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1．はじめに
これまで、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実験1）2）を重ねてきたが、
製品化できるレベルのソーセージパテが調製でき
ていない。昨年度は、ソーセージパテの結着力を
高めるため、トランスグルタミナーゼ製剤（以下、
TGase と略す）を2種に絞り、ソーセージの加
工工程の見直しを行った。TGase の効果が発揮
できる条件として、ソーセージの加工工程に加熱
工程前の反応時間を設けた。これは、水産練り製
品の「坐り」といわれる工程であり、アクトミオ
シンの網状組織の構築を目的としたものである。
その結果、TGase の至適温度と反応時間を設け
ることにより、ソーセージパテの硬さが増すこと
がわかった。そこで今回は、反応時間（以下、坐
りと記載する）を延長し、ソーセージパテの状態
を物理的に測定したので報告する。

2．実験方法
2．1 試 料
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 にカットされた冷凍状態の製品であ
る。また、TGase は、前報2）において特に結着力
の効果が高かった酵素剤を使用した。このTGase
は、トランスグルタミナーゼの配合が多いのが特
徴である。

2．2 ソーセージパテの調製方法
冷凍クジラ肉は、5℃の冷蔵庫に12時間放置し

解凍した後、3㎝角に切り、2通りの前処理を行っ
た。1つは、前報2）と同様、ドリップを除き、重
量の3．7％の塩漬剤を擂り込んだ。もう一方は、
クジラ肉特有の臭みを抜くため、ドリップと血液
を除く操作として氷水に晒す操作を行った。水晒
しは60分行ったが、この操作を3回続け、ドリッ
プと血液を完全に除去した。水晒しした赤身肉は、
水をふき取り、重量の3．7％の塩漬剤を擂り込ん
だ。これらの塩漬肉は、塩漬の効果を高めるため
真空包装し、5℃の冷蔵庫で72時間放置した。次
に塩漬したクジラ肉は、表1に示した配合でソー
セージパテを調製した。ソーセージパテの調製は、
フードプロセッサーを用いてカッティングしたが、
塩漬肉とクラッシュアイスで60秒、TGase を配
合して60秒行った。ソーセージパテは、厚さ10㎜、
直径100mmの大きさに成型し、トランスグルタ
ミナーゼの至適温度である40℃で60分および90分
坐りの時間をとった後、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。

表1 ソーセージパテの配合（％）

クジラ肉 ・・・・・ 100
TGase＊ ・・・・・ 0．3
クラッシュアイス・・・・・ 15

TGase＊：トランスグルタミナーゼ製剤
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2．3 ソーセージパテの品質試験
ソーセージパテの品質試験として、pH、水分

率、水分活性を測定するとともに加熱後のゲル化
肉の水分率、水分活性、食感および断面の色の測
定を行った。なお、食感の測定は、硬さと弾力性
を、断面の色の測定は、国際照明委員会による L＊

a＊b＊表色系により表示した。測定に使用した機
器は、表2のとおりである。

3．結果および考察
表3には、ソーセージパテの調製温度と pHを
示した。調製温度は、水晒ししたクジラ肉（水晒
し有）も水晒ししていないクジラ肉（水晒し無）
も10℃程度を示し、ソーセージの乳化安定の条件
である10℃以下3）で調製できた。また、pHは両
者とも5．7程度であり、トランスグルタミナーゼ
の至適 pH（5．0～7．0）の範囲4）にあった。次に、

坐りの前のソーセージパテと加熱後のソーセージ
パテの水分率と水分活性の値を表4に示す。加熱
前のソーセージパテは、水晒し有の水分率が水晒
し無よりやや高い値を示したが、逆に水分活性は
水晒し無がわずかに高い値を示した。塩漬による
保水力は、わずかながら水晒し有が高い結果を示
した。次に、加熱後の測定結果をみると、水晒し
有、無とも坐りの時間が長いほど水分率が低下し
た。両者とも坐りの時間の長さによる水分活性の
差はみられなかったことから、保水力が高まって
いることがわかった。なお、水分率および水分活
性とも七訂食品成分表のポークソーセージの値5）

と同程度であった。表5には、加熱後のソーセー
ジパテの食感の測定値を示す。弾力性および脆さ
では、水晒し有、無ともほぼ同じ値であったが、
硬さでは水晒し無が有より明らかに高い値を示し、
トランスグルタミナーゼの効果を示した。また、

表2 品質試験に使用した機器
機器 条件

pH ㈱ HANNA、HI99161型 10℃
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 16±1℃

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

断面の色 ㈱コニカミノルタ、色彩色差計、
CR‐400型 L＊a＊b＊表色系

表3 ソーセージパテの調製温度および pH
試料

測定項目
水晒し 有 水晒し 無

調製温度（℃） 10．2 10．6
pH 5．60 5．73

表4 加熱前後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

水晒し 有 水晒し 無

加熱前
加熱後

加熱前
加熱後

60分 90分 60分 90分
水分率（％） 65．1 69．9 64．6 61．3 70．8 65．3
水分活性 0．87 0．89 0．89 0．89 0．90 0．92

表5 加熱後のソーセージパテの食感
試料

測定項目
水晒し 有 水晒し 無

60分 90分 60分 90分
硬さ（Ｎ） 46．6 47．3 77．9 80．5
弾力性 16．4 16．4 16．2 16．4
脆さ 6．2 6．1 5．9 6．2

表6 クジラ肉の塩漬肉および加熱後のソーセージ
パテの色
試料

測定項目

水晒し 有 水晒し 無

塩漬肉
加熱後

塩漬肉
加熱後

60分 90分 60分 90分
L＊ 24．9 50．2 52．6 30．3 43．0 44．3
a＊ 11．3 17．8 15．6 2．8 16．7 16．4
b＊ 3．7 8．1 6．8 0．5 6．3 6．1
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坐りの時間では、両者とも長いほど高い値を示し
たが、水晒し無がより硬くなることがわかった。
最後に、表6に塩漬後のクジラ肉と加熱後のソー
セージパテの断面の色の測定値を示す。塩漬後の
水晒し有は、無より L＊が低く、明るい色を示し
た。さらに、水晒し有の a＊と b＊は水晒し無より
かなり高い値を示し、赤色が強く、色調が濃くなっ
ていることがわかった。次に、加熱後のソーセー
ジパテの色の変化をみると、水晒し有、無とも、
L＊、a＊、b＊の値が高くなり、加熱による発色が
みられた。すなわち、L＊は高い値を示し、明る
さが減少し濃い色調となったが、a＊および b＊の
値が高くなり、赤色が強くなり、色調も濃くなっ
た。これらから、発色剤として添加した亜硝酸塩
の効果6）がみられた。さらに、坐りの時間による
色の変化をみると、水晒し有、無とも時間が長い
ほど L＊が高くなり、a＊と b＊が低い値を示し、発
色の程度が低下しているのではないかと考えられ
た。クジラのソーセージパテの品質を、水晒しの
有無と坐りの時間から考察すると、坐りの時間は
60分程度が適当であり、クジラ肉特有の臭みを除
くために水晒しをしたクジラ肉の使用が望ましい
ことがわかった。今後、ソーセージに加工し、品
質に関する検討を重ねたい。

4．まとめ
前報では、クジラの赤身肉を原料としたソー

セージパテのゲル化に用いたトランスグルタミ
ナーゼの至適温度と反応時間について実験し、ゲ
ルの強度を高める要素として50分以上の反応時間
を必要とすることがわかった。今回、60分と90分
に反応時間を延長した際のトランスグルタミナー
ゼの効果をみるとともに、クジラ肉特有の臭みを
除去するため水晒しの工程を加えたソーセージパ
テも調製し実験を行った。結果は、下記のとおり
である。
⑴水晒ししたクジラ肉と水晒ししていないクジラ
肉で調製したソーセージパテの pHは、トラン
スグルタミナーゼの活性に適した値であった。

⑵加熱後のソーセージパテの水分率は、水晒しし
たクジラ肉もしていないクジラ肉とも、トラン

スグルタミナーゼの反応時間が長いほど低下し
たが、水分活性は変化なかった。
⑶加熱後のソーセージパテの硬さは、水晒しして
いないクジラ肉がしているクジラ肉よりかなり
高い値であった。また、両者とも反応時間が長
いほど硬くなった。
⑷加熱後のソーセージパテの色は、水晒ししたク
ジラ肉がしていないクジラ肉より赤く発色した。
⑸加熱後のソーセージパテの風味は、水晒したク
ジラ肉が水晒していないクジラ肉より臭みが薄
く、嗜好的に優れていた。
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