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丸大豆の物理的要因を比較：
大豆の損傷
 

損傷のある大豆の量は、

検討事項です。この損傷には、熱やカビ、虫による損傷のほか、大豆
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す。乾燥は熱による損傷のリスクを高め、大豆から製造

ルの品質にも影響します。

他の地域で栽培

ものは、その品質を保持するため、通常より乾燥させてあり

した地域で最も一般的に利用されているのは、

木を燃やす方法です。乾燥条件が適切であれば

れますが、乾燥方法は重要なポイントです。乾燥プロセスとしては、ガ

スを使って乾燥させる方法がより好ましく、乾燥作業をより正確に調

節できますが、木は安価かつ容易に入手できることから、南米地域で

は木を燃やして乾

させる過程でその調節が適切

が増えてしまいます。

 

さらに、地域によって生育の状況が大きく異なるため、熱による損

傷を受けた大豆の量には明らかなばらつきがあります。

 

米国産大豆は、畑で自然に乾燥し、通常
分量が最適
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