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ネギ属野菜由来のイオウ化合物による褐変抑制および

アクリ・ルアミド生成抑制〔1〕

細田　浩＊・坂上和之＊＊
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1．はじめに

　食品の褐変は大別すると酵素的褐変と非酵素的

褐変に分けられ，古くから研究されているにもかか

わらず褐変機構や褐変物質の構造など未解明の部

分が多く，今日でも盛んに研究されている．食用に

際して，褐変は多くの場合好ましくない変化とされ

ており，とくに野菜，果実では加工中に褐変して商

品価値が低下したり，調理時に変色しで食欲が減退

する，この褐変は食品の機能性には関係する可能性

は高いが，栄養価や食味には直接関わる問題ではな

いものの消費への影響は大きい．褐変の中にはコー

ヒーや紅茶の色のように好ましい変化としてとら

えられているものもあるが，その場合でも褐変の程

度を制御することは重要である．

　酵素的褐変の問題は，本来，育種で解決するのが

最良の方法である．リンゴでも褐変しない系統が選

抜され，近い将来，市場に出てくるものと思われる．

しかし，育種で解決できない場合も多くジ加工，調

理の際工夫を必要としているのが現状であり，安全

で有効な褐変抑制法の開発が望まれている．

　さらに，今日的話題として食品中のアクリルアミ

ドの問題がある．アクリルアミドは人に対しておそ

らく発ガン性を有する物質とされている（IARC

1994）．アクリルアミドは非酵素的褐変と同様にメ

イラード反応で生成するとされており，生成抑制法

が世界中の研究者によって検討されている。

　こ．れらの酵素的褐変，非酵素的褐変の抑制やアク

リルアミドの生成抑制について，ここで提案する方

法が利用につながったり，問題解決のための一助に

なれば幸いである．
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　ネギ属野菜を取り上げた背景の一つは，数年前，

ネギやニンニクなどが中国から安価で大量に輸入

され，国内産地の生産意欲が低下していたことであ

る．このため，ネギ属野菜の新しい利用法を見出す

ことはこれらの産地の活性化に資することになる

と考えた．筆者らのグループは，ここに記した利用

面だけではなく，いくつかの新しい加工品も提示し，

中にはすでに商品化されているものや，大量の消費

が見込まれるものもある（細田ら2006）．これら

の新しい利用や加工法が国内産地の活性化に役立

つことを期待している．

2．ネギ属野菜への注目
　野菜や果実は種類が多く多様かつ特殊な成分を

含んでいるうえに長い間の食経験から安全性の問

題も少ないと考えられるため，これらの成分の中に

褐変を抑制するものはないかと考えた，これまでに

キャベツの切断時褐変の品種比較から，アリルイソ

チオシアネート（AITC）が褐変を抑制することが

見つかっており（矢野ら1986），AITCは褐変の基

質であるポリフェノール合成のキー酵素フェニル

アラニンアンモニアリアーゼ（PAL）の傷害誘導に

よる活性上昇を抑えることによって褐変を抑制す

ることが分かっている（永田ら1993）．しかし，

AITCは，その作用機作からも分かるように，ポリ

フェノール含量の少ないキャベツやレタスなどの

褐変は抑制できても，リンゴ，ナス，ゴボウなどの

ようにもともと細胞内のポリフェノール集積量が

多く，傷がつくとすぐに始まる褐変は抑制できない．

　そこで，褐変抑制成分検索の実験系としてナス果

肉磨砕時の褐変反応を利用し，褐変を抑制する』野菜，

果実搾汁液を検索した．搾汁液は野菜，果実に同量

のリン酸緩衝液を加えて磨砕して得た．ナス果肉に

4倍量の同搾汁液を加えて磨砕し，遠心分離して得

られた上澄液の吸光度を測定し，緩衝液のみを加え
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て磨砕した場合の吸光

度と比較検討した．37

種類の野菜や果実の搾

汁液をテストした結果，

タマネギとネギの搾汁

液に強い褐変抑制作用

が認められ，パイナッ

プル，ニラ，ダイコン，

キュウリ，セロリ，ブ

ロッコリーに弱い褐変

抑制作用がみられた．

これらのうちタマネギ，

ネギ，ニラはネギ属野

菜である（このときニ

ンニクは試験しなかった）　なお，パイナップル果

汁には褐変抑制作用があることが知られていた

（Lozano－de－gonzalezら1993）．一方，果実の搾汁

液には褐変抑制作用のあるものは見つからなかっ

た．また，これらの褐変抑制作用はアスコルビン酸

含量とは相関関係は認められなかった．この結果か

ら，褐変抑制作用の強いネギ属野菜に注目した．

　o　　　　　　　　　　　CS一リアーゼ　　　　O

晶C恥CH（N吟C。。H』⊥＿．恥S青＋N現＋C境C。C。。H

R一システインスルフォキシド　　　　　R一スルフェン酸　アンモニア　ピルビン酸

　　　　　　　　　r欝」＼

　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　O
　　　　　　　l　　　　　　　　↑
　　CH3－CH2－CH＝S　　　　　　　　　　　　　R1－S一S－R2

プロパンチアールーS一オキシド　　　R1，R2一チオスルフィネート

Lachrymat・繭ct・r（LF）　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　R1－S－S－R2　R1－S－S－S－R2etc
　　　　　　　　　　R1，R2一ジスルフィド　R1，R2一トリスルフィド

図1ネギ属野菜を切断，磨砕した時のイオウ化合物の変化

3．ネギ属野菜の特殊成分
　ネギ属野菜（オ1伽〃2属）はユリ科の植物で，ネギ，

タマネギ，ニンニク，ニラ，ラッキョウ等の野菜が

含まれている、これらは古くから薬効のある野菜と

して食用されている．ネギ属野菜は細胞内にS一ア

ルキル（アルケニル）システインスルフォキシドと

いうイオウを含んだ特殊なアミノ酸を集積してい

る．無傷の状態ではこの成分に変化はないが，切断

されたり磨砕されて細胞が破壊されるとCSリアー

ゼ（アリイナーゼ）という酵素が作用し，図1に示

す反応が進んで種々の含硫化合物が生成する．これ

らはネギ属特有の臭いの成分でもある，タマネギを

切ると涙が出るが，この催涙作用はプロパンチアー

ルS一オキシドによる．この成分もタマネギ中の酵

素反応によって生成することが明らかにされた

（lmaiら2002）．中問生成物のスルフェン酸やチ

オスルフィネートは不安定で，最終的には安定なス

ルフィドの生成が多くなる．生成するスルフィドは

元のR一システインスルフォキシドのR基の違いに

よって構造が異なり，ニンニクでは両端にアリル基

を持ったスルフィドが多く，タマネギとネギではプ

ロピル基が多く，ニラとラッキョウではメチル基を

持ったスルフィドが多く生成する。また，イオウ原

子が1つのモノスルフィド，2つのジスルフィド，3

つのトリスルフィドが生成し混在する．これらの反

応の第1段階はCSリアーゼによる酵素反応である

ので，加熱したネギ属野菜では酵素の活性が失われ

ており，切断や磨砕してもこれらの反応は起こらな

い．

　スルフィド以外にもニンニクではチオスルフィ

ネートであるアリシンやアリシンからの生成物で

あるアホエン，ジチイン，ビニルジチインなどが知

られている．スルフィドを含めたこれらの含硫化合

物は体調調節成分として知られており，抗酸化，発

ガン予防，コレステロールや脂質の低下，血圧降下，

抗血栓，抗アレルギー等のアラキドン酸代謝調節な

どの多くの作用が見出されている．ニンニクについ

ての研究が最も進んでいる（有賀2000，松浦2000）

が，タマネギ（Morimitsu　and　Kawakishi1990）な

ど他のネギ属野菜でも体調調節作用やその成分が

解明されつっある、

4．酵素的褐変の抑制

　（1）カットレタスの褐変抑制
　カットレタスはキャベツ，タマネギ，ニンジン等

と並んで生産，流通量の多いカット野菜であるが，

切断面の褐変が顕著に現れるため，品質保持の難し

い品目である．室温では1日以内，5℃でも3，4目

で褐変が目立ってくるため，通常の生産工程では切

断と同時に良く水洗し，切断面からポリフェノール
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オキシダーゼ（PPO）やポリフェノールを洗い流し

た後，10℃程度の低温で流通させ褐変の発生を遅延

している．しかし，店頭で褐変しているカットレタ

スを見うけることも少なくない．

　そこで，まずカットレタスの褐変の進行を的確に

評価するこどが必要であると考え，結球葉の中肋白

色部からカットレタスを調製し，目視評価と良く合

うHue　angleを測定することにより色調を評価する

ことにした．Hueangleはtan－1b＊／a＊の値で，図2の

無処理区のように赤褐色に褐変すると値が小さく

なる．カットレタスをネギ属野菜搾汁液に10分間

浸漬した後，水洗し水切りしておくと褐変が著しく

抑制される．図2に示したように，ネギ属野菜の中

ではタマネギとニンニクに最も強い褐変抑制作用

があり，ネギでは緑色部より白色部の方が作用が強

い．タマネギが最も搾汁液を採りやすいので，以降，

タマネギ搾汁液の作用について調べた．

　タマネギの品種比較をしてみると，北海道産タマ

ネギの褐変抑制作用が強く，11品種比較した中では

‘北もみじ86’が最も強い作用を示した（図3）．

現在では品種が更新されているため，‘スーパー北

もみじ’を使用している．辛味が強く，イオウ化合

物の生成量の多い品種が抑制作用が強いと考えら

れる．また，褐変抑制作用は可食部全体の搾汁液

一→一一無処理（水洗）　　一ネギ白色部

　・△…葉ネギ緑色部　　一ウーニンニク

ー←タマネギ
120

110

’△、　　幅

で認められ，内部ほど抑制作用が強い傾向がある．

一方，カットレタスを浸漬処理するとき，タマネギ

搾汁液の濃度が濃すぎると，カットレタスから細胞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う液が滲出するためか，濡れた状態になり，組織が軟

弱になるといった悪影響が現れる、また，ネギ属野

菜搾汁液利用上の最大の欠点は特有のネギ臭があ

ることである．この臭いは浸漬処理した後で水洗し

ても完全には除けない．

　タマネギ搾汁液は生タマネギから磨砕して調製
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　図3　タマネギ品種の褐変抑制作用の比較
　　　　　　　　　　　　（10℃，1目後）
褐変抑制作用を比較しやすくするために，すべての品種

で搾汁液の3倍希釈液を用いた．
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　　貝宗蔵目数（5℃）

　　図2　カットレタスの褐変に及ぼす
　　　　ネギ類搾汁液の抑制作用
ネギ属野菜に等量の水を加えて磨砕し，搾汁した．

4

　　　　加熱　　　加熱
対照　　　　　　　　　　　搾汁液
　　　タマネギ　搾汁液

図4　タマネギ搾汁液のカットレタス褐変抑制
作用に及ぼすタマネギ及び搾汁液の加熱の影響
　　　　　　　　　　　　（5℃，2目後）
加熱タマネギ：電子レンジで3分間加熱し，冷却後搾汁
加熱搾汁液；生タマネギからの搾汁液を沸騰水中で加熱
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する必要があり，加熱したタマネギからの搾汁液に

は褐変抑制作用はない（図4）．すなわち，・図1な

どの酵素反応によって生成する成分が褐変抑制作

用を持っていることを示唆している（細田ら2000）．

（2）タマネギ搾汁液によるカットレ
　タスの褐変抑制機構
　タマネギ搾汁液は，どのように作用してカットレ

タスの褐変を抑制しているのであろうか．まず，

カットレタスを比較的穏和な条件でタマネギ搾汁

液に浸漬処理し水洗した後，貯蔵中におけるPAL，

PPO活性の変動と褐変の進行状況を検討した．水洗
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図5カットレタス貯蔵中の褐変（Hue　angle）と
PAL活性に及ぼすタマネギ搾汁液浸漬処理の影響
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図6　カット処理後一定時間後にタマネギ搾汁液
　　　　に浸漬した時の色調の変化

各時間後にタマネギ搾汁液に10分間浸漬後，水洗した．

しただけのカットレタスではPAL活性が最初から

上昇し始め，褐変も貯蔵初期から直線的に進行した

が，タマネギ搾汁液に浸漬処理したものではPAL

活性の上昇が一定期間抑制され，その間は褐変は認

められなかった（図5）．一方，PPO活性は当初か

らかなり強い活性があり，タマネギ搾汁液浸漬処理

によってその増大がわずかに抑制されたものの，対

照区に比べて大きな影響は認められなかった．この

ことから，タマネギ搾汁液はカットレタスのPAL

活性の上昇を遅延して褐変を抑制していると推定

される．

　次に，カットレタスから抽出したPALおよびPPO

の活性を測定するときにタマネギ搾汁液を添加し

てみると，PAL活性にはまったく影響しなかったが，

PPO活性はタマネギ搾汁液濃度を上げると阻害度

が大きくなった。しかし，50％の搾汁液濃度下でも

20％の活性が残存した．このことは，タマネギ搾汁

液中にはレタスのPPOを直接阻害する成分が含ま

れていることを示しているが，阻害されないPPO

が存在することも示唆している．さらに，カット後，

褐変が進行しているカットレタスをタマネギ搾汁

液と水に浸漬，撹絆してみた。水だけでも褐変色は

わずかに淡くなったが，タマネギ搾汁液に浸漬する

と褐変色が消えて元の切断時の色調の方向に戻っ、

た（図6の↑）．ただし，色調を戻せる程度につい

ては限度があり，切断後の浸漬までの時間が長くな

り褐変が進行してしまうと戻せなくなる程度が大

きくなった（図6中の¢部分）．この結果から，カッ

トレタスの褐変過程において，中間の段階まではタ

マネギ搾汁液で色調を戻すことができるが，その段

階を過ぎると戻せなくなるものと判断した．、

　以上のように，タマネギ搾汁液には，カットレタ

スの①PAL活性の上昇を遅延させる，②PPOを部分

的に直接阻害する，③褐変の中間段階から色調を戻

す，という3つの作用が認められた．中でも，カッ

ト直後にタマネギ搾汁液に浸漬処理した場合，PAL

活性の上昇を遅延させることが褐変抑制に最も効

果があると推定している（池田ら2002）．

（3）タマネギオイル中のカッ，トレタ

　ス褐変抑制成分
　タマネギ搾汁液は多くのイオウ化合物が混在し

中間生成物も含んでいるために，成分が時間的に変

化すると考えられる．そこで，タマネギの有機イオ
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ウ化合物を含み，成分が安定しているタマネギオイ

ルから褐変抑制成分を検索することにした．タマネ

ギオイルはタマネギ磨砕物から水蒸気蒸留によっ

て採取されるが，タマネギの0．01％程度しか取れず，

高価であり，食品などへの着香料として使われてい

る．

　まず，タマネギオイルの褐変抑制作用を調べるた
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Φ　100

扇
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竈
≡go

80

70

Day－0　　　0　　　　1　　　　5　　　　10

μL，oniorroil

図7カットレタスの褐変に及ぼすタマネギオイル
　　　　の阻害作用（10℃，1目後）
カットレタス10gを入れた径9cmシャーレの中央のろ紙に
タマネギオイルを0～10μL添加
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　　　　　試料（1μL）

　図8カットレタスの褐変に及ぼす
タマネギオイル主要スルフィドの抑制作用
　MPTS：メチルプロピルトリスルフィド
　DPTS；ジプロピルトリスルフィド
　DPDS　lジプロピルジスルフィド

　10℃，1目後の褐変阻害率（無添加＝0）

め，中肋白色部から調製したカットレタスをシャー

レ内の周辺部に置き，中央にろ紙を置いてこのろ紙

にタマネギオイルを1～10μL添加して10℃，1目後

の褐変程度を比較すると，1μL添加でも7割程度褐

変を阻害し，5μL添加ではまったく褐変しなかった

（図7）．このことから褐変抑制成分は揮発性成分

であることがわかる．次に，タマネギオイルの揮発

性成分をGCMSで分析したところ，ピーク面積比

からみるとジプロピルトリスルフィド（DPTS）が

22％，ジプロピルジスルフィド（DPDS）が21％，

メチルプロピルトリスルフィド（MPTS）が15％で

あり，これらが主成分であった。タマネギオイルを

HPLCで分取して褐変抑制成分を検索した結果，褐

変抑制画分はDPTS，MPTS，DPDSなどであり，タ

マネギオイルの主要揮発性成分が褐変抑制成分で

あった（図8）（細田ら2003）．なお，褐変抑制作

用はイオウ原子数に大きく依存しており，トリスル

フィドの作用が大きく，ジスルフィドの作用がこれ

に次いだが，モノスルフィドには褐変抑制作用は認

められなかった（図9）．

　タマネギ搾汁液中のスルフィド以外の褐変抑制

成分については現在検索中であるが，スルフィドよ

り臭いの弱い褐変抑制成分を見つけたいと考えて

いる．

（4）実用的なカットレタス褐変抑制法

　どこでも利用できる簡易なカットレタス褐変抑

制法としては次のような方法がある．カットレタス

の1／10量程度のネギ属野菜を細かく切ってガーゼ

などの通気性のあるものにくるみ，カットレタスと

一緒に包装すると褐変が抑制される．この際，包装

はポリプロピレンなどの比較的通気性の低いもの

がよい．ネギ属野菜の種類ではニラが最も効果があ

り，10℃で5目間は褐変しない（写真1）が，ネギ

など他のものでも良い．ニラの場合だけカットレタ

スにニラ臭がつくが，開封後カットレタスを軽く水

洗し，数分おくと臭いはなくなる．ニラ以外では臭

いがっかないので，効果は少し落ちるが，利用しや

すいかもしれない．この方法では，ネギ属野菜から

生成したスルフィドなどの揮発性成分が包装内に

充満して，カットレタスの褐変を抑制していると考

えられる．

（5）リンゴの褐変抑制
　果実の褐変として最もよく目にするのはリンゴ
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図9　スルフィド類のイオウ原子数と褐変阻害率の関係

　　　　各スルフィじ0，4，1μL相当量を添加

カットレタスのみ　　　カットレタス100g十細切ニラ109

　　　　　10℃，5目後

　写真1細切ニラと一緒に包装することによる
　　　　　カットレタスの褐変抑制
写真左は褐変し色あせているが，写真右は青々としている1

の褐変である．リンゴは細胞内にクロロゲン酸やカ

テキン類等のポリフェノールを多く含んでおり，レ

タスと違って切断や磨砕しただけですぐに褐変が

始まる．健全な細胞ではポリフェノールは液胞にあ

り，PPOはプラスチド等にあるとされており，褐変

は起こらないが，細胞が破壊されて両者が接触する

ことにより褐変する．

　まず，厚さ3mmにスライスしたリンゴ切片を

搾汁液の作用を調べた．

とき，リンゴの重量の1／2～等量のタマネギ搾汁液

またはタマネギを加えて磨砕すると褐変が阻止で

きた（細田ら2002）．リンゴの褐変はポリフェノー

ル以降の反応であり，タマネギ搾汁液が阻害する箇

所は，PPO活性そのものか，キノンから褐変物質へ

の反応のどちらかである．リンゴから抽出したPPO

活性に対するタマネギ搾汁液の作用をみると，レタ

スのPPOの場合と同様の阻害が認められ，タマネ

ギ搾汁液の濃度を濃くすると8割の活性が阻害され，

2割の活性が残存した．また，2割の活性が残って

いる状態で，反応液中の酸素がなくなるまで長時間

反応を続けても，反応液は対照区のように着色しな

かった．これらの結果は，タマネギ搾汁液がリンゴ

のPPOを阻害するだけでなく，キノンから褐変物

質への変化も何らかの形で阻害していることを示

唆している．キノンから褐変物質への変化は非酵素

的で複雑な過程であるため十分に解明されていな

いのが現状である．

（6）スルフィド類によるリンゴ切片
　の褐変抑制
　リンゴ切片もカットレタスと同様にスルフィド

類によって褐変が抑制される．ここでもトリスル

カットレタスと同様にタマ

ネギ搾汁液に10分間浸漬後

水洗した．図10に示したよ

うに，切断しただけの無処理

のリンゴ切片は急激に褐変

して，1時間後でもHueangle

が大きく低下した．一方，タ

マネギ搾汁液に浸漬後水洗

したリンゴ切片はほとんど

色が変わらず，20℃1目後で

も切断時に近い色調を保っ

ていた（細田ら2002）．タ

マネギ搾汁液を2倍に希釈

したものでも色調保持効果

は変わらなかったことから，

タマネギ搾汁液濃度や浸漬

時問はより低減できるもの

と考えられる．

　次に，リンゴを磨砕すると

きの褐変に及ぼすタマネギ

50％リンゴ果汁を調製する
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フィドの作用が最も強く，ジスルフィドにも効果が

あったが，モノスルフィドには褐変抑制作用は認め

られない（図11）．リンゴ切片の褐変は速く，20℃

では1時問でほぼ完了し，1目後まで色調はほとん

ど変化しない．この褐変がほぼ完了した1時問後に

ジメチルトリスルフィド（DMTS）を添加すると褐

変色が退色し，元の色調の方向に戻った（図12）．

この脱色ではa＊の値は元の値近くまで戻ったが，b＊

値は低下させなかった．すなわち，赤色色素は脱色

したが，黄色色素は脱色できなかった。

　次に，DMTSを添加したカットリンゴの包装内で
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三
の
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駆
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2倍希釈タマネギ搾汁液に

10分間浸漬後水洗

タマネギ搾汁液に10分間浸漬後水洗

無処理

水洗

102

0　　　　　5　　　　　10　　　　！5　　　　20　　　　25　　　　30

　　　　切断後の時間（hr，20℃）

図10　タマネギ搾汁液への浸潰による
　　　リンゴ切片の褐変抑制

どんな変化が起こっているかを調べるために包装

内のガス濃度を追跡したところ，DMTS濃度は1時

間後に最大に達して，その後，急速に減少してし

まったが，代わりにメタンチオール濃度が最初から

急激に増加していった（図13）．このことは，リン

ゴ切片がDMTSをメタンチオールに還元している

ことを示している（細田ら2005）．ちなみに，こ

の変化は切片のような組織が必要で，リンゴジュー

スやすり下ろしたリンゴではメタンチオールは生

成しない．メタンチオールは反応性が高いためメタ

ンチオールだけで褐変が抑制できるかどうか調べ

てみたところ，リンゴ切片の包装内にメタンチオー

ルを添加すると褐変が抑制された．また，スルフィ

ド類からのリンゴ切片によるメタンチオール生成

量を調べてみると，モノスルフィドからはメタンチ

オールはまったく生成されず，トリスルフィドから

大量に生成され，ジスルフィドからは中程度の生成

量であり，褐変抑制作用とメタンチオール生成量に

相関関係が認められた（表1）．これらのことから，

スルフィド類によるリンゴ切片の褐変抑制は，スル

フィドからリンゴ切片によって生成されるメタン

チオールによるものであることがわかった．リンゴ

切片表面でポリフェノールからPPOの作用によっ

てキノンが生成した時，このキノンにメタンチオー

ルが作用して付加化合物を作り，キノンの重合を阻

害して褐変を抑制していると推察される（図14）

（Negishi　and　Ozawa2000）．
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図12　切断直後および褐変後のリンゴ切片の色調
　に及ぽすジメチルトリスルフィド添加の影響
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図14ジメチルトリスルフィド
　によるリンゴの褐変抑制

表1各スルフィドからのメタンチオール生成量
　　とリンゴ切片色調変化量の関係

0

バナナの皮の場合は皮の量とタマネギ搾汁液の比

率の問題であり，皮の量を減らせば褐変抑制効果が

高いことがわかった．すなわち，この現象は，バナ

ナの皮を磨砕した時にはほかの果実に比べて褐変

がより強力に進行していることを示している．野菜

についても同様に調べたところ，褐変抑制作用に強

弱の差はあるものの，ほとんどの野菜の磨砕時の褐

変を抑制した（図15）。しかし，同じキノコ類でも

マッシュルームの褐変は抑制したが，シイタケの褐

変は抑制しなかった（藤井・細田2002）・シイタ

ケを部位別に分けてみると，菌柄の褐変は抑制した

が，菌傘の褐変はタマネギ搾汁液によって逆に増強

された．野菜，果実の種類や部位によってなぜこの

様な作用の違いが現れるのか，現段階では不明であ

る．マッシュルームとシイタケの菌傘に対する褐変

の抑制作用の違いを比較検討することは，タマネギ

搾汁液の褐変抑制作用機構を解明していくことに

っながると考えている．　　　　　（次号に続く）
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0．5

平均±標準誤差，n＝3．

リンゴ5切片（150g）と各スルフィド10μLを500mLの

ポリプロピレン袋に入れ，20℃暗所に保存した．

（7〉種々の野菜，果実磨砕時の褐変抑制

　野菜や果実にはこのほかにも磨砕すると褐変す

るものが多いので，タマネギ搾汁液の作用を比較検

討した．果実に対しては，図15に示したようにほ

とんどの果実の褐変を抑制し，リンゴで最も顕著な

褐変抑制作用が認められた．しかし，例外的にバナ

ナの皮の黒褐変はまったく抑制しなかった．後に，
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図15　野菜，果実磨砕時の褐変に及ぼす
　　タマネギ搾汁液添加の影響
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