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オウトウセミドライ果実品質に与える
乾燥前のシラップ含浸条件の影響

勝見直行・中西政則

山形県農業総合研究センター食品加工開発部

Effect of syrup impregnation conditions before 
drying on the fruit quality of semi-dried cherries 

N aoyuki KA TSUMI and Masanori NAKANISHI 

オウトウの加工利用の一つとして乾燥果実があるが，生果実をそのまま日持ちする程度まで

乾燥した場合，食感は硬く，乾燥に伴い果実が潰れて扁平状になり，オウトウらしさが失われ

てしまうことが問題となる．その対策として，シラップで果実を煮詰めてから乾燥するセミド

ライ様の乾燥品を目指す考え方がある．そこで，オウトウセミドライ果実の品質調整技術の開

発を目的に，乾燥前処理としてシラップに一定期間含浸した果実をセミドライ加工する方法に

おいて，シラップ含浸条件について検討した．その結果，シラップ中の糖類について，グラ

ニュー糖とトレハロースの2種の糖類を使用しその配合比を変えることで，セミドライ果実の

物性を調整できその配合比を6:4から4:6とすることで硬度と付着性の低いセミドライ果実と

なった．また，シラップ含浸時の目標果実糖度を40%から50%とすることで，同一乾燥条件下

でのセミドライ果実の扁平率は低くなり，膨らみのよい形状となった．セミドライ果実をナイ

ロンポリ袋で25℃保存した場合，保存開始時の水分活性を0.70未満とすることで， 7か月後まで

は食感や外観に大きな変化が認められない保存性を有していた．

キーワード：オウトウ，セミドライ，乾燥シラップ，グラニュー糠 トレハロース
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I 緒 芦

山形県のオウトウは，全国の約8割を占める出荷量

を誇り，山形県を代表する果実である．出荷量の多く

は生食用であるが，加工用途の生産もあり，缶詰加工

は明治時代から行われそれを用いた菓子なども商品化

されている． しかし，他の加工品目についてはピュー

レや飲料への利用など限られ，サクランボ入りと銘

打った商品でも少量の利用に留まるなど，幅広い展開

を見せているとは言い難い．

近年，オウトウ加工に関する当部への技術相談は，

取り組みやすい加工品ということで乾燥技術に関する

ことが多い．特に多い技術上の問題点は，生果実をそ

のまま日持ちする程度まで乾燥した場合，食感は硬
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く，乾燥に伴い果実が潰れて扁平状になり，オウトウ

らしさが失われてしまうことである．その対策とし

て，一般的には糖液，すなわちシラップで煮詰めてか

ら乾燥した，いわゆるセミドライ様の乾燥品を目指す

考え方があり， これは生果の乾燥品よりは扁平程度が

少なく，柔らかい食感の乾燥品に仕上がると言われ

る． しかし，用いる糖は通常グラニュー糖や上白糖で

あり，乾燥品のべたつきが強かったり，表面が経時的

に濡れたような状態になるいわゆる“泣ぎ’と言われ

る現象を生じたりするなど，品質上の課題がある．

果実の乾燥としては， リンゴ10) やブドウ11) などを

対象とした試験や，乾燥前処理としてマイクロ波や熱

湯によるブランチング効果を狙った試験 1) 2) 15) など

が行われているが，オウトウを対象とした乾燥試験は

ほとんどなく，また，シラップを用いた前処理に関す

る知見も少ない．

シラップに用いる糖については，その種類によって

甘味の違い 9)や結晶化とガラス化の性質の違い 7) な

ど，組み合わせによって食品の品質を制御し得る性質

を持っている．特にトレハロースは，シュクロースに

はない様々な機能特性を持っているため12), シラップ

に活用することで様々な効果が期待できる．

そこで本試験では，乾燥前処理としてシラップに一

定期間含浸した果実をセミドライ加工する方法におい

て，食感と形状が良いセミドライ果実の高品質加工技術

の開発を目的に，シラップ含浸条件について検討した．

II 研究方法

1 供試品種

2017年6月21日に山形県農業総合研究センター園芸

試験場にて収穫した「佐藤錦」を，約20時間4℃にて

保管した果実を供試した．供試した果実の平均値は， 1

果重7.5g,Brix19.9 % , 酸度0.69g/100ml(リンゴ酸換

算），圧縮荷重67.0g(cf> 15mm円形プランジャーにて，

60mm/minで1mm圧縮時の荷重）の品質であった．

2 セミドライ加工方法

(1) シラップ含浸処理

果実を2回流水洗浄し，軸と種を除去した果実を試

験区ごとに200gずつ使用し，シラップも同量の200gとし

た．シラップは，グラニュー糖とトレハロースの2種

の糖類を後述の試験区のとおり配合し，クエン酸はシ

ラップ漬けの状態でpH3.7となるよう0.28g配 合乳酸

カルシウム五水和物はシラップ中のカルシウム濃度が

0.1%となるよう1.54g配合し，計200gとなるよう加水

して調製した果実とシラップをアルミ蒸着スタンド

パック（ラミジップAL-16,味生産日本社）に充填し，

開封のまま85℃浴中で80℃達温 (15min) まで加熱脱

気後できる限り空気が入らないよう密封し85℃浴中

で30min加熱殺茜して水冷後 25℃にて後述の日数に

て含浸処理したなお， 1試験区につき2パックずつ含

浸処理した．

(2) 乾燥処理

含浸処理後，シラップから果実を取り出し表面のシ

ラップを流す程度に水洗し，表面水を軽く拭き取って

ステンレス製のざるに乗せ，電気乾燥庫 (DSJ-10-3

型静岡製機株）にて後述の所定時間で70℃の熱風乾

燥をした．

3 試験区

(1) シラップ中の糖類配合比とセミドライ果実の品

質（試験1)

シラップ中の糖類の配合比がセミドライ果実の品質

に与える影響を調査するため，グラニュー糖とトレ

ハロースの配合比が異なるシラップを用意し試験区

とした．すなわち，シラップ200g中の糖類合計量を

120.lOg (シラップ含浸後目標果実糖度40wt%) と

し，グラニュー糖とトレハロースが重量比で10:0,8:2, 

6:4, 4:6, 2:8, 0:10となるよう配合してシラップを調整

し，それぞれ試験区とした．本試験のシラップ含浸日

数は33日間とし，乾燥時間はShとした．乾燥果実は

チャック付きポリエチレン袋（ユニパックE-8, 昧生

産日本社）に試験区ごとに包装し，アルミ蒸着スタン

ドパック（ラミジップAL-16,味生産日本社）にまと

めて入れ， 2か月以内に調査に供試した．

(2) シラップ含浸時の目標果実糖度とセミドライ果

実の品質（試験2)

シラップ含浸時の目標果実糖度がセミドライ果実の

品質に与える影響を調査するために，糖度の異なるシ

ラップを用意し試験区としたすなわち，目標果実糖

度が30,35, 40, 45, 50wt %となるように糖類を配

合しシラップを調整して，それぞれを試験区とした．

なお，糖類の配合量は（原料重x原料糖度＋糖類配合

量）／（原料重＋シラップ重）＝目標糖度として算出し，

うちグラニュー糖とトレハロースは6:4となるよう配

合した．本試験のシラップ含浸日数は33日間とし，乾

燥時間はShとした．乾燥果実の保存方法は上記（試

験1) と同様とした．

(3) 水分状態の異なるセミドライ果実における保存

性と品質の経時変化（試験3)

シラップ含浸処理したセミドライ果実の水分状態が

異なる場合の保存性と品質の経時変化を調査するため

に，乾燥時間の異なるセミドライ果実を試験区として

保存試験を行ったシラップは，グラニュー糖とト

レハロースの配合比を6:4, 含浸後目標糖度を40%と
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して調製し， 40日間含浸させた乾燥時間は， 3.0,

4.5, 7.0, 10.5hの4段階とし，試験区とした乾燥果

実は，ナイロンポリ袋 (Bl3-23, エフピコチューパ

昧 (130mmX 230mm X 75μm)) にそれぞれ原料果実

200g分を入れて密封し，遮光条件にて25℃で保存し

た調査期間は， 3,7, 9, 12か月後とした．

4 調査方法

(1) シラップ含浸処理後の果実中糖含量

含浸終了時の果実を3粒／パックずつ (1試験区計

6粒）サンプリングしー20℃で冷凍保存した 2粒ず

つ（計3反復）すりつぶした果肉サンプルのそれぞ

れ約0.4gに （重量測定）， 50% (v/v) エタノールを

10ml添加して5sec撹拌し， 30min超音波抽出を行っ

た．次に，卓上型振とう恒温槽（パーソナル—11.

EXN, タイテック味） 160回/minの設定で30min振と

うし， 3000rpmX lOmin遠心分離後上澄みを0.45μm

のメンブランフィルターで濾過し糖含量測定サンプ

ルとしたシュクロース，グルコース，フラクトー

ス， トレハロース，ソルビトールを下記条件で外部

標準法にて測定したすなわち，カラムはSHODEX

Asahipak NH2P-50 4E (5μm 4.6 ct> X 250mm), 溶離

液は水：アセトン=25:75, カラム温度30℃，流速

0.6ml/min, 注入量10μ1, RI検出によりHPLCで測定

した．

(2) 乾量基準含水率

乾燥中の重量を約lhごとに調査し，その減少した値

を蒸発した水分量とみなし，得られたセミドライ果実

の含水率から乾燥中の乾量基準含水率（水分量 (g)/ 

乾物量 (g)) を算出した (2反復）．

(3) 歩留

含浸歩留（乾燥開始時（＝含浸終了時）重 (g) /原

料重 (g) X 100), 乾燥歩留（乾燥後重 (g)/乾燥開

始時重 (g) X 100) および原料歩留（乾燥後重 (g)/

原料重 (g) X 100) を算出した (2反復）．

(4) セミドライ果実の硬度および付着性

レオメーター (COMPAC-100, (株サン科学）で円

盤状プランジャー (ct>15mm) を用いて，赤道部の短

径方向を4mm, 360mm/minの3回繰り返し測定で，

3回目の押しつけた時の最大荷重を乾燥果実硬度，引

き離すときに生じるマイナス側の最小荷重を付着性と

したなお， 2回目以降の最大荷重が1回目 の2倍以上と

なった場合と目視から明らかに果実に変形が生じた場

合は，その直前の測定値を硬度および付着性とした 1

パック10粒測定， 1試験区につき計20粒測定した．

(5) セミドライ果実の含水率および水分活性

含水率を常圧加熱乾燥法 (135℃)で，水分活性

を水分・ 水分活性測定装置 (AquaLabSeries4TEV 

DOU, Decagon Devices Inc)で測定した

(6) 乾燥果実の形状

梗窪部から果頂部にかけての最長部をタテとし，ま

た赤道部の長径と短径を測定したこれらから，乾燥

果実を楕円体と仮定して体積 (4/3Xタテ/2X長径/2

x短径/2X冗）と扁平率 (1-短径／長径）を算出した．

1バック10粒測定， 1試験区につき計20粒測定した

(4反復）．
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1 シラップ中の糖類配合比とセミドライ果実の

品質（試験1)

シラップ含浸後の果実中の糖含量を測定したとこ

ろ，シラップ中のグラニュー糖比が高いほど果実中の

シュクロースとグルコース，フラクトースの合計量は

多くなった（第1図）． 一方，シラップ中のトレハ ロー

ス比が高いほど，果実中のトレハロース含量は多く

なったソルビトール含量はいずれの区も大差なく，

約1.5g /lOOgFWであった

これらのセミドライ果実の物性を測定したところ，

2:8 (グラニュー糖：トレハロース）区と0:10区は他区

に比較し硬度が有意に高くなり，シラップ中のト レハ

ロース比が高いほど硬度が高くなった（第2図）．付

着性は， 4:6区が6:4区以外の区よりも有意に低くなり，

0:10区が最も有意に高い値となった．果実表面が吸湿

して濡れたような状態になる，いわゆる“泣き”と言

われる現象は，シラップ中のトレハロース比が高くな

るほど少なくなることが観察され，セミドライ果実の

■シュクロース
ログルコース
ロフラクトース
ロトレハロース
ソルビトール

゜10:0 8:2 6:4 4:6 2:8 0:10 

シラップ配合比

（グラニュー糖：トレハロース）

糖類配合比が異なるシラップ含浸終了時の果実中
の糖含量

n=3 
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表面を触った感触も，それに比例 してべたつきが少な

くなるようであった

また，シラップ中の トレハロース比率が高いほどセ

ミドライ果実の含水率は低くなる傾向がみられた（第

1表）．水分活性は，含水率とは逆の傾向がみられ，シ

ラップ中 トレハロース比が高いほど水分活性は高くな

る傾向がみられた．一般的な乾燥果実製品は水分活性

が0.6~0.7程度であり， 10:0区から4:6区はその範囲内

の水分活性となった
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第2図 シラップ中の糖類配合比とセミドライ果実の硬度
および付着性

n=20、エラーバーは標準誤差

硬度と付着性それぞれ、同ーアルファベットを含ま
ない区間は有意差あり (Tukey検定、 P<0.05)

第1表 シラップ中の糖類配合比とセミドライ果実の含水率
および水分活性

シラップ 含水率
水分活性

配合比 (%,w.b.) 

10:0 35.3士 0.2a 0.646土0.003 d 

8:2 33.5士 1.1ab 0.648士0.007 d 

6:4 31.0士 0.6be 0.666士0.007 cd 

4:6 29.3士 0.7cd 0.675士0.004 C 

2:8 28.9士 0.5cd 0.755士0.006 b 

0:10 26.6土0.4d 0.791士0.003 a 

シラップ配合比はグラニュー糖：トレハロース

11=4、平均値土標準誤差

同ーアルファベットを含まない区間は

有意差あり (Tukey検定、 P<0.05) 

2 シラップ含浸時の目標果実糖度とセミドライ

果実の品質（試験2)

シラップ含浸後の果実中の糖含量を測定したとこ

ろ，目標糖度が高いほど糖含量も高くなった（第3図）．

目標糖度30%区は25.Sg/lOOgFW, 目標糖度50%区は

39.Sg/lOOgFWと， 目標糖度が高いほど目標糖度と果

実中糖含量の差は大きくなったまた，目標糖度が高

くなると トレハ ロース含量は増加したが，シュク ロー

ス含量は減少傾向であった

乾燥中の含水率経過は， 乾燥開始 (Oh) 時は目標

糖度が高いほど乾量基準含水率が低くなったが，乾燥

Sh後にはいずれも0.50d.b. decimal程度となった（第4

図）．

゜30% 35% 40% 45% 50% 

シラップ含浸後 目標糖度

第3図 目標果実糖度が異なるシラップ含浸後の果実中の
糖含量
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第4図 シラップ含浸時の目標果実糖度と乾燥中の

n=2 含水率経過
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各工程ごとの歩留については， 目標糖度が高いほど

含浸歩留は低くなり，乾燥歩留と原料歩留は逆に高く

なった（第2表）．

セミドライ果実の形状は， 40%区から50%区が30%

区と35%区に比べ有意に扁平率が低く，短径方向から

みると膨らんだ外観となった（第3表写真1). 楕円

体と仮定して算出した体積も， 40%区から50%区が

30%区と35%区に比べ有意に大きかった

第2表 シラ ップ含浸時の目標果実糖度と各種歩留

目標糖度
含浸歩留 乾 燥 歩 留 原 料 歩 留

(%) (%) (%) 

30% 78.6 38.5 30.3 

35% 75.9 44.9 34.1 

40% 74.9 50.2 37.6 

45% 73.4 54.7 40.2 

50% 70.2 57.1 40.1 

n=2 

3 水分状態の異なるセミドライ果実における保

存性と品質の経時変化（試験3)

乾燥時間3.0h区は約1か月後に， 4.5h区は約7か月後

にカビが確認（第4表）されたため， これら2区は3か

月後までの調査で中止とした

水分特性値の経時変化について，含水率，水分活性

ともに経時的に減少する傾向がみられた（第5,6図）．

7.0h区と10.5h区について二元配置分散分析を行った結

果，含水率と水分活性いずれも，乾燥時間と保存期間

それぞれの影響が有意であることが認められた両区

とも含水率は，保存12か月後には開始時よ り10ポイン

ト程度減少しており，水分活性は0.08程度の減少がみ

られた

物性値の経時変化については，硬度， 付着性とも

に経時的に上昇する傾向がみられた（第7,8図）. 7.0h 

区と10.5h区について二元配置分散分析を行 った結

果，硬度と付着性いずれも，乾燥時間と保存期間の交

互作用が有意であり ，乾燥時間が異なる こと による物

性値の差が経時的に増大することが認められた

第3表 シラ ップ含浸時の目標果実糖度とセミドライ果実の形状

目標糖度
タテ 長径 短径 体積I)

(mm) (1血） (mm) {mm 3 2 
30% 19.9士0.3a 18.2士0.3a 10.1士0.3b 1907士62b 

35% 19.3士0.2ab 17.6士0.3a 10.9土 0.2b 1926士48b 

40% 18.9士0.3b 17.5士0.3a 12.9士0.2a 2230士62a 

45% 19.0士0.2ab 17.6士0.3a 13.5士0.3a 2361士63a 

50% 18.6士0.2b 18.0士0.2a 13.4土 0.3a 2351士51a 

n=20、平均値士標準誤差

同ーアルファベッ トを含まない区間は有意差あり (Tukey検定、 P<0.05)

1)体積=4/3xタテ/2x長径/2x短径/2x冗

2)扁平率=!-短径I長径

I --—- --

！・• ー・

30% 35% 40% 45% 

扁平率2) 

0.444士0.017 a 

0.379土 0.013 a 

0.258土 0.018 b 

0.230士0.024 b 

0.249土 0.023 b 

50% 

写真1 シラップ含浸時の目標果実糖度とセミドライ果実の外観（上は長径方向，下は短径方向）
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食味の経時変化については，まず製造直後は3.0h区

と4.5h区が非常にフ レッシュな食感であり ，7.0h区はセ

ミ ドライと して適度な食感で， 10.5h区はやや硬いと

感じる食感であ った（第4表）．保存3か月後にはいず

れも食感に大きな変化はみられなかったが，やや褐

変した外観とな った（写真2).9か月後には， 7.0h区と
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10.Sh区ともに果実表面の硬化が感じられ， べたつき

も増加した食感となり，褐変の進行も顕著であった

12か月後には10.Sh区で糖の析出が認められ，糖の結

晶を感じさせるジャ リジャリとした食感となっており
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第8図 乾燥時間の異なるセミドライ果実における
付着性の経時変化
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第4表 乾燥時間の異なるセミドライ果実における食感・外観等の経時変化（達観）

乾燥

時間

3.0h 

4.5h 

7.0h 

゜
3
 

保 存期間（月）

7 

，
 

12 

10.5h 

非常にフ レッシュ
カビ発生 （約1か月

後から発生）

果実内部はフレッ食感に大きな変化
シュ なし、 やや褐変

カビ発生

セミドライとして食感に大きな変化 食感に大きな変化
果実表面がやや硬化 果実表面が硬化、ベ

は適度な乾燥程度な し、 やや褐変 なし、やや褐変 ‘ 
べたつき増加したたつき増加したよ

よう、明らかな褐変う、明らかな褐変

セミドライとして食感に大きな変化 食感に大きな変化果実表面がやや硬化 果実表面が硬化、
はやや硬い なし、やや褐変 なし、 やや褐変 、べたつき増加した糖の析出あり 、

よう、明らかな褐変明らかな褐変
担当者 (n=l)の官能調査

7. Oh 

10. 5h 

l———- ---

藝
開始時 3か月後 7か月後 9か月後 12か月後

写真2 乾燥時間の異なるセミ ドライ果実における外観の経時変化

w 考 察

1 シラップ中の糖類配合比とセミドライ果実の

品質（試験1)

シラップ含浸後の果実中糖含量は，シラップ中のグ

ラニュー糖比が高いほど，その主成分であるシュク

ロース含量が高くなる と考えられたが，グルコースと

フラクトース含量も同様に高くなったこれは，シュ

クロースが酸性下で加熱・保存中に容易 に転化する

性質があり 13), pH3.7のシラップ含浸物が加熱され，

25℃で約1か月間の含浸期間中に シュク ロースがグル

コースと フラク トースに転化したためと考えられる

シュクロースとグルコース，フラク トース含量の合計

値について， 10:0(グラニュー糖：トレハロース）区

から0:10区の値を差し引いた約27g/100gFWがシラッ

プ中のグラニュー糖由来の含量と考えられるが， 一方

で トレハロース含量は， 0:10区で約23g/100gFWと少な

かったこれは，シュク ロース及びその転化糖に比較

して， トレハロースが果実中に浸透 しに くいことを示

していると思われるシュク ロースとグルコース，フ

ラク トース含量の合計値と， トレハロース含量はそれ

ぞれシラップ中の配合比に対してほぼ直線的な関係に

あるため，本試験区以外の配合比率についても，シラッ

プ含浸後の果実中糖含量は推測可能と考えられる．

物性に ついては， 2:8区と0:10区にお いて硬度が高

かったが， これは シュク ロー ス とトレハロー スの

溶解度とガラス転移温度の違いによるものと思われ

る 20℃における溶解度 について， トレハロースは

68.9g/100g-H2 0, シュク ロースは201.9g/100g-H心

と， トレハロースが約1/3程度である．シュクロース

はいずれの区もセミド ライ果実において完全に溶解

して いる濃度であるが， トレハロースは2:8区と0:10
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区において溶解度を超える濃度と計算される．例え

ば0:10区は，含浸終了時果実中のトレハロース含量が

22.9g/100gFWで，乾燥歩留が45.8%(データ非掲載）

であったため，セミドライ果実には約50g/100gFWの

トレハロースが含有されていることになり，含水率は

26.6%であったため，溶解度をはるかに超える含量と

計算されるまた， トレハロースはシュクロースに比

ベガラス転移温度が高く 2) 8) ガラス化しやすいが，

溶解度を超える状態であることやセミドライ果実の硬

度の上昇から， 2:8区や0:10区は乾燥中や乾燥後に常温

に温度が下がる過程でガラス状態に近い状態，または

トレハロースが結晶化した状態となった可能性が示唆

された．実際に， 0:10区のセミドライ果実は，食べる

とジャリジャリと析出した糖を感じる食感であり，果

実自体も非常に硬かった．付着性がシラップ中の糖配

合比により変化するのも，硬度と同様に溶解度やガラ

ス転移温度が影響しているものと思われる.8:2区から

4:6区にかけては，果実中のトレハロース含量が高く

なるほどガラス転移温度は高くなるため，セミドライ

果実がガラス状態に近づき粘性が高くなり，付着性が

低下した可能性がある．セミドライ果実表面のべたつ

きが感触的には少なくなるにも関わらず， 2:8区と0:10

区で付着性が上昇するのは，測定方法が影響している

と思われる．すなわち, (/)15mmの円形プランジャー

により4mm押し付け，引き離すときの付着性を測定

しているため，非常に高粘性の2:8区と0:10区は硬度の

上昇に伴いプランジャーにかかる力も強まるため，結

果的に付着性が強い値となると考えられる．食感とし

ては， 0:10区はキャラメルのように触ってもべたつか

ないが，噛むと付着性が非常に強く感じられるもので

あったため，それが測定値にも反映されていることが

うかがえる．

水分特性について，シラップ配合比の違いにより含

水率と水分活性が反比例するかのような関係がみられ

た．シュクロースとトレハロースは，それぞれ水和の

性質が異なり，櫻井ら14)はトレハロースがシュクロー

スよりも安定な水和圏をもつと論じている．一方石井

らは， トレハロースとシュクロースの水和数は同程度

であること門水和圏内の水素結合距離に違いがある

こと 6) を論じ， トレハロースと水和している水分子

が結晶水というより溶媒としての水分子に近い性質で

あると推察しているりこれらの2種の糖類における

水和の性質の違い，また，前述のガラス転移温度の違

いなどが，同一乾燥条件下でのセミドライ果実の水分

特性に違いをもたらしたと考えられる．また，試験区

間で含浸歩留や乾燥歩留に大きな差は認められなった

ため（データ非掲載），セミドライ果実の含水率は実

際には大きな差がないと思われ， トレハロースが乾燥

により安定的な二水和物を形成する 3) ことも含めて

考えると， 135℃の常圧加熱乾燥法という測定方法が

含水率の評価として必ずしも有効ではなかった可能性

がある．セミドライ果実としては，乾燥品であるため

保存中にカビなどによる変敗が起きないことが求めら

れる.2:8区と0:10区は， 70℃8hの熱風乾燥で水分活性

を変敗抑制の目標値である0.7未満とするためには，

より長時間乾燥することが必要となってくる．しか

し，長時間の乾燥では硬度と付着性の上昇や，糖のさ

らなる析出が想定されるため，現実的にはグラニュー

糖とトレハロースを10:0から4:6までの間で配合し，目

標の水分活性を得ることが望ましいと考えられる．

2 シラップ含浸時の目標果実糖度とセミドライ

果実の品質（試験2)

シラップ含浸後の果実において， 目標糖度が高くな

るほどシュクロース含量は減少傾向であったが，これ

は，糖度が高いほどシラップの粘度があがるため加熱

殺菌時の熱伝達が悪くなり，インベルターゼの失活に

時間がかかり，グルコースやフラクトースヘの転化が

進んだ可能性がある．

目標糖度が高いほど乾燥開始 (Oh)時の含水率や含

浸歩留が低くなったのは，目標糖度が高いほどシラッ

プの浸透圧が高くなり，果実からより脱水されたため

と考えられる．本試験で使用した乾燥機による70℃の

熱風乾燥においては， 8hで含水率の変化が小さくなっ

ているためほぼ平衡含水率になっていると考えられ

る．そのため， 目標糖度が高いほど含浸歩留は低い分

だけ乾燥歩留まりは計算上高くなったと思われる． 目

標糖度が高いほど原料歩留が高かったのは，果実中の

糖含量が高くなる，つまり固形量が増加したためと考

えられる．

セミドライ果実の形状について目標糖度40~50%の

区で，扁平率は低く膨らんだ外観となったのは，シ

ラップ含浸により果実中の固形量が増加したためと考

えられる．

3 水分状態の異なるセミドライ果実における保

存性と品質の経時変化（試験3)

保存開始時の水分活性は，乾燥時間3.0h区が

0.856, 4.5h区が0.793であり，いずれもカビが生育

しうる値で実際にカビが発生した. 7.0h区は0.689,

10.5h区は0.614であり，本試験の保存12か月まではカ

ビの発生や微生物的な変敗が観察されなかった．本試

験の製造方法によるオウトウセミドライ果実では，

水分活性を0.7未満となるような乾燥処理をする必要

があると考えられる．乾燥歩留は， 7.0h区で52.3%,

IO.Sh区で48.8%であったため（データ非掲載），乾燥
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歩留50%を目標に乾燥することで，微生物的な変敗を

抑制できる乾燥程度となると思われる．

含水率と水分活性が経時的に低下したが， これは包

装設計に要因があると思われる．本試験ではナイロン

ポリ袋を使用しており，必ずしも防湿性に優れていな

い包装資材であるため，セミドライ果実中の自由水が

保存中に徐々に蒸発したものと推察される．

硬度と付着性の経時的な増加も，保存中の水分の蒸

発が起因していると思われる．すなわち，保存中に水

分が蒸発することでセミドライ果実の硬化が進行す

る．さらに水分蒸発に伴いセミドライ果実内部の水

分が表面に移行し，一緒に糖類も移行してくるため付

着性が増加すると考えられる．

こうした物性の変化が食感としても感じられ，特に

9か月以降に果実表面の硬化やべたつきの増加が顕著

に感じられるようになったことから，保存期間は7か

月以下とするのがよいと思われる．また，外観につい

ても経時的に褐変が進行したのは，メイラード反応に

よる褐変と思われる． この対策には，亜硫酸ナトリウ

ムなど酸化防止剤のシラップヘの配合や，包装時に脱

酸素剤を同封したりするなど褐変防止の対策を図る

か，シラップに着色料を配合するなども一案と思われ

る．

V 結論

シラップ中の糖類について，グラニュー糖とトレハ

ロースの配合比を変えることで，セミドライ果実の物

性を調整でき‘‘泣き”はシラップ中のトレハロース

比が高くなるほど少なくなる．硬度も付着性も低く，

柔らかくべたつきの少ないセミドライ果実に仕上げる

ためには，シラップ中のグラニュー糖とトレハロース

の比を6:4から4:6として調製することが適切である．

なお，グラニュー糖とトレハロースの配合比により，

同一乾燥条件下では水分活性が異なるため，保存に適

した水分活性0.7未満となるよう，その配合比におけ

る乾燥条件はテストにより決定する必要がある．

シラップ含浸時の目標果実糖度は， 40%から50%と

することで乾燥中に潰れにくく膨らみの良い外観のセ

ミドライ果実となるただし，目標果実糖度50%の場

合でも40%の場合と体積や扁平率に有意差は認められ

なかったため，実際には40%を目標果実糖度として製

造するのが良い．

これらのとおりシラップ中のグラニュー糖とトレハ

ロースの比を6:4, 目標果実糖度40%としてシラップ

含浸した果実をセミドライ加工した場合，水分活性0.7

未満となるよう乾燥時間等を調整することで，包装後

の常温保存中にカビなどによる微生物的な変敗は起き

ないセミドライ果実となる．乾燥歩留50%を目標に乾

燥することで水分活性が0.7未満となるため，一定品

質のセミドライ果実を製造するために工程管理の一つ

として乾燥歩留を用いるのが良い．保存中には，水分

特性の変化に伴う硬度や付着性の増加が起こり得る

が，本試験のようにナイロンポリで包装し常温保存の

場合は， 7か月程度までは食感や外観に大きな変動はな

いため， 7か月を保存期限の目安とするのが良い．

これらのシラップ含浸条件により，食感と形状が良

いオウトウセミドライ果実が製造可能である．

VI 摘要

オウトウのセミドライ製造において，乾燥前処理と

してのシラップ含浸条件による，セミドライ果実の品

質調整技術について検討した．

l 柔らかくべたつきの少ないセミドライ果実とする

ためには，シラップ中のグラニュー糖とトレハロー

スの配合比を6:4から4:6とするのが望ましい．

2 シラップ含浸時の目標果実糖度を40%から50%と

することで，膨らみの良い形状のセミドライ果実が

得られる．

3 グラニュー糖とトレハロースの配合比が6:4, 含浸

時の目標果実糖度40%とし，水分活性を0.7未満にな

るよう乾燥して得られたセミドライ果実を，ナイロ

ンポリ袋で25℃保存した場合，保存7か月までは食感

や外観に大きな変化が認められない．
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オウトウセミドライ果実品質に与える乾燥前のシラップ含浸条件の影響

Effect of syrup impregnation conditions before drying 

on the fruit quality of semi-dried cherries 

Naoyuki KA TSUMI and Masanori NAKANISHI 

Yamagata Integrated Agricultural Research Center 

Summary 

Drying is one way cherries can be processed. However, even though dried fruits keep for 

a long time, they are flat and have a hard texture. Therefore, the qualities of cherries are 

lost upon drying. As a countermeasure, semi-dried fruits can be created by reducing them 

in syrup before drying. Therefore, to develop a high-quality processing technique for semi-

dried fruits involving impregnation by syrup as a pre-drying treatment, we examined the 

syrup impregnation conditions of cherries. Accordingly, we adjusted the physical properties 

and moisture characteristics of semi-dried cherries by varying the ratio of two kinds of 

saccharides-granulated sugar and trehalose-in the syrup. We obtained semi-dried cherries 

with low hardness and adhesion by using a granulated sugar/trehalose mixing ratio from 6:4 

to 4:6. In addition, setting the target sugar content after syrup impregnation to ;?:40% yielded 

less-flattened, semi-dried fruits under constant drying conditions. When semi-dried fruits 

were stored in nylon plastic bags at 25 ℃, the water activity at the start of storage was 

く0.70.Thereafter, there were no substantial changes in the texture or appearance of semi-

dried cherries for 7 months. 
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