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デハイドロフリージングにおける脱水法がカットダイコンの

物理的性質および解凍・復水条件に及ぼす影響
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Effect of Dehydration Method on the Physical Properties of Fresh-cut Radish after Freezing 

and after Post情thawRehydration in the Dehydro“freezing Technique 

Taisuke Uemura and Akio Tagawa* 

Graduate School of Horticulture， Chiba University， 648 Matsudo， Matsudo， Chiba 271-8510 

This paper discusses the effect of three dehydration methods (vacuum drying， microwave drying and vacuum-
microwave drying) on the physical properties of fresh-cut radish after freezing and after post-thaw rehydration in 
th巴dehydroイre日zingtechniqu巴 Thephysical properties， including electrical impedance， tεxture， re悶hydrationrate 
and micro-structur巴observationof th巴sampleswere observed under a microscope， and changes inしascorbicacid 
were investigat巴d.The vacuum-microwave drying m巴thodwas巴mployedbased on th巴findingthat it had the 1巴ast
impact on the physical properties and loss of しascorbicacid after freezing and aft巴rpost-thaw r巴hydration.Th巴
thawing and rehydration process was carried out by immersion in water at 40't， which inhibited surface hardening 
and presented the possibility of restoring th巴semicircularCole-Cole plot. 
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生鮮食品を常温に放置すると，酵素による変質や，細菌

等の微生物による腐敗が生じる.一般に食品の品質は時間

経過とともに低下しその原因のほとんどは酵素や微生物

の作用による.食品の品質劣化を抑制して，長期間保存す

るにはそれらの作用を抑える必要がある.

生鮮食品のうち，ほとんど全ての青果物は水分が非常に

多く，その細胞組織内も多くの水分で満たされている さ

らに，青果物は生理的に呼吸，蒸散が盛んで，微生物も繁

殖しやすい条件にあり品質劣化が速いのが特徴である.ま

た，近年核家族化が進みカット野菜の需要が増加している

が，カットされた野菜は内在酵素の作用により，品質劣化

がより一層速くなる.

これら欝素や微生物の活動を抑制する方法として乾燥操

作や冷蔵および冷凍操作などがある.乾燥は食品の水分活

性を下げ，その結果微生物の活動を抑えるため，保蔵性が

増加する.また，冷凍は低温にすることで呼吸や蒸散を抑

え， さらに苦手素や微生物の活性を抑制する.野菜の品質保

持には冷蔵操作が不可欠で予冷，貯蔵，および流通過程に

利用され，その技術は既にコールドチェーンとして実用化

されている.これに加え，魚肉や畜肉の流通貯蔵過程にお
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いては，冷凍技術も既に実用化されている1) 食品を長期貯

蔵するにはできるだけ低温であること，すなわち凍結貯蔵

が有利とされている.しかし前述のとおり，青果物は組

織内の含有水分が多く，その水分は凍結することにより氷

結品を生成しその際に体積が約 9%膨張するため組織に

損傷を与える2) その結果，解凍すると凍結時に壊れた細胞

膜から水分とともに，様々な成分がドリッフ。として流出し，

立つ食感や外観にも影響を及ぼす品質劣化が生じる.その

ため，青果物の凍結貯蔵は一部をi除き掴難とされている.

しかし凍結前に予め脱水処理を施し組織内水分を減少

させた後凍結処理を施せば，組組の損傷を防ぐことができ

ると考えられる.この技術はデハイドロフリージング

( dehydro-freezing，以下 DF) と呼ばれ，野菜の凍結貯蔵

の可能性を拡げる有効な手段であると考えられる3)十

この DF/え脱水，凍結，解凍という 3過程で構成され

ているが，全過程における条件，方法は産物によって異な

る可ー能性があるため多様であり，実用技術として未だ確立

され乞ていない

DFにおける税水方法では 浸透圧を利用したi霊式脱水

法が多く使用されている6)~9) この浸透圧脱水は，一般には

中間水分食品などの製品を青果物から製造する操作として

用いられているが，青果物の色，外観，テクスチャに大き
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く影響を及ぼし8' また試料に溶質が付着するため用途が限

られるなどの問題がある. DF における他の脱水方法とし

て乾式税水法である成在乾燥削1)やマイクロ波乾燥加を

用いた報告もわずかに見られる.しかし脱水後の凍結，

解凍を含め，処理後の産物の状態に関してこれらの脱水方

法の有用性を検討した例はほとんど見当たらない. DFに

おける上記3過程の適性を述べるには，各過程における細

施の状態，物理的性質の変化および化学的性質の変化など，

総合的に判断する必要がある.物理的性質を評価する指標

のーっとして，インピーダンスの測定により，青果物の細

胞膜の状態を評価する方法則，1)がある.志草案ら1Pはこのイ

ンピーダンスの測定結果から 減圧乾燥や浸透圧税水後の

青果物には細胞膜の損傷が見られないが，凍結，解凍後の

紹胞膜は破壊されていることを示唆した 連続減圧脱水法

は物質表面での水分蒸発が先行し，内音防、らの水分の供給

に遅れが生じ易い表面先行の税71<.1去で、ある.そのため，青

果物の表面と内部の陪に水分勾配が生じ，試料内の水分分

布にムラが生じる. したがって凍結時には凍結速度に差が

生じ，氷結品の大きさが不均ーとなり，凍結あるいは解凍

の器の細胞膜損傷を引き起こしたお)と考えられる そのた

め本研究では均一な水分分布となる脱水法の開発を試みる

こととした.

本研究では DFにおける，脱水処理法として威圧乾燥，

マイクロ波乾燥および減圧マイクロ波併用乾燥(以下併

用乾燥)の 3方法による脱水処理を行い，インピーダンス

の測定により細胞膜の状態を推察したまた，これらの方

法で脱水された試料を凍結処理し凍結中の細胞状態を顕

微鏡観察することにより，これら 3つで最も均一な水分分

布となる脱水法を見出すこととした脱水法決定の後，凍

結，解凍の過程には，見出された方法で脱水された試51'-'1を

用いることとしたまた，本研究では凍結方法として，

速凍結に近いブライン浸i.i罰法日;1伊東方法は冷水，および温

水への浸法解凍j去を採用した

多くの野菜は水分を 90%以上含んでおり，その水分が

約 5%減少すると生鮮商品としての価値を失うとされてい

る出 DF産物を復水し生鮮品と同等の品質を得ることが

可能ならば，砂漠地帝や極築地など野菜生産が困難な地域

にとって，設備賓が高価な野菜工場と異なり，極めて有用

な新鮮野菜の供給手段となりうる.この目的を達成するに

は，解凍後の復水条件およびその方法の検討も必要となる.

しかし DF産物に関するそれらの詳細な報告は見当たら

ない 志塚ら 11!，土試料を減圧乾燥により 85%(wふ)まで

脱水しその後，凍結，解凍過程を経て復水を試みたが，

もとの水分まで、の複水は困難で、あることを示している.そ

のため本研究で、は重量減少をできるだけ小さく抑え，且つ

細胞内水分分布が均一になるように脱水し凍結，解凍の

過程を経て復水する|祭の条件も検討することとした

実験方法

1. 供試材料

近隣の量販脂より入手したダイコンをただちに実験に供

試した 試料としてはダイコンの中間部のみを使用し17)

伸長方向を 50mmとした 20x20x50mmの直方体に成形

した.このときの試料質量は約 20gであった.試料の初期

合水率はケイ藻土フィルム法治により測定し， 94.7% (w.bJ 

であった.

2. 実験方法

〔脱水]:比較検討する脱水方法は以下の減圧乾燥，マイ

クロ波乾燥，減庄ーマイクロ波併用乾燥(併用乾燥)の 3方

法である これら 3方法を用いて新鮮試料重量に対して重量

90% (約 18g) (94.1% (w.b.))， 80% (約 16g) (93.4% (w.bJ)， 

70% (約 14g)(92.4% (w.b.))までの 3段階の脱水を行った

減産乾燥は，結対庄 1500~1800Pa， 20tの条件ルで行った.

試料を密閉容器(真空洞デシケータ)内に設置した後，油

匝転式夜結型真空ポンプ (GVD-050A， ULVAC)を用いて，

容器内を減在，乾燥した.デシケータ内圧力は真空制御ユ

ニット (NVじ2000L，東京理化器械(株))により調節した

マイクロ波乾燥には電子レンジ (MRO-DF6，(株)日立製作

所)を用いたマイクロ波出力は 200W(62.9W/g回乾物)

に設定し照射条件は予備実験の結果から照射時間 408お

よび休止時陪 9008(照射と休止時陪の合計-9408が lサイ

クル)とし試料中心混度が 15~600C となるように制御し

て， 目標重量になるまでこのサイクルを繰り返した.併用

乾燥は減圧と同時にマイクロ波を出力 200Wで照射する

ことにより行なった.予備実験の結果より照射条件は照射

時間 408および休止時間 1808(照射と休止時間の合計220

Sが lサイクル)として， 日襟重量までこのサイクルを繰

り返した減圧は減圧乾燥と同条件で，照射時隠，休止時

間を通して，乾燥終了まで続けた.

[J来結]・食品は最大氷結晶生成帯 (-1~ -5
0

C) を通過

した後も， -5~ -15
0
Cの温度域で全自由水分のおよそ

80%~98% が氷結する山のでこの温度域も素早く通過する

必要がある.本研究では，脱水終了後，試料を密関可能な

袋に入れ， -40
o
Cに設定のフリーザ内に静置したエタノー

ルに浸演することにより急速凍結(ブライン凍結)した

[解凍…複7J(J:凍結終了後の試料の解凍は， 5tおよび40

℃に設定したウォーターパス内の蒸留水に浸潰することに

より，解凍と復水を伺時に行った. 5tの蒸留水に 2h浸i宣す

る条件を 5
0
C浸漬解凍，40

0

Cの蒸留水に 5min浸漬した後，

5tの蒸留水に試料を移し替え 15min浸演する条件を 40t

浸漬解凍とした その他対痛として， 4
0

Cの冷蔵庫内で 12

h解凍する方法を用い，本研究ではこれを自然解凍とした

3. 測定項呂および方法

(1) 電気インピーダンス

試料の細胞膜の状態を調べるには，電気インピーダンス
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重譲80%まで脱水した試料の Cole-Coleプロット

測定した.測定には 3mmの円柱状プランジャ(ポリアセ

タール樹脂製)を用い，試料台の移動速震は lmm/secと

した.なお，試料とプランジャとの接触点(トリガーポイ

ント)は荷量 0.2Nを感知した位置とした 例として生の

ダイコンの圧縮荷重と圧縮率の関係を思 lに示す 図中の

P点はバイオイールドポイントで，本研究ではこの点の荷

を貫入抵抗， Pから圧縮率80%までの荷重の平均を硬度

と定義した

10 468  
Resistance [kn] 

2 O 

密 2

1. 脱水および解凍条件の検討

(1 ) 脱水方法および条件の検討

減圧乾燥，マイクロ波乾燥， 1ji二用乾燥の 3種類における

脱水法の DFへの適性を調べるために，インゼーダンスを測

定した. 3つの脱水法により新鮮試料重量の 80%(93.4% 

(w.b.) )まで、脱水した試*，1の脱水前後における Cole-Cole

プロットを図 2に示す.乾燥前の生試料と較べ，減圧乾燥

では Cole-Coleの円弧がやや縮小していた新鮮な青果物

では，高周波電流はその細胞内を直線的に流れ，低周波電

流は細胞膜が大きな抵抗として働き細胞膜のあいだのi泊施

膜外液を通る様にして流れる.この細胞膜の影響による高

潤波電流と低周波電流の流れ方の違いが， Cole-Coleプロッ

トにおいて，図 2の生のようにj自波数が高くなるにつれ円

弧を描くようにして原点に近づくという周波数特性として

表れる しかし細胞膜に劣化や破壊が生じると，低周波電

流も高周波電流と同様に細胞内を直線的に流れるようにな

る つまり Cole-Coleの円弧は縮小，清失する.したがっ

て，減EE乾燥試料は細胞膜が劣化していたと考えられる.

他の 2つの方法では逆に円弧が大きくなり，組胞膜

外;1主あるいは細抱膜にインピーダンスの増大する変化が

起った可能性が考えられる. しかし低周波域において周波

数依存性を示していることから細見膜の閉鎖J控自体は保た

れている21lと考えられる. したがってマイクロ波および併

用乾燥のほうが減庄乾燥より適切で、あることが伺える

実験結果および考察

の測定をして，そのスベクトルから評価する方法があ

る山4) 本研究では脱水前後および解凍，復水後の電気イン

ピーダンスを測定してそれぞれの細胞膜の状態、を調べた.

脱水前後および解凍後における試料の電気インピーダンス

のiRU定は 4端子対法によるインピーダンスメータ (3532-

50，日龍電機株))を用いて志塚ら IIIの方法に準じて，複素

インピーダンス Izlとその位相角。を， miJ定周波数 50

Hz~5祝日z の範囲で 50 点掃引榔定した 測定された Izl
とOからレジスタンス Rおよびリアクタンス Xを算出し

得られたインピーダンスのベクトル軌跡を Cole-Cole'31 プ

ロットで示した.

(2) 凍結試料の構造観察

試料の観察には，試f4を切削し断面を露出させるマイク

ロスライサ部，任意波長で試料を摂明する分光照明部，任

意波長で試料を観察する分光観察部からなる， 3次元スペ

クトルイメージングシステム (3D-SIS)を用いたふ観祭波

長は可視光領域の波長である 600nmとしたー

(3) 還元型アスコルビン駿含量

各脱水法の違いによる脱水後および解凍後の栄養成分の

減少を凝認するため，還元割アスコルビン酸含量を測定し

た試料を細かく刻み 20gの生試料および、脱水・解凍後

の 16gの試料に 10%メタリン酸 50mlを加え， ミルミキ

サで l分際磨砕し水で 100mlに定容してろ過し最終的

に5%メタリン酸の抽出液とした この抽出液を反射式光

度計システム (RQ丑ex，Merck KGaA)により測定した

総定値は試料 100gあたりに含まれるアスコルピン酸含量

に換算して表記した.

(4) 複水性

脱水後，および脱水後凍結した試料の謹水性を検討する

ため 5，40
0

Cに設定したウォーターパス内に試料を浸潰し

5分おきに取り出して電子天秤にて重量をmiJ定した その

値を生試料の重量で割り，復水率(%)として表し，脱水処

理の違いによる復水率の経時変化を比較した.

(5) 硬度変化

脱水前後および凍結の後解凍した試料の硬度変化を，ク

リープメータ (RHEONERRE2-3305S， (株)山電)により
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生試料 減圧乾燥

マイクロ波乾燥 併用乾燥

図 3 愛墾80%まで脱水した試料の細飽状況

(図中のパーは lmmを表わす.) 

1:試料 減圧乾燥

マイクロ波乾燥 併用乾燥

図 4 霊援 80%まで脱水後凍結した試料細胞の状況

(図中のバーは lmmを表わす)

( 10 ) 

また， 3つの脱水法により新鮮試料重量の 8096(93.496 

(w.b.) )まで脱水した後凍結した試料の細胞状況の顕微鏡

による観察結果を図 3，4に示す. 11見水処理のみでは各脱

水法の間に大きな葦はみられなかった(図 3) 一方，凍結

後は生試料の細胞壁に膨張し破損している状態がみられ，

減圧，マイクロ波乾燥 8096試料においても細胞組織は不

均一な形状であった.併用乾燥 8096脱水試料は細胞組織

が比較的均一な形状を保っており，均一に脱水された状態



119 1直村・国JII ダイコンのテ守ハイドロフリージング
¥
i
J〆

吋

i
ム

宅
B
よ(

 

併用

(解凍後)

マイクロi皮
(解凍後)

減圧

(解凍後)

生

(解凍後)
生

10 

25 

20 

15 

5 

O 

(国
O
O
H
¥
凶
阿
国
)
綱
領
鐙
入
出
」
ヘ

nκ
ト

xl:全試料

φ90%試料

ロ80%試料

1170%試料

2 

4 

3 

5 

1 

。

(α』
)
8ロ
S
U
S
M
-

解凍後のアスコルビン酸合盤図 6

12 

脱水蜜の遠いによる Cole-Coleプロットの変化
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(問中のパーは標準誤差を示す(7/=9). ) 

φ減圧

×マイクロi波
ム併用

100 

以上のことから， DFのための脱水法としては，検討し

た3つの方法の中では，併用乾燥が最も優れていることが

分かり，以後，凍結，解凍処理を検討する際は，脱水法と

して併用乾燥を用いることとした

(2) 解凍，復水方法の違いがインピーダンス，援水性，

硬度に及lます影響

19ヰ凍前までの処理として.併用乾燥によりもとの重量の

80% (93.4% (w.b.)) まで脱水した試料をブライン凍結し

たその後 4
0

Cに保たれた冷蔵庫内に 24時間静置する自

然解凍， 5tの蒸留水に浸潰し，解凍の後復水をおこなう冷

水没i責解凍および400Cの蒸留水中に浸漬し解凍の後復水

をおこなう i1ffi.水浸漬解凍の 3条件における解凍を検討し

た.

各条件で解凍した試料のインピーダンス軌跡を関 8に示

す 短時跨で解凍するとともに復水する 40t浸漬解凍で

は，高い周波数領域で Cole-Coleの円弧が途切れているも

のの，復元の可能性がみられた.前述のように Cole-Cole

プロットの低周波域において居波数依存性がみられたこと

は，細胞膜の閉鎖性，つまり健全性の維持を示唆している.

本研究で股いた LCRメータでは 5MHzまでの測定能であ
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であることが推察された(閲 4).この構造観察の結果から

も脱水法としては併用乾燥が 3つの方法の中で，最も適当

であることカf伺えた.

また，本研究の目的の一つである， ["復水することで新鮮

な状態にできるだけ近づけるJためには，凍結前の脱水量

はできるだけ少なく，細胞内の水分が均一な方法が良い.

試料を新鮮時の重量の 90(94.1% (w.b.l)， 80 (93.4% (w.b.l) ， 

70% (92.4% (w.b.l)まで併用乾燥で脱水し，各々インピー

ダンスを測定した結果を図 5に示す. 90%， 80%関には，

インピーダンス値の変化はほとんど見られなかったが，

70%においては円弧の縮小が確認され，組組模が損傷ある

いは劣化している可能性が考えられた

予備実験において， 90%， 80%の試料を凍結，解凍した

l民 90%試料ーではドリップを生じることがあったため，本

研究では目標水分を 80%と定めた

生の試料および各脱水方法による処理後，凍結，解凍し

た試料の還元型アスコルピン離合量を毘 6に示す 脱水処

理を施さず凍結の後解凍した試料は，未処理の生試料(生

鮮試料)に対して，解凍後約 30%減少したが，減産乾燥試

料で約四%，マイクロ波乾燥では約 17%，併用乾燥試料に

おいては約 7%の減少に留まり，栄養成分の損失が抑制さ

れた このことからも，脱水により成分損失が抑制され，

脱水時閣が短く，空気に細されない併用乾燥が最も好まし

いことが示唆された

各脱水処理後， 40tの温水内に浸漬した試料の復水率を

国7に示す マイクロ波乾燥試料では，初期の吸水速度は

他の脱水法と比較して速かったが最終的な復水率は新鮮

試料との重量比で約 97%(94.5% (wふ))であった これ

は，表面組織が裂け，破壊されて内部が開放的になり水分

移動が起こりやすくなったためおと考えられる.一方減圧

および併用乾燥はともに高い復水系を示しとくに併用乾

燥においては新鮮試料重量までほぼ完全に援水した
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図 8 各条件で解凍した試料の Cole-Coleプロット

るため，吏に高い周波数まで測定すれば，円弧の復元の可

能性が示唆された これに対して 5t浸漬解凍での浸漬解

凍および自然解凍では円弧が消失した，このことは双方の

条件とも緩i望解凍に当ると思われ， 19ヰ凍時も最大氷結晶生

成帯をできるだけ速く通過する必要があるお}ことから，こ

の2つの条件では通過が遅くなり 絹胞膜に損傷を与えた

ためと考えられる したがって，上記3条件における解凍

法としては品7](にj受J責し，且つ復水を行う方法が適当と

思われる.

5
0

Cおよび40
0

Cの蒸留水に浸潰して試料を解凍した際の

復水率を国 9に示す.図 7の凍結前脱水試料の復水率と比

較して減少したものの，いずれの溢度の蒸留水に浸漬した

試料も， 15minで約 86%(93.8% (w.b.))となり，同等の復

水傾向を示した. 5
0

C浸i責解凍における復水開始 5minで

の急激な複水率の増加は -40
0

Cの凍結試料を低温の蒸留

水に浸i宣したことで、試料表面に蒸留水が付着氷結しその

分の重量が増加したことによるもので，この付着氷結晶は

復水開始 15minで解凍した.対日百として自然解凍試料を，

40
0

Cの蒸留水に浸漬したが，解凍中にドリッフ。とし

が減少したため，約 81% (93.4% (w.b.)) まで、の複水に留

まった.

生の試料および併用乾燥により脱水し凍結・解凍した

試料の，硬さおよび貫入抵抗の結果を図 10に示す 4
0

Cの

冷蔵庫内に 24時間静置した自然解凍試料では生の試料と

較べ硬さおよび貫入抵抗に顕著な上昇が確認できたまた

貫入抵抗が獲さ以上に著しく上昇した要因としては，解凍

中に試料表面が乾燥し硬化したためと考えられる.これ

に対して 40
0

Cの温水での浸漬解凍および、復水後の試料の

硬さは生の試料とほぼ間程度であり，貫入抵抗においては

約 7N程度の上昇が見られたこのことから温水への浸

漬，さらには複水により試料表面の硬化が抑制されたと考

えられる

本研究で採用した併用乾燥は均一に脱水，且つ細組損傷

を軽減でき，その後急速凍結を行った試料は解凍条件に
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図 10 浸演解凍および自然解凍した試料の硬さおよび

貫入抵抗

(I~中のパーは襟iíiJ，誤差を示す (11=9). ) 

よっては，細胞膜が破壊されず DF処理後の品費劣化を抑

制できる可能性が見出された

これらの結果より， DFにおける脱水は迅速で、あり内部

水分を均一にする可能性のある併用乾燥が有効である可能

性が示唆されたまた，ブライン凍結後の解凍条件として，

試料の表面硬化を抑制し，11.つ短時間の解凍が可能な温水

j受j責解凍 (40t)は.1.亙オ(1菜作も兼ね， Cole-Coleの円弧も

わずかに維持されるため. DFにおける解凍法としての可

能性が示された今後，浸i責溶液の温度条件等についてよ

り詳細に検討する必要がある.

要 約

ダイコンの DFにおける，脱水， l'伊東の条件に隠して以

下の知見を得た.

(l) 電気インピーダンスの測定結果，併用乾燥における

新鮮重最の 80%(93.4% (w.b.))までの脱水ならば，生試料

とほぼ開等の細胞模健全性を示した

(2) 脱水後における電気インピーダンスの測定結果，凍

結状態の細胞構造の観察，および内容成分の損失の観点か

ら，短時間で且つ内部水分を均一に脱水する併用乾燥は，

DFにおける脱水法として適用できる可能性がある.

(3) 硬さおよび貫入抵抗の結果 短時間の解凍で¥伺時
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に復水を行う温水浸i責解凍 (40
0

C)は表面硬化の抑制する司

(4) 解凍後のインピーダンス測定結果，温水浸漬解凍

(40
0

C) は復水性を有し， Cole-Coleの丹弧の維持が見られ

た.

今後は詳細な解凍に用いる蒸留水の温震および浸漬時間

の設定，加えてその後の微生物の繁殖しやすくなる解凍後

の温度管理の検討が必要である

本研究を遂行するにあたり独立行政法人食品総合研究

所計測情報工学ユニット，ユニット長である杉山純一氏

ならびに観察装置の担当者である藤田かおり氏には実験方

法，観察装置の使用の便宜を関って頂くとともに，貴重な

る御指導，御鞭捷を賜った 深甚の謝意を表す.
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