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味覚センサーを用いた佃煮の昧評価

大島久華，大谷尚美

味覚センサーを用いて，のり佃煮を評価し，味の特徴の把握，賞味期限設定およびクレーム対策等での

利用が可能か検討した.市販ののり佃煮 22種を味覚センサーにて測定し，主成分分析を行った結果，県

内企業製品と県外企業製品およびアミノ酸等配合製品と無添加製品に分類でき，味の特徴を主成分のグ

ラフにより視覚的に表現することができた.また，特徴のある製品の開発，賞味期限設定およびクレーム

対策においても味覚センサーを活用できることが示唆された.

1 緒言

食品の開発において，ヒトの感覚(視覚，聴覚，味覚，

臭覚および触覚)を使っておいしさを評価する官能検

査は必要不可欠な検査である.しかしながら，官能検査

は，パネリストの個人差や体調に左右される，同ロット

の商品の経時変化を同一日に検査できないなど，正確

性・再現性の高い検査を行うことが困難であることが

多い.一方，液体クロマトグフラフィ一等の化学分析で

は，食品を構成する成分や，その含量を知ることができ

るが，味物質の種類が莫大であるため，総合的な味の評

価を行うことは不可能である.そこで，食品の味を簡便

に総合的に評価する手法が望まれている.

近年，食品の味を数値化・客観化する手法として味覚

センサーの利用が検討されている.味覚センサーは，脂

質と高分子を混合して作成された膜(脂質/高分子膜)

を味物質の受容部分とし，この複数の脂質膜からなる

電位出力応答パターンから味を数値化する装置である

1)苦味，渋味，旨味，塩味，酸味および甘味の各セン

サーから構成され，マーケティング，新商品開発，品質

管理，賞味期限設定，クレーム対策などへの応用が期待

され，様々な食品の味評価に活用されている 2-7)

そこで，香川県の地場産品の一つである佃煮を用い

て，味の特徴の把握，賞味期限設定およびクレーム対策

等において味覚センサーを用いた評価ができるかどう

か検討した.

2 実験方法

2. 1 分析試料

サンプルとなる佃煮は，以下ののり佃煮を用いた.佃

煮の味覚傾向評価には，市販されているのり佃煮 22種

(県外企業4社4製品;A"-'D，県内企業7社 18製品 ;E

"-'V)を用いた.減塩佃煮の評価には，市販のり佃煮2製

品α，y)を用いた.賞味期限設定評価には，製造直後，

製造1年後，製造2年後の制斗，クレーム対策言判面には，

のり佃煮の正常品と変敗品を県内企業より譲り受けたも

のを用いた.

2. 2 試料の調製

のり佃煮50gに200mlの蒸留水を加えて，ホモジナ

イザーにより 60秒間粉砕・撹枠し，遠心分南餓 (3，000

叩m，10分)，滞紙 (No.2)により櫨過をした.この操作

により得た漏夜(以下， ["抽出液」という)を味覚センサ

ー測定に供した.

2. 3 味覚センサー測定

味覚センサー(味認識装置SA402B，(株)インテリジェ

ントセンサーテクノロジー)を用いて，抽出液の味覚特

性を測定した.用いたセンサーは，表1に示すように，

通常食品に用いられる 5種類と甘味センサーの計6種類

とした味覚センサーにおいては，試料液にセンサーを

浸潰し，食品を口に含んだ瞬間の「先味Jと，食品を飲

み込んだ後の「後味」の2種類を評価した.試料液と基

猶夜(30nM KCl， O. 3 nM酒石酸)との電位差を先味，そ

の後センサーを基準夜で軽く洗浄し，基準液中に浸潰し

て再度測定した時の電位と基準液の電位との差を後味と

して測定した.

極性

表1 用いたセンサー

味評価値

先味 後味
センサー名

ブレンド

A血 旨味

CTO 塩味

CAO 酸味

COO 苦嚇佐味

AE1 渋味刺激

GL1 甘味

旨味コク

フ。ラス
苦味

渋味

2. 4 測定結果の解析

各センサーの電位データを，装置に付属したソフトウ

ェアにより補正，数値変換して各味の強度(ヒトは呈味

物質に1.2倍の濃度差がないと識別できないため， 1. 2 
倍の濃度差を味の 1単位とする)8)として表し，最終的に

味の強度とバランスによって味の特性を評{面した.なお，

「甘味」は5回の測定値のうち，後半3回の測定値， ["甘

味」以外は4回の測定値のうち，後半の3回の測定値に

ついて解析を行い，その平均値を味の評価値としたこ

れは，初期の測定値は不安定な場合があるための措置で

ある.分析データの主成分分析には， EXCEL多変量蛸庁

Ver. 7.0 ((株)エスミ)を用いた.

3 結果と考察

3. 1 のり佃煮の味覚傾向

円
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市販のり佃煮 22種について味覚センサーによる測定

値を主成分分析し，味質傾向を調査した(図1).なお、

主成分分析には，測定値において差が生じた「旨味j，r.塩

味j，I酸味j，I苦嚇佐味j，I甘味Jおよび「旨味コク」

の項目を用いた.22轡頁の佃煮の主成分分析の結果，第

l主成分の寄与率は 37.9%，第 2主成分の寄与率は

30.5%，両者の累積寄与率は68.4%となり，佃煮の味質

は第一主成分と第二主成分でほぼ決定されていることが

分かった.また，県内企業製品のグループρと県外企業製

品およびアミノ酸等配合製品と無添加製品に分類できた.
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図1 主成分分析 (スコアプロット)

企 :県外企業 (アミノ酸等配合)， .・県内企業

(アミノ酸等配合)， 0:県内企業 (アミノ酸等

無添加)
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次に， 図1のスコアプロットで視覚化できた差異に対

し，誤料中のどの味覚特性が影響を及ぼしているのかを，

ローデインク、、フ。ロット(図2)を用いて確認した.第 l

主成分は 「酸味」および「苦嚇佐味」が右側に， I旨味J

および「甘味」は左側にプロットされ，これらが第 1主

成分の味質に寄与していることが考えられたまた，第

2主成分は「旨味コクjおよび「塩味」が上側， I甘味J
および「苦嚇鯨」が下側にプロットされ，これらが第

2主成分の味質に寄与していることが推測された.
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図2 主成分分析(ローデイングプロット)

該当するセンサーをポイントに記載

図1と図2を照らし合わせることによって，以下の結

果が得られた県外企業製品は「塩味Jおよび「旨味コ

ク」が高く， I甘味jが低し沖頃向が，県内企業は 「甘味J

が高く， I塩味」および「旨味コクJが低し沖頃向が見られ

たまた，アミノ酸等無添加の商品は，第2主成分の値

が低くなる傾向が見られたこれは，アミノ酸等を添加

していないため， I旨味コク」が低いと考えられた.

3. 2 滅塩のり佃煮の評価

減塩のり佃煮2種類について，味覚センサーを用いて

評価した(図3).測定データは市販のり佃煮22種類の

平均値を 0とした場合の各試料の相対値として表した.

製品Xは， I酸味Jを除く全ての項目において平均値より

も低し、値を示したことから，全ての味を薄味にして，減

塩にしていると考えられた一方，製品 Yは， I苦嚇佐

味j，I渋味刺激j，I旨味j，r.塩味Jおよび「甘味」の項

目において平均値より高く示された.製品Yの原材料表

示には塩化カリウムの表示があったことから，塩化カリ

ウムを用いることにより， I塩味」を減らさず，塩分含量

を減らしていると考えられたまた， I苦嚇佐味Jの増加

は塩化カリウムによる影響と推測された.以上のことか

ら，味覚センサーを用いることにより，どのように減塩

商品が開発されているかを推測することができた.

酸味

旨味コク 渋昧刺激

苦原， 、塩味

|一平均十製品 企製品v[

図3 味覚センサーによる減塩佃煮の評価

市販のり佃煮22種類の平均を0とした場合の相対値

3. 3 味覚センサーを用いた賞味期限設定

製造直後，製造l年後おより喫造2年後ののり佃煮を

用いて，味覚センサーを用いた賞味期限設定を評価した

(図4).測定データは製造直後を 0とした場合の各試

料の相対値として表した.製造直後から製造 2年後ま

での各味の強度差は l以内であるため、ヒトは2年後

の商品でも味の違いを感じることができないと推測

される.製造関係者 15名の官能検査においても， 2年
後の商品も「販売可能」と評価されたことから，味覚

センサーと官能検査の結果は一致していると判断し

た.

3. 4 味覚センサーを用いたクレーム対策

のり佃煮の正常品と変敗品ついて味覚センサーを用し、

て評価した(図5).測定データは正常品を0とした場合

の制斗の相対値として表した.変敗品は，正常品と比べて

「酸味jが10ほど高いことから，ヒトの感覚に換算する

と6イ翫丘く 「酸味Jを感じる味になっていると推測され
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た.また， i旨味」および「旨味コク」も大きく減少、して

いた微生物検査の結果により，変敗品は乳酸菌汚染によ

る腐敗が判明したことから，乳酸菌による乳酸の生成に

よって「酸味」が増加したと推測された.一方，旨味セン

サーの応答はpHの影響を受け，制斗のpHが低いほど「旨

味Jの応答値が低下することが報告されている 5)。したが

って，変敗品における「旨味Jおよび「旨味コクjの減少

は，乳酸による pH低下の影響を受け，更に，応答値が低

下した可能性も考えられた今回は正常品と変敗品との

差を評価することができたが，味の差がないことを証

明するツールにも活用で、きると考えられる.

酸味

旨味コク 仏_f/// 尺-1ヲく ¥ ¥_ ':.，._斗 渋昧刺激

苦味 塩昧

i一製造直後・....--1年後合 2年後|

図4 味覚センサーによる賞味期限設定

製造直後を0とした場合の相対値

渋昧ぺ 味回
目

ノ

昧

/

/

塩苦昧J

一一正常晶 →一変敗品」

図5 味覚センサーによるクレーム対策

正常晶を0とした場合の相対値

4 結言

味覚センサーを用いて，のり佃煮を評価し，味の特徴

の把握，賞味期限設定および品質管理等での利用が可

能か検討し，以下の結果を得た

①市販ののり佃煮 22種を味覚センサーにて測定し，

主成分分析を行った結果，県内企業製品と県外企業製

品およびアミノ酸等配合製品と無添加製品に分類でき，

味の特徴を主成分のグラフにより視覚的に表現するこ

とができた.

②減塩製品の評価において，製品ごとの特徴をつか

み，どのように商品開発が行われているかを，推測できる

ことが示唆された.

③賞味期限の設定において，味覚センサーと官能検

査の結果は一致していた

④クレーム対策において，正常品と変敗品の味の差

を数値化することができた.今回は変敗品との差であ

るが，味の差がないことを証明するツールにも活用で

きると考えられる.

今回の試験の結果から，佃煮の味を客観的に評価す

る手法として，味覚センサーが有効であることが示さ

れたただし，外観，香りおよび食感などは味覚セン

サーで評価できないため，味覚センサーのデータと官

能検査を併用する必要があると考えられる.また，今

後は，佃煮における各センサーの特性(意味づけ)に

ついて，官能検査と化学分析を組み合わせて検討を行

う予定である.
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