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〈技術報告〉
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果汁への浸漬が牛肉の硬さに及ぼす影響
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要約 成熟期が異なるイワテヤマナシの果汁への浸漬が牛肉の硬さに及ぽす影響について検討を行った．

日本短角種去勢牛 (n= 5)から調製した筋肉サンプルを 3品種のイワテヤマナシ (i1302:早生， i1515:

中生， i0218:晩生）の果汁（果汁区），および 90℃で 10分間の湯浴を行い，その後氷冷したイワテヤマナ

シ果汁（加熱区）に，それぞれ 40℃で 1時間浸漬させた後， 80℃で 3分間の加熱を行い，テクスチャープ

ロファイル分析を行った.i1515の最大荷重およびガム性荷重は果汁区が加熱区に比較して有意に低かった

凝集性には両試験区での有意な差が認められなかった ドリップロス，クッキングロス，およびトータルロ

スにも試験区間での有意な差は認められなかった．本研究の結果から，イワテヤマナシ (i1515)の果汁に浸

漬させることにより，保水性を低下させることなく食肉を軟化させられる可能性が示された
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食肉の硬さは喫食時の評価に影響を及ぼす最も重要なテ

クスチャー特性の一つである (Ionescuら2008). 一般

に，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傾向がある食肉の硬さに影

響を及ぽす要因は，筋肉を構成する筋原線維および結合組

織に由来するものに分けられ，結合組織を構成するタンパ

ク質であるコラーゲンの含量が高い食肉は硬くなる傾向が

ある（松石ら 2015).

コラーゲンを分解する植物由来タンパク質分解酵素の一

つとして，パイナップルに含まれるブロメラインが挙げら

れる (KetnawaとRawdkuen2011). ブロメラインは筋

原線維を構成する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Calkins

2010). 最近の国内における研究では，手塚と村元 (2014)

が，ウシの内転筋をパイナップル果汁に 12時間浸漬した

後に加熱すると，食感および外観を低下させることなく軟

化させられること，および高田と村元 (2017)が，ウシの

棘上筋を用いて行った研究から，パイナップル果汁に含ま

れているブロメラインの濃度が0.43%であることをそ

れぞれ明らかにしているまた，高田と村元 (2018)は，

ウシの 3筋肉（内転筋大腰筋および棘上筋）を用い

て行った研究から， 40℃のブロメライン溶液への浸漬だ

けではコラーゲンは溶出しなかったが，その後に 80℃の

加熱を行うことにより，すべての筋肉からコラーゲンが溶

出することを明らかにしている．

現在植物由来タンパク質分解酵素を含む他の植物にも

注目が集まっており，インドの Kachri(Naveenaら2004)

およびナシ (Choeら1995)についても報告されている

一般に黒毛和種に比較して牛肉が硬いとされている日本短

角種は岩手県の岩泉町および久慈市が主要生産地である

が，この岩泉町には，和ナシの一種であるイワテヤマナシ

(Pyrus ussuriensis var. aromatica)が自生している．

イワテヤマナシは遺伝的多様性が豊富で (Katayamaと

Uematsu 2006), 品種により香気成分の含量(Katayama

ら2013), および果汁の pHおよび糖含量 (Matsumura

ら2011)が異なることが報告されている．しかし，手塚ら

(2016)は， pHが異なる 4品種のイワテヤマナシ果汁に

牛肉を浸漬させた結果， TextureProfile Analysis (TPA) 

の各測定項目に差は認められなかったことを報告してい

る.JI! 満ら (1995)は，同じ品種のパイナップルについ

て時期を変えて収穫し，ブロメライ巧舌性について調べ，

秋期から冬期に収穫したものが夏期に収穫したものに比較

して活性が高かったことを報告している．したがって，イ

ワテヤマナシについても含まれる酵素の活性は， pHで

はなく，同じ品種における収穫の時期または成熟期が異な

る品種の間で異なる可能性が考えられる
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そこで本研究では，成熟期が異なる 3品種のイワテヤ

マナシの果汁に牛肉を浸漬させ，硬さに及ぽす影響につい

て検討を行った．

材料および方法

1. 供試筋肉

日本短角種去勢牛5頭 (22.6土 1.1ヵ月齢）を屠畜し，

枝肉を 2℃で約 48時間の貯蔵を行った後，中殿筋 (M.

gluteus medius)を採取したこれらの筋肉は真空包装

し， 4℃で 21日間の貯蔵を行った後，分析に用いるまで

-20℃で貯蔵したなお，解凍は 4℃で 48時間かけて

行った

2. 浸漬液の調製

イワテヤマナシ果汁は，成熟期が異なる 3品種 (i1302,

i1515, i0218)のイワテヤマナシのものを用いたなお，各

イワテヤマナシの成熟期はニホンナシと同様に果実の成熟

日時から， i1302は早生 (2017年7月25巳収穫）， i1515

は中生 (2017年 8月3日収穫），および i0218(2017年

10月5巳収穫）は晩生に分類されている．各イワテヤマ

ナシは成熟を確認後に収穫し，ジューサー (BM-JG05-

WB; 象印マホービン，大阪）を用いて粉砕した後，フィ

ルター (102濾紙；カリタ，神奈川）でろ過して果汁に

した (i1302:pH 3.18土 0.03, i1515: pH 3.15土 0.01,

i0218: 3.60土 0.02).各イワテヤマナシ果汁は分析に用

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，各イワテヤマナシ果汁の一部を 90℃で 10

分間の湯浴および3分間の氷冷を行い，加熱を行ったイ

ワテヤマナシ果汁 (i1302:pH 3.15土 0.03,i1515 : pH 

3.08士0.02, i0218 : 3.59士0.02)とした．

3. TPA 

各筋肉から 30x30x5mmの筋肉サンプルを 30x

5mmの面に筋線維断面が現れるように筋線維に平行に

18個切り出し，重量を測定した次に，各筋肉サンプル

をナイロンバッグ（ハイポリ No.4; サーモ，東京）に入

れ，筋肉サンプルと等量のイワテヤマナシ果汁（果汁区，

各3反復）および加熱を行ったイワテヤマナシ果汁（加熱

区各3反復）を添加し， 40℃で 1時間の浸漬（当山

1963; 高田と村元 2017)を行った．浸漬 1時間後，筋

肉サンプルは重量を測定し， ドリップロスを求めたその

後，ナイロンバッグに入れて 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，重量を

測定し，クッキングロスおよび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-20;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

すべての測定項目において，試験区間における差の検定

をスチューデントの t検定により行ったなお，危険水準

は5%で統ーした．

結果および考察

成熟期が異なるイワテヤマナシの果汁への浸漬が牛肉の

最大荷重およびガム性荷重に及ぽす影響を表 1に示す

i1515の最大荷重およびガム性荷重は果汁区が加熱区に比

較して有意に低くなったが，他の品種ではすべての項目で

有意な差は認められなかったこのことから， i1515(中

生）の果汁に浸漬させることにより，牛肉を軟化できる可

能性が示されたまた，牛肉の軟化は 40℃に加熱した

i1515の果汁に 1時間の浸漬を行うことによりみられるこ

と，および果汁を 90℃で 10分間の加熱を行った場合に

Table 1 Effect of immersion in juice from lwateyamanashi (Japanese wild pear) varieties 

that mature at different times on the textural properties of bovine muscle1 

lwateyamanashi 
(Maturing varieties) 

i1302 i1515 i0218 
(Early) (Mid) (Late) 

Maximum load (N) Juice2 22.0土 1.7 21.6Y土 1.8 22.0土 1.8

Heated juice3 25.7士1.1 26.SX士1.2 26.5土 1.7

Load of gumminess (N) Juice 13.0土 1.2 12.4Y士1.1 12.6士1.2

Heated juice 14.6土 0.7 15.3x土 0.6 14.9土 1.0

Cohesiveness Juice 0.59土 0.01 0.58土 0.01 0.57土 0.01

Heated juice 0.57士0.00 0.57士0.01 0.56土 0.01

1Mean土 SE(n = 5). 
2 Immersed in lwateyamanashi juice. 

3 Immersed in lwateyamanashi juice heated at 90℃ for 1 O minutes. 

x.y Means between control and juice in each parameter with a different superscript letter 

differ significantly (P < 0.05). 
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イワテヤマナシによる牛肉の軟化

Table 2 Effect of immersion in juice from lwateyamanashi (Japanese wild pear) 

varieties that mature at different times on drip loss, cooking loss, and total loss of 
bovine muscle1 

Drip loss (%) Juice2 

Heated juice3 

Cooking loss (%) Juice 

Heated juice 

Total loss(%) Juice 

Heated juice 

1-3See footnotes in Table 1. 

は軟化がみられないことから，この軟化はタンパク質分解

酵素によるものである可能性が示された手塚ら (2016)

は，本研究でも供試した i1302を含む pHが異なる 4品

種のイワテヤマナシ (i1302,i0193, i0981, i1744)の

果汁に牛肉を浸漬させても軟化はみられなかったことを報

告している彼らが供試したイワテヤマナシの成熟期は，

i1302は早生であるが， i0193,i0981, および i1744は

中生であるしたがって，本研究で供試した i1515は中

生であることから，イワテヤマナシ果汁による牛肉の軟化

効果の有無をイワテヤマナシの成熟期の違いによって検討

する場合，早生，中生，および晩生という単純な分け方で

は評価できない可能性が示された

成熟期が異なるイワテヤマナシ果汁への浸漬が牛肉の凝

集性に及ぼす影響を表 1に示す凝集性は，両試験区に

おいて有意な差が認められなかった．ブロメラインおよび

パパインは筋肉中のタンパク質を非特異的に短時間で分解

するため (Rolanら1988; Ketnawaら2010), ブロメ

ラインおよびパパインを添加した筋肉では過軟化が起こり

やすい (RawdkuenとBenjakul2012 ; Kimら2003).

これは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2014). しかし，本研究では，イワテヤマナ

シ果汁への浸漬の前後で牛肉の凝集性には差がみられな

かったことから，イワテヤマナシ果汁に浸漬しても牛肉の

過軟化は起こらない可能性が示された

成熟期が異なるイワテヤマナシの果汁への浸漬が牛肉の

ドリップロス，クッキングロス，およびトータルロスに及

ぼす影響を表2に示す． ドリップロス，クッキングロス，

およびトータルロスに試験区間での有意な差は認められな

かった手塚ら (2016)は，イワテヤマナシ果汁に牛肉

を浸漬しても牛肉の保水性は維持されることを報告してお

り，本研究の結果と一致する．一方，ブロメライン溶液へ

の牛肉の浸漬 (KetnawaとRawdkuen2011)およびキ

ウイフルーツ果汁の牛肉への注入 (Tooheyら2011)は

日畜会報 90(2) : 147-151, 2019 

lwateyamanashi 

(Maturing varieties) 

i1302 i1515 i0218 
(Early) (Mid) (Late) 

2.6士0.5 2.1士0.4 6.8土 0.5

3.0土 0.6 2.2土 0.7 6.6士0.7

14.4土 2.6 15.4土 1.0 18.0土 1.3

18.4士2.5 15.8士1.2 16.5土 0.7

16.6士2.7 17.1士1.1 23.6士1.3

20.9土 2.1 17.7土 1.2 22.0土 0.9
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加熱時の保水性を低下させること，またブロメラインの濃

度を高めて浸漬時間を長くするとクッキングロスが高くな

ること (Ionescuら2008), 牛肉をパイナップル果汁お

よびブロメライン溶液に浸漬させると，牛肉の保水性が低

下すること（高田と村元2017)が，それぞれ報告されて

いる．パパインやブロメラインなどの植物由来タンパク質

分解酵素は筋原線維を構成するタンパク質に比較してコ

ラーゲンをより多く分解するため (SullivanとCalkins

2010), 過度の酵素処理を行うと筋肉中のコラーゲンが崩

壊する（西山と篠2001).一方，同じ植物由来タンパク質

分解酵素でもキウイフルーツに含まれているアクチニジン

は食肉のテクスチャーを保持しながら，食肉の表面に近い

筋原線維タンパク質のみを分解する（提ら 1994). また，

Namら (2016)は， 9種類のナシについて調べ，ナシに

含まれているコラーゲン分解酵素の活性は，アクチニジン

および他の酵素の活性と同等であるが，ブロメラインの活

性の 10分の 1程度であることを報告している．したがっ

て，イワテヤマナシ果汁に含まれるタンパク質分解酵素は

コラーゲンに比較して筋原線維タンパク質をより多く分解

する可能性が示された

本研究の結果から，イワテヤマナシの 1品種である

i1515の果汁にはコラーゲンに比較して筋原線維タンパク

質をより多く分解するタンパク質分解酵素が含まれ，この

果汁に牛肉を浸漬させることにより，保水性を保持しなが

ら軟化させられる可能性が示されたまた，イワテヤマナ

シに含まれているタンパク質分解酵素の活性の有無は品種

の違いによるものであり，早生，中生および晩生という

成熟期の単純な分け方では評価できない可能性が示され

た．
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イワテヤマナシによる牛肉の軟化
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The effect of immersion in juice from lwateyamanashi (Japanese wild pear) varieties that mature at 

different times on the toughness of bovine muscle was investigated. Muscle tissue was obtained from 

Japanese Shorthorn steers (n = 5). Fruit from three pear varieties was used : i1302, an early variety 

that matures in July ; i1515, a mid-season variety that matures in August ; and. i0218, a late variety that 

matures in October. Two treatment groups were established : pre-heated juice. and unheated juice 

from each variety. For the first group, the juice was heated at 90℃ for 10 minutes and then cooled on 

ice. Juice in the second group was not heated. In both treatment groups, the muscle samples were 

immersed in juice at 40℃ for 1 hour and then heated to 80℃ for 3 minutes. The textural properties of 

the muscle samples were then analyzed. Maximum load and load of gumminess of samples immersed 

in the unheated i1515 juice group were significantly lower than those in the heated juice group. There 

were no significant differences in cohesiveness of samples between groups. Nor were there any 

significant differences in drip loss, cooking loss. and total loss of samples between groups. These results 

suggested that beef could be tenderized without lowering water holding capacity by immersion in the 

juice of the i1515 variety of lwateyamanashi. 
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