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キクイモを原料とした機能性に富む加工食品の製造技術の開発

横井健二，今井 修※I

※ 1 株式会社広貰堂

(2007年11月 1日受理)

高齢化社会の到来とともに健康指向が高まり，

近年健康食品市場も急速に拡大している。これ

らの原料の多くは，輸入に頼っているが，残留

農薬問題などから安全性が懸念されている。ま

た，最近これらの健康食品については，保健機

能の信頼性に関する人々の関心が高まっており，

市場は安全で確実に健康増進に寄与する健康食

品を求めているといえる。

キクイモは，保健機能成分としてフラクトオ

リゴ糖であるイヌリンを多く含む。イヌリンの

保健機能について世界的に多くの研究がなされ

ており， r腸内菌相改善J，r血中脂質低減J，r血
糖値低減」などの効果を持つことが明らかにな

っている 1.2)。また，キクイモは高冷地でも容易

に栽培できる特徴も持っている。

本研究では，国内の中山間地などでも比較的

栽培が容易なキクイ モを原料とし，キクイモ粉

末の製造技術の確立を試みた。また，それら粉

末を原料にして，頼粒状食品や飲料等に加工し，

安全性，信頼性の高いキクイモ加工食品の製造

技術の開発を検討した。さらに頼粒状食品の，

血中脂質低減や血糖値低減などの保健機能を，

臨床試験により検証したので報告する。

実験方法

1.試料

冬季に収穫されたキクイモ(富山県南砺市

産)を用いた。

2.乾燥方法

(1)通風乾燥

キクイモは水洗し，スライサー (Chubu，

引 〒930-0055 富山市梅沢町 2丁目9番 1号

SS350A型)により約 3mm厚に薄切りした。

これを金網に並べ通風乾燥機(清水理化学機

器， PS120S型)を用いて乾燥した。

(2)ドラム乾燥

原料をスライ サー (おろ し刃使用)により

すり下ろし， ドラム乾燥機(ジョンソンボイ

ラJM-T型)を用いて行った。

(3)凍結乾燥

真空凍結乾燥機(日本真空技術 DF05-H 

型)を用いて行った。

3. イヌリンの定量

(1)試料液の調製

イヌリンの酸分解は，小林らの方法 3)を一

部改変して行った。すなわち試料 5gに水を

加え， 2分間煮沸した。速やかに漉過して放冷

後， 50mlに定容して果糖を定量した(これを

A 1とする)。さらに定容した試料に終濃度

0.3mol/lになるよう過塩素酸を加え， 80
0

C 20 

分間加熱した。放冷後水酸化ナトリウム溶液

により pH7.0に中和し，酸分解試料として果

糖を定量した(これを A 2とする)。

(2)果糖の定量

果糖の定量は，イオンクロマトグラフ

(Dionex製)を用い，以下の条件で、行った。

カラム :CarbopacPA -1 (Dionex製)

緩衝液:A = 50mM NaOH 

B = 50mM NaOH -0. 5M CH 3 COONa 

A-Bのリニアグラデイエン ト

(3)イヌ リン含量の算出

(A 2 -A 1) をイヌリン量とした。
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4. キクイモ粉末の成分安定性および保健機能

評価

(1)キクイモ粉末の成分安定性

1)キクイモ粉末の調製

室温(気温10
0

C程度)に，スライスし

たキクイモを， 一夜放置して乾燥させた。

さらに通風乾燥 (80
0

C6時間)を行って，

乾燥チ ップを調製した。この乾燥チップ

を粉砕器(エコナミル，伸和工業製)を

用いて粉砕してキクイモ粉末とした。

2 )酸性溶液中でのイヌリンの安定性

O.lMクエン酸リン酸緩衝液にキクイ

モ粉末を2.5%(W/V)の濃度で溶解し，

pH3.8では65
0

Cの湯浴で20分， pH4.5，7.2 

では85
0

Cの湯浴で40分保持した後，各温

度で保存した。経時的に溶液中の遊離果

糖量を定量した。イヌリンの分解率は，

遊離した果糖量を測定し，用いた粉末中

のイヌリン量で除して算出した。

3 )キクイモ粉末の加熱に対する安定性

キクイモ粉末を種々の温度で 3時間加

熱し，色の変化を写真に記録し，粉末中

のイヌリン量を定量 した。

(2)キクイモ粉末の製品化検討

1)キクイモ頼粒の製造試験

キクイモ粉末を，高速撹#造粒機(深

江パウテック HF-GS-2 J型)で造粒し

た後，箱形乾燥機 (日本乾燥機 SFD-9 

5型)を用いて乾燥し，乾式整粒機(パ

ウレ ックQC-194AS型)で粒径を大まか

に揃えた後，ステンレス飾いと粉砕器に

より粒径を約 1mmとしてキクイモ頼粒と

した。

2 ) ドリンクの製造試験

ωキクイモシロ ップの調製

1 kgのキクイモ粉末に1.2リットルの

水を加え， 80
0

Cで30分間加熱した。この

液を漉過して減圧濃縮した (図10)。

包)ドリンクの調製

キクイモシロップを調合タンクで調味

混合し，多段式櫨過器 (ADVANTEC製)

により清澄化，充填機(シブヤ精機

PMF16TV -NPC 6 AA -SYN型)により

瓶詰し，湯浴により 80
0

C50分間加熱殺菌

して製品とした(図10)。

(3)キクイモ頼粒の機能性評価

製品化試験で試作したキクイモ頼粒を用い，

TTC ~械に依頼して以下の条件で、行っ た。 なお，

本試験はヘルシンキ宣言に則り行った。

1 )試験対象者

血 糖 値 が100-140mg/dl程度の30

-60歳代の成人男女 (22名)。

2)摂取量

3 g/包のキクイモ頼粒を毎食後に摂

食。

3 )試験期間

8週間。

4 )検査内容

一般検査 :身長，体重，血圧，問診所

見

血液検査:血糖値， HbA1c，フルクト

サミン，コレステロ ール， HDLコレ

ステロール， LDL-コレステロール，

中性脂肪， GOT 

尿検査:タンパク定性，糖定性， pH， 

i替血反応

実験結果および考察

1.高品質を保持した原料乾燥法の検討

(1)通風乾燥法

キクイモ35kgを， 80
0

Cで通風乾燥を行った。

約20時間乾燥したが，図 1に示すとおり，キ

クイモは茶褐色に変色しており，手触りから

水分がかなり残存していることが推定された。

処理量を35kgから 5kgに減らしたところ，変

色は弱まった。

キクイモにはポリフェノールが含まれるこ

とが知られており ，) 変色の原因はポリフェ

ノールの酵素的酸化が考えられた。この酵素

反応は， 80
0

Cではほとんど進行しないことが

知られている 5) が，多量のキクイモを処理す
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図 1 80'Cで20時間乾燥したキクイモ。

上:乾燥前、下:乾燥後

ると，その高水分(キクイモの水分含量は約

85%)のため温度の上昇に時間を要し，その

聞に反応が進行したため変色したと考えられ

た。80
0

C乾燥の前に水分をある程度除去する

こと(予備乾燥)が効果的と考え， 20
0

Cで10

時間通風乾燥したところ，変色を抑えて水分

を約25%に乾燥で、きた。これをさらに80
0

Cで

6時間通風乾燥したところ，図 2に示すよう

に殆ど変色しない乾燥品が得られた。このこ

図2 乾燥条件の遣いとキクイモの変色。

左:20'Cで10時間乾燥後に80'Cで乾燥

右:80'Cで12時間乾燥

とから予備乾燥は，ポリフェノ ールの酸化を

抑制するために低温で行う必要があることが

推定された。キクイモは冬季に収穫されるが，

冬季は室内でも気温が低い。冬季の屋内で自

然乾燥による予備乾燥が可能であれば，機械

を使わず容易に作業出来ると考え検討した。

室温約10
0

Cの屋内で12時間前後放置したとこ

ろ，水分は30~40%に減少し，この予備乾燥

品を80
0

Cで約 6時間通風乾燥することにより

変色しない，水分 5%以下の乾燥品が得られ

た。乾燥品のイヌリン含量は約40%であった。

乾燥品の一般生菌数は8.5X 103cfu/gであっ

た。予備乾燥は，図 3に示すように金網にス

図3 キクイモの予備乾燥

ライスしたキクイモを並べて放置することに

より行うため，機械の容量に左右されず，大

量処理が可能と考えられた。

(2)ドラム乾燥法

ドラム乾燥機にキクイモを供する場合， 3mm

厚スライスで、は困難だ、ったため，すり下ろし

たところ，図 4に示すように茶褐色に強く変

色した。温度設定を低温(約105
0

C)にしてド

ラム乾燥機に供したところ， ドラム回転速度

を1R.P.M まで遅くしても，装置に水滴が付

着し乾燥が不可能であった。温度設定の上限

(約130
0

C)に設定してようやく乾燥可能にな

ったが，図 5に示すように乾燥品は著しく変

色した。乾燥品のイヌリン含量は約40%であ

り，通風乾燥による乾燥品と同程度であった。

17 
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F 、

図4 すり下ろしたキクイモ 、

4 
図5 キクイモのドラム乾燥品

(3)凍結乾燥による乾燥法の検討

3mm厚にスライスしたキクイモをパットに

並べ，フリーザーで凍結させた後，凍結乾燥

した。凍結乾燥品は，変色は全く認められな

かった。

上記 3種の乾燥法を比較した結果を表 1に

示す。機能成分のイヌリン含量は，いずれの

表 1 乾燥方法の比較

通風乾燥 ドラム乾燥 凍結乾燥

イヌリン含量 48.0% 50.3% 50.5% 

コスト f丘 高 高

手間 ややかかる 大変かかる ややかかる

処理量 多 中 少

変色 わずか 5査し、 ほとんど無い

乾燥法も大きな差は認められなかった。キク

イモの乾燥 ・粉末化は，様々な食品に素材と

して利用することを考慮する と，できるだけ

変色を抑えた高品質な乾燥品の製造が重要と

考えられた。凍結乾燥による乾燥品は，変色

が非常に少なかったが， 高価な凍結乾燥機が

必要であり，作業性も機械の性能，処理能力

に左右される。

通風乾燥では，予備乾燥を行うことにより

変色が少ない乾燥品が得られた。乾燥機を使

うため処理量が問題になるが，予備乾燥は乾

燥機の必要がなく，乾燥機の使用時間を減ら

すことができるため，処理量をある程度増や

すことが可能と推察される。また，今回検討

した他の方法に比べ，装置も安価である。

キクイモは富山県の山間地で生産されてお

り，今後乾燥や加工などを現地で一貫して行

う計画もある。そのため，低コストで容易な

方法が望まれるが，前述の自然乾燥(予備乾

燥)と通風乾燥機による乾燥を組み合わせた

方法が適すると考えられた。

2. キクイモ粉末の機能成分の安定性

キクイモに含まれる機能成分のイヌリンは，

フルクトースがつながった多糖の 1種である。

多糖は，酸性下で加熱すると加水分解する性

質を持つ。また強く加熱すると変性 (カラメ

ル化)を起こす。キクイモ粉末から飲料を作

る場合，微生物制御や味付けのために，製品

は酸性であることが多い。また，粉末は錠剤

や穎粒などの形状に加工する際，加熱工程を

経ることが多く，さらにキクイモ粉末は食品

素材として加工食品にも配合できることから，

加熱に対する安定性は重要な検討課題である。

そのため，機能成分のイヌリンについて，酸

性溶液中，および粉末の加熱に対する安定性

をf食言すした。

pH7.2， 4.5， 3.8の各 pHに調整した緩衝

液中に， 2.5% (W/V)でキクイモ粉末を溶解

した。まずこれらの溶液を， 清涼飲料水の製

造基準 6)を満たす条件，すなわち， pH7.2お

よび4.5の溶液は， 85
0C 40分， pH3.8の溶液

は65
0

C20分間加熱殺菌した。加熱殺菌後，イ

ヌリンの分解ネを測定したが，いずれも

0.01%以下の分解率であり， pH4.0程度の酸

性であれば加熱殺菌程度の加熱ではイヌリン

は分解しないことが判明した。

さらに，殺菌後の試料を37，25， 10
0

Cに保
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について調べた。60
0

C，80
o
C， 100

o
C， 130

o
C， 

160
0

Cで3時間加熱した後，粉末の色を比較し

た写真を図 8に示した。60
o

C，80
0

Cでは変色

存した。37
0

Cに保存した試料について，経時的

にイヌリン分解率を調べた結果を図 6に示し

た。時間の経過とともに，酸性の試料ではイ
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各温度で加熱したキクイモ粉末図 8

5 

保存時間(月)

37
0

C、各 pH条件における保存中のイヌ

リン分解率の変化

4 3 
O 

は認められなかったが， 100
oCではわずかに変

色し， 130
0

Cではオレンジ色， 160
0

Cでは茶褐

色に変色した。このときのイヌリン含量を表

2に示す。130
0

Cまでは顕著な分解は認められ

各温度で処理したキクイモ粉末のイヌリン含量

イヌリン含量(%)

39，。無処E里

60
0

C 

80
0

C 

100
0

C 

130
0

C 

160
0

C 

表2

ヌリンの分解が認められ，特に pH3.8の試料

では， 4ヶ月後には60%のイヌリンが分解し

ており，残存イヌリン量は，保存開始直後の

わずか40%にすぎなかった。

温度を変えて保存した試料について，保存

4ヶ月後のイヌリン分解率を比較した結果を

図7に示した。pH3.8では25
0

Cで保存した場

図6

関口 ・
370C 250C lOoC 

80 

なかったが， 160
oCでは著しく減少した。これ

らのことから， 100
0

Cから変色が起こり，高温

になるほど変色，イヌリンの減少が起こるこ

このため加熱する際は出来る

だけ100
0

C以下で行うことが必要と考えられ

た。この変色の原因は，イヌリンの減少を伴う

ことから，糖のカラメル化反応と推定された。

3. キクイモ粉末の製品化検討

(1)キクイモ頼粒の製造試験

図9に示す手順で，頼粒状食品を試作した。

成分を表 3に示したが，食物繊維が16.3%，

イヌリン40%を含み，健康機能成分が豊富に

含まれた製品であった。

(2)キクイモドリンクの製造

図10に示すように，まずキクイモシロップ

~ 60 
0' 

括性

患40
入
ー「

I犬、，20
とがわかった。

pH3，g 

各条件で 4ヶ月間保存した試料のイヌリ

ン分解率

pH4，5 pH7，2 
O 

図 7

合，分解率は23%であったが， 10
o
Cで保存する

ことにより，分解率は 3%程度に抑えられた。

低温で保存することにより，イヌリンの分解

は抑制されることが明らかとなった。キクイ

モ飲料製品の賞味期限を検討する場合，イヌ

リンの分解が指標の一つになると考えられた。

キクイモ粉末の加熱に対する安定性次に，
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圃
・
園

ステンレス製筒

図 9 キクイモ頼粒の製造フロー

キクイモおよび加工品の成分組成

キクイ モ半分末キク イモ頼粒 ドリンク

工ネルギー (kcal/1OOg) 35 341 324 19 
水分 (gパOOg) 81. 2 3.0 5.0 95.0 
タンパク質 (gハOOg) 1.9 9.6 8.5 0.3 
脂質 (gパOOg) 0.2 1.0 1.0 0.1 
炭水化物 (g/100g) 15.1 82.0 78.4 4.2 
灰分 (g/100g) 1.6 5.3 5.6 0.4 
ナト リウム (mg/100g) 2 89 91 110 
カリウム (mg/100g) 630 2500 2500 81 
カルシウム (mg/100g) 13 380 360 16 
マクネシウム (mg/1OOg) 13 78 66 4 

鉄 (mg/100g) 0.2 2.3 2.2 0.1 
ビタミン 81 (mg/100g) 0.07 0.48 0.28 0.01未満

ビタミン 82(mg/100g) 0.05 0.29 0.29 0.01未満

ビタミン C (mg/1 OOg) 12 18 10 1未満

ナイアシン (mg/100g) 1.7 4.0 3.5 0.3 
食物繊維 (g/100g) 2.0 17.4 16.3 0.1 
イヌ リン (g/100g) 12 41 40 3.2 
般生菌数 (cfu/g) 8.0X103 100以下 10以下

キクイモ粉末

遠心分離機

加然抽出機

' 11 ì1I~ 11刷機

' 11ftコゲ日ル
. 濃縮機

図10 キクイモドリンクの製造フロー

充填機

キクイモドリンク
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較7lを行ったところ，有意差は認められなか

った。さらに，試験開始前の数値を X軸，終

了後の数値を Y軸に取りプロ ットした。実線

で示す y=xの線 (試験開始前と終了後の

数値が同じことを示す)の上下に点が分散し，

特に強い偏りは認められなかった。これらの

ことから，本試験条件ではキクイモ頼粒の摂

取と血糖値に関連は認められなかった。

総コレステロールの結果を図12に示した。

今井:キクイモを原料とした機能性に富む加工食品の製造技術の開発 [報文]

を調製して，それを基に味付け，殺菌を行い

試作品とした。 1kgのキクイモ粉末からイヌ

リン濃度34%のシロ ップlリットルが得られ

横井，
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た。イヌリンの回収量は83%であった。この

シロ ップを10%配合し，さらに甘味料，矯味

剤などを配合してピンに充填，殺菌して試作

品とした。なお，シロ ップの配合量を15%以

上にすると， 室温で 1週間程度経過後に沈殿

が認められた。この試作品の成分を表に示し

た。イヌリン含量は3.2%であり， 100ml瓶詰

めでは， 1日2本飲めば後述の健康機能評価試

験における摂取量を超えることになる。

4.キクイモ頼粒の健康機能評価

キクイモに多く含まれるイヌリンには，血

糖値低減，血中脂質低減，カルシウム吸収促

進，大腸ガン予防などの機能を持つことが報

告されている 1)。今回血糖値低減機能を重視

し，空腹時血糖値100mg/dlの「高血糖」の

被験者を予め選び，キクイモ頼粒食品の投与

試験を行った。投与量は， 1日あたり 9gと

キクイモ頼粒が総コレステロール値に与

える影響

点線は、高め (200mg/ dl)の数値を示す

図12

試験終了後に開始前より数値が減少した人が

13名，増加した人が9名だ、った。血糖値の場

合と同様に統計処理を行ったが，有意差は認

められなかった。本試験は血糖値の高い被験

した。

8週間の投与試験を行った結果， 一般検査，

尿検査，問診の結果から，キクイモ頼粒状食

品摂取による健康障害は認められなかった。

血糖値の結果を図11に示した。試験終了後

180 

者を対象に行っているため，

値は正常値の人も多い。日本動脈硬化学会が

定める高脂血症治療ガイドラインによると，

目標値は220mg/dl未満である。そのため200

mg /dl以上を 「総コレステロール高めJとす

ると (図中の点私的， 13名中 9名がY=xの

線より下に位置していた。このように，

ステロール値が高い人については，低減傾向
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が認められた。

中性脂肪の結果を図13に示した。試験終了

後に開始前より数値が減少した人が11名，増

加した人が11名だ、った。血糖値の場合と同様

150 140 

試験開始前の血糖値(mg/dl)

130 120 110 100 

に検定を行ったが，有意差は認められなかっ

た。中性脂肪については， 高脂血症治療ガイ

に開始前より数値が減少した人が10名，増加

した人が11名，変動なしが1名だ、った。各被

験者の試験開始前と終了後の結果について，

対になった測定値の場合の 2つの平均の比

キクイモ頼粒が血糖値に与える影響図11
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ついて検討し，以下の知見を得た。

1.キクイモの各種の乾燥法(通風乾燥，

ム乾燥，凍結乾燥)を検討したところ，キク

イモをスライスして， 10
0

C程度の室温で 1晩

自然乾燥した後， 80
0

Cで6時間通風乾燥する

ことにより，変色などを抑えた高品質の乾燥

品が得られた。

2. (1)キクイモ粉末を pH3.8の酸性溶液に溶

解し， 65
0

C 20分間加熱したが，イヌリンはほ

とんど分解しなかった。
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(2)キクイモイヌリンは，酸性溶液中で室温

保存すると徐々に分解したが，低温で保存す

ることにより分解は抑制され，品質保持期間

を延長できると考えられた。

(3)キクイモ粉末を加熱する際， 100
oC以上で

長時間加熱すると，変色とイヌリンの分解が

起こ った。

3. 血糖値が高め (100mg/ dl以上)の被験者を

対象に，キクイモ頼粒を 1日9g， 8週間投与

する臨床試験を行ったが，血糖値低減効果は

認められなかった。しかし，中性脂肪，総コ

レステロールについては，通常値が高めの場

合，低減傾向が認められた。

4. (1)キクイモ粉末を頼粒状食品に加工したと

ころ，食物繊維16.3%，イヌリン40%の頼粒

食品ができた。継続的に摂取することを考慮

すると， 1包の頼粒量は 3g程度 (イヌリン

含量1.2g程度)と考えられた。

(2)イヌリン含量3.2%のキクイモドリンク

が試作できた。イヌリン含量を約4.8%以上に

増加すると，沈殿が生じる傾向が認められた。

50 100 150 200 250 300 
試験開始前の中性脂肪値(mg!dl)

キクイモ頼粒が中性脂肪値に与える影響

点線は、高め (100mg/ dl)の数値を示す

図13

本研究の一部は，農林水産省の 「平成15年度

ブランド ・ニ ッポン加工食品供給促進技術開発

事業」の一環として行われたものである。

ドラインによると，目標値は150mg/dl未満で

ある。100mg/dl以上を「中性脂肪高め」とす

ると(図中の点線)， 12名中 9名が Y=Xよ

り下に位置していた。このように，中性脂肪

が高い人についても，低減傾向が認められた。

本試験では，血糖値の低減効果は認められ

なかった。キクイモは，血糖値低減に効果が

あるとされているが，その仕組みについては

ほとんどわかっていない 8)。 血中脂質の低減

に関しては，動物実験を中心にその仕組みの

解明が進み，イヌリンの摂取により腸内菌相

が改善され，それら有用菌の作る有機酸が関

与して血液中の脂質を低く保つことが示唆さ

れている 9.1ヘ 今回の試験では，イヌリンの

摂取量は約 4g/日であり，腸内菌相の改善に

必要な量 (5 -10g/日)1) に近く，その結果

被験者の腸内菌相が改善され，脂質の低減傾

向が認められたと考えられる。高脂血症は，

動脈硬化や脳梗塞の発症に関与しており，生

活習慣病のーっとして糖尿病と同様近年問題

になっている。本試験よりキクイモ製品が，

生活習慣病予防の一助となる可能性が示唆さ

れた。
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