
緒　　　　　言

　アブラナ科の野菜である広島菜は特有の香味を有して
いるが，この香味成分（フレーバ成分）は広島菜が傷付
くことで酵素的に形成される1）。前報2）において広島菜
の塩漬中でのフレーバ成分の生成と分解に及ぼす要因に
ついて明らかにしたが，今回は広島菜漬の乾燥工程にお
けるフレーバ成分の変化について調べた。広島菜のフ
レーバ成分はイソチオシアネート（ITC）であり，
3-butenyl ITCと 4-pentenyl ITCが主体であることは既に
わかっている3,4）。また，そのフレーバ成分は酵素（ミロ
シナーゼ）により生成されるが，ITCは化学的に不安定
で5-8），生成と同時に分解されて徐々に消失していく1）。
広島菜漬特有のフレーバ成分である ITCの保持は，その
加工品の品質として重要な因子である。広島菜漬は乾燥
してフリカケとしても商品化されており，乾燥広島菜漬
のフレーバ保持も大切である。しかし，乾燥中の広島菜
漬のフレーバ成分の変化についてはほとんど明らかにさ
れていない。そこで，本研究では乾燥方法（冷風乾燥，
真空乾燥，真空凍結乾燥）を変えた広島菜漬のフレーバ
成分の変化とその保持要因について検討した。

方　　　　　法

（1）　広島菜漬の調製
　原料の広島菜は最盛期（12月）に主産地（広島市安佐
南区川内）の同一圃場で採取した直後のものを供試した。
原菜を軽く水洗後，塩漬工程は前報2）の結果に基づいて，
塩漬中のフレーバ生成を極力抑制するため，広島菜を高
塩分（ 8％），低温（10°C）の液漬法で 3日間処理し，広
島菜漬の試料（最終塩分4.17％）を調製した。

（2）　乾燥方法と乾燥試料の調製
　広島菜漬の乾燥方法としては40°Cでの冷風乾燥
（yamato DN600），棚温度40°Cでの真空乾燥（TABAI ES 
PEC CORP LHV-112），真空凍結乾燥（共和式 RLE-103
型；以後凍結乾燥と略記）の三つを用いた。
　乾燥試料の調製は，広島菜漬の 2～ 3枚の葉から葉柄
部と葉脈部とを除くように切り取り，試料を混合して四
等分し，別々の乾燥器で乾燥した。残り一つは生鮮広島
菜漬のフレーバ分析に供試した。各乾燥広島菜漬を粉砕
器で粉砕し，48メッシュ以下の乾燥広島菜漬粉末を各試
料としてフレーバ分析に供試した。なお，水分量は常法
に従い，105°Cで恒量になるまで乾燥させ求めた。

（3）　乾燥広島菜漬のフレーバ成分測定法
　乾燥広島菜漬のフレーバ成分の測定は，前報2）に従っ
た。すなわち，乾燥広島菜漬粉末 0.2 gを共栓付き試験
管（10 ml容）にとり，所定温度の蒸留水を 2 ml加えた
後，振とう恒温槽（37°C）で反応させ，フレーバ成分量
を測定した。溶液の pH調節は特に行っていない。測定
は 3回行い。その平均値で示した。また数値は水分補正
し，生鮮広島菜漬での含量の値で示した。

（4）　生鮮広島菜漬のフレーバ成分測定法
　生の広島菜漬のフレーバ成分の測定は，前報2）に従っ
て行った。すなわち，広島菜漬の葉の表面水分を濾紙で
軽く除去し，葉柄部と葉脈を除いた葉を切り取り，その 

2 gを細刻し，10 mlの水を入れて粉砕した。その粉砕物
からフレーバ成分をヘキサン抽出し，（5）の分析法によ
りフレーバ成分を分析した。
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り，凍結乾燥ではほぼ100％残存していた。広島菜漬のフ
レーバ成分である ITCは 3-butenyl ITCと 4-pentenyl ITC

であり，この生成したフレーバ成分は非常に不安定で温
度が高いほど分解・消失し易いことが明らかになってい
る6–8）。また，前報2）から，加工工程では，フレーバ成分
の生成と分解が同時並行的に進行することも判明してい
る2）。したがって，乾燥工程中も水分が少なくなるまで
ミロシナーゼ活性が失われず，温度が高いと ITCの生成
と分解が継続して行われていると考えられる。そのため，
冷風乾燥および真空乾燥では，乾燥中に多くの ITCが生
成，分解したため，乾燥物中の残存率が低くなったと思
われる。それに比べて低温で乾燥された凍結乾燥では，
ITCの生成，分解とも抑制されるため，グルコシノレー
トでの残存が多くなったと思われる。これらの結果より，
広島菜漬の乾燥においては，真空凍結乾燥法を用いない
とそのフレーバ成分を保持することは難しいことがわ
かった。同じアブラナ科野菜の大和マナの乾燥において
も凍結乾燥が望ましいとの報告10）があり，今回の結果と
同じであった。また，アブラナ科野菜の加工時の ITC成

図 1　乾燥広島菜漬のフレーバ残存率（％）の比較
（生鮮広島菜漬のフレーバ相対濃度に対する比較）

（5）　広島菜漬フレーバ成分の分析法
　広島菜のフレーバ成分の分析法は，前報2）に従って
行った。その概要は以下のとおりである。反応液から
ITCを木島ら9）の方法に準じて，ヘキサン抽出後，ガス
クロマトグラフィを用いて定量した。ガスクロマトは島
津 GC-7AG型（FPD検出器付）を用いた。内部標準物質
としては1-benzo thiophenを用いた。また，解析は前報2）

と同様にピーク面積で割った平方根の値を相対濃度とし，
その総和を totalフレーバ相対濃度（以下，フレーバ相対
濃度と略記）とした。

結果および考察

（1）　広島菜漬の乾燥
　広島菜漬の乾燥条件による乾燥物の収量および水分量
を表 1に示した。乾燥時間は異なるが，収量については，
大きな差異は認められなかった。また，乾燥後の水分量
は，冷風乾燥で13.9％と他と比べてやや高かった。しか
し，残りの 2つは真空乾燥8.99％，凍結乾燥8.56％と大
きな違いはなった。

（2）　乾燥広島菜漬粉末のフレーバ成分測定
　各乾燥法による乾燥広島菜漬では，フレーバ成分を測
定する際に塩分が含まれている。そのため，フレーバ測
定条件は，前報2）の条件とは異なるため，その測定条件
を検討した。反応液を37°Cで反応させた際の生成フレー
バ相対濃度の経時変化を表 2に示した。各試料とも反応
時間10～15分でフレーバ相対濃度がピークになっている。
塩分を含まない生鮮広島菜および広島菜乾燥粉末では反
応時間 2分でフレーバ相対濃度がピークに達している2）

ことと比較するとピークの時間がかなり遅くなっている。
これは前報2）でも報告したように塩分が存在するとフ
レーバ成分の生成が抑制されたためである。このことか
ら，以後の実験においては乾燥広島菜漬粉末では反応時
間を15分としてフレーバ相対濃度を測定することにした。

（3）　乾燥方法による乾燥広島菜漬のフレーバ成分の残
存率

　乾燥法の違いによる乾燥広島菜漬のフレーバ成分の残
存率の比較を図 1に示した。図に示した残存率は生鮮広
島菜漬のフレーバ相対濃度に対して比較したものである。
図から，冷風乾燥では乾燥物にはフレーバ成分はほとん
ど残存していない。また，真空乾燥ではわずか12％であ

表 1　広島菜漬の乾燥法による乾燥収量と乾燥物水分量

乾燥法 乾燥時間（時） 乾燥前（g） 乾燥後（g） 収量（％） 乾燥物水分量（％）

冷風（40°C） 7 54.9 6.73 12.2 13.9
真空（40°C） 24 50.2 5.76 11.5 8.99
真空乾燥 6 59.1 6.96 11.8 8.56

表 2 　乾燥広島菜漬のフレーバ生成の反応時
間による濃度変化

反応時間
（37°C，分）

フレーバ相対濃度

冷風乾燥 真空乾燥 凍結乾燥

5 2.5 23.4 344.2
10 2.7 32.4 389.3
15 2.6 38.6 397.2
20 2.7 33.8 383.6
30 2.1 37.4 350.7
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分の保持については長田ら11）も，化学的に安定な前駆体
のグルコシノレートで残存が望ましいとしている。また，
フレーバ保持には乾燥物のミロシナーゼ活性が残存して
いることも重要であり12），低温（40°C以下）での乾燥が
望ましい。
　以上のことから，乾燥におけるフレーバ成分の保持要
因としては，①加工中の ITCの生成を極力抑え，前駆体
であるグルコシノレートでの残存量を多く保つこと，②
乾燥中の温度を低くしてミロシナーゼ活性を残存させる
こと，この二点が重要と考えられる。また，前報2）の結
果より，広島菜漬の乾燥前の塩漬処理においても，野菜
組織を極力傷つけない液漬で，しかも低温（10°C以下）
でフレーバ成分の生成を抑制し，グルコシノレートでの
残存を多くしておくことが大切である。
　以上の結果より，乾燥工程では低温でミロシナーゼは
失活しないよう留意し，グルコシノレートでの残存を多
く保つ乾燥法を選択することがフレーバ保持には重要で
あることがわかった。
　今回の結果は同じ ITCを風味成分とする高菜漬，野沢
菜漬，ワサビおよび黒からしの乾燥品の風味保持におい
ても有益な知見と思われる。

要　　　　　約

　広島菜漬の乾燥工程によるフレーバ成分の消長と乾燥
物への風味保持とについて検討した。
（1）乾燥広島菜漬の風味保持には前処理の塩漬工程での
フレーバ成分の生成を極力抑えるため，高塩分，低温
（10°C前後）での液漬法で行うことが大切である。
（2）乾燥工程は温度の高い冷風乾燥，真空乾燥では，工
程中にフレーバ成分が生成・分解するため，乾燥物で
のフレーバ保持は難しかった。

（3）広島菜漬の風味を保持するためには真空凍結乾燥法
が最も適しており，乾燥前の生鮮物フレーバ量とほぼ

同じ100％の保持が可能であった。
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Summary

The leafy vegetable Hirosimana (Brassica pekinensis var. Hiroshimana) of Brassicaceae is salted and consumed in 
pickled form. The main flavor components of Hiroshimanazuke (salted Hirshimana) are isothiocyanetes (ITCs), the 
products of enzymatic conversion by myrosinase. ITCs are highly reactive and unstable compounds, and their forma-
tion and decomposition rate are greatly affected by temperature. The decomposition of flavor components in 
Hiroshimanazuke was investigated during the drying process. The results indicated that temperature was an impor-
tant factor for the decomposition of flavor in Hiroshimanazuke during the drying process. Low temperatures were 
necessary to suppress the formation and decomposition of ITCs in Hiroshimanazuke. Thus, it would be quite difficult 
to preserve the flavor of Hiroshimanazuke without freeze-drying.


