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地産地消運 動の高ま りととも に、愛知 県特産の 野菜、水 産物を活 用した、 従来製品 と差別化 （高付加 価
値化）でき る製品の 開発が求 められて いる。貝 類、えび 、イカな どの水産 物と野菜 を組み合 わせ、双 方の
うま味を生 かした漬 物を製造 すること は業界の 課題の１ つである 。しかし 、水産物 と野菜に は様々な 微生
物が存在す るために 保存性が 低いこと 、好まし くない臭 いが発生 するなど の問題点 がある。 そこで本 年度
は、乳酸菌 による発 酵・熟成 の導入で 、これら の問題点 を解決し 、製品の 安定化、 高品質化 を図った 。

１．はじめに

レー ブした（ Ａ液）。さ らにアカシ ャエビの むき身と蒸

昨年 度の研究 において大 根ジュース にアカシ ャエビ、

留水 を等重量 でホモジナ イズし、低 温殺菌し た溶液を作

ヒイ カ、アサ リ抽出液を 加えること で、乳酸 菌の生育、

成し た（Ｂ液）。Ａ液にＢ 液を 10％（v/v）添 加し、Lb.

及び 乳酸の生 成を促進す ることが明 らかとな った。そこ

casei L-14 株を

で本 研究では この技術を 活用し、漬 物製造に おいても同

せた 。

2.0× 10 ７/g 接種して 、15℃で発 酵さ

様な 効果がみ られるか検 討し、高風 味漬物の 開発を目指
大根搾汁液

白菜

した 。
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２．実験方法
2.1 試作１（ 大根漬物 における発 酵促進の 検討）
原 料として 青首大根（ 愛知県産：耐病総太り ）を用い、

安全に 発酵・熟成
することが可能

発酵大根搾汁液
水産物 のうま味

調 味（薬味 の添 加）
低 温発酵・ 熟成

次亜 塩素酸ナ トリウム溶 液で殺菌し、剥皮後１ cm 角に切
断し た。この カット大根 と蒸留水を 等量加え た漬物に各

乳酸菌
高温 で短 期間発 酵・熟 成

大量の乳酸 菌 菌体

製品（キムチ）

水産 物の水抽 出液（水産 物１に対し 水３の重 量比で抽出
（ Lb.）
した 水溶液）を全体 で 0.1％添加し 、Lactobacillus

casei L-14 株を 2.0× 10 ７/g 接種して 、15℃で発 酵させ

図１

新規製 造フロー（ 試作２）

た。 水産物は 愛知県幡豆 郡一色町で 購入した ヒイカ、ア
カシ ャエビを 用いた。こ れらの可食 部を軽く 水洗し、生
のま ま実験に 使用した。
2．2 試作 ２（発酵 大根搾汁液 の調製）
野 菜に水産 物抽出液を 添加し、乳 酸菌を接 種する方法

大根
↓
加水１：１
ホモジナイズ
↓
オートクレーブ
121℃、15分

Ａ液

アカシャエビむき身
↓
加水１：１
ホモジナイズ
↓
低温殺菌70℃、15分

10％

Ｂ液

では 、①乳酸 菌数の増加 はわずかだ った、② 腐敗菌が生
育す るおそれ がある、な どの問題点 があった 。そこで乳
酸発 酵を促進 して、腐敗 菌の生育を 阻止する ため、図１
のよ うに、あらか じめ大根 の搾汁液（水 産物抽出液 入り）

乳酸菌の接種

Lactobacillus casei L-14株

30℃、７日間発酵

発酵大根搾汁液

を乳 酸発酵さ せ、これを 野菜に加え る試作２ を行った。
その 具体的な 実験手順を図 ２ に示した。洗浄 、殺菌した
大根 と蒸留水 を等重量加 えてホモジ ナイズし 、オートク
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図２ アカシャ エビ入り 発酵大根搾 汁液試作フ ロー

2．3 発酵 大根搾汁 液の分析
試作 １で得ら れた発酵大 根について 、乳酸菌 数の計測

発酵前

100mLあたりのmg数

１）

。また、 試作２で調 製した発酵 大根搾汁 液に

を行 った
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つい ては、酸度、遊 離アミノ酸 組成 １）に ついて分 析を行

エビ由来のグリシン
（旨味アミノ酸）
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３．実験結果及び考察
3.1 大根漬物 における 発酵促進の 検討（試 作１）
大 根漬に L-14 株 を接種し 、
15℃で 発酵させ たものの乳
酸菌 数の変化 を図３ に示した。その結 果、ヒイカ抽 出液、
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及 びアカシ ャエビ抽 出液を 0.1％添加 すること によって 、
大根 漬中の乳 酸菌数が増 加する傾向 が認めら れた。しか

図４

しそ の効果は 僅かであり 、さらに水 産物の臭 いが残留す

アカシャエビ抽出 液を 10％添加した
大 根搾汁液 の遊離アミ ノ酸含量

るこ とから、 改善の余地 が認められ た。

（発 酵前）
(a ) ヒ イ カ 抽 出 液 を 0.1％ 添 加

( b) ア カ シ ャ エ ビ 抽 出 液 を 0.1 ％ 添 加
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発酵後

100mLあたりのmg数

グルタミン酸が大幅に増加
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エビ由来のグリシン
（旨味アミノ酸）
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L-14 株を接種 した大根漬 物の乳酸菌 数の変化
○;添加せず
0.025％添 加）
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△;0.1％ 添加（固 形物として
い ずれも 10℃で発酵

図５

アカシャエビ抽出 液を 10％添加し発 酵させた
大根 搾汁液の 遊離アミノ 酸含量

3.2 発酵大根 搾汁液の 調製（試作 ２）
試 作１の欠 点（臭いの 問題）を改 善するこ と、及び安

（ Lb.casei L-14 株を接種 し、30℃で ７日発酵）

全で 、大量に 、安定な生 産ができる ことを目 指し、試作

４.結び

２を 行った。 得られた発 酵大根搾汁 液の酸度 を表 １ に 、
遊離 アミノ酸 組成を図４ 、図５ に示した。

(1)愛知県 特産の水 産物のうち、ヒ イカ、アカシャ エビ水

大根 搾汁液 を 30℃で発 酵させた ところ、アカ シャエビ

抽物 を大根漬 物に添加し 、接種した 乳酸菌の 菌数を経時

抽出 液を 10％添加した ものは酸 度上昇が速 く（表１ ） 、

的に 測定した 。その結果 いずれ も 0.1％添加する ことに

腐敗 微生物の 初期生育を 阻止できる ものと考 えられた。

よっ て、乳酸 菌の生育促 進に寄与し た。

また 、３日経 過後までは 強い不快臭 があった が、７日後

(2)従来の キムチ製 造法では 、
下漬し た野菜に 水産物を加

には ほとんど 感じられな くなった。 さらに発 酵前のもの

えて 漬込んで いた。この 方法では腐 敗や臭気 発生のリス

と比 較すると 、強い旨味 が感じられ 、グルタ ミン酸含量

クが あった。 そこで、大 根搾汁液に エビを添 加して乳酸

が増 加してい た（図４、 図５）。

菌を 接種し発 酵させたと ころ、腐敗 すること なく、また
水産 物特有の 不快臭を抑 えて旨味を 付与する ことが可能

表１

発酵大根搾汁液の 酸度（ 30℃で発酵）

とな った。

３日 後

５日後

７日後

対照

0.8

1.0

1.2
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注 1： 単位は 100ｇ あたりのｇ 数（乳酸 として）
注２ ：いずれ も Lb.casei L-14 株を 接種した

（ 1999）

