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オカラ含有ソーセージの開発

多田耕太郎，寺島晃也

(2007年11月1日受理)

日本では生活様式の変化により，肉消費量が

増加し，特に近年は調理が簡便な畜肉加工品の

消費量が伸びている。その反面，野菜類は摂ら

なくなり，食物繊維の摂取量が減少 1) し，健康

面への悪影響が危倶されている。一方， 豆腐を

製造する際に副生するオカラは， 食物繊維を豊

富に含み，有用な生理機能を備えている 1.2)。し

かし，換金価値を失い，費用をかけて廃棄して

おり， 豆腐事業者の負担になるとともに環境問

題となっている。オカラの利活用に関しては幾

つかの報告 1- 9)があるが，畜肉製品への利用に

関するものはみられない。そこで本研究では，

オカラの有効利用と食物繊維を含んだ新規な畜

肉製品の開発を図るため，オカラを含有したソ

ーセージの加工を試みた。

実験方法

1. 試料

オカラは県内豆腐製造業者より入手し凍結

したものを，豚肉は豚もも「しんたま」部を

試験に供した。なお，オカラはサイレントカ

ッター(ステファン社製:UM-25/Ni)で処

理し，粉砕したものも調製した。

2.塩漬

表 1に示す割合で約 5cm角に切断した豚肉，

表 1 塩漬時の配合割合(重量比)

赤肉 100 

冷水 25 

食塩 2.2 

砂糖 0.9 

硝精・1 0.3 

リン酸塩叫 0.3 

ソJレビ ット叫 0.6 

エリソルビン酸 Na 0.1 

くん液 0.05 

* 1 食糧 85%、亙硝酸 Na5%、硝酸 K10% 
*2=ポリリン酸 Na97%、メタリン酸 K 3% 
* 3=濃度 70%

冷水，食塩，砂糖，硝精，ソルピッ ト，リン

酸塩，エリソルピン酸ナトリウムおよびくん

液を配合し，ミートミキサー(竹内食品機械

製 :MS-20)で10分間混合した後， 5
0

Cの温

度下で 3日開放置した。

3.練り肉の調製

表 2に示す割合で塩漬肉，オカラ，角切り

表 2 練り肉の配合割合(重量比)

オカラ10%配合区
オカフ10%配合 粉砕オカフ10%配合 粉砕オカフ15%配合 対照区

補強区 補強区 補強区 (オカラ無配合)

塩漬肉刺 72 72 72 67 82 

オカラ (無処理)判 10 10 

粉砕オカラ・1 10 15 

角切り脂肪 15 15 15 15 15 

卵白タンパク叫 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

大豆空ンパク叫 1.0 1.0 1.0 

事L~タンHク・‘ 0.3 0.3 0.3 

グルヲミン酸 Na 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

白コショウ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

黒コショウ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

オニオ ン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

メース 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

*1 :水分77% *2:ヲンパク質濃度80% *3:ヲンパク質濃度72% *4:タンパク質濃度93%
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図 1 製造工程

豚背脂などを配合し， ミートミキサーで10分

間混合した後， ミートチョ ッパー(5肌目)

で挽き，ソーセージ原料となる練り肉を調製

した。なお，オカラを配合したものにはゲル

化補強のために大豆タンパクおよび乳タンパ

クを添加したものも調製した。オカラの水分

は塩漬肉と同じ77%に調整し，練り肉の最終

的な食塩濃度(計算上)は，通常のソーセー

ジと同じ2.0%になるように食塩を追添加し

て調整した。すなわち，オカラ 10%配合区，

オカラ10%配合補強区，粉砕オカラ10%配合

補強区，粉砕オカラ 15%配合補強区および対

照区(オカラ無配合)の計 5区を調製した。

4.充填，乾燥，慎煙および加熱

練り肉を羊腸に均一に充填した後，スモー

クハウス(マウラ一社製:ASR-1295) によ

り，乾燥 (70
0

C/15分間)，嬬煙 (70
0

C/10分

間)およびスチーム加熱 (75
0

C/20分間)を

行いソーセージを加工した。加熱後のソーセ

ージは，冷蔵庫で一晩冷却保存した。

製造工程を図 1に示した。

5.成分分析

以下の方法を用いて測定した。

水分:常圧加熱乾燥法 (105
0

C)

タンパク質 :ケルダール法

(窒素ータンパク質換算係数，オ

カラ:5. 71，ソーセージ:6. 25) 

脂肪:(オ カラ)ク ロロホルム・メタノール混

液抽出法

(ソーセージ)ソックスレー抽出法

灰分:直接灰化法 (550
0

C)

食物繊維:プロスキー変法

6.オカラの保水性測定

植物性たん白の日本農林規格に示されてい

る保水性測定法10) に準じて行った。すなわち，

オカラと水を重量比30:100の割合で配合した

ものに対し，ソーセージに利用することを考

え，通常のソーセージの食塩濃度である 2%

になるように食塩を添加，撹枠し，混合液を

調製した。つぎに，混合液を50ml容プラスチ

ック製遠沈管に充填・密封し，恒温槽中で通

常のソーセージ製造と同様の70
0

Cで20分間の

加熱を行った。続いて，室温まで冷却後，

1，000Gで5分間の遠心分離を行い，遊離水を

除去した残存重量から次式により算出した値

を保水性とした。また，食塩無添加の混合液

と非加熱のものも測定した。

保水性=残存重量ホ1 (g) /無水換算試料重

量.2 (g) 

* 1 遠心分離し，遊離水を除去した後

の重量

* 2 混合液中のオカラの無水換算重量

7.オカラの粒度分布測定

未粉砕および粉砕オカラについて，レーザ

回析式粒度分布測定装置(株式会社島津製作

所製 ・SALD-2100) を用いて測定した。

8.物性測定

室温および70
0

Cの温水中で20分間加熱した

ソーセージについて，レオナー(山電株式会

社製 ・RE-3305型)を用いてゲル強度(最大

荷重)とワークダン値(仕事量) の測定を行

った。すなわち，ソーセージを高さ25mmの円

柱状になるように輪切りし，切断面の中心に

直径6.5mmの円柱形プランジャーをクリアラ

ンス 5mm，テープルスピード'30cm/minで貫

入させ測定した。

9.解凍後の歩留まり測定

真空包装したソーセージを， -10
o

Cで24時

間凍結し，次いで、 5
0

Cで24時間解凍した。解

凍後のソーセージを包材より取り出し， 5 mm 
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重量) x 100 

10. 官能試験

角目の網上に載せ分離水を除去し，分離水除

去前後のソーセージ重量から次式により歩留

まりを算出した。

歩留まり(%)分離水除去後のソーセ

ージ重量 分離水除去前のソーセージ

70
0

Cの温水中で20分間加熱したソーセージ

について，図 2に示す官能検査用紙を用い，

「色j，Iきめj，I香り j，I歯触り j，I汁性j，

<官 能検 査用 来氏 > 

実施日 2 0 0 6年 1 1月 1 4 日

年齢 歳

性別 男 女

試料について以下の 項 目 を 7段階で評 価し

該当する軸上に試料名を記入して下さい

例) 非常に かなり やや どちらとも やや かなり 非常に

嫌い 嫌い 嫌い いえない 虫干き 好き 好き

-3 2 1 O チ f チ 2 チ 3

A 

B D C 

色

非常に かなり やや どちらとも やや か な り 非常に

嫌い 嫌い 嫌い いえない 好き 好き 好き

-3 2 I O チ 1 チ 2 チ 3

色

きめ

香り

歯触 り

汁性

味

総合

ありがとうございました

図 2 官能検査用紙
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「味」および「総合」の項目の評価を23人の

パネラーによる 7点評価法で実施した。なお，

評価試料にはオカラ10%配合補強区，粉砕オ

カラ10%配合補強区，粉砕オカラ15%配合補

強区および対照区の計 4区を供した。

実験結果および考察

1.オカラの成分

オカラの一般成分を図 3に示した。水分が

脂質，3.1 

タンパク質，
5. 9 

図3 オカラの一般成分(%)

77.2%と最も多かった。水分以外の成分では

食物繊維を9.0%含み，ソーセージにオカラを

配合することで食物繊維を豊富に含む新規性

のある食肉加工品になるものと考えられた。

また，夕ンパク質も5.9%と，木綿豆腐H

(何6.6%)λ，絹ごし豆腐11)川(4.9%) と同じ程度

含んでで、いた。

2.オカラの保水性

オカラの保水性を図 4に示した。食塩濃度

14.0 

12.0 

10.0 

型 8.0

Iii 6.0 
4.0 

2.0 

0.0 

o 2.0 

食場濃度(%)

ロ非加熱 ・加熱(70oCI20min)

図4 食塩濃度と加熱がオカラの保水性に与える影響

および加熱の有無による差はなく， 12.5 

~12. 7の範囲であり，食塩濃度と加熱がオカ

ラの保水性に与える影響は認められなかった。

これは，先の成分分析の結果から計算すると，

混合液のタンパク質濃度は約1.4%と低いこ

と，また，オカラは豆腐製造工程で90
0

C程度

の加熱を経ているため，既にタンパク質が熱

変性していることなどから，タンパク質によ

るゲル形成が起こらず，畜肉タンパクの場合

はゲル形成に効果のある食塩濃度もオカラに

は効果を示さなかったものと考えられた。し

かし，いずれも保水性の値は高く，オカラは無

水物換算で約12倍の水を保時する力があるこ

とが明らかになった。これは，オカラに豊富

に含まれる食物繊維によるものと考えられた。

この結果，オカラの保水性は食塩濃度の影

響を受けないことからソーセージの原料肉と

ともに塩漬する必要がなく，また，水分が多

く，ソーセージ製造工程で用いる加える水に

代えて利用することが可能になることから，

ソーセージへの添加は塩漬後の混合 (練り肉

調製工程)時が適していると考えられた。

3.オカラの粒度分布

オカラの粒度分布を図 5に示した。無処理

30 

25・

ま20・

4日 15
寝

室10 目

5 ，-

。L....".

， .-

一， . 
， 

<;:) l$:l 円円町円町円町門司円町円円円円町内町.s>
可々々々々存命~~守~&'?3 ~~ ~ ~ J7 g;.~戸

粒手径 (μm}

-・・ オカラ ーー一粉砕オカラ

図5 オカラの粒度分布

のものは粒子径1， 000μm以上が，粉砕した

ものは粒子径600μm付近が最も高い割合と

なり，食肉製品の加工に用いるサイレントカ

ッターでの処理によりオカラの粉砕が可能で

あることが明らかになった。

4. ソーセージの成分

ソーセージの一般成分を表 3に示した。オ
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ソーセージの一般成分(%)表 3

対照区
(オカラ無配合)

粉砕オカラ15%配合
補強区

粉砕オカラ10%配合
補強区

オカラ10%配合
補強区

オカラ10%配合区

55.3 55.7 

12.6 

24.3 

54.7 55.2 55.7 水分

台ンパク質

脂質

食物繊維

灰分

13.9 14.0 13.8 12.4 

24.6 24.5 24.1 24.3 

0.1 1.4 0.9 1.0 1.0 

2.3 2.1 

。
育同10151ttc官官立与at器官台寺-.fe.{!;)

異符号聞に有意差あり(p<0.05)図中の縦線は標準備差を表す(n=12)
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オカラ添加条件とソーセージのゲル強度図 6
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オカラ10%配

異符号聞に有意差あり(pく0.05)図中の縦線は標準偏差を表す(n=12)

オカラ添加条件とソーセージのワークダン値

響を及ぼさないものと考えられた。

ソーセージの断面を見ると，

合区，オカラ10%配合補強区はオカラの粒子

が確認できたが，粉砕オカラ10%配合補強区，

粉砕オカラ15%配合補強区はオカラの粒子が

見えず均一なゲルを形成していた。

70
0

Cで20分間温水加熱したソーセージのゲ

ル強度とワークダン値を図 8，9に示した。全

図7

オカラは塩

タン

カラの配合条件に関わらず水分，脂質および

灰分はほぼ同値を示した。しかし，食物繊維

は対照区が0.1%，オカラ10%配合区とオカラ

10%配合補強区が1.0%，粉砕オカラ10%配合

補強区が0.9%，粉砕オカラ15%配合補強区が

1.4%であった。タンパク質は対照区が13.9%，

オカラ10%配合区が12.4%，オ カラ10%配合

補強区が13.8%，粉砕オカラ10%配合補強区

が14.0%，粉砕オカラ15%配合補強区が

12.6%となり，オカラ10%配合補強区と粉砕

オカラ10%配合補強区は対照区と同等のタン

パク質を含有していた。一方，

合区と粉砕オカラ15%配合補強区のタンパク

質含有量は低くなった。これは，

漬肉にはない食物繊維を約 9%含むが，

パク質が少ないことから，塩漬肉とオカラの

置換割合や大豆タンパクおよび乳タンパクの

添加の有無により，これらの成分組成が変化

したものと考えられた。 オカラ10%配

1000 

。
古川?窓口勺tf:仲:3t:岬告:::刊綜が

異符号聞に有意差あり(p<0.05)図中の縦線は棟準備差を表す(n=12)

800 

600 

400 

200 

字
国
)
刷
世
相
閉
会
"
や

5.物性

室温に調整したソーセージのゲル強度とワ

ークダン値を図 6，7に示した。両値ともにオ

カラを配合した 4区は対照区に比べ有意に低

い値を示し，オカラを添加することに より物

性が変化することが明らかになった。しかし，

オカラ10%配合補強区，粉砕オカラ10%配合

補強区および粉砕オカラ15%配合補強区は，

ゲル強度，ワークダン値ともにオカラ10%配

合区を有意に上回る良好な物性が得られ，

ル化補強のための大豆タンパク，乳タンパク

質添加の効果が認められた。ゲル化補強を行

った 3区間ではゲル強度とワークダン値に有

ゲ

オカラ添加条件とソーセージのゲル強度

(70'C/20min温水加熱後)

図 8意な差は認められず，室温状態ではオカラの

粒度と10%と15%の添加量の違いは物性に影
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異符号聞に有意差あり(p(0.05)図中の縦線は標準偏差を表す(n=12)

オカラ添加条件とソーセージのワークダン値

(70'C/20min温水加熱後)

図9

オカラ添加ソーセージの解凍後歩留まり

かし，これらのオカラを配合した 4区に対し，

対照区は若干離水がみられ， 97.4%と有意に

低い値を示 した。これは図 4に示したように

図10

区ともに室温状態に比ベゲル強度とワークダ

ン値が低下した。

や脂質が融解したこと，

これは加熱によりゼラチン

ソーセージが膨張し

オカラが高い保水力を有することから，解凍

後のドリップの流出が抑制され，歩留まりが

維持されたものと考えられた。

7.官能評価

ソーセージの官能評価を表4に示した。「き

め」はオカラ10%配合区と粉砕オカラ15%配

合補強区が対照区に対し有意に低い評価とな

これはオカラ10%配合区では粗いオカ

ラ粒子が存在したため，粉砕オカラ15%配合

補強区では肉ペーストとは異なる組織となっ

たためと考えられた。「香り」は各区間に有意

差は認められず，オカラを15%配合しても香

りには影響を与えないものと考えられた。「汁

性」は対照区が他の 3区に対し有意に低い評

価となった。これは先述のとおり，対照区は

オカラを含まず保水性が若干劣り，岨鴫時に

肉汁が穆み出るが，この穆み出しを悪いと評

価するパネラーが多かったためと考えられた。

「色J，I歯触りJ，I味」および「総合」は，

粉砕オカラ15%配合補強区が他の 3区に対し

った。

組織の密度が低くなったことなどが原因と考

えられた。各区間でみると，オカラ10%配合

補強区と粉砕オカラ10%配合補強区のゲル強

度とワークダン値には有意差はなく，両区は

対照区に比べ有意に低い値を示したが，適度

な物性を有していた。一方，オカラ10%配合

区と粉砕オカラ15%配合補強区は他区に比べ

有意に低いゲル強度とワークダン値を示し，

脆弱なゲルとなった。これは表 3に示したよ

うに，両区のタンパク質の割合が低いため，

室温状態では凝集していることから密度が高

く物性に影響が出なかったが，加熱すると膨

張により組織の密度が低くなり，

同士で形成するゲルの網目構造が粗くなった

ためと考えられた。

6.解凍後の歩留まり

ソーセージの解凍後の歩留まりを図10に示

した。オカラを配合した 4区はともに99.7%

タンパク質

とほとんど離水のみられない高い歩留まりを

示し， 4区間に有意差は認められなかった。し

オカラ添加ソーセージの官能評価表 4

対照区
(オカラ無配合)

1. 50:t0. 95' 

0.85士0.86'

0.65土0.81

0.80土1.06'

1. 80土0.77'

1. 20土1.28' 

1. 00士1.34'

粉砕オカラ15%配合
補強区

O. 75:t0. 72' 

0.00士0.73'

0.35土1.08 

-0.55土0.94'

o. 30:t 1. 08' 

-0. 20:t0. 95' 

-0.45士1.23'

粉砕オカラ10%配合
補強区

1. 40:t0. 75' 

0.65土0.75"

0.55士0.69

0.75士0.97'

O. 1 0:t0. 79' 

O. 60:t1. 14・

O. 80:t1. 00' 

オカラ10%配合
補強区

1. 30:t0. 80' 

0.25土1.02"

O. 60:t1. 10 

0.70士1.17' 

O. 20:t 1. 11' 

O. 60:t 1. 14' 

0.75土1.29' 

色

きめ

香り

歯触り

汁性

昧

総合

異符号聞に有意差あり (p<0.05) 平均値±標準偏差 (n=23) 



多国，寺島:オカラ含有ソーセージの開発 [報文]

有意に低い評価となったが，他の 3区間には

有意差は認められなかった。

この結果，オカラ10%配合補強区と粉砕オ

カラ10%配合補強区は対照区とほとんど遜色

ない評価を得られることが明らかになった。

以上の結果，大豆，乳などのタンパク質を用

いてゲル化補強を行うことにより，オカラを配

合したソーセージのゲル形成能の向上がみられ

た。さらにオカラを配合することにより，冷解

凍を行っても離水が生じなくなった。しかし，

オカラを15%配合したものはゲル強度とワーク

ダン値が低く，官能評価も悪いことから，オカ

ラの配合割合は10%程までが適当であると考え

られた。配合するオカラの粒度については，粉

砕して細かくしたものが外観上は好まれる傾向

にあったが，岨暢，摂取する上では無処理のオ

カラでも問題ないものと考えられた。

これらのことから，オカラを10%程度含有さ

せたソーセージは，大豆，乳などのタンパク質を

加えてゲル化を補強することにより，従来品と

遜色ないものに加工できることが明らかになり，

オカラを有効利用し，食物繊維を含む新規な畜

肉製品の開発が可能になるものと考えられた。

要約

オカラの有効利用と食物繊維を含んだ新規な

畜肉製品の開発を図るため，オカラを含有した

ソーセージの加工を試み，以下の結果を得た。

1.オカラは豊富な食物繊維を有し， 高い保水

性を備えていた。

2.オカラをソーセージ加工に用いるサイレン

トカッターで処理することにより，粉砕 ・微

粒化することができた。

3.オカラを配合したソーセージは大豆，乳な

どのタンパク質添加により物性が向上した。

4. ソーセージにオカラを配合することにより，

冷解凍後の離水を抑制することができた。

5.粉砕したオカラを利用することで均一なソ

ーセージ組織が形成された。

6. オカラを10%配合したソーセージは食物繊

維を約 1%含み，その官能評価は従来品と遜

色なかった。
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