
  
  かつお枯節製造中の香気成分の変化

  誌名 日本醸造協会誌 = Journal of the Brewing Society of Japan
ISSN 09147314
著者名 藤原,佳史
発行元 日本醸造協会
巻/号 111巻8号
掲載ページ p. 516-520
発行年月 2016年8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)



かつお枯節製造中の香気成分の変化
~乾燥方法の違いが香気成分に及ぼす影響~

和食において欠かすことのできない「かつお節Jは，その独特の味と香りで「だしjとして重要な役割を

果たしている。これまでも[かつお節Jの香りに関しては，様々な研究が行われてきたが， r枯節Jの製造

工程の遣いが，香りに及ぼす影響についての研究は，殆ど行われていない。今回は， r枯節Jの乾燥工程の

違い(天日乾燥と温風乾燥)が 「枯節」の香気成分に及ぼす影響についてやさしく解説していただいた。

「かつお節jの香りと和食の風味は，密接に関わっていると考えられることから，読者の皆様には大いに参

考になると思われる。

1. はじめに

日本の伝統食品であるかつお節は世界一硬い食品と

言われ， r削りぶし」として料理のだしを取ったり，

トッピングとして直接食べられたりしている。また，

昨今の世界的な和食ブームにのり，海外でも利用され

るケースが増加してきている。

このかつお節には，大きく分けて「荒節」と「枯

節」の 2種類があることをご存知だろうか。荒節とは，

生切り→煮熟→熔乾の工程を経て作られたもので，節

の表面にタール分が付着した状態のものである。枯節

とは，荒節のタール分を除去した後に「カビ付け」と

「乾燥」を繰り返し行って，節の表面をカピが覆った

状態のものである。カピ付けと乾燥を繰り返すことで

水分が低減して保存性が向上するとともに，香りが荒

節よりもまろやかになる。

かつお節の香りについては，これまでも様々に研究

されている。特に，荒節については古くから研究され

ており，これまで 320種程の香気成分が同定されてい

るト3)。また，製造中の香気成分の変化も明らかにさ

れている 4-6)。一方，枯節については，香気成分とし

て不飽和高級アルコールやフェノール類の 0-メチル

化物が同定されており，カピ付けによる香気成分の変

化も明らかにされている 7.8)。しかしながら，乾燥に

藤原佳史

よる香気成分の変化については全く調べられていない。

また，乾燥方法には天日乾燥と機械乾燥(温風乾燥)

があるが，この乾燥方法の違いが香気成分に及ぼす影

響も不明である。つまり，枯節製造中の香気成分の変

化は，完全には明らかにされていない。そこで，当社

において，枯節製造中の乾燥工程における香気成分の

変化，特に乾燥方法の違いが香気成分に及ぼす影響を

調べた。本稿では，その結果を紹介する。

2. かつお節の製造方法

一般的なかっお節の製造工程を第 1図に示した。ま

ず，冷凍カツオを解凍して頭や内臓等を取り除き(生

切り)，煮熟する。煮あがったカツオの中骨などを取

り除いたのちに矯乾を行う。この熔乾は，燥しながら

節の水分を除去する工程で、 3週間程度毎日行われる。

熔乾工程までを終えた節が荒節である。続いて，枯節

の製造工程について説明する。まず，荒節の表面を研

磨して，節の表面に付着したタール分を除去する。表

面研磨を終えた節を裸節という。次に，裸節にかつお

節カピ (Eurotium属)を噴霧し，カピ付け専用の室

(むろ)にいれて高温多湿下でカピを生育させる。こ

の工程を一番カビ付けといい，最初に生えたカピを一

番カピという。一番カピを払い落した後に乾燥を行う。

乾燥方法は，上述の通り天日乾燥と機械乾燥があるが，
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程における香気成分の変化を明らかにするため，一番

カピ付け品，一番カピ付け後の天日乾燥品と機械乾燥

品，および二番カピ付け品の香気成分を調べた。天日

乾燥は，2日間に分けて計 12時間の日干し乾燥を実

施した。機械乾燥は， 60'C， 4時間の温風乾燥を実施

した。

香気成分の分析は， GC-MSにより行った。各試料

の表面を 10%程度削りとったもの(表面部)を微粉

砕し SPMEファイパーに香気成分を吸着させて分

析した。まず，定性分析にて，天日乾燥と機械乾燥の

違いによりアルデヒド類の生成量に差異があることが

わかった 9)(第 2図)。 そこで，アルデヒド類の中でか

つお節の風味低下をもたらすヘキサナール，ヘプタナ

ール，およびオクタナールの定量分析を行った。乾燥

方法の違いによりヘキサナールとへフ.タ ナールの生成

量に差が認められ，ヘキサナールとへプタナールは天

日乾燥により増加するが，機械乾燥ではほとんど変化

しないことがわかった 9)(第 3図)。

かつお節の製造工程

鹿児島県などの産地では昔ながらの天日乾燥が主流で

ある。乾燥を終えた節を，再度，室にいれてカピを生

育させる。この工程を二番カピ付けという。以上の工

程を経て作られた節が枯節である。この枯節が仕上が

るまでに 2ヶ月程度を要する。カピ付けと乾燥をさら

に繰り返した本枯節になると，仕上がるまでに 4-6

ヶ月程度もかかる。

第 1図

3.かつお枯節製造中の乾燥方法の遣いが香気成

分に及ぼす影響

アルデヒドの生成に及ぼす天日乾燥時間の影響

次に，天日乾燥中のアルデヒドの生成に及ぼす天日

乾燥時間の影響を調べるため，一番カピ付け品に天日

乾燥を 3，6， 9，および12時間行った節を作製し

4 

このように，かつお節を製造するには相当の手間と

月日を要する。また，入手に依存する工程が非常に多

い。カツオの頭と内臓を除去する生切り工程は，ヘッ

ドカッターなどの導入が進んでいるが，それでも多く

の人手を必要とする。天日乾燥も，節を l本ずつ手作

業で天日干しするため非常に手間のかかる工程である。

よって，機械乾燥を導入している業者もある。機械乾

燥のメリットとして，入手による作業が少なくなるこ

とに加え，気候や季節の影響を受けないことや天日乾

燥よりも乾燥時間を短くできることが挙げられる。ま

た，当社において，天日乾燥終了後と機械乾燥終了後

の節の品質を評価したところ，天日乾燥品は明らかに

風味が低下していることがわかった。そこで，乾燥工
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第 2図 一番カピ付け品に対する GC-MSピーク面積比

各香気成分において，一番カピ付け品のピーク面積を lとして他の試料の面積比を算出した。
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第3図 天日乾燥品と機械乾燥品のアルデヒド量

平均±標準偏差(n= 4)0 a， bはヘキサナールへプタナール ，およびオクタナールのそれぞれについて，各試

料で異なる文字聞に有意差(t< 0.05)がある ことを示す。
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第4図 天日乾燥中のアルデヒド量の推移

平均±標準偏差(n= 3)0 a， bは，ヘキサナールおよびへプタナールのそれぞれについて，各天日乾燥の時間で

異なる文字聞に有意差(ρ<0.05)があることを示す。

各試料の表面部のヘキサナールとへプタナールの量を

測定した。ヘキサナールは天日乾燥 6時間まで急激に

増加しその後は増加しなかったが，へプタナールは

天日乾燥時聞が長くなるにつれ増加傾向であった 9)

(第 4図)。

5.アルデヒドの生成に及ぼす天日乾燥実施季節

の影響

次に，天日乾燥中のアルデヒドの生成に及ぼす天日

乾燥実施季節の影響を調べるため，春季，夏季，秋季，

および冬季に，一番カピ付け品に天日乾燥を 12時間

行った節を作製し，各試料の表面部のヘキサナールと

ヘプタナールの量を測定した。また，天日乾燥時に節

の表面温度と積算紫外線量を測定した (第 l表)。ヘ

キサナールとへプタナールの生成量は，積算紫外線量

の多い春季と夏季で増加していた 9)(第 5図)。春季と
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第 1表 天日乾燥時の節の表面温度および積算紫外

線量

季節
節表面温度 積算紫外線量

(t) (mW/cm2.h) 

春季 16 -32 23.80 

夏季 32 -38 27.02 

秋季 19 -35 10.66 

冬季 6 - 15 9.06 

秋季を比較すると，節の表面温度は同程度であったが，

積算紫外線量の多い春季はヘキサナールとへプタナー

ルの生成量が多かった 9)(第 5図)。

6，部位別のアルデヒドの生成量

上述の試験では，各試料の表面部のアルデヒド量を

測定したが，別途試料内部のアルデヒド量も測定した

醸 協 (2016)



のでその結果を示す。一番カピ付け品に天日乾燥を

12時間行った節を作製しその表面を 10%程度削り取

った表面部，表面部を削り取った残りの節を 50%程
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第 5図 天日乾燥実施季節が異なる天 日乾燥品のア

ルデヒド量

平均±標準偏差(n= 3) 0 a， b， Cは，ヘキサナール

およびへプタナールのそれぞれについて，各季節間で

異なる文字聞に有意差(p< 0.05)がある ことを示す。
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度削り取った中間部，および残った中心部のヘキサナ

ールとへプタナールの量を測定した。部位別のアルデ

ヒドの生成量は，直接的に紫外線の影響を受ける表面

部が最も多く，中心部が最も少なかった(第 6図)。

7. アルデヒドの生成量に及ぼす紫外線の影響

以上より，天日乾燥中にヘキサナールとへプタナー

ルの生成量が増加するのは 天日に含まれる紫外線の

影響を受けたことが一因と推察し，紫外線照射試験に

よる検証を行った。一番カピ付け品に，紫外線を殺菌

灯で 2，6，および 10mW/cm2・h照射した試料を作

製し，ヘキサナールとへプタナールの量を測定した。

各試料のヘキサナールとへプタナールの量は，積算紫

外線量が増えるにつれ増加した 9)(第 7図)。 このこと

から，天日乾燥によりアルデヒドの生成量が増加する

のは，紫外線の影響が大きいことが明らかになった。

8. おわりに

我々日本人の食生活は，食の欧米化や外食へのシフ

トが進んだことにより，ここ数十年で様変わりした。
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それに伴い，和食において欠かすことのできない「か

つお節」やかつお節からとった「だし」を味わう頻度

は明らかに減少している。近年の研究で，だしには料

理に味や香りを付与するだけでなく 1成塩効果則I)や

様々な生理機能 12-14)があること，その一方で，だし

の味や香りに対する晴好性は，だしの摂取経験が多い

ほど高くなることがわかっている 15)。つまり，幼い

頃からかつお節やだしの摂取経験を積み重ね，それら

に対する晴好性を高めることは， iおいしく食べて健

康な生活」を送ることに繋がると考える。日本人が築

きあげてきた和食を中心とした食文化を絶やさないた

めに，かつお節やだしの良さを発信するとともに，食

育活動を通じた普及活動にも力を注がなければならな

¥;、o

一方で¥我々メーカーは，かつお節やだしの品質向

上を目指して日々研究開発を行っている。本稿では，

かつお枯節製造における機械乾燥の有用性を紹介した

が，当社では，矯乾に要する時間を大幅に短縮できる

製造方法も開発している 16)。伝統的なかっお節の製

造技術を守ることも重要ではあるが，新たな製造技術

を開発していかなければ時代の潮流に乗り遅れるのも

事実である。その点では，農林水産省の JAS法が技

術開発における一つの壁になっていることは非常に残

念である。官民一体となって，今後の業界発展ならび

に日本人の豊かな食生活に貢献していくことが重要で

あると切に思う。

〈ヤマキ株式会社 かつお節・だし研究所〉
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