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乾燥食品へのパラジクロロベンゼン移り香試験

金子昌二*1

Examination ofLingering Scent of p-Dichlorobenzene in Dry Foods 
Shoji KANEKO 

本県の特産品で乾燥食品である干しそばと凍り豆腐を用いて，防虫剤の主成分で、あるパラジクロロ

ベンゼン(以下 p-DCB) の移り香について，簡易的な試験系を作成して検討した。その結果，酸素透

過度の低いフィルムの使用により移り香が抑制されることや，脂質含量の多い食品の方が吸着され易

く，ヘッドスペースガス中に p-DCBが揮発されにくくなる傾向にあることが確認された。

キーワード:移り香，防虫剤，パラジクロロベンゼン，干しそば，凍り豆腐

1 はじめに

近年，当センター食品技術部門の依頼分析において，

県内企業からの製品クレームに関連した異物分析や異臭

分析の占める割合がかなり多くなってきている。要因と

して，消費者等の食品の安全・安心に対する関心の高ま

りを反映しているものと思われるが，製造者らは原因究

明など何らかの対応が求められる。これらの発生箇所は

原料由来，製造工程，流通過程，消費段階等が考えられ

るが，異臭に関しては流通過程や消費段階での保存状態

の不備によるものも少なくないと推測される。

特に，乾燥食品は保存性を有するため，庖頭での陳列

時や購入後に家庭で長期保存される場合があり，また，

包装開封後の残りの食品を暫く保管する際に芳香剤や防

虫剤等の強い匂いが存在する環境下では移り香の影響を

受け，薬品臭等としてクレーム発生の要因となることが

想定される。

そこで，移り香対策の参考とするため，本県の特産品

で乾燥食品である干しそばと凍り豆腐を用いて，簡易的

な試験系を作成し，包装フィルムの種類を変えて，防虫

剤の主成分である p-DCBの移り香の動向について検討し

た。それらの結果について報告する。

2 実験方法

2. 1 供試話料

2. 1. 1 乾燥食品

市販されている干しそばと凍り豆腐(調理前の乾燥物)

を用いた。

2. 1. 2 防虫剤

市販されている洋服ダンス用防虫剤(主成分 p-DCB)

の詰め替え用 120g (和紙とセロファン包装されたもの)

を異臭源とした。

*1 加工食品部

表 1 包材フィルムの性状

厚み 透湿度 1) 酸素透過度 1)

(四) (g/m2・24h) (ml/m2・atm'24h)

LDPE 50 11 3500 

HDPE 50 3.4 1100 

CPP 40 11 2300 

OPP 30 5.5 1400 

間 y/LDPE 15+40 5. 9 (7) 

酸素透過度:25
0C， 100見阻， ()値は水浸漬

なお，使用に際しては，外装を外すことなく庖頭に陳

列販売されている状態で用いた。

2. 1. 3 包装フィノレム

包装フィルム材の種類の違いによって内容物に与える

よ，DCBの移り香の動向を検討するため， 5種類の包装フィ

ルム，すなわち，低密度ポリエチレン(以下 LDPE)，高

密度ポリエチレン(以下 HDPE)，無延伸ポリプロピレン

(以下 CPP)，二軸延伸ポリプロピレン(以下 OPP)，ポリ

塩化ピニリデンコートナイロンと LDPEの複合材(以下

KNy/LDPE)を用いた。それらの酸素透過度等の性状を表

1に示した。

これらのフィルムをヒートシーラー(井内盛栄堂製ハ

ンディーシーラー200) を用いて袋状(約 12X10cm) に

して，その中に干しそば 10g，凍り豆腐 6gをそれぞれ

入れ，密封して移り香試験用のサンプノレとした。

2. 2 移り香試験

2. 2. 1 移り香試験

図1のようなダンボール箱 (42X 54 X 44cm) を利用し

た移り香の簡易的な試験系を作成した。内側に大型の

LDPE袋を用いて，その中央部に異臭源となる防虫剤を置

いて，そこから約 20cm離れた位置に試験管立てを置き，
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図 1 簡易的な移り香試験構成図

表 2 GC-MS分析条件

カラム : DB-WAX (1. D:O. 25mmXL60m， FilmO.5um) 

カラム温度 : 40
o
C5min-5"C/min up-240o

C4min 

注入口温度 250
0
C 

注入方法 ヘッドスペース 1mlガス注入

データベース:wiley275 

そこにフィルム密封したサンプルを配置した。試験期間

中は LDPE袋を輪ゴムで縛り密封した状態にして，室温下

で静置して試験を行った。試験期間は 28日とし，試験開

始後 0，1， 3， 7， 14， 28日にサンプルを抜き取り ，p-DCB 

分析と官能評価を行った。

2. 2. 2 p-DCB分析

p-DCBの定性と定量的な分析はガスクロマトグラフ質

量分析装置(アジレントテクノロジー製 6890GC-5973MSD，

以下 GC-MS) を用いて行った。粗砕したサンプノレ 3gを

20mlパイアルビンに採取して，オートサンプラー(アジ

レントテクノロジー製 7694) を用いて 80
o
C，20分間の

加熱により生じたヘッドスペースガスについて，表2の

条件で分析した。定量的な分析には内部標準(1.S. )と

してアダマンタンを用い，その面積値でp-DCBの面積値

を除した面積比(p-DCB/1.S. )を算出した。

2. 2. 3 官能評価

GC-MS分析試料採取後の残りサンプルを用いて，著者

の嘆覚により ，p-DCBの臭気の有無について官能評価を

行った。

3 実験結果及び考察

3. 1 移り香鼠験

3. 1. 1 防虫剤の揮発性成分の定性

GC-MS分析で得られたトータルイオンクロマトグラフ

(以下 TIC) を図 2に示した。各ピークのマススベクト

ルと Wileyデータベースとの検索により推定された主な

成分はp-DCB，リナロール，ベンジルアルコールであり，
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p-DCBが大きいピークを占めていた。

3. 1. 2 p-DCB面積比の経時変化

干しそばと凍り豆腐の各包装フィルムにおける面積比

(p-DCB/1. S. )の経時変化を図 3と図4に示した。

両食品とも保存日数の経過により面積比は増加する傾

向にあった。
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図5 アダマンタンと p-DCBのピーク面積の比較

LDPEとHDPEは他フィルムよりも大きい傾向にあり，

保存 1日後で官能的に p-DCB臭気が確認された。次いで

CPP， OPPの順番であり， CPPでは干しそばで 1日後，凍

り豆腐で 3日後に， OPPでは干しそばで 3日後，凍り豆

腐で 7日後に官能的に p-DCB臭気が確認された。

なお， KNy/LDPEの面積比は最も小さく， 28日保存後

においても官能的に p-DCB臭気は確認されなかった。こ

のことより，酸素透過度の極めて低いフィルムの使用に

より，におい臭気が強い環境下でも移り香は抑制される

ことが確認された。

なお，試験環境下におけるダンボール中の p-DCB面積

比は測定できなかったが，嘆覚では容易に p-DCB臭気を

感じられる程度の濃度であった。

今回移り香が確認された PE系並びに PP系フィノレムは

食品包装では汎用されているので，保存環境下において

防虫剤等のにおい臭気に留意する必要がある。

また，図 3と図 4における面積比の数値が干しそばと

凍り豆腐で、異なっており，凍り豆腐で大きい数値となっ

ているのは，内部標準のアダマンタンのピーク面積値が

干しそばと比較して凍り豆腐で小さい値であったことが

要因である。

図 5に干しそばと凍り豆腐のアダマンタンと p-DCBの

TICを示した。内部標準として同量のアダ‘マンタンを添

加したにもかかわらず，凍り豆腐ではかなりピークが小

さい(面積値が小さし、)ことが確認される。アダマンタ

ンは脂溶性の成分であり，脂質含量の多い凍り豆腐に吸

着溶解され易く，本分析条件ではヘッドスペースガスと

して揮散しにくかったものと推測される。

p-DCBも脂溶性の成分であり，同様なことが推測され

たため，同量の p-DCBを各食品に添加して面積値を比較

したものを図 6に示した。図 6のとおり ，p-DCB面積値

は干しそばよりも凍り豆腐でいずれの添加濃度でもかな
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図6 干しそばと凍り豆腐に添加した

p-DCB面積値の比較

り小さい値となっていた。

五訂食品成分表 2)によると 脂質含量は，干 しそば

2.3%，凍り豆腐 33.2%で凍り豆腐の方が 14倍も高い数

値となっている。石田ら 3) はp-DCBの移り香試験におい

て脂質含量の高いものほど，表面積が大きいものほど多

量に吸着される ことを報告しており，本試験でも同様な

ことが確認された。

今回の試験で、は嘆覚評価で、行ったため，干しそばの方

が凍り豆腐よりも短い保存期間で，p-DCBの臭気を感じ

られたが，凍り豆腐の方が脂質含量が高いため，吸着や

吸収が起こり易く，ヘッドスペースガスとして揮発しに

くかったものと推測される。そのため，喚覚ではなく味

覚評価では，凍り豆腐の方が早く口中で臭気が感じられ

る可能性がある。よって脂質含量の多い乾燥食品の保存

では，周囲環境のにおい臭気に一層の注意を図る必要が

ある。

一旦移った異臭は除去が困難3)なため iにおいの強

いもののそばで保管しないでくださいj 等の表示の励行

やガスバリア性の高い包装剤の使用など流通，消費段階

で移り香が起きないような対策が必要である。

また，ヘッドスペースガスによる定量的な分析におい

て，種類の異なるサンプル問で成分含有量の比較等を行

う際には，分析対象となる揮発性成分の性質や，各サン

プル中のマトリックス成分について留意する必要がある。

4 おわりに

乾燥食品である干しそばと凍り豆腐を用いて，防虫剤

の主成分である p-DCBの移り香について，簡易的な試験

系を作成して検討した。

その結果，酸素透過度の低いフィノレムの使用により移

り香が抑制されることや，脂質含量の多い食品の方が吸

着され易く ，ヘッドスペースガス中に p-DCBが揮発され
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にくくなる傾向にあることが確認された。
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