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ブロッコリの諸成分変化に及ぼすブランチングと
マイクロ波加熱の影響
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Blanching and the Effect of Microwaving on Constituent Changes in Broccoli
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Both the leaching of potassium and chlorophyll from broccoli and changes in color were examined during
soaking in hot water at four temperatures ranging from 70℃ to 100℃. To describe the leaching of potassium
quantitatively, the measured data were fitted to the sphere diffusion model using a non-linear least squares method.
Changes in color and chlorophyll based on the measured data were determined quantitatively by the zero-order and
the first-order reaction, respectively. Therefore, the measured results were in approximate agreement with the
calculated results. The applicability of microwaving for blanching broccoli was examined. Changes in enzyme
(peroxidase) activity, weight, ascorbic acid and color were compared between two blanching methods (microwave
radiation and immersion in boiling water). The time required for enzyme inactivation was 50 s in microwave
blanching and 90 s in boiling water blanching. Weight loss increased with microwave blanching compared with
boiling water blanching, whereas drip and ascorbic acid loss increased in boiling water blanching compared with
microwave blanching. Chroma of broccoli showed little difference between microwave blanching and boiling water
blanching. These results suggested that microwaving is useful for the blanching of broccoli.
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近年，冷凍野菜が多く流通している．冷凍品は予め非可

工品の製造が可能になると考えられる．そのため，これら

食部が除去され，規格化されていて効率的であるため，外

は色彩やテクスチャの変化とともに加工品の品質に影響を

食産業での利用も増加しており，今後さらに需要の増加が

及ぼす重要な要因である．また，栄養成分溶出以外に排水

見込まれている．青果物に冷凍などの加工を施す際には，

汚染等の問題もあり，熱湯浸漬法に代わるブランチング法

加工中あるいは加工後の食感や外観色の変化などの官能評

の検討5）が行われてきた．

価や嗜好性の低下を引き起こす主原因となる微生物や各種

ブロッコリはカリウム，ビタミン，鉄分などの栄養素を

酵素活性を失活させるためブランチングが行われる1）∼3）．

豊富に含み，生鮮品としてだけではなく，冷凍品としての

従来，ブランチングは野菜を熱湯に浸漬する方法により行

需要も増加している．近年では，含有成分のステフォラ

われてきたが，この方法では水溶性栄養成分の浸漬液中へ

ファンに癌予防の効果が有る6）7）とされ，積極的な摂食が推

の溶出，野菜の軟化などの問題4） が生じる．野菜は通常，

奨されている野菜の一つである．その他，ブロッコリの花

調理段階で軟化させる必要があるが，調理段階での軟化の

蕾は鮮やかな緑色を示すことから，料理の添え物としての

程度は嗜好に影響される部分が大きいため，加工段階で軟

需要も備えている．しかし，ブロッコリの熱湯浸漬法によ

化を抑制することで幅広い嗜好に合わせることができる加

るブランチングは，
上述のような問題を生じる．そのため，
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ブロッコリの熱湯浸漬ブランチングにおけるカリウムやビ

十分な量の約 18 L の水道水をウォーターバスに入れ，デ

タミン等水溶性成分の溶出状況が定量的に把握できれば，

ジタル温度調節器（TC-1000，アズワン
（株）
）およびパイプ

効率的なブランチング条件の把握，方法の開発に有用とな

ヒータ（AWA1510，八光電機製作所
（株）
）により構成され

る．Carla ら8） はブロッコリジュースの加熱過程における

た温度制御ユニットにより各設定温度で ±0.5℃以内に

クロロフィルや色の損失を調査し，反応速度論的解析を

保った．試料各 3 個をこの中に 5，10，15，20，25，30 分間

行っている．また，Elsa ら9）はブロッコリの熱湯浸漬ブラ

浸漬して，各時間ごとに以下の測定を行った．

ンチングにおける酵素活性，フェノール類含有量，テクス

（2）測定項目

チャ，官能検査による色彩およびテクスチャについて調査

測定項目は試料が各設定温度に達する時間を調査するた

している．しかし，ブロッコリの熱湯浸漬過程における栄

め，試料温度を測定し，さらにブロッコリの品質評価指標

養成分の溶出については双方とも言及しておらず，他にも

として重要であるカリウム含有量，色彩変化，ブロッコロ

報告例は見当たらない．さらに，ブロッコリを熱湯浸漬し

の色彩変化に主に関与すると考えられるクロロフィル含有

た際の色の損失やクロロフィルの損失についての解析例も

量の 3 項目の測定を行った．
ⅰ）試料温度

見当たらない．
本研究の目的の一つは，熱湯浸漬過程におけるブロッコ

各浸漬温度における試料中心温度を T 型熱電対（素線

リの水溶性成分の溶出状況および色彩の変化を定量的に把

経 0.3 mm）で測定した．

握することである．そのため，水溶性成分の一つであるカ

ⅱ）カリウム含有量

リウムとブロッコリの色彩に関与する色素の一つであるク

カリウムの測定12） は今泉ら13） の方法に準じた．すなわ

ロロフィルの含有量，および色彩における経時変化を数段

ち，試料に 1 % 塩酸溶液 100 ml を加え，ミキサ（MJM-

階の浸漬温度条件下で詳細に測定し，その結果を基に速度

T760，山善
（株））により粉砕（30 s）した後，ホモジナイザ

（株）
）を用いて均質化（9 000 rpm，60 s）
論的な解析を試みた．この結果をふまえ，
栄養成分の溶出， （HG-200，アズワン
色彩変化の観点から熱湯浸漬処理条件の決定を行った．

した．その後，振とう器（NR-30，タイテック
（株）
）を用い

一方で熱湯浸漬ブランチングに代わるブランチング方法

て室温で 1 時間程度撹拌することによりカリウムを抽出し

として，マイクロ波を用いた方法の研究 が行われている．

た．このカリウムを含む溶液を 1 % 塩酸溶液で適宜希釈し

マイクロ波加熱では短時間処理，栄養成分の溶出の抑制や

た後，原子吸光光度計（AA-6800，島津製作所
（株）
）により

が期待できる．そこで本研

吸光度を測定した．カリウム含有量は加熱処理前の試料

5）

排水汚染の防止などの効果

10）11）

究の二つ目の目的は，ブロッコリのブランチングにマイク

（対照）に対する残存率で示した．

ロ波の適用を試み，品質面からその可能性，有用性を示し

ⅲ）色彩変化

最適加熱条件を見出すことである．そのため，加熱処理時

ブロッコリの花蕾の色彩を色彩色差計（CR-200b，ミノ

間および加熱後と凍結・解凍後における水溶性成分の損失，

ルタ
（株）
）を用い，L*a*b* 表色系により測定した．ブロッ

色彩変化について熱湯浸漬法との比較を行った．

コリは花蕾の鮮やかな緑色が特徴的であり，緑色の損失は

これらのことから，ブロッコリの熱湯浸漬過程における

ブロッコリの品質劣化要因の一つとされている14）．L*a*b*

色彩変化を含めた諸成分変化を定量的に把握することがで

値の L* は明度，a* 値は赤と緑，b* 値は黄と青をそれぞれ

き，また，ブロッコリへのマイクロ波加熱適用の可能性お

示すが，本研究では，その中でもブロッコリの色彩に最も

よび熱湯浸漬法に対する優位性，および適切な加熱条件の

関与すると考えられる a* 値の熱湯浸漬浸漬過程における

提案ができたので報告する．

経時変化を測定した．

実

験

方

法

1． 供試材料

ⅳ）クロロフィル含有量
クロロフィル含有量は Hartmut15） の方法に準じて測定
した．すなわち 80 % アセトンを用いて抽出したクロロ

ブロッコリの熱湯浸漬過程における諸成分変化およびマ

フィル溶液の 663.2 nm と 646.8 nm の波長の 80 % アセト

イクロ波加熱の適用について 2 つの実験を行った．供試し

ン溶液に対する吸光度を分光光度計にて測定し，全クロロ

たブロッコリは卸売業者から入手した．収穫後 2∼3 日経

フィル含有量は以下の式（1）を用いて算出15）した．

過したブロッコリを供試した．供試する際，市販のカット
冷凍ブロッコリの大きさを考慮し，花蕾を約 10 g の子房に
切り分け，一口大の大きさに成形した（以下，試料）．
2． 実験 1：熱湯浸漬過程における諸成分変化
（1）浸漬条件
浸漬温度は，70，80，90，および 100℃の 4 段階に設定し
た．試料投入時に水温の低下が生じないよう試料に対して

C=7.15A+18.71A

（1）

ここで C は全クロロフィル含有量（mg/g），Ax は波長
x nmにおける吸光度を示す．
3． 実験 2：マイクロ波加熱の適用
（1）加熱方法
マイクロ波加熱（以下，マイクロ波処理）では，ポリ塩
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化ビニリデン製ラップフィルムで包装した試料 3 個を電子
Fd=

レンジ（MRO-DF6 日立アプライアンス（株））内に静置
し，マイクロ波で加熱した（設定出力 500 W）．また，対照

2014 年 7 月

W−W 
×100
W

（ 22 ）

（3）

として 2 L の熱湯に試料 3 個を浸漬する熱湯浸漬によるブ

ここで，W0 は加熱前の試料質量（g），Wx は処理後（x=

ランチング（以下，熱湯浸漬処理）を行った．加熱直後は

b）および凍結・解凍後（x=f ）の試料質量（g），Wbは処理

試料温度が高温になっており，そのまま放置すると，色，

後の試料質量（g），Wf は凍結・解凍後の試料質量（g）をそ

フレーバー，ビタミン C の熱による破壊が著しいため，速

れぞれ示す．なお，質量の測定時には試料表面の余剰水分

やかに冷却を行う 必要がある．そのため，各処理後は直

を吸水紙（キムタオル（ワイパー，日本製紙クレシア
（株）））

ちに氷水中で 10 分間冷却した後，直ちに凍結した．なお，

にて除去した．

1）

マイクロ波処理した試料は冷却時には包装を除去して冷却
した．各加熱時間決定の目安はパーオキシダーゼ活性残存
率 1 % 以下とした．

ⅳ）アスコルビン酸含有量
アスコルビン酸含有量の測定には，簡易型反射式光度計
（RQ フレックス 16，955-1M，関東化学
（株））を用いた．簡

（2）凍結・解凍方法

易型反射式光度計は LED により試験紙（RQ フレックス

冷却後の試料をフリーザーバックに入れ，−20℃に設定

専用）の反応ゾーンから反射された反射光をもとに濃度が

したフリーザ（CS-DF25，TWINBIRD）内に静置したエタ

測定される21）22）ようになっている装置である．生，処理後

ノールの入った容器中にこのフリーザーバックを浸漬する

および凍結・解凍後試料のアスコルビン酸含有量を測定し

ことにより凍結処理を行った．また，凍結試料を 5℃に設

た．残存率は，加熱処理前の試料（対照）の含有量に対す

定したウォーターバス内に 90 分間静置することにより解

る処理後および凍結・解凍後試料の含有量の割合とした．
ⅴ）色彩変化

凍処理を行った．

ブロッコリの色彩は前述 3-（3）
-ⅲと同様の方法により，

（3）測定項目
マイクロ波処理および熱湯浸漬処理中のパーオキシ

生，処理後，凍結・解凍後および未処理試料について測定

ダーゼ活性および試料中心温度の経時変化を測定し，その

した．なお，生試料とは処理を一切せず，小房に切り分け

結果からマイクロ波処理時間とブランチング時間を決定し

ただけの試料を指し，未処理試料とは加熱を行わずに凍

た．その後，ブランチングとマイクロ波処理後および凍

結・解凍を行った試料を指す．ブロッコリでは色合いが品

結・解凍後における質量損失率，フリードリップ率，アス

質に影響を及ぼす重要な要因であることから，色の鮮やか

コルビン酸含有量，色彩の 4 項目についての加熱処理前の

さ（色味の強さ）の一般的な指標とされている彩度 C を以

試料（対照）に対する変化を測定した．

下の式（4）より算出した．

ⅰ）試料中心温度

C= (a*) +(b*)


加熱時の試料中心温度をマイクロ波処理では光ファイ
バーセンサ（F2100-2M 安立（株）
），熱湯浸漬処理では 2（2）-ⅰと同様に T 型熱電対でそれぞれ測定した．



（4）

なお，測定は 1 試料につき 3 回行い，その算術平均を測
定値とした．

ⅱ）パーオキシダーゼ（POD）活性

実験結果および考察

野菜の品質劣化に関与する酵素としてはパーオキシダー
ゼ（以下 POD）
，リパーゼ，リポオキシダーゼ等16）がある．

1． 実験 1：浸漬過程における諸成分変化

これらの中で POD は最も耐熱性が強く，POD の不活性の

ブロッコリを 70℃∼100℃の 4 段階の熱湯に浸漬した際

程度が，処理効果の程度の指標として用いられる

．本

の試料中心温度，カリウム含有量，色彩，クロロフィル含

研究では POD 活性残存率 1 % 以下を処理完了時間の目

有量の変化の測定をした．図 1 に示した各浸漬温度におけ

安19） とした．POD 活性の測定は小倉ら20） の方法に準じて

る試料中心温度の経時変化はいずれの温度においても 120

行った．

秒程度で各設定温度に達し，その後，温度は一定に保たれ

16）∼18）

た．

ⅲ）質量損失率
ブランチングとマイクロ波処理後および凍結・解凍後の

（1）カリウム含有量

質量損失率および凍結・解凍の際に生じたフリードリップ

図 2 に 70~100℃の 4 段階の温度条件において浸漬した

率を測定し，以下の式（2），
（3）より質量損失率 rl（%）
，お

際のカリウム残存率 Rp の経時変化を示す．図より，いず

よびフリードリップ率 Fd（%）をそれぞれ算出した．

れの温度でも加熱時間の経過に伴いカリウム残存率が低下

W−W
r =
×100
W

し，
カリウムが浸漬液中に溶出していることが推察される．
（2）

浸漬過程におけるカリウムの溶出現象に関して，拡散理論
により解析を行った報告5）12）がいくつか見られ，本研究に
おいても同様に解析することを試みた．均質な材料を熱湯

（ 23 ）
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各浸漬温度におけるカリウム残存率

浸漬した場合，全方向に成分が拡散すると仮定し，また，

表 1

ブロッコリを近似的に球形とみなして拡散方程式球モデル

浸漬温度（℃）

拡散係数（m2･s−1）

70
80
90
100

1.14×10−6
3.61×10−6
4.42×10−6

の適用を試みる．拡散方程式厳密解の球モデルは以下の式
（5）で表される ．
23）



C−C
nπr
2a  −1
Dn π t
sin
exp −
=1+ ∑
C−C
a
πr  n
a





カリウム溶出に関する拡散係数 D の計算値

5.35×10−6

（5）

試料全体におけるカリウムの拡散量は，式（5）を半径 r

ここで，D0 は係数（m2･s−1），ΔE はみかけの活性化エネ
ルギ（J･mol−1），R は気体定数（8.314 J･mol−1･K−1），T は

に関して積分すると，
M−M 
6  1
Dn π t
= ∑
exp −
M −M  π   n 
a



絶対温度（K）をそれぞれ表す．



（6）

図 3 に拡散係数 D と T

の関係を示す．図より表 1 に示した D 値と式（7）による
計算値は概ね一致し，このとき，D0 は 17.25×10−6m2･s−1，

こ こ で，C は 浸 漬 後 に お け る 試 料 中 カ リ ウ ム 含 有 量

ΔE の値は 46 kJ･mol−1あった．これより，浸漬過程におけ

（mg/100 g）
，C0 は試料中のカリウム含有量の平衡値（=0

るカリウム溶出時の拡散係数 D は Arrhenius 型の温度依

mg/100 g）
，C1 は浸漬前，すなわち t=0 における試料中カ
リウム含有量（mg/100 g）
，a は試料半径（m）
，D は拡散係

存性を有することが伺えた．
以上の結果より，ブロッコリの浸漬過程におけるカリウ

数（m ･s ），t は時間（s），r は半径（m）である．また，

ムの溶出現象は拡散方程式厳密解の球モデルにより説明さ

M は t 秒後における試料全体のカリウム含有量（mg/100

れ，熱湯浸漬過程でのカリウムの溶出状況予測の可能性が

g），M0 は t = 0 に お け る 試 料 全 体 の カ リ ウ ム 含 有 量

示唆された．

2

−1

（mg/100 g）
，Meは試料全体の平衡値（mg/100 g）をそれぞ
れ表す．測定結果を式（6）へ非線形最小二乗法により当て

（2）色彩変化およびクロロフィル含有量
一般にブロッコリを熱湯に浸漬すると鮮やかな緑色にな

はめ，得られた結果を図 2 に示す．図 2 に示される実線は

ることが知られている．この変色は L*a*b* 表色系の中で

式（6）による計算値である．測定値と計算値は，いずれの温

も赤-緑の色調を示す a* の値が負で，その絶対値の増加に

度においても R2=0.99 以上であり，式（6）の測定値に対す

よるものである．図 4 に 70℃∼100℃の 4 段階の温度条件

る適合性は良好であった．なお，式（6）において，π ･D/a

2

において浸漬した際の a* 値の経時変化を示す．図よりい

を K とおくと，パラメータ K と Meの値が得られ，この K

ずれの温度でも浸漬初期（0∼1 分）において a* が急激に

2

と a の値より各温度における拡散係数 D が求められる．

減少しており，70℃，80℃では浸漬時間 2 分まで a* 値の減

表 1 に各温度における拡散係数 D を示す．a の値は花蕾

少が見られる．その後は浸漬時間の増加に伴い a* 値は増

の半径で，平均は 0.019（m）であった．拡散係数 D は浸漬

加した．Carla ら8） はブロッコリジュースの加熱過程にお

温度が高いほど大きくなり．Arrhenius 型の温度依存性を

いて，試料の温度が設定温度に達したときを時間 0 とし，

有することが予測される．

a* 値の変化をゼロ次反応式へ当てはめ，その変化を解析し

ΔE
D=D exp −
RT





ている．試料中心温度は図 1 より，いずれの浸漬温度にお
（7）

いても浸漬開始から 2 分で各設定温度に達している．その
ため，本研究では 2 分以降において以下のゼロ次反応式（8）
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各浸漬温度におけるクロロフィル残存率の経時変化

a*値，クロロフィルの反応速度定数 k0，k1

表 2

浸漬温度（℃）

反応速度定数 k0
（min−1）

反応速度定数 k1
（min−1）

70
80

0.28
0.13

0.013
0.0089

90
100

0.16
0.17

0.011
0.012

したためであると考えられる．そこで本研究では，加熱時
間 2 分以降におけるクロロフィル残存率の減少を以下の一
次反応式（9）で解析することにした．
図 4

*

各浸漬温度における a 値の経時変化

ln

への当てはめを試みた．
a*=a* −kt

chl

 chl =−k t




（9）

ここで，chl はクロロフィル含有量（µg/g）
，chl0 はクロ
（8）

ロ フ ィ ル 含 有 量 の 初 期 値（µg/g），k1 は 反 応 速 度 定 数
（min−1）
，t は時間（min）を示す．図 5 に示される実線は式

， （9）による計算値を表わす．測定値と計算値は，いずれの
ここで，a*0 は初期値，k0 はゼロ次反応速度定数（min−1）
t は加熱時間（min）を示す．図 4 に示される実線は式（8）

温度においても R2=0.94∼0.97 であり，式（9）の測定値に

による計算結果で，いずれの温度においても R2値はそれぞ

対する適合性は良好であった．本研究で得られた反応速度

れ 0.81∼0.97 であり，式（8）の測定値に対する適合性は概

定数 k0，k1 の値を表 2 に示す．表より k0，k1 は浸漬温度が

ね良好であった．ブロッコリの緑色は色素成分であるクロ

高いほど大きく，温度依存性を有しているため，それぞれ

ロフィルに由来し，a* 値の変化はクロロフィルの分解等の

式（7）と同形の以下の式（10）への当てはめを行った．

影響であると考えられる．そのため，図 5 に 70∼100℃の
4 段階の温度条件において浸漬した際のクロロフィル残存

k=A･exp

−E

 RT 

（10）

率の経時変化の対数プロットを示す．図より，いずれの温

こ こ で，ki は 反 応 速 度 定 数（min−1）
，A は 頻 度 因 子

度でも加熱時間の経過に伴い残存率が低下しており，特に

（min−1）
，E はみかけの活性化エネルギ（J/mol）
，R は気体

0∼2 分で急激に残存率が減少している．0∼2 分の加熱初

定数（J/mol･K），T は絶対温度（K）を示す．図 6 にそれ

期では，図 1 から伺えるように設定温度に向けて緩やかに

ぞれ k0，k1 の Arrhenius プロットを示す．図中の ◇ およ

温度が上昇し，熱による分解に加えて，クロロフィラーゼ

び ◆ はそれぞれ各温度における式（8），
（9）により得られ

が生じていると考えられる．一

（10）による計算値であ
た k0，k1 の値，実線および破線は式

方，2 分以降ではクロロフィル残存率は直線的に減少して

る．図 6 では k0，k1 いずれも浸漬温度 70℃における値が

いるのが窺える．これは設定温度 80℃以上では試料の温

直線から大きく外れている．クロロフィラーゼは 70℃付

度が各設定温度に達し高温となったため，クロロフィラー

近で活性化25）し 70℃では失活されず，k0，k1 の値が大きく

ゼ等の酵素が失活し，クロロフィルの減少が熱分解に依存

なったためであると考えられる．以上の結果より，クロロ

による酵素的分解作用

24）

（ 25 ）

図 6

町田・他：ブロッコリのブランチング

図 8

色彩およびクロロフィルの反応速度定数 k0，k1 の
Arrhenius プロット

図 9

図 7

2 つの加熱法の試料中心温度の経時変化
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2 つの加熱法の POD 活性残存率の経時変化

ブランチング処理後および凍結・解凍後の質量損失率お
よび凍結・解凍の際に生じたフリードリップ率
図中のバーは標準誤差を示す（n=12-15）．

速な加熱効果を有し，加熱過程で試料内部から表面へ放出
フィラーゼの失活開始温度は 70℃以上 80℃未満であるこ

された蒸気が包装内に保持され，試料表面部の加熱も促進

とが推察され，80℃以上での加熱により酵素による黄化の

されたため，POD 失活に要する時間が短縮されたと考え

抑制の可能性が示唆された．実験 2 では，これらの結果を

られる．以上のことから，これらの時間をそれぞれの加熱

踏まえ，最も成分損失が少なく，かつ色彩変化を抑制でき

完了時間に決定した．

ると考えられる高温・短時間処理，すなわち 100℃での熱
湯浸漬処理を適用することとした．
2． 実験 2：マイクロ波加熱の適用
（1）試料中心温度

（3）質量損失率
図 9 に加熱処理後および凍結・解凍後における質量損失
率，解凍の際に生じたフリードリップ率（Fd）を示す．な
お，縦軸の左側に質量損失率の単位を，
右側にフリードリッ

図 7 にマイクロ波処理，熱湯浸漬処理中の試料中心温度

プ率（Fd）の単位を示す．加熱後の質量損失率はマイクロ

の経時変化を示す．マイクロ波処理試料では加熱初期に急

波処理の方が熱湯浸漬処理よりも大きくなった．これはマ

激に中心温度が上昇し，ほぼ 20 秒で 100℃に達した．マイ

イクロ波照射で試料内部の水分が表面に押し出され蒸発し

クロ波の特徴である内部加熱方式，被加熱物の選択的な加

たためである．一方で，マイクロ波処理は，フリードリッ

により効率的に加熱されたためであると考えられ

プの発生では熱湯浸漬処理と比べ大きく抑制された．フ

る．一方，熱湯浸漬処理では 100℃に達するのに 90 秒以上

リードリップには，食品中の水に可溶な成分が含まれてい

を要した．

るため26）
，損失を抑制することは冷凍品の栄養成分保持に

熱

10）
11）

（2）POD 活性残存率

重要である．凍結・解凍後の全体の質量損失はマイクロ波

図 8 にマイクロ波処理，熱湯浸漬処理中の POD 活性残

処理の方が僅かに大きくなった．マイクロ波処理による質

存率の経時変化を示す．マイクロ波処理では 50 秒，熱湯

量損失の多くは加熱処理過程での水分蒸発によるものであ

浸漬処理では 90 秒でそれぞれ POD 活性残存率が 1 % 以

り，加工中の質量の損失は実用上の問題として製品歩留ま

下となることが確認された．前述のようにマイクロ波は急

りの低下を引き起こす．今後，質量損失を抑制する照射条
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ブランチング処理後および凍結・解凍後における彩度
C の比率

図中のバーは標準誤差を示す（n=4-6）．

図中のバーは標準誤差を示す（n=6）．

件等の工夫が必要であり，マイクロ波加熱の際の質量損失

処理により酵素を失活させたことで凍結貯蔵後も彩度を

の抑制は今後の課題の一つであると考えられる．これに対

保ったと考えられる．これらのことから，加熱処理は，色

し熱湯浸漬処理での質量損失の多くは食感・品質に特に影

彩の点からの品質向上にも効果を示すことが確認された．

響すると考えられるフリードリップによるものである．こ

また，加熱方法の違いによる，色彩に及ぼす影響は小さい

れより，マイクロ波処理によりフリードリップの発生を抑

ことが確認された．

制でき，また，解凍時の成分損失を抑制できる可能性が示
唆された．
（4）アスコルビン酸残存率

以上の結果，加熱方法の違いの色彩に及ぼす影響は小さ
いものの，加熱時間の短縮，凍結・解凍におけるフリード
リップ量の抑制，アスコルビン酸含有量の減少抑制に関し

図 10 に加熱後および凍結・解凍後におけるアスコルビ

て，マイクロ波処理の方が熱湯浸漬処理より有利であるこ

ン酸残存率を示す．生試料のアスコルビン酸含有量 116.7

とがわかった．しかし，実際の工場においてマイクロ波処

±3.6 mg に対するマイクロ波処理および熱湯浸漬処理後

理を適用する場合，設備投資費用やランニングコスト等の

のアスコルビン酸残存率はそれぞれ 75，56 % であり，マイ

費用も考慮に入れ，総合的に判断する必要があると考えら

クロ波処理は熱湯浸漬処理と比較して高い残存率を示し

れるため，今後，マイクロ波処理におけるエネルギ計算，

た．これは，熱湯浸漬処理ではマイクロ波処理より加熱時

設備投資費用等を含めて評価する必要があると考えられ

間が長く，また，浸漬液中へのアスコルビン酸の溶出，ま

る．また，マイクロ波処理で懸念されるスケールアップし

たは熱による分解が生じたと考えられる．凍結・解凍後の

た際の加熱むらについては，コンベア式の装置の利用など

アスコルビン酸残存率はマイクロ波処理，熱湯浸漬処理で

によって解消されるので，今後，実用レベルの際にはその

それぞれ 67，47 % であった．凍結・解凍後におけるアスコ

ことに関する検討が必要である．

ルビン酸の損失は，フリードリップの発生に起因している

要

と考えられ，これは前述に示したフリードリップの結果と
も一致する．
（5）色彩変化

約

ブロッコリの熱湯浸漬過程において水溶性成分のカリ
ウムおよびクロロフィル溶出現象，および色彩の変化を調

図 11 に加熱処理後および凍結・解凍後における彩度を

査した．また，ブロッコリの加熱へマイクロ波を適用し，

示す．各加熱処理後の彩度 C は生試料で 21，マイクロ波

その有用性を調査した．その結果，以下の知見が得られた．

処理で 32，熱湯浸漬処理で 34 であり，生試料と比較し加

1）ブロッコリの熱湯浸漬過程において，カリウム溶出に

熱処理後に彩度が大きくなった．この時，a* 値の値が生試

ついては拡散方程式解の球モデル，クロロフィル溶出につ

料では−12.8 であったのに対し，マイクロ波処理後，熱湯

いては一次反応速度式で表すことができる．

浸漬処理後ではそれぞれ−22.5，−20.5 であったことから，
加熱することで，クロロフィルがより鮮明な緑を示すクロ

2）色彩の変化については，L*a*b* 表色系の a* 値の変化
としてゼロ次反応速度式による解析が可能である．

ロフィリンに変化した24）25）のではないかと考えられる．凍

3）マイクロ波処理は熱湯浸漬処理よりも POD の失活に

結・解凍後における彩度 C は，未処理で 16，マイクロ波処

要する時間が短く，マイクロ波により処理時間の短縮が可

理で 30，熱湯浸漬処理で 32，であり，加熱を行った試料は

能である．

いずれも未処理と比較して彩度を保持した．これは，加熱

4）マイクロ波処理は熱湯浸漬ブランチングと比べ解凍

（ 27 ）

町田・他：ブロッコリのブランチング

時のフリードリップ発生を抑制する．
5）2 つの加熱法では彩度の増加が見られるが，解凍後に
は彩度の変化は見られない．
6）マイクロ波処理の方が熱湯浸漬処理よりアスコルビ
ン酸の損失を抑制する．
これらのことから，ブロッコリの加熱処理へのマイクロ
波の適用は有用であることが示唆されたが，品質の評価に
おいては更なる調査を行うことが必要である．
本研究を遂行するにあたり株式会社ベジテックに試料で
あるブロッコリを提供していただいた．記して謝意を表
す．
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