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〈技術報告〉

牛肉のテクスチャープロファイル分析による

バイナップル果汁のブロメライン濃度の推定

高田偲帆1・村元隆行1

1岩手大学晨学部，盛岡市 020-8550

(2017. 2. 6受付， 2017.4. 25受理）

要 約 パイナップル果汁に浸漬させた牛肉のテクスチャー特性から，パイナップル果汁のブロメライン

濃度を推定する方法について検討を行った日本短角種去勢牛 (n= 5)の棘上筋から調製した筋肉サンプ

ルをブロメライン溶液 (0.1%, 0.5%, 1.0%, 2.0%, および3.0%)またはパイナップル果汁に 1時間浸漬さ

せ，テクスチャープロファイル分析を行った．筋肉サンプルの最大荷重，凝集性，およびガム性荷重は溶液

のブロメライン濃度に伴って有意に減少した．溶液のブロメライン濃度と筋肉サンプルのガム性荷重との関

係について回帰分析を行い，得られた回帰式に，パイナップル果汁に浸漬させた筋肉サンプルのガム性荷重

を適用させた結果パイナップル果汁のブロメライン濃度は 0.43%と求められた

牛肉の軟らかさは消費者の曙好性に影響を及ぽす最も重

要なテクスチャー特性の一つであり (Ionescuら2008).硬

い食肉は消費者から低い評価を受け (Huffmanら1996),

市場価格が低くなるそこで近年，物理的または化学的な

方法により食肉を軟化させるための研究が数多く行われて

きた (Gereltら2000; PietrasikとShand2011). 化

学的軟化方法の一つとして，パイナップルに含まれる植物

由来タンパク質分解酵素であるブロメラインを用いた研究

が挙げられる (KetnawaとRawdkuen2011). 

ブロメラインは筋原線維タンパク質に比較してコラーゲ

ンをより多く分解することが報告されている (Sullivan

とCalkins2010). 最近の国内における研究ではコラー

ゲン含量が高いとされている内転筋 (Rheeら2004)を

パイナップル果汁に12時間浸漬した後に加熱することで，

食感および外観を低下させることなく軟化できることが報

告されている（手塚と村元 2014). ところが，筋肉中の

コラーゲン含量は筋肉によって異なるという報告があるた

め (Rheeら2004). ブロメラインによる軟化効果は筋肉

によって異なる可能性が考えられる．

ブロメラインによる軟化効果をコラーゲン含量が異なる

筋肉間で比較する場合ブロメライン濃度が一定の大量の

パイナップル果汁が必要となるところが，当山 (1963)

および川満ら (1995)は， 6品種の沖縄産パイナップル

のブロメライ巧舌性を測定した結果，活性には部位間差

品種間差，および季節間差があったことを報告している．

したがって，ブロメラインによる軟化効果をコラーゲン含

量が異なる筋肉間で比較する場合，パイナップル果汁では
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なく，ブロメライン濃度が一定となるように試薬から調製

したブロメライン溶液の供試が適していると考えられる

ところが，パイナップル果汁に含まれているブロメライン

の濃度については明らかにされていない．

そこで本研究では，濃度が異なるブロメライン溶液およ

びパイナップル果汁に牛肉を浸漬させ， TextureProfile 

Analysis (TPA)を行い，パイナップル果汁に浸漬させ

た牛肉と同等の軟らかさとなるブロメライン溶液の濃度を

求め，パイナップル果汁に含まれているブロメライン濃度

を推定したなお，本研究では国内におけるパイナップ

ル流通量の約 93%を占めるフィリピン産のパイナップル

（震林水産省2015)を用いてブロメライン濃度の推定を

行った

材料および方法

1. 供試筋肉

日本短角種去勢牛5頭 (24.6士0.1ヵ月齢）を屠畜し，

枝肉を 2℃で約 48時間冷蔵した後，棘上筋 (M.supra-

spinatus)を採取したこれらの棘上筋は真空包装し， 4℃

で21日間の熟成を行った後，分析に用いるまで一20℃で

貯蔵したなお，解凍は4℃で 48時間かけて行った

2. パイナップル果汁およびブロメライン溶液の調製

パイナップル果汁は，ナイフで果皮を取り除いたパイ

ナップル（スウィーティオパイン，ミンダナオ島フィリ

ピン） (n = 6)をジューサー (BM-JG05-WB: 象印マホー

ビン株式会社大阪）により粉砕した後，フィルター (102

濾紙：株式会社カリタ，神奈川）でろ過したものとした

連絡者：村元隆行 (fax: 019-621-6287, e-mail : muramoto@iwate-u.ac.jp) 
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なお，このパイナップル果汁 (pH3.53土 0.06)は分析

に用いるまで一20℃で貯蔵し，解凍は 4℃で 48時間かけ

て行ったまた，ブロメライン (Bromelainfrom pine-

apple stem ; EC 3. 4. 22. 32, 3-7 units/mg protein ; 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA)をRO水に溶解

させ， 0%(0%区）， 0.1% (0.1 %区）， 0.5%(0.5%区），

1.0% (1.0%区）， 2.0%(2.0%区），および3.0%(3.0% 

区）のブロメライン溶液をパイナップル果汁と同様の pH

(3.94士0.05)となるように調製した

3. 理化学分析

各棘上筋から 30x30x5mmの筋肉サンプル (6.3土

0.1 g)を 30x5mmの面に筋線維断面が現れるように

筋線維に平行に 21個切り出し，重量を測定した各試験

区につき任意の 3個の筋肉サンプルをナイロンバッグ（ハ

イポリ No.4; サーモ株式会社，束京）に入れ，筋肉サン

プルと等量の濃度が異なるブロメライン溶液およびパイ

ナップル果汁を添加し， 14℃ (13.8士0.5℃)で 1時間

の浸漬を行った浸漬 1時間後，筋肉サンプルをナイロ
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ンバッグに入れて 80℃で 3分間の湯浴を行い， 10分間

の氷冷を行った氷冷後，筋肉サンプルの表面に付着して

いるドリップをペーパータオルで除去した後，重量を測定

し，貯蔵前と加熱後の重量差からトータルロスを求めた．

すべての筋肉サンプルは卓上型物性測定器 (TPU-2D:山

電東京）を用い．岡田と村元 (2013)の方法により，

プランジャーが厚さ 5mmの方向に加圧されるように

TPAを行った．

4. 統計解析

ブロメライン溶液のブロメライン濃度と TPAにおける

各測定項目およびトータル0スとの関係について回帰分析

を行った

結果および考察

浸漬液のブロメライン濃度と保水性の指標であるトータ

ルロスとの関係を囮 1Aに示す． トータルロスはブロメラ

イン濃度に伴って有意に増加した (P< 0.001). ブロメ

ライン溶液への牛肉の浸漬はクッキングロスを増加させる
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Figure 1 Relationships between bromelain concentrations in the immersion 

solution and total loss (A), maximum load (B), cohesiveness (C), and load of 

gumminess (D) of M. supraspinatus from Japanese Shorthorn steers (n = 5). 
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牛肉テクスチャーとブロメライン

ことが報告されている (KetnawaとRawdkuen2011). 

また， Ionescuら (2008)は，ブロメラインの濃度が高い

溶液中で長時間の浸漬を行うと，クッキングロスが増加す

ることを報告している本研究におけるトータルロスは湯

浴後の重量損失の割合を示しており，彼らの報告と一致す

る Ionescuら (2008)は，筋肉が必要以上に崩壊するの

を抑制するためには，牛肉を浸漬させる溶液のブロメライ

ン濃度および浸漬時間には十分に考慮する必要があること

を報告しているまた， Ketnawaと Rawdkuen(2011) 

は，保水性は色調テクスチャー，および硬さなどの理化

学的特性に影響を及ぼす重要な要因であるとしている．

浸漬液のブロメライン濃度と日本短角種去勢牛の棘上筋

の最大荷重との関係を図 1Bに示す筋肉を変形させるの

に必要な力を示す最大荷重はブロメライン濃度に伴って有

意に低下した (P< 0.05). したがって，牛筋肉はブロメラ

イン溶液に浸漬することによって軟化し，またその軟化効

果はブロメラインの濃度に依存することが示された本研

究で得られた結果は，牛肉をブロメライン溶液に浸漬させ

た結果食肉の硬さの指標である剪断力価がブロメライン

濃度に伴って低下したという報告 (KetnawaとRawdkuen

2011)と一致する．しかし，ブロメラインを筋肉に添加す

ると，過軟化によって食感が悪くなることも報告されてい

る (Millerら 1995; Zochowska-Kujawskaら 2012).

これは筋肉の食感の特徴である複数回噛みしめる時に食品

が復元する割合を示す凝集性の低下が原因の一つであると

考えられている（手塚と村元ら 2014). 図 1Cに示すよう

に，本研究において凝集性はブロメライン濃度に伴って有

意に低下した (P< 0.05). したがって，今後は，過軟化

によって食感が悪いと評価される凝集性の値を官能評価に

より明らかにしていく必要があると考えられる．

ガム性荷重は，飲み込める状態にまで砕くのに必要な力

を示すが，図 10に示すように，ブロメライン濃度に伴っ

て有意に低下した (P< 0.01). このガム性荷重は最大荷

重と凝集性との積で求められ，本研究で求めたテクス

チャーの項目において，浸漬液のブロメライン濃度との関

係が最も明快であった (R= -0.95, P < 0.01). また，

パイナップル果汁に浸漬した筋肉のガム性荷重は 14.6N

(14.6土 1.7N)であった（データなし）・ そこで，浸漬液

のブロメライン濃度とガム性荷重との関係について行った

回帰分析から得られた回帰式 (y= -0.9 In (x) + 13.8) 
に，パイナップル果汁に浸漬した筋肉のガム性荷重の値で

ある 14.6Nを適応した結果パイナップル果汁に含まれ

ているブロメラインの濃度は 0.43%と求められた．

本研究の結果から，牛肉をパイナップル果汁に浸漬した

場合と同等の軟化効果を得るためには， 0.43%のブロメ

ライン溶液に浸漬すればよいことが明らかとなったまた，
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保水性を保持するという観点から，必要以上に高い濃度の

ブロメライン溶液への浸漬は適当ではないことも明らかと

なったしたがって，今後は， 0.43%のブロメライン溶

液を浸漬液として用い，ブロメラインによる軟化効果をコ

ラーゲン含量が異なる筋肉間で比較することが可能となっ

たと考えられる
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Estimation of bromelain concentration in pineapple juice 

by measurement of beef textural properties 

Shiho TAKADA1 and Takayuki MURAMOT01 
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This study examined how the measurement of beef textural properties after immersion in pineapple 

juice can be used to estimate the bromelain concentration of the juice. Muscle samples from the M. 

supraspinatus of Japanese Shorthorn steers (n = 5) were immersed in bromelain solution (0.1 %, 0.5%, 
1.0%, 2.0%, and 3.0%) or pineapple juice for 1 h. Textural profiles of the muscle samples were then 

assessed. The maximum load, cohesiveness, and load of gumminess of the muscle samples significantly 

decreased with bromelain concentration in the solution. The relationship between bromelain concentration 

in the solution and load of gumminess of the muscle sample was analyzed using a regression analysis. 

Applying the load of gumminess of the muscle sample immersed in the pineapple juice to the regression 

equation showed that the bromelain concentration in the pineapple juice was 0.43%. 

Nihon Chikusan Gakkaiho 88 (3), 335-338, 2017 

Key words : beef, bromelain concentration, pineapple juice, textural property. 
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