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醤油の香りを抑え食品加工用に特化した調味料の開発(第二報)

岡崎賢志，吉岡直美，高橋尚美，藤津浩子，八木和l枝

醤油の特香成分である HEMFを除去するために，活性炭に代わる合成吸着樹脂の検討及び処理した

醤油の加工食品への応用を検討した.今回検討した合成樹脂は，吸着処理後の作業効率は良好であるが，

水分を約 70%含んでおり，処理後に成分が希釈されるため，食塩，グ、ルタミン酸ナトリウム及びグルコー

スの補充が必要であった.官能検査の結果，吸着処理したものは，麺つゅでは良好な結果が得られたが，

佃煮では従来の醤油とほぼ同等の評価であり，実用化にはさらなる検討が必要であると考えられた.

1 緒言

昨年度の研究では，活性炭を用いて醤油の特香成

分である 2・ェチノレ・4・ヒドロキシ・5・メチノレ・3(2H)-フ

ラノン (HEMF)を除去した醤油様調味料を試作し
た1) 

また，この調味料で試作したフキ佃煮の結果から，

素材の香りや色調を保持した加工食品への応用の可

能性が認められた.

しかし，活性炭の粉末は非常に微細であり，醤油

と混合し，香りを吸着した後の固液分離が非常に繁

雑な操作が必要であり，作業効率が悪く，実用化が

困難であると考えられた.

本研究では，活性炭に代わる吸着樹脂として，食

品添加物として認められている合成吸着樹脂を用い，

HEMFの除去試験を検討した.また，開発した調

味料で加工食品を試作し，官能検査を実施したので

報告する.

2 実験材料及び方法

2ー 1 材料

生揚醤油は県内醤油企業から調達した.合成吸着

樹脂は味の素ファインテクノ株式会社製ホクエツ

KSを使用した.HEMFは東京化成工業製を使用し

た.その他の試薬は特級グレードを使用した.

2-2 醤油中のHEMFの除去試験

生揚醤油に合成吸着樹脂を添加し， 10分間振とう

した.これをろ紙で吸引ろ過し，実験に使用した.

2-3 HEMFの分析方法

醤泊中.の分析は HEMFは田森ら 2)の方法に準じ

て行った.すなわち，供試液 5mlに酢酸メチル 2ml

及び塩化ナトリウム 19を加え， 10分間振とう抽出

し，遠心分離後上層を 1ml採り，内部標準物質 nーベ
ンタノール(2000ppm)50μ1添加してガスクロマト

グラフ (GC，GLサイエンス株式会社製 GC-353B)で分

析した. GCの分析条件を表 1に示す.

表1 GCの分析条件

カラム :TC-FFAP(GLサイエンス)O.25mm x 60m 

キャリアガス:ヘリウム1.2ml/min

カラム温度:600
C(10分)→200

0
C(5

0
C/min昇温)

2-4 一般成分の分析方法

一般成分は醤油試験法3)に準じた.また，グルコ

ース及びグルタミン酸は高速液体クロマトグラフィ

ー (HP L C)法で分析した.

3 結果及び考察

図1に生揚醤油 100mlに対して合成吸着樹脂 25g

及び 50gで処理した場合の残存 HEMF濃度を示した.

HEMFを完全に吸着除去するためには，生揚醤油

100mlに対して合成樹脂 50gが必要であった.

吸着剤50g

吸着剤25g

ブランク
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図1 醤泊中HEMFの合成吸着剤lによる吸着

図2 合成吸着樹脂で処理した生揚醤油

左:無処理，右:合成吸着樹脂 50g

合成吸着樹脂で処理した生揚醤油を図 2に示す.

合成吸着樹脂によって処理されたものは，無処理の

ものと比べ，僅かに淡くなったが，昨年度検討した
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活性炭処理した醤油ほど色調の淡色化には効果が無

く，原料の色調を保持した加工食品への応用は期待

できないと考えられた.

生揚醤油を合成吸着樹脂で処理前後の各成分を表

2に示す.今回用いた合成樹脂は水分を約 70%含ん

でおり，醤油と混合すると，醤油の成分が希釈され

ることが判明した.従って，加工食品試作に際して

は，醤油処理液には，味に大きく影響を与える成分

である食塩，グルタミン酸ナトリウム，及びグルコ

ースを処理前の濃度と同じ濃度になるように添加し

て行った.

表2 吸着処理前後の醤油の成分

処理前 処理後

全窒素 1.59 1.06 
塩分 16.41 11.8 

アルコール 2.68 1.72 
グルタミン酸 1.28 0.95 

グルコース 1.43 1.12 
単位:%

まず，合成吸着樹脂で処理した生揚醤油による麺

つゆへの応用を検討した.麺つゅの試作は合成吸着

樹脂で処理した生揚醤油に食塩，グルタミン酸ナト

リウム及びグルコースが所定の濃度になるように添

加し，水で 13倍に希釈後，市販粉末かつおだし 15g

を加えた.

試作した麺つゆで素麺を試食し，官能検査を行っ

た結果，発酵食品研究所職員パネラー7名中 6名ま

でが試験区すなわち HEMFを除去した醤油で試作

した麺つゆを高く評価し，麺つゆへの応用が期待で

きた.

次に醤油を大量に用いる加工食品として佃煮に着

目し，今回は生産量が高い昆布，のり及びわかめを

原料とした佃煮を検討した.佃煮の試作は，合成吸

着樹脂で処理した生揚醤油に，麺つゆと同様に食塩，

グルタミン酸ナトリウム及びグルコースを添加して，

成分を調整し，その他の調味料として砂糖及びソル

ピットを使用した.各原料を 1時聞から 1時間 30

分煮込み，ブリックス計で精度を測り，出来上がり

とした.なお，昆布，のり及びわかめの出来上がり

の精度は， 45，42及び 50とした.

試作した佃煮の塩分を測定し，試験区及び対照区

の成分がほぼ同様の値であることを確認し(表 3)， 

官能検査を行った.

試験区

対照区

表3 試作佃煮の塩分

昆布 のり わかめ
5.4 6.4 5.7 
5.2 6.1 5.5 

単位:%

表4に昆布，のり及びわかめ佃煮の官能検査結果

-96-

を示した.評価方法は，発酵食品研究所職員(パネ

ラー 8名)を対象に試験区及び対照区について，お

いしい方，または閉じのいずれかを選択する方法で

行った.結果は試験区及び対照区の評価はほぼ同等

であると考えられた.

表4 佃煮の官能検査結果

試験区

対照区

間じ

昆布 のり わかめ
3 

4 

3 

4 

4 

3 

今回検討した合成吸着樹脂は，樹脂の価格に食塩，

グルタミン酸ナトリウム及びグルコースの補充が必

要であり，コスト面ではデメリットがある.

したがって，佃煮のように，従来の製品と官能評

価が同じであれば，実用化するためには，デメリッ

トを補うためのさらなる検討が必要である.しかし，

麺つゅのように，高い評価が得られれば，需要が高

まり，実用化も不可能ではないと考えられた.

4 結言

醤油の特香成分である HEMFを除去した醤油の

製造及び麺つゆ，佃煮への応用を検討した.

HEMFの除去に用いた合成吸着樹脂は粒子径が

比較的大きく，処理後は一般的なろ紙で吸引ろ過に

より，スムーズにろ過できるため，作業性が良いこ

とが認められた.しかし，水分を約 70覧含んでおり，

昨年度検討した活性炭に比べ，処理能力が低く，

HEMFを完全に除去するためには，醤油 100mlに対

して 50gが必要であった.また，樹脂に含まれてい

る水分によって，処理した醤油の成分が希釈される

ため，食塩，グルタミン酸ナトリウム及びグルコー

スの補充が必要であった.

合成吸着樹脂で処理した醤油は，麺つゆに応用し

た場合，良好な官能評価が得られたが，佃煮に応用

した場合，官能的に従来の醤油と同等の評価であっ

た.佃煮へ応用するためには，さらなる検討が必要

であると考えられた.
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