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１．はじめに

長崎天ぷらは、江戸前の天ぷらと異なり衣の作

り方に特徴がある。天つゆを使わずそのまま食べ

られるように調理するため、調味料を加え味付け

した生の衣（生衣と略す）に素材を入れて油で揚

げるのである。調味料の中では、砂糖の配合が、

長崎天ぷらの外観や食感に影響を与える要素の一

つとなっており、料理人により加減されている。

また、長崎天ぷらは衣の特徴から、揚げた後、時

間が経過してもそれなりにおいしく食べられる。

そこで今回、砂糖の配合を変えて調理した長崎天

ぷらの衣（揚げ衣）と長崎天ぷらを放置した場合

の揚げ衣の状態について検討するため、調理科学

実験を行ったので報告する。

２．長崎天ぷらについて

長崎とポルトガルとの交流の歴史は古く、１５６７

年に平戸にポルトガル船が入港したことから始ま

る。ポルトガルの食文化は、南蛮料理として伝え

られ、長崎の食文化に影響を与えた料理や郷土料

理として残されたものもある。天ぷらはその代表

的な料理の１つである。天ぷらはポルトガル語の

tempero（食材を調理組み合わせるの意）が語源

という説がある。この言葉に油で揚げるという意

味はないが、当時の南蛮料理は、油で調理する料

理が多かったために、temperoという言葉が油を

使う料理を代表する言葉として定着したようであ

る。その後、temperoが訛り、油で揚げた料理を

テンプラというようになった１）といわれている。

長崎天ぷらは、元は間食、すなわち、おやつ代わ

りの料理として作られたのが始まりで、精進揚げ

として野菜を中心とした素材に、砂糖を多く配合

した重めの甘い生衣をつけ、油で揚げた菓子に近

い料理２）であった。その後、素材に魚介類を使用

するようになり、長崎を代表するひと品として卓

袱料理にも欠かせない料理となったのである。

３．実験方法

３．１ 生衣の配合および調製方法

表１に長崎天ぷらと比較のために調製した江戸

前天ぷらの生衣の配合を示す。長崎天ぷらの配合

は、脇山の方法３）を基本として砂糖のみ配合を変

えて調製した。また、比較のため調製した江戸前

天ぷらは、松元らの方法４）に従い調製した。長崎

天ぷらの生衣の調製は、まず卵黄をフードミキ

サー（BRAUN社製MR５５５０－CA型）で低速１０

秒撹拌後、１５�の水、日本酒、濃口醤油を加え低
速２０秒撹拌した。これに薄力粉、片栗粉、砂糖、

食塩を加えゴムべらでさっくり混ぜ合わせた。こ

の時、砂糖の配合は０％から２０％まで５％単位で

調製した。次に江戸前天ぷらの生衣の調製は、全

卵をほぐしたものに配合の水を加えて低速５秒で

卵水を作り、これに薄力粉を加えてさっくり混ぜ

合わせて調製した。
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３．２ 調理条件および放置条件

長崎天ぷらおよび江戸前天ぷらとも、素材にサ

ツマイモを用いた。サツマイモは、直径２�コル
クポーラーで円柱形にくり抜き、厚さ２�に切っ
たものを使用した。揚げ油の温度は１７０�とし、
２分間揚げの操作を行ったが、途中３０秒ごとに上

下を返し、衣の加熱が均一になるよう調理した。

揚げた直後の天ぷらは、すぐに実験するとともに、

２５�、湿度７５％に調整したインキュベーター
（SANYO社製MIR－５５型）に入れ６０分間放置し

た。途中、２０分ごとに揚げ衣を外し放冷中の衣の

状態を測定した。

３．３ 生衣と揚げ衣の水分率、水分活性、粘度お

よび破断強度の測定

生衣および揚げ衣の水分率、水分活性、粘度の

測定は、食品衛生学実験５）に準じて測定したが、

粘度の測定では、No．２のローターを装着した B

型回転粘度計を用いた。また、破断強度の測定で

は、テクスチャーアナライザーを用い、突き刺し

試験を行った。これらの機器と測定条件は、表２

に示すとおりである。

４．結果および考察

４．１ 生衣の粘度および水分率

表３に生衣の粘度および水分率の測定結果を示

す。粘度は、砂糖の配合が最も多い２０％がやや高

い値を示したが、１５％配合まで差がなかった。こ

れは、砂糖の水を抱え込む性質によるもので、生

衣中の自由水を砂糖が吸着するためグルテンの生

成が阻害６）されたからと考えられる。また、江戸

前天ぷらの生衣の粘度が最も低かったのは、長崎

天ぷらの生衣より水の配合が多く、１５�の水温で
撹拌をしたのでグルテンの形成が不十分な状態で

あったからと考えられる。なお、砂糖の配合０％

が江戸前天ぷらの生衣より高い値を示したのは、

単に卵や片栗粉を配合したためである。次に、水

表１ 長崎天ぷらおよび江戸前天ぷらの生衣の配合

試料

材料

江戸前

天ぷら

長崎天ぷら

砂糖０％
砂糖１．７％

（脇山らの方法）
砂糖５％ 砂糖１０％ 砂糖１５％ 砂糖２０％

小麦粉 ５０� ５０� ５０� ５０� ５０� ５０� ５０�
片栗粉 － ６� ６� ６� ６� ６� ６�
水（１５�） ６６� ５０� ５０� ５０� ５０� ５０� ５０�
日本酒 － １０� １０� １０� １０� １０� １０�
濃口醤油 － ６� ６� ６� ６� ６� ６�
砂糖 － ０� ３� ９．２� １９．４� ３０．８� ４３．６�
食塩 － ２．５� ２．５� ２．５� ２．５� ２．５� ２．５�
全卵 ２５� ５０�（１個分）５０�（１個分）５０�（１個分）５０�（１個分）５０�（１個分）５０�（１個分）

表２ 調理科学実験に用いた機器と測定条件

機 器 条 件

水 分 率
�Kett、赤外線水分計、
FD７２０型

１２０�

水分活性
�FREUND、水分活性
測定装置、EZ－１００型

２５±２�

粘 度
�リオン、高粘度用ビ
スコテスター、VT－
０４型

ローター№２

破断強度
島津製作所、小型卓上
試験機、EZTestCE型

初荷重：０．０１０N
SPEED：５０�／�

表３ 生衣の粘度および水分率

試料

測定項目

江戸前
天ぷら

長崎天ぷら

砂糖０％ 砂糖１．７％ 砂糖５％ 砂糖１０％ 砂糖１５％ 砂糖２０％

粘度
（dpa.s） ４．５ ５．５ ６．０ ６．０ ６．０ ６．０ ６．５

水分率
（％） ６４．３７ ６１．０７ ６０．７４ ５９．２２ ５５．５４ ５２．８４ ５０．１８
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分率をみると、長崎天ぷらは砂糖の配合が増える

ほど低くなった。これは上記に記載したように砂

糖が水を抱えこむ（水素結合）性質によるもので、

生衣中の自由水の量が減少したためといえる。

４．２ 揚げ衣の水分率、水分活性および破断強度

揚げ直後および放置中における揚げ衣の水分率

の変化は図１に示すとおりである。揚げ直後の水

分率は、砂糖の配合が多い揚げ衣ほど低い値を示

し、砂糖２０％配合が最も低い値を示した。高温の

油で揚げる操作は、生衣中の砂糖や調味料と結合

しなかった水やグルテンの生成に関係しなかった

水が脱水される現象７）であり、結果的に砂糖の配

合が多いほど、揚げ衣に残る水の量は少なくなる

のである。一方、江戸前天ぷらの衣は、グルテン

の生成に関わる水の量が少なく自由水が多いので、

揚げの操作で一気に蒸発し、結果的に最も低い水

分率を示した。次に揚げ衣の放置中の水分率の変

化をみると、江戸前天ぷらの揚げ衣の水分率は、

時間の経過とともに明らかに高くなったが、長崎

天ぷらの揚げ衣は、時間が経過しても水分率の増

加が緩やかであり、２０％配合は６０分後でもほとん

ど変化がみられなかった。江戸前天ぷらは、生衣

中の水分が高温の油で一気に脱水され、薄くさく

さくとした軽い歯触りの膜を形成する。この膜は、

時間の経過とともに素材や空気中の水分が揚げ衣

に吸着し、べとついた食感８）となる。６０分後の水

分率の増加はこのことが要因であるといえる。一

方、長崎天ぷらでは、揚げ衣が厚い上に片栗粉が

配合されているためデンプンが糊化した状態にあ

り、水分が保持されている。時間の経過とともに

糊化したデンプンは老化するが、長崎天ぷらには

砂糖が配合されているため老化を遅らせている９）

のである。したがって、砂糖の配合が多いほど砂

糖の保水力に加え、揚げ衣中の片栗粉のデンプン

の老化も遅らせるため水分率の変化が少なかった

ものと考えている。図２には、揚げ直後および放

置中における揚げ衣の水分活性の変化を示した。

揚げ直後は、砂糖０％配合が最も高い値を示し、

逆に砂糖２０％配合が最も低い値を示した。水分活

性は、食品に残存する自由水の尺度を表した値で

あるため、砂糖の配合の多い揚げ衣が最も低い値

を示したのである。また、江戸前天ぷらは揚げ衣

の水分率が最も低かったのに対し、水分活性が砂

糖配合０％とあまり変わらなかった。今回調理し

た江戸前天ぷらの水分率は、揚げ直後が２２％で

あったが、おいしい江戸前天ぷらの揚げ衣の水分

率は１０～１５％１０）といわれており、この差が水分活

性の値の高さに関係したと考えている。次に放置

中の水分活性の変化をみると、長崎天ぷらでは、

砂糖２０％配合が安定しており、６０分後でも揚げ直

後よりわずかに高くなる程度であった。これは、

砂糖の保湿作用１１）やでんぷんの老化を遅らせるな

どの働きが、安定した水分活性につながったと思

われる。その他では、砂糖の配合が少ないほど放

置中の水分活性の値が高くなったが、江戸前天ぷ

らほど顕著な増加はみられなかった。最後に、揚

げ衣の破断強度について測定した結果を図３に示

図１ 放置中における揚げ衣の水分率の変化 図２ 放置中における揚げ衣の水分活性の変化
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す。揚げ直後の破断強度をみると、長崎天ぷらは

砂糖の配合が多いほど低い値を示した。これは砂

糖の保水力が揚げ衣にしっとり感を与えるため、

配合が多くなるほど柔らかくなり、破断強度の低

下につながったものと考えられた。一方、江戸前

天ぷらは、全卵を配合しグルテンの生成を抑えた

調理をするため、揚げ衣に硬さと膨らみ１２）がでて

くる。したがって、揚げ衣が破断するのに応力を

要するため長崎天ぷらより高い値を示した。次に

放置中の変化では、長崎天ぷらは砂糖０％配合が

江戸前天ぷらと同様、破断強度が高くなったが、

逆に５％配合から２０％配合にかけて低くなった。

これは、砂糖の配合０％と江戸前天ぷらの揚げ衣

が、時間の経過とともに素材や空気中の水分を吸

収し硬い衣の膜に粘りを与えるため、揚げ衣を破

断する際の応力がより必要になったからと思われ

る。ところが、砂糖の配合が多いほど、放置中の

水分の吸収が遅く、粘りの少ない揚げ衣がより柔

らかくなるので破断しやすくなったものと考えて

いる。以上、長崎天ぷらの調理で砂糖の役割につ

いて実験したが、揚げ衣の吸油率、弾力性、砂糖

以外の配合による違いなど総合的なデータの集積

の必要性を感じた。本実験の結果を踏まえ、さら

に実験を進め考察を深めたいと考えている。

５．ま と め

長崎天ぷらの衣に配合する砂糖の量が、生衣お

よび揚げ衣の状態に及ぼす影響をみるための調理

科学実験を行い、以下のような結果を得た。

�生衣の粘度は、砂糖の配合が最も多い２０％配合
が高い値を示した。

�生衣の水分率は、砂糖の配合が多いほど低い値
を示した。

�揚げ衣の水分率は、揚げ直後は、砂糖の配合が
多いほど低い値を示した。

�放置中の揚げ衣の水分率は、砂糖の配合が多い
ほど変化が少なかった。

�放置中の揚げ衣の水分活性は、揚げ直後は２０％
配合が最も低い値を示した。

�揚げ衣の破断強度は、砂糖の配合が多いほど低
い値を示した。

�放置中の揚げ衣の破断強度は、砂糖の配合が多
いほど低い値を示した。
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図３ 放置中における揚げ衣の破断強度の変化
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