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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

セージの製造について検討1）～3）してきたが、豚肉
のような食感と風味が得られていない。平成27年
度より、結着剤の作用がある酵素のトランスグル
タミナーゼ（以下、TGase と略す）を用い、ク
ジラ肉のソーセージパテの物理的性状に及ぼす条
件について実験した結果、昨年度の実験結果より、
弾力性を高める条件の一部がわかってきた。しか
し、クジラ肉特有の臭いが強く、製品化できる状
態にない。そこで、今年度は、風味の改善と弾力
性の向上を目的に、クジラ肉のドリップを完全に
除去するとともに、弾力補強剤としてデンプンお
よび卵白を配合し、TGase の効果について検討
したので報告する。

2．実験方法
2．1 試 料

原料のクジラの赤身肉は、これまでと同様、南
氷洋で調査捕鯨により捕獲されたミンククジラの
背部普通肉である。

2．2 ソーセージの製造方法
2．2．1 水晒し

前報3）の水晒しの条件（5℃、60分）では、食
感は改善されたものの、臭いが残り、官能的に好
ましいソーセージパテはできなかった。そこで、

水晒しに関する文献調査をしたところ、鮮度の良
いエソ肉の場合、十分な水晒しを行うことで、ト
リメチルアミン‐N‐オキサイドが除去され、練
り製品の破断強度が向上する4）という報告があっ
た。クジラ赤身肉における効果をみるため、臭い
を十分に除去する水晒しを行った。クジラ赤身肉
は、冷凍されているため、10℃の流水解凍を行い、
トリメチルアミン‐N‐オキサイドを含むドリッ
プの流出を促進させるため、クジラ赤身肉をミー
トチョッパーにかけ、10倍量の氷水で3分間撹拌
する水晒しを4回行い、さらし綿袋に入れ軽く脱
水した。

2．2．2 ソーセージパテの製造
水晒したクジラ赤身肉は、重量の3．7％の塩漬

剤を擂り込み、プラスチック製の袋に入れ、真空
包装を行った。包装後の塩漬肉は、5℃の冷蔵庫
で3日間かけて熟成させた。なお、今回製造した
ソーセージパテは、これまでの実験で配合した豚
の背脂は加えていない。塩漬3日後のクジラ赤身
肉は、フードプロセッサーに入れ、TGase、デン
プン（片栗粉）、卵白および氷を加えて60秒カッ

表1 ソーセージパテの配合（％）

クジラ肉 ・・・・・ 100
TGase ・・・・・ 0．3
デンプン ・・・・・ 1．0
卵白 ・・・・・ 1．3
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ティングし乳化肉を調製した。調製後の乳化肉は、
高さ2㎝、縦横3㎝に成型しプラスチックフィル
ムで包装後、10℃に調整したインキュべーターに
入れ48時間放置（以下、坐りと略す）した。なお、
ソーセージパテの配合は、表1に示すとおりであ
る。坐り後のソーセージパテは、75℃に調整した
温湯に30分入れ、中心温度が68℃を超えたところ
で急冷し乾燥後、実験試料とした。なお、ソーセー
ジパテの製造工程は、図1に示した。

2．3 品質試験
品質試験は、前報3）と同様、水分率、水分活性、

断面の色の他、食感の測定も行った。なお、食感
の測定は、島津製作所製のテクスチャーアナライ
ザー（EZTestCE 型）を用いて行い、プランジャー
は直径1㎝×高さ2㎝の円筒形を使用した。また、
色の測定は、コニカミノルタ製の測色色差計（CR
‐400型）を用い L＊a＊b＊表色系により色度を求め
た。

3．結果および考察
表2には、塩漬前後のクジラ赤身肉の色度を示

した。L＊は塩漬前後とも変化はなかったが、塩
漬後の a＊と b＊は、明らかに高い値を示し、赤色
が強く色の濃さも強くなり、亜硝酸塩による発色

が進んでいることがわかった。次に、ソーセージ
パテに調製したクジラ赤身肉の pH は5．66を示し、
TGase の至適 pH5）にあることがわかった。表3
には、坐り直後とそれを加熱した後のソーセージ
パテの物性を示す。加熱後のソーセージパテは、
硬さが増し坐りの効果がみられた。前報3）では、
坐りを40℃、60および90分の高温で行った結果、
硬さが今回の低温での坐りに比較し、明らかに高
い値を示した。今回の実験では、クジラ赤身肉特
有のにおいを除去し、さらに硬さが増すことを目
的としたので、それは達成できたと考えている。
食感を含む官能的なおいしさについても、クジラ
赤身肉を原料としたソーセージパテとして通用す
るのではないかと思われた。最後に、加熱後のソー
セージパテの断面の色を表4に示す。加熱後の
ソーセージパテの a＊および b＊は、変わらなかっ
たが、L＊が上がり明るさが増していることがわ
かった。これらの結果より、クジラ赤身肉特有の

表3 ソーセージパテの物理定性状

坐り（10℃、48時間） 加熱後

硬さ（N） 18．3 33．9

脆さ 6．2 6．2

弾力性 16．3 16．4

表2 塩漬前後のクジラ赤身肉の色度

塩漬前 塩漬後

L＊ 33．4 33．6

a＊ 6．8 14．3

b＊ 2．7 5．4

表4 加熱前後のソーセージパテの色

加熱前 加熱後

L＊ 59．9 61．4

a＊ 12．4 12．3

b＊ 8．0 7．4

図1 クジラの赤身肉を原料としたソーセージパテの製造工程
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においを除く水晒しは、解凍時のドリップが完全
になくなるまで実施しても、トランスグルタミ
ナーゼと坐りの効果により、硬く弾力性のある
ソーセージパテができることがわかった。また、
弾力補強剤として配合したデンプンと卵白の効果
は、配合していないソーセージパテを調製してい
ないので不明である。今回は、低温坐りを条件と
したが、魚肉の場合、坐りの温度と時間は、魚種
により違い6）があることがわかっており、高温坐
り、低温坐りにより効果が異なる魚種がある。一
般的に、長時間の坐りは、生産性、経済性、衛生
上の観点から好ましいとはいえないので、高温坐
りを含め、クジラ赤身肉に適した条件作りを検討
したい。

4．まとめ
これまで、クジラ赤身肉を原料としたソーセー

ジパテの実験をしてきた。前報3）では、クジラ赤
身肉の臭みの除去と硬さを強くする目的で、水晒
しと坐りの工程を加えたところ、坐りの効果は
あったものの、臭みが残り官能的に好ましいソー
セージパテとはいえなかった。そこで、今回、水
晒しの見直しを行い、完全に臭みを除去し、低温
で坐りを行った。
⑴解凍後のクジラ赤身肉をチョッパーにかけ、水

晒しした結果、ほぼ完全に臭みを除去できた。
⑵ソーセージパテの製造は、10℃以下で行った結

果、粘ちょう性のあるペーストができた。
⑶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。
⑷坐り直後と加熱後の物理的性状は、脆さと弾力

性は変わらないものの、硬さは加熱後に高く
なった。

⑸加熱後のソーセージパテの断面の色は、明るさ
が増し亜硝酸塩による発色がみられた。

⑹加熱後のソーセージパテの風味は、クジラ赤身
肉特有の臭いがなく、官能的に好ましい状態で
あった。
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