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はじめに

乾のりは摘採，異物除去，細断，洗浄，調合，抄製，
脱水，乾燥，剥離，選別，結束の工程を経て製造され
ている。この工程の中で原藻は，ノリ表面に付着して
いる雑藻や雑菌の除去と塩分を除く目的で，細断しな
がら淡水で洗浄される。しかし，塩分を少し含んだ乾
のりの方が美味しいとされることもあるため，一部で
は，調合の工程で使用する抄き水に海水を混ぜて乾の
りを製造している。一方，塩分の高い乾のりは，塩分
の低いものに比べて，製造当初は光沢があり，外観上
は良質のりのように見えるが，長期間保存した場合，
品質劣化が早く，焼のりに加工した場合，焼き色が出
にくいと言われている1）。
乾のりの品質は色調，味，香り，テクスチャーなど

によって決まるが，このうち色調は貯蔵中の品質変化
に最も大きな影響を及ぼす要素である2）。色調に寄与
する成分としてはクロロフィルaが最も重要とされて
おり，クロロフィルaは焼のりの焼き色の主体となる
色素でもある。
乾のりの品質保持に関して，クロロフィルaを始め，

カロテノイド，フィコビリンなどの色素を指標として，
水分，温度および酸素の影響について調べた報告は多
数あり2-7），品質保持には水分を約４～５％に保持する
必要があること，低温貯蔵や窒素置換包装が有効であ
ることが示されている。しかし，塩分の影響に関して
は，塩分の高い乾のりは塩分の低い乾のりに比べて吸
湿しやすく8），高湿度では色素の減少が著しいこと9）を
示す報告が僅かにあるにすぎず，適切な塩分について
十分に調査されているとは言えない。
そこで，本研究では，乾のりの品質保持にとって適

切な塩分を検討するため，抄き水の塩分を変えて塩分
の異なる乾のりを作製し，クロロフィルaを主な品質
指標に用いて，乾のりの貯蔵性に及ぼす塩分の影響を
調べた。

材料と方法

試料の調製
平成18年１月に富津市で養殖されたスサビノリ
Porphyrayezoensisを原藻に用いた。塩分の異なる５段
階の抄き水（０海水：０％，1/10海水：0.3％，2/10海
水：0.6％，3/10海水：0.9％，5/10海水：1.5％）を用
い，図１に示す製造工程に従って乾のりを製造した。
なお，抄き水の塩分はポータブル電気伝導率計（（株）
東亜ディーケーケー，CM-21P）を用いて調整した。
製造した乾のりは，乾のりの平均的な水分（約８～
10％）に調整するため，一旦，シリカゲルを用いて予
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図１ 試験に用いた乾のりの製造工程
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備乾燥した後， 20℃，33RH％で７日間貯蔵した。そ
の後，ミルサー（（株）岩谷産業，IFM-77G）で粉砕し
たものを供試した。ただし，官能評価用の試料につい
ては，板のりの状態で用いた。
調湿および貯蔵方法
調湿は試料を表１に示す無機塩の飽和水溶液を入れ

たデシケーター中に密閉して行った。貯蔵はこのデシ
ケーターを20℃に設定した低温度培養器（（株）タバイ
エスペック，LNC-131）に入れ，培養器を遮光して行
った。

水分吸着等温線の作成
試料３ｇを９段階の湿度（０，12，23，33，44，52，
66，75，81RH％）で14日間貯蔵し，その平衡水分を測
定した。なお，０，12，23RH％は脱気して減圧下，33，
44，52，66，75，81RH％は常圧下に置いた。
塩分の異なる乾のりの吸湿試験
試料５ｇを５段階の湿度（44，52，66，75，81RH%，
全て常圧下）で貯蔵し，６，12時間，１，２，３，５，７，
10，14日後に重量を測定し，重量増加率（以下，増重
率）を求めた。
貯蔵試験
試料２ｇを４段階の湿度（12，33，52，75RH%，）で
貯蔵し，15日後，１，２，８か月後にクロロフィルa含
量を調べた。なお，12RH%のみ始めの14日間は減圧
下に置き，その後常圧に戻した。また，板のりの試料
を同様に４段階の湿度で貯蔵し，色調について官能評
価を行った。
乾のり貯蔵条件の実態調査
実際に流通している乾のりの貯蔵条件を調査するた

め，千葉県のり共販事業所において，乾のりを貯蔵し
ているダンボール箱内およびこれらが置かれている倉
庫内の温度および湿度をサーモレコーダー（（株）タバ
イエスペック，RS-12）を用いて測定した。

分析方法
・水分：105℃常圧加熱乾燥法で測定した。
・塩分：水分測定後の試料に50倍量の蒸留水を加えて
塩分を抽出し，塩分分析計（（株）東亜ディーケー
ケー，SAT-2A）で測定した。
・クロロフィルa：試料0.1ｇに蒸留水を数滴加えて10分
ほど膨潤させた。次に，100％メタノール約１mLを
加え，少量の炭酸カルシウムおよび海砂とともに乳
鉢で十分に磨砕した後，さらに100％メタノール約
５mLを加えて軽く磨砕し，クロロフィルaを溶出さ
せた後，ガラスろ過器でろ過した。残渣に再度
100％メタノールを加え，色素の着色がなくなるま
で４～５回磨砕抽出を行った。このメタノール抽出
液に同量のジエチルエーテルを加え，10％食塩水を
用いてエーテル層に色素を転溶し，50mLに定容し
た。これを無水硫酸ナトリウムで脱水した後，分光
光度計（（株）日本分光，V-550）を用いて660.0nm
および642.5nmの吸光度を測定し，クロロフィルa含
量を算出した10）。なお，クロロフィルaの分解を抑
えるため，抽出から吸光度の測定までの作業は薄暗
くした室内で行った。
・官能評価：製造直後の乾のりをアルミラミネート袋
にシリカゲルとともに封入し，－80℃で貯蔵したも
のと各種湿度で50日間貯蔵した乾のりを試料とし，
乾のりの色沢とこれを焼のりに加工した時の焼き色
について，良い：３，普通：２，悪い：１の３段階
の評点法により評価を行った。パネラーは乾のりに
ついては６名（のり検査員），焼のりについては５名
（千葉県漁業協同組合連合会のり共販事業所職員１
名およびのり加工事業所職員４名）とした。

結 果

抄き水と乾のりの塩分の関係
「抄き水」，「のり原藻と抄き水を混合後」および「乾
のり」の塩分を図２に示す。原藻に付着している海水
の塩分が真水洗浄の工程である程度除かれるため，の
り原藻を抄き水と混合した後の塩分（調合槽の水の塩
分）は０海水を除き，抄き水の塩分より低くなった。
乾のりの塩分は抄き水の塩分に概ね比例し，1.4～
6.0％（乾物換算）となった。
乾のりの塩分と吸湿性の関係
塩分の異なる抄き水で製造した乾のりの水分吸着等
温線を図３に示す。
平衡水分は40～50RH%以下では差がなかったが，
それ以上の湿度では，塩分の高い乾のりほど平衡水分
が高く，この傾向は湿度が高いほど顕著であった。

40

表１ 調湿に用いた無機塩

RH％（20℃）無機塩

0P2O5（固体）
12LiCl
23CH3COOK
33MgCl2・6H2O
44K2CO3
52Mg（NO3）2・6H2O
66NaNO3
75NaCl
81（NH4）2SO4
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33RH%で平衡水分になっていた乾のりを各相対湿
度で貯蔵した時の増重率の変化を図４に示す。
33RH%で貯蔵していた乾のりをより高い湿度に移す
と，２～３日以内に急速に吸湿し，２～10日後にはほ
ぼ平衡水分になった。塩分の異なる乾のりの増重率は
貯蔵１日後までは差がなかったが，その後，塩分が高
いほど増重率が高くなり，この傾向は湿度が高いほど
顕著であった。特に，81RH%においては，5/10海水の
抄き水で製造した乾のりは14日目には０海水の抄き水
で製造したものより約1.6倍多い水分を吸湿した。
貯蔵試験
75RH%で貯蔵した板のりは吸湿して15日後には縮
れて柔らかくなった。その後，粉砕した乾のりととも
に1か月目には異臭が感じられるようになり，８か月
目にはカビが繁殖したため，クロロフィルaと色調の
分析は行わなかった。

各相対湿度で貯蔵した乾のりのクロロフィルa含量
の変化を図５に示す。貯蔵湿度の影響は大きく，貯蔵
開始時に700～750㎎/100ｇ（乾物換算）あったクロロ
フィルaは12RH%では８か月後でもほとんど分解され
ず，33RH%でも約90％が保持されたが，52RH%以上
では湿度が高いほど分解が進み，75RH%では２か月
後に貯蔵開始時の約30～43％まで減少した。また，塩
分の影響については，低湿度で貯蔵した場合には認め
られなかったが，高湿度で貯蔵した場合には認められ，
塩分が高いほどクロロフィルaの分解が促進された。
75RH%で２か月間貯蔵した時のクロロフィルaの残存
率は，０海水の抄き水で製造した乾のりでは約43％だ
ったのに対し，5/10海水の抄き水で製造したものでは
約30％だった。
次に，－80℃で貯蔵しておいた製造直後の乾のりと
貯蔵50日目の乾のりを試料とし，乾のりの色沢および
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図２ 「抄き水」，「のり原藻と抄き水を混合後」および「乾のり」の塩分
単位：抄き水，のり原藻と抄き水を混合後（g/100mL），乾のり（g/100g乾物）

図３ 乾のりの水分吸着等温線（20℃）
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焼のりにした時の焼き色について行った官能評価結果
を図６に示す。乾のりの状態では，評価に個人差があ
ったため，官能評価点のばらつきが大きくなり，貯蔵
方法や乾のりの塩分によって差が認められなかった。
一方，これを焼のりに加工すると，貯蔵方法によって
差が認められ，52RH%で貯蔵した時の焼き色は低く
評価された。しかし，塩分による評価の差は認められ
なかった。
乾のり貯蔵条件の実態調査
千葉県のり共販事業所において，乾のりを貯蔵して

いるダンボール箱内およびこれらが置かれている倉庫
内の温度および湿度を調査した結果を図７に示す。乾
のりの貯蔵温度は室温で貯蔵しているため，倉庫内温
度と同じで８～15℃であった。貯蔵湿度は倉庫内湿度
が22～85RH%と大きく変動したのに対し，24～
35RH%と低く保持されていた。

考 察

乾のりの塩分は抄き水の塩分に概ね比例し，1.4～
6.0％（乾物換算）であったが，2/10海水と3/10海水で
製造した乾のりの塩分にはあまり差がなかった（図２）。
原因は特定できないが，原藻と抄き水を混合した後の
調合槽の塩分には差があったことから，抄製後の脱水
の程度が異なったことが１つの原因として考えられる。
乾のりの塩分に影響する要因として他にも，原藻の種
類，真水洗浄の程度，原藻と抄き水の混合割合なども
考えられるため，目標とする塩分の乾のりを製造する
にはこれらの影響を考慮しておく必要があると考えら
れる。
乾のりの貯蔵性に及ぼす塩分の影響を調べたところ，
塩分の影響は認められたが，貯蔵湿度によって影響の
現れ方が異なった（図３～６）。33RH%以下では乾の
りの平衡水分に塩分による差はなく，クロロフィルa
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図４ 各相対湿度で貯蔵した乾のりの増重率の変化
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も安定的に保持されており，塩分による影響は認めら
れなかった。一方，52RH%以上では，貯蔵湿度の影響
が大きく現れ，クロロフィルaの分解が著しく，焼き色
も悪かった。塩分は，乾のりの色沢および焼き色には
影響しなかったが，クロロフィルaの分解を促進した。
水分は乾のりの品質変化に最も大きく影響する要因と
されているが2），高湿度では塩分は吸湿量を増大させ
るため，水分量が多くなり，クロロフィルaの分解を促
進するものと考えられた。
次に，これらの結果を踏まえて，乾のりの品質保持

に必要な貯蔵湿度と塩分の条件を検討すると，貯蔵湿
度を33RH%以下に保持できていれば，塩分は今回調
査した1.4～6.0％（乾物換算）の範囲内であれば少なく
とも８か月間は問題ないと考えられた。しかし，乾の
りのクロロフィルaが最も安定するのは水分５％以下
であり2），カロテノイドは必要以上の低水分下では，
かえって酸化反応が進行しやすく，単分子層吸着水分
量に近い水分活性0.1（水分４～５％）前後で最も安定
になることから6），長期間保存するには水分約５％に
相当する12RH%前後で貯蔵したうえで，さらに化学
変化の起きにくい0℃ 以下での貯蔵や窒素置換包装と
併用することが望ましいと考えられる。また，適切な
塩分に関しては，別途，本研究と併せて行われた塩味
に関する食味試験結果＊において，抄き水の塩分は

0.3％～0.6％が適当との結果が得られている。この時
の乾のりの塩分は乾物換算値で3.1～3.9％であったこ
とから，水分を10％含む乾のりの場合，塩分は2.8～
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図５ 各相対湿度で貯蔵した乾のりのクロロフィルa含量の変化

図６ 乾のり及び焼のりの官能評価結果
（Mean＋S.D.）

＊ 千葉県漁業組合連合会 未発表資料
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3.5％が目安と考えられる。
のり共販事業所における貯蔵条件の実態を調査した

ところ，入札から問屋等へ発送されるまでの期間は貯
蔵湿度が24～35RH%と貯蔵条件に問題はなかった。
しかし，ひとたび貯蔵状態が悪化すると，特に塩分の
高い乾のりでは吸湿しやすく，品質劣化が起こりやす
いので，注意が必要であると考えられる。

要 約

1）乾のりの適切な塩分を検討するため，抄き水の塩
分を変えて，乾のりを製造し，貯蔵性に及ぼす塩
分の影響を調べた。

2）乾のりの塩分は抄き水の塩分に概ね比例したが，
目標とする塩分の乾のりを製造するには，抄き水
の塩分以外の影響も考慮しておく必要があると考
えられた。

3）乾のりの品質変化には貯蔵湿度が最も大きく影響
し，高湿度下ではクロロフィルaの分解が著しか
った。塩分の影響は貯蔵湿度が高い場合に認めら
れ，吸湿量を増大させ，クロロフィルaの分解を促
進した。

4）乾のりの適切な貯蔵湿度は12RH%前後で，塩分は
2.8～3.5％（水分を10％含む場合）が目安と考えら
れた。
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図７ 乾のり貯蔵条件（温度および湿度）の実態調査結果
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