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食品における塩味の増強効果とその評価

和食では，西洋料理技法とは異なり，食材特有の味や香りを際立たせるため，だしと塩が重要な役割を果

たす和食技法が用いられる。しかしながら，昨今の健康志向から，減塩の取組みが推進されており，和食で

減塩が行われると，当然ながら美味しさは損なわれる。そこで，和食の美味しさを損なうことなく，減塩を

行う取組が種々行われているが，香気成分を用いて塩味を増強する方法もその一手法となる。今回は，香り

による塩味増強や，経験に基づく味の錯覚等について，動物実験により検討した内容を分かり易く解説して

いただいた。極めて興味深い知見も含まれているので，和食に興味のある皆様には是非とも御一読をお勧め

する。

河合 出一小 行

和食と塩

2013年 12月，「和食」がユネスコ無形文化遺産に

登録された。ここで言う「和食Jとは，洋食や中華料

理に対する食の名称ではなく，（1)多様で、新鮮な食材

とその持ち味を尊重した食事，（2）健康な食生活を支

える栄養バランスを提供してくれる食事，（3）自然の

美しさや季節の移ろいを感じられる食事，（4）年中行

事との密接な関わりを持つ食事をすべて兼ね備えた文

化である。ソースなと守油脂を使って味を重ねていく西

洋料理技法とは異なり，雑味をそぎ取り，食材特有の

味や香りを際立たせる和食技法には塩が必須である。

水溶性の味を損なわないようにするため，塩とともに

醤油や味噌，カツオや見布などのダシを利用すること

もある。また，米飯を中心とした膳も和食の特徴であ

る。適度に塩味の効いた副菜があると，ご飯が進む。

水分を多く含み，油脂をほとんど含まない米飯をたく

さん食べることで＼少ない脂質量でも満足感が得られ

るところも和食の利点である。

減塩食を取り巻く事情

厚生労働省や日本高血圧学会は，脳卒中や循環器疾

患のリスクを下げるため，減塩を強く推奨している。

また，ナトリウムの排池を促すカリウムの積極的な摂

取も推奨されている。現在様々な加工食品や調味液

に多くの食塩が使われている。それらの塩分を減らし

た商品がたくさん市販されてきている。しかし，単に

塩を減らしただけでは，風味がぼやけて美味しさが損

なわれてしまう。塩は食品に塩味を付与するだけでな

く，全体の昧をはっきりさせたり，食品の香りを感じ

やすくさせたりする力を持っているからである。和菓

子や果物の甘味の輪郭をはっきりさせるために，隠し

味として塩を使うことはよく知られた技法である。最

近では，減塩によって損なわれる美味しさを補完する

ための食品素材が多数開発されており，様々な減塩食

品に添加されている。最も利用されているものは，塩

化カリウムである。塩化ナトリウムのような鋭い先味

は示さないが，塩化ナトリウムを減らした際の物足り

なさを補ってくれる。しかし，独特の苦味を呈するた

め，苦味マスキング素材と併用して利用されることが

多い。呈味の底上げのために酵母エキスやアミノカル

ボニル化合物を使った製品もみられる。塩味を付与す

るというよりも，塩味以外の味を強く感じさせること

で減塩の弱点を補完している。ダシの風味や爆煙臭な

どの香りをつける技法もある。これらに共通する点は，

添加しでも減塩する前の食品と同じ味にはならないこ

とである。あくまでも，美味しさの補完である。おお

むね減塩が良いとされている中，健常人の減塩に疑問
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を投げかける研究結果も存在する。最近では，減塩が

心拍数を上げる可能性 I)や，妊娠期の減塩が胎児の未

発達や生まれてくる子のインスリン感度低下に関与し

ている可能性を示す論文も報告されている 2）。

味の錯覚

視覚や聴覚，触覚に錯覚があるように，味覚にも錯

覚が存在する。スイカに塩をかけると甘味が強くなっ

たような感覚になる。コーヒーに砂糖を加えると苦味

が弱くなったような感覚になる。塩角の立った醤油に

砂糖，味琳を加えて寝かすと塩角が取れたような感覚

になる。食品の味を評価するにあたり，ヒトを使った

官能試験の結果が非常に重要視される。しかし，再現

性や個人差，客観性などに弱点があるため，電子味覚

センサーや味受容体発現細胞による評価法が広く使わ

れるようになってきている。錯覚による味の変化は，

元の甘味成分・苦味成分・塩味成分の量が変動してい

る訳ではないので，化学分析や電子味覚センサーを使

っても捉えることができない。減糖・減塩の分野では，

匂い共存による甘味増強感や塩味増強感なども利用さ

れているが，これらも機器分析では捉えられない。錯

覚は，抹消ではなく中枢（脳内情報処理）で起こる現

象であるため，脳内処理を伴う評価でなければ，測定

できない。後述する実験動物の行動学実験は，味を認

識し脳内処理された後の摂取モチベーションを利用

して味の強度を評価する方法である。

ヒト官能評価による錯覚評価

塩味に甘味を加えると塩味を弱く感じる可能性や，

酸味を加えると塩味を強く感じる可能性が報告されて

いる。増田らは，この現象が味評価の熟練者と初心者

で違いが出るのかどうかを調べる実験を遂行した 3）。

14人の熟練者と 13人の初心者に対し， 0.2%～ 1.0%

の食塩水を配り，味と濃度の関係を覚えてもらった。

その後，盲検で3種類の濃度の食塩水を提供し，感じ

た塩味強度をスケール上に表す方法（VisualAnalog 

Scale; VAS法）にて，記憶を頼りに強度評定を行っ

てもらった。別の日に， 3.0%のスクロースを含む3

種類の濃度の食塩水を提供し，同様に強度評定を行っ

てもらった。さらに別の日に， 0.015%のクエン酸を

含む3種類の濃度の食塩水を提供し，同様に強度評定

を行ってもらった。それぞれの評定結果について，ば

第 112巻 第 1号

らつきを表す“精度

度”を求め，熟練者と初心者の違いを検討した。その

結果，すべての評定において，熟練者の精度の方が初

心者の精度よりも格段に良かった。真度については，

単純食塩水系の実験で、は熟練者と初心者で同等の結果

が得られた（第1図a）。砂糖添加食塩水系の実験で

は熟練者が理論値に近い値を出すのに対し，初心者で

は理論値よりも低い評定値を出していた（第1図b）。

一方，クエン酸添加食塩水系の実験で、は初心者が理論

値に近い値を出すのに対し 熟練者では理論値よりも

高い評定値を出していた（第 l図c）。熟練者は，刺

激に注力して塩味評定をしている可能性が示された。

今回の実験における初心者は，一般消費者と読み替え

ることができる。これらのことは，食品会社内で官能

評価の熟練者の評定を信じて開発した食品が，そのま

ま消費者に受け入れられるとは限らないことを示して

いる。

動物実験による塩味増強評価

ヒトは言葉を駆使できるため，ヒト官能試験では多

次元な分析結果を得ることができる。一方，動物では

“好き一嫌い”の 1次元の情報しか得ることはできな

い。とはいえ，ヒトもマウスもよく似た受容体で味を

感知し，よく似た経路で脳に情報が送られ，好き嫌い

を判断する。また，血糖値が下がれば甘いものを強く

好むようになるし，体内イオンバランスが崩れるとし

ょっぱいものを強く好むようになる点は同じである。

実験動物を用いれば，（1）食経験による個体差を小さ

くできる，（2）遺伝子多様性による個体差を小さくで

きる，（3）代謝状態を人為的に制御できる，（4）情報

に惑わされない素直な評価ができる，などの利点が得

られる。筆者らは，ナトリウム欠乏飼料に利尿薬スピ

ロノラクトンを加えた餌で飼育することにより，塩味

欲求性のマウスを作出した 4）。マウスが好ましい溶液

をたくさん祇め（リックし），好ましくない溶液だと

あまり紙めない（リックしない）習性を利用して，塩

味強度を評価することにした。筆者らが開発したリッ

ク計測器（第2図）を用いて，各サンプルの 10秒間

にリックする回数を解析したところ，利尿薬入り餌で

飼育したマウスでは，濃度依存的なリック数の増加が

認められた（第3図）。一方，ナトリウムが充足して

いる通常の飼料で飼育した通常マウスでは，同一条件
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第 1図 熟練者と初心者の真度評定。．が熟練者， ．が初心者，点線が理論値。

a），食塩水単独を使った場合，熟練者は初心者よりも若干高い評定をしていたが，理論値からの議離はほぼ同じ

である。b); 3.0%の砂糖を加えた食塩水を使った場合，初心者の評定は理論値より離れている。c); 0.015%の

クエン酸を加えた食塩水を使った場合 熟練者の評定の方が理論値より離れている。値は平均±標準誤差。

自動サンプル供給

小さな穴 光センサー~（ IJッタ昔十却期J

第2図 自作リック計測器。マウスは小さな穴から舌を突き 出してサンプルを祇める。その舌の動きを光セン

サーで感知し，舌を動かした＝紙めた回数を計測する。自動シャ ッターを備え， 10.00秒で正確に開閉

させることができる。サンプルはプログラムにより任意の順序で提示することができる。すべてを自動

化することでデータの安定感が増す。
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第3図塩味欲求性マウス（0）と通常マウスC＋）の

リック解析。利尿剤投与によって塩味欲求性

になったマウスは，本実験条件下， 0-

60mM NaClの範囲内でほぼ直線状のリック

数増加を示す。イ直は平均±標準誤差。

実験下，塩味欲求性がほとんど見られなかった。そこ

で，これらの濃度の食塩水に塩味増強効果が期待され

ている香辛料成分スピラントールを 30ppm加えた溶

液をマウスに提示して，リツク数を計測した。その結
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果，リック数の増加が認められ，塩味増強の可能性が

示された。検量線から導かれる増強効果の大きさは，

20mM NaCl相当の塩味であった（第4図a）。薄い塩

味では濃度依存的に好ましさが増加するが，濃い濃度

では逆の現象が起きる。そこで＼通常のマウス（塩味

欲求性を高めてはいない）を用いて， 150mM以上の

濃さの食塩水に対するリック数と，それらに 30ppm

加えた溶液をマウスに提示して，リック数を計測した。

その結果，リック数の減少が認められ，近似曲線が低

濃度側へシフトしていた。このことは，高濃度域でも

塩味増強が起きていることを示している。近似曲線の

パラメータ解析から導かれる増強効果の大きさは 1.5

倍であった（第4図b）。このように，動物実験で塩

味増強効果を評価する場合は，低濃度域と高濃度域の

両面を押さえる必要がある。

構造不均一性の利用

食品添加物としての塩味増強剤・減塩素材を利用す

る食品開発とは別に，塩味の構造不均一性を使って減

塩食品を開発する試みも進んでいる。 Dijksterhuisら

は， 3つの部位に分けて異なる塩味クリームを挟んだ

短冊状のパンを準備しこれらを部位ごとに 1口で，

計3口で食べた後に塩味の評価をした 5）。どのパンも
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第4図 食塩水にスピラントール（sp）を加えた際の 10秒間のリック数変化。 Oは食塩水のみ，．はスピラント

ール添加食塩水。 a); 0～ 60mM食塩水とそれらにスピラントールを 30ppm添加した溶液の連続 1）ッ

ク数解析。スピラントール添加によりリック数が増加する。 b); 0.1～ 1.0M食塩水とそれらにスピラ

ントールを 30ppm添加した溶液の連続リック数解析。スピラントール添加によりリック数が減少する。い

ずれの濃度域でも，近似線がスピラントール添加により低濃度側へのシフトする。値は平均±標準誤差。
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Table 1 
Proportion of consumers (Pc) selecting the heterogeneous over the homogeneous 
product in出emain study and the p values and d’values associated. 

Pair tested 

Pc 
p-Value 
d’Value 
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0.57 
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第5図 3つの部位を 3口で食べた際の塩味評価比較 5）。

パンを 3つの部位にわけ，異なる濃度の塩味クリームを塗った。a)：塩分の分布。 トータル塩分摂取量は同じに

なるように設計されている。b）・均一な塩味パターン Aと比較して塩味評価した。AC.ADで有意な差が認め

られている。不均一性があると，感じ方が変わる。

3部位すべてを足した塩分量は同じに設計している。

様々な濃度分布を持ったパンの塩味評価を比較したと

ころ，その結果，最初に強い塩味クリ ームを食べた場

合に，もっと濃い塩味を感じる結果となった（第5図）。

Noortらは，塩分の異なる生地を重層して焼成した。

それを一口サイズに切り取って，食べた後の塩味を評

価した 6）。その結果，濃淡差が大きいほど濃い塩味を

感じることがわかった （第6図）。 このように，通常

より濃い塩味部分を少し作ることで，残りの部分の塩

味が少なくても，不満を感じさせない食品が作れるこ

とが報告されてきている。Tate& Lyle社では，通常

の結晶よりも小さく，かつ，中空構造結晶を持つ塩

(SODA-LO⑧）を開発している。通常の混よりも表面

26 

積が広いため，少ない量の塩で強い先味を感じること

ができる。これらを食品の表面に利用することで， 25

～ 50%の滅塩が可能であるといわれている。

塩味を増強させる匂い

香気が共存することによ って，味の感じ方が変わる

ことがある。パイナップルやバナナの香気が甘味を強

く感じさせたり，ベーコン 7）や醤油 8）の香気が塩味を

強く感じさせたりすることが知られている（第 1表）。

意外な組み合わせは少なく 甘味や塩味を強めると言

われている香気は，甘い食品や塩辛い食品に含まれる

成分である。その理由の一つに，食経験に基づいた味

と香気の連合記憶が考えられる。食経験のない食品の

醸協（2017)
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第6図 塩味の異なる生地を重層して焼成したパンの塩味評価比較 6)0 

第 1表塩味を強く感じさせる香料 7)

香料原料 塩味増強の大きさ
ベーコン ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 
サーデイン ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊朱＊＊＊＊＊＊ A 
アンチョピ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 
ピーナッツ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 

ハム ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 
チキン ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 

ロックフォールチーズ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 
ツナ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ A 

コンァチーズ ＊＊＊＊＊＊＊＊ B 
濃厚チーズ ＊＊＊＊＊＊＊＊ B 
ヤギチーズ ＊＊＊＊＊ 

ソトロン ＊＊＊＊ 

醤油 ＊＊ 

トマト ＊ 

A : p < 0.001, B : p < 0.05香気成分による塩味増強

第 112巻 第 1号

香気でも効果を示すかは不明である。筆者らは，子ど

もの頃の食経験によって，バニラ香やオレンジ香でも

塩味増強効果を示すか否かを調べる実験を遂行した 9）。

ヒトで追跡実験をすることは不可能だと考えられたの

で，マウスを使って食経験実験を行った。5週齢で購

入したマウスを A群， B群に分け， A群にはオレン

ジ香付き食塩水とバニラ香付き砂糖水， B群にはオレ

ンジ香付き砂糖水とバニラ香付き食塩水を提示し，香

りと味の組み合わせ対呈示を経験させた。 A群， B群

のマウスに対して，バニラ香付き砂糖水とオレンジ香

付き砂糖水を呈示し前述したリツク計測器を用いて

10秒間に リックする回数を解析したところ， A群で

はバニラ香付き砂糖水を，B群ではオレンジ香付き砂

27 
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第7図 香付き 2%スクロース溶液に対する リック試

験。バニラ香付き砂糖水を経験した A群は

バニラ香付きの方を，オレンジ香付き砂糖水

を経験した B群ではオレンジ香付きの方を

多くリックした。値は平均±標準誤差。・は

p < 0.05で有意差あり。

糖水の方を有意に多くリックしていた（第7図）。次

に，これらのマウスをナトリウム欠乏飼料に利尿薬ス

ピロノラクトンを加えた餌で飼育することにより塩味

欲求性を高め，香無し食塩水と香り付きの食塩水を呈

示して，リック数を計測した。その結果， A群では

オレンジ香付き食塩水を， B群ではバニラ香付き食塩

水のリ ック数が香無し食塩水より大きかった（第8図）。

これらのことは，我々には一見マッチングしていない

ように感じられる味と匂いの関係であっても，子ども

の頃の経験により連合学習する可能性を示している。

ハムや醤油はしょっぽいものである。しかし今後減

塩市場が拡大し，減塩ハムや滅塩醤油で育った世代の

人たちには，ハムや醤油の匂いで塩味感を増強させる

のは難しくなるかもしれない。

（農研機構食品研究部門 食品健康機能研究領域

感覚機能解析ユニット〉
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第8図 30mM食塩水に香りを付けたときのリック

数変化。Oは，香の付いていないNaCl溶液0

0は， 30mMNaCl 溶液にオレンジ香を付け

たときの A群マウスのリック数。ム は，

30mM NaCl 溶液にバニラ香を付けたときの

B群マウスのリック数。いずれの香にも食塩

水の塩味を強く感じさせる効果があった。値

は平均±標準誤差。
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