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技術報告

スダチ搾汁残j査を利用した食品素材の開発

市)11亮ーペ 深津鉄失ネ八木祥子件。

抄 録

徳島県4~J:ir{iの呑目安1'11'1而であるスダチは、}宅汁H寺に青果の約 7jl~ r J の残泣をtJlュ 1:1:lする。スダチの搾汁タ~~y査の一

~;fr) であ るス ダチ果皮には，有効成分と して香気成分が多く 伎存している . 超音波禁fヒ分1}，iíiJ~11トi とい う新 'JJ~の

技術を利ßI'Jする こ とで~'1::1J I J烈 ・ 常圧条件で香気成分を抵抗出し，スダチ木来の新鮮な香りを保持したスダチgí

1111 を分Ij.iíí~ した。スダチ1'[lf11]1を添加した食Jillを試作し， j! t~ i.s力11の従来品に対して高品質化を図った

1 はじめに

スダチは徳島県特産の香ilj針11机jであり， 年間

7000 トンが生産されてし、る.このうーら約半分の

3500トンは青果としてJi反売され，技りの 3500ト

ンは搾汁され呆汁訓味料と して販売されているー

スダテを搾判した際にさ|三じ る技法の多くは利用さ

れずに対(:)1巴化 ・廃棄されており，坪fUJ巴処理!時のJ21

臭 ， 汚水および院雲~~1i:J'l'Jは搾汁業者および農家の

負担と なっている. しかし，搾汁技法中には香気

成分等の有効成分が残存している.そこ で， (株)

木家松iï-lH凶造場が有ーする超音波態化分Il.líí~技術 J) を

利用して，搾汁残j査 仁1:1の香気成分を分íliíí~ して食11jb

素材を開発した この食llfJ!素材を使用して， スダ

チ製lf111の高品質化を図った。

2 実験方法

2・1 超音波霧化分離装置の改良

務イヒ能力のpJJJ二と怒号イヒ分Iliii:H支の品質I'I:IJJ二を 目的

として， (株)本家松iflrY出造場製のj也音j皮25イヒ分自ii:
装i互の務化官1¥と冷去11苦r¥を改良した(写真 1)また，

装置内の洗河上位こを向上させるため， ~.;~化t!l~日iの形状

変更鮮を行った.~~%イヒ能力 は， 分lilíí:されたアルコ

ーノレ溶液の主およびアルコール濃度から評価 した.

冷却]部において，霧化n支の品質劣化を防止するた

め，+市集容部の材質を変更 した

2・2 ~式料

スダチの香気成分は果皮に局在するこ とが女11ら

れている.そこで， J A徳島rhーより平r&:19年産ス

ダチ果皮をj恥入し，試験にJ'I'Iし、たスダチ果皮は，

搾汁ラインに組み込まれている(株)チ|ニ河鉄工所製

のロータリースライ サーを使用して，スダチ搾汁

残液れら内J支・種を分自ii:し調整されたものである

ロータリ ースライサーは，数社のスダチ搾汁業者

の製造ラインに配備されており，スダチ果皮は安

定的に入手可能でユあるー

2 ・3 スダチ果皮の香気成分抽出

種々の濃度 (0，5， 15， 50， 100% (v/v)) に訓

勺志用生物課，件(株)木家松浦酒造場，ドドド野田

ハニー食!日1工業(株)
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設したエグノ ーノレ水溶液をスダチ果皮に対して 2

{音量添加 し， ミキサーを使用して 3分間陪引しirlll:1:¥

を行い，香気}J父分を11111:1:¥した，:11111:1:¥ i伎1:1:1の香気成

分は，2-プロパノ ー/レを)刊し、て蒸留 し，ブロム←

ブロムl駿imiii1::法によ り， 1m収11l:iとして測定した二

2 圃 4 スダチ香気成分の 2段階超音波霧化分離

香気成分1'1111:1:¥械を (2・1)で改良した超音波

霧化分附生訂正(以下，新装↑邑とする)を使用して

! 段目の務化分li，líí~ を行い， 次に(株)本家松浦酒造

場製の小容量~j也官i:j主主号イ七分liim~klili: (以下， 小311主主

i孟とする)を使用して 2段目の75化分離を行 った.

7E化分riiíí: í~] 後の品質評1rl l i は;帝法 2)に従い pl-I，I罰

Hi'示度，総般，IEO収1111を測定し，香気成分の各組

成はJJ;lJWに従いガスク ロマト分析により i!!JJi1::した

2・5 スダチ精油を添加した製品試作

スダチ*1¥17111を 0，1%添加lしたスタγーマーマ レー

ド を試作した. スダチ1'ì~Jìlll の添加は，製造工程の

最終段階であるピン詰直前とし，ス ダチ呑気の減

少要因を極力排除した 専jI']のパネラー数名によ

る官能試]HY~およ びガス クロマト分析を行い ， ~'rli 11Li 

;!!\~M~ ;lJIJ の従来11111 と品質比il~を行った 試作品のス

ダチ香気成分を経11寺 1~1/0 に咋認するために， 蛍光灯

照射下で 30
0

C，7日間保存試!投を行った

3 結果および考察

3 ・1 超音波霧化分離装置の改良

超音波怒化において，諺化{ま試験被表面に形成

されたiI~t主表面から行われる . 従って， f設住の安

定化および霧化した霧の効率的な捕集が重要とな

る. iZ寸JJIこ， 1~~化 1~1) の j@青j皮 t辰江功守二上， I:fl\ U夜中)

に円錐形のノズノレを設置することで 3 液む:を安定

イヒさせ凶た.。トせて，発生 した診を効率的にMj集さ

せる治具を設置した.この 2つの働きにより，テ

スト機では試験液に 15%(v/v)エタノール治液を

使用 して時間当たり約 2倍の務化能力向上(旧装

置との比¥1攻)を椛認した.次lこ，超音波振動子の

配列を (4個 X 1列)から(2 ，11m X 2 ;yrJ) に変更

し，霧化惜の容量を 500mlから 5000mlに拡大 した.



液面調整機構を簡略化することにより霧化措内の

凹凸を減少させた.併せて上蓋開閉構造の簡略化

を行い，霧化槽内の洗浄を容易にした 最後に，

冷去[1部の霧化液捕集容器の材質をポ リプロピレン

からステ ンレスと・ガラスに変更 し， 霧化液の品質

劣化要因を排除した.

写真 1

3 . 2 スダチ果皮の香気成分抽出

エタノール抽出液中のスダチ香気成分量を回収

油として測定した(図1).エタノール濃度 100%

のとき回収油量は 0.04%を示 し，エタノール濃度

の低下とと もに増加 し，エタノール濃度 15%以下

で急激に増加した. エタノーノレ 5%で最高値

0.18%を示し，エタノーノレ濃度 0%では急激に減

少した.これより， 今後の香気成分の抽出溶媒と

してエタノ ーノレ濃度を 5%に決定した.
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図 l エタノール濃度によるスダチ香気成分の抽

出量変化

3・3 スダチ香気成分の 2段階超音波霧化分離

5%エタノ ーノレ溶液を用いて，スダチ果皮中の香

気成分を抽出し，趨音波霧化分fl!lfを2回行うこと

で， λ夕、、チ精油(回収油:100%)を分離した(表

1 ) .分離条件は，溶液温度 50
0C，冷却部温度-20

0C

( 1段目のみ田6
U

C) とした. 1段目は新装置を用

いて，初期j容液 50001111 (回収油:0.18%) を霧化

分離する ことで，分離液 1000ml(回収油:0.74%) 

を得た.表 2において段目初期溶液と分隊液

の品質比較を行い， 分[iiif.?夜中の屈折示度および総

闘をが低値であること から，初期溶液中の~gMおよび

有機酸は分離液中に移行 しないことを確認した.

続いて， ー段 目分fliiU伎の一部 350mlを小型装置に

より霧化分離すること で，2段目の分離液 70ml(回

収泊:3.2%) を得た(表1).この分離液を静置

する と油水分fllí~ を生じ，上澄を分離できた. J二波
部分は水分，エタノ ーノレをほとんど含まず， 無色

透明でスダチの新鮮な香りを保持したスダチ精批|

が得られた

表 1 2段階超音波霧化分間iによるスタ守チ香気成

分の濃縮

液量 エタ/ール 回収iE!l

(1111) (%) (%) 

l段目
初期溶液 5000 5 0.18 

分離液 1000 15 0.74 

2段目
初期溶液 350 15 0.74 

分離液 70 35 3.20 

( isI水分離) (上澄) (2) (0) (100) 

表 2 超音波霧化分間it前後のJ品質一変化
1 pH 屈折示度

(%) 
2.4 7.8 

3. 3 O. 2 

総酸

(%) 

6.4，3 

O. 02 

ス夕、、チ精油中の香気成分の中で、主要なものを表

3に示した.スダチ果汁と比較してスダチ精油は，

加熱 ・保存により消失 し易い α- (3 -ピネンが高

1農度に濃縮されていた 比較的不安定なリ ナロー

ルも濃縮されており， 1'[j'橘の主要香気成分である

d- リモネンは高濃度に濃~':li~ されていた また，加

熱 ・保存により組成比が噌加し，スグチ香気の劣

化指標であるテノレピネンー4-オーノレ， α【テノレピネオ

ール組成比が低いことが特徴的であった これら

の結果は，非加熱 ・常j王条件で処理できる超音波

無化分間m技術特有の現象であり ，今回分断された

スダチ精泊はスダチ香気を強化する食品素材とし

て非常に優れた香気成分組成を有 している ことが

明らかと なった

3・4 スダチ精油を添加した製品試作

スダチ精1111を添加 したマーマレー ドと無添加の従

来品を比較すると外観の差は全く見られず，スダ

チ精ir1J添加品はスダチ香気の増jJQが官能的に確認

された.また，ガスクロマ 卜分析ーからスダチの主

要香気成分である d-リモネンが 6倍に増加 してお

り(図 2)，従来品に対して明らかな{涯位性が見ら

れた.お品、て，蛍光灯照射下で 30
0

C，7日間保存

試験を行った(図 3).ガスクロ マト分析から，保

存試験後は従来品及び試作品共に、香気成分量が

20%近く減少したが，スダチ精油を添加iした試作
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品の dーリ モネン量は従来品の 6倍以上を示 し，官

能的にも優位性を確認できた.

1精油添加なし同油添加あり

区12 試作マーマレー ドの香気成分量
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区13 保存試験によ る試作lullの香気成分量変化

4 まとめ

超音波霧化分離装置を改良 し，霧化能力および洗

浄性を向上した.搾汁残;査であるスダチ果皮から

香気成分を抽出し，さらに 2段階超音波霧化分間jt

することにより，無色透明でスダチの新鮮な香 り

を保持したスダチ精油 (回収油:100%) を得た.

スダチ精油を添加したマーマレードを試作し，従

来品からの高品質化を機器分析および官能検査に

よって確百忍した.

本研究は，平成 18~20 年度農林水産省の新たな

農林水産政策を拍進する実用技術開発事業 (1日

先端技術を活用 した農林水産研究高度化事業)，課

題番号 18027において行ったものである.
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表 3 100%スダチ精油と スダチ果汁中の香気成分比較

スダチ精1111 スダチ果汁

(mg/IOOI11I) (%) (mg/IOOI11I) (%) 

1914 2.9 4.2 2.9 

642 1.0 2.5 1.7 

62024 95.4 133.7 91.8 

336 0.5 2.0 1.4 

97 0.2 1.1 0.7 

0 0.0 2.1 1.5 

65012 100.0 145.6 100.0 

香気成分名

αーピネン

s-ピネン

d-リモネン

リナローノレ

テルt。ネンー4-オール

αーテルfネオーlレ

合計

濃縮倍率

459 

262 

464 

170 

88 

0 

447 
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