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新漬けオリーブの加工条件に関する検討

柴崎博行，藤 川 護 ， 吉 岡 直 美 ， 大 谷 尚 美

新漬けオリーブ製造に係る原料果実の保存条件，及び製造用水に含まれる無機成分が製品の品

質に及ぼす影響について検討した.保存条件については，冷蔵保存した場合の品温の低下及び保

存時の果実の乾燥が，脱渋の低下及び製品の色調の変化の原因となることが示唆された.また製

造時に使用する水にカルシウムあるいは銅が高濃度で含まれる場合，製品の色調の変化による品

質の低下を招くことが示唆された.

1 緒言

小豆島を中心として製造されている非発酵型テー

プルオリーブスである新漬けオリーブ(以下新漬け)

は，収穫したオリ}プ果実を速やかに脱渋・加工し

て製造されている.しかし今後オリーブの生産拡大

が進められるなかで，オリーブ果実の収穫量が増大

し，また収穫時期が集中した場合，一度に加工しき

れない原料果実をやむを得ず一定期間保存せざるを

得ない事態が想定される.

原料果実を加工まで一定期間保存することにより

新漬けの品質が変化することが想定される一方，メ

ーカー側としては製品の品質になるべく影響を与え

ないよう適切な原料果実の保存を行う必要がある.

そこで今回，オリーブ果実の保存試験を実施し，新

漬けに加工した際のその品質への影響について検討

を行った.

また，新漬けの品質に影響を与えうる要素として

使用する水の水質が挙げられる.とくに含まれる無

機成分については水道水で、も水源などにより異なる

と考えられる.そこで，水に含まれる主な無機成分

についてそれらが新漬けの品質に与える影響につい

て検討を行った.

2 実験方法

2. 1 試料

試験用オリーブ果実として，農業試験場小豆オリ

ープ研究所で収穫された Mission種の果実を用いた.

2. 2 原料果実の保存・加工試験

1試験区を原料果実 1kgずっとし，ガスバリア

性のある食品用のポリエチレン製規格袋 (XL-28，
富士インパルス(株))に小分けした.試験区として

常温 (200C)及び冷蔵 (4
0

C) の温度区を設定し，

更に果実を小分けした袋の口を開けたままの開放区

と，手で空気を押し出したのち加熱シールした密閉

区，そして果実を水に漬けた水浸漬区を設定した.

各条件で 3日間保存したオリーブ果実を，常法に

従って新漬けに加工した. 4
0
Cの温度区については

冷蔵果実を速やかに脱渋した試験区と冷蔵果実を常

温に戻したのち脱渋を開始した試験区を設けた.

2. 3 無機成分の影響の検討

生活用水， とくに飲料水で基準が定められている

無機成分のうち，鉄，銅，硝酸，塩素，カノレシウム

の5成分を対象とした. 1試験区を原料果実 200g

とし，各無機成分について表 1のとおり水道法で、定

められている基準上限値とその 10倍濃度の溶液を

調製し，これらを使い常法どおり新漬けを試作した.

表1事賭け舗量月抹への鯛鋤或~'O))勅鳴度

対象元素・水道法の基準 試験区(mg/L)
添加物質

塩 値(mg/L)
基準値x1基準ljix 10 

鉄 0.3 0.3 3 FeS04・7H20
塩素酸 0.4 0.4 4 NaCIO 
銅 10 CUS04・5H20

硝酸 10 10 100 KN03 

カルシウム 300 300 3000 CaCI2・2H20

2. 4 新漬けの品質評価

総ポリフェノー/レ量の分析は，没食子酸を標準物

質として既報 1)に準じて行った.

新漬けの表面色の評価は，分光式色彩計 SE-
2000 (日本電色工業(株))を用いて実施し，色度は

L*a*b*表色系 2)を用いて数値化した.

3 実験結果及び考察

3. 1 原料果実の保存条件の影響

原料果実を 2%水酸化ナトリウム溶液で脱渋した

際の脱渋液に溶出した総ポリフェノール量の分析結

果を図 1に示した.保存雰囲気については，水浸漬

区，閉鎖区，開放区の順で脱渋されたポリフェノー

ノレ量が多かった.保存雰囲気については，果実の表

面の乾燥が脱渋の度合いに影響している可能性が考

えられた.

また保存温度については，常温と比較して冷蔵で

は脱渋されるポリフェノール量は少なかったが，冷

蔵から常温に戻したのち脱渋した場合には脱渋され

るポリフェノーノレ量は常温と同等あるいはそれ以上

であった.すなわち，脱渋時のポリフェノーノレ成分

の溶出には温度条件が大きく影響していることが示

唆された.

各試験区で試作した新漬けの表面の色調を測定じ

た結果を図 2に示した. Lぺa *， b *については

それぞれの数値により表 2に示したような色調の違

いを示す.水浸漬区，閉鎖区，開放区のそれぞれに

ついて，冷蔵保存の場合，常温保存と比較して L*
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また保存雰囲気については，原料果実を水に浸潰

すると空気雰囲気で保存した場合より品質の変化が

小さいことが示唆され.果実の乾燥が原因として考

えられた.

3. 2 無機成分の影響

各無機成分を含んだ、水で、新漬けを試作した際の果

実脱渋液，及びそのあとの水洗液に含まれる総ポリ

フェノール量を比較した(図 3).脱渋液について

はカルシウム添加区のみ溶出したポリフェノール量

は低く，他の無機成分添加区では対照区と比べて総

じてポリフェノーノレ量は高かった.また 5回目及び

8回目の水洗液については，ともにカルシウム添加

区でポリフェノール含量は著しく高かった.以上の

ことは，カルシウムを含有する水で脱渋した果実か

らは渋味成分すなわちポリフェノーノレ成分の溶出が

少なく， 一方で、水洗を繰り返してもカルシウム添加

区では果実に残存するポリフェノール成分が徐々に

溶出していることを示唆すると考えられた.
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は低く a*及び b*は高くなった.これは色調が

暗く青みの弱し、褐色を帯びたことを示す.一方，冷

蔵果実を常温に戻してから脱渋した試験区では，色

調は常温保存試験区に近い結果となった.特に水浸

j責区については，他の雰囲気と比較して色調は対照

区に近いものであった.

以上のことから，新漬けの品質には脱渋開始時の

品温が脱渋の程度と製品の色調に影響を与えること

が示唆された.脱渋時の温度が低いと脱渋速度が遅

く原料からの渋味成分，すなわちポリフェノーノレ成

分の溶出が不十分となり果実中に残存するため，こ

れがのちに酸化褐変して色調が悪化すると推測され

た.

図1

じ a*b*により表される色調表2
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試作した新漬けの表面色の測定結果を図 4に示し

た.カノレシウム添加区では対照区及び他の試験区と

比較して L*は低く， a *及びb*は高くなった.こ
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れは色調が暗く青みの弱い褐色を帯びたことを示す.
また銅添加区でもカルシウム添加区ほどではないが，
同様の傾向が見られた.

カルシウムと銅添加区で見られた色調の変化に原
因についてはそれぞれ異なると考えられる.カノレシ
ウムの場合，脱渋液のポリフェノーノレ量が少ないこ
とから果実からのポリフェノーノレ成分の溶出を阻害
していると考えられた.カルシウム添加区では水道
法に基づくその添加濃度は，他の無機成分に比べて

非常に高いため，高濃度のカルシウムイオンが果実
の細胞壁に含まれるべクチンなどの構造物質に作用
している可能性も考えられた.一方で、銅添加区では，
銅がアノレカリ条件下でクロロフィノレと反応して銅ク

ロロフィルや銅クロロフィリンなどの安定な誘導体
を形成することが考え られる 3) これらの物質は

400"-'430nm及び 620"-'660nm付近で吸収を有し青褐
色~緑褐色を呈するため，果実の色調の変化を生じ

たことが考えられた.また鉄は一般的に酸化褐変の
原因となるとされているが，今回水道法の基準に基
づく濃度は非常に低いため，影響が少なかったと思

われた.
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4 結言

以上の結果より，新漬けオリーブの原料果実の保
存条件や製造用水の水質が製品の品質に影響を及ぼ
すことが示唆された.テープソレオリーブスの原料保
存については海外の文献においても冷蔵，湿度保持，
ガス調節などについて有効性が報告されている 4)

新漬け原料果実の保存については，水に浸漬するな
ど果実を乾燥させない条件で，あるいは冷蔵保存す
る場合には常温に戻してから脱渋を開始すれば，短
期間であれば製品に影響が少ない程度で原料の保存
が可能であると思われる.また製造用水については，
水がカノレシウム分を多く含む硬水で、あったり銅を多
く含み製品の色調が悪い場合には，イオン交換など

による浄水などが必要であると思われる.

県内ではオリーブ生産量の増大とともに新漬けの
製造量，メーカー数も増えると思われ，様々な課題
が生じると思われる.今後も新たに想定される課題

について，その都度検討し，対応していくことが必

要と考えられる.
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