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1．はじめに
第58次長崎県農林水産統計年報によると、平成

23年度の長崎県におけるアスパラガスの出荷量は、
全国第4位（2210t）であり、長崎を代表する農
産物として位置づけられている。この出荷量に対
し問題となっているのが、調整残渣の切下（図1
参照）である。切下とは、アスパラガスの出荷の
際に切り落とされる茎部のことである。アスパラ
ガスは、写真のように24㎝に長さを揃えて出荷さ
れるため、大量の切下が廃棄物として排出される
が、有効な再利用が見当たらず、一部が肥料や飼
料として使用されているにすぎない。切下は、食
物繊維含量が多いため硬いが、ビタミン C やポ
リフェノールなどの成分は、他の部位とほぼ同程
度含んでいる。そこで、切下の食用としての利用
を目的に、長崎県農林技術開発センター食品加工
室との共同研究により、酵素処理による分解液を
調製した。また、分解液を用いてアスパラガスの
スープを試作し、分解液の調理、加工品への利用

について検討したので報告する。

2．実験方法
2．1 試料

試料としたアスパラガスの切下は、平成24年後
期に収穫された秋、冬採れのものである。そのま
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図1 アスパラガスの外観

図2 アスパラガス切下の酵素液の調製方法
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表1 グリーンアスパラガススープの配合

試料

材料

対照区 試験区

若茎 切下酵素液 切下酵素液
若茎 【1：1】

切下酵素液
切下 【1：1】

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

若茎 200 － 100 －

酵素液 － 200 100 100

切下 － － － 100

玉ねぎ 15

セロリ 20

精白米 12

有塩バター 12

水 500

ブイヨンキューブ 4

食塩 0．5

こしょう（白） 0．01
生クリーム 30

（ｇ）

ま冷凍保存した状態で提供していただいたので、
前処理としてブランチング（80℃、5分）を行い、
酵素分解の試料とした。

2．2 酵素分解の方法
アスパラガス100％の酵素液を調製することを

目的に図2の方法で実験を進めた。ブランチング
後の切下は、ブレンダー（ABSOLUTE3型）を
用いて高速で1分間カッティング後、食物繊維分
解酵素および植物細胞分解酵素を添加し混合した。
混合物は、分解用のガラス容器に入れ、密封状態
で撹拌機（HEiDON 社製、BL300型）を用い、
酵素の至適温度である45℃で4時間かけて分解を
行った。分解後は、酵素失活のため80℃で20分の
加熱処理を行い10℃に冷却後、圧搾し酵素分解液
（以下、酵素液と略す）と残渣とに分けた。

2．3 酵素液の性状
酵素液の性状を測定するため、pH、粘度、糖

度、水分率、水分活性および色度の測定を行った。
いずれも常法1）2）により行ったが、色度の測定は、
国際照明委員会（ICE）および日本工業規格（JISZ
8722）により規定されている L＊a＊b＊表色系3）

で示した。

3．酵素液を用いたスープの調製
酵素液は、グリーンアスパラガスを原料とした

ため、外観が薄い緑色を呈している。そこで加藤
の調理法4）に従いグリーンアスパラガススープを

調製した。

3．1 グリーンアスパラガススープの配合
グリーンアスパラガススープの配合は表1に示

すとおりである。試作したスープは、酵素液のみ
を使用したもの、酵素液と若茎を1：1で混合し
たもの、酵素液と切下を1：1で混合したものの
3種である。なお、比較のために若茎を用いる通
常の方法でスープを調製した。

3．2 グリーンアスパラガススープの調製方法
図3にグリーンアスパラガススープの調製方法

を示す。通常は、裏ごししたアスパラガスに副原
料とスープストック（ネスレ日本社製、マギーブ
イヨンキューブ）を煮込みミキサーにかけたもの

図3 グリーンアスパラガススープの調製方法
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表2 グリーンアスパラガス切下のペーストおよび酵素液の性状
測定項目

試料
pH

【25±1℃】
粘度（mPa.s）

【25±1℃】 糖度（％） 水分率（％） 色調

切下 6．23 530 4．1 93．2
Ｌ＊ 52．77
ａ＊ －8．23
ｂ＊ 23．28

切下酵素液 5．28 7 6．2 94．5
Ｌ＊ 39．94
ａ＊ －3．21
ｂ＊ 10．02

とを混合し調製するが、酵素液を使用する場合は、
ミキサーにかけたものにそのまま混合しスープを
調製した。

4．結果および考察
4．1 酵素液の性状

表2に切下をミキサーにかけて調製したペース
ト（以下、ペーストと略す）と酵素液の性状を示
す。ペーストと酵素液を比較すると、pH と粘度
は酵素液がかなり低い値を示し、逆に糖度は高い
値を示した。酵素分解による pH 低下は、組織か
ら溶出された酸の影響によるものと考えられる。
また、粘度の著しい低下は、酵素による食物繊維
の分解や植物細胞の単細胞化5）が進み、液状化し
たことによると考えられた。さらに糖度の増加は、
多糖類の糖化が影響したものと考えられた。次に、
ペーストと酵素液の色を比較すると、酵素液の L
＊と b＊がかなり低く、逆に a＊が高い値を示し
たことから、具体的に説明すると、酵素液はペー
ストより明るさが低く、緑色と黄色が薄いことい
うことがわかった。加工食品を製造する際の要素
として色の安定がある。特にジュースやスープな
ど植物性の加工食品の場合、外観が重視される。
今回の実験では、酵素液の退色がみられ、緑色が
薄くなるという問題が残った。退色の原因を検討
した結果、次の4点のクロロフィルの変化が考え
られた。

①ブランチングの条件とクロロフィルの変化
クロロフィルは、ブランチングの際に分子内の

Mg が失われ、フェオフィチンを生成して退色6）

する。ブランチングの方法は、クロロフィルの残
存率に影響を与え、蒸気ブランチング、熱湯ブラ
ンチング、マイクロ波ブランチングなどの方法に

加え処理温度も関係7）する。本実験では、80～90℃
の熱湯ブランチングを行ったが、より高い温度で
実施する必要があると考えられた。
② pHとクロロフィルの変化
クロロフィルは、酸性の条件で変化しフェオ

フィチンを生成することがわかっている。クロロ
フィルの残存率を上げるには、調理、加工時の pH
を中性からアルカリ性にすることが有効8）である
といわれている。本実験では、6．0以下の酸性の
条件で酵素分解を進めたため残存率が低かったも
のと思われた。
③酵素によるクロロフィルの変化
酵素によるクロロフィルの分解は、主にクロロ

フィラーゼによるもので、生鮮野菜の保存状態に
影響する。長崎県農林技術開発センター食品加工
室より提供していただいた切下は、新鮮なアスパ
ラガスの処理直後のものを急速冷凍したものであ
り、酵素の影響はなかったと考えられる。
④切下の保存条件とクロロフィルの変化
切下は、－18℃で冷凍保存されており、クロロ

フィルの変化はほとんどなかったといえる。しか
し、長期保存を考えた場合には、ブランチングし
酵素を失活させた状態で冷凍保存することが望ま
しいと思われた。ちなみに冷凍サヤインゲンのブ
ランチングと冷凍によるクロロフィルの変化を研
究した Dietrich らの報告9）では、ブランチングは
高温短時間で行い、保存温度は－23℃にすると1
年間は分解が極めて少ないといわれている。酵素
液を製造する条件の一つとして検討したい。

4．2 グリーンアスパラガススープの性状
表3に、グリーンアスパラガススープの pH、

粘度および色の測定結果を示した。pH は、酵素
液の影響があり酵素液を混合したスープはいずれ
も通常の方法で調理したスープより低い値を示し
た。特に、酵素液のみで調理したスープは、やや
酸味を感じた。次に、粘度は酵素液を混合したスー
プが通常のスープより明らかに低く、アスパラガ
ススープの特徴であるとろみがなく、あっさりと
した舌触りであった。最後に、色の違いをみると、
酵素液を混合したスープの L＊は、生クリーム混
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合前では通常のスープより若干低い程度であった
が、生クリーム混合後は明らかに低くなった。ま
た、酵素液を混合したスープの a＊と b＊は、生
クリーム混合前後とも通常のスープより低い値を
示し、酵素液の影響を受けたことがわかった。官
能的に、酵素液を混合したスープはいずれも通常
のスープより酸味があり、外観も黄色が強く、グ
リーンアスパラガススープとして商品化は難しい
と思われた。これらの問題を解決するため、ブラ
ンチングの改善と pH 調整の実験を行い、クロロ
フィルの残存率を高めるとともに酸味の除去を考
えている。

5．ま と め
アスパラガスを出荷する際、調整残渣として切

り落とされる切下（茎部）の有効利用のため、酵
素分解を行い調製した酵素液の品質を検討した結
果、以下のことがわかった。
⑴ 酵素液の pH は、切下をミキサーにかけて調

製したペーストより低い値を示した。

⑵ 酵素液の糖度は、ペーストに比べ高い値を示
し、多糖類の糖化によるものと考えられた。

⑶ 酵素液の粘度は、ペーストよりかなり低い値
を示し、食物繊維の分解や植物細胞の単細胞化
が進み、液状化していることがわかった。

⑷ 酵素液の色は、ペーストに比べ明るさが低く、
緑色と黄色が薄いことがわかった。

⑸ 酵素液を加工食品の原料として利用するには、
色（クロロフィル）の安定と pH の調製が必要
であることがわかった。
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表3 グリーンアスパラガススープの性状
測定項目

試料
pH

【25±1℃】
粘度（mPa.s）
【65±1℃】 色調

若茎

生クリーム
添加前 5．51 150

Ｌ＊ 47．41
ａ＊ －5．25
ｂ＊ 21．14

生クリーム
添加後 5．64 95

Ｌ＊ 63．77
ａ＊ －5．72
ｂ＊ 25．33

切下酵素液

生クリーム
添加前 5．18 10

Ｌ＊ 49．31
ａ＊ －2．40
ｂ＊ 10．51

生クリーム
添加後 5．37 8

Ｌ＊ 55．09
ａ＊ －2．32
ｂ＊ 12．84

切下酵素液
若茎

【1：1】

生クリーム
添加前 5．34 63

Ｌ＊ 47．46
ａ＊ －3．92
ｂ＊ 15．42

生クリーム
添加後 5．44 60

Ｌ＊ 59．75
ａ＊ －4．14
ｂ＊ 21．25

切下酵素液
切下

【1：1】

生クリーム
添加前 5．26 10

Ｌ＊ 51．54
ａ＊ －3．07
ｂ＊ 12．28

生クリーム
添加後 5．36 9

Ｌ＊ 65．91
ａ＊ －2．94
ｂ＊ 16．65
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