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瀬戸内海を望む「日本のオリーブ発祥の地」に立

つ植松勝太郎さん。「たくさん実っているのを見る

と、幸せな気持ちになります」＝香川県小豆島町の小

豆島オリーブ公園

鑑定用の青いグラスに注がれる、黄金色のオリー

ブ油＝香川県小豆島町、伊藤菜々子撮影

製造本数が入った製品＝香川県小豆島町、伊藤

菜々子撮影

（天下逸品）島おこし　実り着実

■オリーブ油（香川・小豆島）

　小豆島醤油（しょうゆ）４００年の歴史を受け

継ぐ蔵元「ヤマヒサ」が、地中海で古代から使

われるオリーブ油を手がけて１５年余。昨年は

約３ヘクタールの自社農園から約４００キロ製

造した。

　果実を搾り、濾過（ろか）するほかは一切加

工しないバージンオイルの中でも一級品の「エ

キストラバージン」を称する。「サラダもいい

が、ぜひパンにつけて。味や香りをストレート

に楽しんでほしい」と専務の植松勝久さん（４

１）。

　ここ２年、ヤマヒサをはじめ島のオイルは米

国の「ロサンゼルス国際エキストラバージンオ

リーブオイル品評会」で続々と金賞や銀賞を

獲得。年初に一斉に発売すると、春には売り

切れる人気ぶりだ。

　日本のオリーブ栽培や採油を担ってきた“オ

リーブアイランド”は、１９５９年の輸入自由化

後、曲がり角を迎えた。安い外国産に押され、

収量は６４年の４０５トンをピークに９０年ごろ

には１０トン前後まで落ち込んだ。

　勝久さんの父のヤマヒサ社長、勝太郎さん

（６８）が自宅の畑に２００本の苗を植えたのは

その頃だ。高速道路網の整備に伴い物流の

中心は海運から陸運へ。島の産業は停滞し、

しょうゆの醸造も伸び悩んだ。勝太郎さんは島

の浮上をオリーブにかけた。

　苗木の購入補助を地元の旧内海町に働き

かけ、９８年に始まった。高齢化する零細農家

に代わる企業参入の道も開いた。２００９年の

農地法改正まで株式会社は農地を賃借できな

かったが、耕作放棄地などを借りて育てられる

よう、国の「構造改革特区」の申請を町に促し

た。０３年に認定され、地元の１０社近くが栽

培するようになった。

　島のオリーブ熱は再び高まった。豪州に飛

んで採油機の展示会を視察した生産者は、小

型機の購入を決意。他の生産者も次々に買っ

た。島の採油はそれまで大型機を備える１社

が担っていたが、香りと味を左右する実の熟

度をみて、最適なタイミングで採油できるよう
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熱戦、動画や写真特集で

甲子園で続く熱戦を、ダイジェスト動画

や写真特集で振り返る

漫画家・佐渡川準さん自殺か　代表作「無敵

看板娘」
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亡　岐阜

三洋電機、中国白物事業を売却へ　米家電

大手と合意

安倍内閣「ナチス踏襲でない」　麻生氏発言

で答弁書
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朝日新聞デジタルトップ

種類によって大きさや形は様々＝１日午後、香川

県小豆島町、伊藤菜々子撮影

　　

エキストラバージンオイル ヤマヒサ ソムリエ オリーブ油 オリーブオイル

邪馬台国と卑弥呼

――古代史最大の

謎に魅せられた人

たち（朝日新聞）

自分の国のルーツにかかわる深

い謎。日本人にとって、邪馬台国

とはどんな存在なのだろうか。

大きく変わるＡＫＢ

の風景・・・グループ

が向かう先は・・・

（日刊スポーツ）

篠田麻里子が卒業し新たな転機

を迎えたＡＫＢ４８など興味深い

話題が勢ぞろい。

人間「完敗」の先に

何があるのか　羽

生善治の「将棋電

脳戦」論（週刊ダイ

ヤモンド）

飛躍的な進化を遂げるコンピュー

タに、日本最高峰の頭脳集団は

勝てるのだろうか。

「窮屈な人生」の東

大生ＶＳグラミーめ

ざす京大生　トップ

大学頂上対決（ＡＥ

ＲＡ）

「勉強ができる」イメージの東大

艶やかな秘境「芸

者遊び」　中高年女

性がハマる和の魅

力（週刊朝日）

普通のおばさんが今、「芸者遊

び」にハマる理由とは？艶やかな

世界の老後から　

海外移住から安楽

死まで、自分自身で

描く死のデザイン

（朝日新聞）

海外移住や自分で「その日」を選

になった。

　実は熟するほど甘くまろやかになり、苦みや

辛みの薄いオイルができる。本場スペインか

ら講師を招き、苦みや辛み、フルーティーさを

五感で捉える鑑定法を学んだ。以前は完熟の

実を搾るマイルド一辺倒の油が島の常識だっ

たが、世界標準を知った。

　製品の評価は急上昇しつつも、台風や猛暑

で収量は安定せず、正念場が続く。「日本一

の産地として良いオイルを作るのが使命」と勝

太郎さん。実りの秋はもうすぐだ。

　〈アクセス〉　小豆島へは高速艇で高松―土

庄３５分、フェリーで新岡山―土庄７０分など。

文・佐藤美千代

写真・伊藤菜々子

■メモ

　１９０８（明治４１）年に三重、鹿児島とともに

国の試験栽培が始まり、小豆島だけが成功、

日本一の産地に。昨年の収量は１３３トン。栽培から採油まで手がける業者は２０軒。香川県

や島の２町は栽培技術の向上や独自品種の育成に注力している。

■日本オリーブオイルソムリエ協会理事長　多田俊哉さん（５２）

　小豆島のオリーブ栽培はもともと魚の缶詰用のオイルを得るために始まり、後に果実の漬

物の生産で広がりました。高品質のエキストラバージンオイル作りに注目が集まったのは、こ

こ数年です。

　良質なオイル作りには、破砕した実を練り込む温度や時間などの繊細な管理が不可欠で

す。製品の香りや味わいは本来、鑑定士と呼ばれる専門家が評価し、格付けしますが、島の

生産者も最高の格付けを目指して腕を磨いています。

　生産量はわずかで、海外には流通しない国内の特産品ながら、品評会では年々、評価が上

がっています。今後、認証制度などが整えば、消費者にも品質の良さが伝わりやすくなり、地

域ブランドが確立されるでしょう。
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Windowsストアアプリで しつもん！ドラえもん

ＩＲセミナー 参加企業のプレゼンを動画で！

ＭＢＡ、自分にもとれる 大学院特集

オリラジ中田さんが語る REGZA Tabletの魅力

大学受験情報 大学独自の経済サポート

不動産情報ポータルサイト！！ SUUMO[無料]

上智大学 英語で意見を発信する術を学ぶ

住まいのカタログ54選 ご応募はこちらから

中江有里さんの出張授業 楽天kobo Touchで学ぶ

大学力 社会の変革を推進する有力大学を特集！

齋藤先生に聞く 夏休みに効果的な学習法とは？

「Re :SOURCE」： 企業が生成するメディア

動画

写真 フォトギャラリー 写真地球儀

ショッピング

いつでも緊急避難できるように

災害時の有毒ガスを徹底ガード

ブック・アサヒ・コム

股ぐらに頭がある動物、何だ？

肛門は口と隣り合わせです……

【＆M】

きょうは、何の日？

美人と一緒なら、毎日が特別な日

【＆ｗ】

あの日から６８年目に…

ケンポーじいさん、今なに語る？

Astand

麻生太郎「ナチス発言」

研究したい「手口」の中身とは

朝日転職情報

就活朝日２０１４

くまモン、剣心を激

励！

東京湾彩る１２０００

発

秋田・岩手の豪雨、２

人死亡５人不明

踊る高校生の祭典 ボルト100Ｖ　モスク

ワ世界陸上

世界で一番美しい本

を作る男
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