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食品未利用部位の有効利用に関する研究

野沢菜未利用部位を原料としたペースト素材の開発

山崎慎也*1

Study on Utilization ofUnused Food Part 
-Development ofPaste Made丘omUnused Part ofNozawana Greens-

Shinya YAMAZAKI 

野沢菜漬け製品を製造する際に発生する葉や株といった未利用部位の有効利用を目的として，酵素

処理を併用したベースト化を試みた。使用する酵素の選抜として3種類の酵素によって処理を行い，ボ

ーノレミノレで湿式粉砕を行ったところ，スクラーゼCで処理したものの平均粒径が最も小さくなった。

そこでスクラーゼCで処理した野沢菜の葉を家庭用ミキサーで粉砕しペースト化を試みたところ，ボ

ーノレミノレを使用したもの程ではないが滑らかなベーストができた。この野沢菜ベーストをおやきの生

地に配合して，おやきを作製したところ，酵素を用いずにペースト化したものに比べて均一で，きれ

いな野沢莱の緑色となり，野沢菜らしい香りも残っていた。これにより，野沢菜未利用部位を，おや

きやうどん等に配合して使用する野沢菜ベーストとして利用できる可能性が示唆された。

キーワード:未利用資源，野沢菜漬け，酵素処理，ペースト化，粒度分布

1 はじめに

長野県は農業の盛んな地として知られており，野菜を

利用したさまざまな種類の漬物や，果実を使ったジャム，

.ジュース，シロップ漬けなどは，全国的にも知られてい

る特産品である。

しかし，農産加工品を製造する際に，使われずに廃棄

される部位(一般に未利用部位や非可食部位と呼ばれて

いる。以下，未利用部位とする)が発生することは避け

られない。農産加工を生業とする業者にとって，そうい

った未利用部位の処理は経営上の大きな課題の一つであ

り，肥料や飼料等として無償もしくは有価で処理できて

いる企業も一部にはあるものの，多くは有償で業者に引

き払っており，その額は毎年企業経営を圧迫している。

ところで，野沢莱は長野県の特産野菜として全国的に

認知されており，野沢菜漬けはその代表的な加工食品と

して多くの家庭で食され，また土産品としてもよく売ら

れているが，商品となっているのは最も見た目や食感が

良いとされる茎を中心とした部分のみで，葉の大部分や

株(根本の部分)は虫卵や砂粒の混入などが懸念される

ため切り取られ，未利用部位として廃棄されている。野

沢莱の葉や株はいったん塩漬けにされたあと切除される

ので塩分濃度が高く，そのまま堆肥にすることは難しい

ため専門の業者に有償で引き取らせている。

*1 加工食品部

本研究では，そうした野沢菜の未利用部位の有効利用

手段として，野沢菜の葉のペースト化方法について検討

を行った。

2 実験方法

2. 1 試料

長野県内で収穫された野沢菜で，塩蔵後に切り取られ

た葉の部分を，一晩水にさらして塩抜きしたものを試料

として用いた。

2. 2 酵素処理と機械粉砕による微細化と，酵素の種

類による粒度の遣い

試料を包丁で細かく切り刻んだ後ミキサーで粗粉砕し，

3種類のセルラーゼ系酵素(スクラーゼC(住友化学(株))， 

アクレモセノレラーゼKM(協和化成(株))，セルラーゼA

アマノ(天野エンザイム(株))を1%(w/v)， pH4.5グエン

酸緩衝液に1: 1の重量比で入れ， 60
0Cで1時間漫潰した。

浸漬した試料は液ごと遊星ボールミルに投入し， 1時間処

理を行った。

処理した試料は，密閉可能な容器に移して20分間煮沸

して殺菌を行い，冷却後，レーザー回折式粒度分布測定

装置Micro回 cMT3300(日機装(株))に導入し，粒度を測

定した。

2. 3 家庭用ミキサーによる微細化

試料を刻んだり細かくしたりせずに， 0%， 1%， 2%の

スクラーゼC溶液 (pH4.5クエン酸緩衝液)へ重量比で
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図1 異なる酵素で処理した野沢菜ベーストの粒度分布

左からスクラーゼ C1% (MV=1l0.8μm)，アクレモセルラーゼ KM1 % (MV=132.8μm)， 

セルラーゼ Aアマノ 1% (MV=296.9μm)。

1:1になるよう加え， 60
0
Cで1時間浸潰した。浸潰した試

料は家庭用ミキサー (MX-151S，松下電機産業(株))で

約20秒処理し， 2. 2と同様に殺菌処理後，粒度分布を

測定した。

2. 4 野沢菜ペーストを配合したおやき

試料を細かく裁断することなく， 1%のスクラーゼC水

溶液に，重量比で1:1の量を浸潰し， 50
o
Cで1時聞置いた。

なお 2. 3の方法では野沢菜がやや褐色を帯びてしまっ

たため，スクラーゼ水溶液に浸潰する前に試料を沸騰水

に約30秒くぐらせ，水溶液は緩衝液ではなく蒸留水を用

いた。また浸漬温度を50
0Cとした。試料は浸演後，家庭

用ミキサーで約20秒処理し， 2. 2と同様に殺菌処理し

たものをベースト素材として用いた。

おやきは，中力粉200g，ベーキング、パウダ一大さじ112，

砂糖25gに水100mlを少しずつ加えながら練り 1時間寝

かせた後，手の中に入る大きさに丸めて 12~13分蒸しだ。

野沢菜ベーストを配合したおやきは，水の代わりに上記

で作製したベースト 100mlを用いて作った。

3 結果等

3. ， 酵素処理と機械粉砕による微細化と，酵素の種

類による粒度の違い

用いた酵素が異なる 3種類の野沢菜ベーストの粒度分

布測定結果を図 1に示す。

3種類の酵素の中で，小粒径側の分布が最も多いのは

アクレモセルラーゼ~KM，次にスクラーゼCで，セルラー

ゼAアマノが最も大粒径側の分布が多かった。

ただ，平均粒径 (MV)に関してはスクラーゼCで処理

したものが最も小さく，また一般的な市販品で手に入り

やすいことなどを考慮し，以後の試験ではスクラーゼC

を用いることにした。

3. 2 家庭用ミキサーによる微細化

図2 家庭用ミキサーによる野沢菜ベースト

左上スクラーゼ CO%，右上スクラーゼ C1%，左下:スク

ラーゼ C2%，右下:スクラーゼ C1% (ボールミル)

酵素処理した野沢菜の葉を，家庭用ミキサーで粉砕し

たものの写真を図 2に，粒度分布測定結果を図 3にそれ

ぞれ示す。

酵素の濃度が上がるほど，平均粒径 (MV) は小さく

なり，小粒径側の分布は増え，図 3の写真にあるように

見た目からもその結果が覗えた。

ただ，ここではクエン酸緩衝液 (pH4.5)を使っている

ため，野沢菜の緑色がやや退色してしまったため，次項

では蒸留水を溶媒に用いることにした。酵素濃度は，図

4の結果から 1%濃度でも十分に粒径を細かくできると

考えられ，また濃度が濃くなれば味にも影響が出ること

が考えられるため，次項では1%濃度で処理を行うことに
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図3 異なる濃度の酵素で処理したミキサー粉砕ベーストの粒度分布

左からスクラーゼ C0% (MV=966.6μm)， 1% (MV=608.4μm)， 2% (MV=506.8μm) 

図4 野沢菜ベーストを用いて作製したおやきの写真

左から，蒸留水，野沢菜ベースト(酵素使用)，野沢菜ベースト(酵素不使用)で練ったもの

した。

3. 3 野沢菜ペーストを配合したおやき

ペース卜を用い，作ったおやきの写真を図 4に示す。写

真にある他の 2つのおやきは，それぞれベーストではな

く蒸留水を用いて作ったもの，酵素を入れていない蒸留

水で処理して作製した野沢菜ベーストを配合して作った

ものである。

酵素処理ベーストを配合したおやきは均一に野沢菜の

緑色が付いたが，酵素処理せずベースト化した野沢菜ベ

ーストを配合したおやきは，微細化しきれなかった野沢

菜の破片がまばらに散らばり，全体的に色もそれほど緑

色に着色しなかった。なお香りについては，どちらも野

沢菜らしい香りが付加されていた。

この結果から，野沢菜の葉を酵素処理して作製したベ

ーストを用いることで，野沢菜由来の自然な緑色と香り

を付加した製品を作ることができると考えられた。

4 おわりに

野沢菜の葉を予めみじん切りするといった前処理をせ

ずとも，酵素処理を施すことで，家庭用ミキサーのよう

なごくありふれた粉砕機でも十分に細かいベーストを作

製することができた。このベーストを用いることで，野

沢菜の緑色と香りが付加されたおやきや， うどん，パン

といった製品を作ることが可能である。
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