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チクワ漂白の目的で行われている過酸化水素

慮理についての検討※

キ{手 本

ON THE BLEACHING TREATMENT OF“CHIKUW A" (A FOOD 

PRODUCT OF FISH MEAT JELL Y) WrTH H202 

By 

Shigeru UMEMOTO 

滋

During Chikuwa processing， the bleaching treatment with H~O~ - wetting the 

.surface of the product with dil. H~O~ solution is occasionaly adopted. The author 

.studied the bleaching treatment and its infiuence on the products. 

The concentration of dil. H202 solution using as the bleaching agent was O. 85 

-3.5 per cent. It seems probable that the decomposition of HtOt in the bleaching 

solution would occur during treatment; however， no distinct decrease of Ht02 

.concentration was observed. It may be thought that， this stability of H20t is due 

to the e任ectsof some stabilizers， which are considered originally contained in the 

H202 solution. 

It was observed that， the H202 solution which wetted the surface of Chikilwa 

'permeate into the products thus resulting the bleaching e任ect.Bleaching treatment 

with HzOz showed also some valuable antiseptic effects on the products， such ~as 

'prolongation of the preserving period. 

チクヲ製造の際に、その色を白く仕上げる目的で、結焼直後にチクワの表面を dil.H202 液で

掃 す庭理を行う場合がある。 目的は閉じではないかも知れないが、H202 庭理は他の煉製品でも

行 うととがるる。 チクヲの商品的{買値の維持、更に向上のために黄色味を沿びている チクヲ左白

くするとゅう 「色調」の改善に主力が注がれている ととには、反省しなければf友ら主主い賠が多い

で あろう1九九併し原料魚に1!JJj約をうけて、 魚種 ・鮮度等の開係から白い製品のっ くり にくい場

合には、色についても何等かの庭理をと施さなければならぬ立場に業煮は主旨かれ、潔白虎理を飴犠

友く させられている場合も可成り見受けられるりが現吠であり 、ホツナ ・スクソ ー肉の漂白方法

については三輪3)・岡元。等の報告がある。 著者は業者が顔白む目的で行っている H20t庭理に

ついてと、 それがチクワにどりような影響をと及ぼしているかについて検討を行った。

チクワの H'IO~ 虚理法の概略

チクワの H202廃理は塩釜地方ではヨえのように して行主主っている。 持燥を格って熔焼協の末端

J亡到達 したチクヲは、ととで回時 しながら、上方から dil.H202 液θ シャワ ーを約 4秒間浴t人

チクヲの表面は H202 液で濡らされて、その庭理を移る。 H202 液は conc.H202原液(約35，%)

※ 東北海毘水産研究所集積第67披
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遣と誼度にうすめて調製し、 カメ・樽等の貯槽に入れてあ b、 チク ヲ表面を探 して滴下した H20r

液は貯糟に回牧され、 連続的に循環して使用される。 貯相r~r:jの H202 液が少く友って来る と 、

H202液が追加 される。 地方によってはチクヲを H202液中に浸 したり、 H202液商上をとるが

す方法をとっているととろもある。 カマボコ・ナノレト傘 ・ハンペン等の製造の際には、 H202 液

中に浸 しているのを見るととが多い。

寅験反ぴ考察

1. KMn04 による H20，~ 定量値についての検討

チクヲ t~i 白庇理に使用中の H202 液(以下チク ヲ H20Z 液と III普記)は循環して使用されてゐ b 、.

EE理中にチクヲからの有機物の混入が考え られる。 KMn04に よ る 定量C際に、試料中1'1こ有機

物が混在しているととによる H202定量値えの影響の程度について次のよう左検討を行った。

H202 庇理を行っていえ主いチク ワの表暦部(厚さ約 2mm)20gから7K100ccを用いてチクヲ

抽出液を得、dil.H202 (分研用 30% H202左越度に稀躍 したもの)5.00ccに有機物として上

に得たチクヲ抽出液 5.00ccを加えた混液について KMn04によって H202をと定量 した。チク

ヮ H20;J液についても同様に、チクワ抽出液を添加 して H202を定量 した。叉ア プラガレイ肉，

20gをと水 100ccで抽出して得たアブラガ νイ抽出液を有機物と して H20:!液に添加 した場合に

ついても同様にして H202 を定量した。その結果は第 1表の如くである。

有機物として添加されたチク ワ抽出液、アブ

ラガ νイ抽出液中の N 含量ーは夫々 0.086%，

0.114%で、 チクヲH202 液CDN合星1:(後任1第

3表〉に比し非常に大きい。第 1表に於て、有機

物が符在するときには、 H202定量:値の愛動は

大きく なるととが認められるが、特に大きいと

は考えにくい。以下の質験で H202の定量は

E品1nO去を用いて行つである。

2.チクワ H202液の性獄

業者は H202原液(約35%)を7Kで'j血首に稀

轄して使用している。数ク所の工場で、チクヲ

H202 液の濃度について測定した結果は、第 2

表の如 くで、 H202 濃度は可成 り民い範囲に亘

っていると と をど知る。 業者は比較的に長I.~g;jとをな

びているチクヲの場合、例えばホック肉や、f!f;

鮮度のスクソ ~~J ti::'多;量に用いたチクワのとき

第 1表脊鎚物の混在してい~

試斜についてのH温O2定量償
1.有機物と してチク ワ抽出液'-i'添加

有機物添 I 1 

H;JO;J液加?有無|無 底 理|有機物添加

の極類 "'----1 

山 見O2 液|

…202液|

2.82% 

2.82 

2.80 

2.81 

2.83% 

2.83 

2.80 

2.80 

2. 有機物としてアプラガレイ肉抽出液を添加

有機物添 1 I 

202液加?有無|無 路 盤|有機物添加

の種類 --"""'___I 

dil 机液| 2.84% 2.87'克

2.85 2.87 

3.26 3.15 

3.24 3.15 
チクワ H;JO;J液 3.20 3.22 

3.21 3.16 

には幾分か高めの濃度。 H202液を使用すると云っている。
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1.14 

25~ 

1.82 

351 

085 

チクワ表皮の破片

や、油欣物質の浮砕しているりが認められる場

合が多い。 HZ02 1.京液、及び、これから調製して

チクヲ H20Z液は白濁し、チクワ HjO~ 渡の温度

試 H;lO主務室 皮く%)

第 2表

料 No.

Tム

η
L

町、

υ
4
-

戸

b

漂白庭沼!に使用中のチクワ HZ02液についての

チクワ H202分析の結果は第3去の如くである。

蒸蛮践笹としては組脂肪がその可成り液では、

これは結躍時にチクヲのの部分をと占めてゐり、チクワ H20;l波及びその原;凌のー般組成第 3表

表面に塗布している油(接き上 りの色左ょくす
チクワ H20:l7夜

料 1I試 るために油を塗ると業者は云っている〉が、液原
料 II

一部洗い落されるととにH202庭理によって、
透明

2.0 

32.8 

010 

起因するものであろう 。N.NaCl等は儲切込なが

ら認められる。

3.チクワ HzOzj夜の安定性

新しい dil.HZ02液が補給されたときを庭理
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翻外

時間の O分として、漂白庭理中にゐける H202

液の濃度の鐙イ七を しらべた結某は

3 第 1聞の如くで、大韓同一濃度に

保たれているととを知る。然 L北

温

度

A
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海道水研網走支所で、の定量結果で、

は H20Z濃度の低下が認められる

40。5
著者の定ととを報告している1)。

度
ハ
U
A
)

量の場合には、庭理時間毎のチク
JO 

ワH202液試料を工場で入手して
F 

から、賃験室に持ち踊って H20:l

の定量を行うまでに数時間を経過

しているとともあり、試料は入手

屍理時間(分〉

漂白慮理島幸のチクワ H202液の温度と温度の墾化

o H;J02濃度;X H202液の湿度 ー

60 ヂド ♂..~40 20 時には 40-50"Cの温度であり、

試料中に有機物の混在していると

第 1画とが考えられる等のために、He02

定量までD経過時間中に H202の

とのH20e濃度が一定値まで低下してしまった結果かも知れぬ懸念がるったが、一部が分解し、

ととについて検討を行ったととろ、そのような懸念は殆んど要らず、 試料の H20Z 濃度は安定に

(105 ) 

保たれているととを知った。
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チクワ H~02 液0循環装置に金混と して Cu・Fe・Sn 等を使用 している部分がある とと 、 H202

液は循環によ る揖枠が絶えず行われている と と、 有機物。混入が考えられるとと、 H20~ 液の貯

槽として木製D樽を使用している とともある等、H泊O2 液の分解を促進しやすいと考えられる保

件が多い。一方第1固にみられるように、チクヲ H宅O2 液θ濃度は安定に保たれているりで、ヨた

のような検討を行ってみた。

金属の影響分析用 30%H~02 

から dil. H20~ 液を調製し、と

の dil.H202液加ccに金毘 2g 5 2 

を入れて、 湯浴中で約 500C に 漉

保ち時々振盤 し、 一定時間毎に 皮

H202 濃度左測定した。金屈とし 81 

一 ~+ 5" 
乞ー焼処理

ヘ+F忌

ピ+Cu

ては、 チクワ工場で使用されてい

る H201庭理装置。材質査と考慮に

入れて、 Cu(板蹴のもりを細切)、

Sn (粒肢のものを細切入 Fe(砂

欣〕を夫々使用した。その結果は第

n

J

4

4

'
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時間 (分)

第 2圃 Cu.Fe.Sn等の金贋の添加が
H20~ 液の濃度の時間的塑化に及{ます膨響

2闘の如くで、Fe.Snの存在は謝j尽の

60混 無庭理(金屈を添加せず、約 500C に

保つ〉の場合に比較してH202濃度の箆
50度

号化は大差は主主いが、Cu を添加したも

40V 
のでは H202濃度の低下は著しい。宵

↑ 
HZ02 . 

20 40 60 

7I'くi翠:;)は Fe++.Cu++は何れも H202

の分解た促進するととを報告している。

ヨえにチクヲ H202 液を試料と して、

とれにCuを添加した場合の H202の議

度鑓化について、上と同様な僚件で貫

験を行った結果は第 3園の如くで、そ

時間 (分〉

第 3圃 Cuの濃加がチクワ H20温渡

の湿度の時間的建ftに及ぼす修響 園で、 分析用 dil.H202・液 ・チクヲ

H202液の雨者聞には、 Cu存在下での H202の安定性に大きた差がある ととを知る。

の濃度の低下は僅少で、ある。第2・3南

尿棄の影 響払O2の安定剤には無機物、有機物が各種知られているが 6〉，7〉，h 尿素もそ

の一つに主主っている。ベーパー ・クロマ トグラフ法によって尿素の除1.A9)を試みたところへ H202

原液中には尿素が認められなかったが、チクヲ H202~夜中には尿索。存在を認めた。 一方チクヲ

(106 ) 
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チクワ0漂白虚原料としてはサメ肉が使用される場合が多いから、チクワ H~02 液中。尿素j士、

理時にサメ肉に由来する尿素が、チクワ H20~ 液中に移行したものと考えられる。そとで尿素。

H202 に謝する安定化。作用の程度Eとみるためにきたの賞験を行った。

分析用 30%H202から調製した dil. H202 80ccに Cu2g (板状。ものを細切)及び尿棄を

加え、湯浴中で約 500C に保ち、前記と同様にして、 H20~ 護度の礎化をみた結果は第 4 圃の如く

で、尿素が H202の安定性を

増す効果むあったととは認め

られるが、第1・3固にみられ

るチクヲ H202液D極めて安

理由になるとは考えにくい。料

市原 H202液には一般的に

定であるとと0設明に劃して

は、尿棄の存在がそり大きな

3 

2 国
μ

。こ縫

度
(
V
A
)

安定剤が入れられてるるりが

時間(分〉
尿棄の添加が H20~ 渡の温度の時間的廼f色に及lます彫響
I .…・・無慮盟(H20280cc)
II…...Cu添加 (H20280cc+Cu 2g) 

III…・尿素添加 L丸山 80::亡トCu2g+尿素0.008g)

IV...…尿素添加 くH~O~ 80cc+Cu 2gート尿素 0.08g)

普通のようである。硫酸・燐

酸等は H~02 の安定剤として

80 60 40 20 

知られてゐり、一方チクヲ漂

白用の H202原液の pHは低

第 4圃

く、 SOi-.P04ーーの反躍が

HZ02原液認められ、蒸護捜査は吸i~性が強かった。チクヲ H202 液の極めて安定である0は、

に入れてあると考えられる安定仰!の存在が、その大きな原因となるものではあるまいか。

その他には、漂白庭理時にチクワ 見 O2 液中に移行してくる各種佑合物で、安定期としてり作

用をもっ化合物(例えば尿素の如き〉の混入や、金置に劃する燭媒毒としての作用、又或は石川等10)

H202安定化に有害な金居イオンを吸着する作用を示す腰が述べている Sn02の作用のように、

質物質の混入等が考えられるであろう。

何れにしても、チクヲ H202液は安定であり、チクヲ0表面に附着した Hρz液の分が.標白虚

H包O2現によって消費される H202 の大部分を占めるととになる。ある工場での測定。倒では、

J 

の消費量はチクワ 1本首り 3-6ccであった。

*一夫君上昇法

展開剤:Bu-OH・酷酸・水 (4:1:2) 
室主色剤:ヂメチノレアミノペンズアデヒド 19+Et-OH30::c十conc.HCl 30cc十Bu-OH200，;c 

1000Cで 2，3分加熱して裂色「策色スポットコ

Rf: O. 49-0. 53 (足立によれぽ 0.55)
料第 4闘の貨験で・は尿素η含量fì試J料 H~O温液中夫ノセ 0.01 ， 0.1%になっている。第3表刀チクワH202

液中の Nが全部尿素ηNであると俄定した場合の約 1/4-2倍量に相営ずる。

(107 ) 



東北水研:研究報告 ~5銃

4. H202のチタワ内部えの濯謹と漂白効果

黒ずんだ黄色百三呈しているチクタに H202鹿理を行うと、庭理後2，3時間経過した後では、 デ

クヲの表面だけで主主く内部も色が白く冴えたものになるのが翻案される。例えば第4表の如くで

ある。そしてとの色調む鑓イ七は無庭理・庭理を 第4表チクヲの E孟O2慮理による色調*の婆11:;

明瞭に判別できる程度むものである。 H202液 」

の代りに温場で掃す庭理をチクワに施しでは、 去言ト~I 無 聡

その色は一向に白くならず、叉H202 の器自作

用の性質も併せ考える左らぽ、チクワの漂白効

果は H202 によるものと考えるのが安富である

表 面lN03;4iN01; 
内 部 No.2 1 No. 1 ; 

*色調の番放は色名帖〔日本色彩研究所， 1949) 

による。

2 

2 

う。短時間内にチクヲがその内部まで漂白される ととは、 チクヲの表面を掘 した H202 が、内部

にも容易に惨透するととによるものと考えられ、ヨえのよう友検討を行った。

チタワ内部に濯透した H202の検出法 蓮元されて無色になった ロイコメチレンブルーが、酸

化されると青色のメチレングノレーに友る性質を利用して、 ヨえの方法でチクワ 内部に惨透 した H20Z

を検出できるととを知った。

(1) M/100メチレンブルー水溶液に等量の dil.H2S04 を混じ、とれに少量の Znを添加して

色素を還元する。液が殆んど無色になったととろで(約30分を要した〉、強め dil.H2SOd に Zn

を添加して水素の護生している液で漁した憾紙を用いて路過し、 ロイコメチ V ンブノレ{液を施液

として得る。 iI.意過により、 i慮液は僅かに青色をとたびるが、 これは以下で行う H202の検出には左

程不都合はない。

(2) 5x2cmに切った櫨紙片にロイコメ チ νンプノレ{を浸ませ、 飴分に附着 している色素液は

別の大型i慮紙の聞に挟んで除去する。

(3) ロイコ メチ νンプノレ ーを浸ませた癒紙を、 HzO!tを検出しようとする試料の切口の断面に

挟む。

(4) 1分後にi慮紙をとり出 し、施紙上での色素の査委色の有無を検する。 iとの場合、 U齢氏上で色

素の護色の認められた部分に相嘗する試料で、 H202の存在を示すものと考えられる。

(5)ロイコメチレンプノレーを浸ませた櫨紙は、空気中に長 く放置するときには、酸化されて青

色にたるので、使用の都度検出用施紙をつくる。

チクワ・カマボコをと試料として、上記D方法で H202の検出の換備試験をしたところ、 躍紙上

で色素の琵色の認められた部分と、長排ヰむ漂白されている部分とが大瞳一致してたり、避に登色

の認められなかった部分と、約料の漂白されていない部分も大骨量一致していた。試料の温度の高

いときには低いときよりも、短時間内に色素の護色が認められた。叉試料の漂白されていない部

分や H202鹿現を行っていない試料では、温度が高くとも。色素り費色は認ゐられ7仕かった。

チタワ内部えの H202 の遷遁 H202慮理を行ったチクワを試料として、その環吠の断面につ
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いて上記の方法でメチレンブJレーの護色帯のrl1(との巾がチクヲにゐける HZ02惨透!青白厚さに

相賞すると考え る〉を測定 した結巣は第 5園の如 くで、 チクワ表面左鳴した H202は時聞の経過

7 

6 

5

4

J

2

 

国
も
u

穆
透
師
団
の
厚
さ

(g
g
u

に伴い、失第l亡内部に蔭透し

てゆ くととがわかる。 H当02=

庭珪後、 1日を経過したチク

ヲでは擁紙上での色素の主主色

は不明瞭か、又は全く認めら

れない場合が多かった。

5.チクワの H202 鹿理に

よる保議効果

1 2 3 4 
H;l02路国後経過時間〔時潤)

第5圃 H;102慮理Lたチクワにおける

H202 ~昏還暦の厚さの時間的饗化
(7 個の測定値~平均値〉

めに、失の試験を行った。 H202庭哩を行ったチクヲ、

煉製品D ネト防止策として、

H202の使用が知られている100

擦自の目的で行われているチ

クヲの庭理の保蔵の面から翻

た場合の効果の概i絡を知るた

及び、針!照として無庭理のチクヲをと夫々 5

5 

本叉は 10本づっ使用して、 1本宛セロファン紙で包み、約 200Cで貯蔵中の鐙イ七を観察した。そ

の結果を概括して表示すると第 5去の如 くで、業者が漂白の目的と稿して行っている H202庭理

の保蔵効果は充分に 第5表 H;lO;l虚理を行ったチクワの保蔵試設

1. 貯可決tiJ，品交 21.0-220.7C チグワは夫々 10本乞使用
認められ、特にネ卜

の舵防止に大きな よiml1 
1

2
1 

3 
I 

4 I 5 
I 

6 

効果をもたら してい

るととを知る。 H202

底理を行ったチクヲ

の孔の内壁でのネト

の百芝生が、 無 慮 :fl!l.

のものに くらべ遅い

のが観察 されたが、

とれは第5闘の H202

のチクヲ内部えの蕗

透の結果をと裏書きし

ている ものと考えら

Tifl Tif|;;;:ご
制に 泊 I~g~l;:引ー;:~I設|奈用語

成 FF11
包叶食用に遡112lTZJ22|
民O2Mt叩tこ趨l食用心用叶T三塁liTZ

2 3 4 5 

れる。叉無庭理のチク ヲはネ トの護生後は、次第に軟化 ・崩壊し、完全に腐敗 して しま うのが観
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察されたが、一方 H202庭理したチクワで、は、そのような腐敗はあまり見られず、 カ 1:."の費生と

乾燥が~とり、次第に痩せ細ったチクヲにtx.るのが観察された。

上記。結果から、漂白のために行っている H202滋到!は、 鮮度の低下した魚肉笠原料としてつ

くられたチクワに劃しては、 その保蔵効果も考慮吃入れられるぺきもりであろうと考えられる。

併しその保減効果の程度については、上記の簡単な貰験結果から結論をと求占うるのは無理で、、原料

魚肉の鮮度や、配合する澱f}}中の細菌等と閥聯して、詳細左足検討を行わなければ友らぬもりであ

ろう。叉域製品の保蔵方法のーっとして、 H202庭理法D可能性:については、再検討の{買値があ

るのではあるまいかとも考えられる。

6.チタワの物理的性棋に及ぼす H202虚理の影響

チクヲの品質に閥奥する要素の一つに、物理的性肢がるる。 H202鹿理をど したチクヲは軟かく、

蛸力があるような感じがするが、無庭理のチクヲは畿介硬 く、 開カに乏 しく、品質が劣るよう な

感じをうける。著者は松本・新井12) の方法によって、凹みの強度・破れの強度を測定してみた。

即ち製造後 1日左経過したチクワを長さ 2cm1'L切って測定用試験片とし、 その断面について直

揮 5mm の球形 plunger を用い、凹みの強度は plunger の沈下距離~ 5mmとした。毎回 5

本のチクヲについて得られた測定値の平均値は第 6表の如くである。凹みの強度 ・破れの強度は

工場によって夫々可成り具.なり、凹みの強度に

は H202鹿理の有無による差は認めにくいが、

破れの強度では各工場別にみるときには、 H20，!

虚理をしたチクワの方が、無慮理のチクヲ0そ

れにくらべ大きな値をと示しているととが認めら

れる。併しとれ等の測定値を、上記の燭l誌によ

る観察の結果と直接にむすびつけることは、現

段階では無理があると思われる。

要

第 6表 H:102tIit理の宥提とチクワの物理的性賦

智ぷ)I雌 η有無 l凹協強度|破ぜ戸
1 I無慮理| 匁5 l 2m 

見O2成理 198 I 303 

1 I無威理I~日| IU 
H諸ρO臼謁 B縮8理 17乃9 I 2幻37

1 I無掲理| 忽
H凡2ρO山2慮理 2却06

255 

326 

約

1. チクワの色を白く仕上げる目的で、 チクヲの表闘を Hρz 液でit!tす底理~行う場合がある。

ζ の H202rilR理についてと、それがチクワに及ぼす影響とについて検討を行った。

2. チクワ潔自の目的に使用されている H202 の濃度は 0.85-3.5%であった。

3. 漂白虎理時に H202 液の漫度の壁イ七は僅かで、大謹一定に保たれていた。 とれは H202液

に入っていると考えられる安定剤tl<D存在によるもので是うろう。

4. H~02 庭理によってチクヲはその表面だけでな く、その内部も白くなるりが観察される。チ

クヲ内部の H202 の検111法を定めた。との方法をと用いた結果、チクワ表商Eと漏した H202は次第

にチクワ内部に諺透してゆくととを知った。

5. 漂白白目的で行われている H202 鹿理は、チクワの保蔵性~増す効果があると とを知った。
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6. H202庭理によって、チクヲり物理的偶感がよくなるようた感じをうける。物2fF的性i伏とし

て、凹みの強度・破れの強度の測定を試みた。

終 Pにのぞみ、御懇切な御教示をいただいた利用部長谷井技官・東海直水産研究所右悶技官に

厚く謝意it:表する。叉J.l験試料の入手に多大の便宜を輿えられた水野工場・相庄工場・後藤工場・

相菩工場に厚く ゐ嘩申上げる。
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