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メタボローム解析手法に基づいたパンの美味しさ評価系の構築

馬渕　良太・趙　　慧卿・石丸絢也香・谷本　昌太

緒言

　ヒトが感じる「おいしさ」は，味や匂いを感じる風味や舌ざわりや歯ごたえを感じる食感，また食

事をするときの内的，外的環境にも影響される。このように「おいしさ」は複合的な要因で感じるも

のであるため，ヒトによって「おいしさ」の基準は異なる。既存の「おいしさ」を評価する方法とし

ては，食品試料中の呈味成分などを分析する化学的な測定や，テクスチャーを測定する物理学的な測

定，ヒトの感覚を使って評価する官能評価などがある。これらを使用し，「おいしさ」を総合的に評

価するには，多くの測定を行わなければならず，多大な時間と労力，コストがかかる。そのため，簡

易的かつ低コストで実施可能な「おいしさ」評価法の開発が求められている。

　最近，新たな食品の品質評価法として着目されているメタボローム解析は，対象試料中の代謝成分

を網羅的に検出し，その成分情報を統計学的に解析することで，その試料が「どのような状態にある

か」を客観的に評価する技術である1）。対象とする試料の特徴を把握するのに効果的であり，すでに

緑茶2），醤油3），レモン果汁4），魚肉5）など様々な食品での報告例がある。このメタボローム解析では，

目的代謝成分群の性質に応じてガスクロマトグラフ－質量分析計（GC-MS），液体クロマトグラム－

質量分析計，キャピラリー電気泳動－質量分析計など様々な分析法が用いられる6）。それぞれに長所・

短所があり，現段階ではメタボローム解析の固定された方法がないため用いられる対象に合わせて分

析系を確立する必要がある。しかしながら，GC-MSを用いた水溶性一次代謝物を対象としたメタボ

ローム解析手法は，誘導体化法から化合物の同定まである程度プロトコル化されている1）。

　パンは，世界各地で古くから食べ続けられており，人類にとって重要な主食の一つである。国・地

域によって多種多様なパンが作られている。またパンの製造工程が複雑であることもあり，パンの種

類は多岐にわたる7）。パンを分類すると原料，製法，製品の形態や性状の違いによって分類できる7）。

日本では，食パンが親しまれており，日本の代表的なパンの一つであると言える。一方，パンへのメ

タボローム解析手法の応用については，我々が知る限り報告が見当たらない。しかしながら複雑な

製造工程で調製され，酵母などの微生物の発酵工程を経るパンは，その工程中に様々な成分変化が起

こっていることが容易に想像できる。他方，官能評価では，試料の好ましさなど主観的な評価を目的

とした「嗜好型」の方法と，試料の客観的な評価を目的とした「分析型」の方法がある。そこで，本

研究では，消費者が感じるパンの主観的な「おいしさ」を評価する目的で，食パンをモデル試料とし，

GC-MSメタボローム解析と嗜好型官能評価の結果を比較検討することで，新たなパンの「おいしさ」

評価系を確立するとともに，ヒトが主観的に「おいしい」と感じるパンに特徴的な成分を探索した。

材料および実験方法

 1 ．材料

　市販の山形食パン 3 種を試料とした。工業的に工場で大量生産された製品（以下，製品Ａ），小売

店舗でマニュアルにしたがって作られた製品（以下，製品Ｂ），熟練した製パン技術者によって作ら

れた製品（以下，製品Ｃ）を用いた。なお， 3 種のパンの原材料に大きな差は認められない。
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 2 ．GC-MS分析

(1)  成分の抽出および分析前処理

　著者による既報の手順に従い，成分の抽出と前処理を行った4，5）。分析試料の調製は，各試料で 3　

回ずつ行った。パンをクラムとクラストに分け，それぞれ凍結乾燥した。凍結乾燥後，ミル（TUBE-

MILL C S001, IKA）で粉末にし，分析実施まで-80℃で保存した。粉末試料50mgにメタノール／超純

水／クロロホルム＝2.5/1/1（v/v/v）の混合液 1 mLおよび内部標準物質として0.2mg/mLのリビトール

60μLを添加した。 5 分間の攪拌後，遠心分離（16,000g， 0 ℃， 5 分）した。上清800μLに超純水400

μLを加え， 1 分間攪拌した後に遠心分離（16,000g， 0 ℃， 5 分）し，上清400μLを遠心エバポレー

ター（EYELA CVE-2000，東京理化器械（株）製）を用いて室温で 1 時間濃縮した後，一晩凍結乾燥

した。凍結乾燥した試料にピリジンで可溶化したメトキシアミン塩酸塩（20mg/mL）を50μL加え，

30℃で90分間反応させてオキシム化を行った。さらにMSTFA（N-Methyl-N-TMS-Trifluoroacetamide，

ジーエルサイエンス（株）製）100μLを加え，37℃で30分間反応させトリメチルシリル化を行った。

誘導体化後の試料 1μLをGC-MS分析に供した。

(2)  分析条件

　島津製作所（株）製のGC-MS装置（GCMS-QP2010 Ultra）を用いた。GCカラムは，Agilent J&W DB-5

（長さ30ｍ，内経0.25mm，膜厚1.00μm，Agilent Technologies製）を使用した。GCのオーブン温度は，

初期温度100℃で， 4 分間保持し， 1 分間に10℃ずつ320℃まで昇温させ，320℃で11分間保持した。

注入口温度は，280℃とした。注入モードは，スプリットとし，スプリット比は10：　1 で誘導体化試

料 1μLを注入した。キャリアーガスはヘリウムを使用し，線速度一定（39.0cm/sec）で制御した。

パージ流量は， 5 mL/minとした。MSの質量分離部には四重極型を，イオン化の方法としてEI法を用

いた。イオン源温度は200℃，インターフェース温度は280℃，イオン化電圧は70eVとした。測定モー

ドはフルスキャンモードとし，45-600m/zを測定範囲とした。GC-MS分析によって検出されたピーク

はn-アルカンで補正した保持指標から類似度80％以上の成分をGCMS代謝成分データベースVer.2（島

津製作所（株）製）で抽出し，成分を推定（アノテート）した。各化合物のピーク面積と内部標準物

質（リビトール）のピーク面積との比を内標比として算出し，標準化した。

(3)  多変量解析

　多変量解析ソフトであるSIMCA 14（MKS InstrumentsAB）を用いた。データの 1 行目を試料名， 2　

行目に群番号， 1 列目をアノテートされた成分名とし， 2 列目から各成分の内標比となるようにデー

タセットを作成し，解析に供した。解析方法は，Partial Least Squares Discriminant Analysis （PLS-DA）

およびOrthogonal PLS-DA （OPLS-DA）の両判別分析をパレットスケーリングで行った。なお，解析

によって得られた結果の評価は，Eriksson., et al.の手順8）を参考にして行った。

(4)  尿素の同定

　特級尿素（片山化学工業株式会社）を標品として使用した。標品のリテンションタイムおよびマス

スペクトルからパンに含まれる尿素を同定した。さらに標品で検量線（0-0.17μmol）を作成し，パ

ンに含まれる尿素を定量した。尿素量の製品差の統計解析は，IBM SPSS STATISTICS 24（IBM Inc., 

Chicago, Ill., U.S.A.）を用いた。一元配置分散分析により，群間の平均値を比較した。有意差が得ら

れた場合，その後の検定としてTukeyの多重比較検定を行った。いずれもP<0.05の場合を有意差あり

とした。
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 3 ．官能評価

(1)  「好ましさ」の評価

　県立広島大学人間文化学部健康科学科の学生21名をパネリストとして，パンの好ましさを評価した。

評価項目は，味の「良い」・「悪い」および「強い」・「弱い」，香りの「良い」・「悪い」および「強い」・「弱

い」，食感の「良い」・「悪い」および「ぱさぱさ」・「もちもち」，総合評価の「良い」・「悪い」とした。

「良い」，「強い」，「もちもち」を 5 点，「悪い」，「弱い」，「ぱさぱさ」を 1 点，「ふつう」を 3 点とし

て 5 段階で評価した。

(2)  「五味」の評価

　一般財団法人日本食品分析センターへ評価を依頼した。パネリスト12名（男性 1 名， 女性10名）は，

パネル選定用基準臭（第一薬品産業株式会社）により嗅覚正常者と判断され，かつ0.4％ショ糖，0.02％

クエン酸，0.13％食塩，0.05％グルタミン酸ナトリウムおよび0.03％カフェインの水溶液の味が正し

く識別できた者の中から選択した。評価方法は，パンのクラムについて，甘味，酸味，塩味，苦味お

よび旨味を感じない（ 0 点）から非常に強く感じる（ 5 点）までのそれぞれ 6 段階で評価した。

(3)  統計解析

　官能評価の統計解析は， 2 -(4)と同様に行った。

結果および考察

 1 ．GC-MS分析によるメタボローム解析

　アノテートされた成分情報を表 1 に示した。各製品Ａ，Ｂ，Ｃの間に成分数や成分組成に有意な差

はなかった。クラムとクラストでは，わずかではあるがクラムのほうが多くの成分が検出された。ア

ノテートされた半分近くが糖類（単糖類，糖酸，糖アルコールなど）であったが，いくつかの有機酸

やアミノ酸も検出された。また未分類成分としては，尿素などが検出された。

表 1 　各製品でアノテートされた成分数および成分組成の一覧

製品 部位 成分数
成分組成

糖類 有機酸 アミノ酸 未分類

Ａ

Ｂ

Ｃ

クラム

クラスト

クラム

クラスト

クラム

クラスト

43

41

47

40

45

43

23

23

25

23

23

23

7

6

7

6

6

6

4

3

6

3

3

3

9

9

9

8

13

11

　これらの成分情報を一覧にし，多変量解析を行った。まず，群間の判別分析が可能なPLS-DAによ

り 3 群間の解析を行った（図 1 ）。PLS-DAやOPLS-DAで得られたモデルの評価としては，R2YとQ2Y
が 1 に近いほど良いモデルである。またR2Yが0.65以上で定量的な評価が可能で，Q2Yが0.5以上あれば

良好なモデルであるとされている8）。クラムおよびクラストともに，R2Yが0.65以下，Q2Yが0.5以下で

あるため， 3 群間に統計学的に有意な差は認められなかった。しかしながら，クラストとクラムのい

ずれもt[1]（横軸）で製品ＡとＢは成分プロファイル差が小さいが，製品ＡＢとＣの間に，ある程度



52

馬渕　良太ほか　　　メタボロミクスによるパンの美味しさ評価

の成分プロファイル差がある傾向が見られた。

　そこで製品ＡとＢを同じ群とし，OPLS-DAに

より製品Ａ+ＢとＣの 2 群間の判別分析を行っ

た（図 2 ）。図 2 -aに示したクラムのスコアプ

ロットでは，R2X＝0.412，R2Y＝0.932，Q2Y＝0.851

であった。R2Xが低値であるため 2 群間の成分プ

ロファイル差は大きくないもののR2YとQ2Yが良

好であるため，統計学的に有意に 2 群が判別さ

れた。一方，図 2 -bに示したクラストではR2X＝

0.857，R2Y＝0.841，Q2Y＝0.528であり，クラム同

様に 2 群が判別された。

　次に 2 群を判別するのに重要な成分を推定す

る目的でローディングプロットの一手法である

S-plot解析を行った（図 3 ）。製品Ａ＋Ｂに比べ，

製品Ｃに相関性が高い成分が多いことがわかっ

た。判別に重要な成分をp[1]およびp[corr]から判

断した。カットオフ値として絶対値でp[1]が0.05

以下，p[corr]が0.5以下の成分は，判別に重要でな

い成分として除外した。重要な成分と推定された

ものを図 3 に記載した。クラムおよびクラストと

図 1 　PLS-DAにより得られたスコアプロット
a）クラム　b）クラスト

図 2 　OPLS-DAにより得られたスコアプロット
a）クラム　b）クラスト

図 3 　S-plot解析結果
a）クラム　b）クラスト
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もに重要な成分と推定された成分の中で製品Ｃと正の相関関係を示す成分が大部分をしめ，それらの

ほとんどが単糖類であった。クラムで最も相関係数が高い成分は，尿素であった。クラストでは，尿

素はp[1]が0.03であったためカットオフされたが，p[corr]は，0.93であり相関係数はクラム同様に高値

を示していた。以上のことから製品ＡＢと製品Ｃを判別するのに重要な成分は，いくつかの単糖類と

尿素であることが明らかとなった。これらの成分は，製品Ｃと正の相関性を示すことから製品Ａ，Ｂ

に比べ，製品Ｃに多く含まれる成分である。

 2 ．官能評価による美味しさ評価

　まず「好ましさ」の評価結果を図 4 に示した。「味」の評価においてはいずれの項目も 3 群間に差

は認められなかった（図 4 -a）。「香」の評価については，製品Ａが最も良く，香りも強いという評価

であった（図 4 -b）。「食感」については，製品Ｃが最も良く，かつ「もちもち」としているという評

価であった（図 4 -c）。「総合評価」は，製品Ｃが最も良い評価であった（図 4 -d）。「食感」と「総合

評価」は相関性があり，「香」の評価とは一致していない。次に「五味」の評価結果を図 5 に示した。

いずれの味も製品間に有意な差は認められなかった。この結果は，「好ましさ」の「味」の評価結果

と一致する。

　以上， 2 つの嗜好型官能評価からは，製品Ａが最も香りが良く，製品Ｃが最も食感が良いこと。総

合評価の結果から香りよりも食感が良いパンのほうが「おいしい」と感じるということが明らかと

なった。

図 4 　評点法による「好ましさ」の嗜好型官能評価結果
　　　　　　　　　Ａは，製品Ａ，Ｂは製品Ｂ，Ｃは製品Ｃ。

　　　　　　　　　*は，P<0.05。a）味の評価，b）香の評価，c）食感の評価，d）総合評価



54

馬渕　良太ほか　　　メタボロミクスによるパンの美味しさ評価

 3 ．美味しさマーカーの同定

　GC-MSを用いたメタボローム解析から単糖類および尿

素が製品ＡＢとＣで差があると推定された。一方，官能評

価の結果では，製品Ｃが最も評価が高く，製品ＡとＢの間

には有意差はなかった（図 4 -d）。この結果は， メタボロー

ム解析の結果と一致している。そのため製品Ｃは，製品Ａ

Ｂに比べいくつかの単糖類および尿素が多いことが，パネ

リストが「おいしい」と感じた要因である可能性が高い。

まず単糖は，甘味物質であるが，味の「好ましさ」および

「甘味」の評価で製品差がなかったため，機器分析で得ら

れた差は，ヒトが甘味の差を感じる閾値より小さいことが

推察される。一方，尿素は，添加量によって内相のすだ

ちや触感がよくなること，また老化が遅くなることが報告

されており，この著者らは，尿素を適量添加すればパンの

品質の向上に大きな役割を果たすと考察している9）。その

ため尿素は，パンの「おしいさ」と関連性がある成分であ

る可能性が高い。そこでデータベースからアノテートされ

た尿素を同定することと，各製品に含まれる尿素量を把握

する目的で，尿素の標品で検量線（y=914.15x，R2=0.99）

を作成し定量分析した（図 6 ）。クラムでは，グラムあた

り製品Ａで1.37μmol，製品Ｂで2.27μmol，製品Ｃで9.30μ

mol含まれていた。クラストでは，グラムあたり製品Ａで

1.73μmol，製品Ｂで1.54μmol，製品Ｃで4.56μmol含まれ

ていた。クラストに比べクラムのほうが含有量は多かっ

た。有意差検定の結果，クラム，クラストともに製品Ａ，

図 5 　評点法による「五味」の嗜好型官能評価結果
Ａは，製品Ａ，Ｂは製品Ｂ，Ｃは製品Ｃ。

図 6 　GC-MS分析によって得られたイギリ
スパンに含まれる尿素量（μmol/g）

　*は，P<0.05。a）クラム　b）クラスト。

　Ａは製品Ａ，Ｂは製品Ｂ，Ｃは製品Ｃ。
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Ｂと製品Ｃの間に有意な差があり，製品ＡとＢには差が認められなかった。この結果は，官能評価の

食感および総合評価結果と一致していた。そのため，尿素の含有により食感が良くなることで，パン

全体の「おいしさ」が向上する可能性が考えられる。パンやヨーグルト，醤油，日本酒などの発酵加

工食品には尿素が含まれている10）。尿素は，酵母の細胞内でアルギナーゼによりアルギニンの代謝に

よって生成される11）。そのため，発酵等の条件の違いによって酵母の代謝に影響を与え，その結果，

尿素量に差が生じることが容易に予想される。また発酵条件が違えば，パンの味などの品質へも影響

する。そのため，尿素量を指標にすることで，パンの「おしいさ」を客観的に評価できる可能性があ

る。発酵条件の違いによるパンの尿素量への影響など更なる検証が必要であるものの，ヒトが主観的

に「おいしい」と感じたパンと尿素量に関連が認められたことから，尿素は，パンの美味しさマーカー

として有力候補の一つである。今後，本評価系を様々なパン種へ応用し，新たなパンの「おいしさ」

評価法としての有用性も検討していく。

要約

　簡易的かつ低コストで実施可能な「おいしさ」評価法の開発が求められている。本研究では，食品

の新たな品質評価法として着目されているメタボローム解析をパンの美味しさ評価に応用した。代表

的な食パンの一つである山形食パンをモデルとして使用し，GC-MS分析により得られた成分データ

と官能評価によって得られた得点を比較検討した。その結果，ヒトが主観的に「おいしい」と感じた

パンに特徴的な成分として，いくつかの単糖類および尿素が同定された。特に尿素は，パン酵母が生

成する成分であり，品質との関連性も高いことから，パンの美味しさ評価マーカーとなり得る。
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Abstract

Development of a system for assessing the deliciousness of

bread using metabolome analysis methods

 Ryota MABUCHI, Huiqing ZHAO, Ayaka ISHIMARU, Shota TANIMOTO

　　　There is a need to develop a simple, cost-effective and feasible method for assessing the deliciousness of 

bread. This study used metabolome analysis methods, a promising new method for assessing the quality of food 

products, to evaluate the deliciousness of bread. A round top bread, which is a typical white pan bread, was used 

as the model. Gas chromatography-mass spectrometry data and sensory evaluation scores were compared. The 

results showed that the quantity of monosaccharides and urea in bread were responsible for the deliciousness of 

bread. In particular, urea has the potential to be used as an assessment marker to determine the deliciousness of 

bread as it is produced by baker’s yeast and is closely assoaciated with quality.


