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天然野生のものを,自然薯(じねんじょ)と

いい,里いもに対して,山いもといっている。

また畑に栽培されるものに,ながいも,やまと

いも,いせLiも,つくねいも,いちょういも等が

あるが,いずれも特有の粘質物をもっており,

「とろろ」の名で親しまれている。学名は野生種

をDioscorea Japonica Thunb,栽培樺をDios-

corea Batatas Decne,といい,やまいも科植物

である。

やまいもは特有の粘質物を賞味,利用して,

一般に,すり卸して生食するか,かるかんの菓

子用,または煉物の半片等に混入されている。

生食の場合,ながいもの褐変は,さほどでもな

いが,自然薯の如きは,俗に「あく」が強く,

すり卸している間にも褐変して食用になりかね

ない場合が多い。

元来,なかいもの特殊成分として,岸田1),

福井等はPaper chromato graphyによって,

量的には不明であるが,アミノ酸として,チロ

シンの存在を確認しており,さらに糖質とし

て,フラクトース,グルコースをも確認してい

る。また砂丘ながいもについて,東野2)3)氏は

食品化学的研究を行ない,アミノ酸自動分析の

結果,ながいもの遊離アミノ酸として少量なが

ら,チロシンが認められ,ながいもの褐変の主

成分は遊離のチロシンが考えられるといってい

m

このことより,ながいもの褐変は,フェノー

ル基をもつ,チロシンの存在に一部基因してい

るように推察される。いわゆるチロシナ～ゼの

活性により,馬鈴薯の褐変と同様にメラニン物

質まで進行するようである。

馬鈴薯の褐変については,桜井芳人4)氏の報

告があるが, TyrosmはTyrosmaseによって

酸化され, dihydroxy phenyl alanme (DOPA)

を経てDOPAquinonの赤色物質となり,こ

れが自動的に無色物質に変化し,さらに非酵素

的作用によって,着色物質たるメラニンとな

る。すなわちチロシンがメラニンになるには,

前半酵素作用により,後半,非酵素的,酸化作

用によるといっている。

なお, Tyrosmaseは水溶性であるので,細

切断したのち水浸することによって,褐変を防

ぐことができる。

筆者は,これら褐変の酵素的,非酵素的,変

化を究明するため次の試験を行なったので,戟

告する。
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〔実験の部〕

I.実験方法

供試なかいも

一般市場に出廻っているものを供試した。

この生産地は,長野県であり,長野県経済

連上伊那支所,東春近農業協同組合の表示が

あったものであり,もちろん,堀取月日,堰

取後の経過日数,貯蔵条件,さらに栽培土質

等不詳である。

1.主要成分の分析

まず,表面の土砂を水洗し除去し,水切

後,剃皮し,可食部を1mm程度の厚さに輪

切りにし,風乾体を作り,粗水分を算出し置

普,粉砕の後,哩に入れ,密栓し,以後の分

析に供した。

分析した主要成分は,次のとおり。

水分,粗蛋白質,粗脂肪,可溶無窒素物,

全糖,粗せんい,粗灰分(分析方法は一般

法5)によった)

2.チロシナーゼの活性度

(1)試料(租酵素液)調製

届鈴薯の場合,西田6),染野等は,剥皮し

て,薄い輪切りにし,アセトンに漬けて,水

分を溶出させて,チロシナ-ゼ粉末として,

使用する方法をとっているが,チロシナ-ゼ

は水溶性であるため,筆者等は,次のように

粗酵素液を作り,供試した。

試験の都度,剥皮長いもを薄く輪切りにし

て50gに対し,水100mgの割合に加え,

約30分間浸潰し,浸出した酵素液を炉過し

て,粗酵素液とした。また,以下使用のチロ

シンは,和光純薬工業K. K.のL-Tyrosme

特級品である。

(2) P.Hの差異によるチロシナ-ゼ活性度

試験方法

作用液添加量

P.H別

5mg(P.H 8)

5mg(P.H 7

5mJ(P.H 6)

5mJ P.H5

5mg(P.H 4)

5mg(P.H 3)

粗酵素液

5 111!

5in/

5m

5 tlll

5m/

里Fill白

*○各P.H溶液はMe. Ilvaineの緩衝液によ
Ll.KI'M

O租酵素液は(1)のものを使用

040-C保温, 24時間(テルモスタット使用)

(3)温度,並びにP.H変化によるチロシナ-

ゼnW:iォ

試験方法

i.温度は60-C,50-C,40-C,30-C,5-C

とす。

ii. P.Hは8,7,6,5,4,3,とす。

111.チロシン溶液は0.3%, 5m/を各区

に添加。

iv. (1)による粗酵素液は, 5mJを各区に

添加。

Ⅴ.作用時間は, 24時間とした。

(4)静鼠振登別による経時的活性度

すり卸した,なかいもは,よく裡伴する操

作があるが,この場合,褐変化の強弱が考え

られる。したがって,撹拝の操作を振返の操

作と考え,比較することにし, 40oCで,前

記の作用液を,各P.H毎に添加し,経時的

(2時間毎に)に,試験液を採取して,吸光度

を測定した。

(5)濃度と活性度

i.粗酵素液量を変えた場合

次の試験設計による
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ii.テロシンの濃度を変えた場合

次の試験設計による

II.試験結果と,その考察

1.主要成分の分析値

第1表なかいもの主要成分分析値
(風乾物)

注i. Moisture ll.4%は,風乾物の水分であ

り,新鮮物は92.65%であった。
ii.参考I,IIは,三沢光展?),桧原弘道等の

報告によるO

考察

参考のため,三沢,松原等の報告中,首都,

胴部,尻部の平均値も併記したが,大体,近似

値である処から,試料によって大きな変動がな

いように思われた。

なお,なかいもの褐変に関与すると恩われる

チロシンについて,次の定性を行なった処,何

れも㊦で存在を確認し得た。

(1) Xanthoprotein reaction

(2) Millon reaction

2. P.Hの差異によるチロシナーゼ活性度

第2表P.Hの差異による吸光度

光

*以下,吸光度は,島津製光電比色計スペグトロ

ニック20による測定値とすO波長420m/i使

U!fl

考察

40-Cで,作用時間が24時間後の測定結果

で,静置保温したものである。

これによると,アルカリ側で,かなり活性度

が強く,酸性側で弱くなる傾向にあった。

新鮮物の水浸出液ではP.H6.2であった。

第2表グラフP.Hの差異による吸収度
lUミ

0.5

0.4

nn

光0.3

度0.2

0.1
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3.温度,並びにP.Hの変化によるチロ

シナ-ゼ活性度

第3表温度変化によるP.H溶液の吸光度

1 2 3

7 5 4 3

・:;

iij!;i

I

0. 850

0. 330

0. 090

0. 300

0. 160

0. 040

0.045

0.010

考察

以上の結果,次のことを知った。

i. 5-C保持は,冷蔵庫に静置したものである

が,いずれのP.Hにおいても吸光度は低く,

0.05以下で,チロシナ-ゼの作用は殆んど行

なわれていない。

ii.温度が30-Cになれば,一様に酵素が働

普,吸光度が昇ってくるのが見られる。

111.特に, 30-C及び40-Cでは,アルカリ側

で総体的に吸光度が高くなる傾向にあり,酸

性側では低いことがうかがえる。

iv.しかし50-C,60-Cに保温したものでは,

吸光度のピークが酸性側に移動するようで,

P.H4の付近が高かった。

Ⅴ.したがって,ながいもの,すり卸しを食す

る場合のP.Hは大体6であるから5-C穫度

に置けば,褐変化は影響はないとみてよい。

試験結果からみた結果では, 30-C以上でも

あまり吸光度は高くなく,禍変化もさ程,進

まないようである。

これらのことから考えて,ながいもの褐変

の強弱は,堀取時期,堀取後の経過日数,貯

歳条件,栽培土質,肥料関係に大いに左右さ

れるのではないかと思われる。これらについ

て,史に追試したいと思っている。

第3表グラフ温度変化によるP.H溶液の吸光度

吸0.5

光

度0・4

0.1i

日.;i

IK
lサi

光0.3

皮
0.2

0.1

3 4 5 6 7 8

¥
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4.静置,振畳別による経時的活性度

第4表静置,振登別の経時的吸光度

2時間目l4時間目l6時間目18時間目

-57-

考察

P.H3では8時間経過しても,静置,振乳

共に吸光度は進まず0.06程度を増減なく,経

過するのがみられた。

P.H4のものは,静置より,振盤の方が,吸

光度が高く経過している。

P.H5及び6は同じような経過を辿るが, 6

時間目に於て振蛍のものが,一時的に高くなる

が, 8時間目には,振盤のものも,静置も一致

するのがみられた。

P.H7並びに8は,時間経過によって徐々に

吸光度が上り, 6時間目までは,静態も,振藍

も漸増するが,殆んど同様の経過を辿り, 6時

間目を過ぎてからは,-静置と振返の開きが多く

なり,やや急激に振並のものが高くなる傾向に

あった。

以上の結果から,すり卸した,ながいもの褐

変を防止するために, 40-Cに放置するものと

すればP.Hを低くする必要がありP.Hが7

以上のアルカリ性となれば, 6時間以後は,褐

変化が異状に進み,特に振丑,即ち掩伴は褐変

の進行を助長するようである。

第4表グラフ

ワ4 6 8

・I.'」叶(時間
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5.濃度と活性度

i.粗酵素液量を変えた場合

第5表粗酵素液の濃度と吸光度

試験番号l吸光度l備考

考察

P.H5として,粗酵素液量を上のとおり,変

えて,吸光度を測定したが,酵素液量が多くな

れば,吸光度も高くなる結果を示した。
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iiチロシンの濃度を変えた場合

第6表チロシンの濃度と吸光度

試験番号1吸光度l備考

チロシン5mg(0.0%)

〟 5mg(0.1%)

〟 5mJ(0.3%)

〟 5mg(0.5%

〟 5mg(1.0%)

〟 5mg(2.0%)

考察

粗酵素液を一定にし,チロシンの濃度を変え

た場合,吸光度はあまり変化はみられず,チロ

シンを添加しなくても,吸光度は0.8あり,租

酵素液そのものが,いわゆる,酵素的,非酵素

的に,ある程度,褐変化することが考えられ,

チロシンの濃度にはあまり影響されなかった。

第5表グラフ机酵素液の濃度と吸光度

第6表グラフチロシンの濃度と吸光度

0.1%0.3%0.5% 1.0%
テロシン

2.0%

1.0

0,9

0.8

吸0・7
0.(i

-光e. r>

IK

いIV,1∴ミ

IK

0.1

綜合的考察

褐変の機作として,酵素的と,非酵素的の場

合が考えられるが,.馬鈴薯切口の褐変と近似し

ているので,基質,チロシンの存在を確認する

必要があった。そのためXanthoprotein,並び

にMillonreactionを実施した処,フェノール

基をもつ,チロシンの存在が確認されたので,

なかいも中にあるチロシナ-ゼの活性度を追究

することにした。

なお,チロシナ-ゼは水溶性であることより

ながいもの輪切りを手早く水浸して,その浸出

液を,粗酵素液として,使用することにし,以

下,チロシンに対する活性度を吸光度から判定

した。

これらの試験から, 5-Cに置いたものでは,

いずれのP.Hに於ても褐変化は,極く僅かで,

殆んどみられない位である40-C位までは,

アルカリ側に吸光度が高く,褐変化が進む傾向

にあったが50-C及び60-Cになれば,上記

の傾向とは反対に, P.H4位のものが特に吸光

度が高かった。

この現象は酵素的反応とは別に, P.H3ある

いは4側になると蛋白質の凝固をきたして,褐

変物質とは別に,吸光度を上げる原因となった

ようで,むしろ阻害する形となっている。

次に振塗して,吸光度をみた場合は, 4時間

EIまでは, P.H4を除いて,静置と変りないが,

それ以後は時間経過と共に,吸光度が大とな

り,褐変が進む傾向にあった。またチロシンと

チロシナ-ゼの濃度変化による吸光度は,租酵

素液が多くなるにつれて,吸光度は高くなり,

褐変化が進むことがわかるが,これとは反対に

チロシンの濃度を変えた場合は0.5%を限界

として,上昇の傾向はみられなかった。さらに

チロシンを作用させないで粗酵素液のみでも,

0.8の吸光度を示したことは,粗酵素液自体で

も,ある程度,褐変化が起っていることを示す
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ものであろう。

したがって,生食する場合,褐変を防止する

には,水に浸漬して,チロシナ-ゼを除去する

ことが先決である。また, 30-C-40-C位に置

くならば, P.Hの調節が必要で,酸性側にする

こと, P.Hの調節をしないならば,冷蔵庫等を

利用して, 5-C位に保って置けば安全である。

なお,擬拝の如き振衆操作は, 4時間以上,保

つ場合は褐変を助長することになる。

111.要約

やまのいも科植物は,特有の粘質物を利用し

て,生食,薬子用,煉製晶への混入など,用途

は,かなり広いものである。しかし褐変現象が

あるため,これが一つの欠点となっている。

したがって,この褐変の諸条件から,その防

止法を研究し,次の結果を得た。

チロシナ-ゼの活性度をみるために,チロシ

ンを基質とし,吸光度を測定し,判定の指標と

鷹tts!

これによると

(1)アルカリ側に大で,酸性側に小である。

(2)温度とP.Hとの関係は, 5-CではP.H

に関係なく安定であり, 50-CではP.H7

-5ならば,稗安定である。

(3)振鼓すれば,当初2時間目までは,静置

と差異はみられないが,以後時間経過につ

れて,大となる。チロシンの含有量は0.5

70までが限界で,それ以上の濃度ではあま

り吸光度は進まない。

以上のことから,褐変を防止するには,チロ

シナ-ゼを水浸浜によって除去すること,また

30-C-40-Cに置くならば,酸性側にP.Hの調

節をすること,冷蔵庫等に入れて, 5-C位に保

つならばP.Hの調節をしなくても安全であ

る。さらに概排することは, 4時間以上保つ場

合は褐変を助長する原因となる。
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Summary

The Chinese Yam is used for various purposes (e.g., mixing it into cake or paste) be-

cause of its characteristic viscosity; it is also eaten uncooked. Conversely, the likelihood

of browning limits its consumption. We, therefore, studied the prevention of browning.

The absorbans based on Tyrosin was taken as the measure of the activity of Tyrosmase.

The results were as follows; browning was inhibited when

(1) Tyrosinase was extracted with water.

(2) The P.H of grated Chinese Yam (for uncooked eating) was kept acidic, if it was

preserved at 30 C--40-C.

(3) The grated Chinese Yam (for uncooked eating) was kept at about 5 C in the re-

fngerator; i. e., without P.H control.

Mixing promoted browning when Chinese Yam is preserved longer than 4 hours.




