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県産ユズ果汁のブランド化推進支援（第5報）

高知県産冷凍天然ユズ、果汁（無塩）品質規格基準案の策定

岡本佳乃 近森麻矢 下藤悟本

Establishing the Brand ofYuzu Juice Produced in Kochi Prefecture (P制 5)

Proposition of Quality Stan伽 dof Yuzu Juice σrozen, Unsalted) Produced in Kochi Prefecture 

Yosmno OKAMOTO Maya CHIKAMO即 SatoruSHIMOFU耳＊

高知県のユズ、生産量は日本一！）で、収穫されたユズの 70覧は果汁などの加工品として利用されている。高知県農業振興

部と県下JAでは、高知県ゆず対策振興協議会（以下、ゆず協議会という）を組織し、ユズ果汁の品質向上、ブランド化

への取り組みを行っている。その中で県産ユズ果汁の統一規格基準を策定し、県外への販路開拓に利用したいという要望

がよせられた。ユズは年により収穫量や品質に変動があることが知られているため、平成22～26年度までの5年間に県

下JA搾汁場で製造されたユズ果汁の品質調査を行った。ユズ果汁の品質は、官能含刊面や比重、可溶性固形分、 pH、酸度、

油性浮上物、精油、微生物数測定で評価した。高知県産のユズ果汁は大部分を冷凍で流通しているため、 5年間の県産ユ

ズ果汁の分析結果より、高知県産冷凍天然ユズ果汁（無塩）品質規格基準案を作成した。

1 まえがき

ゆず協議会は、高知県産ユズ尉十のブランド化に

向けて取り組んでいる。当センターでもこの取り組

みに連携し、平成22年度から平成26年度までの5

年間、県内産、馴産、外国産のユズ果汁について

品質調査を行ってきた自制九そこで、、これまでに報

告した5年間の品質調査結果をまとめ、高知県産冷

凍天然ユズ果汁の品質規格基準案の検討を行った。

2 平成22年度から平成26年度の品質調査につい

て

規格基準案の策定には、県内6農協の8工場で搾

汁されたユズ果汁についての平成22年から平成26

年の5年間分の品質調査部吉果を利用した。

これまでの品質調査方法は次のとおりである。

2. 1 詰料

各前科は11月15日を基準日とし、平成22年度か

ら平成26年度の5年間サンプリングを行った。なお、

ユズ果汁は冷康状態（一部は冷蔵伏態）で入手し九

2. 2 分析項目及的資勧法

2. 2. 1 物理性状規格

－外観、香味：色、味、香りを官能開面

－異物検査：果汁lOOmlをN0.5Aのろ紙で吸引ろ過

＊研究企画課
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後、目視検査

・比重：比重十（浮ひょう型）

2. 2. 2 化学成分規格

・可溶性固形分：屈折糖度計（株式会社アズワン禦

APAL-1) 

・pH:pHメーター（株式封土HORIBA製 LAQUApH旧 ER

F-71) 

・酸度： O.lN NaOHによる中和滴定

－油性浮上物：共栓シリンダーで一夜放置後、浮遊

層を測定

・精油：蒸留法 (AsTA法）

2. 2. 3 微生物規格

・一舟静岡菌：標準寒苅音地法

・真菌：ポテトデキストロース寒苅吾脳去

．大腸菌群：デソキシコレート寒芳音地法

2. 3 品質調査結果のまとめ

5年間の品質調査の結果、物理化学的｜生状に県内

搾汁場開で、の大きな差はみられなかった。また、微

生物検査においても、全ての搾汁場で微生物は最小

菌数であった。

特に冷凍状態で入手できるユズ果汁については、

冷蔵流通のものとは違い、一側摘と真菌が検出さ

れることがなかった。



表1高知県産冷凍天然ユズ果汁（無塩）品質規格基準案

項目 規樹直 検査方法

保管条件 冷凍（－15°C以下）

外観（解凍後） 淡黄色、不透明な液体 外観調査

物理性
異物 油性浮上物以外の異物を認めない ろ遇、目視

状規格

香昧 ユズ特有の芳香と風味を有する 官能評価

比重 1.03～1.04 g/ml 比重計など

可溶性固形分（Brix) 6.5～11.5覧 屈折計

化学成
pH 2.4～2.7 pHメーター

分規格
酸度（クエン酸） 4.0～7.0 % 中和滴定法

油↑信手上物 4～12 % 静置法

精油量 0.5～2.0 % 蒸留法

一般細菌 300個／ml以下 標準寒天措地法

微生物
真菌 100個／ml以下 ポテト寒天培地法

規格

大腸菌群

3 規格基準案の策定

策定した規格基準案を表lに示す。

規格基準項目及U検査方法は、これまでの品質調

査と同様とした。

規格基準値についてはこれらの調査結果の最大値

と最／川直を基に、年間変動を考慮し策定した。

以下、各項目について5年間の品質調査結果と照

らし合わせながら確認していく。

3. 1 物園生状規格（外観異物、香味）につい

て

ユズ果汁の列観、官官皆刊面、異物検査の5年間の

結果をみると、県産ユズ果汁は全て混濁した淡黄色

を呈し、強い酸味とユズ特有の芳香を有し、色、味、

香りのいずれも良好で、あった。ユズ果汁の品質を評

陰性 デゾオキシ寒天培地法
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価する上で、ヒトによる官官旨刊面は特に重要な指標

である。この官官搬査はユズ糊葉酸30年以上の研

究員単独か、 3名以上の曹関員が判定した。複数の

研究員て芳子う場合は、官官搬査表を用いて過半数の

意見を採用した。異物検査は毎年黒し嚇髄子が数個

見られたが、通常漏重しているユズ果汁のレベルと

同等であったため問題ないと判断し九物理性状規

格としては、外観は淡黄色で不透明な液体であるこ

と、油f蛍享上物以外の異物を認めないこと、香味は

ユズ特有の芳香と風味を有するものとした。

3. 2 化学成分規格（比重、可溶性固影分、 pH、

酸度、油性浮上物、精油量むについて

ユズ果汁化学成分について5年間行った分析結果

を図1に示す。
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図1平成22～26年度県産ユズ、果汁の物理化学的性状

5年平均値±標準偏差で表示

(1）比重は、全搾汁場5年間平均値は1.037g/mlで

あり、標準偏差は0.002g/mLとなった。また、

最大値は1.040 g／札、最小イ直は 1.030 g/mLであ

った。そのため規格値は年間変動などを考慮し、

1. 03～1. 04 g/mLとした。

(2）可溶性固形分は、全搾汁場5年間平均値は8.66＇九

であり、標準偏差は0.5舗となった。また、最大

値は 10.2%、最1jイ直は6.8怖で、あった。そのため

規格値は年間変動などを考慮し、 6.5～11.5犯と

した。

(3) pHは、全搾汁場5年間平均値は2.54であり、

標準偏差は0.05となった。また、最大値は2.64、

最村直は2.41で、あった。そのため規格値は年間

変動などを考慮し、 2.4～2.7とした。

(4）酸度はクエン酸換算で、全搾汁場5年間平均値

5. 23犯はであり、標準偏差は 0.46＇犯となった。ま

た、最大値は 6.75＇潟、最小値は 4.10犯で、あった。

そのため規格値は年間変動などを考慮し、

4.0～7.0蛇し丸

(5）油出手上物は、全搾J十場5年間平均値は7.23
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であり、標準偏差は1.98となった。また、最大

値は12.0、最・；Jイ直は4.00であった。そのため規

格値は年間変動などを考慮し、 4～12とした。

(6）精油は、全搾汁場5年間平均値は1.0邸であり、

標準偏差は0.331犯となった。また、最大値は1.751潟、

最；J値は0.531弘となった。そのため規格値は年間

変動などを考慮し、 0.5～2.0犯とした。

3. 3 微生物規格について

微生物検査は、一蝦生菌、大腸菌群、真菌につい

て5年間府った。大腸菌群は平成22～26年度のいず

れも陰性で、あった。同様に一側面菌は300個泊L以

下、真菌も 100個／此以下で、あった。微生物検査の

結果は、し、すすしも最小菌数に抑えられていたため、

一般生菌数300個泊l以下、真菌100個／ml以下、大

腸菌群陰性とした。

4 考察

平成26年度にユズ果汁品質調査の一環として、サ

ンプノレ提供をうけた県内JAの8搾作場を訪問した。

すべての搾汁場は、ゆず糖汁業の高知県食品衛生管

理認証施設6）で、あった。ゆず協議会では各搾汁場で

持ち回りの品質向上研修会を毎年行っており、皆で

衛生管理に取り組むなど衛生管理に力を入れている。

また、ほとんどの搾汁場で、はキャタピラー式持汁機

にて果実を丸ごと絞っており、油性浮上物の多い、

精油が豊富な果汁が高知県産果汁の鞘教である。

また各搾汁場では果汁の分析を日常的に行ってい

た。得に可溶性固形分（Brix）と pHはほとんどの

JAが指標としている重要な分析項目で、あった。ユズ

は表年と裏年があることが知られており、この可溶

性固形分と pHは年により変動がみられた。

県内産と殿卜産ユズ果汁の比較を行った際、県外

産の果汁に他のユズ果汁とは明らかに品質が異なり、

油性浮上物が3慨を超える果汁があった。この原因

を特定することはできないが、一因として、冷凍果
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汁を解凍した際に油怯浮上物が分離したためではな

いかと考えられる。油性浮上物が分離した状態で小

分け作業を行うことで、元のユズ果汁とは異なる品

質になったと推測される。また、冷蔵所晶されてい

るユズ果汁の一部で、微生物の生育が認められたも

のがあった。ユズ果汁出窄J十後直ちに冷凍保存し、

冷凍流通を行うことγ微生物は増殖耐え、衛生上の

問題は発生しない。これらの問題は搾汁後の取り扱

いが品質に影響を与えることを示している。高知県

産果汁ではこれらの問題があるものはみられず、適

正な取り扱いがなされていると考えられる。

5 まとめ

平成22～26年度の高知県産ユズ、果汁の品質調査

を行い、表1に示す高知県産冷凍天然ユズ果汁（無

塩）品質規格基準案を作成した。この案は平成28

年度ゆず協議会役員会に提案し丸
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