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Grated yam (tororo) is characterized by its viscosity and formability, which make it useful for 

improving the physical properties of confectioneries, fishery products, and noodles. However, the 

viscosity of grated Nagaimo yam is lower than that of Tsukuneimo and Ichoimo yams, which are 

prepared in Honshu Island in Japan. We elucidated the quality characteristics of'Kitanebari,'which 

shows intermediate viscosity between the two types of yam mentioned above. The viscosity of yam 

showed a high positive correlation (p = 1. 3306 x 10―34, R'= 0. 87429) with its solids content (= 100% -

water content). Specific viscosity was defined as viscosity per unit of solids content, and the degree of 

viscosity was compared. The results showed that the specific viscosity of'Kitanebari'was close to 

that of Ichoimo yam and that of'Nebari Star'was close to that of Nagaimo yam. There was no 

significant difference in the polyphenol content in any of the yams tested. However,'Kitanebari'and 

Ichoimo debu type, which are liable to browning immediately after grating, had a significantly higher 

polyphenol oxidase activity than Nagaimo and Ichoimo Nakakubi type, which are resistant to browning 

(p < 0. 01). In particular, we found that'Kitanebari'browns easier than any of the yams tested. 

However, browning was remarkably suppressed by adding sodium ascorbate, and the resulting color 

tone was equivalent to that of Nagaimo yam, which is resistant to browning. When processing into 

frozen grated yam, browning can be suppressed by adding sodium ascorbate. 

(Received Sep. 20, 2017 ; Accepted Nov. 20, 2017) 
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やまのいも，「きたねばり」，ナガイモ，イチョウイモ，品質

わが国で栽培されているやまのいもは，その担根体の

形状から塊形のツクネイモ，扁平形のイチョウイモ，長

形のナガイモの 3種に大別される°。これらの摩砕物で

ある「とろろ」は，特徴的な粘性と気泡性を有すること

* 1 〒099-2493 北海道網走市八坂196番地

から，製菓，水産練り製品，麺類等の物性改良に応用さ

れている !)~3)。しかし，本州産のツクネイモやイチョウ

イモのとろろは粘性が強すぎるため，水や出汁などで薄

める必要がある。一方，北海道で多く生産されるナガイ
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モでは粘性が弱いため，本州産のやまのいもを添加して

粘性を調節する必要がある。このように適度な粘性を有

するやまのいもがないのが現状である。このようなこと

から，北海道立総合研究機構十勝農業試験場と十勝管内

の生産団体は協同で，冷涼地の栽培に好適なナガイモと

粘性が強いイチョウイモを交配させた新品種「きたねば

り」の開発に成功した％ 「きたねばり」は，優れた形質

を示し，やまのいもえそモザイク病に対して抵抗性を示

すことから，管理が簡易であり，品質の安定化も図れる

ほか，短根であることから収穫効率と輸送性の向上が図

れる5)。さらに，とろろの粘性は，ナガイモとイチョウ

イモの中間的な性質を示すことから，薄めたり，添加す

る必要がないため，加工性に優れている 6)。しかし，そ

の他の品質については不明である。そこで，本研究では，

「きたねばり」の品質特性の詳細を明らかにすることを

目的とした。

実験方法

1. 供試試料

試料のやまのいもは，平成24年度に十勝農業試験場で

生産された新品種やまのいも「きたねばり」，ナガイモ

「音更選抜」，群馬県産イチョウイモ（デプ系ならびに中

首系）およびJA十勝池田町産「ネバリスター」（カネコ

種苗株式会社にて開発されたイチョウイモとナガイモの

交配種） を使用した （図 1)。なお，供試試料は使用す

るまで 4℃で貯蔵し，同年度中に実験を終了させた。

2. とろろの調製と一般成分分析

試料を剥皮後，フードプロセッサーで摩砕した「とろ

ろ」を以下の試験に供した。一般成分は常法に従い分析

した。すなわち，水分は常圧加熱乾燥法，タンパク質は

ケルダール法，脂質はソ ックスレー法，灰分は直接灰化

法，炭水化物は差し引き法でそれぞれ測定した。

3. 粘度測定

とろろの粘度はラピ ッド・ビスコ・アナライザー

(Newport Scientific社製， RVA-3D) を用いて測定した。

すなわち，とろろ25gを専用アルミカップに採取し， 25℃

一定温度で，回転数320rpmで30秒，その後160rpmで90

秒の計120秒間の粘度を計測し， 55秒， 85秒， 115秒およ

び120秒の粘度を平均して，とろろの粘度とし，粘度の

単位はRVUで表記した (lRVU= 12mPa・s)。
4. 色調測定

とろろの色調は，ビジュアルアナライザー (Alpha

MOS社製， IRISVA300) を用いて測定した。とろろを

シャーレに一定量採取し，室温にて一定時間放置した。

それらをビジュアルアナライザーにて一定条件下で撮影

した画像イメージを600ピクセル X600ピクセルでトリミ

ングして， 360,000ピクセルのカラーヒ ストグラムを取

得した。取得したカラーコードを白色 (3色），黄色

(5色）お よび暖色 (28色）の 3系統に分類 して，色調

を単純化した。各系統色の占有率を算出して，とろろの

色調とした。なお，褐変の度合をとらえやすくするため

の指標として，褐変度を定義した。褐変度は，暖色系占

有率に 2を乗じて，さらに黄色系占有率を足して算出し

た。すなわち，白色系の占有率が100%の場合，褐変度

は0。同様に黄色系が100%の場合， 1。暖色系が100%

の場合， 2となる。

5. 褐変関連成分分析

(1)ポリフェノール含量の測定 とろろ 5gに冷メ

タノール25gを加え，ホモジナイズした後，遠心分離

(8, OOOrpm, 10分間）して得られた上澄液20gを50m£に

純水で定容して試料液とした四

ポリフェノール含量はフォーリン・デニス法8)に従っ

て測定した。すなわち，試料液 1叫に lNフェノ ール試

薬 1叫を加え，室温にて 3分間放置後， 10%炭酸ナトリ

ウム溶液 1m£ を加え，室温にて 1時間放置した後， 760

runにおける吸光度を測定した。なお，没食子酸を標準品

として使用して検量線を作成した。

(2) ポリフェノールオキシダーゼ活性の測定 とろ
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図1 供試したやまのいも

1. きたねばり 2. ナガイモ 3. イチョウイモデプ系 4. イチョウイモ中首系 5. ネバリスター
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ろ10gに0.3%Tween80を含 む0.lMリン酸緩衝液 (pH

6.5) 30gを加えてホモジナイズし，ガーゼろ過したろ

液を遠心分離 (8,OOOrpm, 10分間） し，得られた上澄

液を同緩衝液で透析したものを50mRに同緩衝液で定容し

て粗酵素液とした匹

ポリフェノ ールオキシ ダーゼ活性は，カ テコ ール基質

比色法7)で測定した。すなわち，粗酵素液 1mRに0.lMリ

ン酸緩衝液 (pH6.5) 1叫を加え， 予備加温 (30℃, 3 

分間） した後， lOmMカテコ ール溶液 1叫を加え，加温

(30℃, 10分間） した。その後 5%メタリン酸溶液 1mR 

を加えて酵素反応を停止させ， 400nmにおける吸光度を

測定した。なお， 30℃で 1分間に吸光度を0.01増加させ

る酵素力価を lUとした。

実験結果および考察

1. 一般成分組成

やまのいもの一般成分分析の結果を表 lに示す。水分

は，ナガイモが最も高く 84.4%, 次いで，きたねばり

79. 7%, ネバリスタ ー77.8%の順で低くなり，イチョウ

イモは70%程度の低い値を示した。イチョウイモは水分

が低い分，タンパク質と炭水化物が高い値を示した。

2. とろろの粘度

(1)とろろの粘度 調製 したとろろの粘度を測定し

たところ，イチョウイモの粘度が顕著に大きく，次いで

「きたねばり 」，ネバ リス ター，ナガイモの順に粘度が小

さくなった。Scheffeの多重比較F検定の結果，異なるア

ルファベット間に 1%水準で有意差が認められた（図

2)。
(2)固形分と粘度の関係 先に示した一般成分のう

ち，水分が高いほど，粘度が低くなる傾向が示唆された

ため，固形分 (=100%―水分％）対粘度の散布図を作

成 し，関係性を確認したとこ ろ，とろろの固形分が高い

ほどとろろの粘度が高くなる高い正の相関 (p= 1. 3306 

X 10―34, R'=0.87429)が示された（図 3)。

(3)比粘度 とろろの固形分が高いほどとろろ の粘

度が高く なることから，単位固形分当りの粘度 （粘度

RVU/固形分％）を比粘度 と定義 して，粘性の強弱を

比較したところ，「きたねばり 」はイチョウイモと，ネ

500 j C 

~400 rr-1-:i C 

_c,; 巨3001 ' 

述 200 n ab 

苺 100 b 

゜きたねばり ナガイモ イチョウイモイチョウイモネバリスター
デプ系 中首系

図2 やまのいも「とろろ」の粘度

値は平均値士標準誤差を表す (n=3)

Scheffeの多重比較F検定にて異なるアルファベット間に有意差

あり (p<0.01)
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図3 やまのいも「とろろ」の固形分と粘度の関係

値はそれぞれの品種において 3個体を使用し， 同一個体のとろ

ろを各 5回に分けて試験したものである

●きたねばり ロナガイモ △イチョウイモデプ系

X イチョウイ モ中首系 〇ネバリスター

バリスタ ーはナガイモとそれぞれ比粘度が近似していた。

さらに，「きたねばり」はナガイモやネバリスタ ー と比

較 して，有意に比粘度が高い (p<O.01) ことが明らか

とな った（圏 4)。外観（見た目）の形質（図 1) が

「きたねばり 」はイチョウイモ寄りに，「ネバ リスター」

はナガイモ寄りに似ている ことか ら，粘性特性にもその

傾向が現れていることが示唆された。

3. とろろの色調

とろろの継時的な色調の変化を図 5に示す。時間の経

表 1 やまのいもの一般成分組成

水分 タンパク質 脂質 灰分 炭水化物

（％） （％） （％） （％） （％） 

きたねばり 79.65土0.52' 1.45土0.04' 0.09土0.00' 0.86土0.05" 17.95 

ナガイモ 84.38土0.29b 1.28土0.04' 0.15土O.Olb 0.56土0.06' 13.63 

イチョウイモデプ系 68.61士0.53' 3.43士0.02b O.o7士0.00" 1.38士Q.Q5b 26.51 

イチョウイモ中首系 70.45士0.19d 2.53士0.04' 0.07士0.00" 1.45土Q.Q6b 25.50 

ネバリスタ ー 77.83土0.17' 1.17士0.14' 0.04士0.00' 1.72土Q.Q4b 19.24 

値は平均値土標準誤差を表す (n=3)
Scheffeの多重比較F検定にて異なるアルファベッ ト間に有意差あり (p<0.01)
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図4 やまのいも「とろろ」の比粘度
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過に伴い，除々に白色系が減少し，黄色系さらには暖色

系が増加していき，褐変が進行していく様子が明確にな

った。 また，品種によって，褐変の進行度合が大きく異

なることがわかった。そこで，褐変の度合をとらえやす

くするための指標として，褐変度を定義し，時間経過に

伴う褐変の様相を検討したところ，「きたねばり 」，イチ

ョウイモデプ系，ネバリスターは摩砕直後から褐変する

のに対し，イチョウイモ中首系とナガイモは褐変しにく

いことが明らかとなった。 しかし，時間の経過に伴い，

いずれのやまのいもも褐変が進行した。特に，「きたね

ばり」は褐変が著しいことが明らかとなった（図 6)。

4. 褐変関連成分について

褐変関連成分としてポリフェノ ール含量とポリフェノ

ー述
叙
翠

0.5 

値は平均値土標準誤差を表す (n=3)

Scheffeの多重比較F検定にて異なるアルファベット間に有意差

あり (p<0.01) O 

〇 2
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6
 時間 (h)

図6 やまのいも「とろろ」の褐変度

●きたねばり □ナガイモ △イチョウイモデプ系

Xイチョウイモ中首系 〇ネバリスター

ールオキシ ダーゼ活性を測定したところ，いずれのやま

のいももポリフェノ ール含量に有意な差はみられなかっ

た。 しかし，摩砕直後に褐変した「きたねばり」とイチ

ョウイモデプ系は，褐変しにくいナガイモとイチョウイ

モ中首系よりも有意にポリフェノールオキシダーゼ活性

が高いことが明らかとなった（表 2)。一方，ネバリス

ターはポリフェノ ールオキ シダーゼ活性が20.2U/gと低

い値を示したのに対し，摩砕 6時間後には褐変度1.628 
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図5 やまのいも「とろろ」の褐変における色調変化

棒グラフは系統色調の占有率を表し，その上にはとろろの写真を示した
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表2 やまのいもの褐変関連成分

ポリフェノール

(μg/g) 

ポリフェノールオキシダーゼ活性

(U/g) 

きたねばり

ナガイモ

イチョウイモデプ系

イチョウイモ中首系

ネバリスタ ー

164.5士4.7

176.3土6.0

189.6土7.3

188.6土 3.2

177.6士3.6

29.5土0.9'

23.0土0.2b

28.1士1.0'

23.3士0.6b

20.2土 0.3b

値は平均値士標準誤差を表す (n=3)

Scheffeの多重比較F検定にて異なるアルファベット間に有意差あり (p<0.01) 

と高い値を示した。この現象については要因が不明であ

る（図 6)。守ら9)はナガイモ組織にポリフェノールオキ

シダーゼの分布を検出し，褐変化にはポリフェノールオ

キシダーゼの関与を示唆しているが，本研究結果もそれ

を支持するものであった。

5. アスコルビン酸ナトリウムによる褐変抑制

褐変の著しい「きたねばり」と褐変の緩やかなナガイ

モについて，酸化防止剤のアスコルビン酸ナトリウムを

添加して，時間経過に伴う褐変の様相を検討したとこ

ろ， 0.1%添加することで，両やまのいもは摩砕後 2時

間まではほぼ褐変が見られなかった（図 7)。特に褐変

の著しかった「きたねばり 」においても，ナガイモと同

等までに褐変を抑制することが可能であった（図 8)。

以上の結果から，「きたねばり」はナガイモとは異な

り，イチョウイモに近い粘性特性を有することが示唆さ

れた。なおこのことは前報6)の結果も支持している。と

ろろの粘度はナガイモとイチョウイモの中間であり，加

工適性に優れると考えられる。一方でとろろの褐変が顕

著であることが欠点となる可能性があるが，アスコルビ

ン酸ナトリウムの添加等の対応により 一定程度改善でき

る可能性がある。

要約

やまのいもの摩砕物「とろろ」は，特徴的な粘性と気

泡性を有することから，製菓，水産練り製品，麺類等の

物性改良に応用されている。 しかし，本州産のツクネイ

モやイチョウイモと比較して，ナガイモの「とろろ」は

粘性が弱い。両者の中間的な粘性を示す「きたねばり」

の品質特性を明らかにした。やまのいもの粘度は，固形

分(=100%―水分％）と高い正の相関 (p= 1. 3306 X 
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図7 やまのいも「とろろ」の褐変におけるアスコルビン酸ナトリウムの効果

棒グラフは系統色調の占有率を表し，その上にはとろろの写真を示した
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図8 やまのいも「とろろ」の褐変度に及ぽすアスコルビン酸ナトリウムの効果

●きたねばりアスコルビン酸ナトリウム無添加 〇きたねばりアスコルビン酸ナトリウム0.1%添加

■ナガイモアスコルビン酸ナトリウム無添加 □ナガイモアスコルビン酸ナトリウム0.1%添加

10―34, R2 = 0. 87429) を示した。単位固形分あたりの粘

度を比粘度として粘性の強弱を比較したところ，「きた

ねばり」はイチョウイモの比粘度に，「ネバリスター」

はナガイモの比粘度にそれぞれ近似した。いずれのやま

のいももポリフェノール含量に有意な差は見られなかっ

た。しかし，「とろろ」とした直後に褐変しやすい「き

たねばり」およびイチョウイモデブ系は，褐変しにくい

ナガイモおよびイチョウイモ中首系よりも有意にポリフ

ェノールオキシダーゼ活性が高かった (p<O.01)。特

に「きたねばり」は，いずれのやまのいもよりも褐変し

やすいことが明らかとなった。しかし，アスコルビン酸

ナトリウムを添加することで著しく褐変は抑制され，褐

変しにくいナガイモと同等の色調を示した。冷凍とろろ

等に加工する上ではアスコルビン酸ナトリウム等の添加

により褐変を抑制することが可能となった。
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