
  
  リンゴ‘秋星’果皮に含まれる赤色色素の抽出と濃縮

  誌名 石川県農林総合研究センター農業試験場研究報告 = Bulletin of The Agricultural
Experiment Station, Ishikawa Agriculture and Forestry Research Center

ISSN 21879796
著者名 山田,幸信

三輪,章志
発行元 石川県農林総合研究センター農業試験場
巻/号 30号
掲載ページ p. 1-9
発行年月 2013年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



石川県農林総合研究センター農業試験場研究報告 30: 1 ~9 (2013) 

リンゴ‘秋星'果皮に含まれる赤色色素の抽出と濃縮

山田幸信1)・三輪章志2)

Effective extraction of the red pigment from the peel of apple “Shusei" and its concentration 

Yukinobu YAMADA， Shouji MIWA 

Summary 

This research described an efficient extraction method for the red pigment contained in the peel 

of apple “Syusei" in order to utilize the red pigment for the food additive. The hot aqueous solution 

of 1 % organic acid (hot method) resul ted in higher extraction efficiency than the non-heated method. 
The red pigment extracted by this hot method had higher heat resistance than conventional method. Lactic 

acid， ci tric acid， and malic acid could be used as an organic acid for aqueous solution. The pretreatment 

wi th pectinase was required to concentrate the red pigment solution wi th the vacuum concentration. The 

lyophilization method was found applicable to transform the red pigment solution to the powder form. 

I 緒 E司

農業総合研究センターが育成し、平成 17年に品種

登録された中生のリンゴ品種 4秋星'は、‘ふじ'よ

りも約 1か月早く収穫できること、甘味と酸味のバ

ランスが良く多汁で肉質も良好で、あること、果皮の

赤色が非常に濃いことが特徴である 1)。主に生食用

として出荷されているが、味や肉質が加工用途にも

適していることから加工原料としても利用されてお

り、市販される‘秋星'加工品の数は増えつつある。

しかしJ秋星'の特徴の 1つである果皮の濃い赤色

を活用した商品は今のところ見られず、商品の外観

は他のリンゴ品種の加工品と区別がつかない。

‘秋星'果皮の赤色色素については、まだその成

分の確認は行われていないが、‘ふじ'などの他の赤

系品種の果皮の赤色色素はシアニジン-3ーガラクト

シドを主成分とするアントシアニン類であり、表皮

細胞の液胞に蓄積されていることが報告されている

2) 3)。このことから、 4ふじ'の交雑種である‘秋
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星'も色素の種類、分布は同様であると考えられる。

しかし、金時草などアントシアニン類色素が含まれ

る他の野菜・果実類と異なり、リンゴの果皮は細断、

混和、搾汁、熱水抽出を行っても赤色色素はほとん

ど浸出しない。そのため、リンゴ赤色系品種の加工

品で果皮の赤色色素を利用した商品はほとんど無く、

果皮は加工原料としては使用されずに廃棄されるこ

とが多い。‘秋星'加工品でも、一部に果皮を混和し

た商品はあるが、殆どの場合果皮は廃棄されている。

しかし、果皮の濃い赤色は‘秋星'の大きな特徴で

あることから、他品種の加工品との差別化を図るた

めに果皮の赤色を加工品に利用するための技術開発

が求められていた。

リンゴ果皮の赤色色素を食品原料として使用す

るための方法として、何らかの方法で色素を抽出し、

その抽出液を食品に添加する方法が考えられる。リ

ンゴ果皮から赤色色素を抽出する方法を調査したと

ころ、①塩酸性メタノーノレで、抽出する方法2)、②果
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皮を含むリンゴ果肉に亜硫酸を加えて粉砕・搾汁し、

得られた果汁から有機溶媒で赤色色素を分離する方

法的、③リンゴ果皮を有機酸水溶液または有機酸と

エタノールの水溶液に浸潰して l昼夜静置し、赤色

色素抽出液を得る方法5)があった。このうち、①の

方法についてはアントシアニンの分析に用いられる

方法で、使用する抽出溶媒が食用に適していない。

また、②の方法についてはポリフェノーノレ類全体を

抽出し、そこから赤色色素を分離する方法であるが、

抽出方法が極めて煩雑であり、大量生産には向かな

い。一方、③の方法については食品に利用できる材

料のみを用いており、操作も簡便であるため、食品

加工への応用が容易で、あると考えられた。

そこで、③の抽出方法(以下「静置抽出法」と記

す)を‘秋星'に適用し、色素抽出の可否や抽出条

件を検討した。さらに、より効率的に濃度の高い赤

色色素抽出液を製造するために作業工程を見直し、

新たに加熱抽出によるリンゴ果皮からの赤色色素抽

出法(以下、「力日熱抽出法」と記す)を開発したので、

これらの結果について報告する。

E 材料および方法

1 .供試材料

試験材料として、農総研産‘秋星'の果皮をアッ

プルビーラーでむき、さらに lcm角程度に刻んで混

合したものを用いた。

2. 静置抽出法による抽出条件の検討

果皮に条件の異なる各種溶媒(表 1)を一定比率

で添加し、 5
0

C・遮光・密封条件下で 16時間静置し

て色素を抽出した 5)。その後ろ過して得られた赤色

色素抽出液の 512nm吸光度を分光光度計(島津製作

所製 UV-1700)で測定して色素の抽出効率を評価し

5)、静置抽出法で果皮赤色色素を抽出する場合の溶

媒の有機酸の種類、有機酸濃度、 pHが抽出効率に及

ぼす影響を評価した。

なお、これ以降の試験で加熱抽出法を実施する場

合、特に指定した条件を除いて本試験と同様の条件

で実施している。

表 1 静置抽出法における抽出溶媒の条件検討の試験区構成

検討項目 試験区 果皮重量

に対する

溶媒添加

割合

抽出溶媒の 20拡エタノール水溶液、 2倍

種類 20見エタノール+5唱酢酸水溶液、

20略エタノール+5拡リンゴ酸水溶液、

20時エタノーノレ+5略乳酸水溶液

有機酸濃度 蒸留水、い 3・5・10出乳酸水溶液 10倍

有機酸濃度 O. 1M乳酸緩衝液 (pH2.5)、0.5M乳酸 10倍

(pH一定) 緩衝液 (pH2.5)

pH 0.5M乳酸水溶液 (pH2)、0.5M乳酸緩 10倍

(濃度一定) 衝液 (pH3、4、5、6)、0.5M乳酸ナ

トリウム水溶液 (pH6.7)

ヰ乳酸緩衝液は pHによって質量濃度が変化するため、 pHの検討

で使用した溶媒の濃度は0.5Mで統ーした。なお、O.1Mおよび0.5M

乳酸水溶液の質量濃度はそれぞれ約 O.鋭、約 4.5唱である。

3. 加熱抽出による抽出条件の検討

有機酸を用いた静置抽出法よりも効率よく赤色色

素を抽出する方法として加熱抽出による色素抽出法

(以下、加熱抽出法と記す)を検討するため、以下

の 1)"-3)の方法で抽出条件の検討を行い、好適

条件を決定した。これ以降の試験で加熱抽出法を実

施する場合、特に条件を指定しているものを除いて

本項で決定した好適条件で実施している。

1 )有機酸の種類、加熱温度、前処理の検討

静置抽出法の試験で用いた有機酸3種類およびリ

ンゴに含まれる有機酸であるクエン酸を用い、果皮

(生皮、 -50Cで緩慢冷解凍した皮[以下「冷凍皮JJ) 

3gに各有機酸の 1%水溶液 30mlを加えてメジュー

ム瓶に封入し、 100
0

C(沸騰水浴)ないしは 1200

C(オ

ートクレーブ)で 15分間加熱した。その後ろ過して

得られた抽出液について静置抽出法と同様に 512nm

吸光度を測定し、赤色色素の抽出効率が最も良い条

件を検討した。

2)加熱時間の検討

生果皮 3gを 1%クエン酸水溶液 30mlに添加して

メジューム瓶に封入し、 100
0
C(沸騰水浴)で 8、15、

23、30、60分間加熱した。その後ろ過して得られた

抽出液の 512nm吸光度を測定し、赤色色素の抽出効

率が最も良い加熱時間を検討した。
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3)果皮添加量の検討

1%クエン酸水溶液 30mlに‘秋星'生果皮 3、5、

10、15gを添加してメジューム瓶に封入し、1000C(沸

騰水浴)で 23分加熱した。その後ろ過して得られた

抽出液について 512nm吸光度を測定し、抽出液の赤

色色素の抽出効率が最も高い果皮添加量を検討した。

併せて、抽出液量の 1%クエン酸水溶液添加量に対

する比率(以下「ろ液回収率J) も確認した。

さらに、試験規模を 2倍量にして同様に抽出し、

抽出液を果皮ごとジューサーで粉砕し遠心分離

(25390 X g、15分)した後にろ過して抽出液を回

収する方法に変更した場合の色素の抽出効率、ろ液

回収率についても検討した。

4. 加熱抽出した赤色色素の特性検討

1%有機酸水溶液 30mlに対する果皮添加量を 15

gないし 3gとして加熱抽出した 2種類の赤色色素

抽出液(以降、 1:2抽出液、 1:10抽出液と記す)を

用いて、 pHの調整や加熱を行った際の色の変化に対

する抽出濃度の影響を検討した。

pHの調整における抽出濃度の影響については、そ

れぞれの抽出液に適当な濃度の水酸化ナトリウム水

溶液を加えて pHを3---""5に調整し、色の変化の有無

を目視で確認して評価した。

抽出濃度の影響については、各抽出液 30mlをメ

ジューム瓶に封入して 100
0

Cないし 120
0

Cで5分加熱

し、加熱前後の抽出液の 512nm吸光度を測定してそ

の変化によって評価した。

5. 抽出方法の違いが赤色色素の抽出効率や抽出液

の耐熱性に及ぼす影響

抽出方法の違いによる赤色色素の抽出効率を比

較するため、これまで検討したいずれの抽出方法で

も抽出効率が最も高かった乳酸を用いて、果皮と l九

乳酸水溶液との比率 1:2で加熱抽出した抽出液並び

に果皮と 1%乳酸水溶液の比率 1:2および 1:10で静

置抽出した抽出液を作成し、それぞれの 512nm吸光

度を測定して赤色色素の抽出効率を確認した。

さらに、 512nm吸光度が同程度になるように乳酸

水溶液を加えて濃度調整した加熱抽出夜および静置

抽出液 (1:10)について、 4.の試験と同様に 120
0C

で5分間加熱し、加熱前後の抽出液の 512nm吸光度

の差の大小を比較して、抽出方法の違いが抽出液の

耐熱性に与える影響を次の方法で検討した。

6. 赤色色素抽出液の濃縮方法の検討

赤色色素抽出液は、用途によってJは濃度を可能な

限り高くする必要がある。そこで、加熱抽出法で得

られた赤色色素抽出液の濃縮法について検討した。

加熱抽出による赤色色素抽出液は、1%乳酸水溶液

を用いて抽出したものについて、ベクチン分解酵素

を0.005%加えて 40
0

Cで 1時間程度反応させる処理

を行ったものと、酵素処理せず抽出した状態のまま

のものを用いた。

濃縮方法は、まず加温しない濃縮法である減圧濃

縮および凍結乾燥について検討した。減圧濃縮は、

ロータリーエパポレーター (BUCHI-SHIBATA製

R-114)を用いて 40
0

C条件下で液量が1/10になるま

で濃縮し、濃縮中の突沸の有無、濃縮後の抽出液の

粘性を確認した。凍結乾燥は、 -80
0

Cで凍結した抽出

液を凍結乾燥機(アノレパック製 DF-03H)を用いて凍

結乾燥し、得られた乾燥物の収量および吸湿性を確

認した。さらに、それぞれの濃縮法で得られた濃縮

物、乾燥物のうち作業性や収量の良好なものについ

て、濃縮作業で減少した重量分の蒸留水を加えて元

の濃度に還元し、 L半値、 a*値、 b*値を分光測色計(日

本電色工業製 SD-5000)で測定した。濃縮前の原液

についても同様に測定し、濃縮前後の色差 (sLab* 

値)を算出して、濃縮操作による色の変化の有無を

評価した。

さらに、簡便な濃縮方法として、加熱濃縮を検討

した。減圧濃縮・凍結乾燥と同じ 2種類の抽出液を

焦げ付かないように撹枠しながらホットプレート上

で沸騰させ、1/10量にまで濃縮した。その後、両方

の濃縮液について減量分の水を加えて還元した希釈

液を作り、減圧濃縮・凍結乾燥と同様に濃縮前の原

液との色差を求めて加熱が色に与える影響を評価し

た。

E 結果と考察
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ましいものと考えられた。

なお、本試験で検討した中で赤色色素濃度が最も

高かったのは乳酸濃度 10%水溶液を用いた抽出液

で、この時の溶媒 pHは1.86、抽出液の 512nm吸光

度値は 3.0で、あった。一般的な加工食品の pHは5"-'

6付近であり、また酸味を感じる食品(酢の物・ソ

ース類・ケチャ ップなど)では pH3"-' 4付近である

果皮から静置抽出法により赤色色素を抽出する

場合、 20%エタノール水搭液で、は色素はほとんど抽

出されなかったが、有機酸を加えた液ではいずれも

赤色色素が抽出された。 512nm吸光度値は、 5%乳酸

+20九エタノーノレ水溶液が最も高く、次いで 5%リン

ゴ酸+20%エタノーノレ、 5%酢酸+20%エタノール、

20%エタノールの順に高い値を示した(図 1)。この

ことから、リンゴ果皮の赤色色素の抽出効果は有機

酸が高くエタノールは低いと考えられた。また、同

重量の果皮を用いても有機酸の種類により抽出液の

512nm吸光度値に差があり、検討した有機酸の中で

は乳酸が最も抽出効率が高かったため、乳酸水溶液

を抽出溶媒として抽出条件を検討した。

まず、乳酸水溶液の濃度による色素の抽出効率を

検討した結果、濃度が高いほど抽出液の 512nm吸光

度値は高かった(図 2)。この場合、乳酸水溶液の濃

度の違いにより pHも変化することから、乳酸緩衝液

を用いて抽出溶媒の pHを一定にした場合の濃度の

影響について検討した。その結果、乳酸水溶液と同

様に濃度が高いほど抽出液の 512nm吸光度値は高か

った(図 3)。さらに、抽出溶媒の濃度を一定にした

場合の pHの影響について検討した結果、抽出液の

512nm吸光度値はpH2最もが高く、pH3では低くなり、

pHが4以上では赤色色素はほとんど抽出されなかっ

た(図 4)。これらから、果皮の赤色色素の抽出効率

は溶媒の有機酸濃度や pHとの関連が高く、果皮赤色

色素を抽出するためには抽出溶媒の濃度は可能な限

り高い方が、 pHは3以下で可能なかぎり低い方が望

静置抽出法による抽出溶媒条件の影響
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ことが知られており 6)、静置抽出法で得られた色素

抽出液は食品原料とするには色素濃度に対して酸味

が強すぎ、食品原料としては利用しにくいと考えら

れた。

2 加熱抽出による抽出条件の検討

低濃度の有機酸水溶液を用いて効率的に果皮赤

色色素を抽出するため、加熱抽出法の抽出条件につ

いて検討した。

512nm吸光度値は、有機酸の種類では乳酸が最も

高く、次いでクエン酸、リンゴ酸、酢酸の順で高く、

いずれの有機酸水溶液でも 120
0Cより 100

0Cの方が

高かった。また、緩慢冷解凍による色素の抽出効率

の向上は認められず、果皮の前処理は不要と考えら

れた(図 5)。

加熱時間および果皮の添加量の検討は、これまで

用いた有機酸のうちリンゴに含まれる有機酸(クエ

ン酸、リンゴ酸)の中から抽出液の吸光度が高いク

エン酸を用いて行った。加熱時間については、 8分

および23分の抽出液の512nm吸光度値が高かったが、

加熱時間 15分で、は一旦512nm吸光度値が低下してい

ることから、加熱時間 8分では色素が十分抽出され

ていない可能性があり、果皮赤色色素を抽出するた

めの加熱時間は 23分が望ま しいと考えられた(図

6)。果皮の添加量については、有機酸水溶液に対す

る果皮添加量を増やすほど抽出液の 512nm吸光度値

は高くなったが、ろ液回収率は低くなった(図 7)。

これは、果皮に抽出液が吸収されることや、加熱に

よりベクチンなどの粘質成分も抽出され、この結果、

果皮の添加量が多いほどろ過が困難となることが影

響しているためと考えられた。有機酸水溶液 30ml

に対して果皮を 15g添加したものは抽出液の粘度

が高くろ過に非常に時間がかかっており、果皮添加

量をさらに増やすことは困難であると考えられた。

なお、ろ液回収率については、抽出液を果皮ごと

ジューサーで粉砕した後に遠心分離 (25390X g、

15分)して抽出液を回収することで向上する。この

時の抽出液の 512nm吸光度値はろ過した場合と間程

度である(図 8)。

また、遠心分離後の残さに再度有機酸水溶液を添

加して同様の抽出操作を行ったところ、得られた抽
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505 
F→ 
l!) 

5 

1.5 

坦
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沢
民
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。
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副生皮100
0
C

ロ冷凍皮100
0C

回生皮120
0C

.i令凍皮120
0C

図5加熱温度および果皮の冷解凍処理の有無の違い

による赤色色素の抽出効率

2 

。
8 15 23 30 60 

加熱時間(分)

図6加熱時間の違いによる赤色色素の抽出効率
*生皮3g、1%クエン酸30ml、加熱温度100
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果皮添加量 (g)

果皮添加量(g/30ml) 3 5 司 10 15 

ろ液回収率(%) 66.7 60.0 52.5 45.0 

図7 果皮添加量の違いによる赤色色素の抽出効率(ろ過
によるろ液回収)

*1%クエン酸30ml、加熱条件1000C23分

出液は粘性が低下したためろ過することができた

(図 8)。

以上の結果から、果皮の赤色色素を抽出するため

の加熱抽出法の最適条件は図 9のとおりであると判

断された。有機酸は、色素を添加する食品に応じて
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再抽出

秋星皮添加盆 (g)

果皮添加量(g/60ml) 6 10 20 30 

ろ液回収率(%) 78.3 70.0 61.7 55.8 

図8 果皮添加拡の違いによる赤色色素の抽出効率(粉砕

後遠心分離によるろ液回収)

*1%クエン酸30ml、jJll熱条件100"C23分

‘秋星'果皮

30g 
(lcm以内に刻

んだ物)

1%有機酸

水溶液60ml

加熱抽出 100
0

C23分

粉砕後、ろ過

赤色色素抽出液

図9 加熱抽出法による赤色色素の抽出条件

三、有機酸はクエン酸、リンゴ酸、乳酸、酢酸のいずれでも良い。

適したものを使用することが可能である。

3. 加熱抽出した赤色色素の特性検討

加熱抽出法の最適条件として、添加量の限界であ

ると考えられた果皮 15g/凶有機酸水溶液 30ml(以

下、 1・2抽出液と記す)および最も薄い濃度で、あっ

た果皮 3g/1%有機酸水溶液 30ml (以下、 1:10抽

出液と記す)の赤色色素抽出液を作成し、pHの特性

や加熱耐性について検討した。

各抽出液の pHは 1:10抽出液が最も高く、次いで、

表2 1%クエン酸水溶液及び赤色色素加熱抽出液のpH

1%クエン酸 I<~.J...I..." ，:.-.+- I I 1:2抽出液 I1:10抽出液水溶液 I .l...LJJu.JI_LllIA I 

2.21 2.5 3.11 

、

DH2.5 oH4 oH5 
果皮 110クエン酸水溶液=1:10 

図10抽出濃度の違いによる赤色色素加熱抽出液の
pH調製後の色調変化

1: 2抽出j夜、 1%クエン目安水溶液の順に高い値を示し

た(表 2)。加熱抽出では溶媒に対する果皮の添加割

合が多くなるとベクチンの抽出量が増えることが示

唆されているが(図7)、果皮の添加害1]合を少なくす

るとベクチンの抽出量が減少するかわりに塩類など

の抽出量が増えることが考えられ、そのため果皮添

加量が少ない方が抽出溶媒と抽出液との pHの差が

大きくなると考えられる。

次に、それぞれの抽出液の pH を 3~5 に調整し

て色の変化を観察したところ、 1・10抽出液では pH

が高くなるほど色が薄くなったが、 1:2抽出液では

色の変化は小さかった(図 10)。 什史的な加工食品

の pH は 5~6 付近である 6) ことか ら、 pH5 でも色

の変化が小さい 1・2抽出液の方が食品原料として使

用しやすいと考えられる。

また、加熱前後の色の変化を 1:2抽出液と 1:10 

抽出液について見ると、いずれの抽出液も 100
0C加

熱ではごくわずかであったが、 120
0
Cで加熱すると赤

色が薄くなった。この時の加熱後の 512nm吸光度値

はいずれの抽出液もほぼ同じ比率で減少しており、
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1:10 
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加熱後の吸光度の原液に対する比(%)

|ロ印OC5分ー100
0
C5分l

図11 加熱抽出法での抽出濃度の追いによる赤色色素抽
出液の耐熱性

本各抽出液を 1000Cまたは120
0
Cで5分加熱し、加熱後の抽

出液の512口m吸光度の加熱前に対する比を算出した。

抽出濃度による耐熱性の差は小さい傾向を示 した

(図 11)。

4 抽出方法の違いが赤色色素の抽出効率や抽出液

の耐熱性に及ぼす影響

1%乳酸水溶液を用いて加熱抽出法(果皮:水溶液

は 1:2) および静置抽出法(果皮 水溶液は 1:2お

よび 1:10)による色素抽出を行った結果、静置抽出

法ではし、ずれの果皮添加量でも512nm吸光度値は約

0.6であるのに対し、加熱抽出法による抽出液の

512nm吸光度値は約 2.8で、加熱抽出法の方が赤色

色素の抽出効率が高かった(図 12、13)。また、抽

出時間も静置抽出法は 16時間であるのに対し加熱

抽出法は 23分と短く、作業時間の効率化も図ること

ができる。

さらに、色素濃度を同程度に調整した加熱抽出液

と静置抽出液をそれぞれ 120
0
Cで加熱した場合の耐

熱性を検討した。その結果、いずれの抽出液も 120
0C

で加熱すると退色したが、加熱抽出液のほうが加熱

前後の 512nm吸光度値の差が小さいことから、加熱

抽出液は静置抽出液よりも耐熱性が高いと考えられ

た(図 14)。耐熱性が向上する要因については未確

認であるが、加熱抽出することによりベクチンなど

他の成分も抽出される ことから、その中に耐熱性向

上に関連する成分が含まれている可能性が考えられ

る。

5 果皮色素抽出液の濃縮方法の検討結果

3 

2.5 

、，ι

(
困
宇
(
民
〕
)

員1.5

怠
ロ よ

台、3

∞ 0.5 

。
静置法1:10 静置法1:2 加熱法1:2

図12抽出方法の泣いによる赤色色素の拍出効率

静置抽出

(1:10) 

図13抽出方法の泣いによる赤色色素抽出液の色

加熱抽出

5倍希釈液

静置抽出

原液

0.4 0.5 0.6 

512nm吸光度 (OD値)

O. 7 

| ・加熱育~ .1:玩扇問|

図14抽出方法の違いによる赤色色素抽出液の耐熱性
( 120

o
C5分加熱)

1 )減圧濃縮法

40
0

Cで加熱抽出液の減圧濃縮を試みたと ころ、抽

出液原液では頻繁に突沸し、濃縮操作が困難であっ

た。加熱抽出液は色素とともに抽出されるベクチン

の影響で粘度が高く 、これが突沸の原因であると考

えられた。一方、抽出液をベクチン分解酵素で前処

理 したところ粘度は低減し、減圧濃縮中の突沸も非

常に軽微となった。さらに、濃縮液の粘度も低く、

取り扱いも容易で、あったQ

1/10に濃縮した濃縮液の赤色濃度は、濃縮前の抽
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減圧濃縮品

凍結乾燥品

8 

出液の約 10倍で、あった。さらに、濃縮液に濃縮操作

で減少した分の蒸留水を加えて希釈した液の赤色濃

度は濃縮前の原液と同程度の値となったことから、

減圧濃縮は退色が少ない濃縮方法であることが確認

された(図 15)。

6 2 4 

512nm吸光度 (OD値)

図15濃縮法の違いによる赤色色素抽出液の還元後の希
釈液の色素濃度(減圧濃縮、凍結乾燥)

。
原液(対照)

加熱濃縮

(酵素有)

減圧濃縮加熱濃縮

(酵素無)

原液
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2)凍結乾燥法

加熱抽出液を凍結乾燥したところ、酵素処理を行

ったものでは抽出液原液よりも乾燥後の収量が減少

し、かつ保存中に吸湿しやすくなることを確認した。

これは、酵素処理することによりベクチンが分解さ

れて生じた糖分が影響しているものと考えられた。

このため、加熱抽出液を凍結乾燥する場合は酵素に

よる前処理を行わずそのまま乾燥することが望まし

いと考えられた。

凍結乾燥品についても、乾燥操作により減少した

分の蒸留水を加えて溶解した液の赤色濃度は乾燥前

の原液とほぼ変わらず、減圧濃縮と同様に退色が少

ないことを確認した(図 15)。

図16加熱濃縮による赤色色素抽出液の還元後の希釈液
の色差

*加熱濃縮Lた赤色色素抽出液に減少した分の水分を加え
て希釈した液のLab*値を測定し、原液との色差(sLab*) 
を算出した。

濃縮技術を組み合わせることにより、‘秋星'果皮赤

色色素を食品加工原料として利用することが可能に

なると考えられる。』

また、加熱抽出法が既存の色素抽出技術である静

置抽出法と比較して抽出効率や耐熱性の面で優位性

があることについては確認したが、比較試験を行わ

なかった他の 2つの既存抽出技術に対しても、食品

に含まれる成分のみを使用し、操作が簡便であると

いう点で食品加工技術としての優位性は高いと考え

られる。

さらに、‘ふじ'や‘紅玉'についても加熱抽出

法により果皮赤色色素が抽出できることを確認して

おり、加熱抽出法は赤色系リンゴ品種全般に適用で

きる技術であると考えられる。

以上の結果を受けて、加熱抽出法および得られた

抽出液の濃縮方法について平成24年2月に特許出願

した。今回開発した技術の実用化に向けて、色素抽

出液や濃縮液の特性についてさらに検討するととも

減圧濃縮や凍結乾燥は専用の機材を必要とする

ため、より簡便に実施できる濃縮法として加熱濃縮

が利用可能であるか検討した。その結果、酵素処理

した抽出液では濃縮中に褐変が発生し、濃縮操作で

減少した分の蒸留水を加えて希釈した液は色調が濃

縮前の抽出液とは変化した。これは、ベクチンが分

解されてできた糖が加熱によりカラメル化するため

に褐変したものと考えられる。 一方、酵素処理を行

っていない抽出液を用いて加熱濃縮したところ、濃

縮液の粘度は高くなってしまうものの、褐変は少な

く、元の濃度に還元した液の色調は減圧濃縮品に近

い色調で、あった(図 16)。

以上から、果皮赤色色素抽出液を加熱濃縮する場

合には、抽出液を酵素処理せずそのまま用いる必要

がある。

3)加熱濃縮法

ここまで述べたように、加熱抽出法は低濃度の有

機酸水溶液で効率的に g秋星'の果皮赤色色素を抽

出することができる技術であり、加熱抽出法に各種

6 総合考察
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に、県内の複数の食品メーカーに‘秋星'果皮赤色

色素抽出液をサンフ。ノレ提供し、色素を添加した食品

の試作を依頼する等、さらに試験検討に取り組む予

定である。

IV 摘要

有機酸水溶液を用いてリンゴ‘秋星'の果皮に

含まれる赤色色素を抽出する技術について検討

した。

1 )刻んだ果皮に有機酸水溶液を添加し、 5
0
C

条件下で 1昼夜静置しておくことで赤色色素を

抽出することができる。この方法では、同重量の

果皮から抽出される色素の濃度は、有機酸水溶液

の有機酸濃度が高いほど、 pHは低いほど高くなる。

そのため、できるだけ赤色を濃くしようとすると

抽出液の酸味が強くなり、食品原料としては不適

となる。

2)果皮から出来る限り低い濃度の有機酸水溶

液を用いて効率的に濃い濃度の'赤色色素抽出液

を得るための方法として、新たに加熱抽出法を開

発した。具体的には、刻んだ果皮に対し重量の 2

倍量の 1%有機酸水溶液を添加し、密封容器に封

入して 100
0
Cで23分加熱した後粉砕し、ろ過して

色素抽出液を得る。この時の有機酸は乳酸、クエ

ン酸、リンゴ酸、酢酸が利用できる。

3)果皮から加熱抽出法で赤色色素を抽出する

場合、 I九有機酸水溶液に対する果皮の量が多いほ

ど抽出液の回収率は低下するが、赤色濃度は高く

なり、抽出液の pHを高くした際の色の変化も少

ない。

4)加熱抽出により得られた赤色色素抽出液は、

同量の果皮・有機酸を用いて静置抽出して得られ

た抽出液よりも赤色濃度が高く、耐熱性も優れる。

5)加熱抽出した赤色色素抽出液を濃縮する方

法として、加熱濃縮または、ベクチナーゼ処理し

た色素抽出液の減圧濃縮が利用できる。

6)加熱抽出した赤色色素抽出液を粉末化する

には、凍結乾燥が利用できる。

7)今回検討した加熱抽出法並びに色素抽出液

の濃縮技術に関して特許出願している。
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