
県立広島大学人間文化学部紀要 4， 39-46 (2009) 

機能性食品素材“おから"添加食品の食味評価

要 c:. 
日

杉本千恵1)・丸山紗希1)・山田雅子1)・小島綾乃2)・菅原芳明1)

機能性食品素材“おから"添加食品の食味評価を目的として，官能評価を実施した。 SD法に基づい

て13組の形容詞対で構成される食味評価表 (+5"'-5の11段階評価)を作成し， rおから入りクッ

キー」と「おからなしクッキーJの双方を試作すると共に，それら双方の食味評価を実施し，“おか

ら"が食品(クッキー)の食味にどのような影響を及ぼすのかを見積もった。宮能データの解析は以

下のように行った。パネリスト毎に「おから入りクッキーJと「おからなしクッキー」の官能スコア

差(=rおから入りクッキーJ- rおからなしクッキーJ) を求め，それらのパネル平均値を縦軸に，

横軸には13の評価項目を取って棒グラフ表示(官能スペクトル表示;sensory spectrum) した。その結

果， 1)食品中の“おから"の正味の食味が， rおから入りクッキーJの食味から「おからなしJを差

し引く形で抽出(表示)できることを明らかにすると共に， 2)“おから"を添加した食品(クッキー)

の食味の方が非添加の食味より勝るとの興味深い事実が明らかとなった。食品に添加した機能性食品

素材そのものの食味を当の食品の食味から抽出し，表示可能とするこのような手法は，今後，機能性

食品素材を食品に添加するに際して，有用な食味評価法のーっとなり得るのではないかと考えられた。

1 .緒昌

著者等は，ここ十数年，エッセンシヤルオイル(精油)の香りの機能性(心理・生理的作用)の解

明を目指した研究を展開して来た1)~9)。その中には，エッセンシヤルオイルを嘆いだ、際の被験者の香

りの印象(印象変化)について， SD (semantic differential)法に基づいて設定した「さわやかなーさ

わやかでない」等13組の形容詞対から構成される印象項目のスコア変化として切り取り，それらの変

化を官能スベクトル (sensoryevaluation spectrum) の形式で記述(表示)する手法の開発がある1)~3) 。

著者等は，現在，エッセンシヤルオイル用に開発した上記の手法を他の領域に応用(展開)できな

いかとの視点に立った新たな研究を模索しているところである。このような応用研究の一環として，

最初に取り上げたのが，本体表面を液化酸化チタンコーティング処理した光触媒型消臭器である。消

臭器の消臭効果が官能スペクトルにより見積もれるのではないかと考えたからである。得られた成果

は，官能評価学会誌(菅原他， 2005) 10) に掲載済みであるが，この報告では，光触媒型消臭器を各パ

ネリストの自宅冷蔵庫に設置することとし，消臭器を設置する前 cr設置前J) と消臭器を冷蔵庫内に

2週間設置した後の「設置後」の 2つのケースについて，匂いの感じ方(印象変化)を基礎とする官

能評価を実施した。その上で，設定した13の印象項目を横軸に取り，縦軸には (r消臭器設置後J一

「消臭器設置前J)の官能差を取って棒グラフ(官能スペクトル)表示したところ， 13の印象項目全て

で消臭器設置に伴う庫内の匂い(臭い)の顕著な改善傾向 cr消臭効果J)が明らかになると共に， 13 

項目中11項目で統計学的に有意 (pく0.05) と判別されること等が分かつた。

1)県立広島大学・人間文化学部

2)鈴峯女子短期大学
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今回，前報10) と同様の視点(官能評価を基礎とする官能スベクトル表示)に立脚しながら，機能性

食品素材“おから"(うのはな;卯の花;きらず;雪花菜)を取り上げた。“おから"を食品に添加し

た際に，“おから"が当の食品の食味を変えるのか変えないのか等について，その評価が官能スペクト

ル上で可能になるのではないかと考えたからである。研究目的に従って「おから入りクッキーJと

「おからなしクッキーj の双方を試作すると共に，官能評価実験に供した。得られた結果と共に報告

する。

2 .方法

(1) おから入りクッキー」と「おからなしクッキーJの作成

「おから入りクッキー」と「おからなしクッキーJのレシピは， iしっとりおからクッキー」のもの

に従った。以下では， 26個分のそれぞれクッキ一作成に必要な分量と手順を示す。

始めに「おから入りクッキー」作成の分量と手順を示す。まず，無塩バター (70g) を室温に戻し

た後，泡だて器でクリーム状になるまで練った。これに，上白糖50gを加え， (白っぽくなるまで)よ

く練り混ぜた後，卵黄 2個分(卵 2個は事前に室温に戻し，卵黄と卵白に分けた後，卵黄のみを用い

た)を 1個分ずつ加えながら，混ぜ合わせた。次に薄力粉100g，さらに“おから"70gを加えて，へ

ラでよく混ぜ合わせた。なお，薄力粉は事前にふるったものを，また，“おから"は水分がなくなるま

でフライパンで 5分間妙、ったものを用いた。その後，レーズン50gとすり鉢で予め擦っておいた紅茶

の葉 6gを順に加えて，よく混ぜ合わせた。

「おからなしクッキーjの作成は，上記の“おから"の分量を薄力粉に置き換え，薄力粉170gを使

用した以外は，まったく同様の手順で、行った。

それぞれの生地は，スプーンで丸めながら， 180
0

Cに予め余熱したオーブンの天板の上にクッキング

シートを敷き，その上に並べ， 180
0

Cにて22分間焼いた。

(2) 官能評価

官能評価手法は，前報10) に準じた。「おから入りクッキーJ，iおからなしクッキーJ双方の食味に

関わるSD法に基づいた13組の形容詞句の対から構成される評価項目を選抜するに当たって，まず， 25 

組の候補リストを作成した。次に，パネリスト 5名を選び，その 5名が，双方のクッキーを試食しな

がら， 25組の評価項目の妥当性(適否)の判別を行った。その後 5名による総合的な討論を行い，

以下の13組を最終的に決定した(味に関わるもの 5種，テクスチャー 6種，香り・風味に関わるもの

2種):おいしいーおいしくない (delicious-undelicious) あっさり-濃厚な (plaing-rich) ;ほどよ

い甘みー甘みが強すぎ・弱すぎ (propersweetness -sugary or less sweet) 調和したーまとまりのない

(harmonious -血h訂moniousor wat明 T);後味が良い一後味が悪い (goodaftertaste -leave nasty taste) 

しっとりーさっくり (moistysavor -rustling savor) なめらか一ざらざら (sm∞血-coarse) ふんわり

一歯ごたえがある (flu抗y-tough) ;やわらかいーかたい (soft-h訂d);舌ざわりが良いー粉っぽい

Cchewy -unchewed) ;口溶け(口あたり)が良い一口溶けが悪い (melting-unmel白19);香ばしい風味

一風味がよわい (savory-weak savoriness) 紅茶の香りがする一香りがしない (alittle tea flavoring -

non tea flavoring)。なお，因子分析等の手法は用いていない。

官能評価は，上記の13組の形容詞対を評価項目とする官能評価調査用紙に基づいた。各項目 +5""'

-5の11段階評価とし，該当するスコアにO印を付す形式で実施した。本学女子学生 8名が予備実験

パネルを構成し，本実験ノ《ネノレ24名も本学学生とした。予備実験ならびに本実験ノミネルにおいて，パ

ネリストの重複はない。
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(3) データ処理ならびに統計学的有意性評価

データ処理ならびに統計学的有意性評価も，前報10) に準じた。まず， 13の評価項目毎におから

入りクッキー」の評価スコアから「おからなしクッキーJの評価スコアを差し引き(rおから入りクッ

キー」一「おからなしクッキーJ)，パネル平均値(L:i=ln(評価スコア差おから入りーおからなし)n/n) を求

めた上で，その値を縦軸に取り，また横軸には13の評価項目を取って棒グラフ(官能スペクトル)表

示した。各評価項目の官能スコア変化の統計学的な有意性については，評価項目毎に，t-検定(対応

のある 2標本に対するパラメトリックな計量差検定)で判別した。

3 .結果

Fig.1は，予備実験パネルによる官能評価成績 (n=8) を示している。評価項目は，実験方法に記

したように，パネリスト 5名による総合討論に基づいて25組の評価項目候補リスト中から選抜された

上位13組である。ここで，選抜されたそれら13組の評価項目が，評価項目総体として研究目的に適っ

ているのかいないのか，また，場合によっては選抜し直す必要があるのかないのかを判断する必要性

が生じた。そのため，予備実験パネル (n=8) による官能評価実験を実施した。 Fig.1は，以下の手

順に従って得られた官能評価成績である:1) rおから入りクッキーJを試食し，その食味を評価用紙

に記入，引き続いて， 2) rおからなしクッキー」を試食しその食味を同様に評価表に記入，さらに，

3)各パネリストの食味評価用紙に基づいて，(rおから入りクッキーJ- rおからなしクッキーJ)の
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Fig. 1. Sensory evaluation spectrum in a preliminary test (n = 8) for a savor of cookies with or without 

fo吋自cationof be組 curdlees. 

The subject's savory changes were assessed by 13 con凶 S出gpa註sof adjectives on an ll-point scale (from -5 to 

+5) and such an inquiry was conducted twice while taking cookies wi也 andwithout fortification of bean curd lees. The 

m伺 nof the foregoing impression difference of the score between the former (for c∞kies with the fortification) and the 

latter (for cookies without the fortification) was plotted against descriptors. The statistical significance for each 

descriptor was tested by Student's t-test (df = n -1) and也edescriptor regarded to be significant with pく0.05is 

indicated with asterisk or with :I: if 0.05~pく 0.1 ， where p is the level of significance. 
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官能スコア差を求め，評価項目毎にパネル平均値 (~i=ln (評価スコア差おから入りーおからなし)n/n) を出

し，それら値を縦軸に取り，横軸には各評価項目を取って棒グラフ表示した。

図から明らかなように， Fig.1の縦軸はおから入りクッキー」の食味から「おかなしクッキーJ

の食味を差し引いた， エ同n(評価スコア差おから入りーおからなし)n/n) であり， クッキー中の“おから"

の正味の食味を13の評価項目それぞれの棒グラフのアップ・ダウンの形で示すことになる。また， rお
から入りクッキーj の食味が「おからなしクッキーJの食味を上回る場合には，棒グラフは+側に振

れ，逆に， rおから入りクッキー」の食味が「おからなしクッキーJの食味を下回る場合は，棒グラフ

の振れはー側になる。 Fig.1の「ほどよい甘みー甘みが強すぎ・弱すぎJ(第 3評価項目)， r香ばしい

風味一風味がよわいJ(第12評価項目)， r紅茶の香りがするー香りがしないJ(第13評価項目)の 3項

目の棒グラフの振れはー側であることから，これら 3評価項目では，“おから"の添加がクッキーの食

味を下げることを示している。一方，これら 3項目以外の11評価項目では，棒グラフの振れが+側で

あることから，“おから"の添加がクッキ一本来の食味を上げることを示している。

各評価項目における棒グラフのアップ・ダウン(変化傾向)の統計学的な有意性については，t-検

定(対応のある 2標本に対するパラメトリックな計量差のt-検定)で判別した。「検定による判別結

果は，図中(印象項目上)に， 1)危険率 5% (p<0.05)で有意と判別された場合は*， 2)危険率

を10%(0. 05~p<0. 1) に上げて有意と見倣せる場合には:t， 3)有意でない (pミ0.1)場合は無印

とした。つまり， Fig.1ではしっとりーさっくり J(第 6評価項目)， rふんわり-歯ごたえがあるJ

(第 8評価項目)， rやわらかいーかたいJ(第 9評価項目)， r舌ざわりが良い-粉っぽいJ(第10評価

項目)の 4項目が，危険率 5% (p<0.05)で有意であることを示す。一方紅茶の香りがする一香

りがしないJ(第13評価項目)は±で，危険率を10%(0. 05~三p<O. 1) に上げて始めて有意と見倣し得

る(判別される)ことを表している。

一方， Fig.2の官能スペクトルは，本実験ノミネルによる官能評価成績 (n=24)である。予備実験の

パネリストの数は n=8，一方本実験ノfネルのパネリストの数は n=24で、ある。パネリストの数の差

異にも関わらず，類似性の高い官能スベクトルが得られることが分かつた。ただし，官能スペクトル

の全体的な変化傾向やスペクトノレの概観は極めて類似しているものの，以下の 3項目では，予備実験

パネルと本実験ノぐネルの間での離酷(スペクトルのアップ・ダウンの逆転)が見られた。「おいしいー

おいしくないJ(第 1評価項目); r調和したーまとまりのないJ(第 4評価項目); r後味が良い-後味

が悪いJ(第 5評価項目)の 3項目である。「検定で、有意と判別された評価項目数を数えてみると，予

備実験パネル (Fig.1)では，危険率 5% (p<0.05)で有意(*マーク)と判別された項目数が4項

目 crしっとりーさっくり J，rふんわり-歯ごたえがあるJ，rやわらかいーかたいJ，r舌ざわりが良い

ー粉っぽいJ) であるのに対し，本実験パネル (Fig.2)では，全13項目中11項目にも達することが明

らかとなった。「おいしいーおいしくないJ，rあっさりー濃厚なJ，rほどよい甘み-甘みが強すぎ・弱

すぎJ，rしっとりーさっくり J，rなめらかーざらざらJ，rふんわり-歯ごたえがあるJ，rやわらかい

ーかたいJ， r舌ざわりが良い-粉っぽいJ，r口溶け(口あたり)が良い一口溶けが悪いJ，r香ばしい

風味一風味がよわいJ，r紅茶の香りがする-香りがしない」の11項目である。なお， r調和したーまと

まりのないJ(第 4評価項目)は±と判別された。

4 .考察

以上のように，機能性食品素材“おから"を添加したクッキー crおから入りクッキーJ)の食味か

ら無(非)添加のもの crおからなしクッキーJ) の食味を差し引く形で，食品中の“おから"の正味
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日g.2. Sensory evaluation spectrum in the final test (n = 24) for a savor of c∞lues with or without for値 cationof 

bean curd lees. 

The statistical significance for each descriptor was tested by Student'sふtest(df = n -1) and the descriptor 

regarded to be significant with pく0.05is indicated with asterisk or with ::t if 0.05~三pく 0. 1， where p is the level of 
significance. 

の食味が官能スペクトルの形式で、抽出できることが分かつた。一方，rこのような官能スペクトルが指

し示す13の評価項目総体としての全体的な変化傾向が，統計学的に有意か否か?.Jとの問題が生じる。

著者らは，この問題に対して，従来よりn=13の(印象項目数が13であるので)符号検定を適用するこ

とでその対応として来た1)~3)。符号検定では，まず， 1) *が付された項目を+1項目と数える，次

に， 2)官能スベクトル上±が付された項目については， :t 2項目を+1項目と数える，その上で，

3 )全13印象項目中の+項目数を数え，その数を指標に，スペクトルの全体的な変化傾向の統計学的

な有意性の判別を行おうとするものである。また，著者らは，上記の(1)と(2)をスコア化し(+項目の

スコアは 1，:tの項目のスコアは0.5，無印の項目のスコアは 0)，それらのスコアを全13印象項目に

わたって足し合わせた有意スコア計(=~i=113 (有意スコア)Jを定義すると共に，有意スコア計に

基づいた判別が可能であることを提唱している1)~3)。判別の基準を危険率 5 % Cp<0.05)に置いた場

合には， 1)有意スコア計>10の場合はスペクトルの全体的変化傾向は有意，一方， 2)有意スコア

計<3の場合は帰無仮説が棄却となる。

図に示した 2枚の官能スペクトルについて，各々有意スコア計を計算してみると， Fig.1は4.5，Fig. 

2は11.5となる。つまり，有意スコア計を有意性判別の指標として採用した場合は， Fig.1が指し示す

スペクトルの全体的な変化傾向は有意で、ないと判別される一方， Fig.2の変化傾向は危険率 5%Cp< 

0.05) で有意と判別される。つまり， Fig.2が指し示すスベクトルの全体的変化傾向 (Fおから入り

クッキー」の食味の方が「おからなしクッキー」の食味より勝っているDは，危険率 5% Cp<0.05) 
で有意と判別されることになる。

“おから"は食物繊維量・カルシウム・鉄に富む機能性食品素材として知られている。そこでお

から入りクッキー」ならびに「おからなしクッキー」の栄養バランスを比較してみると11)，おから入
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りクッキーJ(1個当たり)では，エネルギー量=58Kcal，蛋白質量=0.9g，脂質量=2.9g，炭水

化物量=7.0g，食塩量=O.Og，食物繊維量=0.7g，カルシウム量=9 g，鉄含量=0.3mgであるの

に対しおからなしクッキーJ(1個当たり)では，エネルギー量=64Kcal，蛋白質量=0.9g，脂

質量=2.8g，炭水化物量=8.5g，食塩量=O.Og，食物繊維量=0.3g，カルシウム量=6 g，鉄含

量=0.2mgとおから入りクッキー」の方が「おからなしクッキーJに比し，カロリーは10%低く，

食物繊維量は2.3倍，カルシウム・鉄含量もそれぞれ1.5倍であることが分かる。

わが国では，長寿社会の進展，生活習慣病の増加，医療費の高騰と負担増等を背景に， r健康に良い

食品j や「健康食品」への関心の高まりが急激に増加しつつある12)~15)。例えば，身体の調子を整え，

健康を増進する保健効果が，食品中の有効な機能成分の効果が同定されヒトの臨床試験で確認された

「特定保健用食品」は300商品(食物繊維，オリゴ糖，機能性ペプチド，必須脂肪酸，ヘム鉄， CCM 

(クエン酸/リンゴ酸/カルシウム)，大豆イソフラボン等)に達し，また，機能性成分の同定やヒト

の臨床試験で、の確認には至っていないが，朝鮮人参，クロレラ，アロエ等の「健康食品」やローヤル

ゼリー，プロポリス，アガリスク，キトサン等の「健康補助食品」の数も5，000商品にも達する程であ

る15)。

本研究により得られた研究成果は，機能性食品素材そのものの食味を，機能性食品素材を添加した

当の食品の食味から抽出し，官能スペクトルの形で表示で、きることを示している。つまり，上記多種

多様な機能性食品素材の食品の添加に際して，機能性食品素材が食品の食味を変えるのか変えないの

か，また，変えるとすればどのように変えるのかの検証が，官能実験に基づく官能スペクトルの作成

を通して，容易に行い得ることを示している。

5 .まとめ

本研究では，機能性食品素材“おから"を取り上げおから入りクッキー」と「おからなしクッ

キー」の双方を試作すると共に， 13組の評価項目からなる食味評価表を用いて双方の食味評価(官能

評価)を実施した。得られた食味評価データは，評価項目毎に，(rおから入りクッキーJー「おから

なしクッキーJ)官能スコア差(官能差)を求めると共に，パネル平均値を縦軸に取り，横軸には評価

項目を取って棒グラフ表示(官能スペクトル表示)した。その結果，クッキー中の“おから"の正味

の食味が， rおから入りクッキー」の食味から「おからなしクッキー」の食味を差し引く形で抽出可能

であることが示された。このような手法の確立は，今後，極めて広範な応用(機能性食品素材一般)

が期待される。なお，食味評価項目は味に関わるもの 5種，テクスチャー 6種，香り・風味に関わる

もの 2種の13項目，各項目 +5""'-5の11段階評価で行った。
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Abstract 

Sensory evaluation study for a savor of cookies 

with or without fortification of bean curd lees 

Chie SUGTh10T01
)， Saki MARUYAMA1

)， Masako YMAADA1
)， 

Ayano KOJIMA2
) and Yoshiaki SUGAWARA1

) 

The present sensory study w，白血 a抗emptwi血 focusingon a savor of cookies wi血 orwithout 

fortification of bean curd lees. The subject's savory changes were assessed by 13 contrasting pairs of adjectives 

on an 11-point scale. Such an inquiry was conducted twice while阻kinga cookie wi血andwithout fortification 

of bean curd lees. The mean of the foregoing impression difference of the score between the former (cookies 

with the fortification) and the latter (cookies without the fortification) was plotted against descriptors. The 

obtained bar graph (sensory evaluation spectrum) showed an upward tendency (as a whole) wi由 apositive 

value in terms of the descriptors. This implies出ata savor of cookies wi血 thefortification was superior to 

those without the fortification. Such a study could create a stir as new and different approach from the view of 

semantics in assessment of functional food fortification. 

Keywords: sensory evaluation， savor of cookies， fortification of functional food additives， bean curd lees. 
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