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ゼンマイの高品位乾燥技術の開発

人工光の利用および収穫後の保存方法の検討

下藤 悟 久武陸夫

Study of high-grade drying technique for Osmunda japonica (zenmai) 

The use of artificial light to dry and the method of storage before processing 

Satoru SHL括'OFUJI Mutsuo HISATAKE 

干しゼンマイ製造における天候不順時の対策として、人工光の利用および収穫後の保存方法について検討を行った。人

工光乾燥においても天日乾燥のものと同様に赤く発色することが認められた。しかし、乾燥の進行が遅いため単独では利

用せず、天日乾燥と併用することが望ましいことがわかった。また、収穫後の保存方法として、チノレド保存で3日間まで

であれば可能であることが、色調や歩留りからわかった。

1 . 目的

本県の干しゼンマイの生産量は約20トンで全国一

である。本県における主産地の大豊町では、生産農家

は400軒を超えるほど多く、ゼ、ンマイは中山間地域の

貴重な特産資源であるといえる。

適正に加工された干しゼンマイは赤色を呈すること

が生産者の聞では広く知られており、品質評価の判断

基準とされている。良品質な干しゼンマイを得るため

の製造条件としては、収穫当日にゆで処理を行うこと、

ゆで処理を適正に行うこと、天日乾燥を行うことなど

が必須であるとされている。そのため、収穫最盛期や

天候不順の場合では製造を見送らなければならないな

ど生産者にとって大きな負担となっているのが現状で

ある。これらの問題を解決するために収穫後の保存の

可能性および、天日宇t燥に代わる乾燥方法を検討する

ことが重要である。聖位操方法については、人工光の利

用が有効であるとの報告もある 1)。

そこで本研究では、天候不順時の対策として人工光

の利用および収穫後の保存方法について検討を行った。

2.鶏党方法

2. 1 試料調製

各試料の調製条件を表 lに示した。

2. 1. 1 人工光の利用の検討

天日i宇む!呆のみで乾燥させた話料と人工光車tl呆と天日

輯呆を併用した剖斗で比較を行い、人工光の効果につ

いて検討した。どちらもゆで処理は収穫当日に行し¥

ゆで条件は85
0

C、2.5分とした。

2. 1. 2 収穫後の保存方法の検討

収穫したゼンマイをチルド保存(水漬3日間および

水漬7日間)あるいは冷凍保存(そのまま 14日間)し

た後に加工した剖斗で比較を行い、保存方法にっし、て

検討した。保存温度は、チノレド保存2
0

C、冷凍保存 20
0

C

とした。

図 1 人工光車社員に使用した装置



表 l 各献ヰの乾蜘寺間(時間)

制ヰ 人工光乾燥 天臼乾燥 合計

天日乾燥のみ 16 16 

チルド保存可日間 8 12 20 

チルド保存1)7日間 16 8 24 

冷凍保存吋4日間 12 8 20 

人工光輯呆および天日制呆 12 4 16 

1)チルド保前面支:2
0
C 2)冷凍保相即支:-20oC 

保存後のゆで処理は、チノレド保存のものはそのまま

行い、冷凍保存のものは駒k解凍をした後に行った。

ゆで条件は85
0C、2.5分、乾燥条件は人工光乾燥と天

日乾燥の併用とした。

2. 2 乾燥方法

乾燥は天日制呆および人工光乾操の2種類を検討し

た。天日乾燥では、ゴザの上にゼンマイを広げ、 8時

30分から 17時の昼間は屋外で、夜間はガラスハウス

内で、制呆を行った。

人工光乾燥に使用した装置を図 Iに示した。設置場

所は屋内で、光源として高圧ナトリウムランプを用い

た。高圧ナトリウムランプは550nm付近と 600----800nm

の波長が多いのが糊蚊である。

装置およひ手時ヰの周囲は、オ寸キで囲い、さらに銀色

のビニールシートで覆った。

どちらの乾燥対去においても、 1時間ごとに天地を

かえし、探みこみを行った。

2. 3 アシの除去

乾燥が終了した詐桝について、根元の方から裂けて

いる部分(アシ)を取り除いた。また、黒ずんでいる

部分も同様に取り除いた。

2. 4 品質評価

品質矧面として、外観・色調鞘面、乾燥収量、アシ

除去後の歩留りの計測を行った。

外観・色調到面としては、裂けが多くなしゅ、赤色

を呈しているかを判断基準とした。

乾鳳収量は、乾J呆前の重量に対する乾尉去の重量の

割合から求めた。

アシ除去後の歩留りは、乾鳳反量に対するアシ除去

後の重量から求めた。

3.結果およt賭察

3. 1 乾燥に要した時間

それぞれの献ヰにおける人工光乾燥および天日乾燥

に要した時間を表に示した。

天日乾燥では、天候の条件にもよるが、 16時間程度

で輯呆を終了することができた。一方、人工光乾燥は、

今回の装置で、は輯呆の進行が遅かった。人工光乾)騎士

主に天候不順時における手段として利用することが望

ましし、。

3. 2 外観・色調評価

各詩料の外観・色調翻面の結果を表2に示した。収

穫当日にゆで、処理を行った融制こついては、天日乾燥

のみのものも人工光乾燥と天日乾燥を併用したものも

色調は赤色と良好で、あった。外観についても裂けてい

る箇所が少なく良好で、あった。

収衝麦保存を行ったものにつし、て、チノレド保存3日

間、チノレド保存7日間のものは色調が良好であった。

一方で、、冷凍保存 14日間のもので、は、黒色を帯びた赤

色で、あった。冷凍保存のものは、読むk解凍時に赤色の

色素成分が多く流出しているのが観察された。そのた

め、人工光や天日に曝した際には赤く発色せず、その

まま乾燥が進み全体として黒色となった。外観につい

ては、チルド保存3日間のものは良女子で、あったが、チ

ルド保存7日間のものおよび冷凍保存14日間のものは、

裂けている部分が多くみられた。

3. 3 乾燥収量

各誌料の乾燥収量を図2に示した。乾操収量はすべ

てのサンプノレで約鰯で、あった。すべての言式桝において

乾除伏態は良好で、あった。
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表2 各部ヰの外観・色調言刊面

制斗 外観

天日乾操のみ 。
チルド保存3日間 。
チルド保存7日間 x (裂けが多い)

冷凍保存14日間 x (裂けが多い)

人工光乾燥および天日乾燥 。

色調
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図2 各試料の乾操収量
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図3 各試料のアシ除去後の歩留り

3. 4 アシ除去後の歩留り

各誌料の足除去後の歩留まりを図3に示した。収穫

当日に処理を行ったものは歩留りが94.9へ--96.8切であ

った。チルド保存3日間は、 94.5'切であり、収穫当日に

処理したものと比べても大きな差は見られなかった。

チルド保存7日間では、91.8免と歩留りがや判読少し、

冷凍14日間では75.蹴と歩留りが大きく減少した。

チノレド保存で歩留りが減少した原因は、保存中に根元

の部分から堅くなり、乾燥時に裂けてしまったことが

原因であると考えられる。

冷凍保存のものは、冷凍時の札桔晶の形成により組

織が破壊されたことが主な原因であると考えられる。

以上の結果から、収轡麦の保存方法としてはチノレド

保存で3日間までなら可能であること、人工光につい

ては天日乾燥の補助として利用できることが本研究に

おいても確認できた。

4. まとめ

天断て:)1慎時に、天日制呆の代わりとして人工光乾燥

が利用できることを確認した。また、収穫後、季出量開

始までの保存方法としては、水漬してチノレド保存3日

間までであれば品質上問題ないことが石首忍できた。
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