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The mechanical and mastication properties of takuan (pickled radish) which is difficu1t to eat by the 
elderly， were examined for t巴xturalproperties by mechanical and electromyography (EMG) techniques. 
Three kinds of takuαηs with different skin processing， such as one without any processing， one having small 
cuts on the skin and one whose skin being removed， were used for th巴 test.The t，αkuan with small cuts 
showed the minimum breaking load in a mechanical test. The EMG tests showed significant1y higher 
number of chewing strokes and chewing time in the elderly subjects compared to the younger ones. 
However， chewing cycle， EMG amplitude and muscle activity per chew showed opposite trend. Among the 
above-mentioned processed takuans， samples without skin indicated the low巴stburden on chewing because 
EMG parameters such as the chewing strokes， chewing time， EMG duration and muscle activity per chew 
showed the significant1y small valu巴. The results further suggested that the data of muscle potential 
amplitude show巴da significant di百erenceonly in the eld巴rlyand the influence of the skin processing was 
different betw巴巴nthe elderly and the young and that the effect of skin processing was significant only in the 
eld巴rly. (Received Oct. 2， 2009 ; Accepted Feb. 9， 2010) 

Keywords : takuan. skin processing， the elderly. mastication. electromyography 
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高齢者の人口は加速度的に増加し，日本の統計 2009に

よれば，日本全体の人口に占める高齢者は約 2750万人で

あるl)平成 21年の厚生労働省簡易生命表によれば，日本

人の平均寿命は男性 79.29歳，女性 86.05歳であり 60歳

を一般的な退職者の年齢とした場合には，退職した後に 20

年程の社会生活があることとなる.超高齢社会では， これ

まで高齢者とされてきた世代で，引き続き社会活動に意欲

的な高齢者の活躍が，社会を動かす大きなカギとなること

は間違いない.そのためには，高齢者が充実した生活を送

ることが可能な社会的な基盤を作り上げなければならな

い.食は人間の必須の営みであり，健康な体を維持する観

点からも上述の目的に果たすべき役割は大変大きいものが

ある.

その一方で，食における生活の充実という点では，栄養

を満足するのみではその役割は不十分であり，近年は生活

の質 (QOL)の改善も求められつつある.高齢者の食に対す

る障害として，疾病による障害や，天然、歯の喪失に伴う岨

唱力の低下が挙げられるの. 岨唱力が低下すると， これま

で摂食にまったく問題のなかった食物が，かたい，噛み切

りにくいといったテクスチャーが関わる原因により，食べ

にくく， あるいは食べられなくなる症状が発生するの. そ

の対応策として，加工効果が科学的に検証されないまま刻

みやぺースト状の食事形態がとられる場合が多いが，この

ような場合，本来の食物のもつ視覚的情報やテクスチャー

は著しく損なわれてしまう.食物のおいしさは，五感を通

じて味わうものであり 4) 固形食品のおいしさでは特にテ

クスチャーが支配的な要因である4)-のことを考えると， こ
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れらの食事は岨噌困難者にとっておいしさ，食の満足感の

喪失した食事となっていると考えられる. このような高齢

者に対する食として，食物本来の特徴を可能な限り維持し

た食の楽しみにあふれた食事の提供が望まれている.

また，適切なテクスチャーをもっということはおいしさ

の充足， QOLの改善という点に留まらず，阻唱が他の身体

機能へ与える影響という点においても大切である.これま

での阻鴫研究から，唾液の分泌の促進や脳内血流の増加，

肥満防止等がその効能として示されている7)8)

漬物は高齢者の噌好が高い9)が， 阻噛しにくい食物の代

表例とされ，阻暢能力が低下した高齢者では摂食が非常に

難しい食物とされる 10) 岨輔に困難を伴う高齢者であって

も，外観やテクスチャーを損なわずに漬物らしい漬物を味

わうことができることは，上述のような理由により対象者

のQOLの改善や，より健康な体の維持のために非常に重

要と考えられる. しかし，口腔内では複雑な岨鴫現象が起

こっているため，そのような高齢者にふさわしい食物の特

徴を明らかにすることが難しかった.

表面筋電位を利用する阻暢筋筋電位計測は， ヒトが食物

を阻噌する際の筋肉の活動情報を人体非侵襲で測定可能で

あり，加えて結果を数値で比較可能であることから，岨噛

時の負担などを計測する方法として注目されている山2)

既報13)では，この唱鴫筋筋電位計測を用いて，なす浅漬，

たくあん， しょうが酢漬， らっきょう甘酢漬の漬物4種を

試料として，若年者と高齢者の阻輔の特徴，各漬物の哩鴫

8rnrn厚輪切りたくあんの皮の加工方法

②皮切れ目

幅 ~同様l
約lrnrn佐切れ目

〈
)v

半月切り

①皮無し
皮部分(着色部)
rnrnを除去

の特徴を明らかにし，本法が漬物の阻輔特性評価にも有効

であることを示した.

そこで本研究では，既報13)で最も阻膚負担が大きい漬物

であったたくあんを試料として，可能な限り外観を損ねず

に，家庭レベルでも実践可能な加工を施した. この試料の

力学特性，および、岨噛負担の変化について機器測定と岨鴫

筋筋電位計測により検討を行った.

実験方法

1. 測定試料

たくあんは， C株)アキモから提供をうけた一般的なテク

スチャーをもっ塩押したくあんを用いた13) 試料形状の決

定にあたって予備試験を行ったが，たくあんの皮が噛み切

りにくいとの意見が多く挙げられたため，皮の加工方法に

主眼をおいて検討することとした. 8mm厚に輪切りにし

たたくあんに対して，皮に何も加工を施さないもの，皮に

細かい切れ目を入れたもの，皮をすべてむいたものの 3種

類を準備し，試料とした.皮に切れ目を入れた試料では，

中心方向に皮の厚さ約 2mm分，間隔約 lmmの切れ目を

入れた.皮をむく試料については，皮の厚さ約 2mmを表

面から除去した.以下，それぞれ無加工，皮切れ目，皮無

しとする.図 1に試料の加工方法を示す.

2. 機器分析

作成した試料の皮近傍における力学特性を把握するため，

テクスチャー測定装置 CStableMicro Systems社製 TA.

治具

半月切りにしたたくあん
試料を圧縮方向が25rnrn
になるよう再調製

試料台

図 1 1;こくあんの皮の加工方法と機器測定における試料配置および圧縮方向
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する倫理委員会の承認を得た. 1で作成した輪切りの試料

を，いちょう切りにし，重量が 5::t0.25gとなるように調製

したものを試料とした.加工方法を変えた 3種類の試料

は，順番効果を考慮し，被験者ごとにランダムとなるよう

にした.測定では，被験者の左右岐筋，左右側頭筋の計 4

箇所に皮膚表面から電極を貼り付け13)-ω，通常岨唱にお

ける阻噛筋の筋電位を測定した.反復回数は 2回とした.

筋電位は，生体用アンプ(日本光電製 MEG-6108に筋電用

アンプユニット AB-610Jを装着)で 1000倍に増幅して，

BIOPAC社製 MP150システムによりパソコンに保存した.

記録した波形データを， BIOPAC社製波形解析ソフトウェ

アAcqKnowledge(Ver. 3.7.3)を用いて，阻日爵回数，岨瞬

時間，阻暢周期，筋電位振幅，筋活動時間，筋活動量の各

岨噛特性値を求めた13)16)17) 分散分析に用いる阻暗特性値

のうち，阻H爵周期，筋電位振幅，筋活動時間，筋活動量に

ついては，既報ωlこ従い 4筋の平均値としたものを採用し

た.図 3には筋電図波形の一例を示す.

4. 統計処理方法

統計解析には， SAS Institute JAPAN社製JMP8.01J

を用いた.有意水準は 5%とした.

機器分析で測定した破断荷重，破断歪みの結果につい

て，加工方法を要因として一元配置の分散分析を行った.

有意な差が見られたものについては， Tukeyの HSD検定

により，水準ごとの差について検討を行った.

次に，岨噛筋筋電位計測の結果について分散分析を行っ

た.要因は世代，個人，加工方法とし，個人と世代との聞

に枝分かれ効果附8)を考慮した.また，世代と加工方法の

聞には，交互作用を考慮した.分散分析の結果，有意な差

が認められた要因については，要因ごとに検定を行った.

交互作用で有意な差が認められなかった場合は，交互作用

を除外し，残差に含めることとした.世代で有意な差が認

められた場合には，若年者と高齢者の間で t検定を，加工

方法で有意な差が認められた場合には， TukeyのHSD検

定を用いた.

2010年 6月第 6号第 57巻

XT.plus，以下 TAとする.)を用いた.本実験では，初期

の厚さに対する変形量(%)を歪みとした.また，破断が

起こったときの荷重値を破断荷重，その際の歪みを破断歪

みと定義した.試料配置と圧縮方向を図 lに示す.輪切り

にした断面ではなく，皮の加工を行った部分の力学特性の

変化を見ること，圧縮のみでは皮部分の切断が難しいこと

などから，模型の治具を用いた. 1で用意した輪切りの試

料をさらに半月切りにし，皮の面が圧縮面となるように試

料を配置した際，圧縮方向の厚みが 25mmとなるように再

加工を行った.刃渡り 30mm，角度 30度の模型治具 (A/

WEG)で皮に垂直な方向から 2(mm/s)の速度で，初期

形状から 90%変形するまで等速圧縮し，終点とした.測定

は室温 (25
0

C)で行った.測定点数は各々25点以上となる

ようにし，それぞれの平均値を加工方法ごとの破断荷重，

破断歪みの値とした. TAで得られた波形例を図 2に示す.

3. 岨噌筋筋電位計測

実験は，既報13)同様，若年者 11名(男性5名，女性6名:

最低年齢 19歳，平均年齢 30.6歳，最高年齢 43歳)，高齢者

11名(男性6名，女性5名:最低年齢 53歳，平均年齢 61.1

歳，最高年齢 69歳)を被験者とし，独立行政法人農業・食

品産業技術総合研究機構食品総合研究所で行った.高齢者

の歯の状態は，総義歯使用者 l名，部分義歯使用者2名，

歯列に一部欠損があるが義歯を使用していない者 4名，歯

列に欠損がなく，義歯を使用していない者 4名であった.

実験計画は，独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構食品総合研究所の人聞を対象とする生物医学的研究に関
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機器分析の結果について，表 lに示す.皮切れ目についテクスチャー測定装置で得られた波形例図 2
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各種阻噌特性値と筋電位波形例

(ある若年被験者の片側佼筋より)

筋活動時間

図 3
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ては，模型の治具が皮の切れ目部分に侵入して最深部に到

達した後，そこから破断が進行する様子が観察されたが，

歪みの計測は皮に接触した時点から開始されるため，破断

時の歪み値から皮の厚さだけ貫入した際の歪みを差し引き

したものを破断に関与した歪みとし，表中に示した.表よ

り，破断荷重については，無加工，皮切れ目，皮無しの各々

に有意な差が認められ，無加工で最も値が大きく，皮切れ

目で最も値が小さくなった.また，破断歪みについては，

皮無しで値が低くなったが，その他の加工方法と有意な差

が見られなかった.

次に，岨噛筋筋電位計測の結果について分散分析を行っ

た.まず，交互作用について検討を行ったところ，筋電位

振幅以外の特性値は有意でなかった.以降，その他の特性

値については，交互作用を考慮しないこととした.続いて，

個人，世代，加工方法の 3つの要因について，検討を行っ

たところ，すべての特性値で個人を要因として有意な差が

認められた.加えて，筋活動時間以外のすべての特性値で

世代を要因として有意な差が，哩噛周期以外のすべての特

性値で加工方法を要因として有意な差が確認された.世代

ごとの岨噛特性値を表2に示す.表より，阻鴫回数，岨瞬

時間については，高齢者のほうが若年者よりも有意に大き

な値を示した.一方，岨鴫周期，筋電位振幅，筋活動量に

ついては，高齢者と比較して若年者で有意に大きな値を示

表 1 テクスチャー測定装置によるたくあんの物性測定結果

無加工

皮切れ目

皮無し

破断荷重 (N)

75.1:t12.9a 

14.8土 5.0C

29.8:t 9.2b 

各値は平均値土標準偏差で表す.

破断歪み(%)

53.7:t 5. 5a 

53.7:t14.1" 

49.0:t 9.4a 

数字の横のアルファベットは同一列の他のアルファベットと

有意な差があることを示す.(p < 0.05) 

した.加工方法ごとの阻鴫特性値を表 3に示す.結果，阻

噛回数，岨噛時間，阻暢周期はいずれも同様の傾向を示し，

無加工と皮無しの聞に有意な差が認められた.また，筋活

動時間と筋活動量が同ーの傾向を示し， 無加工とその他2

種の加工方法との聞に有意な差がみられた.筋電位振幅

は，皮切れ目とその他 2種の加工方法の聞に有意な差がみ

られた.

筋電位振幅では世代と加工方法の交互作用が有意だった

ため，加工方法別の筋電位振幅を世代ごとに検討した.表

4に示すように，若年者では無加工，皮切れ目，皮無しの順

番に筋電位振幅が減少したが，高齢者では皮切れ目で最も

筋電位振幅が小さく，無加工，皮無し，皮切れ目の順に筋

電位振幅が減少した.

考察

たくあんが食べにくい食物とされる 10)のは，破断応力や

破断歪みが大きいという 19)その特徴的なテクスチャーに

よると考えられる.無加工のたくあんと比較して皮を加工

した他の 2種は有意に破断荷重が小さかったことから，皮

周辺で無加工品とは異なる力学的特徴をもっと考えられ

る.また，それら加工を施した 2種の間でも，皮切れ目と

皮無しでは，皮切れ目で、有意に値が小さくなったことか

ら，加工方法の違いによっても皮周辺部に異なる力学的特

徴が生じると考えられる.皮切れ目では，試料を圧縮する

際，圧縮治具の先端が皮の切れ目部分に侵入した後，切れ

目が起点となって試料が裂けるように圧縮が進行する様子

が確認された. これは，治具の刃がたくあんの繊維方向の

ため，元々裂けやすい方向であることや，試料加工の際に

入れた切れ目により応力集中が起こり，試料の破断荷重が

低下したと考えられる.

表 2の岨噛筋筋電位計測の結果からは，若年者と高齢者

の岨輔の特徴を確認することができる.これまでにも高齢

表 2 若年者と高齢者の各岨噌特性値の比較

岨鴫回数 哩鴫時間 (s) 岨鴎周期 (s) 筋電位振幅 (mV) 筋活動時間 (s) 筋活動量 (mV.s)

若年者

高齢者

44. 7:t22. 2 29. 2:t14. 6 O. 600:t0. 052* 

73.8土70.9* 44.4:t37.9* 0.557土0.065

各値は 3種の試料の平均値±標準偏差で表す.

1.10士0.59定

0.82:t0.41 

数字の横の*は同一列における他の値よりも有意に高いことを示す. (P<0.05) 

表 3 漬物試料ごとの哩噌特性値

0.315:t0.061 

0.315:t0.055 

O. 0302:t0. 0139* 

O. 0285:t0. 0095 

阻膚回数 阻樹時間 (s) 岨鴫周期 (s) 筋電位振幅 (mV) 筋活動時間 (s) 筋活動量 (mV・s)

無加工

皮切れ目

皮無し

64. O:t 60 . oa 
58.1:t55.1ab 

55. 8:t49. Ob 

40. 2:t34. 7a 

35.8:t28.5ab 

34.4土25.7b

O. 585:t0. 067a 

O. 577:t0. 063ab 

0.571:t0.057b 

各値は若年者と高齢者の平均値士標準偏差で表す.

1. 06:t0. 53a 

o .82:t0. 54b 

1. 00:t 0 .49a 

O. 324:t0. 062a 

O. 307:t0. 053b 

0.313:t0.059b 

値の横のアルファベットは，同一列において異なる文字間で有意に異なることを示す.(p < 0.05) 

O. 0309:t0. 0124a 

0.0290:t0.0119b 

0.0283士0.0117b
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表 4

加工方法

無加工

皮切れ目

皮無し

皮の加工方法ごとの筋電位振幅値 (mV)

若年者

1.13::1:0.63" 

1.10::1:0.61" 

1. 07::1:0.59" 

高齢者

0.98土0.41"

0.54::1:0.26b 

0.94::1:0.39" 

各値は平均値±標準偏差で表す.

数字の横のアルファベットは同一列内の他のアルファベット

と有意な差があることを示す.(p < 0.05) 

者における阻噛回数，阻瞬時間の増加，筋電位振幅，筋活

動量の低下が指摘されてきた20)-23) 今回の結果からも同

様の結果を読み取ることができ，それらの事実が再確認さ

れた.すなわち，高齢者は岨噛能力の低下を，岨輔の回数

や時聞を増やして対応すると考えられる.個人差について

も既報13)同様，若年者，高齢者を間わずに発生しており，

いずれの世代中でも個人によって阻輔の特徴には違いがあ

ることがわかった.また，総義歯使用の l名では他の被験

者と比較して顕著な哩轡回数，時間の増加等が観察された.

表3からは，加工方法の違いによる阻暗特性の変化を見

ることができる.岨日爵筋筋電位計測で測定する閉口筋の筋

電位は，旧日爵力とも密接な関係があるとされるω. つまり

その力の積算回数となる阻鴫回数の多少や，筋電位振幅，

筋活動量等の値の大小は，試料の噛みにくさなど，岨噌時

の負担を判断する指標とできる.皮無しは，無加工のもの

と比較して，岨噌回数，唱暢時間，筋電位振幅，筋活動時

間，筋活動量の値が有意に小さかったことから，無加工の

ものよりも，岨噛の負担が少なくなっていると考えられ

る.また，皮切れ目では，岨暢回数や哩輔時間，阻噛周期

で無加工と有意な差は確認されなかったが，筋電位振幅，

筋活動時間，筋活動量で有意に小さな値を示し，皮に切れ

目を入れることも岨噛の負担を少なくすることに効果があ

ると考えられた.

表4からは，皮の加工効果が筋電位振幅に与える影響が

若年者と高齢者で異なることが見て取れる.高齢者の筋電

位振幅の序列は破断荷重の測定結果と同様であり，また，

皮切れ目で、有意に小さな値を示した.皮に切れ目をいれる

ことが筋電位振幅に何らかの影響を与えたと考えられた.

一方，若年者では，そのような筋電位振幅の傾向は見られ

なかっ fこ.

機器による測定は，あくまで一噛み目の岨暗を対象とし

た測定であり，岨噛中に起こる試料の経時的な力学特性の

変化をとらえることはできない.加えて，模型の治具を用

いた測定は，阻暗筋筋電位測定が対象としている主に奥歯

を用いた過程とは阻噌様式が異なる.一方，阻噛筋筋電位

計測で被験者口中における食塊の切断の向きは，通常どお

りの岨鴫を指示した今回の計測では分からない. これらの

ことから両者の結果を単純に対応させて検討するには限界

がある.皮に切れ目を入れた際の効果をより詳細に検証し

ていくことは今後の課題である.

測定終了後に高齢被験者に試食したたくあんの感想を求

めた.歯列に欠損のある被験者では，たくあんに歯が刺さ

り食べにくい，包丁等で皮以外の箇所に切れ目を入れるこ

とでたくあんが裂けやすくなる，といった事例を挙げた.

このような意見は，若年者や健常な高齢者の感想では聞か

れなかった.むしろ歯列に欠損のない高齢者は，皮をむく

ことによるたくあんのテクスチャーの特徴の喪失を指摘し

た.被験者の身体的特徴の差異により，同じ高齢者であっ

ても求めるたくあんの力学特性には違いがあると考えられ

ることから，複雑多様な高齢者の身体的特徴に柔軟に対応

できる家庭レベルでの工夫の効果を検証していくことは，

高齢者の QOL改善に非常に重要なフ。ロセスと考えられた.

要 約

高齢者で阻噛しにくいたくあんを試料として，皮の加工

のもたらす力学特性，および岨晴負担の変化を機器測定と

岨噛筋筋電位計測により検討した.機器による測定から，

破断強度は各々の試料間で有意な差が認められ，皮切れ目

で最も小さな値を示した.阻噛筋筋電位計測の結果から

は，若年者と高齢者の岨噛の特徴の違いをみることがで

き，高齢者は，筋電位振幅，筋活動量の低さを岨輔回数，

旧日爵時聞を増やして対応していると考えられた.加工方法

の違いによる岨噛負担の相違については，無加工のものと

比較して皮無しで，阻日爵回数，阻噌時間，筋活動時間，筋

活動量が有意に小さな値を示し，今回の試料の中で最も阻

暢負担の少ない加工方法であると考えられた.皮に切れ目

を入れたものも，無加工のものと比較して，筋電位振幅，

筋活動時間，筋活動量で有意に小さな値を示したことか

ら，岨噛負担の軽減に効果があると推察された.

また，世代と加工方法の交互作用が有意であった筋電位

振幅について世代ごとの検討を行ったところ，高齢者では

機器測定の破断荷重の測定結果と同様の序列を示し，両者

に何らかの関係が推測される一方，若年者ではそのような

傾向は見られず，加工の影響が岨噛に与える影響には若年

者と高齢者で違いがあることが推察された.

本研究の一部は農林水産省委託プロジェクト「低コスト

で質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発 I

系」により行われた.研究を進めるにあたり，漬物試料を

無償で提供していただいた(株)アキモに深謝する.
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