発酵食品をたずねて

日本初の国産バニラ

特集

今月ご紹介する発酵食品は
バニラビーンズです︒
日本初のバニラビーンズの生産を行う
福岡県久留米市の
金子植物苑をたずねました︒

元来︑赤道付近で栽培される

作りには欠かせないものです︒

中に香りが詰まっていて︑お菓子

はないでしょうか︒小さな瓶の

のは香料のバニラエッセンスで

るバニラというと︑思い浮かべる

私たちが身近で手に入れられ

バニラに興味を抱いたのは︑

ランへと変化していきました︒

三代目の茂さんの代になって︑洋

植物の東洋ランを扱うように︒

ましたが︑その後︑二代目が観葉

米の地に移り︑梨を栽培してい

いたのが始まりです︒戦後︑久留

ローリスト﹂という花屋さんを開

ンシスコで﹁ゴールデンゲートフ

金子植物苑は︑戦前にサンフラ

さやインゲンのように細長く︑ひ

です︒茎はツル状に伸び︑果実は

で︑花はカトレヤに似ているそう

バニラはラン科に属する植物

販売しています︒

ラビーンズの商品を日本各地に

誤を繰り返し︑現在︑国産バニ

熊本でも行っています︒試行錯

本ほど実ります︒

岡県久留米市の金子植物苑にお

工されることを知り︑今回︑福

工程を経てバニラビーンズに加

もあり︑国産バニラの栽培と日

育てていきたいという強い思い

でを行い︑久留米の地場産業に

きっかけです︒栽培から加工ま

の果実はさやごと︑温度︑光な

ん︒この収穫した緑色のバニラ

香りを連想することはできませ

も青臭く︑苦く︑あのバニラの

果実をかじってみると︑とて

とつの房に

邪魔しました︒
本初となるバニラビーンズの生

日本初のバニラビーンズ

熱帯植物であるバニラが国内で
同じラン科の植物ということが
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危険分散を考え︑栽培は沖縄や

❶無菌ルーム内を窓越しに撮影した
「完成直後のバニラ」❷さやインゲンのような
「バニラの実」
と花。緑色の茎がバニラのツルで、

です︒

❶

発酵食品をたずねて
特集

発酵食品をたずねて
特集

合わせて調整します︒そのまま

客様であるパティシエの要望に

いくのです︒発酵の程度は︑お

年かけてバニラの香りを出して

ロールしながら︑２ ヵ月から１

燥︶を行います︒時間をコント

あ り ま す ︒ お 取 り 寄 せ で きる

であり︑久留米を中心に店舗が
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古蓮﹂に向かいました︒こちら

の翠香園ホテル内にある﹁茶房

べ てみたいということで︑市内

ンズを使ったアイスをぜひ食
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香りが直球で現れます︒一方︑
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す︒また︑外国産は︑バニラの

水分が多くウェットな状態で

なくミイラ状態ですが︑国産は
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でき上がったバニラビーンズ
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ろとなります︒苦労を重ね︑適
した︒
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外国産︵マダガスカル産など︶
と

香りを楽しめる︑アイスの食べ
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き出すことに成功しました︒
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久留米で生まれたバニラビー

香りを引き出す鍵は温度

入っています︒
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バニラを栽培し︑その果実を
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口の中で体温によって香りが増

ることで呼び覚まされ︑さらに

た香りが︑スプーンでかき混ぜ

います︒カップの中で眠ってい
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バニラの香りが食べ終わった後

りとしているのですが︑優しい

た﹂と︑総料理長の小田さん︒

バニラビーンズの概念が変わっ

り﹂ということで︑﹁今までの

なく︑最後に残るバニラの香

使用されています︒﹁最初では

金子植物苑のバニラビーンズが

テルニューオータニ博多﹂でも︑

福岡の老舗ホテルである﹁ホ

ホテルニューオータニ

ことで熱が加わったアイスを食
キュアリングの技術を経て︑バ
生クリームを泡立てた時に︑そ

がっていきます︒後味はさっぱ

べ比べてみると︑香りの違いが
ニラビーンズに加工︒これを
の違いに驚いたそうです︒

方を教えていただきました︒

よく分かりました︒直接︑香り
使って︑美味しいバニラアイス

す︒芯の部分がやわらかく混

しかしひと口食べると︑濃厚な
心が伝わるひとさじです︒バニ

す︒バニラを愛する︑みんなの

バターのバニラカステラ﹂が限

イーツということで︑﹁焦がし

ざったら食べ頃です︒

周年記念のス

ミルク風味が口の中に広がりま

定販売されました︒国産バニラ
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❷バニラとジンジャーの香りのアイスティー ❸優しく楽しく話を聞かせてくださった小田英男総料理長

す︒そして舌の上で溶けていく

❶ホテルニューオータニ博多３５周年記念
「焦がしバターのバニラカステラ」

ビーンズをはじめ︑バターなど

昨年９ 月に

博多のバニラメニュー
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材料にこだわり作られた︑バニ

ラの香りを楽しめる焼き菓子で

す︒カステラというと四角です

個しか

が︑型にもこだわりがあり︑丸

い形が特徴です︒１ 日

できないということもあり︑ク

チコミで人気が広がりました︒

販売期間を延長することになっ

たほどの︑大変な人気だったそ

うです︒

このほか︑魚の料理のソース

や季節変わりのバラエティカ

フェなど︑バニラを使ったさま

ざまな料理が楽しめます︒国産

バニラの香りを楽しんでみませ

んか︒
加藤真紀子

︵学術研究企画室︶

文

︵通信販売事業室・本誌編集長︶

写真 佐竹香代
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有限会社

金子植物苑
■住所
福岡県久留米市藤山町1731-1
■TEL
0942-22-8483
■URL
http://vanilla-de-kurume.com/
栽培・育成中の
「バニラの新芽」

ホテルニューオータニ博多
■住所
福岡市中央区渡辺通1-1-2

茶房古蓮
■住所
■TEL
■FAX
■URL

■TEL
092-714-1111

福岡県久留米市西町1173-1
0120-32-4278
0942-36-0770
http://www.koren.co.jp/

■FAX
092-715-2055

「焦がしバターのバニラカステラ」
の化粧箱

■URL
http://www.kys-newotani.co.jp/
hakata/

