
表1 切下のブランチングの条件
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1．はじめに
前報1）では、アスパラガスの切下（アスパラガ

ス出荷前の調整残渣：以下、切下と略す）を食用
に加工するため、食物繊維分解酵素および植物細
胞分解酵素を用いて分解液を調製し、一次加工品
としての利用を検討した。その結果、切下の酵素
分解液は、外観が黄色く酸味があり、そのままで
は利用できないことがわかった。そこで、二次加
工品としてスープの原料としたところ、分解液の
酸味と色の影響が残る結果となり、官能検査の評
価は低いものであった。そこで今回、酵素分解の
方法を変え、酸味と色の改善を目的に実験を行っ
たので報告する。

2．実験方法
2．1 試料
酵素分解に使用した切下は、平成25年6月に収

穫した長崎県産の旬のものである。出荷直後に切
り出された切下は、3時間以内に研究室に持ち帰
り、直ちに酵素分解の試料として実験を進めた。

2．2 切下のブランチングの方法
ブランチングの方法は、クロロフィルの変化に

影響を与え、条件によりクロロフィルの分子内の
Mg が失われフェオフィチンとなり、緑色から黄
色に退色2）する。退色を少なくするには、ブラン
チングの温度を高くし、短時間で処理することが
望ましい3）と言われているので、蒸気によるブラ

ンチングを行った。なお、比較のため湯通しによ
るブランチングも実施した。ブランチングの条件
は、表1に示すとおりである。

2．3 酵素分解の方法
前報1）と同様、100％の酵素分解物を調製するた
め、図1の方法で実験を行った。ブランチング後
の切下は、ブレンダー（Vitamix 社製、ABSOLUTE
3、ABS-V 型）を用いて高速で1分間カッティ
ングした後、3リットル容の酵素分解容器（VID-
TEC社製）に入れ、pHの調整を行った。課題の
一つである酸味は、分解前の切下の pH6．23に関
係するため、酵素の至適 pHの上限に近い値であ
る7．0に調整することにした。この pHの調整は、
グリーンアスパラガスの緑色の残存率を高めるた
めにも有効4）である。pH調整後の切下は、前報1）

と同様、食物繊維分解酵素および植物細胞分解酵
素を添加した後、密封状態にし、撹拌機（HEIDEN
社製、BL300型）を用いて45℃の温度で3時間か
けて分解を行った。分解後は、酵素の失活のため
80℃に温度を上げ、20分加熱した後、急冷し10℃
とした。さらに、酵素処理した切下は、圧搾し酵
素分解物と残渣とに分けた。なお、切下の酵素分
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解は、蒸気加熱（6分）により処理したものを試
料とした。

2．4 ブランチング後の切下と切下の酵素分解物
の pH、糖度、粘度および色の測定

pH、糖度、粘度および色の測定は、前報と同
様、常法5）6）により行った。また、色の測定には、
コニカミノルタ製の測色色差計（CR‐400型）を
用い、������表色系で示した。一つの試料を5
回測定し、その平均値を実験値とした。さらに、
ブランチング前後の��、��および��の差（���、
���および���）から下記の式⑴、⑵、⑶により
色差（��）、彩度（��）および黄化度（��）7）を
算出した。なお、黄化度とは青果物の黄化の指標
��� ��������������������� ………⑴
��� �������������� ……………………⑵

���
�����

����
…………………………………⑶

として用いられている数値である。

3．結果および考察
3．1 ブランチング後の pH、糖度および色
表2に、ブランチング後の pHおよび糖度の測
定結果を示す。pHは、蒸気加熱、熱湯加熱とも
有意な差がなく、加熱時間による変化もみられな
かった。しかし、糖度をみると、蒸気加熱は加熱
時間最長の12分でもあまり低下しなかったが、熱
湯加熱では徐々に低下することがわかった。これ
は、加熱時間に伴い、組織が軟化した結果、糖が
熱湯に流出したためと考えられた。次に、表3よ
りブランチング後の色差��、彩度��の変化を
みると、色差は、蒸気加熱および熱湯加熱とも加
熱時間が長くなるほど高い値を示したが、その変
化は蒸気加熱が熱湯加熱より小さかった。一般に、
色差は、小さいほど色の品質が良い7）とされてい
ることから、蒸気加熱は熱湯加熱より有効的であ
ることがわかった。次に、彩度の変化をみると、
蒸気加熱および熱湯加熱とも、加熱時間が長くな
るほど低下し、色が薄くなることがわかった。ま
た、加熱時間に伴う彩度の低下は、蒸気加熱が熱

表2 ブランチング前後の切下の pHおよび糖度
蒸気加熱 熱湯加熱

加熱時間（分） 加熱時間（分）
0 1 3 6 9 12 1 3 6 9 12

pH 6．30 6．33 6．23 6．16 6．23 6．23 6．29 6．36 6．39 6．36 6．29
糖度（％） 4．7 4．7 4．2 4．2 4．4 4．2 4．2 4．0 4．0 3．7 3．0

表3 ブランチング後の色の変化
蒸気加熱 熱湯加熱

加熱時間（分） 加熱時間（分）
1 3 6 9 12 1 3 6 9 12

�� 20．95 22．00 22．93 24．62 24．98 21．60 21．82 23．49 24．58 27．05
�� 4．21 3．99 3．28 2．13 2．27 3．80 3．18 2．31 1．51 0．67
�� 25．90 25．52 26．24 27．04 26．04 27．14 28．99 28．79 29．13 28．20

図1 酵素分解の方法
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湯加熱より緩やかであった。最後に、黄化度の変
化をみると、いずれのブランチング方法とも、加
熱時間に伴い高くなる傾向を示した。この結果と、
��および��の変化を組み合わせると色度図より、
緑色から黄色に変化（黄化）していることがわか
る。黄化度の変化は、蒸気加熱が熱湯加熱より緩
やかであった。なお、今回の実験では、クロロフィ
ルの残存率は測定していないが、黄化の主な原因
は、クロロフィル�と�の減少8）によることがわ
かっている。クロロフィル�、�は、酵素（クロ
ロフィラーゼ、クロロフィルオキシダーゼ）や紫
外線などにより容易に分解9）10）しやすい物質であ
る。完全に緑色を残すことは困難であるが、残存
率を高めるブランチングとして、蒸気加熱は有効
であることがわかった。蒸気加熱の時間は、切下
の熱どおりを加味した結果、6分程度が適当であ
ると判断した。

3．2 酵素分解物の pH、糖度、粘度および色
表4に、切下の酵素分解物の pH、糖度、粘度

および色の測定結果を示す。前報1）の測定値と比
較すると、粘度の差はみられなかったが、pHと
糖度は明らかに高い値を示した。pHは、酵素分
解前に pH調整したことによるが、糖度は、今回
の分解物が2倍近く高い値を示したことから、効
率よい分解がなされたものと考えている。最後に
色の変化を色差、彩度および黄化度からみると、
今回の分解物は、色差と黄化度は低く、彩度が高
い値を示した。これらの色の測定値により、今回
の分解物が前報1）の分解物より、明るさ、鮮やか
さ、緑色の残存とも上回っていることがわかった。
これは、ブランチングの方法と pH調整によると
ころが大きいと考えている。以上の結果より、ア

スパラガス切下の緑色と甘味を活かした酵素分解
法は、ブランチングを蒸気加熱で6分程度行い、
酵素分解前に pHを7．0程度に調整することが有
効であることがわかった。現在、アスパラガス切
下の酵素分解物は、野菜ジュースの原料として商
品開発するため、長崎県農林技術開発センター食
品加工室および JA大村果汁工場と共同研究を実
施しているところである。

4．ま と め
前報1）に引き続き、アスパラガス切下（出荷前

の調整残渣）の利用のため、酵素分解の方法を検
討した。緑色の残存と酸味の改善のため、ブラン
チングの方法（蒸気加熱および熱湯加熱）と酵素
分解前の pHの調整を行った結果、以下のことが
わかった。
⑴ ブランチング後の pHは、蒸気加熱および熱
湯加熱とも差はなかったが、糖度は蒸気加熱が
高かった。
⑵ ブランチング後の色差は、蒸気加熱および熱
湯加熱とも加熱時間に伴い高くなったが、蒸気
加熱の変化が緩やかであった。
⑶ ブランチング後の彩度の変化は、蒸気加熱お
よび熱湯加熱とも加熱時間に伴い低下し、色が
薄くなったが、その変化は蒸気加熱が熱湯加熱
より緩やかであった。
⑷ ブランチング後の黄化度の変化は、いずれの
ブランチング方法とも加熱時間に伴い高くなり
黄化が進んでいることがわかったが、その変化
は、蒸気加熱が緩やかであった。
⑸ 酵素分解物の色を前報1）の結果と比較すると、
今回の分解物は、色差と黄化度が低く、彩度が
高いことがわかった。
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酵素分解物
（Ｈ24）

酵素分解物
（Ｈ25）
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糖度（％）
粘度（mPa.s）
��

��

��

5．28
7．0
6．2
13．90
9．49
12．80

7．10
13．2
6．2
12．73
10．90
10．22
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