
低温蒸気乾燥による
乾燥野菜の特徴

岐阜アグリフーズ株式会社

乾燥野菜に新革命！

ノンフライで美味しく簡単にGABA、アラニン、ビタミンCを摂取でき、

長期保存が可能な乾燥野菜のご提案
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野菜加工事業の取り組み

全農グループである当社の位置づけ

☆生産者と消費者を安心の懸け橋となること

→お客様のニーズに応えた安全、安心な商品の提供

により社会貢献

→国内農産物の需要を伸ばし農業の活性化を目指す



野菜の需要の変化

• コンビニ各社、生鮮コンビニ事業を展開
• 外食産業が温野菜メニューの拡充
• 飲料メーカーも野菜ジュースの種類充実
• スーパー各社が健康に配慮した弁当、惣菜を販売

栄養価の高い自然な野菜や果物などを食べ
て健康的な生活を目指す

サプリメントなどの人工的なもので栄養を強化

健康ブームの微妙な変化



消費者の価値観

今 消費者はより安心、

より安全、より健康的な食材を求めている！

• 原材料は何を使っているの？
• 国内産か外国産かどっち？
• どこで誰が何時どのように作ったか知りたい
• 栄養成分はどれくらいなにが入っているの？
• 体にいいものなの？健康的なの？

安心、安全、健康 商品の価格比
較

商品価値



環境の変化と農産物

環境の変化
温暖化、エルニーニョ、ラニーニャ現象、極端な豪雨、巨大
な台風や竜巻など気候の変化

農産物の安定供給が困難になり
価格の乱高下が起こる可能性がある。
これまでのように安い野菜がいつでも食べれなくなる時代が来る？

農業に大きく影響！

水不足、日照不足、水害、天災など



低温蒸気加熱加工法とは

１００℃以下の蒸気で加熱処理することを特徴とし、その後乾

燥も一連の工程とする食品の加工技術。

物質変換の工程である低温蒸気による

加熱と物理的変換の工程である低温乾

燥を一連とするところに特徴があります。

農産物の鮮度保持技術として日本獣医生命科学大学の金子

憲太郎教授（農学博士）に技術指導を仰ぎ平成１４年より取り

組んできた特殊な技術です。

平成１５年に特許を出願し、１６年に許可されました。

（特許第３８１６４８１）

油を使
用しな

い乾燥
法



低温蒸気加熱加工法で製造する
乾燥野菜の特徴

• ビタミンCを多く残したままの乾燥野菜
• GABAを多く含有した乾燥野菜
• アラニンが豊富な乾燥野菜

生野菜よりもかんたんに美味しく多くのビタミンCやGABA
を摂取できる乾燥野菜

• 菌コントロールが可能

長期保存性に優れるため野菜の乱高下に左右されず
いつでも安心して美味しい乾燥野菜を食べられる

ビタミンＣ

ＧＡＢＡ

アラニン

スチームにより殺菌され、その後
移動させず乾燥工程に入るため
菌が進入しにくい。



乾燥品と原料の比較

人参 １個 １５０ｇ

玉ねぎ １本 ２５０ｇ

トマト １個 １８０ｇ

オクラ １本 １０ｇ

柿 １個 ２５０ｇ

乾燥ニンジン ８．４ ｇ

乾燥タマネギ １８．０ ｇ

乾燥トマト ７．２ ｇ

乾燥オクラ ０．５４ ｇ

乾燥柿 ２６．７５ ｇ

生鮮野菜 乾燥品

わずかな乾燥野菜を食べるだけで生鮮品では不可能な量が簡単に摂れる！！



25.28タマネギ

293.070柿

42.9 ※2市販トマト

15.743カボチャ

48.711オクラ

238.915トマト

乾燥品（ｍｇ/100g)生鮮品（mg/100g）※1原料名

※五訂増補 日本食品標準成分表 より

トマトと柿は特に製造中にビタミンＣが分解しにくい

＜理由＞

トマトはビタミンＣの分解抑制物質を含む

多機能加工法は減圧下で乾燥するのでビタミンＣ
が分解しにくい

※2市販のトマトはビタミンＣがほとんど分解している

当社の乾燥品であれば

生野菜を大量に食べて摂取しなければ取れない量のビタミンCを少量で簡単に摂
取できる！

トマトの乾燥品約７ｇで生1個分（１８０ｇ）、柿の乾燥品で約27ｇで生１個本分（250ｇ）
のビタミンCが簡単に摂取できます。

低温蒸気加熱加工はビタミンCを保持する



低温蒸気加熱加工により
野菜のGABAの含量が増える

＜GABAとは？＞

GABAとはγ（ガンマ）－アミノ酪酸という、アミノ酸の一種です。
英語のGamma-Amino Butyric Acidの頭文字を取り、一般にGABA（ギャバ）と略称されます。
血圧上昇を抑制する効果

・GABAが腎機能を高め、血圧の上昇を促す塩分の排泄を促進することが研究で明らかになっています。
・GABAは延髄の血管運動中枢に作用し、抗利尿ホルモン（バソプレッシン）の分泌を抑えて血管を拡張します。
・GABAは動脈硬化の促進因子であるコレステロールと中性脂肪の増加を抑えることが研究報告されています。
グルタミン酸の上昇を抑えリラックス

GABAは「抑制性」の神経伝達物質といわれています。ストレスの多い現代人の脳では、このグルタミン酸の分泌量が
増えやすい状態にあり、脳内のグルタミン酸量が多くなると神経が常に高ぶった状態となって全身に悪影響が出てくる
と考えられます。血圧の上昇がその代表です。グルタミン酸の上昇を抑えるブレーキ役としての機能をGABAはもつと
されています

肝臓を元気にする！？

GABAはお酒で弱った肝臓を元気にする働きのあることが動物実験で示されています。
高血圧ネズミにアルコールを与えると、必ず肝機能に障害が出て、脂肪肝や肝硬変を発症しますが、GABAを与えなが
らアルコールを飲ませたところ、肝機能の異常（GPTやALPの血中濃度の上昇）は認められなかったという実験データ
が出ております。

GABAはこのインスリンの分泌を促進する
糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの分泌が足りなかったり、その働きが低下することで起る病気
ですがこのインスリンの分泌をGABAが促進すると研究報告されています。

【参考文献】（ふるさと文庫）高血圧はGABAで治す～脳卒中、心臓病、糖尿病、更年期障害、痴呆症に効果～
農学博士東京水産大学大学院教授矢澤一良、農学博士大妻女子大学教授大森正司 共著



＜生鮮野菜と当社乾燥野菜のGABAの含量＞

434.55.9 大根

425.55.2 千切りキャベツ

人参

トマト

原料名

841.121.6 
1420.831.2 

乾燥品
(mg/100g)

生鮮品
（mg/100g）

低温蒸気乾燥加工でGABAが濃縮されるだけでなく増加します！

※GABAを含む他社製品との比較をしてみるとその含量の差は歴然！！

20mg/125ml他社 発芽大豆入り飲料

１ｍｇ/100g白米

３ｍｇ/100g玄米

280mg/100g他社 GABA入りチョコレート

10ｍｇ/100g従来の発芽玄米

低温蒸気加熱加工により
野菜のGABAの含量が増える！

発芽
玄米

Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
入
り

発芽
玄米
の１
４０
倍！

なん
と



今までなかった摂取方法！「野菜からＧＡＢＡを摂取する」

・ほんの少しの量の乾燥野菜を食べるだけで1日の必要摂取量が摂れる。

・人工的にGABAを添加するのではなく野菜自体が持っている天然のＧＡＢＡ
を摂取できる。

１日の必要摂取量は一般的に１０mｇ程度と言われています

１０mｇを摂取しようとすると…

生鮮野菜と当社乾燥野菜のGABAの含量

(g)製品名

3.5ｇ他社 GABA入りチョコレート

他社 発芽大豆入り飲料

従来の発芽玄米

玄米

白米

62.5ｍｌ

100ｇ

333ｇ

1000ｇ

2.4ｇ

2.3ｇ

1.2ｇ

0.8ｇ

乾燥品（ｇ)

大根

千切りキャベツ

人参

トマト

原料名

トマト１枚

人参 ２つまみ

※トマト１個を１８０ｇ、

人参１本を１５０ｇとする。

２１．４ｇ人参 1/7個

２０．０ｇトマト １/9個

生鮮品重量原料

生
換
算

たったこれだけ！



＜アラニンとは＞
アラニンとは、糖質代謝に重要な

関連を持つアミノ酸のひとつ

・脂肪燃焼に関わっているアミノ酸で、エネルギー源として利用
されやすいアミノ酸です

・肝臓のエネルギー源 としても重要～アルコールやアセトアル
デヒドの代謝を早める

・免疫系を作り出すためにも重要な役割を果たしたり、体に必
要な糖を合成する材料としても使われる

・頭脳活動、特に記憶力の増進に役立つとされています

参考資料：日本必須アミノ酸協会「アミノ酸資料I（平成8年度改訂版）」

低温蒸気加熱加工により
野菜のアラニンの含量が増える！



低温蒸気加熱加工により
野菜のアラニンの含量が増える！

226.410.6千切りキャベツ

1004.469.5人参

154.14.3トマト

乾燥品(mg/100g)生鮮物（ｍｇ100g)原料

アラニンは非必須アミノ酸（体内で必要な分だけ作られるアミノ酸）ですが運動
後やアルコールを摂取したときにはアラニンが一時的に減ります。そういったと
きに摂取すると効果的です。

当社の乾燥野菜では生野菜よりも簡単に

少量でアラニンを摂取することが可能です！



まとめ

• ノンフライで健康的な乾燥野菜
• 野菜の美味しさがそのまま残った乾燥野菜
• 菌コントロールにより長期保存可能であり野
菜の安定供給が可能！

• ＧＡＢＡ、ビタミンＣ、アラニンが豊富に含まれ
ており少量で容易に摂取できる！

（野菜を食べてＧＡＢＡ、アラニンを補う新しい方法！）

当社の低温蒸気加熱加工における

乾燥野菜の革命！


