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生鮮ワカメの鮮度に与える酸素の影響
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Effect of Oxygen on Freshness ofWakarne 
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Effect of oxygen and temperature on the quality change of wakame leaf was studied. The color 

change of brown wakame leaf into bri11iant light green upon boiling was the index of the quality. Raw 
leaf showed the maximum reflectance at 580 nm and the peak shifted to 560 nm upon boiling. Storage 

of wakame leaf with oxygen kept a high quality for 12 days showing a bright green color upon boiling 

like one before storage. Vacuum packed wakame readily lost the bright color. Respiration activity by 

wakame leaf during the storage with oxygen was proved by the consumption of oxygen and production 

of carbon dioxide. Storage at OOC with oxygen gave a better result than those at 5 or 10
0

C in keeping the 
quality. These results demonstrated that the storage of wakame leaf with oxygen at low temperature to 

suppress the respiratory activity is effective in keeping its quality. 

Keywords: color change，仕eshness，oxygen， storage， wakame 

1.緒 -= 
Eコ

ワカメは，湯通し塩蔵ワカメなどの塩蔵品，灰干し

ワカメなどの乾燥品，これらを二次加工したカットワ

カメなどへと加工され，広く流通している.これらの

消費量はここ数年， 36万トン程度(原藻換算)で推移

しており，安定した市場を築いている.一方，最近では，

収穫された状態のまま流通される生!鮮ワカメのように，

サラダ感覚を生かした製品が脚光を浴びている.水産

物の価値は鮮度によって決定されることが多いため，

従来よりその維持技術および評価方法が広く研究され

ている.魚類では，死後の時間経過に伴って，筋肉中

のアデノシン三リン酸 (ATP)の分解が進むことから，

その分解の程度を尺度とした K-値が鮮度指標として最

も広く利用されている. しかしながら，未加熱の生鮮
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ワカメの鮮度を客観的に評価する手法はほとんど検討

されていない.

褐藻類であるワカメは，収穫直後は褐色を呈してい

るが，加熱によって鮮やかな緑色へと変化する.これ

が一般的に用いられている生鮮ワカメの品質，鮮度指

標である.この発色の特性は 鮮度低下に伴い失われ

ることが経験的に知られている.海苔などの紅藻類は，

緑色色素として知られるクロロフィル (aおよびb) の

他に赤褐色のフィコビリンという色素をもっており，

加熱した際には，共有結合しているフィコビリタンパ

ク質が変性し，色素としての性質を維持でさずに退色

してしまうことがわかっている [1]. 一方，ワカメなど

の褐藻類では，クロロフィル (aおよび c) の他に褐色

を呈するフコキサンチンが存在しており [1，2]，加熱し

た際にみられる緑変は，フコキサンチンが色素として

の性質を失って，クロロフィルが有する繰色が顕在化

するため [3，41と考えられている.丸谷らは，ワカメか

ら調製したクロロフィル aをアセトンに溶解して測色

色若討で測定した場合，色度図上の最大反射率が 562~

568 nmの間にあること，またクロロフィル a含量が高
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切して低密度ポリエチレン袋(掛生産日本社:ユニパッ

ク， 100 mmX70 mmXO.04 mm) に投入し，分光測色

計 (MINOLTA: CM-3500d) を用いて， 400~650 nm 

における反射率を 10nm間隔で測定した.キャリブレー

ションは，ポリエチレン袋が試料自体の測定値に影響

を与えないよう，試料を含まないポリエチレン袋を測

定日にあてて行った.測定条件は，視野角 100，光路面

積 8mm，光源 D65とした.結果の一部は，反射スペ

クトルの測定結果から， 580 nmの反射率に対する 560

nmの反射率の割合を算出し，緑変度として表した.

包装容器中の酸素および二酸化炭素濃度の測定は，

酸素/二酸化炭素濃度計 (PBIDansencer : CheckMate 

9900， Denmark) を用いて行った.測定は，試料内外

部の雰囲気が混合しないよう未開封の試料にセプタム

シール(八洲貿易株~)を貼り，その上からガス採取用ニ一

ドルを刺入させることによって 2mlの雰囲気を採取し，

測定に供した.
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いほど緑色域に近く，これにフコキサンチンが混在す

ると，黄色域側にシフトすることを報告している [5].

このことから，生鮮ワカメの鮮度は，加熱に伴う緑変

現象を利用することによって評価が可能で，またその

評価は，色素の抽出という煩雑な操作をすることなく，

葉体そのものの色彩を示す反射スペクトルによって測

定できると予想される.

一方，野菜などの青果物では，収穫後も呼吸作用を

継続していることがわかっており [6，7]，貯蔵中のガス

組成を謁節することによって呼吸活動の継続を図り，

貯蔵性を高める試みがなされている [8-10]. また，最

近では，いくつかの生鮮水産物の鮮度保持に対しでも，

酸素を供給して呼吸活動を維持させる方法が有効で、あ

ることが明らかになっている. しかし，藻類の鮮度に

及ぼす酸素の効巣を検討した併は見当たらない.

そこで，本研究では，加熱に伴っておこる緑変現象

を利用することによって，生鮮ワカメの鮮度を評価で

きないか検証するとともに，高酸素濃度下で貯蔵するこ

とによって，その鮮度保持が図れないか，検討を行った. 3. 結果および考察

3.1 加熱処理がワカメ葉体の反射スペクトルに与える

影響

初めに，加熱に伴っておこる緑変化の客観的評価方

法を検討した.収穫査後の生鮮ワカメ葉体における加

熱前後の反射スペクトルを測定した結果を Fig.1に示

す.加熱前の反射スペクトルは， 400~650 nmの範囲

で明瞭なピークを示さないという特徴があったが， 580 

nmに小さなピークが存在し，その最大皮射率は 5.1%

であった.一方，加熱後の反射率は， 480 nmから 650
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2.1 実験材料および試料調製

函館市近郊の北斗市で養殖されたワカメを収穫当日

実験室へ運び¥側葉部を切り取ったその後，葉体 15

gをガスバリア性の高い告装資材(四由化工掛:活かす

パック，酸素透過度:40 cc/m2'24 h 'atm (23
0

C， 75% 

RH)， 0.09Xll0X210 mm) に投入して真空包装したも

の，真空包装した後に 100mlの空気を充填したもの，

同様に真空包装後に酸素ガス (99.9%) を充填したもの

の3種の試料を調製して 遮光下 0-10
0

Cで 0-12日間

貯蔵した.空気および酸素ガスの充填は，一旦ルアー

コック付きのシリンジに採取したものを，外部の雰囲

気が混入しないよう包装資材にセプタムシール(八州

貿易(株~)を貼り付けたよから針を刺入させることによっ

て行った.貯蔵後，開封して取り出した葉体 15gは，

直ちに 80
0

Cの人工海水中で 30秒間加熱し，その後あら

かじめ 10
0

Cに冷却しておいた人工海水に 30秒間浸潰す

ることによって冷却した.加熱および冷却に用いた人

工海水は，処理中に温度が変化しないよう，葉体 15g 

に対して 3Lを使用したまた，人工海水(富田製薬掛:

MARINE ART Hj)は，海水塩濃度換算値が 34%。とな

るよう水に溶解して使用した.

験2. 実

650 

Fig. 1 Reflectance spectrum profiles of fresh wakame before (a) 

and after (b) boiling. Heavy and thin broken lines indicate the 

wavelength of 560 nm and 580 nm， respectively. 
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2.2 測定方法

加熱前後で変化するワカメの色彩を評価するため，

葉体の皮射スペクトルを測定した.反射スペクトルは，

収穫後の加熱していない試料およびか12日間貯蔵した

後に加熱した試料を，およそ 5mm角となるように絹



境の酸素濃度が鮮度に与える影響を明確にする目的で，

Fig.2で得られた結果から緑変度を算出してプロットし

た結果を Fig.3Aに示す.

真空貯蔵涯のワカメの続変度は，貯蔵 4日目からや

や低下し， 8日自で1.0を下回り， 12日目にはさらに減

少した.空気貯蔵区は， 8日目まで緩やかに減少し， 12 

日目で1.0を下回った.酸素貯蔵区では，貯蔵開始から

緩やかに減少したが， 12日後でも1.0を下回ることは

なかった.この時の加熱後のワカメの外観を Fig.3Bに

示す.酸素貯蔵区は 12日間 葉体の色彩が加熱によっ

て鮮やかな緑色へと変化した.一方，空気貯蔵区では，

貯蔵 8日目まで加熱によって緑変したが，貯蔵 12日目

では，部分的に緑変しているところが見受けられるも

のの，全体的に茶褐色を呈していた.そして，真空貯

蔵区では，貯蔵 4日尽から葉体の一部に緑変しない箇

所が現れ，貯蔵時間の経過とともにその割合が増加し，

299 ワカメの鮮度保持

nmにかけて増加し，最大反射率は 560nmで7.1%で

あった.生鮮ワカメの葉体は，加熱処理によって緑変

した際に，最大反射率を示す波長が 580nmから 560

nmへと変化することが示された.このことから，加熱

に伴っておこる緑変は，最大反射率を示す波長の変化

を捉えることによって評価できると判断した なお，

この波長変化は，クロロフィルがもっ色調の顕在化に

よるものであり， 560 nmにおける反射率が増加したの

は，主にクロロフィル aに由来する反射光が強く反映

されたためと推察された.
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3.2 貯蔵期間がワカメ葉体の反射スベクトルに与える

影響

次に，加熱によっておこる葉体の反射スペクトルの

変化が鮮度指標として利用できないかを検討する自的

で，貯蔵に伴うワカメ葉体の反射スペクトルの変化を

追跡した.酸素濃度の異なる 3種の試料(ワカメ葉体

を真空包装したもの(酸素濃度:<0.1%)，真空包装後

に空気を充填したもの(酸素濃度:21%)，真空包装後

に酸素ガスを充填したもの(酸素濃度:95%<)) を調

製し， OOCで4-12E3問貯蔵した後に加熱処理した時の

反射スペクトルを測定した結果を Fig.2に示す.

真空貯蔵区の場合，貯蔵 4日目では， Fig.1でみられ

た加熱後のワカメと同様最大反射率を示す波長が 560

nm (反射率:8.1%) にあった (Fig.2A)が， 8日目では，

加熱前の試料と同じ波長である 580nm (反射率:7.5%) 

に移行した (Fig.2B). この傾向は，貯蔵 12日目でも

同様だった.このことは，真空貯蔵の場合， 4日目まで

は加熱によって続変するが， 8日目以降は加熱しでも緑

変しなくなったことを意味している.一方，空気貯蔵

区の場合，貯蔵 8日目までは，最大反射率を示す波長

が560nm (皮射率:8.2%) にあったが (Fig.2B)， 12 

日目には，両者の反射スペクトルが混合したためか，

最大反射率を示す波長が 570nm (反射率:7.0%) へと

変化していた (Fig.2C). さらに，酸素貯蔵区では傾向

が異なり，貯蔵 12日自でも最大反射率を示す波長が

560 nm (反射率:7.8%) のままで (Fig.2C)，その外

観は自視上，新鮮なワカメを加熱した時と同様の色彩

を呈していた.真空貯蔵区では，貯蔵時間の経過に伴っ

て最大発色率の波長変化がおこらなくなったこと，ま

た空気貯蔵区でも同様の傾向にあったことから，生鮮

ワカメの鮮度は，加熱時に最大反射率を示す波長の変

化によって評価できると判断した.
650 600 550 500 450 

Wavelength (nm) 

Fig. 2 Change in reflectance spectrum of boiled wakame samples 

stored under various atmosphere conditions. Samples were 

stored with oxygen gas (a)， with air (b)， and in vacuum (c) for 

4 days (A)， 8 days (B)， and 12 days (C)， respectively. Heavy 

and thin broken lines showed the wavelengths as Fig.l. 

3.3貯蔵中の酸素濃度が生鮮ワカメの鮮度に与える影響

Fig.2の結果から，生鮮ワカメの鮮度は，加熱時に最

大反射率を示す波長の変化によって評価できることが

明らかとなる一方で，この変化は，貯蔵中の酸素濃度

による影響を受けることが示された.そこで，貯蔵環
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Fig. 3 Change in greenish index (A) and visual appearance (B) during the storage under different atmospheric 

conditions. Samples were stored with oxygen gas (0， a)， with air (ム，b) and in vacuum packed (口，c). 

Photos were taken after the storage of 4 days (1)， 8 days (2)， and 12 days (3)， respectively. 

貯蔵 12日日では，全体的に茶褐色を保持したままだっ

た緑変度は，いずれの試料も貯蔵に伴い一方的に減

少し，その変化は，目視による色彩の変化と良く一致

していた.なお，データは示していないが，この時の

貯蔵試料中の酸素・二酸化炭素濃度を測定すると，空

気貯蔵区と酸素貯蔵区では著 しい差が認められず， 何

れも 4日固まで経時的に酸素濃度が減少して二酸化炭

素濃度が増加していた.また，ワカメを真空包装 した

後に窒素ガスや二酸化炭素ガスを充填して貯蔵した場

合も，貯蔵 8日目には加熱後褐色を呈したままで，真

空貯蔵区と同様の結果であった.こ れらの結果から，

酸素ガス中での貯蔵は 生鮮ワカメの鮮度保持に有効

であることが明らかとなった.

緑色を呈するクロロフィルは，植物細胞中の葉緑体

に存在しており，健全な状態では通常，タンパク質や

細胞壁などによって保護され 酸などによる変化から

防がれているが，貯蔵や加工の過程で細胞の損傷や変

性がおこると分解が促進され，色素組成が変化するこ

とが知られている [3，11]. 今回の実験は，遮光下で、行っ

たものであることから，ワカメ葉体は貯蔵中主に， 二

酸化炭素を利用する光合成とは異なり，酸素を消費す

る暗呼吸活動が活発な生理環境にあったと推測される.

このことから，空気貯蔵区や酸素貯蔵区の緑変度が，

真空貯蔵区に比べて長く高い値を保持したのは，十分

量の酸素が存在することによって，健全な生理機能が

維持されたためと推察された.加熱を経た塩蔵ワカメ

などの加工品も， 一年という長期間の貯蔵中に徐々に

退色が進行することが知られている.この原因は，ク

ロロフィルが分解して，フコキサンチンと同様，褐色

色素として知られるフェオフィチンが増加することに

よるとされている [12-14]. フコキサンチンは，加熱に

よって退色することが知られている [3-4]ので，生鮮

ワカメが貯蔵に伴い加熱しでも緑変しなくなるのは，

生理機能の低下に伴ってクロロフィルの分解が進み，

フェオフィチンの組成比が高まったためと考えられた

3.4貯蔵温度が緑変特性に与える影響

生物における代謝などの生理機能は一般に，生息温

度による影響を受けることが知られている.今回認め

られた酸素ガスによる鮮度保持効果が，生理機能の維

持によるものならば，その効果は，貯蔵温度による影

響を受けると予想さ れる.そこで次に，貯蔵温度が生

鮮ワカメの緑変特性に及ぼす影響を検討した.

生鮮ワカメ葉体 15gを真空包装した後に 100mlの空

気を充填した試料を 0，5， 10
c
Cで貯蔵したときの， 加

熱後の外観を Fig.4Aに示す.貯蔵 4日までは，何れの

温度で貯蔵したものも，加熱することによって鮮やか

な緑色に変化した.しかし貯蔵日数が 8日になると， OCC

で貯蔵したものは同様に緑色に発色したが， 5
c
Cおよび

10
C

Cで貯蔵したものは，緑変をおこさず茶褐色を呈し

たままだった.この時の貯蔵容器中の酸素濃度の変化

をFig.4Bに， 二酸化炭素濃度の変化を Fig.4Cに示す.

貯蔵開始時の酸素濃度は，空気と同様 21%だったが，

貯蔵 4日後には， OCCの場合 12%まで， 5
c
Cの場合 6%ま

で， 10
c
Cの場合 0%まで減少した 一方，貯蔵開始時の

二酸化炭素濃度は 0%だったが， 4日間の貯蔵によって

OCCの場合 7%へ， 5
c
Cの場合 10%へ， 10

c
Cの場合 15%

へと増加していた.これらの結果から，生鮮ワカメは，

貯蔵温度が低いほど，貯蔵中の酸素および二酸化炭素

濃度の変化が緩慢で (Fig.4B， C)，加熱によって緑変
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Fig.4 Visual appearance of wakame leaf (A)， changes in oxygen (B) and carbon dioxideic (C) 

concentrations in bags when stored in air at various temperatures. Sample were stored at OoC (a， 0)， SoC 

(b，ム)and WC  (c，口)百lephotos in (A) were taken on day 4 (1) and on day 8 (2)， respectively. 

論

収穫直後の生鮮ワカメは 加熱処理によ って緑変す

るが，この時の葉体の最大反射率を示す波長は， 580 

nmから 560nmへと変化していることが示された.こ

のことから，加熱に伴っておとるワカメ葉体の緑変現

象は，加熱前後の最大反射率を示す波長の変化を測定

することによって評価できることがわかった.これを

指標に，酸素濃度がワカメの鮮度に与える影響を検討

したところ，波長変化がお乙る期間は，貯蔵中の酸素

濃度が高いほど，長く保持されることが明らかとなっ

た.貯蔵試料中の酸素 ・二酸化炭素濃度は，貯蔵温度

による影響を強く 受けたごとから，生鮮ワカメは，収

穫後も呼吸などの生理作用の一部を継続して行ってい

ると考えられ，貯蔵中の酸素濃度が高いほど波長変化

がおこる期聞が長く保持されたのは，十分量の酸素の

存在によって呼吸活動が継続され，健全な生理状態が

維持されたためと推察された.これらの乙とから，酸

素ガス中での貯蔵は，生鮮ワカメの鮮度保持に有効で

あると結論した.

本研究を行うにあたり 終始ご指導をいただいた北

海道大学関伸夫名誉教授に深謝する.また，貴重な助

言をいただいた水産経営技術研究所所長赤井雄次氏，

元研究員鯖野由美女史， JF全国漁業協同組合連合会元

海苔・海藻部次長小川新二氏 岩手県水産技術センター

小野寺宗仲氏，包装資材の提供にご協力いただいた四

国化工株式会社金地宏和氏， 三谷正則氏，ワカメの採

辞

結

謝

4. をおこす期間が長く保持されることがわかった

4A) . 

褐藻類であるナンブワカメ (Undariapinnatifi・dα

SURINGAR f. distans MIYABE et OKAMURA) [15]や

ナガコンブ (Laminariαlongissima) [16]では，生息時

の環境温度が低いほど呼吸速度が低下することがわ

かっている.このことから， 今回認められた貯蔵中の

酸素濃度の減少およひ守二酸化炭素濃度の増加は，生鮮

ワカメの呼吸速度が貯蔵温度によって影響を受けたた

めであり，酸素濃度が高いほど緑変をおこす期間が長

く保持されたのは，正常な生理機能が維持されたため

と推定された.なお，乙れらの試料の貯蔵前後の一般

細菌数を測定すると，何れも 300cfu/g以下で増加が認

められなかったことから，生鮮ワカメにおいては，酸

素の存在が一般細菌数の著しい増加を促進するもので

はないことが確認された.

生鮮水産物の鮮度保持に対する酸素の有効性は，い

くつかの魚種で明らかにされている.ホタテガイ貝柱

では，酸素中で貯蔵することにより， ATP含量の減少

を抑制し，鮮度低下に伴う硬化発生を遅延できること

が報告されている日7-19]. また，スルメイカでも，高

濃度の酸素環境下で貯蔵するととによって，外套膜筋

のATP含量の減少に伴う透明感の低下を抑制できるこ

とが示されている [20]. これらの報告は全て，筋肉組

織に対する効果を検討したものであるが， 今回の結果

は，酸素が筋肉以外の組織の鮮度保持にも有効で、ある

ことを示している. ごのことは，酸素を用いた生鮮水

産物の鮮度保持効果が，広く水産物の鮮度保持技術と

して発展する可能性があることを示唆していると思わ

れた.

(Fig 
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要 旨

褐藻類のワカメは，加熱することによって褐色から

緑色へと変化する.この特性は，貯蔵時間の経過に伴

p徐々に失われる.加熱前後の葉{本の反射スペクトル

を測定した結果，加熱前の生鮮ワカメは 580nmに最大

反射率を示す波長が存在したが 加熱後は 560nmへと

変化することがわかった.そこで，この波長の変化を

評価することにより，酸素がワカメの鮮度に与える影

響を検討した.その結果，酸素ガス中で貯蔵すること

によって，加熱により波長が変化する期間が長く保たれ

ることがわかった.貯蔵温度が低い場合もまた，同様

の効果を示した.これらの結果は，酸素ガスに呼吸の

ような生理活動に基づいておこるワカメの鮮度低下を

抑制する効果があることを示している 以上より，酸

素ガス中での貯蔵は，生鮮ワカメの鮮度保持に有効で、

あることが明らかとなった.
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