦）  

2009年      〃   播磨産原料使用（播磨産 米・大豆・小麦）   

2012年8月 特選丸大豆うすくち 国産原料使用 

2013年8月 超特選丸大豆うすくち『吟旬芳醇』発売 国産原料使用 

2014年8月 特選低塩丸大豆うすくち 発売 国産原料使用 
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 淡口醤油醸造用の契約栽培大豆とは 

反収が高く、栽培・収穫が容易である 
   

大豆栽培暦に従った栽培方法を遵守する 

   『栽培技術・栽培管理』を基に生産する 
  

高タンパクで、糖質とのバランスがとれた中小粒大豆 

  ・ 淡口醤油醸造に適した成分： タンパク質 40%以上 

   ・ 本来大豆が有する糖質やタンパク質などの有効成分を 最大 

   限に高める    

  ・ 中小粒大豆： 醤油醸造工程での浸漬、蒸煮、製麹適性に優 

   れた原料 
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醤油の製造工程 淡口 

混合 

種麹 

大豆 

塩 

小麦 
炒る 

蒸す 

塩水 

あっさく 

圧搾 仕込み 

もろみ 
火入 

おり引 

ろ過 

充填 出荷 

30℃程の部屋で原料 

に麹を生育させます。 

ここで味が決まる！ 

約６ヶ月タンク 

に置き発酵、 

熟成させる。 

せいきく 

製麹 

米 
甘酒 

淡口醤油の大きな特徴です。 

色の鮮やかさと、味のまろや
かさは甘酒によるものです。 

加熱により、芳醇
な香りと赤みのあ
る色調となる。 



醤油醸造模式図 

タンパク質 

小麦 

大豆 蒸煮：変性 

焙炒：α化 

麹の酵素 

アミノ酸 

糖質 

乳酸 

ｱﾙｺｰﾙ 

糖 

乳酸菌 

酵母 

旨味 

酸味 

甘味 

香り 

原料処理 

45時間 

製麹 諸味 

6ヶ月間 
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『こがねさやか』 
１．たんぱく質含量は「サチユタカ」と同程度の高タンパク品種である。 

２．種子の大きさは、「タマホマレ」と同じ中粒品種である 。 

３．「サチユタカ」より多収である。 

４．ウイルス病抵抗性は中～弱、紫斑病抵抗性は強である。 

５．裂皮、しわの発生は同程度かやや少なく、外観品質は「サチユタカ」を上回る。 

６．リポキシゲナーゼ（L-1,2,3全欠）を欠失しており、豆乳では青臭みが少ない。 

 

新品種の特徴 

『たつまろ』 
１．たんぱく質含量は「サチユタカ」と同程度の高タンパク品種である。 

２．種子の大きさは、「タマホマレ」より小さい、『中小粒品種 』である 。 

３．「サチユタカ」に比べ、極めて多収である。 

４．ウイルス病抵抗性が強い。 

５．裂皮、しわの発生は同程度かやや少なく、外観品質は「サチユタカ」を上回る。 
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大豆品種栽培テスト 
（Ｈ25年大住寺(A)･御津西部(B)営農組合試験圃場） 
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      タンパク質含量 ％ （水分12％換算） 反収 kg／10a 



大豆品種栽培テスト 
 （Ｈ25年大住寺(A)･御津西部(B)営農組合試験圃場） 

粒度分布 
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大粒 ＞7.9mm 

中粒 7.3－7.9mm 

     ＜7.3mm 

サチユタカ 

タマホマレ 

こがねさやか 

 たつまろ 

0    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100 ％ 



大豆の粒度規格 

中小粒大豆（醸造用） 70%以上
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           兵庫県立 農林水産技術総合センター 農産園芸部 主任研究員 杉本琢真氏 提供 

タマホマレ こがねさやか たつまろ 

大粒大豆 70%以上

中粒大豆 70%以上

小粒大豆 70%以上 10%未満

極小粒大豆 70%以上 10%未満

ふるい目サイズ 4.9m
m

5.5m
m

7.3m
m

7.9m
m

6.1m
m




