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中川：豆乳製造工程における pHの変動とその要因について［報文］

豆乳製造工程における pHの変動とその要因について

中川義久

(2016年12月22日受理）

豆腐製造において、凝固剤添加時の豆乳の

pHは、 GDL(グルコノデルタラクトン）のよ

うな酸凝固剤だけでなく、にがり、すまし粉の

ようなカルシウム、マグネシウム等の塩類を凝

固剤として使用する場合においても、その適正

添加量と凝固状態の関係に大きく影響すること

が知られている％豆乳の pHは大豆の品種、産

地、生産年次だけでなく、貯蔵温度や期間など

によって異なること 2)から、大豆を豆腐製造に供

する場合、豆乳の pHを管理することは、豆腐

の歩留まりや品質を安定させる重要な要素の一

つである。また、豆乳の pHはその製造工程中

でも変化する。大豆から豆腐を製造する場合、

豆乳の pHに大きく影響する工程は、大豆浸漬

工程と磨砕後の加熱工程の 2つが考えられる。

本研究では、この 2つの工程が、豆乳の pHに

及ぽす影響とその要因について検討した。

実験方法

1. 試料

2014年富山県産エンレイ（大粒）を試料と

した。大豆の保管は、紙袋に入れ室温で行っ

た。

2. 大豆の浸漬工程試験

大豆40gに160ml加水し、吸水中の微生物

の増殖の影響を調べるためクロラムフェニコ

ール（以下 CPと略） 1%エタノール溶液及

びエタノール溶液を 2ml加え、 10℃、 20℃、

30℃で、 72時間保存し、その外観、大豆の吸

水率、浸漬液の pH、生菌数を経時的に測定

した。吸水率は、大豆固形分に対する浸漬大

豆の重量を百分比で示した。浸漬液の pHは

pHメーター (HORIBApH METER F-51) 

により測定した。生菌数は、標準寒天培地塗

抹法により測定した。

また、浸漬大豆を水切り後、 360gまで加水

し、ミキサー (PanasonicMX-X108)で低速

回転 2分間攪拌し、ジューサー (Stylepulus

power juicer)でオカラを分離した非加熱豆

乳（以下生豆乳と略す）について、 pH、生菌

数、可溶性窒素濃度を測定した。 pHは、浸

漬液と同様、可溶性窒素濃度は、豆乳を

3, 000RPMで遠心分離し上澄み液をガーゼ

で漉した液体の窒素濃度をケルダール測定装

置（株式会社アクタック 1500SuperKel) 

にて測定した。また、生菌数は、殺菌済みの

ストマッカー袋に大豆10gに水90mlCP1 % 

アルコール溶液またはアルコール溶液を 1

ml加えた。以上の試料を10℃、 20℃、 30℃で、

72時間保存し、ストマッカー（オルガノ 40-

T) により無菌的に破砕し、その生菌数を測

定した。

3. 豆乳の加熱工程試験

保存した大豆から非加熱豆乳を調製し、

様々な条件で加熱し、その pH、可溶性窒素

濃度を測定した。なお、その調製方法は、大

豆を100gを20℃で16時間浸漬水切り後、水

440gを加え、ミキサー (PanasonicMX -

X108)で低速回転 2分間攪拌し、ジューサー

(Stylepulus power juicer)でオカラを分離

した後、泡消剤（信越化学 シリコン KM-72)

を1滴添加し、 534gになるよう加水し、微生

物の増殖の影響を調べるため CP1 %エタノ

ール溶液及びエタノール溶液を 2ml加え調

製した。

pHは、浸漬液と同様、可溶性窒素濃度は、

豆乳を3,000RPMで遠心分離し上澄み液を
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ガーゼで漉した液体の窒素濃度をケルダール

法にて測定した。また、 豆乳の生菌数は、標

準寒天培地塗抹法により測定した。

実験結果および考察

1. 大豆の浸漬工程試験

大豆の浸漬工程は、大豆を軟化させ、加水

磨砕による豆乳抽出（オカラ分離）を可能に

するために行われる作業である。豆腐製造者

の作業現場では、浸漬工程は非常に重要な管

理工程であり、水温と時間によりその管理が

行われている。大豆の吸水が不十分であると

大豆の中心部が硬く、加水磨砕が十分に行わ

れず、豆乳のタンパク質濃度（窒素濃度）が

低くなり、豆腐の歩留まりが低くなる、また、

過剰に浸漬すると微生物の増殖や成分の流出

ロスが起こりことから、歩留まりが低下する

このため、現場では夏場 8~10時間、冬は18

~20時間が浸漬時間の目安とされている匹一

方、大豆の吸水速度は、その産地、品種、 生

産年は当然の ことであるが、大きさ （粒径、

表面積）、水分量などにも影響される。また、

大豆の微生物汚染状況も原産国や年次に よら

ず様々であり、通常行われている水洗では、

除去することができない鬼

吸水における微生物の影響を検討するため、

大豆浸漬液に細菌の増殖を抑制する CPを加

え、加えない浸漬液と24、48、72時間の吸水

率、 pH、生菌数、 外観を比較した。

吸水率は、いずれの温度においても 0時間

の111%から急激に増加し、10℃、では、 48時

間で最大となりその後の減少は認められなか

った。20℃では、 48時間で最大となりその後

減少した。30℃では、 24時間で最大となりそ

の後の徐々に減少した。CPの添加の影響は

30℃ 72時間で無添加の方が低下が大きい以

外は大きな差は認められず、 CP添加の影響

は認められなかった。30℃ 72時間については、

大豆成分の溶出や組織の軟化による大豆保水

力が低下が影響していたと考えられた。

第 3号 (2017)

pHでは、 20℃ 72時間、 30℃ 48時間、 72時

間の CP無添加に pHの低下が認められた。

生菌数については、 CP添加では30℃ 72時

間で増加が認められたもののそれ以外には微

生物の増加は認められず CPの添加により微

生物の生育が抑制 していたものと考えられた。

菌種に よらず活性を有している微生物の指

標を生菌数、また、微生物の代謝により 生成

される酸性物質の総量の指標を pHとして、

浸漬過程の pH低下に及ぽす微生物の影響に

ついて解析した。

生菌数と水素イオン濃度は連動する増殖連

動モデル5)に基き、浸漬過程の解析を行った。

y ([H +J (mol/L)) とX (生菌数の積分値

(du・day)) には、

log10Y = 6 log102lx31 

r2=0.748 

の正の相関が認められた。

生菌数の積分値が、 105(du・day)以上を
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示 した20℃ 72h、30℃ 24h、48h、72hはいず

れも、 pHが6.0以下に減少 しており、浸漬エ

程中の微生物の増殖に伴う生成物により浸漬

液の水素イ オン濃度が増加したと 考えられた。

外観については、 10℃、 20℃、 30℃の結果

をそれぞれ写真 l、2、3に示 した。

浸漬時間は長く、浸漬温度は高くなるに従

い、泡が発生 しており、 CP添加による明確

な発泡抑制効果は認められなかった こと から、

発泡はサポニンなどの大豆に含まれる成分の

溶出が影響 している と考えられた。また、30℃

72時間において、 CP無添加の方が泡の高さ

が高い という差が認められた。これは、微生

物によるガスの発生が影響 している と考えら

れた。

次に生豆乳について検討 した。pHでは、CP

無添加の20℃ 72h、30℃ 24h、48h、72hの CP

無添加にpHの低下が認められた。生菌数に

ついては、 CP添加では20℃、30℃の72hで増

加が認められたもののそれ以外には微生物の

増加は認めらなかった。

生豆乳の水素イオン濃度と生菌数について

浸漬過程と同様に解析を行った結果、y([H+] 

(mol/L))とX (生菌数の積分値 (cfu・day))

には、

log10y = 4 log1025x3 6 

r 2 = 0. 632 
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の正の相関が認められた。

生菌数の積分値が、 106(du・day)以上を

示した20℃ 72h、30℃ 48h、72hはいずれも、

pHが5.8以下に減少 していた。豆乳の可溶性

窒素濃度については、 20℃ 72h、30℃ 48h、

72hにおいて、著 しい濃度低下が認められた。

この濃度低下は、豆乳の歩留 まりに直接影響

豆腐製造ができない。

以上のことから、大豆の浸漬工程における

豆乳の pH低下よる豆乳窒素濃度の著 しい低

下の原因は、 微生物の増殖である ことが明ら

かになった。

豆腐製造工程における浸漬工程は、大豆を

磨砕しやすい ように軟化させるために行うも
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のであり、軟化に必要な時間は、水温に大き

く影響されため、ほとんどの製造所では、夏

場と冬場では浸漬時間を変えている。

今回の試験結果から判断すると、 pH低下

による豆乳窒素渥度低下が起きない大豆の浸

漬条件は、 10℃では72時間、 20℃では40時間、

30℃では24時間以内であった。しかし、豆乳

窒素濃度低下の原因が、微生物の増殖による

pH低下であることから、原料である大豆の

微生物汚染の状態、大豆の洗浄方法などによ

り、初発生菌数が異なり、増殖微生物数も異

なることを考慮し、適正な浸漬時間を設定す

る必要がある。

なお、 30℃ 24時間以降では、 CP添加にお

いて、細菌の増殖や pHの低下に関係しない

若干の豆乳窒素濃度の低下が認められたが、
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これは、 浸漬大豆の軟化が進行しすぎて磨砕

が不完全なために若干、窒素濃度が低下した

ものと考えられた。

豆乳の加熱工程試験

豆乳の加熱方法は、すべて豆乳100gを用い、

水浴加熱は 1Iのナス型フラスコを用いエバ

ポレーター (EYELANA-1)で減圧を行わ

ずに加熱し、加熱終了後蒸発減量分を補正し、

20℃で 4時間保管後測定に供した。水浴減圧

は、 豆乳と 等量加水し減圧を行い加熱し、加

熱終了後当初の豆乳量に加水した (98.4g⇒ 

100g)。また、 溶媒溜に溜 まった水は蒸発液

（約100g) について pHを測定したところ

5. 77であった。

グリセリン浴による加熱は、豆腐加工適性

の測定法”に従い、加熱終了後20℃で16時間保

管し測定に供した。

オートクレープによる加熱は、 300ml容の

三角フラス コに豆乳100gを入れ、アルミホイ

ルで覆い、オートクレーブ (HICLVEHG-50) 

で加熱処理を行い、 20℃で16時間保管し測定

に供した。

なお、

の設定条件である。

凍結は、アルミ袋に豆乳100gを入れ冷凍庫

(-30℃)で18時間凍結後20℃で 6時間解凍

し、測定に供した。

これらの加熱方法で処理した豆乳の pH、

オートクレーブの温度と時間は機器
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表 1 豆乳の加熱方法が pH、可溶性窒素濃度、生菌数に与える影響

試料名 E!H 可溶性窒素濃度（％） 生菌数(CFU/g)
無処理 6.40 0.610 8 4 X 104 

水浴加熱 50゚C 10m 6.41 0.642 7.2 X 105 

水浴加熱 60゚C 10m 6.42 0647 1.6 X 105 

水浴加熱 70゚C 10m 6.44 0 678 3.7 X 104 
水浴加熱 80℃ 10m 6.46 0.715 5.5 X 103 
水浴加熱 90℃ 10m 6.48 0.726 3.0x 102 
万リセリン浴加熱 90℃ 2m 6.56 0.680 2.5 X 10 
水浴減圧加熱 70℃ 10m 6.44 0.676 3.6 X 104 
オートクレーブ加熱 105℃ 10m 6.49 0.678 <100 
オートクレーブ加熱 110゚C 10m 6.49 0.674 <100 

オートクレーブ加熱 115゚C 10m 6.49 0.702 <100 
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可溶性窒素濃度、生菌数を表 lに示した。ま

た、水浴加熱について、加熱温度と pHの関

係を図 7、可溶性窒素濃度の関係を図 8に示

した。

水浴加熱においては、加熱温度が50℃以上

に上昇すると pH、可溶性窒素濃度はともに

上昇した。可溶性窒素濃度は、大豆タンパク

質の熱変性による溶解度の変化の影響も考え

られるため、 pH上昇との直接の関係は明確

ではなかった。pHの上昇については、揮発

性物質の影響も考えられるため、 70℃水浴減

圧下で加熱を行ったところ、 pHに変化は認

められず、酸性物質の揮発に影響の可能性は

低いと考えられた。また、実際の豆腐製造に

6.60 

6.55 

工
C. 6.50 

●9 

6.45 

~ 
105 110 115 120 

加熱温度（℃）

図9 豆乳の加圧加熱温度と pH
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おいて行われている加熱条件にもっとも近い

グリセリン浴による急激な加熱においては、

pHが6.56、可溶性窒素濃度が0.68と90℃ 10 

分の水浴加熱より pHが高く、可溶性窒素濃

度が低くなっていた。これらのことから、加

熱によりタンパク質の一部がアミン類、アン

モニア等の塩基性物質に分解したため、 豆乳

pHが上昇したと考えられた。

次に、加圧加熱について、加熱温度と pH

の関係を図 9、可溶l生窒素濃度の関係を図10

に示した。

加熱温度が120℃になると pHは上昇し、可

溶性窒素濃度は低下した。pHの上昇は、タ
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ンパク質の加水分解によりアミンやアンモニ

ア等の塩基性物質に分解したためと考えられ

た。可溶性窒素濃度は、脱脂大豆が高湿度下

で116℃~127℃で著しく変性すること知られ

ていがことから、大豆タンパク質の熱変性で

凝集し、不溶化したためと考えられた。

要約

1. 大豆浸漬時の微生物の増殖は、豆乳の pH、

歩留まりに影響を与える。この影響を避ける

には、浸漬工程を10℃ 72時間、 20℃ 48時間、

30℃ 24時間以内で行うことが重要である。

2. 常圧下では、生豆乳の加熱温度が高くなる

に従い、 pHは高くなり、タンパク質の可溶

性は高くなる。

3. 加圧加熱115℃以上の加熱では、 pHの上昇

とタンパク質凝集による可溶性タンパク質の

著しい減少が認められた。
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