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No.9， p. F13-F15 (2014) 

ヒートポンプ式乾燥機による乾燥食品の

品質評価に関する研究

山崎慎品川神津和重勺

Study on Quality Evaluation ofDry Foods Made with Heat Pump Dryer 
Shinya YAMAZAKI and Kazushige KODU 

近年， 6次産業化の推進により自ら作物を加工する農業者が増えている。そのような背景を受けて，

オリオン機械(株)は自社の保有技術を活かしたヒートポンプ式乾燥機「ドライマンJを開発した。当

センターではドライマンの乾燥特性を把握することを目的として， ドライマンによって作製されたド

ライトマトの遊離アミノ酸，およびリコヒ。ンの定量分析を行った。また保存条件がリコピンの量に与

える影響についても検討を行った。その結果，遊離アミノ酸は乾燥温度が上がるにつれて減少し， リ

コピンは中間の500Cで最も量が多くなることが示された。また保存条件としては，冷蔵でも室温でも

構わないが，光と酸素を遮断することが最もリコピンを保持することが示された。

キーワード:乾燥食品，遊離アミノ酸，リコピン，光，酸化

1 はじめに

近年，地域農業の振興を目的として，農業の“ 6次産

業化"が急速に広まっている。 6次産業とは，農業者(1

次産業)が加工(2次産業)から販売(3次産業)までのすべ

てを行う業態であり，国や各都道府県もこれを推進して

し、る。

6次産業化を目指す上で，最も取り掛かりやすいのが

乾燥食品である。その理由として，営業許可や届出が不

要，基本的に天日を利用するので設備コストが少ない，

保存性が高いため腐敗等のリスクが極めて小さいことな

どが挙げられるが，一方で天候によって品質が左右され

やすく，乾燥不良で、カビや腐敗が発生してしまうことも

珍しくない。この課題を解決するためには，機械による

乾燥設備を導入することが望まれるが，乾燥専用の機械

は高額であり，一般の農業者が乾燥機を導入するという

のは，これまであまり現実的ではなかった。

そのような背景を受け，須坂市に本社を持つオリオン

機械(株)は，食品用乾燥機「ドライマン」を開発した。こ

の装置の特徴は，当該企業が保有する技術「ヒートポン

プ」を応用することで，従来比70%の省電力を達成しな

がら非常に少ない誤差で庫内を温調することができる。

また空気はすべて庫内で循環し，除湿しながら乾燥を行

うため，季節や気候に左右されず，安定的に乾燥を行う

ことができる。価格も比較的安価に抑えられており， 6 

次産業化を目指す，もしくは携わっている農業者に適し

*1加工食品部

本2オリオン機械(株)開発本部開発部

たものとなっている。

当センターでは，この「ドライマン」の乾燥特性を知

りたいという企業の要望に応え，本装置を用いて作られ

たドライトマトについて，成分分析を行い，乾燥条件の

違いによる影響の評価を行った。

2 実験方法

2. 1 試料

市販のミニトマトを， rドライマン」を用いて40，50， 

600Cで乾燥し，個体差によるぱらつきを抑えるため複数

個まとめて粉砕したものを用いた。なお試験にはO.5醐

メッ、ンュのふるいにかけ，種等を除いて供した。また試

験に用いるとき以外は，保管中の成分変化を防ぐため，

アルミ蒸着袋に入れ真空置換し， 50Cで冷蔵保管した。

2. 2 遊離アミノ酸.

試料0.2glこ2%スノレホサリチル酸10mlを加え，一晩冷蔵

庫内で静置し，遠心分離機にかけ，上澄みを採取し測定

に供した。アミノ酸の定量は，アミノ酸自動分析計

L・8800(側目立ハイテクノロジーズ製)を用いて行った。

2. 3 リコピン

試料O.lgに有機溶媒(アセトン:ヘキサン士4: 6)30ml 

を加え，容器の周囲をアルミホイルで包んで遮光し，室

内で1日以上置いて抽出した。試料液を分光光度計

U・1900(岡目立ハイテクノロジーズ)に導入し，吸光度を

測定し下記の式より計算した1)。

CLYc=-0.0458A663+0.204A64S+0.372Asos-0.0806A453 
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図1 遊離アミノ酸分析結果(n=l)

ここで'CLYCは試料液中のリコピンの濃度(mg/lOOml)， 

A663， A645， A505，およびA453はそれぞれ波長663，645，505，

および453nmにおける吸光度から750nmにおける吸光度

を差し引し、た値を示す。

2. 4 リコピン含有量に与える ドライトマト保存条件

の影響

リコピンは光や酸素によって分解しやすいことが知ら

れており， リコピンを保持するには保管条件が重要にな

る。そこで試料を下記①~⑤の条件下に5日間置き，リコ

ピン含有量を分析した。

①アルミ蒸着袋に入れ遮光し，室内放置

②ポリエチレン製の透明の袋に入れ，冷蔵庫で放置

③ポリエチレン製の透明の袋に入れ，室内放置

④ポリエチレン製の透明の袋に入れ，真空包装し，室内

放置

⑤アルミ蒸着袋に入れ遮光し，真空包装し，室内放置

3 実験結果および考察

3. 1 遊離アミノ酸

各試料について遊離アミノ酸を分析した結果を図 1に

示す。図を見ると， 40
0

Cから60
0

Cへ上がるにつれ，アミ

ノ酸の量は全体的に減少している。その原因としては，

乾燥時に熱がかけられることでメイラード反応が起こり，

糖との反応にアミノ酸が使われたためと考えられる。こ

の結果から，乾燥温度が上がることでメイラード反応に

よる遊離アミノ酸の減少が促進されることが示唆された。

3. 2 リコピン

各試料についてリコピン含有量を分析した結果を図2

に示す。 リコピンは500Cで最も多く，次いで40oC，600C 
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図2 リコピンの分析結果(n=l)

という結果になった。 リコピンは比較的熱に対して安定

であることが知られており 2) 数値の差もそれほど大き

くはなかった。リコピンの減少は酸素による酸化が特に

大きく影響するといわれている九 40
0

Cは水分量を同程

度に調整するため他の温度条件より乾燥時聞が長かった

こと，また600

Cは温度が高いことによって酸化が促進さ

れたことが，リコピンの減少を促したと推測される。

3. 3 リコピン含有量に与えるドライトマト保存条件

の影響

各条件で保管した試料のリコピン含有量を図 3に示す。

3. 2で示したリコピン量と比較すると，⑤の条件のも
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図 3 各保管条件で保存した後のドライトマトのリコピン量 (n=l)

の以外は軒並み減少していた。冷蔵保管した②は比較的

減少が抑えられていたものの大差は無く，リコピンの減

少には光と酸素の影響が大きいことがわかる。温度の影

響は，室温(1O~200C)程度であればほとんどないと思わ

れる結果であったので， ドライトマトの保管方法として

は，常温で構わないが遮光できる袋(アルミ蒸着袋等)に

真空包装，もしくは脱酸素剤を入れて包装するのが望ま

しいと言える。

4 結論

ヒートポンプ式乾燥機「ドライマン」を用いて，異な

る温度で乾燥されたドライトマトについて遊離アミノ酸，

リコピンの定量，および保存条件の影響について検討し，

下記の結論を得た。

(1)遊離アミノ酸は，乾燥温度が高くなるほど全体的に

量が減少した。その原因としては，アミノ酸と糖が結合

するメイラード反応が高い温度で進行しやすくなるため，

アミノ酸が反応に用いられ減少したものと考えられた。

(2) リコピンは，中間の50
0

Cで最も多く， 40
o
C， 60

0

Cで

乾燥したものはそれよりも低くなった。その理由として，

40
0

Cは乾燥時聞が他条件より長かったこと， 60
0

Cは温度

が高いために酸化が促進されたと考えられた。

(3) ドライトマトの保存条件を検討した結果，光，およ

び酸素の両方を遮断することが最もリコピンを保持でき

ると考えられた。 また冷蔵(5~10oC程度)と室温(20oC程

度)の違いでは，ほとんど温度の影響はないものと考えら

れた。

ヒートポンプ式食品乾燥機ドライマンは， r平成25年度

(第34回)優秀省エネノレギー機器表彰 日本機械工業連合

会会長賞J，および「平成25年度(第26回)中小企業優秀

新技術・新製品賞 優良賞」を受賞した。
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