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2007， 12月 日豚会誌 44巻 4号

一一技術ノート一一

黒豚肉に対する青年層の味覚官能的評価

石井俊哉 ・江上いすずホ ・中野 徹 ・小野村光正 ・中川二郎 ・奥村純市本

豊橋飼料(株)テク ニカルセンタ 一，新城市川田字本宮 1-3，44ト 1346

8名古屋文理大学，稲沢市稲沢町前田 365，492-8520 

(2007年 1月4日受付，2007年 10月 17日受理)

緒 E司

現在，日本は銘柄豚ブームとも思えるほど，数

多くの銘柄豚が存在する。その内容は品種，飼料

や水の違いを訴えるもの，地域色を出したものな

ど多岐に渡り，皆様々なアピールを展開し，昧の

違いを訴えている。

人の味覚的な好みは個人によって異なってお

り，銘柄豚だけが好まれるわけではなL、。従って，

より多くの消費者に好まれるために，銘柄豚の開

発段階で，人の好みの傾向を捉えておくこと，次

代の消費動向の鍵を握る青年層の好みを把握する

ことは重要と考えられる。

そこで本研究は，日本の銘柄豚の代表格である

黒豚肉(イギリス系パークシャ一種)と一般豚肉

(三元交雑種)を，味覚官能検査を主体に比較し，

青年層の好みを把握することと，黒豚肉の昧覚官

能的な優位性を検証することを目的に行い，若干

の傾向を得たので報告する。

材料および方法

試験 1

黒豚肉は，愛知県豊橋市で生産された黒豚(と

畜時 248日齢，雌)の ロース部位を，一般豚肉は，

千葉県茂原市で生産された一般豚(と畜時日齢，

性別不明)の ロー ス部位を入手し，試験に供した。

黒豚，一般豚のと畜日は同一(平成 16年 12月9

日)とし，熟成期間は同一 (4
0
Cで 6日間〉とし

た。黒豚は CPI4.5%以上 ・TDN72.5%以上のマ

イロと大麦を主体とした，また一般豚は CPI5%

以上 ・TDN80%以上のとうもろこしと大豆粕を

主体とした，ともに市販飼料を用いて飼育した。

供試肉は唐沢らの方法1)に準じ，厚さ約 3mm

にカットし，1.5%食塩水に 2時間漫責後，試験に

用いた。

官能検査は平成 16年 12月 16日に名古屋文理

大学にて， 2年生の学生 41名(女 28人 男 13

人，平均年齢 19歳)を対象に，晴好型パネルとし

て行った。6-7名のグループに学生を分け，250 

OCに設定したホットプレー トを用いた「焼肉」と

して調理し，評価した。加熱時間は片面およそ 30

秒ずっとしたが，調理は個人に委ねた。試食の順

番はランダムとし， 評価は肉の軟らかさ <固い l

点→軟らかい 5点 >，香り(阻瞬時) <悪い l点

→良い 5点>，昧<悪し、 l点→良い 5点>，総合

評価<悪し、 l点→良い 5点>を5段階で評点し，

総合評価の評点の高い方が好まれたと判断し，支

持人数をカウン卜した。
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供試肉は，化学的分析として筋肉中の水分 ・

エーテル抽出物・イノ シン酸含量を豊橋飼料(株)

テクニカルセンタ ーで，背脂肪内層の脂肪酸組成

を日本食品分析センター(愛知県名古屋市中区大

須 4-5-13)で，物理的分析として保水力，加熱損

失，伸展率，圧搾肉汁率，破断応力を家畜改良セ

ンター茨城牧場(茨城県筑西市藤ヶ谷 2330)で測

定した。

試験 2

黒豚肉は，愛知県豊橋市で生産された黒豚(と

畜時 276日齢，雌)のロース部位色 一般豚肉は，

辻岡食肉商会(愛知県宝飯郡小坂井町伊奈字南山

新田 154)より入手し，同一部位を供試した。黒豚

と一般豚のと畜日は同一(平成 17年 12月 l日)

とし，供試肉の熟成期間と性，枝肉重量はほほ同

ーとなるようにした。黒豚，一般豚への給与飼料

については，黒豚は試験 lと同様であったが，一

般豚は不明である。

試験 2では，より一般的な食べ方に近い調理法

を選択した。供試肉は， 1.5 cmの厚さに切り，下

味を付けた小麦粉(小麦粉 10:食塩4ι:胡槻 0.4

を調理直前に簿くまぶし， 250
0Cに設定したホッ

トプレートで片面3分ずつ加熱した後，試験に用

し、fこ。

官能検査は，平成 17年 12月7日に名古屋文理

大学にて， 3年生の学生 32名(女 27名，男 5名，

平均年齢 20.9歳)を対象に稽好型ノfネルとして

行った。個室法を採用し，試食順はランダムとし

た。評価は①肉の軟らかさ <固い l点→軟らか

い5点 >，②ジューシーさ <パサノfサ l点→

ジュ ーシー5点>，③うま味<弱し、 l点→強い 5

点>(①~③は脂身のない肉で判定)，④甘さ <

弱Lリ点→強い 5点>，⑤香り(岨暢時)<悪い l

点→良い 5点>，⑥脂のあっさり感<脂っこい l

点→あっさり 5点>(④~⑥は脂身付きの肉で判

定)を 5段階で評点し，総合評価<悪い l点→良

い5点>も5段階で評点して，点数の高い方を好

んだと判断し，その支持人数を調べた。

供試肉はと畜日より供試前日まで (5日間)4
0

C 

で保存，官能検査用にカットし，その時一部を化

学分析用に一28
0

Cで測定日まで保存した。筋肉中

の遊離アミノ酸と内層脂肪の脂肪酸組成は日本食

品分析センターで，ロース肉中の水分，粗蛋白質，

エーテル抽出物，イノ シン酸含量は豊橋飼料(株)

テクニカルセンターで測定した。また物理的性状

は，テクスチャーアナライザーで明断力を測定し

た((株)キティ 神奈川県川崎市幸区小倉 308-10

KBIC)。

結 果

試験 1

官能検査の結果を表 lに示した。総合評価の評

点，評点の比較から判断された支持者数は黒豚肉

の方が好まれる傾向にはあったが，どちらも有意

差は認められなかった。

各項目の評点を比較した場合，肉の香りおよび

軟らかさは一般豚肉が，肉の味は黒豚肉の方が高

い値を示したが，いずれも有意差は認められな

かった。また，アンケート結果の重回帰分析の結

果を表 2に示した。肉の軟らかさと昧が総合評価

に影響することが示された。

表 3，4および 5に，供試した黒豚肉と一般豚肉

の成分(水分，粗脂肪，イノシン酸)，背脂肪内層

脂肪酸組成，物理的性状について示した。水分等

の成分は一般豚肉と黒豚肉で大きな差はなか っ

た。背脂肪内層の脂肪酸組成は，黒豚肉の方がパ

ルミチン酸およびオレイン酸が多く，ステアリン

酸， リノール酸は少なかった。物理的性状では，

黒豚肉の方が保水性に優れていたが(保水力，加

熱損失)，かたさ(破断応力)は一般豚肉の方が軟

らかい結果であ った。

試験 2

試験 lでの結果をふまえ， 田淵の方法2)を参考

に肉のやわらかさ，味についての質問項目を，軟

表1. 官能検査結果(試験1)

Table 1. The result of sensory evaluation 

(Experiment 1) 

香り 軟らかさ肉の昧 総合評価

一般豚 3.51 3.63 3.78 3.78 (17) 

黒豚 3.37 3.56 3.80 3.85 (24) 

( )内は支持した人数

。L
ヴ

i
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表 2. 重回帰分析結果(試験1)

(総合評価に影響する変数の検証)

Table 2. The result of multiple regression 

analysis on experiment 1. 

(Veri白cationof the variable which 

influences comprehensive evalua-

tion) 

香り

軟らかさ

肉の昧

性別

豚肉

P値

P<0.05 

P<0.001 

P<O.OOI 

表 3. 供試ロ ース肉中成分の比較(試験1)

Table 3. Chemical composition of loin meat 

(Experiment 1) 

一般豚 黒豚

水分 (96) 74.40 72.95 

エーテル抽出物 (96) 3 . 40 2 . 38 

イノシン酸 (mg/l00g) 249 244 

表 4. 背脂肪内層脂肪酸組成の比較(試験1)

Table 4. Comparison of fatty acid com-

position of the layer in back fat 

(Experiment 1) 

脂肪酸組成 (96)

一般豚 黒豚

ミリスチン酸 l.3 l.7 

パルミチン酸 25.1 28.5 

パルミ トオレイン酸 l.3 2.5 

ステアリン酸 19.4 15.8 

オレイン酸 38.2 40.7 

リノール酸 1l. 1 7.7 

リノレン酸 0.6 0.4 

アラキジン酸 0.3 0.2 

飽和脂肪酸 47 47 

不飽和脂肪酸 53 53 

表 5. 物理的性状の比較(試験1)

Table 5. Comparison of physical meat 

quality in experiment 1 

一般豚 黒豚

保水力 (96) 78.7 82.6 

加熱損失 (96) 27.1 25.8 

伸展率 (96) 25.1 29.6 

圧搾肉汁率 (96) 39.9 4l.4 

破断応力 Ckg/cm2
) 66.1 82.4 

らかさ→ジュ ーシー感と軟らかさ，味→うま味，

甘み，脂のあ っさり感，と細分化し，軟らかさ，

ジュ ーシー感，うま味については脂身なしの肉

で，甘み，香り，脂のさっぱり感については脂身

っきの肉で試験を行った。

官能検査の結果を表 6に示した。肉のやわらか

さは黒豚肉が， ジュ ーシー感は一般豚が好ましい

傾向にあったが，有意差はなかった。また脂身付

きの肉を判定した甘さ，香り，脂のあっさり感に

ついては，甘さは黒豚肉が，香り，脂のあっさり

感は一般豚肉の方が好ましいとされたが，有意差

はなかった。総合評価においては，評点，支持者

数とも黒豚肉の方が好ましいとする傾向にあった

が，有意差はなかった。また，アンケート結果の

重回帰分析の結果を表 7，8に示した。黒豚肉を選

択したパネルは甘みを重視し， 一般豚肉を選択し

たパネルは特にジュ ーシー感を重視していたこと

がわかった。

試験 2で供試した各肉の化学分析の結果を表

9， 10および図 1に示す。水分，粗蛋白質および粗

脂肪含量は両者同様で，イノシン酸は一般豚肉の

方が約 3296多かった。

脂肪酸組成は黒豚肉でパjレミチン酸，ノマルミト

オレイン酸およびオレイン酸が多く，ステアリン

酸とリノ ール酸は少なかった。また遊離アミノ酸

含量は全体的に黒豚肉の方が多く，グルタミン酸

で 1096，アラニンで 2896黒豚肉が多かった。

また，供試肉の興断力を測定した結果を表 II

に示した。黒豚肉の方が軟らかいという結果と

なった。
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表 6. 官能検査結果(試験 2)
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Table 6. The result of sensory evaluation (Experiment 2) 

軟らかさ ジュ ーシー感 うま味 甘み 香り 脂のあっさり感 総合評価

一般豚

黒豚

3.07 

3.38 

3.52 

3.28 

3.24 3.03 3.52 2.76 

2.59 

3.62 (11) 

3.76 (18) 3.28 3.14 3.45 

( )内は支持した人数 ・同様とした人数除く

表 7. 一般豚を選択した人の重回帰分析結果

[試験2](総合評価に影響する変数の検証)

Table 7. The result of multiple regression 

analysis by the person who chose 

the common pork [Experiment 2J 

(Verifi.cation of the variable which 

influences comprehensive evalua-

tion) 

やわ らかさ

ジューシー感

うま味

甘み

香り

脂のあ っさり感

P-値

P<O.OI 

P<0.05 

表 8. 黒豚を選択した人の重回帰分析結果

[試験2](総合評価に影響する変数の検証)

Table 8. The result of multiple regression 

analysis by the person who chose 

the Berkshire pork [Experiment 2J 

(Verifi.cation of the variable which 

influences comprehensive evalua-

tion) 

やわらかさ

ジュ ーシー感

うま味

甘み

香り

脂のあっさり感

P値

P<O.OI 

表 9. 供試ロース肉中成分の比較(試験 2)

Table 9. Chemical composition of loin meat 

(Experiment 2) 

一般豚 黒豚

水分(%) 73.70 73.70 

粗蛋白質(%) 22.40 22.00 

エーテル抽出物(%) l目 71 2.88 

イノシン酸 (mg!100g) 180 123 

表 10. 背脂肪内層脂肪酸組成の比較(試験 2)

Table 10. Comparison of fatty acid compo-

sition of the layer in back fat 

(Experiment 2) 

脂肪酸組成(%)

一般豚 黒豚

ミリスチン酸 l.3 l.4 

パルミチン酸 24.2 26.7 

パルミトオレイン酸 0.9 2.2 

ステアリン酸 19.9 16.1 

オレイン酸 36.1 42.2 

リノール酸 13.7 8.2 

リノレン酸 0.7 0.4 

アラキジン酸 0.3 0.3 

飽和脂肪酸 46 45 

不飽和脂肪酸 54 55 

考 察

試験 lでは， 一般豚肉は軟らかさで，黒豚肉は
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アルギニン

セリン チロシン

参考に，軟らかさと味の項目について細分化 (①

軟らかさ→軟らかさとジュ ーシー感，②肉の昧→

うま味 [脂身なし]，甘みと脂のあっさり感 [指身

っきJ)し，試験 2を行った。

試験 2では，黒豚肉の方が軟らかさで，一般豚

肉の方がジュ ーシー感で高い値を示した。また肉

ロイシン の甘みは黒豚肉の方が高い値を示し，総合評価お

アラニン ノてリン

同幹 一般豚『・・黒豚|

図1. ロース中遊離アミノ酸量の比較

(試験 2 一般豚を 1として〕

Fig. 1. Comparison of free amino acid in 

loin meat in experiment 2 

(make common meat into 100%) 

表 11. 供試肉男断力の比較(試験 2)

Table 11. Comparison of the shearing 

power of Berkshire and com-

mon pork in experiment 2 

最大荷重取 (g)

噛み応え(gs)

g=グラム gsは面積

s=秒

一般豚 黒豚

2579.1 

11613.5 

2323.9 

11572 .2 

稼最初の一噛みにかかる力

肉の味で評点が高い傾向にあり ，黒豚肉の方が総

合評価も高い評点と支持者数が得られたが，有意

差はなかった。破断応力値は黒豚肉の方が高い値

であったことから，今回試験に用いた黒豚肉は，

一般豚肉のものよりも聞かったと判断される。黒

豚は一般豚に比べ筋線維が細くの，また肉質が軟

らかいことが報告されておりベ今回の結果とは

異なる。本試験では，黒豚の肉質に関する個体差

が影響していると考えられた。

また重回帰分析から，軟らかさと昧が総合評価

に影響することが判明したため， 田淵2)の方法を

よび支持人数は黒豚肉の方が高く評価される傾向

であったが，全ての項目で有意差はなかった。ま

た，肉の軟らかさという観点から黒豚の支持人数

をみると，試験 lと2で黒豚の評価に矛盾がある

が，有意差がないこと，およびアンケー 卜の内容

が試験 Iと2で異なるため，原因の検討はできな

かっ fこ。

パネルの晴好についてみると，重回帰分析の結

果から，一般豚肉を選択したパネルではジュ ー

シー感を，黒豚肉を選択したパネルは甘みを重視

していることがわかった。甘みに及ぼす要因とし

ては，脂肪およびその脂肪酸組成が関連している

と考えられ，田淵らは豚脂の甘みと脂肪酸組成の

関連について報告している九 木全らは， オレイ

ン酸とパルミチン酸は官能検査と正の相闘を，ス

テアリン酸とリノ ール酸とは負の相闘を持つこと

を報告している4)。供試した黒豚肉は，試験 1，2 

を通し一般豚肉と比較してパルミチン酸とオレイ

ン酸が多く，またステアリン酸と リノール酸は少

ない。黒豚が甘み重視で選択されたことに関して

は， これらの報告と一致する一方で，豚脂の脂肪

酸組成は，品種や飼料 ・原料に影響されることが

わかっている5-7)。本試験での脂肪酸組成の差は，

飼料が試験 ・対照で異なるため黒豚特有のもので

あるとは言えなL、。豚脂中の脂肪酸組成を検討す

る上で，飼料の影響をはずして考えることはでき

ないため，今後この点にも十分に留意して比較検

討する必要がある。

試験 Iでのイノシン酸含量は両者ほぼ変わらな

かったが，試験 2の結果では，遊離アミノ酸含量

は黒豚肉で高く ，逆にイノシン酸含量は一般豚肉

で高かった。肉中の遊離アミノ酸は，屠畜後の時

間の経過に伴い増加することが知られている8)。

川井田は，他の品種と比較し黒豚の遊離アミノ

酸含量は高いことを報告している5)。またイノシ
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ン酸は，と畜直後から増加，その後減少していく

という報告がある的。 さらに堀内らは， 肉中のイ

ノシン酸はと畜 1日目で最高値を示し，その後は

減少することを報告しているの。 試験 2の結果は，

黒豚の方が一般豚よりも熟成が早かった可能性を

示しているが，試験 lのイノシン酸含量の結果も

併せると，大きな個体差があることもわかる。品

種による熟成の差については報告も少なく， 一方

で遊離アミノ酸，イノシン酸とも肉の呈未成分と

しては重要であると言われている。どの肉(個体)

をもって，この品種(群)の代表とするかについ

ては，官能検査を行う場合に充分検証されなけれ

ばならないと考えられ，品種 ・個体による熟成の

差ついての検討が待たれる。

試験を通し，豚肉を官能評価する上で重要な要

素となっているのは，軟らかさ(ジュ ーシー感)

と味(甘み)であることが示唆された。甘みは豚

の脂 (脂肪酸)の影響が強いと考えられ，今後は

飼料の影響や品種の影響を明確にしていき，改良

していくことが望まれそうである。また一方で，

ジューシー感を重視する評価もあり，これも高め

るような改良が青年層の好みに合致すると考えら

れる。

また，黒豚肉の味覚官能的な優位性は明らかで

はなかったが，豚(肉)の持つ個体差をどのよう

に評価するかを痛切に感じ，今後個体差について

の検討が必要であると思われた。
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