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未利用のサトイモ親芋を利用した加工食品の開発

~公設試験研究機関研究交流会議 1.5次産業振興部会研究テーマ~

食品醸造室家書多正樹，星野徹也

Development of Processed Food Using Unused Taro Mother Corms 

Masaki YASUDA and Tetsuya HOSHINO 

1 .はじめに

千葉県は全国有数のサトイモ生産県であるが，

a 輸入攻勢による価格の低迷や，食生活の変化によ

る消費の減退により ，生産は近年減少傾向にある。

本県では，主要品種の「土垂」など子芋を利用す

る品種が多く栽培されているが1にこのタイプの

親芋は食味が劣るため出荷されず，未利用のまま

廃棄されている。生産される芋全体の 3割近くを

占めるこの親芋や，選別後に発生する規格外の子

芋が有効利用できれば，農工両産業の振興に資す

ることや，環境保全に役立つことが期待されるヘ

また，近年の脱化石燃料への関心の高まりから，

バイオエタノールに関する民間企業からの問い合

わせも増加 しており ，作物残漬利用のバイオマス

生産等への基礎資料も得ることができる。

本課題では，サ トイモ親芋の加工食品への利用

可能性について検討した。

課題は，農作物の品種育成や栽培技術の改善，

農業の環境保全等の研究開発を行う農業総合研究

センターと ，当研究所との研究交流事業(1.5次産

業振興部会)の共同研究として実施 した研究テー

マで、ある。

2.方法

2. 1 供試材料

千葉県農業総合研究センターで栽培されたサト

イモ(品種 :土垂)の親芋を供試した。

発酵試験の比較品として サ トイモ(品種:士

垂)の子芋及びカンショ(品種:ベニアズマ)を使

用した。

2.2 成分分析

土付きで貯蔵された供試材料を，水洗い，皮む

き， トリミングし，利用可能な状態にするまでに

減少した割合を調査し廃棄率とした。水分率，デ

ンプン価， アノレコール分，酸度は国税庁所定分析

法刊こ，食物繊維含量は酵素法によった。

2. 3 加工食品の試作

2. 3. 1 菓子，総菜用途

ア)芋けんぴ(約 7mml隔の短冊状に刻んで、水にさ

らし，約160
0
Cの油で揚げて冷ます。砂糖， し

ょうゆ，酒，水を加熱したものをからめる)

イ)ポテトチップ(約1mm厚にスライスして水にさ

らし，水気を切る。約160
0
Cの油で揚げて食塩

を振る)

ウ)だんご揚げ(生の親芋をすりおろし，味噌，

片栗粉をまぜて丸め，片栗粉をまぶして油で揚

げる)

エ)鰻頭(白簡に，ゆでて裏ごしした親芋を等量

混ぜてあんとする。鰻頭皮の生地で包んで成形

し，オープンで160
0

C，15分程度焼く)

2.3.2 うどん

調製後の生の親芋を厚さ2cm程度に切断後，凍

結乾燥し，高速遠心粉砕器(ふるい1mm目)で粉末

化 した。うどんへの配合率を重量比で0%，10%， 

20%とし，加水率45% 塩水濃度6.7%，ミキシ

ング 5分，鍛え(足踏み50回 4つ折りを 6回繰

り返し)，熟成 2時間、麺厚2.5mm，幅3'"'-'4mmの手

切り，ゆで時間12分間の条件で製麺した九

2.3.3 醸造酢

米麹に水及び酵母を添加し， 15
0

C， 5日間培養

して酒母とし，次に蒸煮または水煮したイモを加

えて， さらに15
0C，16日間アルコール発酵させた。

発酵終了後，穆ろ液のアルコーノレ分を 5%に調整

し，酢酸菌を接種して30
0

C，5日間酢酸発酵させ

た。

2.3.4 しょうちゅう (酪)

米麹(焼酎麹)に水及び酵母を添加し， 15
0
C， 3 

日開発酵させ 1次醸とし，蒸煮したイモを加えて

15
0

C， 21日間 2次醸の発酵を行ーった。鯵のアルコ

ール分を測定し，アルコール収量を調べた。
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2.4 試作加工食品の官能評価

30"-'50歳代の男女 5"-'16名をパネルとした。

3. 結果及び考察

3. 1 原料処理(原料の発生時期と処理特性)

対象品種「土垂」の本県での収穫時期は11"-' 12 

月で，多くは子芋が付いたまま土中貯蔵され，そ

の後，翌年4月頃まで順次掘り上げ，調製後出荷

される。そのため，親芋は時期的にも場所的にも

分散した状態で発生し，収集するためのコストが

必要と考えられる。親芋の 1個重は平均約400g 

で， 10 aあたり収量0.7t程度と見込まれた。い

もは毛羽状の表皮で覆われ，ひげ根，欠き口や凹

凸が多いため，洗浄， トリミング作業にはカンシ

ョを上回る手間と時間を要した。加工原料調製時

の廃棄率は25"-'45%で、あった。

3.2 原料成分

親芋の成分は，デンプン価8.0"-'9.5%(生イモ

換算)，乾物率13.8"-' 14. 8%と，子芋の9.4"-'11.7%， 

17.1"-'17.8%に比較してやや低かった。また，食

物繊維含量は12.9g/100g(乾物)で，子芋11.8 g/ 

100g (乾物)よりやや高かった(表1)。

表 1 サトイモ親芋の成分

デン7・ン価 (生 食物繊維量
乾物率(弛) イモ換算) (g/100g乾

物)

親芋(2006年、 2007年) 13.8-14.8 8.0-9.5 12.9 

子芋(2006年、 2007年) 17.1-17.8 9.4-11.7 11. 8 

カンショ (2007年) 32.4 20.0 

3.3 加工食品の詩作

農産加工場程度の設備でも可能な加工食品とし

て，芋けんぴ，ポテトチ ップ，だんご揚げ，鰻頭

を試作し，食味や組成等，製品化の可能性につい

て検討を行った。これらの試作品は，カンショや

パレイショ原料の製品に比べ，デンプン含量が低

く，水分が多いため，揚げ菓子やだんご揚げでは

歯ごたえのある食感が得られなかった。また，材

料加工前に水さらしをしても，試食後の後味にえ

ぐ味が感じられた。鰻頭では，ねっとり感のある

あんの特徴が評価された。 しかし，焼成から 1昼

夜経過した後には，あんに接した鰻頭皮にサトイ

モ由来の色素が原因と考えられる赤変が認められ

た。

3.4 粉末化による食品素材としての利用

うどんへの適用を検討した。親芋粉末の添加量

が10%，20%と多くなるほど麺の色は灰色を帯び，

コシは弱くなるが，ぬめり感が増し，サトイモら

しい食感が感じられるうどんとなった。評価者に

よって後味にえぐ味を感じる場合があった(表 2)。

表2 サトイモ親芋粉末のうどん生地への配合

試験区親芋粉末中力粉 E 亙
対照 Og 100g 45g 3g 
10%配合 10g 90g 45g 3g 
20%配合 20g 80g ~ー」孟

試作品の官能評価コメント

配合が増加するほど、麺のコシが減少し、サトイモらしし、
ぬめりとざらつき感が強まり、灰色を帯びる。人によっ
て、親芋粉末を配合したものの食後にえぐ味を感じる。

3.5 食酢の試作

子芋で、仕込んだ、場合に比べ親芋で、は醸のアルコ

ール発酵がやや遅れた。発酵終了時のアルコール

分はいずれも約6%となった。酢酸発酵後，やや

黄色みを帯びた透明感のある酢が得られた。官能

では，味，香りとも通常の食酢とあまり差は感じ

られなかったが，後味にわずかにえぐ味が感じら

れた。原料の下ゆで処理によるえぐ味軽減効果は

認められなかった(表 3)。

試験区

表3 サトイモ親芋を原料とした

醸造酢の小仕込み試験

弘止且J主
惚エタノ}俳再審発併

ル 後の

酒母 穆
滅JE般度

言PJ水 捜 阪 同 (叫

A 清酒麹l∞E水118g酵母2.5g親芋(蒸煮)5∞g水240g 350g 6.0 5.1 

B 清酒麹100g水118g酵母2.5g親芋(水煮)500g水240g 350g 6.0 5.2 

C 清酒麹100g水118g酵母2.5g子苧(蒸煮)5∞g水240g 350g 6.0 5.3 

D 清酒麹)(旧日水118g酵母2.5g子芋(水煮)5∞g水240g 350g 6.0 4.5 

E 焼酎麹l∞E水118g酵母2.5g親芋(蒸煮)5∞g水240g 350g 6.1 4.8 

3.6 しょうちゅう酵の試作

えぐ味等の問題の回避と親芋のデンプン価を考

慮、し， しょうちゅうへの利用可能性を探るため，

発酵試験を行った。図 1は，しょうちゅう醸の炭

酸ガス減量を経時的に測定したものであるが， デ

ンプン価を反映して甘しょに比べ低く推移した。

前年度の親芋で仕込んだ穆は，やや高い値で推移

したが，最終的にアルコール濃度は同程度となっ
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た(表 4)。発酵終了時のアルコール分は，親芋を

原料とした穆が約7% で，子芋8%，カンショ 11%

、に比較してやや低かった。前年度産の親芋でも発

酵経過には大きな差はなかった。カンショを原料

にした仕込みに比較して醸の粘性が高いため，蒸

留時の焦げ付きゃ突沸蒸留廃液の処理に留意が

必要であると推測された(表4)。

250 

2∞ 

回

。

......6.. ..ll 合企 ll'...6" 

.ll....u a--Qドー+・司r-

o 2 4 8 10 11 14 15 16 18 21 

総晶日数

図 1 しょうちゅう穆のC02減量
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4.まとめ

(1)親芋は，時期的空間的に分散して発生するた

め，収集にコストを要する。また原料処理に手

間と時間を要し，廃棄率も25"-'45%と大きかっ

た。

(2)加工食品の試作では，ぬめり等原料特性が食

感に影響し，味ではえぐ味が感じられた。

(3)食品素材としての粉末化では凍結乾燥が最適

で， うどんの試作ではぬめり感が増し，サトイ

モらしい食感が感じられたが，えぐ味が残った。

(4)食酢の試作では味，香りとも通常の食酢と同

等であったが，後味にわずかにえぐ味が感じら

れた。

(5)しょうちゅう醸の試作では，アルコール収得

率は問題なかったが，醸の粘度が高く蒸留時の

操作性が懸念された。
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試作品

1 .サトイモ親芋 2.芋けんぴ

3.ポテトチップ 4. だんご揚げ

5.サトイモ鰻頭 6. うどんへの練り込み

7 酢酸発酵 8 しょうちゅう穆
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