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図2 ミンククジラの冷凍赤身肉

トランスグルタミナーゼ製剤の添加がクジラ肉の
ソーセージパテに及ぼす効果について（第2報）
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1．はじめに
昨年度に続き、クジラの赤身肉を原料とした

ソーセージの加工法について検討した。前報1）で
は、ソーセージパテの結着力の増加を目的に5種
類のトランスグルタミナーゼ製剤（以下、TGase
と略す）を配合してソーセージを製造したところ、
2種類のTGase に効果がみられたことを報告し
た。ところが、ソーセージに加工する際の条件と
して、酵素の至適温度、時間、加熱温度の調整な
ど課題があり、商品化できるレベルのソーセージ
に至らなかった。そこで今回、効果がみられた2
種類のTGase のクジラ赤身肉に対する効果を確
認し、商品化に向けた製造条件を作成するために
実験を行ったので報告する。

2．トランスグルタミナーゼの反応
トランスグルタミナーゼは、生体の構築に欠か

せない酵素の一種である。その作用は、タンパク
質を構成するグルタミン酸残基とリシン残基との
間にイソペプチド結合2）を構築させ、タンパク質
同士の結合を促す。この結合により肉の結着力が
増加し、安定したゲルが形成されるのである。図
1にトランスグルタミナーゼによるグルタミン残
基とリシン残基との反応を示す。

3．実験方法
3．1 試 料
前報と同様、ソーセージの原料は、調査捕鯨に
より南氷洋で捕獲されたミンククジラの胸ひれ付
近の赤身肉である。500g ずつカットされ、冷凍
状態で保存された製品（図2参照）である。また、
TGase は、前報において結着力の効果が高かっ
た2種類の酵素剤を使用した。これらは、他の
TGase に比較し、トランスグルタミナーゼの配
合が多く、1つはソーセージ専用のTGase、も
う一方は、トランスグルタミナーゼ100％の
TGase である。

3．2 ソーセージパテの調製方法
表1にソーセージパテの配合を示す。クジラ肉
は、5℃の冷蔵庫に12時間放置し解凍後、3㎝角
に切り、重量の3．7％の塩漬剤を擂り込んだ。さ
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図1 トランスグルタミナーゼによるグルタミン
酸残基とリシン残基との反応
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らに、塩漬の効果を高めるため真空包装し、5℃
の冷蔵庫で72時間かけて塩漬を行った。次に塩漬
したクジラ肉は、表1のとおり配合し、フードプ
ロセッサーを用いてカッティングしてソーセージ
パテとした。

3．3 ソーセージの製造方法
ソーセージパテは、ソーセージに加工するため、

羊腸を装着したスタッファー（腸詰め機）に入れ
充填した。充填した羊腸は、8㎝程度にひねり（結
紮という）、ソーセージの形状に調製した。調製
後、ソーセージはトランスグルタミナーゼの至適
温度である40℃で20分、30分および40分放置した
後、75℃に調整した温湯に20分入れ（中心温度68℃
以上）、殺菌と乳化肉のゲル化の促進を行った。

3．4 ソーセージの品質試験
ソーセージの品質試験は、放置中のソーセージ

パテの pH、水分率の変化、水分活性の変化およ
び食感の測定である。食感は、硬さと弾力性を測
定した。測定に使用した機器は、表2のとおりで
ある。

4．結果および考察
表3に、調製直後のソーセージパテの温度と

pHを示す。TGaseAおよび Bとも調製温度は、
12℃前後とやや高い値（10℃以下が理想的）を示
したが、乳化の状態は良好であった。次に pHを

みると両者とも6．4を示し、トランスグルタミナー
ゼの至適 pHである5．0～7．0の範囲3）にあること
を確認した。表4には、経時的にゲル化を促進さ
せたソーセージパテを加熱処理した後の水分率と
水分活性の値を示す。TGaseAおよびTGaseB と
も、水分率、水分活性において経時的な差はなく、
酵素剤の違いによる差もみられなかった。なお、
水分率および水分活性とも七訂食品成分表による
ポークソーセージの値と同程度3）であった。表5
には、加熱処理後のソーセージパテの食感のうち、
硬さと弾力性の値を示す。硬さでは、TGaseAお
よびTGaseB とも、時間の経過と共に硬くなる
ことがわかった。両者とも20分後に30Nを示し、
40分後には34Nとより硬くなることがわかった。
この効果は、ほぼ同程度であった。40℃、20分後

表2 品質試験に使用した機器
機器 条件

pH ㈱ HANNA、HI99161型 14±1℃
水分率 ㈱ kett、赤外線水分計、FD720型 90℃

水分活性 ㈱FREUND、水分活性測定装置、
EZ‐100型 24±2℃

食感
（硬さ、弾力性）

島津製作所、小型卓上試験機、
EZTestCE 型

咀しゃく試験
初荷重：0．1N
SPEED：50㎜／min
プランジャー：直径10mm円筒型

表4 加熱後のクジラ肉のソーセージパテの水分率
および水分活性
試料

測定項目
TGase*A TGase*B

20分 30分 40分 20分 30分 40分
水分率（％） 59．9 60．2 60．8 60．0 60．3 60．6
水分活性 0．85 0．83 0．87 0．87 0．87 0．88

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤

表1 クジラ肉のソーセージパテの配合（g）

クジラ肉 ・・・・ 150
豚背脂 ・・・・ 30
TGase＊ ・・・・ 0．45
クラッシュアイス ・・・・ 23
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調製温度と pH
試料

測定項目
TGase*A TGase*B

調製温度（℃） 12．2 11．8
pH 6．40 6．46

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤

表5 加熱後のクジラ肉のソーセージパテの食感
試料

測定項目
TGase*A TGase*B

20分 30分 40分 20分 30分 40分
硬さ（N） 30．2 31．5 34．8 31．5 30．7 34．2
弾力性 16．4 16．4 16．4 16．4 16．4 16．4

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤
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のデータを前報のそれと比較すると、最も効果が
あったTGaseAの2倍近い硬さを示しているこ
とがわかった。これは、配合と加熱方法が関係し
ていると考えられる。配合では、クジラ赤身肉に
対する背脂の割合を10％減らし赤身肉の割合を増
やしたこと、加熱方法では、蒸気による高温、短
時間処理にしたことなどが硬いゲル化を促進させ
たと考えている。クジラは、哺乳類であるが、肉
質は水産物の特性も持ち合わせている。そこで、
今回、かまぼこの製造工程を取り入れ、すり身の
坐りの原理と蒸しによる加熱の原理4）を取り入れ
たことが、トランスグルタミナーゼの効果を促進
させたとも考えている。また、弾力性は全ての試
料とも16．4を示したことから、TGaseAおよび B
とも、酵素の効果を高めるには40℃で20分程度、
放置する工程が必要であることがわかった。以上
の結果を踏まえ、クジラのソーセージを試作した。
図3には、試作したクジラのソーセージを示す。
官能検査の結果は、表6に示すとおりである。
TGaseAおよびTGaseB とも、40分も20分もほと
んど差はなかった。食感は、これまで試作してき

たクジラのソーセージより明らかに歯ごたえがあ
りトランスグルタミナーゼの効果をみることがで
きた。しかし、ポークソーセージと同様の食感に
は及ばなかった。香気や食味ではいずれも低い得
点を示しているが、これは著者らのクジラ肉に対
する嗜好によるものである。ポークソーセージの
食感を目指して試作してきたが、トランスグルタ
ミナーゼのクジラ肉への結着効果がみられたので、
次回は嗜好を考え、香辛料を加え、燻製処理も行
い、製品化を目指したいと考えている。

5．まとめ
前報の結果より、結着力の弱いクジラ肉に効果
があった2種類のトランスグルタミナーゼ製剤を
使用し、背脂の配合と40℃における酵素の作用時
間を変えて試作を行った。結果は下記のとおりで
ある。
⑴ ソーセージパテの調製温度と調製後のパテ
の pHは、トランスグルタミナーゼ活性に必
要な条件を満たしていた。
⑵ 40℃で放置したソーセージパテに対するト
ランスグルタミナーゼの効果がみられ、放置
時間が長いほど加熱後のゲルの硬さが増加し
た。
⑶ クジラ肉のソーセージパテに対するトラン
スグルタミナーゼの効果は、2種類の製剤と
も差はみられなかった。
⑷ クジラ肉のソーセージの官能検査では、
ポークソーセージの食感に比較すると歯ごた
えの点で弱さを感じたが、これまで試作した
中では最も良い食感であり、魚肉ソーセージ
程度の食感を示した。
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表6 クジラ肉のソーセージの官能検査（5点満点）
試料

測定項目
TGase*A TGase*B

20分 30分 40分 20分 30分 40分
形状 4 4 4 4 4 4
色 3 3 3 3 3 3
香気 2 2 2 2 2 2
歯触り 3 3 3 3 3 3
歯ごたえ 3 3 4 3 3 4
食味 3 3 3 3 3 3
総合（30） 16 16 17 16 16 17

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤

図3 クジラ肉のソーセージの外観
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