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カキ果実の加熱渋もどり抑制技術の開発

後藤裕子渡部修

福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター

Development of Inhibitory Technique for Astringency 

Recurrence in Astringent Persimmon Fruit 

Yuko Goto~ and Osamu Watanabe 

Fukushima Technology Centre， Aizuwakamatsu Tech-

nical Support Centre， 88-1 Shimoyanagihara， Tsuruga， 

Ikki-machi， Aizuwakamatsu， Fukushima 965-0006 

Astringency can be removed from astringent persim-

mon (Diospyros kaki Thunb.) fruit by various methods， 

including ethanol vapor treatment and carbon dioxide 

gas treatment. How巴verfollowing the removal of astrin-

gency by conventional m巴thods，astringency may recur 

upon heating the fruits. In the case of astringent persim-

mon， such a phenomenon obstructs its food processing. 

Therefore， we developed a new method for removal of 

astringency of‘Aizumishirazu' persimmon fruit by adding 

a minimum amount of collagen peptide to the fruit， 

followed by mixing at room temperatur巴. With this treat-

ment， the taste of the fruit was undamaged. We also 

confirmed the inhibition of astringency recurrence due to 

heating. This technique shows promis巴 forpreparing 

astringent persimmon for use in food processing 

(Received Jun. 26， 2009 ; Accepted Feb. 9， 2010) 

Keywords: p巴rsimmon(Diospyros kaki Thunb.)， astringency 
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カキ (Diosρyroskaki Thunb.)は，果実が成熟しでも果

肉が渋い，いわゆる「渋カキ」と，成熟するまでに樹上で

自然に渋みが消失する，いわゆる「甘カキ」とに大別され

る.渋カキはアルコールや炭酸ガスによる脱渋処理で渋み

の原因であるカキタンニンが不溶化し，渋みが消失する1)

が，脱渋までに数日間を要する.また，脱渋処理後に加熱

等の処理をするとカキタンニンが再可溶化し，渋みが再現

する「渋もどりJという現象が起きるの.この現象が渋カキ

を加工食品に利用する場合の大きな障害となっている.

カキの渋みの原因である可溶性タンニンは，タンパク質

と結合して不溶化するのことが知られており， 渋カキに卵

白を添加すると渋みが消失するという報告4)もある.また，

脱渋したカキの加熱による渋もどりを防止する方法につい

ても各方面で研究されているト8)が，カキの風味に影響が

ある等，課題も多い.

干965-0006福島県会津若松市一箕町鶴賀字下柳原 88-1
5連絡先 (Correspondinga u thor )， y ksai to@fukushima-iri.jp 

本研究では，タンニンとアミノ基の化学反応のメカニズ

ムに基づき，カキタンニンに対してアミノ基を有する適当

な食用となる添加剤を選択し少量の添加でカキの風味を

損ねずに，短時間で簡単な操作により渋昧を無くする方

法，さらに渋もどりの抑制効果を発揮する方法について検

討した.

1. 実験方法

(1) 供試材料

i ) カキ

2007年産の‘会津身不知'を未脱渋のまま，あるいはア

ルコール脱渋し，冷凍保存したものを使用した.アルコー

ル脱渋は，果実にアルコール 35%の焼酎を浸透させた新

聞紙を乗せ，段ボール箱に入れたものを室温に約 2週間静

置した.使用時に解凍して皮とへタと種を取り除き，供試

した.

ii) 添加剤

粉末または頼粒の市販のタンパク質由来化合物などを用

し、fこ.

a) コラーゲンペプチド A

(新田ゼラチン，平均分子量 2000)

b) コラーゲ、ンペプチド B

(新田ゼラチン，平均分子量 3000)

c) コラーゲンペプチド C

(新田ゼラチン，平均分子量 5000)

d) 水溶性カゼイン (SIGMA) 

e) リシン (和光純薬工業)

f) ポリリシン (青葉化成)

(2) 添加剤の混合

カキを適当な大きさに切り分け，秤量して粉砕機(食品

用小型ミルサー)の専用容器に入れ，カキの量に応じて重

量比 1%前後を目安に秤量した各種添加剤を加えた.粉砕

機で 20秒間ほどかけて均一に混合するように粉砕した.

(3) 加熱処理

アルコール脱渋したカキに添加剤を混合したものを容器

ごと沸騰水中に浸潰し，中心温度 850C30分間加熱後，7J<

J令し，官能評価，可溶性タンニンの定量に供試した.中心

温度はデジタル式中心温度計のセンサーを試料に挿入して

測定した.

(4) 官能評価

未脱渋のカキに添加剤を混合したもの，およびアルコー

ル脱渋したカキに添加剤を混合し，前項の加熱処理を行っ

たものについて，外観，渋みを評価した.渋みは「渋いj，

「後味渋いj，["後味やや渋いj，["後味弱い渋みj， ["渋みな

し」の 5段階で評価した.評価は福島県ハイテクプラザ会

津若松技術支援センター醸造・食品科職員 7名(うち男性

4名，女性 3名)で行った.

(5) 可溶性タンニンの定量

未脱渋のカキに添加剤を混合したもの，およびアルコー
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図 1 力キタンニンの分子構造

ル脱渋したカキに添加剤を混合し，加熱処理を行ったもの

各 5gに， 80%メタノール 50mlを加えて可溶性タンニン

を抽出し， Folin-Denis法10)で定量した.

2. 実験結果および考察

(1) 添加剤による渋み低減効果

カキの渋みの原因である可溶性タンニンは，図 1のよう

な繰り返し構造を持つとされている 11)-12) この可溶性タ

ンニンの分子構造中にある水酸基(一OH) から水素イオ

ンが解離することで水溶性となり，渋味の原因になると考

えられる.

これまでも可溶性タンニンが，タンパク質と結合して不

溶化するの性質を利用して， 渋カキの渋みをなくしたり，

脱渋したカキの加熱による渋もどりを防止する研究が数多

く行われてきた4)6)7) このうち，渋カキに卵白を添加した

試験4)では，果実に重量比 60%以上の卵白を加える必要が

あると，また，脱渋カキに大豆由来植物タンパク質等を添

加した試験7)では，重量比 3%以上のタンパク質素材を加

える必要がある，と報告されている.

そこで我々は，カキ渋がタンパク質おそらくはアミノ基

(-NH2) と反応性が高い13)-ω ことに着目して，カキタン

ニンを不溶化させる効率の良い方法を検討した. これが本

方法の特定のコラーゲンペプチドの添加である.本研究で

は，カキの風味に影響を与えずに，より短時間で確実に渋

みを消失させ，加えて加熱による渋もどりを抑制する技術

の確立を目指した.

これまでの研究から，カキタンニンの水酸基とタンパク

質のアミノ基とが，混合すると同時に化学反応を起こして

強固な共有結合を生成するとは考えにくく，水酸基から水

素イオンが解離したマイナス荷電性のカキタンニンと解離

した水素イオンを取り込んで安定化したプラス荷電性のタ

ンパク質のアミノ基とが結合する，いわゆる静電結合によ

るものであると推察した(図 2).そこで数万の分子量を持

つカキタンニンに対して，その水酸基を含む部位を効率的

に覆うため，フレキシブルな構造を持ち，立体障害が少な

く，無駄なく静電結合を起こせる食用のタンパク質由来化

合物の利用を検討した.添加剤は，容易に入手できる市販

品の中から反応性の高い一級のアミノ基を有するものを選

定した.分子量が小さいものは少量の添加で効果が期待で

きるが，水溶性であるため昧に大きな影響を与えることが

考えられ，分子量が大きいものはその逆であることが考え

られる.このことから，分子量の小さいリシン，分子量の

大きいコラーゲンペプチド，水溶性カゼインを用いた.ま

た，静電的に結合することを特徴とする添加剤の代表とし

てポリリシンめを用いた.

表 lに未脱渋のカキに 6種類の添加剤をそれぞれ加えた

混合物の官能評価の結果を示した.

6種類の添加剤のうち， コラーゲンペプチド Bおよび C

を混合すると直ちに渋み低減効果が認められ，変色やカキ

の風味への影響もなかった.水溶性カゼインおよびリシン

を添加した場合は，渋みを伴わない不快味があり，ポリリ

シンを添加した場合は黒変したため，いずれも食用には適

さないと判断した.コラーゲンペプチド 3種類の中でも A

を混合した場合は不快味があった. コラーゲンペプチド 3

種類の中で Aは最も分子量が小さいことから，味への影

響が大きかったと察される. この結果から添加剤として適

しているのは，分子量 3000から 5000のコラーゲンペプ

チドであると考えられた.

(2) コラーゲンペプチド Bの添加量と可溶性タンニン量

表2に未脱渋のカキにコラーゲンペプチド Bを0から

2.5%添加した場合の可溶性タンニン量および官能評価の

結果を示した.

添加量が多くなるに伴って可溶性タンニン量は減少する

が， このことは官能評価において渋みが低減されているこ

とからも裏付けられる. この結果より，カキ重量に対して

1.7%以上添加することで渋みが消失することが明らかと

なった.

表 3にアルコール脱渋したカキにコラーゲンペプチド B

を0から1.0%添加し，加熱処理した場合の可溶性タンニ

ン量および官能評価の結果を示した.

添加量が多くなるに伴って再可溶化する可溶性タンニン
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タンパク質由来物質

カキ渋(カキタンニン)

静電的な結合による不溶化

図 2 脱渋の仕組み(モデル)

表 1 添加剤による渋み低減効果

添加剤

コラーゲンペプチ|、 A

コラーゲンペプチド B

コラーゲンペプチド C

水溶性カゼイン

リシン

ポリリシン

官能評価

不快昧，変色なし

渋みなし，変色なし

渋みなし，変色なし

不快昧，変色なし

不快昧，褐変

黒変

量が減少することが，また官能評価において渋みが低減さ

れていることが示された. この結果より，カキ重量に対し

て1.0%添加で，加熱による渋もどりが抑制されることが

明らかとなった.

以上の結果，分子量 3000から 5000のコラーゲンペプ

チドをカキ果実に少量混合することによって，カキの風味

を損ねずに，短時間で簡単な操作により渋味を無くし，さ

らに渋もどりの抑制効果を有するという当初の目的を達成

できることが明らかになった. この範囲の分子量のものは

効率良く静電結合を起こし，解離による昧への影響も抑え

られると考えられる. この方法については，特許出願中15)

である.

3. 要約

渋カキ果実は，アルコールや炭酸ガス等によって脱渋処

表 2 未脱渋カキ果肉の渋み低減

コラーゲンペプチド B 可溶性タンニン
添加量(%) (mg/g) 

o 10.1土l.6

0.2 6.1土0.1

0.3 3.9::1:0.2* 

0.5 l.5士0.0*

0.7 l.2士0.0*

l目o 1.2士O.ゲ

l.5 l.1土0.1* 

l.7 l.1土0.0*

2.0 l.1土0.1* 

2.5 l.1::1:0.0* 

分析値は η二 3の平均値士標準偏差

*p<0.05 

官能評価

後味渋い

後味渋い

後味渋い

後味渋い

後味やや渋い

後味弱い渋み

後味弱い渋み

渋みなし

渋みなし

渋みなし

官能評価は「渋いj，i後味渋いj，i後味やや渋いj，i後味弱

い渋みj，i渋みなし」の 5段階で評価した

理することにより，渋みが消失する. しかし，脱渋処理後

に果実を加熱すると，再び渋くなる. この現象が渋カキの

食品への加工を阻害している.

本研究において，カキ‘会津身不知'果実に少量の分子

量 3000から 5000のコラーゲンペプチドを加え，室温で

混合することによって短時間でカキの昧を損ねずに脱渋す

る方法を開発した.また， この方法により加熱による渋も
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表 3 アルコール脱渋カキ果肉の渋もどり抑制

コラーゲ‘ンペプチド B 加熱後の可溶性

添加量(%) タンニン (mg/g)

。 1.7i::0.0 

0.5 1.2i::0.0" 

0.7 1.1 i::0. 0" 

1.0 1.1士0.0"

分析値は n=3の平均値±標準偏差

料 p<O.Ol

官能評価

後味やや渋い

後味~~\，、渋み

後味~~\，、渋み

渋みなし

官能評価は「渋いj，I後味渋いj，I後味やや渋いj，I後味弱

い渋みj，I渋みなし」の 5段階で評価した.

どりも抑制できることが明らかとなった.開発した技術に

よって，渋カキを様々な食品に利用できることの可能性が

示唆された.
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