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技術資料 山口県産業技術センター研究報告 No.24 P34-37 (2012) 

乾湿球温度制御乾燥法を用いた乾燥熱の食品成分への影響

有馬秀幸*・小野智2

Effects of the Food Cαnposition by Different Dry Methods 

Hideyuki Arima and Hitoshi Ono 

1 .緒言

食品輯鼎寺には，揮発と芳香)成分の散逸ヰ変化p タンパク質の変

性，色の変化3 糖質の変化等数多くの変化が起こることが知られてい

る.乾燥条件によって，食品中の成分がどのように変化しているかを

調べることは，乾燥条件の検討ぞ乾燥装置を墨給する上で非常に重要

である.本研究において用いた乾湿球温度制御乾燥法は，

乾燥時に試料から排出される蒸気を利用し乾燥庫内の湿

度を制御することにより，試料表面の過度な硬直を防ぎ，

乾燥効率を向上させる乾燥方法である.今回，通風乾燥法

として乾湿球温度制御乾燥法を用いて，イチゴとトマトを供

調桝として，乾燥条件による食品成分への影響を調べたので報告

する.

2. 実験方法

2 ・1 供試材料

試料には，鳥取県産のイチゴ(朝田と山口県産のトマトを

用いた.イチゴは香気成分及び色の変化のモデ';1-詩件として， トマト

は味覚成分の変化のモデル閥斗として用し、た

2・2 乾傭式市初作成

イチゴは 3~5rmn の厚さにスライスし，トマトは1/8 又は1/12 カ

ットした後に乾燥を行った.宇操は，凍結乾蹴去及てJ通風乾!劇去(乾

湿劇盟主制卸乾燥法)を冊、て行った.

2・3 成分分析

2 ・3 ・1 一般栄養成分分析

水分含量は，減圧・乾燥助剤去を用いて700C 5日捕の車操を行い

測定した.タンパク質含量は，ケルダーノ1-1去を用いて測定した.脂質

含量は，勝浦献を用いて測定した.灰分は，灰化法 (5500

C)を用

いて測定した.炭水イt物は，差引き法を用いて計算した. なお，イ

チゴには 90%以上の水分が含まれていることから，一般栄

養成分分析については，トマトのみ測定した.

2 -3・2 香気成分分析

香気成分の測定は， CP-3800 GASαR側AT∞RAPH(バリアンテクノ

ロジ一社主を用いて行った.なお，イチゴは香りが重要な要素で

あることから，香気成分分析についてはイチゴのみ測定し

た.

2-3・3 有機酸・糖類分析

有税鍛(リンゴ酸・手l酸・クエン酸・コハク勝と糖類(マルトー

ス・グルコース・フルクトース)の分析は，液体クロマトグラフ(島

津製作所(槻劉で行った.なお，分離カラムは ODS-100V(有機

膨漸)と Shod巴xsugar SH-1011 C糖分析7を用いた.

*食品技術グ、ノレーフ。 *2(株)木原製作所

2 ・3 ・4 アミノ膨士析

アミノ酸成分の分析は，アミノl断析装置(]LC500/V)を用いて行っ

た.

2 ・3 ・5 色の測定

色の測定は，分光測色計CM-3600d(コニカミノルタセンシング干か

を用いて行った.

3. 実験結果および考察

3 ・1イチゴ

表 11こ示す3つの異なる通風乾燥条件及び東信事~見守去(印)の4つ

の条件で乾燥を行ったイチゴ、について，水分含量測定，イチゴに鞘教

的な香気成分，味に影響を及ぼす有機竣・糖類・アミノl断析を行っ

た.

3・1・1 7.1<針金量比較

表2に示すように，乾除サンプルの水分含量を測定し九結果，イチ

ゴ青果は89.7弘鞄尉去S-1，S-2サンプノレ(以後S-l及びS-2)は，

それぞれ5.邸と 6.0%，乾鰯去S-3サンフツレ(以後S-3)は， 1. 9')も

凍結乾燥品(以後四)は5.7"10であった.

3・1・2 香気成分比較

香気脳j-として，イチゴに含まれている代表的な7種類倍轍エチ

ノレ，面撤メチノレ，酪酸エチノレ，酪酸メチムカフ。ロン酸エチノレ，カプ

ロン慢メチノレ，断鞍hキシノ吋の香気成分について測定を行った.そ

の結果，図1に示すようにS-2とFDサンプルと比較してS-l及びS-3

表1 通風脚呆(紺慰謝由競l胸乾尉去)による輯呆条件

サンプル
乾球陵定 撮球J没時:
温度('c) 温度('cl

ステップ1 40.0 26.0 
乾湿疎温度制御乾燥法0・1)

ステッブz 50.0 26.0 

ス子ツブ1 34.0 26.0 

ステッブz 40.0 21.5 
乾麗球温度制御範働法(S-2) ス干ツブ3

40.0 27.5 

ステッブ4 50.0 30.0 

*L球温度制御能蝿謹(S-3)
ス手ツブ1 65 制御鰻L

ス手ッブz 10 制御無し

様舵蝿条件ー1ステyプ1-2l1li‘*L穂昇墨:3'c/h

表2 乾燥イチゴの水分含量比較

サンプル 水分含量〈也)

イチゴ青果 89. 7 

S-1 5.8 

S-2 6.0 

S-3 1.9 
凍結舵燥品 5. 7 

時間
(h) 

4 

4 



3・1・4 糊 買分析

1崩頁の分析として， 3轡賓の糖(マルトース，グルコース，フノレク

トース)にっし、て，その含有量分析を行った.その結果，図2に示す

ように有税鍛含有量と同様，青果とさまざまな車幼鳥条件により紺菓さ

せた車鵠暴イチゴ間には，その含有量に有意差は確認されなかった

色の分析

宇説集イチゴ、について，色の測定を行った.イチゴの特徴である赤色

は650nm付近に波長領域をもっている.図4に示すように，瀬古乾燥

品が最も明るい赤色を示し， S-lサンプルが最も日齢、赤色を示した

この結果は，通風車繍去により車操させたイチゴの色は，水分含量に

より大きく影響を受け，水分含量の少ないサンフツレほど、明るい赤色を

示すことが澗変されたこのことは，予備実験として行った水分台量

の異なる紺桑イチゴの測色結果と一致してし、る (datanot Shown) . 

また，図5及ひ咽6に示すように瀬古乾燥を行ったイチゴ、は，明るし、

赤色(ピンク色に近し、)をしているが，通風車U尉去により車t燥を行っ

たサンプルは，やや黒みがかった赤色をしていた.これは，イチゴの

表面のアントシアニンを始めとする赤色色素が，車法鞍1¥によりやや黒

みがかった赤色に変色したためで、あると考えられる.
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車げ菓条件による青慨メチル含有量の比較図1

サンフツレは，商椴メチルの含有量が少なかった.その濃度は，青果

83p仰に対し， FD:25ppm， S-1:17ppm， S-2:23ppm， S-3・16ppmで、あっ

たこの結果は，面撤メチルの沸点、が 57.8
0U::ffi;v、ために，より鮒昆

で牢操可能な瀬古車繍去と比較して，通風脚知去で乾燥させたイチゴ

州直が低くなったと考えられる また，高視 (50
0

C)の車操時間が，

S-2サンプル(表 lS-2ステッフ。4: 1時間)は，S-lサンフ。ル(表 1

S-lステップ。2: 5時間)より短いためにi菌情愛メチル含量が多く残っ

たものと考えられた この結果より，イチゴの香りを残す士めには高

い温度での車tI!劇寺聞を可能な限り短くしなければならないことが確

認された.
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3・1・3 有機置続、析

有税沼紛析は， 4観賞の有糊変(リンゴ酸，手l酸，クエン酸，コハ

ク働について，その含有量分析を行った.その結果，図2に示すよ

うに青果や乾燥条件による車鵠暴イチゴ閣には，その含有量に有意差は

確認されなかった
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イチゴについて，さまざまな車鵠染条件により乾燥を行し、品質への影

響を調べた結果，味に関係する4種類の有機酸(リンゴ酸，手l酸，ク

エン酸，コハク 酌 や3閣衰の憾表(マノレトース，グノレコース，フノレ

クトース)については，車鵠除件による含有量の差は確認されなかっ

た香り成分については，車操条件により，低沸点(57.8
0

C)である酢

酸メチノレの量に差が磁忍されたが，分析を行った他の香り脳まには差

が確認されなかった. しかしながら，官官飴句には青果のイチゴの香り

と車t燥させたイチゴの香りに明らカな差が臨忍されてし、るので，この

香りの差を数値化するためには，より詳細な分析が必要と思われる.

また，通風制実証去にて乾燥させたイチゴ¢色は，相指表の7.k:5J¥..含量が

多くなるほど、や明音みがかった赤色となり，水分含量が色差に影響し

ていることが確認されたさらに，イチゴの表面の色は，{東倍車t燥を

行ったサンプルについては，明るいピンク色を呈したが，その他の方

法で乾燥を行ったサンフツレは，やや黒みがかった赤色をしていた こ

れは，イチゴの表面のアントシアニンを始めとする赤色色素が，乾燥

熱によりやや黒みがかった赤色に変色したためで、あると考えられる

今回の実勝浩果より，イチゴの香りを可能な限り変化させることなく

車操させるためには，低し唱度で車操させることが望ましし立思われ

る しかしながら，払曜として乾燥速度も求められてくることから，

制桑核開の恒率紺菓期間はやや高し温度で湿度を低めに命i胸 し，減率

乾燥期間は低し、温度で湿度を高く制御することにより、乾燥時間の短

縮が図れるかもしれない.一方， {東伯iili鵠新去にて車t燥させたイチゴと

比較して，通風車繍去により聡燥させたイチゴは，測定した寸文栄養

成分含量，有機酸成分含量，糖成分含量には大きく影響しないことが

確認された

No.24 

3・1・6

タンパク質 脂質 炭水化物 灰分

青果 13.4 。。 79.1 7.5 

条件1 9.8 1.2 81.1 7.9 

条件2 11.1 2.1 79.1 7.8 

条件3 11.5 1.6 77.3 9.5 

FD 9.9 1.4 80.8 7.9 

(2012) 

敵討去の也、による食品寸殊勤求分分析

(g/d:tγ.100g) 

表4
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車協剥牛による有税撤含有量の出受
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一般栄養成分分析結果

表 3~こ示す3つの異なる通風鵬除件及。瀬古車繍去 (FD) の4つ

の条件で、車操を行った「トマト」について栄養分析を行った.その結

果，表4に示すように車t:Il劇去の違いによる一般栄養成分に有意差は確

認で、きなかった

湿球設定温度C.C)

42.0 

0 

(累計時間)

「トマト」の乾燥条件

乾球設定温度C.C)

65.0 

55.0 

表3

3.2 

3・2.

フルクトースグルコース

有機酸分析

4種類の有機酸(リンゴ酸，手l戯青搬，クエシ俄コハク駒に

ついて，その含有量分析を行った.その結果，図7に示すようにクエ

ン酸含有量におし、て有意差州閥、された凍結乾紺去で車む燥させたサ

ンフツレのクエン官揖と峨して，乾燥条件1，車操条件2及ひ潤桑条

件3により乾燥させたトマトは，それぞれ絢6倍量，約4倍量及。納

2{音量のクエシ働を含んでいた特lこクエン酸はトマトの酸味に大き

く影響してし、ることから，乾燥トマトの劉査におし、ては，(瓢辞U尉去

より通風車訟棄容去(翰墨球温度制卸樹新去)が優れている可能性が剥~

された.

f""Jl発剥牛による糖分含有量の比較図8

2 3・2

【奈件 2] 

乾球設定温度C.C) 湿球設定温度C.C) 時間(h)

スアップ1 60.0 36.0 2 

ステッブ2 40.0 32.0 

ステッブ3 40.0 32.0 4 

ステッブ4 55.0 34.7 15 

ステッブ5 55.0 34.7 2 

(累計時間) 24 

乾球設定温度C.C)

40.0 

45.0 

(累計時間)

湿球設定温度C"C)
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3・2. 3 糖類分析

3種類の糖マノレトース，グノレコース，フルクトース)について，そ

の含有量分析を行った.その結果，図8に示すように青呆や車鵠検件

による含有量の有意差は確認されなかった.
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図10 異なる嗣樹去により車操させたトマトのアミノ膨漸

結果 (A) :青果トマト， (8)・車櫨劇副支制御乾尉去， (C) : 

j東倍車鵠お去

3・2. 4 アミノ酸分析

車t燥方法の違し、によるアミノ酸含有量の違いを測定した結果，図9

に示すように主に検出されたアスパラギン酸(Asp)，γ アミノ酪酸

(GABA)については，その含有量に有意差カ河鶴官、されなかった グ、ルタ

ミン酸(Glu)，グルタミン(Gln)については，車鵠匙条件によりその含有

量に差が生じた.この含有量は，高い温度の時間に反比例しており，

紺鰐具による景先手であると考えられた また，通風紺尉去により車t燥

させたトマト(図 10一(8))は、青果個 10一(A))や瀬古草鵠暴言去(図

lO-(C) )により乾燥させたトマトには南生してし、加、アミノ酸がE箇忍

された この結果は，車操中における車鵠執が，アミノ酸成合成系の

酵素即臼こ影響したものと考えられるが，同定には至らなかった.

3・2. 5 まとめ

「トマト」について，さまざまな条件により乾燥を行い品質への影

響を調べた結果， 一見朕動指7'(タンパク質，脂質，炭水似防，灰分)

については，拙繰件による含有量の差は確認されなかった一方，

有税敏成分にっし、ては，府倍乾;駒去で乾燥させたサンフツレのクエシ骨

量と比較して，乾燥条件1，乾燥条件2及び車幼繰件3により車包燥さ

せたトマトは，それぞれ約6倍量，約4倍量及ひ納2倍量のクエン酸

を含んでし、た.特にクエシ骨はトマトの酸味に大きく影響しているこ

とから，乾燥トマトの蜘宣においては，滞債紺桑法より通風厳燥(車t

f昼前昆度制御車鵠お去)が優れていることカ海留意された.また，アミノ

酸分析の結果から，グルタミン酸(Glu)，ク、、ルタミン(Gln)含有量が高

い温度における車封劇寺聞に反比例していることから，アミノ酸含有量

が職組支により影響受けること柿錦、された さらに，通風車操法

で車包燥させたトマトには，同定には至らなかったが青果や凍結融謝去

により乾燥させたトマトには相生していなし、アミノ酸が確認された

4 結昌

2樹演のモデ〉哨斗を郎、て，車操j去による，揮発(芳香)成

分の散逸キ変化タンパク質の変性，色の変化，糖質の変化等を

測定した.瀬古乾駒去は，的且で車操できるため食品成分の変化

が少なく，品質の変化が最も少ない章談結去と言われているその

J東倍報操と比較して，通風車針案ぜ去を用いて乾燥させた紺柴陶は，

一般栄養成，:5J~有機酸成分，糖成分唱には大きく影響しないこと

が確認された.イチゴを用いた香気成分変化については，測崩吉

果としては有意差がなかったが，官官節句こは車鵠轍の影響を少な

からず受けることが確認された.しかしながら，総針句な観保か

ら，通風樹街おお新古車t:Jl尉去と食品成法消句には遜色のない乾燥を

行えると思われる.また，今回用し、た輯霊前副主市l脚した通風乾

尉去は、凍結乾蜘去と比較して車協築時間が短く，車鵠築熱を較操エ

ネルギーとして再利用していることから，非常に安価に較燥させ

ることの出来る有効な食品車鵠お去であるといえよう.
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