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冷凍食品のおいしさ改善

田村章，松岡博美井上昌子，浅井貴子，松原梓

県内冷凍食品企業から提供されたトンカッ，チキンカツおよびハムカツ 2種類を対象に，油ちょう解凍

とレンジ解凍での客観的な食感評価の比較を行うとともに，味認識装置を用いて味覚の差異を検討した．

食感評価では，水分含有率およびクリープメータを用いての破断強度を測定することにより，油ちょう解

凍とレンジ解凍の差異を客観的に評価できた．味認識装置による測定では，味覚の差異が明らかとなり，

その結果，食感が補完できる味付けを視覚化することができた．また，この機器は他製品との差別化に有

効であることが確認できた．

1 緒言

前報°では，レンジ解凍した場合における衣の食感向

上を検討したが，油ちょうと同程度の食感には至らなか

ったまた，レンジ解凍用の市販品も調査したが，同様

の結果であった．このことから，現状の技術では，レン

ジ解凍した衣の食感向上は難しい状況であると言える

が，調査した市販品は，味付けを工夫することにより食

感を補完し，おいしさの改善を行っているように推察さ

れた．

そこで，県内企業で製造している冷凍製品を提供して

いただき，油ちょう解凍とレンジ解凍での食感評価を行

うとともに，味認識装置を用いて，両解凍における味覚

の差異を明らかにし，官能評価に頼ることなく，食感が

補完できる味付けの視覚化を行った．さらに，新たに開

発しようとしている製品の特徴付けのために，他製品と

の味覚での差別化の検討を行ったので報告する．

2 実験方法および材料

2. 1 提供された冷凍製品

冷凍製品は， トンカッ，チキンカツ，ハムカツ Aは

A社製，ハムカツ BはB社製である．保存冷凍品全て

は，衣を付けた状態で急速冷凍し，ー20℃で保管した

もので，油ちょうはしていない．

2. 2 冷凍製品の油ちょう

油ちょうには，大豆油（昭和産業（桐）を用いた．トン

カツは， 2枚ずつ 170℃で6分間チキンカツは， 2枚

ずつ 170℃で3.5分間，ハムカツ (AおよびB)は， 2枚

ずつ 170℃で3分間加熱した．

2. 3 油ちょう後の保存

2. 2の油ちょう処理後，ー40℃の冷風で冷凍 (90

分間以上）・し，ー20℃で保存した．

2. 4 レンジによる解凍

2. 3で保存してあったトンカツ等を， レンジを用

いて解凍した． トンカツは， 1枚ずつ 600Wで 2分間，

チキンカツは， 1枚ずつ 600Wで 1分間，ハムカツ (A

およびB)は， 2枚ずつ 600Wで 1.5分間行った．

2. 5 食感の評価

2. 5. 1 水分含有率の測定

2. 2の油ちょう後衣と具材に分け，衣は 135℃で

1時間，具材は 135℃で2時間乾燥させ，減量分を水分

量とし，乾燥前の重量で除したものを水分含有率とし

た．また， 2. 4のレンジ解凍後も同様に測定し，水分

含有率を求めた．

2. 5. 2 クリープメータによる測定

クリープメータ RE-33005((梱山電）および破断強度

解析WindowsVer. 2. 3 (解析ソフトウェア）を用いて

トンカツ等の破断強度を測定した．プランジャーは，＜

さび型 No.49)を用い，変形速度 1mm/secで歪率99% 
まで圧縮した．試料を油ちょうおよびレンジ解凍後，

10分間室温で静置し， 30mmの正方形に成形後，試料台

（縦 13mmX横 12mmX奥 30mmの直方体で，中央上部に

縦 lOmmX横 lOmmX奥 30mmの空間）に置いて同一試料

5検体ずつ測定した．

2. 6 味認識装置を用いての味覚測定

2. 6. 1 レンジ解凍時の味覚測定

味認識装置 (SA402B (株インテリジェントセンサー

テクノロジー製）を用いて，味覚測定を行った．コント

ロールは， 2.2の油ちょうしたものとし， 2.4のレ

ンジ解凍したものと比較した試料として A企業から

提供されたトンカツ，チキンカッ，ハムカツ Aを測定

した．また，それぞれの具材のみも測定した．

味認識装置測定での前処理は下記の通り行った．

・油ちょう， レンジ解凍したトンカツ等を一口大に

切り，ストマッカー袋に 50g量り取る．

・40℃の純水を 200g加える（重量の 5倍希釈）．

・ストマッカー (5ストローク／秒）で30秒間粉砕

する．

・氷冷し室温に戻してから遠心分離 (3000rpm,10分

間）する．

・No2のろ紙でろ過した水層部を冷凍し測定試料と

する．

2. 6. 2 油ちょうしたハムカツの味覚測定

原材料の異なるハムカツの味覚を，味認識装置を用

いて測定した．コントロールは， A企業が製造したハム

カツ Aとし，B企業で製造したハムカツ Bと比較した．

味認識装置測定での前処理は下記の通り行った．

・提洪されたハムカツ AおよびBを油ちょうする．

・ハムカツ AおよびBをーロ大に切り，ストマッカ

一袋に 50g量り取る．

・40℃の純水を 200g加える（重量の 5倍希釈）．

・ストマッカー (5ストローク／秒）で 30秒間粉砕

する．
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・氷冷し室温に戻してから遠心分離 (3000rpm,10分

間）する．

・No2のろ紙でろ過した水層部を冷凍し測定試料と

する．

3 結果および考察

3. 1 食感の評価

3. 1. 1 水分含有率による食感の評価

レンジ解凍において、サクサク感が無くなる原因の

1つとして考えられるのが，高い水分含有率 2)である．

そこで， トンカッ，チキンカッ，ハムカツ 2種類の衣

および具材の水分含有率を測定した表 1に，解凍時

の水分含有率を示した油ちょう解凍と比較してレン

ジ解凍は，全てのカツ類において，衣では水分含有率

が高くなっており，具材では低くなっていた食感の

悪さは，衣の水分の多さだけでなく，具材の水分の減

少も影蓉しているものと考えられた

表 1 解凍時の水分含有率 （％） 

油ちょう解凍 レンジ解凍

衣 具材 衣 具材

トンカッ 19.8 60.2 32.4 58. 7 

チキンカッ 19.3 60.0 23.3 54.2 

ハムカツ A 23. 1 59. 1 29.8 50.9 

ハムカツ B 19.4 49.6 24.0 47. 3 

3. 1. 2 クリープメータによる食感の評価

クリープメ ータを用いて，破断強度を測定すること

で，油ちょう解凍およびレンジ解凍のトンカツ等の食

感評価を検討した

トンカツにおいて，破断現象の変化率で，歪率20%ま

でを比較すると， 図1~2に示したように，ヒ°ークの

数に違いがあり，また，油ちょうの方が，変化率の重量

がやや大きくなっていたことから，食感の差異を見分

ける有効な客観的評価として利用できると考えられた．

チキンカッ，ハムカツ A,ハムカツ Bも同様な結果と

なったこのように，食感の差異を客観的に測定でき

たので、油ちょう解凍時のデータに近いレンジ解凍が

できれば，食感の改良が望めるが，現状の技術では，難

しいため，味覚からの食感の補完を検討した
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図1 レンジ解凍での破断強度の変化率（ トンカツ）
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図2 油ちょう解凍での破断強度の変化率（トンカツ）

3. 2 味認識装置を用いての味覚

油ちょう解凍とレンジ解凍を比較し，味覚の差異を

明らかにすることで，官能評価に頼ることなく，食感

が補完できる味付けの視覚化，また，他製品との差別

化の評価を検討した

3. 2. 1 レンジ解凍での味覚

県内企業から提供されたトンカツ等は，具材に衣を

付けた製品（油ちょうなし）を冷凍したものであり，出

荷先で油ちょうしている．そこで，味認識装置測定で

のコントロールは，提供されたトンカツ等を適正な時

間で油ちょうしたものとした．レンジ解凍では，コン

トロールとしたトンカツ等を，ー40℃90分間以上で冷

凍し，ー20℃で保存，その後，レンジで解凍し，味認識

装置で測定したものである．

味付けは，衣および具材に行う場合があることから，

衣付きと衣を除いたトンカツ等の味覚を測定した双

方ともに，評価対象項目は，味認識装置の測定結果か

ら，旨味，塩味，旨味コク，廿味，苦味雑味となり，酸

味，渋味刺激，苦味，渋味は，評価項目から外した．図

3~4に， トンカツでのレンジ解凍時の測定結果を示

した．

廿味 旨味

図3 トンカツ （衣付き）のレーザーチャート

レンジ解凍することにより， トンカツ（衣付き）で

は，旨味，塩味が， トンカツ（衣なし）では，旨味，塩

味，旨味コク，廿味，が増加しており，油ちょう解凍と

の差異が視覚化できた
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旨味

図4 トンカツ （衣なし）のレーザーチャート

チキンカッ，ハムカツもトンカツと同様に， レンジ

解凍すると，コントロールとの差異が視覚化できた．

そこで，油ちょうした味覚に近づけるための味付け

を考えた場合コントロ ールよりも大きな正 5角形に

なるように添加物等で味付けすれば，より味が濃厚と

なり，食感の補完に繋がるものと考えられた

3. 2. 2 ハムカツの味覚の差異

ハムカツは， 2企業とも，ハムに衣を付け冷凍し（油

ちょうなし）出荷しているこれら 2種類のハムカッ

を油ちょうし味認識装置で測定したところ，評価対象

となった項目は，味認識装置の測定結果から，甘味，旨

味コク，渋味苦味雑味，渋味刺激，旨味，塩味となり，

酸味，苦味は項目から外した 図5に，測定結果を示し

た．

渋味刺激苦味雑味，甘味，旨味コク，渋味は，同程

度の味覚となっており，旨味，塩味に差異があった.2 

種類のハムカツは，’食塩含有量が同程度であったこと

から，コントロールとしたハムカツ Aは，旨味により

塩味を抑えた特徴を持つことがわかり，他製品との差

別化に，味認識装置は，有効な機器であることが確認

できた

旨味コク

図5 2種類のハムカツの味覚

4 結言

ハムカツ A

ハムカツ B

トンカッ，チキンカツおよびハムカツ 2種類の食感評

価を行うとともに，味覚の差異を検討した油ちょう解

凍およびレンジ解凍において，食感の差異を水分含有率

およびクリープメータによる破断現象の変化率から客観

的に評価することができたまた，味認識装置での評価

により，食感が補完できる味付けを視覚化することがで

き，加えて，味認識装置の評価方法は，製品の差別化にも

有効であった
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