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コンニャク種芋温湯浸漬処理における浸漬後の水温低下による

影響の回避方法

柴田聡・加藤晃*

要 """ 日

コンニャクの種芋で伝染する数種の病害虫を防止する方法として、 50
0
C温湯への浸漬処理が有効で、

ある。しかし、温湯に大量の種芋(生子)を浸潰することで、種芋に熱が奪われ、水温が低下して

しまう。そこで、温湯浸漬を確実に実施できる低コストの処理法を開発するため、水温低下による

影響を回避する方法を検討した。その結果、種芋を浸潰することによる水温の低下量は推定可能で3

あった。また、処理機のヒーター容量を増やさない条件であっても、大量の種芋の温湯浸漬処理は、

消毒温度および水温低下を見込んで消毒温度より高く設定する浸漬前温度を管理することで可能で

あった。

緒 冨

コンニャクは群馬県の主に中山間地域の基幹的な

作物となっているが、根腐病(病原菌:Pythium ar 

istosporum Vanterpool)の発生による被害が大き

な問題となっている。本病は、土壌および種芋が第

一次伝染源になることが確認されている 1)。本病の

土壌伝染対策として、主にクロルピクリン剤による

土壌消毒が広く実施されているが、本病の発生を十

分に抑えきれずに多発しているほ場も見られるのが

実情である。その原因のひとつに種芋伝染による消

毒土壌の再汚染の可能性が示唆されているヘコン

ニャクにおいて、根腐病以外に種芋伝染が問題とな

っている病害は、腐敗病、乾腐病および根こぶ線虫

病がある。これらのうち、種芋消毒剤が農薬登録さ

れているのは腐敗病と乾腐病のみである。これまで、

筆者らはコンニヤクにおける種芋伝染性病害の防除

対策として、イネ種子で実用化された温湯消毒技術

川)， 4)のコンニャク種芋への応用を検討し、各種病

害に対する防除効果およびコンニャクの生育への影

響の観点から、 50
0
C温湯での40"'-'50分間の種芋浸漬

処理が有効な適用条件であることを明らかにした6)，

*現群馬県農政部技術支援課

ヘィネ種子温湯消毒においては、処理装置が開発

され実用化されている 8)，ヘ将来、生産者が温湯消

毒を実施するためには、それを実現する温湯処理装

置の開発が必須である。そのため、イネ種子温湯処

理装置の開発に実績がある(株)タイガーカワシマ

と2005"'-'2008年の4年間、コンニャク種芋温湯処理

装置開発の共同研究に取り組んだ。その研究過程で、

種芋消毒に適した温度(以下、消毒温度とする)の

湯の中に、それよりかなり低い温度である種芋を大

量に浸潰すると、湯温は急激に低下し、温湯消毒の

処理条件として必要な消毒温度が維持できなくなる

という問題が生じた。消毒温度を維持するため、熱

源として細かい温度制御が可能な電気ヒーターが前

提となる。しかし、急激に低下する水温を短時間で

回復させるには、ヒーターの電気容量をより強力な

ものにする必要があり、装置の製造コストおよび電

力契約が高価なものとなってしまう。一方、既に開

発された温湯種子処理装置のヒーターと同じものを

使用することでコスト低減が図れるが、低下温度を

既存ヒーターにより短時間で回復させるには、一度

に浸漬できる種芋量がかなり制約されることとな

る。そこで、処理する種芋のうち、温湯消毒の主な

対象と想定される生子を用い、低下が見込まれる温

度分を消毒温度に上乗せして、消毒温度より高い温

度の湯に種芋を浸潰することで、浸漬初期に発生す

る水温低下の影響を回避する方法を検討したので報

ー
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告する。

試験方法

1 コンニャク種芋の漫漬による水温および種芋の

温度推移

試験は、 2008年3月21日、群馬県農業技術センタ

一本所(群馬県伊勢崎市)のガラス温室廊下で行っ

た。温湯処理装置には、(株)タイガーカワ、ンマ製

の「湯芽工房 YS-200HCJを用い、種芋は、品種「あ

かぎおおだまJの棒状生子を供試した。浸漬前の湯

温は50
0

Cに設定し、水量は150リットノレとした。そ

の中に複数の網袋に詰めた生子15kgを一度に浸潰す

る浸漬区、および温湯に種芋を浸潰せずに放置する

放置区を設けた。浸潰後は温湯処理装置の水循環機

能を保ったまま、加熱機能を停止した状態で稼動さ

せた。温度センサー((株)チノー製白金測温抵抗

体 (Pt100)、許容差:t(0. 15+0.002 I t I ) oC、保護

管外径1.6凹・長さ 100皿)を設置することで作業場

所の気温、浸漬槽内2箇所の水温、および生子の表

皮下3凹部位にセンサー先端の感応部を挿して固定

することで種芋の温度を経時的に測定した。測定し

た温度は、データレコーダ((株)キーエンス製 N

R-1000)により 5秒間隔で記録した。

2 コンニャク種芋の浸漬による水温低下量の推定

試験場所および試験方法は、前試験に準じた。た

だし、種芋として、品種「あかぎおおだまj の棒状

生子および球状生子をそれぞれ網袋に詰め、形状ご

とに重量と個数を変えたものを複数用意した。それ

らを形状ごとに組み合わせることで浸漬処理する種

芋重量を変動させながら、 2008年3月21日、 25日、 3

1日、 4月12日、 14日の5日間に31回の浸漬試験を実

施した。温度測定は前試験に準じて計測・記録し、

作業場所気温、種芋温度、水温 (2箇所測定の平均

値)を得た。この測定データを用い、種芋浸漬によ

る初期の急激な水温低下量について、解析およびそ

の推定を試みた。

3 予測水温低下量に基づく浸漬前温度設定による

実規模検証

試験は、農業技術センターこんにゃく特産研究セ

ンター(群馬県渋川市)で行った。温湯処理装置は、

(株)タイガーカワシマによりコンニャク種芋用に実

用レベルで試作された温湯処理機を供試した。試作

機は、大まかに以下の3部分で構成されている。①1，

000リットル容量の樹脂製の浸漬槽、②循環用ポン

プ、加熱ヒーター(容量6.0kW)および温度調節器2基

(浸漬前温度および消毒温度を個別に設定・制御で

きる)を一体とした制御ボックス、③種芋を収納し

た浅型コンテナを最大8個搭載して浸漬するステン

レススチーノレ製のコンテナ台である。

2008年4月16日、水循環機能のみ稼働させ、ヒー

ター機能を停止させた状態で、本試作機の水温低下

特性を調査した。すなわち、何も浸漬しないで放置

することによる低下温度、および種芋浸漬時に用い

るコンテナ台の基本構成(コンテナ台、浅型コンテ

ナ8個、ステンレススチール製抑え蓋4枚)のみの浸

漬で生じる低下温度を前試験に準じて確認した。た

だし、温度センサーは浸漬槽内に4箇所設置して水

温を測定し、 5秒間隔で記録した。解析に用いる水

温は4箇所測定値の平均値とした。

2008年4月25日および28日、実規模処理における

検証試験を行った。処理水量は800リットルとし、

消毒温度は50
0Cに設定し、 40分間の種芋浸漬処理と

した。種芋として、品種「みやままさり」の球状生

子 (1個重約10g) を8個の浅型コンテナに詰め、種芋

総重量124kgおよび78kgを供試し、 4月25日に浸漬処

理を行った(各試験①、②とする)。また同様に、

品種「あかぎおおだま」の棒状生子 (1個重約30g)

100kgを2セット供試し、 4月28日に浸漬処理を行っ

た(各試験③、④とする)。種芋浸漬処理を行うに

当たり、種芋浸漬により予測される水温低下量を消

毒温度 (50
0C)に上乗せし、さらに前段の試験で確認

されたコンテナ台基本構成のみの浸漬による水温低

下量を加え、浸漬前温度として温度調節器 (A)に設

定した。浸漬前温度に水温が到達したのを確認した

後に種芋の浸漬を開始した。試作機は、浸漬開始と

ともに切り替えボタンを押下することで、浸漬時間

のカウントダウンが開始されるとともに、消毒温度

(50
0
C)を設定した温度調節器 (B)の制御に切り替わ

る仕組みとなっている。温度測定は、前試験に準じ

て作業場所気温、水温 (3箇所測定)およびコンテ

ナに詰めた種芋聞の温度 (2箇所測定)を10秒間隔

で記録した。なお、試験開始前の初期温水供給およ

び浸漬前温度へ昇温させるまで、の熱水供給は給湯ボ

イラーから行った。

4 温湯処理時における浸漬初期の高温遭遇条件が

コンニャク生育に及ぼす影響
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後は、自然風乾し、室内で保管した。

7月8日、底部に孔を聞けた樹脂製コンテナ(内寸

336 x 194 X 156mm)にオートクレーブ殺菌した畑土

壌を8リットル詰め、 化成肥料 (14-14-14) を6.5g 

混和し、そこに処理した種芋をコンテナ当たり 10個

体植え付けた。各処理区につき3コンテナを設置し、

ガラス温室内で管理した。

7月22日から8月8日の期間、出芽株数を調査し、

出芽揃い期(全株の80~90協の株が出芽した時期)

および最大出芽株数を決定した。12月15日に副芽が

伸長し、複数の葉が発生した株数を調査するととも

に、 12月22日に新たに形成した球茎における分球の

有無を調査した。

温湯処理は、 2008年7月2日、農業技術センタ一本

所のカ、ラス温室廊下で、行った。温湯処理装置には、

高温 (53~550C) への浸漬用に恒温振とう水槽(ヤマ

ト科学(株)製 BT-47型)を、 50
0C恒温の浸漬用に

前出の「湯芽工房 YS-200HCJ を用いた。

処理条件として、浸漬初期の水温を53
0
C、54

0
Cお

よび55
0Cの3水準とし、浸漬時間を1分間、 2分間お

よび3分間の3水準とした。試験区は、それらの組み

合わせとし、総浸漬時間を40分間として、高温処理

後は、通常の消毒温度 (50
0C)の水槽に瞬時に移し、

残りの時間を浸潰した。対照処理として、 50
0

C調湯

への40分間浸j責処理区および温揚無処理区を設置し

た。種芋には、品種「あかぎおおだま」の球状生子

を用い、各処理区につき30個体供試した。温湯処理

果結

温度推移

コンニャク種芋の浸漬有無による水温推移および

種芋温度の推移を図 1に示した。試験開始直前の水

温は設定した50
0Cを維持していた。

放置区での水温は、開始時から緩やかな傾きを保

ち直線的に低下した。一方、浸漬区の水温は、浸潰

して約2分後までは急激に直線的に低下したが、そ

の後、徐々に緩やかに低下するように変化した。浸

漬開始4分以降の水婦は、放置区の水温推移と同様

の緩やかな傾きで直線的に低下した。 このように種

芋の温湯への浸漬による水温推移は、折曲点が不明

瞭な傾きの異なる2本の折れ線のような様相を示し

コンニャク種芋の浸漬による水温および種芋の1 

回帰直線 1

10 
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種芋温度は、浸漬開始後は急激に上昇するが、

コンニャク種芋(生子)の温湯への浸漬

による水温推移(2008)

注)水量:150 L、種芋浸漬重量・ 15kg、
浸j責前温度 :50

0
C、気温・ 18.7

0
C

図 1

(説明変数)

作業場所気温COC)
浸漬前種芋温度 (OC)

種芋(生子)の形状

種芋浸漬量 (kg)

種芋 ・水の重量比

平均l個重 (g)

(目的変数)

水温低下量 (OC) 2. 16 l. 14 0.41 2.32 3.90 

注)品種 「あかぎおおだまJ(生子)、水量は150Lに固定して実施
した。生子形状は棒状 1、球状:0としてダミー変数化した。サン
プノレ数 31 

重回帰分析に用いた各変数の要約

最小値

表 1

最大値

22. 2 

2l. 9 

1 

24. 0 

O. 160 

中央値

17.7 

15. 2 

1 

13.0 

O. 086 

10.7 

1l. 2 

0 

l.8 

0.012 

標準偏差

3. 4 

3. 7 

O. 4 

7.4 

O. 049 

平均値

17. 3 

15. 3 

0.7 

1l. 9 

O. 079 

最大値中央値

64 7.5 

標準偏差最小値

14.9 

平均値
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表 2 種芋(生子)浸漬時の水温低下量の推定に関する重回帰分析結呆

標準化 有意確率
説明変数 偏回帰係数標準誤差 t値

偏回帰係数 (p値)

種芋・水の重量比 23. 763 O. 811 1. 031 29. 286 く0.001

作業場所気温 -0.053 0.012 -0.159 4.506 くO.001 

定数項 1. 193 O. 194 6. 152 く O.001 
重相関係数:0.9848、寄与率:0.9698、自由度調整済み寄与率:0.9677、

AIC : -5.402 

(分散分析表)

変動要因 平方和

回帰 37. 86 

残j査1.18 

全体 39. 04 

自由度

2 

28 

平均平方

18. 931 

0.042 

F値

450 
p11直

く0.001

の後、徐々に緩やかとなり、約8分後には水温とほ

ぼ同じになった。

2 コンニャク種芋の浸漬による水温低下量の推定

前試験で、種芋を温湯へ浸潰することによる水温

推移は、傾きの異なる2本の折れ線のような様相を

示したことから、種芋の浸漬により急激に生じる低

下温度を折曲点と考え、折れ線モデルの適用 l

り低下温度を割り出した。すなわち、図 1の例で示

すと、浸漬区の水温推移の内、急激な温度低下を示

す範囲(浸漬区水温 1)を対象とした回帰直線 1お

よび、緩やかな温度低下を示す範囲(浸漬区水温 2)

を対象とした回帰直線 2の最適化を図り、 2本の回

帰直線の交差座標を折曲点、つまり Y軸でみた場合

は低下温度とした。さらに、浸漬前温度と低下温度

との差を水温低下量として算出した。

この水温低下量を目的変数とし、作業場所気温、

浸漬前種芋温度、種芋(生子)の形状(棒状・球状を

ダミー変数化した)、種芋浸漬量、種芋・水の重量

比(処理した種芋総重量を処理水量で除した値とし

た)、平均1個体重(浸漬処理時の種芋総重量を個数

で除した値とした)を説明変数とし、 ステップワイ

ズ変数選択による重回帰分析を行った。解析に用い

た各変数の要約を表 1に、重回帰分析の結果を表 2

に示した。

説明変数として、種芋・水の重量比 (x1とする)お

よび作業場所気温(x2とする)が重回帰式に有意に取

り込まれ、重回帰式:水温低下量(y)=23. 763Xx1 

-0.053Xx2+1.193が得られた。種芋・水の重量

比および作業場所気温の標準偏回帰係数は、1.031 

および-0.159であることから、種芋・水の重量比が

作業場所気温より強く関係する重要な説明変数とな

24 
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実測値(OC)

図2 重回帰式による水温低下量の予測値
と実測値との残差

っていることがわかる。また、自由度調整済み寄与

率は0.9677で、重回帰式の当てはまりは非常に良く、

分散分析表における有意確率 (p値)は、 0.001未満で

あり、予測に役立つことがわかった。また、重回帰

式による予測値と実測値との残差は、:t0.45
0C未満

であり、ほぼ均一に分布し、偏りは認められなかっ

た(図 2)。

3 予測水温低下量に基づく浸漬前水温設定による

実規模検証

実用試作機について、何も浸潰しない状態で放置

することによる温度低下、およびコンテナ台の基本

構成のみの浸漬による温度低下の特性を調査し、そ

の結果を図 3に示した。浸漬後の短時間に急激な温

度低下が僅かに見られ、その後は緩やかな温度低下

を示した。緩やかに温度が低下する部分は、放置に

よる温度低下とほぼ同じ傾きで直線的に減少した。

そこで、前試験と同様に折れ線回帰による折曲点の
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特定を行い、その結果を表 3に示した。浸漬前温度

(50.4
0

C) から浸潰後0.51分後に折れ線モデ、ルの折

曲点(温度で50.0
0C)に達し、その差の0.4

0Cがコ

ンテナ台基本構成のみの浸漬による水温低下量と考

えられた。

次に、重回帰式等に基づいて予測した水温低下量

から算出した浸漬前温度の設定について、実際に種

芋の温湯浸漬処理において、その設定値の妥当性に

ついて検証した。
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経過時間(分)

…放置時の水温

一一コンテナ台基本構成浸漬時の水温

図3 コンニヤク種芋温湯処理装置(実用試作機)に
おける温度低下特性(2008) 注)水量:800L、浸漬
前温度:50.4

0C、気温:17.8
0C 

表 3 コンテナ台基本構成の浸漬による水温低下量

項目
X y 

経過時間(会) 温度 (OC)

切片 。 50.4 浸漬前温度

折曲点
O. 51 50.0 低下温度

(交差座標)

差引温度 0.4 水温低下量

表 4に種芋温湯処理の試験条件、予測に基づく設

定温度および実際の種芋浸漬による温度低下の実測

値を示した。また、浸漬後の水温推移を図 4に示し

た。浸漬前温度の設定は、みやままさり 124kg試験

(試験①)で54.3
0C、みやままさり 78kg試験(試験

②)で53.0
0C、および2回のあかぎおおだま 100kg試

験(試験③、④)でそれぞれ53.7
0C、53.5

0

Cであり、

浸漬前の実測水温も、ほぼこの温度であった。種芋

を浸潰することで、この浸漬前の水温から消毒温度

(50.0
0
C)まで速やかに低下する見込みであったが、

実測された最低水温は、試験①、②およびで④で49.

9
0

C、試験③で49.8
0

Cであり、消毒温度よりわずか

に低い値となった。また、最低水温が観測された浸

漬開始後の起時は、種芋に球状生子を用いた試験①

で9分10秒、同じく試験②で8分00秒であったのに対

し、棒状生子を用いた試験③および④では、それぞ

表4 コンニャク種芋温湯処理装置(実用試作機)を用いた実規模処理検証試験 (2008)

種芋浸漬試験 試験① 試験② 試験③ 試験④

4月25日 4月28日処理月日

開始時刻

品種名

種芋の形状

種芋浸漬重量 (kg)
試験条件 。

種芋1個重 (g)

水量 (L)

種芋・水重量比

作業場所気温 (OC)

開始時種芋間温度

予測水温低下量 (OC) ①

コンテナ台基本構成による
予測に 水温低下量 (OC) ② 
基づく

設定温度消毒温度 (OC) ③ 

4月25日 4月28日

11:30 15:30 

みやままさり みやままさり

球状 球状

浸漬前温度 (OC)

①+②+③ 

浸漬開始時水温 (OC) 54.3 53.0 53.8 53.5 

実測値 最低水温 (OC) 49.9 49.9 49.8 49.9 

向上開始後起時 9分10秒 8分00秒 4分40秒 4分30秒

注)種芋には生子を用いた。コンテナ台基本構成の浸漬による水温低下量は固定値 (0.4
0C) とした。

124 

10 

800 

O. 155 

19.0 

17.8 

3.9 

50.0 

54.3 

9:00 14:00 

あかぎおおだま あかぎおおだま

棒状 棒状

78 

10 

800 

O. 098 

17.0 

19.3 

2. 6 

100 

30 

800 

0.125 

16.0 

12. 6 

3. 3 

100 

30 

800 

O. 125 

20.0 

19.3 

3. 1 

0.4 0.4 0.4 0.4 

50. 0 50.0 50. 0 

53. 0 53. 7 53. 5 
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れ、 4分40秒および4分30秒と早く低下し、 2回の処

理ともほぼ同じ傾向を示した。その後は、電気ヒー

ターにより 精確に消毒温度が保持された。

4 温湯処理時における浸漬初期の高温遭遇条件に

よるコンニャ ク生育への影響

調査結果を表 5に示した。最大出芽株数において、

初期の高温浸漬条件が530C・2分処理区の一部でl株

が不出芽となった以外は、各処理区とも全て出芽し

た。無処理区の出芽揃い期は7月22日であったのに

対し、各温湯浸漬条件の試験区は7月 25 日 ~30 日と 3

~8 日遅れ、 初期の高温浸漬条件が550C ・ 2分または

3分の処理区、および540

C・3分の処理区は、無処理

区と比較して有意に遅れた。

55 

54 

_.-... 53 
μ 
通52

キ毛 51 

50 

49 。2 

みやままさり (124kg)①

ーーー みやままさり (78kg)②

一一一ー あかぎおおだま (lOOkg)③

一一一 あかぎおおだま (100kg)④

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

経過時間(分)

図4 実用試作機における予測に基づく浸漬前
温度設定による温湯浸漬処理の実規模検証
(2008) 注)水量800L、消毒温度500C

また、高IJ芽が伸長し、複数の葉が発生した株は、

無処理区では全く発生しなかったが、温湯処理した

試験区は、株率13.3~46. 7犯の範囲で発生が認めら

れた。 しかし、浸漬初期での高温遭遇条件の違いと

複数葉発生株率との聞に、特定の傾向はみられなか

った。一方、収穫した球茎において、分球は各試験

区とも認められなかった。

考察

多量のコンニャク種芋を消毒温度 (500C) の温湯

に浸漬することで発生する水温の低下により、消毒

温度が維持できず、有効な処理条件を実現できない

ことから、水温低下量の予測が重要であった。

図 1に示したように、種芋浸漬による水温と種芋

の温度が同ーとなる温度は、自然放熱により直線的

に水温が緩やかに低下する状態になってからである

ため、種芋浸漬による直接的な低下温度とは考え難

い。一方、種芋浸漬により低下する水温の経時的な

推移は、二本の直線による折れ線回帰がよく当ては

まった。 したがって、その折曲点を種芋の浸漬によ

る直接的な低下温度が生じる座標とし、浸漬前温度

からの水温低下量として算出することが妥当と考え

られる。

この水温低下量は、説明変数として、種芋 ・水の

重量比 (x1とする)および作業場所気温(x2とする)を

用いた重回帰式:水温低下量(y)=23. 763Xx1-0. 0 

53Xx2+1. 193で推定が可能であった。

表 5 コンニヤク種芋温湯処理時における浸漬初期の高温遭遇条件による生育への影響

温湯浸漬条件 初期生育への影響 複 数 葉 収 穫 球 茎
最大

初期高温 その後の 戸準偏差発生株率分球率
出芽株数出芽揃い期

水温 浸漬時間 処理条件 (日) (出) (出)

l分 50
0

C・39分 10 7月25日 2.5 40.0 0 
55

0

C 2分 50
0

C・38分 10 7月30日牢 3.5 13.3 0 
3分 50

0

C・37分 10 7月28日牢 O. 0 23.3 0 
1分 50

0

C・39分 10 7月27日 1.7 26.7 0 
54

0

C 2分 50
0

C・38分 10 7月26日1.7 46.7 0 
3分 50

0

C・37分 10 7月28日本 1. 5 23.3 0 
1分 500C・39分 10 7月25日 O.0 26.7 0 

53
0

C 2分 500C・38分 9.7 7月28日1.7 27.4 0 
3分 500C・37分 10 7月25日1.7 33. 3 0 

5OOC . 40分 10 7月26日1.7 33.3 0 
無処理 一 10 7月22日 2. 1 O. 0 0 
注)品種 rあかぎおおだまJ(生子)、温湯処理 :2008年7月2日、植付け:7月8日、

1区あたり 30個体供試、 10個体植え/コンテナX3連制、収穫:12月22日
牢ダネットの検定により、無処理区対比で脱水準の有意差があることを示す。
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実用規模の温湯種芋処理試作機を用いた検証にお

いて、重回帰式に基づき予測される水温低下量、お

よび種芋を浸漬するためのコンテナ台等単独による

水温低下量(0.4
0

C)を消毒温度 (500C) に加算し、

浸潰前温度を設定することで、種芋浸漬により、速

やかに消毒温度まで低下した。その後は、電気ヒー

ターにより消毒温度を保持できた。実際の消毒温度

への移行過程で、水温は消毒温度よりわずかに低下

し、その差はO.1 ~O. 2
0

Cであった。本検証試験では、

浸漬前種芋温度は測定しておらず、代わりに開始時

種芋間温度を測定している。 O.l
O

C余分に低下した

試験①、②、④では、作業場所気温と開始時種芋間

温度の差は、それぞれ1.2
0

C、2.3
0

Cおよび 0.7
0

C

で比較的少なかったのに対し、 0.2
0

C余分に低下し

た試験③は、朝9時から開始した試験で、開始時種

芋間温度が作業場所気温より 3.4
0

C低かった。実際

の種芋温度はさらに低いものと考えられる。水温低

下量を推定するにあたり、説明変数として用いた浸

漬前種芋温度は、変数選択の過程で、作業場所気温

と高い正の相関関係(相関係数:O. 7348、n=31)に

あり、多重共線性が発生するため、除外され重回帰

式に組み入られなかった変数である。すなわち、朝

早い段階の処理であり、種芋の温度が作業場所の気

温に馴染む前に処理したため、その温度格差が大き

く、予測値以上に水温低下が生じたものと推察され、

本重回帰式に基づき浸漬前温度を設定する場合の注

意点と考えられる。

また、浸漬前温度を高温に設定するため、浸漬初

期の高温に対するコンニャク生育への影響を検討す

る必要があった。高温の影響として、 550C温湯への

5分間の浸漬処理のみでも、初期生育の顕著な遅れ

が確認されているヘ本試験でも、初期の高温浸漬

条件が550C・2分または3分の処理区、および54
0

C・

3分の処理区は、無処理区に比較し初期生育の遅れ

が認められている。そのため、浸漬前温度について、

特に550Cとなるような設定は極力避ける必要がある

と考えられる。

その設定条件について、逆算すると、 1コンテナ

当たりの種芋詰め込み量を16kg以下(総重量を128kg

以下)に抑え、貯蔵庫や作業場所の温度がより高い

時期(できれば10
0

C以上)での処理に心がける必要

があると考えられる。

以上のことから、55
0

Cに近い浸潰前温度の設定は、

コンニャクの生育の観点で注意が必要であるが、消

毒温度、および低下を見込んで消毒温度より高く設

定する浸潰前温度の2段階の温度制御により、防除

効果に及ぼす水温低下の影響を回避でき、コンニヤ

ク種芋の実用規模での温湯浸漬処理が可能であると

考えられた。

本試験で使用したコンニャク用の試作機は、その

後細部の改良を加えて2008年9月に、コンニヤク種

芋温湯消毒装置として製品化された。本試験で得ら

れた浸漬前温度設定については、実用化された種芋

温湯処理装置の作業手順11)、および製品に附属する

温度設定の早見表として操作マニュアノレの中に記載

され活用されている。なお、生子を用いた温湯浸漬

処理において、球状生子と棒状生子において浸漬に

よる温度低下の速度に差が認められたことから、こ

の影響を含め、今後の実証試験のなかで改良を加え

ていきたい。また、本試験では種芋として生子を用

いた場合の結果であり、種芋として球茎を用いる温

湯浸漬処理では、球茎の大きさによる変動を含め、

水温低下量や浸漬初期の高温影響など検討が別途必

要である。
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柴田他・コンニャク種芋温湯浸漬処理における浸漬後の水温低下による影響の回避方法

(Key words: Ko吋ac，Seed corm， Hot water treatment， Decrease in water tempera印re，Presumption) 

Strategy that avoids influence due to decrease in water temperature 

after soaking in hot water treatment to the seed corm of konjac. 

Satoshi SHTBATA and Akira KATO 

Summary 

Soaking in hot water (50oC) is effective for contro1ling some pests that infect the seed corm of konjac. However， when 

soaking a large amount of seed corm in hot water， the water temperature decreases， depriving the seed corm (i.e.， 

cormelet) of adequate heat. Therefore， in order to develop a low-cost method that ensures proper hot water treatment， a 

strategy for avoiding the effects of decreased water temperature was investigat巴d.The temperature decrease of the water 

in which the seed corm was soaked was ascertained. When the heating capacity of the processing machine was not 

incr巴ased，it was possibl巴 toadequately treat a large amount of s巴edcorm without the efti巴ctof decr巴asedwater 

temperature by managing the disinfection temperature and setting the tempera旬rebefore soaking higher than the 

disinfection t巴mperaωrein anticipation of the water tempera印redecrease 
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