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調理用電子レンジによる全乳｜萄形分の簡易測定法

fir IT久保史浩・伊藤 幣・樹 rli俄

日本：＇｝~［2え議内大学 乳ヤ：教常

喜善 約 ~I：手しの :'Eh~IJ汐分についてi'iJ,\lJIJ! よH泊予レンジによる ffij幼illtlJE'.i1；と公定法との測定的をlt絞検討

し，簡易訟の il!IJ定条件すと ？）~Ji:: して，その約l交を倹Ji:: した。

グラス製1111.にグラスツ γ イパ一線iP紙を入れ， γ イク pil主主[I熱（ 3分）し， デシケーター I々で放冷

(20 分）した。次いで， ifi紙上にが~lg の試やlを注入し，試料数 1～20 に対し 5～16 分の加熱な行い，

デシケ…ター内政冷（20分〉後， 1J:U誌を測定した。以上の条件により同一試料をiJ!IJ定した本法の繰り返

し紡皮〔SD.）は， 0.0768%刊、MS), また9試＊干の手しじmr＊分について測定した紡栄， l'El関係数は，

0. 9966, !Iii仰式は y，に 0.966X -f 0. 528であり， i立JM路線からのパラツ'1..似は， 0091であっf:_o

以 l二のがi栄， 木簡易／JliJJE'.法による測定（；）：， 11比新j致事長より劣るが， 11'.Pli古ーが小規総で生絞殺’J!Hに必主主な

ヴごーターを仰るには十分実月J(J均である。

キーワード： IL~ ill ，公平Ll•'•llf~分，マ f グロ ii主

従米，牛乳のl111if1（［は，合右目白！日＇Jiti：によってHH1lliされて

きたが，近年それに加え， 1nrn旨乳lililJfHHli：も評議！日以＼flに

組み込むことがー手L'tlti攻7fpJ1:m：の…JJi1としてmi必有され

てきている。成分f内手L'l!f1各主主；！，号機を設定している 1fim

は，北海滋，泊予， 指IJ,ゐ，次減など27奴以上であり，

SNF, TMS設問状況については，殆んどの都滋府県で，

指定！ヨlf本あるいは牛乳検伐後間などで役wし，手L鈍｛会殺

による手Lf1Uix：／：ムを災総しているわ。 i没｛段されている奴！！日

乳問形分または会乳問形分担lj／包畿銀は，？？ν1SiJ!th包装／i(1'.,

泌総 TMSチぉッカー，ミクコス＇＂＇ャンなどであるが，

後の 2~長は，尚｛闘であり， I普及するにはさ医らなし、。乳質

改~指a涼のために小規模で、分析するのには，低級1名で｛;ti'

t質的：の；：：lie、， しかもm述，簡易な定mafiよしが奴ましいで

あろう。

そこで務：点ーらは，乾燥災慨に2反発総務が向く，…般に

波及している7託子レンジを別い， グラス！.¥l'l科長l:llllおよび

グラスファイパ－iJ'i紙， l'l!ff);:Jd予をJT]l,、てil!IJ定しその

淀川｛生省f検討した。

実験材料および方法

I. 供試乳

Fl！＇決議火｛泌総， 33, 183～186, 1984 

2. 会手し臨形分浪lj定法

公定法による：＇.！＇：乳［ ill！形分（TMS）のil特定は，A.0.八.c
の方法刊にj容認した。－：｝］＇. f)l)JJ;(l；としては， i'iJ,¥JJ!IUFJ'i託

子レンジ（ターンテーブノレ十］＇）を f!jl.、下犯のj滋り行った。

グラス製l'fi[[}:mi.Cl攻径40mm，深さ 5mm）に， グラス

ツァイパー製P紙（ToyoK-375）な載せ， マイク口波

加熱（ 3分）後，デシケーター内で欣冷（20分）し，！孔

袋？な !ll：~ピ求めた。次いで約 lg の試:ji'fをシザンジでj戸紙

上にrt入し， :W::Jll:iJlihむ後， マイ夕刊波加熱（ 5～16分）

を行ったo )Jll式決後，デシケーター内で紋冷（20分）し，

試肢の乾燥1111設を説!JJE'.した。なお使m綾擦は， t公下'fir縦

波梁（株） NE-M 600，発鍛周波数2450MI九 600Wを

よfjl,、た。

結果および考察

I. マイクロ波加熱時間と試料数との照係

j試料数 (1～20）によって似問：｛1（（に：f!Jj主する加熱IL'.i'lliJ

を検討し，その総JI~:a-Fig. 1に訴した。

Jffil袋のt!i.ltl:ft（（については，試料数による大きな殺は認

められず， 3分以上加熱することによって恒ぷが｛が符ら

;/tf:_o -}j，紋料（ 1 試料約 lg）数:a-Jf'lすと， ・[i:[:lil:fli〔

｛）~試乳は， l~bffij乳業（株）東京工場で：H犯しされたパノL に到巡するために必!JJ..iな加熱時間は必くなり， l試料淑lj

ク乳：およびヰ正常付属小~ir-m牧場で搾乳；された例乳をffl ＼，、 定時には， S 分で恨お：ff（［に列述ナるが，同時に 20 試料~

た。 測定する｛絡には， 16分の）Jllf.{¥lli'i[llJが必要であった。
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-0-(A): sample No I 

ーム…（B〕： No2-6 

一口一（C):No 7-20 

ト1

By the standard method 
SDロ 0.0566%TMS 

。 ll.753%TMS 

十l

。 ・11.803%TMS． 
By the simplified method 
SD~＝ 0.0768% TMS 

Fig. 3. Repeatabilities of measur色menlsby the 

抗日ndard method and the simplified 

111邑thod.

に TMSfo＇（を測定した。紡栄は， 刊誌.2 Iこえミした巡り

である。

f'liJ¥¥: 1111.の同il¥§ljにfitってタ…ンテープソLj二の中心、（八）

が11えも強く加熱され，次に（ B), (C）の佼Ii'：＇.！＇.，すなわ

らタト｛l!IJ へ＇￥.）－るほど｝JI! 熱カ）＼j~）くなる fill!<•Jが認められた。タ

ンテーブノレであるため， ［ii:lfi（ぬなI問題：ふないように

jよLわれたが，オ4紡栄（fig. 2）でぶした通り，円形の内

からタトへ，といった分布によるIll］胞が生じるようで、あるο

少数の試料を加熱する場合には，それぞれを問低限（A,

B または C）に1~cli~＇.することが ll:I＊るが， 7～20 ；試料:a

加熱する場合には，ぞれがIll米ないため，｛占：限的［if］泌を

考慮し，加熱H奇問主r検討したところ，試や｜数により 12～
hた。16分以上の加熱で，これら

3. 繰り返し繍皮

i六1一試料~こついて公定法，簡易訟の 2 '}j法によ I)121註l

繰り返しiJ!llJtして，繰り返し続淡（S.D.〕を検討したo

ff:iiよ誌は， Fig.3に示した通りである。

繰り返し総j究明， D.〕は，公定法、で0.0566% Tl¥持，

簡易訟では， 0.0768% TMSであり，的‘易訟は，附11寺に

fjった公定法より私：子劣る精度であゥたが， TMS封［：泌

20 
の実JfJ_L:,11話題は，ないとll＼われる。

4. 公定法と簡易法との相関

手Llill!J診分散の災1なる 9 試料について，公JL:U~ と簡易訟

と在比較検討したの結果な Fig.・1にぶした。

公定法とjfll主主法による手LlililJ拶分の.lfl均ft[(fi，それぞれ

11. 364%, 11. 505% TMS, また， filij：おの総l~J係数は，

0.9966で 1%水準手J，訟を示した。問者の！日l帰式は，簡易

11ミ：0.966×公定法十0.528であり，！Iii主！？政線からのノくラ

2. 加熱l家内における測定値の分布 ツキ1pfiH:t, o. 091であったの今似得られた側焔政k!ll!は，

本↓設さをにおける放火測定可能試料数で、ある 20 試~＇＋を， Y=Xに近似したj｛；［線であり， zj~Jfjよ：では特に換tv：の必

i勺形ターンテーブル（Fig. 2）に自己慨し加熱に際し， 'Jl_（はないものと考えられる。

｛立院［内なn自！泌として， どのような分布をぷずか，終fl在的 TMS iJ[tJ'.li::'.JtlとしてIJfHきされた 赤外線虫［］然主f
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0. 018 (S. D.）で，間lli¥'IこTi'')tこ公XI.:11；の繰り ！！＆ し続投：

ニLO.023 (S. D.）よりむしろ少なかった3）。木簡易訟で

のお？皮Cl:，これら 1‘MSiJ!IJ＇心得 Jfj機鉛より劣るが，＇ f:.:JL

生1夜ニれが， ~l=.P§：・ 1i;i'Jll!に必＇＆！ なすJ …クーな得るには［·分｛史

mが可能であり，簡易かつ安（111iな決［げでiJ!IJ'i.EIU＊ること

が放火のJ リットで・ある。

fll,',j日目rnm子レンジト二上る金平Lli'ilJf・多分のf)\'j長＆ iJtlJ~i:UJ;
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1) 

n ＇コ27
l'=0.966.r卜0.528
I' =0.9966 

SD from regression口 0.091%TMS
r刊ご11.364% TMS 
pニ 11.505% TMS 

・・y
・・・

10 

2) 
11 12 

（%） 
1・MScontent by the standard method 

13 10 

3) 

Relationship between TMS contents in 

var・iousmilk samples deterrnin邑dby the 

standard method and the simplified 

method. 

Fig. 4. 

。

5) 

6) 

7) 

JU L、た Ct.Al>日SONの TMSテスターの約；＇］＇.＼ Ji.繰り泌し

精度が 0.043～0.066 CS. D.〕， 公定法からのカタヨり

は， 0.03～0.04%と報告のされ，また隠l波の TMSテス

ターは，み1外線による』日数夜のj治安定i1I：をt.')c訴し，その

総決，繰り返し粉皮 0.046 (S. D.），公定法からのカタ

幻リが…0.16%となった2,5＼》 －"Jj，オ，；ffilぎbi1；と同様なγ

イ夕日波加熱を)H＼， 、た測定法のi制約丸いくつか札りある

が，とくに閥11［，：の Tl'vISチェッカーによる測定は，精度

が向く多用されている。その機長自の繰り返し精度は，
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Simplified Determination of Total Milk Solid Using Microwave 

Oven for Cooking Utensils 

Ryozo AKUZAWA, Osamu ITO and Kenkichi YOKOYAMA 

Dairy Science Laboratory, Nippon Veterinary and Zoo technical College 

Abstract 

Comparison of the results of determination of total milk solids (TMS) of raw milk by micro刷

wav邑 oven for cooking utensils and th邑 standard method was made. The pt・巴parativecondition 

of microwave oven agr巴巴dwith that of the standard method were巴xamined.

After microwave heating the glass filter paper on the glas日 dish, cool巴正iin desiccator for 20 

min. Next. pour・巴da 五xedquantity of sample (approximate 1. 0 g) onto the glass filt記rpaper on 

the sample dish by a syringe. Th巴 samplewas h巴at母dby microwave required drying tim邑〔5-

16 min depend on number of sample). After the sa口1plewas cooled in desiccator for 20 min, 

wcighed quickly, and calculated. Repeatability of measurments by both this method under the 

above mentioned and the standard m巴thodwaぉdeterminedby multiple t巴stson the same sample. 

すhestandard deviation of the 12 measurements by this m巴thod w品S 0. 0768.% TMS. On the 

other hand, the results obtained for TMS content of 9 sampl巴お of raw milk examined by this 

method gave a correlation coefficient of 0. 9966, a regression equation Y=O. 966X +O. 528 ( Y: 
results by this method, X: r邑suitsby the standrard method), and the standr・arc!deviation from 

th巴 regressionwas 0. 091.% TMS. 

Key word: り日termination,Total milk solid, tvlicrowave 
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