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缶詰は、長期保存が可能な非常時のサバイバル食。
それゆえ、味よりも機能が優先されるイメージがあるが、

実はとても美味しいもの。
ちょっと工夫を凝らせば、立派な一皿にもなる。
台所や棚の奥に仕舞い込まれたままの缶詰を、
賞味期限切れにするのはもったいないですよ。
さぁ、缶詰を活用する生活、始めませんか？

美味しい缶詰

写真・城石裕幸（P10〜13）、長尾迪（P14 〜19）

NIPPON
NO
KANZUME



黒川勇人さんに聞いた缶詰の魅力

缶詰は、日本の
優れた万能食材です

缶詰の中身をきれい
に移し換えるには、
火から下ろした熱湯
の中に缶詰を数分浸
す。こうすれば、ゼ
リー状に固まった外
見も解消する。

なるほど、加圧加熱殺
菌されたレトルトは缶
詰より軽いし、場所を
とらないことも多い。
ただし、缶詰と比べて
保管条件に左右されや
すく、賞味期限も短く

（1~2 年 ）、 中 身 が つ
ぶれる恐れもある。

日本では、10 月 10 日は「
缶詰の日」。1877 年 10 月
10 日に石狩（北海道）で最
初の缶詰工場が操業開始し
たのを記念して、日本缶詰
協会が定めた。

黒川さんの研究成果
が集大成された、話
題の缶詰の本。
黒川勇人著
辰巳出版
2011 年
1,050 円

S P E C I A L  I N T E R V I E W  
缶詰を知りつくし、美味しく調理する達人

CALENDAR

OCT

10

自ら「缶詰博士」と名乗る黒川勇人を、人は変
人と言うかも知れない。しかし彼は当初、金
融業界に勤めるという堅気の人生を歩んでいた。
そう、初めの頃は。ある日、黒川は作家を夢
見てフリーライターの道に大きく舵を切った。
しかし、切ったはずの舵は大海に投じた錨で
あったようだ。まるで海底深くに沈むかのよ
うに。安定かつ快適な生活はみるみるうちに
厳しさを増した。何より変わったのは、糸目
を付けない食い道楽が、いつしか缶詰主体の「低
予算」の食事で我慢せざるを得なくなったこ
とである。そんな厳しく悲しい状況の中でも、
黒川はユーモアを失わなかった。

「缶詰ひとつと意気消沈しないため、それに
自分を茶化す気持ちもあって、毎日のように
新レシピを考え、自分のブログに載せました」
開発した料理のクオリティーの高さと味の良
さに我ながら驚いたと、話す黒川。軽妙な語
り口にアイデア料理の写真があいまって、ソ
ーシャルメディアの中で黒川の人気は鰻登り
となった。「缶に詰められた」食物を美味しく

味わうためのコツや工夫を重ねることで、よ
り一層好奇心が刺激されたという。そうなると、
様々な種類の缶詰の製造方法やメーカーを真
剣に研究するに至るのは自然の流れである。
やがて日本缶詰協会から月報に連載を書いて
ほしいという依頼さえ舞い込んだ。ある人気
番組のレギュラー出演者となり、缶詰に関す
る最新のレポートと、そのレシピを披露した。
今では、日本の缶詰業界のスポークスマンと
して、トークショーやプロモーション活動へ
の参加を請われて日本各地を飛び回る毎日で
ある。
「僕は子供の頃から料理に魅せられていたん
ですね。カナダのグラハム・カーの料理番組
を妹と一緒に真剣に観ていました。カーが作
る料理を目にすると唾が湧いてきたものです。
現在の仕事では、書くことと食道楽という、
僕が大好きなこと二つがうまく噛み合ってい
て幸せですね」

「素材缶詰は何の疑問もなく使っている一方で、
多くの人は総菜缶詰には悪いイメージを抱い
ています」
と言う黒川。実際、総菜缶詰は高品質だ。高
温で殺菌するため、保存料は不要なのである。
「缶詰メーカーは良質の天然原材料のみを使
おうと奮闘しているんですよ。それを見誤る
のは実にもったいないことです」
缶詰に記された賞味期限は一般に製造から 3
年であるが、黒川は缶詰博士として、適切な
条件下で保存されているなら中身の質が落ち
ることはない強調する。
「100 年以上経っても変質していない缶詰が
見つかることもあるんですよ！」

ならば、例えば昔の沈没船から回収したワイ
ンがオークションで高値落札されるようなこ
とが、缶詰でも実現するかも知れない。

今の日本では少量サイズがトレンドだ。黒川
によると、これは生活スタイルの変化に伴っ
て生じた現象であり、今後、ますますこの傾
向が強まるだろうと言う。
「一人暮らしや、カップルの所帯では、仕事
を終えて帰宅した際には、一杯の冷えたビー
ルに、パンやご飯。それに合う少量のおかず
がすぐに欲しいんですね。なので、ファミリ
ー用というサイズは缶詰に限らず少なくなって、
今では少数派になりました」
そんな時に役に立つのが缶詰だ。何しろ自分
が食べる量だけ開ければいいし、賞味期限を
気にすることもない。そこに黒川が美味しい
レシピを提供するとなれば、缶詰グルメが実
現する。
そのレシピのアイデアは、国内、国外の旅で
美味しいと思った食べ物から得ることが多い
という。
「どのような味の組み合わせが最適か、この
缶詰の味を引き立てるにはどうすべきか、あ
の缶詰のポテンシャルをぐんと引き出すには
どうすべきか、と試行錯誤を繰り返します」
そんな黒川に自慢のレシピを聞くと、何気な
く思い付いたものばかりだという。インスピ
レーションは、料理でも肝心だ。
小さな缶詰をシェフが作ったような美味しい
料理に変身させるその技量は確かなもの。缶
詰博士と名乗ることも頷ける。

地獄で出会った缶詰を極めて

蓋を開けてみると…ちょっとしたヒント 缶詰、それともレトルト？ 歴史こぼれ話 缶詰本

調理済み食品は健康にもぴったり

ちょっと一口を美味しく味わう
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缶詰の美味しさを探究し、レシピを次々に開発する黒
川勇人さんは、まさに缶詰博士。震災以降見直されて
いる缶詰の活用方法とその利点をお聞きした。



①コンビーフを湯せんし、ほぐしやすくする。
②玉ねぎ、ピクルスをみじん切りに、ケッパ ーを
粗めに刻む。
③レモンを 2㎜厚のいちょう切りにする。
④①のコンビーフをボールに開け、よくほぐし、②
とナツメグ、レモン汁を加え、よく混ぜ合わせる。
⑤④を平皿にフォークで薄く広げ、③を盛り、黒こ
しょうをふる。

◎材料

◎材料

◎材料

◎作り方

◎作り方

◎作り方

①ニンニクをすり下ろす。
②ヨーグルトに①とターメリック、コリ
アンダー、カルダモン、パプリカ、塩、
赤唐辛子、黒こしょうを混ぜ合わせソー
スを作る。
③②のソースを焼き鳥（塩味）と混ぜ合
わせ、耐熱皿に移す。
④ 180℃に予熱したオーブンで、軽く焦
げ目がつくまで 2 分焼く（オーブントー
スターでも可）。

本格ソースが決め手のタンドリーチキン。
焼き鳥缶詰のたれが隠し味に。

タンドリー焼き鳥
缶詰の焼き鳥が本格インド料理に変身

フランス・パリで評判のタルタルステーキ。
そのレシピをコンビーフで再現！　

コンビーフ・タルタル
そのままでも、クラッカーに乗せても美味しい！

焼き鳥（塩味）
一晩水を切ったヨーグルト
ニンニク
ターメリック
コリアンダー
カルダモン
パプリカパウダー
塩
赤唐辛子
黒こしょう

1 缶
大さじ1
少々
小さじ1/2〜 1
小さじ1/2〜 1
小さじ1/2〜 1
小さじ1/2〜 1
少々
少々
少々

コンビーフ
玉ねぎ
ピクルス
ケッパー
ナツメグ
黒こしょう
レモン汁
レモン

1 缶
約 1/4 個
2 〜 3 個
大さじ1
少々
少々
少々
約 1/4

①炊けたご飯にすし酢をまぜ酢飯を作る。
②牛肉の大和煮、あなごの蒲焼きの缶詰
を湯せんする。
③わさび、しょうがをすりおろす。
④きゅうりはせん切りにする。
⑤手巻き用のりに酢飯を適量のせる
⑥好みの具を⑤の上に乗せて巻く。あな
ごの缶詰にはきゅうりとわさび、牛肉の
大和煮にはしょうが、大葉がおすすめ。

パーティーにぴったりの手巻き寿司。
缶詰を使えば後かたづけが楽なのもうれしい。

あなご巻き、牛巻き
友人や家族と楽しく食べられる！

牛肉の大和煮
あなご蒲焼き
米
すし酢
手巻き用のり
わさび
しょうが
きゅうり
大葉

1 缶
1 缶
1 合
大さじ2
20 枚
適量
適量
1/2 本
適量

簡単

14

　缶詰を使うメリットは、手
間がかかる料理が手軽に作れ
ること。例えば、焼き鳥の缶
詰を使ったタンドリーチキン
はタレに肉を漬け込む時間が
省けるうえ、焼き鳥のタレが
隠し味になって、ソースと混
ぜるだけで深い味わいに。
　また、コンビーフを使った
タルタルステーキは、塩辛さ
がピクルスとレモンの酸味に
マッチした本場では決して味
わえないオリジナルの仕上がり！
　もう一品、おかずをプラス
したい時にぜひ。

サッと料理を作りたい時、便利なのが缶詰。
手軽にできるのに美味しいレシピを缶詰博士の
黒川さんに教えてもらいました。

缶詰クッキング
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日本で初めて缶詰が作られたのは約 140年以上前。今では800種類もの缶詰がある。
おかずや、デザート、非常時の蓄えに使える選りすぐりの缶詰をご紹介。

高級品から備蓄食まで！

缶詰図鑑

白桃の最高級ブランドと
して知られるの岡山県、
清水の桃。その風味を落
とさないよう丁寧に湯剥
きしたのが「岡山清水 白
桃」缶詰（¥1500 ※参考
小売り価格）。甘さはも
ちろん、採れたての桃の
香りがしっかり感じられ
る。問サンヨー堂 0120
・234・034

貝の旨味を
余すところなく缶詰に

大きくて食べごたえのあ
る「 ほ っ き 貝 水 煮 」

（¥2000 ※参考価格）。
シンプルな味付けだから
こそ貝の持つ旨味が煮汁
にしみ出ている。歯ごた
えを楽しむならそのまま
おつまみに、煮汁を使え
ば風味豊かな炊き込みご
飯にも。問ストー缶詰☎
03・3815・1131

脚肉をそのまま！　
食べごたえも味も大満足！

「 金 線 た ら ば が に 」
（¥4000）は北洋の海で
獲れたかにを船上でボイ
ルし急速凍結。旨味まで
しっかり閉じ込めた。缶
の中には太い脚肉が折り
重なるようにつまってい
る。ほぐし身ではないの
で、ぷりっとした食感が
楽しめる。問マルハニチ
ロ 0120・040825

NO.2

秘伝のつけ汁が染み込んだ
さざえの缶詰

関あじや関さばで知られ
る豊後水道の佐賀関の極
上さざえを使用した「さ
ざえの味付け缶詰」（1 缶 
¥4725、２缶 ¥9030）。
獲れたその日にボイルし、
秘伝のタレに漬け込む。
ぷりぷりの食感と上品な
味がたまらない！問太田
缶詰工場☎097・575・
0001

NO.4

焼きたてのように
ふんわりした、だし巻き

世界初の「だし巻き缶詰」
（¥550）。京都にあるた
まご焼きとだし巻きの老
舗専門店、吉田喜が監修
している。食べてみると
ふんわりとした食感が楽
しめ、京風のだしがジュ
ワーッと広がる。甘味が
少なく、上品な味だ。問
クリーンブラザーズ☎
06・4803・7800

北海道ならではの
ユニークな食材を使用

駆除された動物の肉を使
用した「熊肉・えぞ鹿・
トド 大和煮」（熊 ¥800、
その他 ¥700）。筍、生
姜入りなので臭みは少な
く、美味しく頂ける。熊
肉とトドは味噌味。食と
命の大切さを再認識する
商品でもある。他にカレ
ー も あ り。 問 北 都 ☎
011・663・5421

NO.8

画期的！
冷蔵不要な明太子

福岡名物明太子を丸ごと
蒸し茹でにし、缶詰にし
た「めんたい CAN」（¥63
0）。常温のまま長期保存
ができるのでお土産にぴ
ったり。焼きたらこのよ
うな食感になっている。
おつまみにすればお酒が
進みそう。パッケージも
◎。問山一物産☎093・
372・7939

NO.9

厳選された近江牛を贅沢に
使用した大和煮

滋賀県名物の近江牛の専
門店、千成亭の「近江牛
大和煮」（¥1575）は厳
選した近江牛を大きめに
カットしてビーフブイヨ
ンでじっくりと煮込んだ
もの。ごろっとした牛肉
がほろほろと口の中でく
ずれ、肉本来の旨味が口
一杯に広がる。問千成亭

0120・290・289

NO.1

まるで、もぎ立てのような
ジューシーさ

NO.3

ソーキがジューシーな
ハンバーグカレー

沖縄の人気カレー店のメ
ニューが缶詰に。フルー
ツを使用したルーが決め
手の「軟骨ソーキカレー」
缶（2 人前 ¥1890）と肉
汁が溢れ出る「和牛ハンバ
ーグ」缶（2人前 ¥1890）。
人気のハンバーグカレー
が家庭でも楽しめる。問
ばくばく亭☎098・926・
6888

NO.5

青森・八戸の郷土料理が
お手軽に味わえる

太平洋の豊かな海で獲れ
るウニとアワビをふんだ
んに使用した漁師の浜料
理「いちご煮」の缶詰

（¥1365）。 お 椀 に 盛 り
つけた時、ウニが野いち
ごに似ているため、この
名がついた。お吸い物、
炊き込みご飯、茶碗蒸し
などに。問味の加久の屋

0120・34・2444

NO.6

NO.10

非常食として注目されることが増えた
缶詰。しかし、中には高級食材を使っ
た贅沢な物も！　なかなか口にはでき
ない高級缶詰をピックアップ。

高級編
加工技術の進歩によって、今ではいろ
んな食べ物が缶詰に加工できるように
なった。中にはこんな物まで !?……な
んて珍しい缶詰も！

レア編

NO.7



　東日本大震災の時、過酷な環境下で活
動する自衛隊の姿をテレビで見た人も多
いだろう。通常の食事が摂れないあのよう
な場面では、“戦闘食料”といわれる非常
用食料が用いられる。その中でも主流にな
るのが缶詰だ。
　１食分として支給される缶詰は、主食の
ごはん１缶と、魚や肉、漬け物などの副菜
が２缶の合計３缶。この３缶の組み合わせ
は８通りあり、選ぶことはできないが毎食
違ったものが支給される。
　この“戦闘食料”が市販の缶詰と異なる

のは、塩分が多く味つけが濃いこと。その
理由は、肉体労働で汗を大量にかくと水
分と一緒に塩分が失われ、体内のバラン
スが崩れてしまうからだ。ちなみに、１食分
の３缶で約１０００kcal前後となっている。
　缶詰にはラベルもなく、「牛肉味付」な
ど中身を記す文字が書かれているだけだ
が、意外と缶詰の中身は工夫されている。
　例えば白飯。通常は缶詰にして長期保
存すると中身が下へ沈み、缶を開けた時、
べったりとして美味しくなさそうに見える。だ
が、戦闘食料の白飯は、いつでもふっくら。

様々な品種の米を試し、時間が経っても沈
まない米を探したという。また、隊員たちに
人気の「たくあん漬」は、歯ごたえの強い鹿
児島県指宿産の大根を使用。冷たい缶詰
でも美味しく食べられるようにしているのだ。
　賞味期限は３年だが、最初の１年は災
害が起こった時、被災者に配るため各地
に保管され、１年を過ぎると自衛隊員の食
料として回される。
　どんなに厳しい状況でも、体を張って活
動を続ける自衛隊員。缶詰はそんな隊員た
ちの体を支えているのだ。

一般の人には見たり、食べる機会がない自衛隊の缶詰。どんなメニュー
があるのか、どんな工夫がされているのか防衛省に聞いてみた。隊員たちを支える缶詰

パワーの源になる自衛隊の非常食

人気の「たくあん
漬」は厚めにカット
されている。製造
工 場の移 転でメ
ニューからなくなる
と噂になった時は
隊員から残してほ
しいという声がたく
さん上がった。

プルトップ式だと何か
の衝 撃で缶 詰が開く
可能性があるため採用
していない。缶切りは
缶詰の隙間に入れて
運ぶため、無駄がない
デザインで刀を折りた
たむことができる。開け
るにはコツが必要。

８通りある組み合わせのひとつ。これは「五目
飯」「牛肉味付」「たくあん漬」が１食分にな
ったもの。栄養のバランスも考えられている。

取材に対応してくださったのは
防衛省陸上幕僚監部 装備部
需品課の平島直弘氏。自衛隊
員の食料を担当する。
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甘さひかえめシロップがさわやかなデザート

角切りの牛乳寒天とパインアッ
プル、ミカンがミックスされた

「 牛 乳 寒 天 フ ル ー ツ 入 り 」
（¥140）。牛乳のコクのある風味
が美味しい。ぷりっとした寒天
ならではの歯ごたえがフルート
よ く 合 う。 問 国 分 0120・
417592

NO.11

いつもの食事で気持ちに落ち着きを

調理する必要がないのがうれし
い「みそ汁」（¥175 ※参考小売
価格）。一人分のサイズの缶詰な
ので 5 〜 7 分熱湯で湯せんすれ
ば温めて飲むことができる。3
年 6 ヵ月の保存が可能。問ホリ
カフーズ☎025・794・5333

NO.16

りんごの産地青森、津軽で育っ
た「ふじ」のみ使用した「焼きり
んご」（¥300）。オーブンで焼い
たりんごは香りと甘味より感じ
られる。温めてバニラアイスな
どと一緒に食べるのもおすすめ。
問ホクト☎0172・57・4828

青森産りんご「ふじ」の甘く芳醇な香り

NO.13

缶自体も有効に利用できるキャンディー

カンロが発売している保存用の
「カンロ飴」（¥420 ※編集部調
べ）。非常時の気持ちを和らげる
に糖分は効果的。缶を入れ物と
して使用する時に便利な目盛り
が印刷されている。問カンロ
0120・88・0422

定番の保存食でもこれなら美味しく食べられる

北海道産の小麦粉、てんさい糖、
かぼちゃを使用した「かぼちゃ
カンパン」（¥367）。素材の自然
な甘さとゴマの芳ばしさが特徴。
さくっと軽い歯ごたえで、おや
つとしても食べられる。問北海
道製菓☎0138・41・6575

NO.17 NO.18

老舗和菓子店のロングセラーのあんみつ

発売から 40 年以上愛されてき
た「缶入りあんみつ」（¥346 ※
参考価格）。プリッとしているの
に口溶けの良いオリジナル寒天
が特徴。黒みつと餡も甘すぎず
上品な味わいに仕上がっている。
問榮太樓総本舗 0120・284・
806

NO.12

老舗和菓子屋の小さなカスタードプリン

「缶入りプリン」（5 個入 ¥840）
は駿河屋が 1963 年に発売。牛
乳と卵、砂糖、バニラエッセンス、
カラメルのみを使用し、蒸し窯
で蒸して仕上げている。しっか
りとした濃厚な風味。問総本家
駿河屋 0120・5060・73

NO.15

具だくさんで栄養満点の炊き込み五目ご飯

大豆、しいたけ、こんぶ、油揚
げが入った「栗五目ご飯」（¥320
※参考小売価格）。持ちやすく、
開け口が鋭くならない缶詰を使
用しているので、食べた後でも
お皿として再利用できる。問ホ
リカフーズ☎025・794・5333

きゅうりとりんご入りの本格ポテトサラダ

中に入っているフリーズドライ
粉末にお湯を注ぎ、付属のスプ
ーンで 1 〜 2 分かき混ぜれば完
成する「ポテトサラダ」（¥399
※参考価格）。缶入りで衝撃に強
く、長期保存に適している。問
東 京 都 葛 飾 福 祉 工 場 ☎ 03・
3608・3541

NO.19 NO.20

長期保存もできるちょっと贅沢なパン

「ボンクラージュ」（全 4 種 各
¥525）は富士山の岩清水、伏流
水を使用したパン。独自製法で
いつでもふんわりとした食感が
楽しめるのがうれしい。抹茶金
時（左）とチョコマーブル（右）。
問岡根谷☎0545・63・2345

NO.14

もしもの時に備えておきたい備蓄食。
あると安心な定番ものや缶に工夫のあ
る便利なものも要チェック。

備蓄食編
缶詰といっても総菜ばかりではない。
甘くて美味しいスイーツもいろいろ。
常備食のひとつとしてバリエーション
に加えてみては？

スイーツ編



希望の缶詰

　宮城県石巻で水産加工業を 50 年以上営む、木の屋。
鯖や鯨の缶詰で有名だ。もともとは家族経営であったが、
規模を拡大するにつれて地元の多くの人を雇用し、地域
経済を支えてきた。その木の屋も、東日本大震災によっ
て壊滅的な被害を受けた。
　震災から数日後、将来三代目として木の屋を継ぐこと
になっている木村優哉さん（24 歳）は、工場があった海
辺へやっとの思いでたどり着いた。しかし、そこで目に
したのは変わり果てた風景。工場も社屋も何もない。が
れきや泥で埋め尽くされ、意気消沈した。これからどう
立て直せばいいのか……。そう思いながら大量の汚泥の
中からいくつかの鯖缶を掘り出し、夕食のおかずにした。
津波が襲って以来、初めての食事らしい食事だった。
　それから間もなくして、東京でレストランを経営して
いる友人から「“ 被災缶詰 ” を送ってほしい」という電話
があった。汚泥にまみれた缶詰を商品して売ることにと
まどったが、友人は「しっかり洗浄してくれれば大丈夫。
缶詰の中身は問題ないから」といってくれた。
　その言葉に勇気づけられ、木村優哉さんは４人の従業
員ともに缶詰の回収を始めた。雲のようにわいた蠅、胸
が悪くなるほどの悪臭が立ちこめる中での作業だ。しかし、
藁にもすがる思いで必死になって缶詰を探し続けた。そ
れでも１日 300 個程度が限界だった。
　“ 被災缶詰 ” を発注したレストランは、それを使ったレ
シピを考案した。やがてその話が話題になり、その年の
４月には東京・下北沢に「木の屋カフェ」がオープン。人

気商品「金華サバ味噌缶」を使った「金華サバ炊き込みご飯」
などガメニューに並ぶ。
　被災地にはバスに乗ってやって来るボランティアが加
わり、缶詰の回収を手伝う人が増加。やがて被災缶詰は
全国で売られるようになった。
　多くの人の助けもあって、被災缶詰の回収や洗浄作業
は昨年で終了。回収された缶詰は全部で約 50 万個にも
のぼり、まだ売れていないのはわずか 1000 個ほど。収
益はすべて仕事と住まいを失った従業員とその家族野生
活を支えるのに使われている。
　一方、木の屋は、山のふもとに事務所を再建し、１年
後に工場を再建したいと計画を立てている。震災の後、
絶望の淵に立たされた木村さんだが、被災缶詰のおかげ
で今では希望でいっぱいだ。まだまだ道のりは厳しいが
多くの人々が再建を待ち望んでいる。

木の屋社長の木村長門さんも、「会社が生き残
ったのは、被災缶詰の販売を進めてくれた東京の
カフェレストラン“さばのゆ”の須田泰成さんのおか
げ」と話す。その須田さんが、“希望の缶詰”をテー
マにした子ども向け絵本を出版した。売り上げの
一部が被災者支援にあてられる。

希望の缶詰プロジェクトの推進者で、
絵本「きぼうのかんづめ」の作者であ
る須田泰成さん

パン 水 寝具

津波缶詰の小さな物語

20 212012 May2012 May

きぼうのかんづめ
文：須田泰成　絵：宗誠二郎
発行：きぼうのかんづめプロジェクト　発売：ビーナイス

（木の屋、Amazon等で購入できる：1200円）

救缶鳥プロジェクト

　栃木県那須高原でパン屋「パン・アキモト」を経営する
秋元義彦さんは、1995 年の阪神淡路大震災時に避難所
で暮らす人々に焼きたてパンを届けようとした。しかし、
ようやく神戸に届いたパンはすでにカビ臭く、食べられ
るものではなかった。
　その悔しさを胸に、日にちが経っても、焼き立てのよ
うに軟らかいパンが作れないかと、何年も試行錯誤を繰
り返し、ようやく日持ちのするパンを作り出した。それ
がパンの缶詰だ。
　生地を直接缶に入れて焼くことで、まるで焼き立ての
ように軟らかいパンを数年間キープできるようになった。
また、内部に和紙を敷き詰めることで、缶からすんなり
と取り出すことができる。
　この缶詰に入ったパンを 2010 年にはハイチの地震の
被災者に 3 万個、昨年の東日本大震災の時には 10 万個を
秋元さんが自らが避難所に届け、多くの人たちに喜ばれた。
　さらに、秋元さんはこの缶詰を利用した「救缶鳥プロ
ジェクト」を立ち上げた。その内容は、まず企業や家庭
に非常用食料としてパンの缶詰を備蓄してもらう。この
パンの缶詰の賞味期間は３年だが、２年経過した時点で
新しい缶詰に買い替えてもらうのだ。その代わり、回収

寄付者（企業 ･ 個人） NPO 法人 災害支援機構 WeCan

納品 発注

被災地 ･ 飢餓地域など

する際、缶１個あたりにつき 100 円を新しい缶詰から値
引きする。そして、回収した缶詰は国際機関を通じて、
飢餓に苦しむ世界各地の人々へと届けるというもの。缶
詰のラベルにはメッセージを記入するスペースがあるので、
缶詰を受け取る子どもや家族に気持ちを伝えることもで
きる。また、缶はフタの切り口で手を切らない工夫がさ
れているので、食べ終わった後は食器などとして再利用
も可能だ。
　このプロジェクトで利益はほとんど出ない。しかし、
お腹をすかせた子どもたちから「これほど美味しいもの
を食べたのは初めて」といわれると、それだけでうれし
いと話す秋元義彦さん。これからもずっとこのプロジェ
クトは継続するつもりだ。




