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首i;:阿 ヤマトイ モの次亜塩素酸*処J:，fJ1と 真空包装品の保存性

群馬県農業技術センター研究干1，告 第 9号 (2012): 17~22 

検索語一ヤマトイモ・次班筑紫目安水 ・真笠包装・保存

ヤマトイモの次亜塩素酸水処理と真空包装品の保存性

高畑浩之

要
>=:. 
自

県内のヤマトイモの多くは、取扱いなどの点から、洗浄後、通気性が低し、PE/PA袋で真空包装し

て出荷されている。本試験では、 各温度で保存し膨れ発生までの期間を碓認するとともに、次回塩

素円安 ;J(や通気性の高いPE袋の利用が保存に及ぼす影響を検証 した。 iコ卜~ /PA袋で;)J彰れがなく包装時の

形態が保たれた期間は、 70Cで約 4週間、 200Cで約 l週間、 300Cで l日であった。膨れは嫌気呼吸

によると推測され、低IE[流通が量ましい包装形態といえる。PE袋では、 7、20、300Cで10週間後も

膨れは見られなかったが、切り口の変色や突起の牛育など生理的な外観変化が大きかった。電fqij:水

処瑚は、膨れ防止の効果はなかったが、 一般生産l数は1/10となり食品衛生上一定の効果があった。

緒員

県内のヤマトイモの多くは、取扱いの利便性や書11

れ防止、外観品質の保持などの点から、洗浄後、通

気性が低い包材で真空包装して出荷されている。そ

の包装形態から常温で長期保存可能な商品と思われ

がちであるが、常1日下で長期保存された場合、特に

夏場の高温期には膨れが発生しやすし、。膨れ防止の

ためガス吸収剤を封入した包装品も あるが、コ スト

の点から一部に限られている。また、 現地から食品

衛生の向上のため安全性の高い機能水を洗浄工程に

用いることや、新たな包糾の検討も求められていた。

そこで、本試験では、流通現場での取扱いの参考

資料とするため、各温度で、保存し、膨れ発生までの

期間を確認することとした。また、洗浄工程に使用

する機能水としてゆく亜塩素敵水の使用や真空包装機

での包装が可能とされている通気性ポリエチレン包

材を利用して保存に及ぼす影響を検証し、今後の検

討資料とすることとした。

なお、次~塩素酸水は、平成 14年に食品添加物に

指定されており、農一産物の収穫後、保存の目的のた

めに食品添加物として使用することができるが、食

品衛生法ヒ、 水洗など使用後の除去が必要とされて

し、る。

試験方法

1 洗浄および包装

洗浄および包装は、太田市堀口町の農家施設にお

いて2005年10月17日に行った。ヤマトイモは、直径

33mm程度の俸状品の片側をカットし、 1本約200gと

した。

試験処瑚は、ヤマトイモを高圧水洗後、微酸性次

亜i拒素酸7l<.(森永エンジニアリング(株)Mp240を現

地で使用、以後電解;J(とする)を数秒間|噴霧して洗

浄し、この約50本をプラスチックコンテナ(サンボ

ックス +t45、三甲(株))中で流水下の電WI~* に 5

分間浸潰して、水切り後に l本ずつ真空包装したも

の(電解ノk処理有)、および、ヤマトイモを高圧水

洗後、水切りして 1本ずつ真空包装したもの(電解

水処埋無)、とした。

包材は、 PE!IコA袋 (60μm)車、 130X 295mm、ナイロ

ンホリ)および、 PE袋 (70μm)車、 150X 280mm、ポ

リエチレン三層、福助工業(株) r刊|キュ ーブJ) 

を用いた。

2 保存試験

恒温器((株)カトーSE24CRA 、 SP44CI~A 、 SE23CIA 、

エスペック(株)LGl12)の溜度は、 7、20、30、350C

に設定し、各温度で各処理 5袋ずつ保存し、袋の膨

れ程度、ヤマ トイモの軟化、切り口の変色や形態の

変化を毎 日調査した。

袋の膨れ程度は、達観により、 ・膨れなし、 ±

・膨れていると いう程ではないが、 袋と内容物との

聞が空き、緩みあり、+:明確に確認できる中程度

の膨れ、 4砂 袋の最大容量のHe;れ、の四段階で評
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価した。

包装直後および、膨れや軟化状態が異なる保存試

料を適宜抜き取りして、ヤマトイモを皮付きのまま

半月切りに切り出し、常法により 一般生菌数を測定

した。実際の加工調理の場面を想定し、 PE/PA袋の7

OC14日間保存品については、 ピーラー (Litter社)

で剥し、た皮と中身についても測定した。

また、常温で長期間陳列されたが軟化等の腐敗は

ない状態の商品を想定して、 20
0
C42日間保存した試

料を抜き取り、来IJ皮後、すりばちですり下ろして、

p]-] ((株)堀場製作所F-22)、白色度(ミノノレタ(株)

CM-3700d、SCEモード、20mmセノレ)、粘度 (srookfiel

d;制二DV-n 、スピンドノレLV1、すり 下ろし50g+水250g、

20
0C)を測定した。

結果

1 保存による膨れ、切り口変敗、軟化

PE/PA袋の真空包装品で膨れがなく包装時の形態

が保たれた期間は、電解水処理の有無に関わらず、

7
0
Cで約 4週間、 20

0
Cで約 1週間、 30

0
Cで l日であ

った(表 l、2)。

保存 1f1、ヤマトイモの切り口は、白いままで、カ

どの発生や発恨もなかった(図l、2)。

ヤマトイモの軟化や離水は、 7、20
0Cの保存では

10週間後もなかったが、 30
0

Cでは 8日後から電解

水処理の有無を合わせて10袋中 3袋に、 35
0
Cでは 4

日後には同10袋中 9袋に発生した。

また、電解水処理の有無、膨れの程度、軟化の有

無と生菌数の関係を調べるため、症状の異なる保存

品について生菌数を測定したところ、生菌数は、膨

れの進行程度との関係は明確ではなく、膨れの後に

現れる軟化症状に伴って大きく増加していた(表3)。

表l ヤマトイモ真空包装品 (PE/PA) の膨れに及ぼす保存温度および、電解水処理の影響(l~1O日)

保存温度電解水
("c) 処理 4口 10日l日 2口 3日

保存回数

5日 6日 7日 8仁| 9日

有

無

ウ

l

20 有

無 +→ー→ー→戸→ー→内→ー→-+→ー→一→+→一→-+-1内
一一一一主 一一一zz zzzzz zz~zz ZZZII 

30 イ当 :!:::!:::!:::!::士 IIIII +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ ++++・ S+・・s

無 一一一 IIIII IIIII +++++ +++++ +++++ +++++ ++++・+++・・ S++・s

35 有 :!:::!::士主主 +++++ +++++ +++++ +++++ +++・・ +++・・ DDDDD 

却:!:::!:::!:::t士 +++++ +++++ +++++ ++++S ++・・S +・・・S DDDDS 

注)反復数 5袋/区、電解水 微酸性次亜塩素直を水、保存開始日 2005.10.17 
膨れ程度 ーなし±袋緩み程度+中程度・袋最大容量 S途中サンプリング D腐敗等により廃棄

表2 ヤマトイモ真空包装品 (PE/PA)の膨れに及ぼす保存温度および電解木処理の影響(11~56 日)

保存j鼠度 電解水
("Cl 処理 14日 56日11日 12日 13日

数一
-口い
H

-
o
o
 

-
n
/】

口
μ-

存一
-
口
μ

・
l

口
木
一

2

1
・

35日 42日 49日

7 有

無

:!:::!:::!:::!:::!: :!::!::::t:!::土 土±土土土 土土土土土

:!:::!::!:土:!: :!:::t土土土 土土土土土 土土土±土

20 有 ±士主主主 +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +・・・S S ・・・s
無 土土土II +++++ ++十++ +++十+十十十++ +++++ +++十十十++・・++・・S S ・・・s

30 有 S+DDS S+DDS S+DDS S ・DDS SSDDS 

無 S++DS S++DS S++DS S ・・DS SSDDS 

注)反復数 5袋/区、電解水 微酸性次盟主包素酸水、保存開始日 2005.10.17 
膨れ程度ー ーなし±袋緩み程度+中程度・袋最大容量 S途中サンプリング D腐敗等により廃棄

口

0
1
E
'
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表3 膨れおよ び軟化と生菌数 (PE/PA)

電解氷 161れ 軟化 生菌数 備考

処理 (cru/g) (保存)

有 2.8XI03 包装直後

~ 5.7 X 10' 包装直後

司島 9. 9x 10' 7"C 14日

f旺 1. 8X 106 7"C 14日

有 + 2. 7X 106 30
0

C 9日
釦E + 6.8 X 10市 30

0

C 9日

有 • 6.5 X 10' 30.C 14日

保 • 2.7 X 10η 30
0
C 14日

有 • + 1.4XIO' 30
0

C 9日
市E • + 2.2X108 30

0

C 9日

注) 両端から 中央部を半円状 JOgX2連

保存試験(表 1，2) からサンプリング

ただし、 7cC 1 4 日 試料は保存試験外試~q

膨れ程度ー なし ±袋緩み程度

+中程度 ・袋最大容量

図1 PE/PA袋 7
0
C42日保存品(電解水処理有)

注)膨れ程度ー±緩み在j主

切り口 変色なし

図3 PE袋 7
0

C42臼保存品(電解水処理有)

注)膨れ程度 :ーなし

切り口 一茶色変色

表4 包材材質および膨れと品質 (PE/PA、PE)

包材電角í~7K 膨れ Hunter ~"占度九 pH 生菌数 備考

材質 処理 白色度 (mPa. s) (CFU/g) (保存)

PE/PA 有 +" 80 32 6.32 8.6 X IO~ 20"C42日

PE/PA 4lIモ • 81 39 6.49 3. 4X 106 20
0

C42日

PE 有 79 34 5.70 9.2 X 10" 20
0

C42日

PE 無 79 34 5.77 1. 8X 106 20
0

C42日

PE/PA 41lE 79 26 5.68 5.7 X 10" 包装直後

注)全て軟化な し、 " 5倍加水501‘pm測定、"・に近い膨れ
膨れ程度 ーな し±袋緩み程度+中程度 ・袋最大容量

-19-

図2 PE/PA袋 20
0
C42日保存品(電解水処理有)

注) II~れ程度 +中程度

切り口 .変色なし

図4 PE袋20
0

C42日保存品(電解水処理有)

注)膨れ程度 ーなし

切り口 茶~紫、変色

表面 :突起 ・発根あり
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表5部位別I菌数 (PE/PA)

電解ノk 音1¥位 生菌数

処理 (cru! g) 

有
皮音1¥ 1. 3 x 10'; 
中身 300以下

主任
皮部 6.0 X 10ti 
中身 300以下

注) 7
0
C 14日保存品、膨れ軟化なし

300以-'" 1/10希釈30個以下

また保存品の膨れに伴う色ゃれ!i度の品質を調査する

ため、中程度に膨らんでいるが、軟化や断水が見ら

れない20
0

C42日間保存品をすり 下ろして確認したと

ころ、すり下ろし品の変色ゃあ!1度低下はみられなか

った。 (図 2、表 4)。

PE!PA袋との比較のため供試したPE袋は、 一般のP

E袋に較べてヒートシーノレ適性や強度があり、真空

包装機でLの作業性はPE/PA袋と同等であり|日j題はな

かった。 このPE袋の真空包装品は、 7、20、30"Cで1

0週間保存後も膨れはなかった o 35
0

Cでは、数卜|後

には一部がヤマトイモの軟化により包装が緩んだが

その後も明確な袋の膨れは見られなかった。

PE袋の真空包装品のヤマトイモの切り 口は、保存

により黄色から~色に変色した(図 3 、 4) 0 7
0
C保

存では 4週間後にくすみが見られ、 20
0

Cでは4日後

に黄色、 10日後に一部茶色に変色した。30、35
C
Cで

は 2日後に鮮やかな黄色になり、その後茶色に変色

した。

20、30
0
Cでは 4週間後以降、 一部の切り"に黒変

やカピが観察されたが、軟化や離水は見られなかっ

た。 しかし、 35"Cでは、数日後、切り口部分の黒変

や陥没が認められ、電解水処理の有無合わせて 10袋

rjl 2袋で軟化と離水が生じ、 2~3週間後には l袋

を除き全て軟化離水した。

表聞には、 2週間後に、 20、30
0
Cで明らかな小突

起が認められるようになり、 4週間後には、両端近

くの突起の直径は、 20
0

Cで5mm、30
0

Cで10mm、35
0

C

で 3mm程度に成長した。30
0
Cでは切り口に発根もみ

られた。

なお、電解水処理については、処理により切り 口

の黒変や陥没がやや少ない傾向もみられたが明確で

はなかった。

2 電解71<処埋の衛生効果

電解水処理により初期性菌数は1/10科一度に減少し

衛生上一定の効果があった(表 3~5) 。 また、ヤマ

トイモのさ1::菌数は)支部に集1'11していた(表 5)ロ

考察

ヤマトイモのPE/PA袋の真空包装A111は、発芽、発

根、切り口の変色、カビ発生、などが抑えられ、ヤ

マトイモの外観変化が少ない包装形態であることが

改めて確認された。 しかし、保存温度が20"Cでも約

1週間後に袋の緩みが見られ、約 2週間後には明ら

かな袋の膨れが発生 した。

PE/PA袋の真草包装lllhの膨れの気休成分の組成は、

木試験の20
0C 7週間保存品をHt名らが社[IJ定したとこ

ろ、 二酸化炭素98.3%、窒素l.6%、酸素0.1%未満

(電解水処理有・ 1!\~ で同値、 GC/TCD法)であり、 気

体中にエタノーノレも673ppm(電解水処埋有、 GC/FID

法)、 601ppm (電解水処理無、 GC/FTD法)検出されて

いる(未発表)。膨れの気体組成は、電WI{71<処埋の

有無によって大差なく、 一酸化炭素が主でエタノー

ノレも検出されたことは、 PE/PA袋の真空包装品の膨

れがヤマトイモの嫌気H和泉によることを裏付けるも

のであった 1)、九

PE/PA袋で膨れがあるものの軟化していない保存

品では、 す り下ろしi日の粘度低|ミーはなかったが(表

4)、30
0
C、35

0
Cの高温下では変敗が早く、 35

0

Cで

保存 した場合 、 41:1 後には、ほぼ全袋で、軟化やIlîfí~ 7J(

が発生 し、思臭が強く、すり下ろしでもあli}jtが低く、

食用にならなかった。

PE/IコA袋の真空包装品は、その形態から常洞で長

期保存 J.lJ能な商品と思われがちであるが、本来、低

温流通が些ましい包装形態であり、 20
0
C前後の常温

下でも、嫌気呼吸による膨れが発生しやすし、。ヤマ

トイモの町/1コA袋の真空包装品については、 一般の

生鮮食，'ij'，.Miの取扱い期間の管理が必要と思われる。

一方、通気性が高いPE袋で真空包装を行い保存試

験をしたところ、 20
0

Cの常渦から30
0

Cの高調下の保

存でも膨れは発生しなかった。嫌気H乎吸が穏やかな

がらあり、かっ包材表市から嫌気呼吸により発生し

た気体が放出していた可能性も否定はできないが、

ヤマトイモの表皮に密着した通気性の包材を通し

て、呼吸に必要な蔽素の供給がある程度可能であり、

嫌気呼吸を起こさずにすんだため膨れが発生しなか

ったのではなし\かと推測される 。 また、この好気I ~I句

な呼吸活動により、切り口の変色や突起のこt育など

ヤマトイモの木来の生J1Hlf&'弱jによる外相l変化がi.1tん

だと思われる。

ハUつム
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取扱いの利便性の点からは、 PE袋でも、 lコE!PA袋

の代用が可能であり、低温流通で活用可能と思われ

る。 しかし、 PE袋では、 7
0
C保存でも 4週間後には

切り口にくすみが生じており、少なくとも外観の点

からはPE!PA袋の包装品の方が、消費者から新鮮な

ものとして受け取られる可能性も高い。低温流通を

前提としても、 i事ii且 rにさらされた場合には、 PE袋

では膨れを伴わずにカビ発生や軟化などが生じる

が、 PE/lコA袋では、まず袋の膨れが進行しこれに続

いて軟化等が生じるため、膨れが明確な商品性のバ

ロメーターともなりうる会

電解71<は、低濃度の有効塩素(微酸性次車塩素酸

水の成分規格 10""' 30mg/kg) でも高い殺菌効果を

持っており、カット野菜に使用した場合には、次亜

塩素酸ナトリウムを使用した場合のような塩素臭の

生成や野菜の色調変化、 トリハロメタンの生成の危

険性などの品質低 Fの点をネiliうことができる 1)こと

から、今後一層の活用が期待されている。

その一方で、電解7J<.は、恨菜類などのように、有

機物が多く付着した農見物に関しては、 一般的に殺

菌効果はあまり期待できないとも思われた。今回供

試したヤマトイモは凹凸が少ない俸状品であり、か

つ、現地に導入されている高圧洗浄機によって表lai

の付着物があらかじめ良く除去できていたこともあ

り、木試験では、初期生菌数を減少させる一定の効

果が見られた。

PE/IコA袋の膨れの原因は、ヤマトイモの嫌気呼吸

によると推定されるが、今後は、衛生的な観点から

嫌気性菌についても検証が必要であると思われる。

電解水は、芽胞を含む 1).i1広い抗菌|企を有することか

ら、嫌気性芽胞菌等についても電解水処理によりあ

る程度の効果が期符される。なお、電解水中の有効

塩素は、前述のとおりヤマトイモのような有機物の

付着の多い食品では、消滅しやすいことが知られて

いるが、実際の使用にあたっては、現地の保健所の

指導を受けることが望ましし、

また、ヤマトイモの生菌数は皮部に集中しており

内部からは検出されなかったことから(表 5)、特

に生食する場合には、購入後の淵理加工において、

良く洗浄してから剥皮することが衛生上重要であ

る。使用器具類の洗浄も含めて適切に加工処瑚され

た場合には、極めて衛生的な食品となると推測され

る。
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Hypochlorous Acid Water Treatment and Preservation of 

Vacuum-packed Yamatoimo 

Hiroyuki TAKAHATA 

Summary 

Many of the Japanese yams， 'Yamatoimoヲ inGunma prefecture are vacuum-packed and shipped using the PE!PA bag 

with low breathability， after washing. In this study. the packages were exposed to various temperatures， and the period 

untif they began to swelf was monitored. ln addition， the effect of using hypochforous acid water and a PE bag with 

high breathability on preservation was examined. Wh巴nthe PE/P A bag was us巴d，the period during which the bags did 

not swell and kept the form they had at the time of packing was about 4 weeks at 7 "c， about 1 week at 20 "c， and 1 

day at 30 ~C. It was concluded that swelling was due to anaerobic respiration and that it was desirable to treat with 

low-temperature circulatiol1. When we used the PE bag， 110 swelling of the bags was observed after J 0 weeks at either 

7， 20 or 30 "c， but there were changes in the physical appearance of the yams， such as discoloration of the cut end 

surface and growth of the projectionラ whichwere significant. Although using electrolysis water was ineffective in 

preventing swellingヲ thestandard plate count was l/IO of the base level.、 andso ther巳 wassome degree of effect on 

food sanitation 
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