
表1 クジラ肉のソーセージパテの配合（g）
クジラ肉 ・・・・・ 100
豚背脂 ・・・・・ 25
TGase＊ ・・・・・ 0．3

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤
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1．はじめに
著者らは、クジラ肉を原料としたソーセージの

加工法について検討を重ねている。クジラ肉は、
ソーセージパテ（以下、パテと略す）に加工する
と乳化状になるが、結着力が弱いため、加熱して
も硬く弾力性のあるソーセージに加工できない。
そこで、冷凍されたクジラ肉の解凍方法や解凍後
の熟成方法など、パテに加工する前の処理方法と
肉の結着力について検討してきた。しかし、クジ
ラ肉のパテの結着力を改善するには至らず、手つ
かずの状態であった。ところが、文献調査を進め
る中で肉の結着力を増加させるため、酵素製剤を
使用する報告1）～3）があった。使用された酵素製剤
は、トランスグルタミナーゼを含むもので、畜肉
や水産物の加工に利用されているが、クジラ肉へ
の利用に関する報告は見当たらなかった。そこで、
クジラ肉に対するトランスグルタミナーゼ製剤
（以下、TGase と略す）の効果を試すため、5
種類のTGase を用いてパテを調製し、品質検査
を行ったので報告する。

2．実験方法
2．1 試 料
パテの調製に用いたクジラの肉は、南氷洋で捕

獲されたミンククジラの胸鰭付近の赤身肉である。
クジラ肉は、500g ずつカットされ、冷凍で流通
されているものを使用した。一方、TGase は、
メーカーより実験用として提供していただいた5

種類のサンプル（TGaseA、B、C、D、Eの5種
類）を使用した。

2．2 ソーセージパテの調製
クジラ肉は、流水で解凍し、3㎝角にカットし
た後、肉の重量に対し3．7％の塩漬剤を加えよく
混合した。混合後のクジラ肉は、真空包装し5℃
の冷蔵庫で3日間熟成させた。次に、塩漬後のク
ジラ肉は、フードプロセッサーに入れ、TGase
と豚の背脂を加えてカッティングし、乳化状のパ
テを調製した。配合は、表1に示すとおりである。

また、比較のため、TGase を添加しないパテ（以
下、Control と記載する）を調製した。

2．3 パテの品質試験
調製後のパテは、酵素剤の至適温度である40℃
で20分間インキュベーターに入れ、反応の促進を
図った。反応後のパテは、殺菌と酵素の失活を兼
ねて75℃の温湯に入れ30分加熱し、パテの凝固を
行った。パテと加熱凝固させたパテ（以下、凝固
パテと略す）は、品質試験のため、pH、水分率、
水分活性を測定するとともに、硬さと弾力性を測
定した。硬さと弾力性の測定は、直径10mmの円
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筒形のプランジャーを装着したテクスチャーアナ
ライザー（㈱島津製作所製、EZ-Test）により
行った。なお、硬さと弾力性の測定に用いたパテ
および凝固パテは、高さ15mm、直径30mmにカッ
トしたものを試料とした。

3．結果および考察
表2に、パテの調製温度と40℃で20分放置した

パテの pHを示す。パテの調製温度は、いずれも
10℃以下を示し、パテの乳化形成に適した温度で
調製できた。また、pHは、Control も TGaseA~
EともTGase の至適 pHの範囲（5．0～7．0）に
あり、酵素が活性化する条件を満たしていた。次
に、表3よりパテの硬さを見ると、TGase を添
加したパテはいずれもControl より高い値を示し、
硬くなっていることがわかった。特に、TGaseA
と TGaseDが他の3種類のTGase より高い値を
示した。TGaseAと TGaseDは、肉用の接着剤

として利用されているもので、クジラの肉の接着
に効果を示すことがわかった。また、弾力性では、
TGaseAがやや高い値を示したが、Control との
差はみられなかった。表4に、凝固パテの水分率、
水分活性、硬さおよび弾力性の結果を示す。凝固
パテの水分率は、TGaseA～Eと Control との差
はなく、水分活性においてもControl との差はみ
られなかった。次に、硬さではTGaseAが最も
高く、次いでTGaseD、その他と続いた。しかし、
弾力性では、Control と TGaseA～Eとの差はほ
とんどなく、ソーセージの食感は、硬さがファク
ターになると考えられた。ソーセージの「ポリッ」
とした食感が、おいしさの要素といわれているが、
これは主としてケーシングの食感に関係するもの
である。それに弾力性のあるパテの硬さが加わり、
総合的にソーセージのおいしさにつながるのであ
る。以上の結果より、クジラ肉の結着力を高める
ためにTGase 製剤の添加は、いずれも効果的で

表4 加熱後のクジラ肉のソーセージパテの水分率、水分活性、硬さおよび弾力性
測定項目

試料
水分率（％） 水分活性 硬さ（N） 弾力性

Control
61．75
（120℃）

0．95
（23．4℃）

4．60 16．52

TGase*A
61．07
（120℃）

0．97
（21．6℃）

12．40 16．45

TGaseB
60．51
（120℃）

0．97
（22．3℃）

6．66 16．47

TGaseC
60．07
（120℃）

0．92
（22．6℃）

5．60 16．41

TGaseD
60．77
（120℃）

0．93
（22．5℃）

8．30 16．50

TGaseE
61．22
（120℃）

0．97
（23．2℃）

6．60 16．53

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤

表2 クジラ肉のソーセージパテの調製温度と pH
測定項目

試料
調製温度（℃） pH

Control 9．3 5．63
TGase*A 9．5 5．68
TGaseB 9．4 5．66
TGaseC 9．6 5．66
TGaseD 9．3 5．64
TGaseE 9．5 5．65
TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤

表3 クジラ肉のソーセージパテの硬さおよび弾力性
測定項目

試料
硬さ（N） 弾力性

Control 1．24 16．56
TGase*A 1．72 16．70
TGaseB 1．62 16．60
TGaseC 1．54 16．57
TGaseD 1．70 16．55
TGaseE 1．45 16．57
TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤
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あることがわかった。特に、高い効果がみられた
TGase Aと Dは、至適温度と時間、加熱温度と
時間などの条件を求め、クジラ肉に対する効果的
な利用法を検討する予定である。

4．まとめ
クジラ肉は、結着力が弱いため、硬くて弾力性

のあるソーセージに加工することができない。そ
こで、結着力を向上させる5種類の酵素製剤を添
加し、食感の改善について検討した。結果は、下
記のとおりである。
⑴ トランスグルタミナーゼ製剤を添加したク
ジラ肉のソーセージパテの pHは、5種類と
も至適 pHの範囲内であった。

⑵ トランスグルタミナーゼ製剤を添加したク
ジラ肉のソーセージパテの硬さは、無添加の
ソーセージパテより硬くなったが、2種類の
製剤において高い効果がみられた。

⑶ 加熱後のソーセージパテの水分率と水分活
性は、5種類とも無添加のソーセージパテと
の差はみられなかった。

⑷ 加熱後のソーセージパテの硬さは、5種類
とも無添加のソーセージパテより硬く、その
うちの1種が最も高い値を示した。

⑸ 加熱後のソーセージパテの弾力性は、5種
類とも無添加のソーセージパテとの差はみら
れなかった。
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