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(57)【要約】
【課題】特に、軟質レトルト大豆の再硬化を防止するための酵素処理方法を提供する。
【解決手段】大豆の酵素処理軟化方法において、酵素処理前に、メタリン酸ナトリウム及
び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加熱処理する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）凍結大豆を、解凍して、解凍大豆を調製する工程、
（４）前記解凍大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、酵素処理大豆を調製する工程、
（５）前記酵素処理大豆を、前記酵素分散液から分離する工程、
（６）前記酵素処理大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を停止
させる温度及び時間、加熱処理する工程、次いで
（７）加熱処理した大豆をレトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）凍結大豆を、解凍して、解凍大豆を調製する工程、
（４）前記解凍大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、酵素処理大豆を調製する工程、
（５）前記酵素処理大豆を、前記酵素分散液から分離する工程、次いで
（６）前記酵素処理大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を停止
させる温度及び時間、レトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【請求項３】
　軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）前記凍結大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、解凍しながら、酵素処理して、酵素処理大豆を調製する工程、
（４）前記酵素処理大豆を前記分散液から分離する工程、
（５）前記浸漬した解凍大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を
停止させる温度及び時間、加熱処理する工程、次いで
（６）加熱処理した大豆をレトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【請求項４】
　軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）前記凍結大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、解凍しながら、酵素処理して、酵素処理大豆を調製する工程、
（４）前記酵素処理大豆を前記分散液から分離する工程、次いで
（５）前記浸漬した解凍大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を
停止させる温度及び時間、レトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、高齢者用のレトルト大豆食品の製造方法に関する。具体的には、レト
ルト処理後長期に保存した場合に、酵素処理により軟化した大豆の再硬化を防止するため
のレトルト大豆食品の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高齢者は、通常、硬い食材を食することは困難である。また、高齢者も、通常の人々と
同様に、食事をする際には、食事における料理の食材の形態や色彩を、味とともに、楽し
みたいとの要望が強い。
【０００３】
　しかしながら、現状においては、通常、高齢者の食事は、高齢者が容易に食することが
できるようにとの配慮から、具材の形態がなくなるまで柔らかくしたペースト状のものや
、液状のものが主流となっている。そのため、高齢者は、普段、食材としての形態や色を
十分に楽しむことができず、食事が味気のないものとなりやすい。このため、高齢者用の
食事は、食欲を起し難く、高齢者は、徐々に、体力を落とすなど弊害を生じ易い。また、
食材をペースト状や、液状のものにまで処理されていると、料理としての食材によりもた
らされる色彩を味わうことも容易ではない。
【０００４】
　また、高齢者自身も、自宅において、通常硬い食材について予め柔らかい状態とされた
食材を市場において容易に入手できることは、高齢者用の食事を自分自身で自宅において
容易に調製するようにするためには、大変に望ましい。
　近年、生又は加熱処理した食材を凍結解凍した後、減圧下でペクチン分解酵素の分散液
に浸漬することにより、ペクチン分解酵素を食材の中心部まで浸透させ、内部まで柔らか
くされた食材を調製する方法が知られている(例えば、特許文献１)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２８４５２２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この酵素急速導入法によれば、食材の内部まで酵素を導入できるため、食材の表面だけ
ではなく、内部までも均一に短時間で軟化等の処理が可能となることが期待される。
【０００７】
　酵素急速導入法により調製された食材をそのまま容器に収納して、仮に、冷蔵保存で保
存し、軟化食材として市場に供給した場合に、その流通過程において、どうしても徐々に
軟化が進行してしまい、調理をする時点で、柔らか過ぎたり、筍やニンジンなどの硬い食
材でも、直ちに形が崩れるほどに軟化された状態になるといった問題が見出された。一方
、食材をそのまま容器に収納して、凍結することも検討されるが、それでも、若干の軟化
が進行する可能性があり、しかも、調理する際には、解凍する必要があり、高齢者にとっ
ては、手間がかかり、不便である。
　そこで、軟化が進行せず、柔らかい状態でかつ形状や、色彩を保持した状態の食材を、
そのまま調理できることは、高齢者にとって非常に便利であり、生活を豊かにする上で重
要である。
【０００８】
　出願人は、上記のように酵素を使用して軟化した食材を、市場においても、所定の柔ら
かさで固定され、そのまま直ちに調理しても、食材としての形状や、色彩、歯ごたえが保
持された高齢者の食事に適した食材を提供することを目的として、食材を一旦、凍結後解
凍した後、又は、凍結後に解凍する際に、食材を酵素により軟化させた後、使用した酵素
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の活性を確実に停止させる加熱処理を行なうことにより、市場において、流通過程を経由
し、更に、家庭における冷蔵庫に保存した後においても、設定された所定の硬度を保つ食
材を調製できることを見出し、既に、特願２００６－２３９０９４号として特許出願を行
っている（２００６年９月４日出願）。
【０００９】
　しかしながら、大豆の場合、上記酵素処理により、一旦軟化するものの、酵素処理をし
た大豆食品を、長期保存用にレトルトした場合に、レトルト食品の硬度が、酵素処理直後
の硬度に比べて、長期保存すればするほど大きくなるという問題があることが分かった。
そのため、長期保存を行ったレトルト大豆食品を消費者が調理したり、食したりした場合
に、高齢者が咀嚼することが困難な程度に大豆が依然として硬くなるといった問題が見出
された。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、酵素処理によって軟化し、レトルト処理した大豆が、再度硬化することを
防止する手段について鋭意検討した結果、生大豆を酵素処理に掛ける前に、事前に、メタ
リン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液中において加熱処理するこ
とにより、上記問題が効果的に解消できることを見出し、本発明に到達したものである。
　即ち、本発明は、以下の発明からなるものである。
【００１１】
１．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウム（炭酸水素ナトリウム）を含む大豆前
処理溶液で、生大豆を加熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）凍結大豆を、解凍して、解凍大豆を調製する工程、
（４）前記解凍大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、酵素処理大豆を調製する工程、
（５）前記酵素処理大豆を、前記酵素分散液から分離する工程、
（６）前記酵素処理大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を停止
させる温度及び時間、加熱処理する工程、次いで
（７）加熱処理した大豆をレトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【００１２】
２．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）凍結大豆を、解凍して、解凍大豆を調製する工程、
（４）前記解凍大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、酵素処理大豆を調製する工程、
（５）前記酵素処理大豆を、前記酵素分散液から分離する工程、次いで
（６）前記酵素処理大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を停止
させる温度及び時間、レトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【００１３】
３．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）前記凍結大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、解凍しながら、酵素処理して、酵素処理大豆を調製する工程、
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（４）前記酵素処理大豆を前記分散液から分離する工程、
（５）前記浸漬した解凍大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を
停止させる温度及び時間、加熱処理する工程、次いで
（６）加熱処理した大豆をレトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
４．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）前記凍結大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、解凍しながら、酵素処理して、酵素処理大豆を調製する工程、
（４）前記酵素処理大豆を前記分散液から分離する工程、次いで
（５）前記浸漬した解凍大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を
停止させる温度及び時間、レトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明においては、まず、メタリン酸ナトリウムと、重炭酸ナトリウムとを含む溶液に
おいて、生大豆を浸漬しながら、加熱処理する。
　大豆は、マメ科の植物であり、天然には、さやに内包された球状又は卵状の実である。
大豆は、さやに内包された状態で洗浄などされ、さやから分離され、更に必要に応じて、
洗浄などしておくことが好適である。
　大豆浸漬溶液は、メタリン酸ナトリウムと、重炭酸ナトリウムとからなり、残りは、水
からなっている。
　メタリン酸ナトリウムは、大豆浸漬溶液において、一般に、０．３～２．０質量％、好
ましくは、０．５～１．０質量％で配合される。
　重炭酸ナトリウムは、大豆浸漬溶液において、一般に、０．２～２．０質量％、好まし
くは、０．５～１．５質量％の濃度で配合される。
【００１５】
　大豆は、大豆前処理溶液において、一般に、８０～１００℃、好ましくは、９０～１０
０℃の温度において、好ましくは、３０分～２時間、好ましくは、１～１．５時間、浸漬
しながら、加熱することが必要である。この操作を予め行うことにより、その後の酵素分
散液における減圧下での酵素処理後において、軟化した大豆が、その後、レトルト処理後
、経時的に再硬化することなく、柔らかい状態で安定に維持させることが可能となる。な
お、理論に縛られるものではないが、この前処理により、大豆の硬化の原因と考えられる
ペクチンの再構成にかかわるカルシウムや、マグネシウムなどの金属イオンがメタリン酸
ナトリウムや重炭酸ナトリウムによりキレート化され、除去されるものと推定される。
【００１６】
　このようにして処理された加熱処理大豆は、次いで、好ましくは一度室温程度に冷却さ
れた後、凍結される。
　凍結は、通常、大豆の内部に氷結ができる条件で行われる。例えば、凍結温度は、－５
℃以下であり、好ましくは、－１５℃以下、例えば、－２５℃～－３５℃程度である。冷
凍は、急速冷凍機などにより、例えば、１０～６０分程度で冷凍を行うことができる。凍
結温度は、大豆に氷結晶が生成する凍結温度であれば、急速又は緩慢凍結を問わない。但
し、比較的急速な凍結時間又は作業時間を考慮すれば実用的な面から－１５℃が適当であ
る。また、細かい氷結晶を内部全体に均一に分布させるには、凍結を急激に行うことが好
ましい。また、緩慢な凍結により、内部に比較的大きな空隙を形成することができる。凍
結時間は、凍結温度に依存して変動するが、例えば、－１５℃以下では、通常、２０～６
０分程度である。もちろんこれよりも長い時間、凍結温度に保持してもよい。
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【００１７】
　解凍は、凍結大豆を室温で放置するか、又は５０℃、好ましくは、３０℃まで加温して
行われる。特に、解凍効率を向上し、酵素の浸透を向上するために、凍結した大豆を、後
述する酵素分散液中に浸漬保持しながら、減圧下に解凍してもよい。
　なお、解凍を行なう前に、凍結大豆の表面に冷風を当てて、表面の水分を減少させるこ
とは、後に行なう酵素浸透力を更に向上させるので、好適である。特に、解凍処理を次工
程(２)の減圧下の酵素処理と同時に行う場合に好適である。
　冷風の温度は、例えば、－４０℃～５℃、好ましくは、－２０℃～０℃が好適である。
　また、冷風乾燥時間は、通常、２日～１週間程度、好ましくは、４日～１週間が適当で
ある。
　解凍時間は、解凍温度に依存するが、例えば、５～３０分、通常、５～１５分程度が適
当である。なお、解凍処理を、次工程(２)において行う場合には、通常、解凍時間は、酵
素処理時間と同じである。
【００１８】
　このようにして解凍された大豆は、次いで、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセ
ルロース分解酵素を含む酵素分散液中に浸漬する。
　減圧下、酵素分散液中で、解凍された大豆を浸漬することにより、酵素が、大豆内部に
分散した微細な氷結晶の解凍により生じた多数の微細空隙中へ容易に浸透することができ
る。特に解凍を減圧下で行う場合には、予め、冷風で凍結食品の表面を乾燥させることが
好ましい。これにより、減圧下で、凍結食品の内部から微細な氷結晶が昇華する際に、凍
結食品の表面が乾燥していることから、内部からの水分と、酵素分散液とが容易に置換で
きるものと考えられる。
【００１９】
　減圧は、その程度が大きいほど、酵素の浸透は早まる。但し、市場で入手可能な減圧装
置との関係では、実用的な減圧の程度は、例えば、９３hPa（７０ｍｍＨｇ）以下、通常
、１３～８０hPa（１０～６０ｍｍＨｇ）が適当である。減圧速度は、特に問題ではない
が、例えば、１～６０分、好ましくは、２～４０分程度の速度で減圧することが適当であ
る。一方、一旦、大豆の内部に酵素が浸透した後は、浸漬中の外部の早い軟化を避けるた
めに、早めに、酵素処理大豆を酵素分散液から分離することが好ましい。但し、低温にお
ける全体的に均一な軟化のための時間を少なくするためには、分散液中に、しばらく保持
していてもよい。
【００２０】
　減圧時間は、減圧の程度、減圧速度、上記酵素の分散液の分離の時期などに依存して変
動するが、実用的には、例えば、１～４分程度、特に１～３分程度で十分である。
　酵素分散液に使用される酵素としては、ペクチン分解酵素（ペクチナーゼ）又はセルロ
ース分解酵素（セルラーゼ）が使用される。
　ペクチン分解酵素としては、ペクチンを加水分解できる酵素であれば、特に由来する細
菌等の種類は問われない。具体的には、ペクチン分解酵素の商品名としては、例えば、マ
セロチーム２Ａ（ヤクルト薬品工業株式会社製、３９％ペクチナーゼ配合）や、ペクトリ
アーゼ（１０％ペプチナーゼ含有）、スミチームSPG（新日本化学工業）等が好適に列挙
できる。
　セルロース分解酵素としては、セルロースを加水分解できる酵素であれば、特に細菌等
の由来は問われない。具体的には、セルロース分解酵素の商品名としては、例えば、セル
ラーゼＹ－ＮＣ（ヤクルト薬品工業）等が好適に列挙できる。
【００２１】
　酵素分散液の濃度は、特に限定されるものではないが、通常、０．１～４．０質量％、
好ましくは、０．２～２．０質量％とすることが適当である。媒体は、通常、水であるが
、酵素の最適ｐＨ範囲等を安定に保つため、リン酸塩等の緩衝剤を配合してもよい。
　浸漬温度は、一般に、０～７０℃、好ましくは、１０～５０℃であることが適当である
。浸漬時間は、浸漬温度により変動し得るが、例えば、２～５０分程度、好ましくは、３
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～４０分程度であることが適当である。
【００２２】
　浸漬後、酵素処理大豆を酵素分散液をから分離する。これにより、内部からの軟化と比
較して、急速に進行する外部軟化を避けることができ、大豆全体における均一な軟化を達
成することができる。
　このようにして内部まで酵素が浸透し、酵素分散液から分離された大豆を、所定の柔ら
かさとなるまで、低温において、大豆全体として、徐々に均一に軟化をさせるために、一
般に、０～２０℃、好ましくは、５～１５℃において、冷蔵庫などの恒温室で保存する。
保存時間は、大豆の所定の柔らかさに至るまでの時間であり、一般に、５～４８時間、好
ましくは、１５～２０時間である。例えば、７℃においては、１５～２０時間程度である
。
【００２３】
　次いで、全体に均一な柔らかさとなった大豆に対して、更なる酵素の作用を止めるため
に、加熱により、酵素の失活処理を行う。所定の柔らかさに至ったどうかの判断は、予め
、処理時間と、柔らかさとの関係を検量しておくことにより、確認することができる。
【００２４】
　加熱は、例えば、６０～９９℃、好ましくは、７５～９５℃程度で行うことが酵素活性
の失活に有効である。加熱水による浸漬の程度は、一般に、軟化大豆の３～２０倍程度、
好ましくは、５～１０倍程度が好適である。また、沸騰させながら、加熱してもよい。ま
た、加熱時間は、加熱温度により変動するが、例えば、５～２０分、好ましくは、５～１
０分程度である。なお、炭酸ナトリウムなどのアルカリ剤を併用することにより、ｐＨの
調整を行うことができる。
　酵素の失活は、得られた酵素処理大豆を、加熱容器に投入することにより行なってもよ
い。加熱容器としては、レトルト処理で行っても良いし、単に、加熱された湯を入れた容
器又は釜などが使用できる。但し、レトルト釜は、便宜的に使用できることを意図するも
のであり、通常、非加圧状態で使用する。なお、加圧下でのレトルト処理を全く排除する
意味ではない。レトルト処理を行うことにより、酵素失活処理とレトルト処理とを併用す
ることができる。
【００２５】
　次いで、酵素失活させた大豆は、長期保存のための殺菌処理に付するため、レトルト処
理にかけられる。レトルト処理は、市販されているレトルト用の袋（例えば、ＰＥＴ（１
２μｍ）／ナイロン（１５μｍ）／アルミニウム（７μｍ）／ポリプロピレン（７０μｍ
）の層構成からなるものなど）に入れて、一般に、１００～１３０℃で、好ましくは、１
１０～１２０℃で、１０分～２時間、好ましくは、３０分～１時間行う。このようにして
得られた酵素軟化大豆は、レトルト食品として長期保存後においても、酵素処理時の柔ら
かさを維持することができる。
【００２６】
　例えば、高齢者は、自宅において、このような軟化レトルト大豆を購入し、保存してお
き、レトルト大豆を利用して、適宜、自分の好みの料理を作ることができる。この場合、
酵素処理大豆は、レトルト後において長期に亘って、酵素処理当時の所定の柔らかさで保
持され、特に高齢者に方にとって使用し易い食品である。
　もともと、所定の柔らかさまで軟化されている食材であるので、調理の時間も大幅に短
縮される。調理時間などは、自宅において、それぞれの好みにあった柔らかさとなるまで
任意に行うことができる。
　高齢者が舌で容易に咀嚼できる柔らかさは、例えば、タケトモ製テクスチュロメーター
で測定した場合に、容易に咀嚼できるものとして、ユニバーサルデザインフード基準で、
５０,０００～５００,０００Ｎ／ｍ2、好ましくは、５０,０００～２００,０００Ｎ／ｍ2

程度が好適である。
　酵素失活をする時点での柔らかさは、タケトモ製テクスチュロメーター測定した場合に
、１５０，０００～４００，０００Ｎ／ｍ2（１．５×１０5～４．０×１０5Ｎ／ｍ2）、
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好ましくは、２００，０００～３００，０００Ｎ／ｍ2（２．０×１０5～３．０×１０5

Ｎ／ｍ2）程度が好適である。
【実施例】
【００２７】
　以下、本発明について、具体例により、更に詳細に説明するが、以下の実施例は、本発
明の例示であり、本発明の範囲が、この実施例により何ら限定されるものではないことは
明記されるべきことである。
【００２８】
実施例１（冷凍大豆の製造）
大豆の前処理
　さやに含まれた大豆を水洗し、さやに含まれた大豆をさやから分離し、生大豆（１００
０ｇ）を得た。
【００２９】
加熱処理
　得られた大豆を、乾燥大豆を基準として、５倍量の、以下の組成を有する大豆前処理溶
液に浸漬し、９０℃において、３０分加熱した。
【００３０】
大豆浸漬溶液：
　成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　量（ｇ）
　メタリン酸ナトリウム　　　　　　　　　　３０
　重炭酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　５０
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９２０
　全量　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０００
　大豆前処理溶液のｐＨ：７．９
【００３１】
冷凍処理
　大豆前処理溶液から分離（打ち上げ）した大豆を、水で冷却し、急速冷凍機で、－３０
℃において、４０分冷凍を行った。これにより、大豆の組織内に氷結晶を生成させた。次
いで、大豆の表面に、冷風（-２０℃）を４８時間当て、冷凍状態での表面の水分を減少
させ、大豆の組織内に酵素が浸透しやすくした。
【００３２】
酵素分散液の調製
　マセロチーム２A（ヤクルト薬品工業株式会社製、３９％ペクチナーゼ配合）を水に混
合し、分散させることにより、酵素濃度０.３％の酵素分散液を得た。
【００３３】
凍結大豆の解凍
　凍結大豆を、３０℃において、３０分時間放置して、解凍した。
【００３４】
酵素含浸処理
　減圧可能な容器内において、解凍大豆を、その質量に対して、３倍量の０.３％酵素分
散液に浸漬し、２０分間、８０hPa（６０mmHg）で減圧し、減圧が安定した後、４０分後
に、酵素含浸処理した大豆を、酵素の分散液から分離した。
　この時の大豆の硬度は、タケトモ製テクスチュロメーターにより測定したところ、３．
０×１０5Ｎ／ｍ2であった。
　得られた酵素処理大豆を、酵素分散液から分離した大豆を７℃に設定された冷蔵庫にお
いて16時間酵素反応を行った。この時の硬度は、２．２×１０5Ｎ／ｍ2であった。
【００３５】
酵素失活処理
　次いで、９０℃において、７分間加熱処理を行い、酵素の失活化を行った。
　この加熱処理により、大豆の硬度は、タケトモ製テクスチュロメーターにより測定した
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場合に、１．８×１０5Ｎ／ｍ2であった。この硬度は、高齢者にとって、非常に咀嚼しや
すい硬度であり、歯茎と、舌とで容易につぶすことのできるものであった。
　更に、このように製造された大豆は、レトルト袋に入れ、レトルト処理（温度１１５℃
、時間４０分、圧力１５０ｋＰａ）で処理した後において、１．５×１０5Ｎ／ｍ2程度を
維持し、例えば、１年経過後においても、硬度が増すことはなかった。
【００３６】
　上記の通り、本発明によれば、酵素処理を行う前に、メタリン酸ナトリウム及び重炭酸
ナトリウムを含有する大豆前処理溶液において、大豆を加熱処理することにより、レトル
ト処理した後、長期間経過した後でも、酵素失活時の柔らかさを維持でき、高齢者にとっ
て直ちに食せるものであり、色や、歯ごたえの堪能しながら咀嚼することができる。
　なお、本発明の好ましい態様として、以下のものがある。
１．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）凍結大豆を、解凍して、解凍大豆を調製する工程、
（４）前記解凍大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、酵素処理大豆を調製する工程、
（５）前記酵素処理大豆を、前記酵素分散液から分離する工程、
（６）前記酵素処理大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を停止
させる温度及び時間、加熱処理する工程、次いで
（７）加熱処理した大豆をレトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
２．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）凍結大豆を、解凍して、解凍大豆を調製する工程、
（４）前記解凍大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、酵素処理大豆を調製する工程、
（５）前記酵素処理大豆を、前記酵素分散液から分離する工程、次いで
（６）前記酵素処理大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を停止
させる温度及び時間、レトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
３．工程（１）において、前記大豆前処理溶液におけるメタリン酸ナトリウムの濃度が、
０．３～２．０質量％である上記１又は２に記載に方法。
４．工程（１）において、前記大豆前処理溶液における重炭酸ナトリウムの濃度が、０．
２～２．０質量％である上記１又は２に記載の方法。
５．工程（１）において、加熱温度が、８０～１００℃である上記１又は２に記載の方法
。
６．工程（１）において、加熱温度が、９０～１００℃である上記１又は２に記載の方法
。
７．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）前記凍結大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、解凍しながら、酵素処理して、酵素処理大豆を調製する工程、
（４）前記酵素処理大豆を前記分散液から分離する工程、
（５）前記浸漬した解凍大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を
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停止させる温度及び時間、加熱処理する工程、次いで
（６）加熱処理した大豆をレトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
８．軟質レトルト大豆の製造方法であって、以下の工程、
（１）メタリン酸ナトリウム及び重炭酸ナトリウムを含む大豆前処理溶液で、生大豆を加
熱処理して、加熱処理大豆を調製する工程、
（２）加熱処理大豆を、凍結する工程、
（３）前記凍結大豆を、減圧下において、ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の分
散液に浸漬し、解凍しながら、酵素処理して、酵素処理大豆を調製する工程、
（４）前記酵素処理大豆を前記分散液から分離する工程、次いで
（５）前記浸漬した解凍大豆を、前記ペクチン分解酵素又はセルロース分解酵素の活性を
停止させる温度及び時間、レトルト処理する工程、
を有することを特徴とする方法。
９．工程（１）において、前記大豆前処理溶液におけるメタリン酸ナトリウムの濃度が、
０．３～２．０質量％である上記７又は８に記載に方法。
１０．工程（１）において、前記大豆前処理溶液における重炭酸ナトリウムの濃度が、０
．２～２．０質量％である上記７又は８に記載の方法。
１１．工程（１）において、加熱温度が、８０～１００℃である上記７又は８に記載の方
法。
１２．工程（１）において、加熱温度が、９０～１００℃である上記７又は８に記載の方
法。
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