
  
  平成24年度四国研究センター一般公開におけるウンシュウ

ミカンの食味アンケートに関する分析結果報告

  誌名 近畿中国四国農業研究センター研究資料
ISSN 13471236
著者名 齋藤,仁藏

星,典宏
棚田,光雄
根角,博久

発行元 農業技術研究機構近畿中国四国農業研究センター
巻/号 11号
掲載ページ p. 1-12
発行年月 2014年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



[?TEFZZJl] 

平成 24年度四国研究センター一般公開における

ウンシュウミカンの食味アンケートに関する

分析結果報告

~小型(ポータブル)非破壊検査機を適用した調査~

粛藤仁戴・星 典宏・棚田光雄・根角博久
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I はじめに

農研機構の各場所では，主に地域住民の方々にそ

の業務内容や研究成果を紹介し，農研機構の社会的

役割を理解してもらうため，ほぼ毎年一般公開を実

施している. 四国研究センターにおいても，毎年一

般公開を開催しているが，カンキツ類に関する研究

成果を紹介しているブースでは，当研究センターで

生産されたウンシュウミカンの試食を実施すること

もある.一方，近年において果実の糖度と酸度を測

定できる小型(ポータブル)の非破壊検査機が開発

され，市販されている. この機器は生産現場などで

活用されているが，当研究センターも導入している.

ところで， ミカンの食味評価に関しては， これと

いった決定的な基準は見出されていない. また，食

味評価の際に，データの分析や解釈を複雑にしてい

るのが個人個人の好みや味覚に対する感度であろう.

そこで，一般公開の機会を利用して，この非破壊

(平成25年6月25日受付，平成25年 11月6日受理)
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検査機で試食用果実の糖度と酸度を測定し，来場者

に食味を評価してもらうことにした. この調査の主

たる目的は，食味評価の際に被験者の果実に対する

好みを確認し，その影響を探ることにある.特に，

カンキツ類では，酸つばさに対する感受性が重要な

基準であると考えられる. また，この調査では被験

者の 2つの属性データ(性別と年齢)を得ることが

できたため， これらの影響についても分析する.

ところで， カンキツ類およびその果汁の品質や食

味と晴好性との関係を分析した既往の研究成果につ

いては，本誌同号に掲載されている薪藤ら1)の著述

を参照していただきたい.

E 対象と方法

用意したサンプルは，四国研究センターの園地で

生産されたウンシュウミカン「日南 l号jである.

花こう土風化土壌を母材とする露地圃場に植栽され

た17年生の樹に結果した果実を用いた. この果実

農研機構近畿中国四国農業研究センター

傾斜地園芸研究領域
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は，透湿性マルチシートと点滴チューブによるかん

水(液肥の施用)を併用した「マルドリ方式」によっ

て養水分の制御を行い，品質を高めたものである.

2012年 10月26日に一括収穫したもののうち健全な

外観の果実を選別し，約 40kgを試供サンプルとした.

被験者は. 2012年 10月27日 (土)に開催された

四国研究センタ一一般公開の来場者 (不特定多数)

である.

調査項目は，第 l図に示したアンケート用紙のと

おりである. TPOを考慮すると，質問や選択肢の

数を少なくすること，質問の内容を簡単なものにす

ること，プライベートな質問を避けることなどに配

慮した. したがって，個人情報は性別と年齢のみと

した.

果物の好みには，甘いものや酸っぱいものが好き

であるほかに，香りや食感， ジ、ユーシーさなどを重

(((((ウンシュウミカン試食アンケート )))))

.非破壊検査装置による測定結果(スタップが記載します)

|糖度 | |酸 度 |

-あなたの性別と年齢

| 性 ~ 男女 |年齢 |
才

-あなたの匁ゑを教えてくださし、。どちからというと近いものの番

号を 1つOで囲んでください。

1 どちらかというと酸っぱい果物も好んで食べる

2 どちらかというとあまり酸っぱくない甘い果物が好きだ

.試食をしてみて，感じた主主について評価してください。どちか

らというと近いものの番号を 1つOで囲んでください。

1 甘みを強く感じる

2 程良い甘さだ

3 あまり甘くない

.試食をしてみて，感じた成之足立について評価してください。ど

ちからというと近いものの番号を lつOで囲んでください。

l かなり酸っぱい

2 程良い酸つばさだ

3 ほとんど酸味を感じない

第 1図 アンケート調査用紙

視する場合もあるだろう. しかし，今回の調査は

酸つばさの感受性に着目し，それが評価にどのよう

に影響しているかを探ることが目的なので，果物の

好み(以下「好み」と略記)に関しては. 11. ど

ちらかというと酸っぱい果物も好んで食べるJ12. 

どちらかというとあまり酸っぱくない甘い果物が好

きだ」の 2つに限定した.以下，本稿では単にそれ

ぞれを「酸味好きJ1甘味好き」と略記する. また，

甘さと酸つばさの評価(以下， それぞれ「甘味評

価J1酸味評価」と略記)は 3段階とした.以下，

それらの評価を本稿では「甘味強 (1)J 1甘味並 (2)J

「甘味弱 (3)J. 1酸味強 (1)J 1酸味並 (2)J 1酸味

弱 (3)Jと略記する. なお，末尾の数値は，統計解

析において「甘味評価J1酸味評価」をここに示した

カテゴリデータとして用いることを意味している.

当日，試食のブースにスタッフを 2人配置し，次

写真 l 調査時の様子

写真2 非破壊検査機「フルーツセレクター」
注 1)メーカー;クボタ

注2)型番。 K-BA100 
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のように調査を進めた (調査時の様子・写真 1). 者に渡す.

①テーブルの上に 10個程度の果実を置き，その中

から被験者に食べたいものを l個選んで、もらう.

④被験者は，果実を食べた上で，アンケート用紙

に回答を記載する.

②「フルーツセレクターJ(クボタ K -BAIOO) 

(写真2)で，その果実の糖度と酸度を計測し，

スタッフがアンケート用紙に記載する.

③アンケート用紙，果実， 筆記具(鉛筆)を被験

⑤アンケート用紙と筆記具を回収する.

工程①において，どんな果実がおいしいかといった

ヒントとして，第2図のような参考資料を展示した.

この調査では，同じ被験者が複数回にわたって回

(((((試食用のウンシユウミカンに合-いて)))))

-この頃に后頭に並ぶウンシュウミカンは，極早生~早生のウンシュウミカンです.一般消

費者に販売されているもの(レギュラ一品)の糖度は， 10-11前後ですが，主に贈答用に

量販后や百貨庖，インターネットなどで販売されている主要なブランド品の糖度は12以上

の品質です.一方，酸度が低すき'るとぼやけた味になり，高すぎると刺激が強すぎて食べ

られません.そのため，糖度とのバランスが重要となりますが，多くの生産現場ではおお

よそ0.9以下になるように努力が続けられています

.近年は，選果場において非破壊検査装置 (光センサー)で果実の糖度と酸度を計測し，選

果することによって品質保証された果実がブランド品として生み出されています.ここに

可 ある 「フルーツセレクターjは，非破壊検査装置を小型化したものです

.この装置を使って，本日試食用に用意したウンシュウミカンの糖度と酸度を前もって計測

します.実際にご試食いただいて，果実の味を評価してみてください.評価結果は，別紙

のアンケー卜用紙に記載してくださるようお願いします.

-なお，このウンシュウミカンは「日南 1号」という極早生品種で，マルドリ方式を用いて

つくられたものです.小粒で，やや酸度が高いですが，糖度も非常に高い果実に仕上がり

ました 外観をみると，ほとんどの果実の表面にはデコポコの凹凸があり，菊の花のよう

に見えます.これがいわゆる「菊みかんJと呼ばれているもので，糖度を上げるため樹に

なるべく水を与えないようにしたため，このような状態が発生します.

第2図 調査時に被験者に示した資料
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答したケースがいくつかみられた.来場者の気分を

害さないようにすることや，サンプルが十分にあっ

たため，複数回体験することを容認した. しかし，

無記名による回答のため， この反復を確認する術は

なく， このようなデータが含まれていることに留意

されたい.また，被験者のほとんどは近隣の住民と

考えられるため，調査対象者の範囲には偏りがあ

る. さらに，各被験者に同じ果実を食べてもらった

わけではなく ，どのような果実があたるかは，偶然

であり，その糖度と酸度のデータはフルーツセレク

ターによって得られたもののみである.調査の精度

には，以上のような問題が含まれているが，その影

響を確認することはできない.

以下の分析において，統計解析を行う場合には，

総計解析アドインソフト「エクセル統計 2012Jを用

いる.

E 分析結果

1 被験者の概要

回答数は 392名分あったが，このうち回答内容が

不適切なもの(未回答の項目があったり ，複数回答

したりしている場合)， 同伴の保護者が回答を誘導

している可能性がある 10才未満の被験者の回答を除

包有効回答数を 343名とした.

第l表のように 343名のうち，男性 127名 (37.0%)，

女性 216名 (63.0%)であり，約 113が男性，約 2/3

が女性である.平均年齢は 56.2才で，男性の平均年

齢は 58.6才，女性のそれは 54.8才である.年齢階

53.6%，男性では 59.l%，女性では 50.5%となって

おり ，来場者の多くが高齢者であることを示してい

る. また ， 女性では 30~39 才がやや多めで、あるが，

子連れの女性が多かったことによると考えられる.

果物の好みをみると，第3図のように全体では

「酸味好きJI甘味好き」の割合がそれぞれ 37.3%，

62.7%であり ，半数以上は酸っぱい果実が苦手であ

ると考えられる.性別にみると男性ではそれぞれ

35，4%， 64.6%，女性ではそれぞれ 38.4%，61.6%で

あり ，女性の方が僅差で「酸味好き」が多いが，ほ

とんど差異はないとみるべきであろう.

2 果実の糖度，酸度，糖酸比

第2表のように，被験者が食した果実の糖度，酸

度，糖酸比(糖度/酸度)注1)の平均値は，それぞ

れ 13.6%，1.31 %， 10.5である.なお，糖度，酸度

の単位については，測定機の表示に従うものとする.

近赤外分光分析方式を用いた測定機では，収穫部

位などによる果実品質のバラツキにより，検量線自

体が上下シフトする場合がある.本来，測定前に従

来法による果汁を搾って得られる糖度，酸度の測定

値と，本調査で用いた測定機で表示する測定値との

レベル差を調整する必要がある. しかし，本調査で

はこの調整を行わなかったため，多少高めに表示さ

れる結果となった.我々がいくつかの果実を食べた

ロ酸味好き ロ甘味好き

女 38，4 61.6 

， ， ， 

層別にみると ， 男女ともに 60~69 才の割合が最も高 男 35.4 64.6 

く，全体では 29.7%，男性では 29.l%，女性では 30.l% ‘ 

となっている.特に 60才以上の割合は，全体では 全体 37，3 62，7 

第l表被験者の性別，年齢階層別の人数，構成比

年齢

10-19才

20-29才

(人， %) 

全体 (構成比) 男 (構成比) 女 (構成比)

19 (5.5 ) 8 (6，3 ) 11 (5.1) 

7 (2.0 ) 1 (0，8) 6 (2.8 ) 

30-39才 42 (12，2) 11 (8，7) 31 ( 14，4 ) 

40-49才 30 (8，7) 13 (10，2) 17 (7，9) 
50-59才 61 (17，8) 19 (150) 42 (19，4) 

60-69才 102 ( 29， 7) 37 ( 29， 1 ) 65 ( 30， 1 ) 

70-79才 64 (18，7) 27 ( 21.3 ) 37 (17，1) 

80-89才 18 (5， 2 ) 11 (8， 7 ) 7 (3， 2 ) 

告す 343 127 216 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

第3図 男女別の果物の好みの構成比

第2表サンプルの糖度，酸度，糖酸比の概要

精度(紛 酸度(百) 糖酸比

平均値 13，6 1.31 10，5 

最大値 18.0 1， 87 22， 0 

最小値 10. 6 0， 60 8. 2 

分散 1. 57 0， 03 1. 52 

標準偏差 1.25 0， 17 1.23 
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際の印象と比べれば， 酸度は 0.2~0.5 ポイン ト 程度

高めに表示された と考えられる.

サンプルの果実の糖度と酸度を，それらを 2軸と

する平面上に散布図としたものが第4図である. こ

の図から明らかなように，糖度が高い果実は酸度も

高くなる傾向があり ，両者には強い相闘がある こと

が推定される.

3 果実の食味評価と糖度，酸度，糖酸比

まず，各データの関連をみるために，データ問の

相関係数とその検定結果，偏相関係数を算出し，第

3表に示した.第4図で確認できるように，糖度と

酸度の相関係数は 0.643であり ，やや強い相闘があ

る.酸度と糖酸比の相関係数も同様にやや強い相聞

があるが，糖度と糖酸比の相関は認められていな

い. しかし，糖度，酸度及び糖酸比3者間の偏相関

係数が非常に高いことから これらには強い関係が

1"1 

18.0 

17.0 

16.0 

15.0 
糖

• 
14.0 

度 • 13.0 

12.0 

11.0 

10.0 

• 

•• • 

あることは明らかである.また，甘味評価と糖度には

弱い相聞があるが，酸度とは相聞がない. しかし，

甘味評価と酸味評価との聞には弱い逆相関があり，

甘味評価は酸味評価の裏返しであると推定される.

酸味評価と酸度および糖酸比との相関係数は有意で

はあるが，一般的にはほとんど相聞はないと位置付

けられるほど相関係数は小さい. しかし，酸味評価

はカテゴリ数が少ないカテゴリデータである点や，

それぞれの関係(例えば，酸度が高いほど，酸味評

価は「酸味強」となるということ)を考慮した場

合， この相関係数には意味があると考えられる.

一般に，人は糖度が高ければ甘さを強く感じ，酸

度が高ければ酸っぽさを強く感じる. ところが，サ

ンプルは糖度が高ければ酸度が高いという性格を持

つため，甘味評価と酸味評価のカテゴリ数値が同じ

数値を示す傾向が強くなることが予測される. しか

し，データ聞の相関係数をもとに，それらの関係を

• 

• • 

• 

0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.901"1 

酸度

第4図 サンプルの糖度と酸度の散布図

第3表 各データ聞の相関係数および検定結果と偏相関係数

糖度 酸度 糖酸比 甘味評価 酸味評価

糖度 1.000 O. 643林 0.079 -0205柿 一o020 

酸度 o 943 1.000 ー0.063 -0.119 * 
糖酸比 0.901 一O.948 -0 097 0.136 * 
甘味評価 一0.109 0.038 

酸味評価 -0. 022 一0.012 0.026 

注)表の右上が相関係数とその検定結果，左下が偏相関係数である.検定結果に関しては，

“*"が596，“**"が 196で有意である
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図にすれば， 第5図のようになり ，甘味評価が甘味

強となれば酸味評価は酸味弱となり ，酸味評価が酸

味強となれば甘味評価は甘味弱となる関係があると

いうこと になる.つまり ，食味評価では，甘さ(糖)

と酸つばさ(酸)という相反する性格をもった味を

一度に味わう ことによって，味覚の錯覚を起こして

いるという ことが考えられる.言い換えれば，甘さ

と酸つばさはそれぞれを打ち消しあって， 勝ってい

る方が強く味覚を刺激するという こともできる.用

いたサンプルの性格を考慮すれば，それは非常に微

妙な関係にある.

次に，被験者の属性も含めてクロス集計を行っ

た. まず，第4表のように年齢階層別にみると，各

年齢層に与えられた糖度，酸度，糖酸比といった果

実品質の差はほとんどないことがわかる.果実の好

みについては，1O~ 19才層の子どもでは，甘味好き

が特に多く ，20~29 才層および 30~39 才層では，

酸味好きの割合の方が甘味好きより多い.40才ι上

の階層では，甘味好きの割合が6割程度である. こ

れらは，世代別の好みを反映していると考えれば，

子ども は甘いものが好きであり ，20~39 才の若者世

代は酸味のある刺激的な味を求めており， 40歳以上

になるとマイルドな味を好むようになると推察され

る. しかし，食味の評価にこの点はほとんど反映さ

れておらず，年齢階層別の大きな差異はほとんどな

い.強いていえば，1O~ 19 才層の甘味評価に関して

1
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第5図 相関関数からみたデータ間関係の構造
注)データ 問の関係の強さを矢印の太さにおお よそ反映させている

第4表 年齢階層別の果実品質，好み，甘味評価および酸味評価

果実品質 好み (人. %) 甘味評価 (人，事) 酸味評価 (人.%) 

年齢 平均糖度平均酸度 平均
酸好味き

甘味
甘味強 甘味並 甘味弱 酸味強 酸味並 敵味弱

(も) (覧) 糖厳比 好き

3 16 3 12 4 3 12 4 
10-19 13.2 1. 31 10.1 

(15 8) (84. 2) (15. 8) (63.2) (21. 1) (15.8) (63 2) (21. 1) 

5 2 2 4 。 6 
20-29 13.7 1.27 10.8 

(71.4) (28. 6) (28 6) (57 1) (14 3) (0.0) (85.7) (14.3) 

22 20 12 22 8 4 34 4 
30-39 13.6 1.30 10.6 

(52. 4) (47.6) (28.6) (52.4) (19 0) (9.5) (81. 0) (9.5) 

14 16 9 17 4 5 22 3 
40-49 13.9 1.28 10.9 

(46.7) (53.3) (30.0) (56.7) (13 3) (16.7) (73.3) (10.0) 

20 41 15 40 6 5 43 13 
50-59 13.7 1. 32 10.5 

(32.8) (67.2) (24. 6) (65 6) (9 8) (8 2) (70.5) (21.3) 

36 66 27 65 10 7 79 16 
60-69 13. 7 1. 34 10.3 

(35.3) (64. 7) (26.5) (63.7) (9.8) (6.9) (77. 5) (15.7) 

24 40 16 39 9 4 51 9 
70-79 13.6 1. 27 10.8 

(37.5) (62.5) (25.0) (60.9) (14. 1) (6.3) (79 7) (14. 1) 

4 14 4 14 。 12 5 
80-89 13.6 1. 30 10.5 

(22.2) (77. 8) (22. 2) (77. 8) (0 0) (5.6) (66 7) (27.8) 

t十
128 215 88 213 42 29 259 55 

13.6 1. 31 10.5 
(37.3) (62.7) (25 7) (62. 1) (12.2) (8.5) (75.5) (16.0) 

注)r好みJr甘味評価」および「酸味評価」については，上段は該当する人数，下段の括弧内はそれ

ぞれの 「年齢」に関しての構成比率である
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ことが考えられる.甘味強の割合が低く，子どもたちにはややもの足り

なかった甘さだ、ったこと， 20~29 才層では酸味評価

における酸味強が皆無であるため，若者にはちょう

どよい酸味であったことがうかがえる.

第5表のように性別にみると，年齢階層別の場合

と同様に，男女それぞれに与えられた果実品質の差

はほとんどない.好みについては，先述のように男

性の方が女性より甘味評価において若干甘味好きの

割合が高いものの， それはほとんど僅差のもので

あった. この傾向が現れているところを強いて示す

ならば，男性の方が酸味評価において酸味強の割合

が女性より高く，酸味弱の割合が低い点である.つ

まり，男性の方が酸味に対してやや敏感に反応する

第6表のように果物の好み別にみると， これまで

と同様に酸味好き，甘味好きの両者に与えられた果

実品質の差はほとんどない. ここで注目されるの

は，酸味好きの方が甘味評価も酸味評価もそれぞれ

甘味強，酸味強の割合が高く，甘味弱，酸味弱の割

合が低いことである.つまり，酸味好きの方が甘味

好きのものよりも，甘さも酸つばさもともに強く感

じることが推察されるが， これは果実の味を的確に

示すことができるという意味ではない.

甘味評価，酸味評価別にみると， これまでと異な

り，評価ごとに糖度，酸度，糖酸比に若干の違いが

みられる.第7表のょっに，甘味評価において，甘

第5表性別の呆実品質，好み，甘味評価および酸味評価

果実品質 好み(人，出) 甘味評価(人，唱) 酸味評価(人， %) 

性別 平均糖度平均酸度 平均 酸味 甘味
甘味強 甘味並 甘味弱 酸味強 酸味並 酸味弱

(弘) (明) 糖酸比 好き 好き

45 82 29 85 13 14 96 17 
男 13.5 1. 30 10.5 

(35.4) (64.6) (22.8) (66.9) (10.2) (11. 0) (75.6) (13.4) 

83 133 59 128 29 15 163 38 
女 13.7 1. 32 10.5 

(38.4) (61. 6) (27.3) (59.3) (13.4) (6.9) (75.5) (17.6) 

注)I好みJI甘味評価」および「酸味評価」については，上段は該当する人数.下段の括弧内はそれぞれの「性別」

に関しての構成比率である

第6表 呆実の好み別の果実品質，甘味評価および酸味評価

果 実 品 質 甘味評価(人， %) 酸味評価(人，首)

好み 平均糖度平均酸度 平均
甘味強 甘味並 甘味弱 酸味強 酸味並 酸味弱

(拡) (出) 糖酸比

44 73 11 12 101 15 
酸味好き 13.7 1.32 10.5 

(34.4) (57.0) (8.6) (9.4) (78.9) (11. 7) 

44 140 31 17 158 40 
甘味好き 13.6 1.30 10.6 

(20.5) (65. 1) (14.4) (7.9) (73.5) (18.6) 

注)I甘味評価」および「酸味評価」については，上段は該当する人数，下段の括弧内はそれぞれの

「好み」に関しての構成比率である.

第7表甘味評価別の果実品質および酸味評価

果実品 質 酸味評価(人，覧)
甘味

平均糖度 平均酸度 平均
酸味強 酸味並 酸味弱評価

(出) (目) 糖酸比

4 57 27 
甘味強 14.2 a 1.34 a 10.7 

(4.5) (64.8) (30.7) 

10 177 26 
甘味並 13.4 b 1.29 b 10.5 

(4.7) (83.1) (12.2) 

15 25 2 
甘味弱 13.6 b 1.32 ab 10目 3

(35.7) (59.5) (4.8) 

注 1)I呆実品質」において， Fisherの最小有意差法 (LSD)を用いて5%を基準

に有意差を検定

注2)r酸味評価」において，上段は該当する人数，下段の括弧内はそれぞれの

「甘味評価」に関しての構成比率である.



8 近畿中国四国農業研究センター研究資料 第11号 (2014)

味強では，糖度が最も高く，甘味並と甘味弱とは有

意差が認められる. また，果実の特性から甘味強で

は酸度も最も高く，甘味強と甘味並との酸度には有

意差がある. しかし，甘味並では，甘味弱より糖度

と酸度がともに低い. しかし，糖酸比をみると甘味

強が最も高く，甘味弱が最も低い値となっているこ

とから，甘味評価は糖酸比と関係があると推察され

るが，有意差はなく，先述のように両者の相関関係

もない.

一方，第8表のように酸味評価では，その強弱に

よって糖度にはほとんど差はみられないが，酸度は

酸味評価が酸味強の場合に高く，酸味強と酸味弱の

聞には有意差がある. また，参考値であるが糖酸比

は酸味が強いほど小さくなり，酸味弱のものはほか

の2っと有意差が認められている.酸味評価と酸度

および糖酸比との聞にはほんど相関関係はないもの

の，相関係数の有意性は認められていることが， こ

のような結果と関連していると考えられる.

また，甘味評価と酸味評価の対応関係をみると，

甘味強の場合は，酸味弱とするものの割合が相対的

に高く，甘味弱の場合は酸味強とするものの割合が

相対的に高い.つまり，甘味評価と酸味評価は相反

するものとなっている.

4 属性による味覚の相違

前項では， 2つのデータ聞の関係を分析したが，

この調査の主たる目的は，被験者の好みによる味覚

の相違があるのか確認することである. そのため，

第9表のように好みと甘味評価および酸味評価ごと

に分類し，糖度，酸度および糖酸比に関しての有意

差検定を行った. また，性別および年齢階層による

味覚の相違についても同様に解析した. ただし，年

齢の分類では多くが60才以上の高齢層であるため，

59才以下と 60才以上の2カテゴリの分割にとどめた.

1 )好みによる味覚の相違

好みと甘味評価で6つのカテゴリに分類した場合

では，好みにかかわらず，甘味強の糖度は高いこと

が示されている.酸度は，酸味好き，甘味好きのそ

れぞれのカテゴリにおいて差がないが，酸味好き・

甘味強と甘味好き・甘味並とは有意差が認められ

る.酸味好きでは，高い糖度と酸度で強い甘味を感

じるが，甘味好きは酸味好きと比べて相対的に酸度

が低いことで強い甘味を感じると推察される.糖酸

比の数値は甘味評価の強さに沿って高くなっている

が，有意差は認められなかった.

好みと酸味評価で6つのカテゴリに分類した場合

では，糖度，酸度ともに有意差の認められるところ

はなかったが，酸度に関してはどちらの好みでも酸

味評価の強さに沿って高い.参考値ながら，糖酸比

に関して甘味好きで、は酸味評価の強弱に沿って有意

差が認められていることから，甘味好きの方が酸味

好きの方よりも酸味の違いを糖酸比に反映させられ

る可能性をみてとれる.

これらから，好みの違いによって味の感じ方に若

干の違いがあることが推察される.一方，甘味評価

の強弱は糖度と酸度のバランスによって，酸味評価

の強弱は酸度によって評価される傾向がみられる.

第 8表酸味評価別の果実品質および甘味評価

果実品 質 甘味評価(人，唱)
酸味

平均糖度 平均酸度 平均
甘味強 甘味並 甘味弱評価

(目) (国) 糖酸比

10.3 b 
4 10 15 

酸味強 13.7 1.35 a 
(13.8) (34.5) (51. 7) 

1.31 ab 10.5 b 
57 177 25 

酸味並 13.6 
(22.0) (68.3) (9.7) 

27 26 2 
酸味弱 13.6 1目 27b 10.9 a 

(49. 1) (47.3) (3.6) 

注1)["果実品質」において， Fisherの最小有意差法 (LSD)を用いて 5%を基

準に有意差を検定.なお，検定結果を斜体で示しているところは，等分散

性の仮定が棄却されたため この結果が参考値であることを示している

注2)["甘味評価」において，上段は該当する人数，下段の括弧内はそれぞれの

「酸味評価」に関しての構成比率である
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第9表 好み，性別および年齢と食味評価ごとの平均糖度，酸度および糖酸比
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カテゴリ 平均糖度(出) 平均酸度(百) 平均糖酸比

酸味好き-甘味強 14. 18 a 1.350 a 10.56 

酸味好き・甘味並 13.47 b 1. 299 ab 10.44 

酸味好き-甘味弱 13. 58 ab 1.341 ab 10.22 

甘味好き・甘味強 14.23 a 1. 329 ab 10.88 

甘味好き-甘味並 13.39 b 1. 291 b 10.50 

甘味好き・甘味弱 13.56 b 1. 315 ab 10.38 

酸味好き・酸味強 13.96 1.342 10.45 ab 

酸味好き・酸味並 13.69 1.323 10.41 b 

酸味好き-酸味弱 13.75 1. 285 10.80 ab 

甘味好き・酸味強 13.58 1. 352 10.13 b 

甘味好き・酸味並 13.59 1. 307 10.51 ab 

甘味好き・酸味弱 13.56 1.262 10目 93a 

男・甘味強 14.06 ab 1. 307 ab 10.97 a 

男・甘味並 13.35 b 1.293 b 10.42 b 

男・甘味弱 13.22 b 1.300 ab 10.26ab 

女・甘昧強 14.27 a 1. 356 a 10.59ab 

女・甘味並 13.46 b 1.294 b 10.52ab 

女・甘味弱 13.72 b 1.331 ab 10.38 ab 

男・酸味強 13. 73 ab 1.369 a 10目 12b 

男・酸味並 13.56 ab 1.308 a 10.46 b 

男・酸味弱 12.96 b 1. 178 b 11. 27 a 

女・酸味強 13. 74 ab 1. 328 a 10.39 b 

女・酸味並 13.67 a 1.317 a 10.48 b 

女・酸昧弱 13.91 a 1. 309 a 10. 73 ab 

年齢[ー59]・甘味強 14. 16 a 1. 334 10.77 

年齢[-59]・甘味並 13.45 b 1.289 10.52 

年齢[-59]・甘味弱 13.51 b 1.301 10.45 

年齢 [60-]・甘味強 14.25 a 1.345 10.67 

年齢 [60-] .甘味並 13.39 b 1.298 10.45 

年齢 [60-]・甘味弱 13. 64 ab 1.347 10.21 

年齢[-59].酸味強 13.65 1.331 ab 10.33 b 

年齢[-59]・酸味並 13.64 1.309 ab 10.48 b 

年齢[-59]・酸味弱 13.64 1.252 b 11目 16a 

年齢 [60-]・酸味強 13.85 1.372 a 10.17 b 

年齢 [60-]・酸味並 13.62 1. 317 ab 10.47 b 

年齢 [60-]・酸味弱 13.59 1. 282 ab 10.68 ab 

注)Fisherの最小有意差法 (LSD)を用いて 5%を基準に有意差を検定.なお，検定結果を斜体

で示しているところは，等分散性の仮定が棄却されたため，この結果が参考値であることを

示している.

また，甘味評価，酸味評価の強弱は，糖酸比の大小

と一致する傾向がみられるが，その有意差は認めら

れていない.

2)性別による味覚の相違

性別と甘味評価で6つのカテゴリに分類した場合

では，女性の甘味強における糖度の高さに有意差が

認められているが，それは男性の甘味強の糖度とは

有意差がない.つまり，男女ともに，甘さを強く感

じた場合は，糖度が高めであるといえる. ただし，

酸度をみると，糖度の高いものは酸度も高めという

サンフ。ルの特性が現れていることに加え，酸度の高

いものと低いものとでは有意差が認められている.

糖酸比では甘味の強いものほど糖酸比が高く，参考

値であるが男性では有意差が認められている箇所が

ある.
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性別と酸味評価で6つのカテゴリに分類した場合

では，男性では酸味評価の強さに沿って糖度も酸度

も高いというサンプルの性格が現れており，特に酸

味弱の酸度は全カテゴリとの有意差が認められるほ

ど低い.一方，女性では酸味評価の強弱ほどに糖度

と酸度に大きな差がみられない. これらの点から，

男性の方が酸度の高低に敏感に反応しているとみら

れるが，糖度と酸度の高低に着目すれば，酸味を強

く感じるか，弱く感じるかは，全体の味を濃く感じ

るか，薄く感じるかという感覚と近い可能性があ

る.参考値であるものの，糖酸比に関しては男女と

もに酸味評価の強さに沿って，逆に小さくなる傾向

にあり，特に男性の酸味弱の値は有意差をもって大

きいことが示されている.

これらから，性別でみると男性の方が糖度と酸度

に沿って的確に食味を評価しているといえる. ま

た，男女に共通しているのは好みの場合と同様に，

甘味評価の強弱は糖度と酸度のバランスによって，

酸味評価の強弱は酸度によって評価される傾向や，

甘味評価と酸味評価の強弱が参考値であるが糖酸比

によく現れていることなどがうかがえる.

3)年齢による味覚の相違

年齢と甘味評価で6つのカテゴリに分類した場合

では， どちらの年齢階層でも甘味強の糖度が有意差

をもって高いことが示されている. しかし，サンプ

ル特性から甘味の強い場合に酸度も高い傾向があ

る. また，甘味弱の方が甘味並の方より糖度も酸度

も若干高い傾向があるが，糖酸比では甘味評価の強

さにそって大きい傾向がある.ただし，糖酸比の大

小に有意差は認められていない.

年齢と酸味評価で6つのカテゴリに分類した場合

では， どちらの年齢階層でも酸味評価の強さに沿っ

て酸度が高く，参考値ながら有意差が認められてい

る.糖度についても同様の傾向が若干みられるが，

これは酸度が高いほど糖度も高いというサンプルの

特性であり，これらに有意差は認められていない.

糖酸比に関しては，酸味評価の強さに沿って低くな

り，参考値ながら有意差が認められている.

このように年齢を 2つの階層に分けた場合では，

両者に大きな差異はない. また，これまでと同様に

甘味評価の強弱は糖度と酸度のバランスによって，

酸味評価の強弱は酸度によって左右される傾向があ

る. さらに，参考値としての有意差判定であるが，

甘味評価，酸味評価の強弱が糖酸比によく反映され

ている.

U 摘 要

今回の分析から把握できたことは，以下のように

まとめられる.

1.一般公開の来場者を対象に，果物の好みが食味

評価に与える影響を明らかにするため，当研究

センターで生産したウンシュウミカンを利用し

た食味アンケートを実施した.有効回答数は

343である.

2. 被験者の約 1/3が男性， 60才以上が半数強を占

める.果物の好みは甘味好きの方が約 2/3で，

酸味好きは約 1/3である.

3. Iフルーツセレクタjによる計測結果から，サ

ンプルの平均糖度，酸度，糖酸比はそれぞれ

13.6%， 1.31 %， 10.5である.糖度と酸度には

強い相関関係が認められる.

4. 相関係数に基づけば，糖度と甘味評価，酸度と

酸味評価には弱い相関関係が認められ，甘味評

価と酸味評価は逆相関の関係にある.

5. 各属性別に分類しても，配布された果実の糖度

や酸度の差はほとんどないが，好みによって甘

味評価と酸味評価それぞれの評価ごとの被験者

の構成比率に若干の相違がみられる.一方，甘

味評価，酸味評価別の糖度，酸度，糖酸比は評

価によって異なる傾向がみられ，甘味評価と酸

味評価の強弱が相反している評価をする被験者

が多い傾向がある.

6. 好み，性別および年齢と甘味評価および酸味評

価によって被験者を分類し，糖度，酸度および

糖酸比の有意差を検定した結果，甘味好きの方

が酸味好きの方よりも甘味や酸味の違いを評価

に反映できていることや，男性の方が酸味に敏

感に反応していることが推察される.

以上の点から，好みや性別がウンシュウミカンの

食味評価に何らかのバイアスを生じさせていること

が考えられる. したがって， このような食味テスト

の結果を適切に評価するためには，属性別に評価す
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るか，バイアスを除く手法を今後考えていく必要が

あるだろう.

また， 今回用いた「フルーツセレクタ」のように，

近赤外分光分析方式を用いた測定機の小型化，低廉

化が進んだことによって，糖度，酸度の情報を非破

壊かつ瞬時に得られるため，本調査のような利用形

態も可能となっている. しかし，測定機から得られ

る糖度や酸度だけでは，十分に果実の食味を表現す

ることが困難な場合もある.客観的な数値情報を用

いた果実の食味の定量化は，測定技術の進歩ととも

にさまざまな形で報告されているが，今後は果実の

微妙な風味や特徴などを客観的に表現できる指標が

登場すれば， より消費者の晴好に沿った果実の食味

を検証することが可能となるであろう.

注 コu
--一回目回

注 1)I糖度」は糖類の含有率であるが，本研究で
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用いた分析装置から得られるのはBrixの値で

ある. I酸度」は有機酸の含有率であるが，

IpH"で、示される場合もある. I糖酸比」は「糖

度Jを前者の「酸度」で除した数値であり，

糖度と酸度のバランスを示す指標で，果実な

どの食味を示す指標として用いられている.

しかし， I糖度JI酸度jの両者が低い場合お

よび高い場合に同じような数値になることも

あり， また，食味は香りなどによっても左右

されるので，糖酸比のみで食味を代表させる

ことには留意が必要で、ある.
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Analysis of Guest's Evaluation of Tasting Mandarin Orange in 2012' Shikoku 

Research Center Open 

-Sensory Test with Using Small and Portable Non-Breaking Test Equipment -

Jinzo SAITO. Norihiro HOSHI， Mitsuo TANADA and Hirohisa NESUMI 

Summary 

In 2012' Shikoku Research Center Open， we examined guest's evaluation of tasting mandarin 

orange which producted in this Center by sensory test， and tried to solve whether guest's tastes and 

preferences effect the evaluation. The number of valid response is 343. 

Of the 343 guests， one-third are male， more than half are sixty years older. And two-third are 

guests who likes sweet fruit， and other one-third are ones who likes sour fruit 

Suger and acid content and suger:acid ratio on average are 13.6%， 1.31%， 10.5 respectively， by using 

small and portable non-breaking test equipment. There is strong correlation between suger content 

and acid content. 

According to statistical significant testing of correlation coe伍cients，we find correlation between suger 

content and the evaluation of sweetness， and between acid content and the evaluation of sourness， and 

opposite correlation between the evaluation sweetness and sourness. 

However dividing guests by sex and age， there are few difference in suger and acid content among 

divisions. But there are difference in the evaluation of sweetness and sourness in a case of dividing guests 

on the basis of whether liking sweet fruit or sour fruit. When dividing guests on the basis of the evaluation 

of sweetness and sourness， we notice the difference in suger and acid content and suger:acid ratio among 

divisions， and a trend that the evaluation of sweetness is contrary to the evaluation of sourness. 

When dividing guests by liking， sex， the evaluation of sweetness and sourness， we identify that the gests 

who like sweet fruit are able to notice the di百'erencein sweetness and sourness of fruit more sensitively 

than the gests who like sour fruit and male notice the sourness more sensitively than female by statistical 

signi五canttesting 

In conclusion， it is assumed that difference of liking， sex have an infiuence on the evaluation of tasting 

mandarin orange. Therefore， because of analyzing the tasting test data appropriately， it is necessary to 

divide subjects by personality such as sex and age， or to devise a methodology to eliminate potential sources 

of the bias. 

Hillside Horticulture Research Division， NARO Western Region Agricultural Research Center 
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