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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞内容物が除去された酵母細胞を有効成分として含有し、
　前記酵母細胞が、前記細胞内容物が除去された後、酵素及び乳化剤で処理された酵母細
胞である、畜肉又は魚介類用マスキング剤。
【請求項２】
　請求項１に記載の畜肉又は魚介類用マスキング剤と塩基性化合物とを含有する、畜肉又
は魚介類用マスキング組成物。
【請求項３】
　畜肉又は魚介類に細胞内容物が除去された酵母細胞を添加する添加工程を備え、
　前記酵母細胞が、前記細胞内容物が除去された後、酵素及び乳化剤で処理された酵母細
胞であり、
　畜肉又は魚介類１００質量部あたりの、前記酵母細胞の添加量が、０．１質量部以上５
．０質量部未満である、畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、畜肉又は魚介類用マスキング剤、前記畜肉又は魚介類用マスキング剤を含む
畜肉又は魚介類用マスキング組成物、前記畜肉又は魚介類用マスキング剤を用いた畜肉又
は魚介類の不快臭のマスキング方法、及び前記畜肉又は魚介類用マスキング剤を含有する
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畜肉又は魚介類の加工食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酵母から呈味成分や栄養成分を抽出して得られる酵母エキスは、安全で高品質な天然調
味料、各種微生物培養用の栄養源、土壌改良用有効微生物の栄養源等として、広く使われ
ている。そして、酵母から特定成分を高濃度で含有する酵母エキスを抽出しようとすれば
するほど、有用成分が残存した酵母エキス残渣が多量に発生する。酵母エキス残渣は、ほ
とんど完全な酵母細胞により構成されている。また、このような酵母細胞はビール等の酒
類の製造の際にも発生する。
【０００３】
　ところが、酵母細胞には異味及び異臭があるため、利用分野が限られており、一部が栄
養食品や肥料等として利用されている以外は廃棄されている。そこで、酵母細胞を有効利
用する検討がなされている。
【０００４】
　本発明者らは、これまでに、酵母細胞の異味及び異臭等の風味を改善する方法を開発し
た。さらに、当該改善方法で得られた酵母細胞を用いた食品品質改良剤を開発した（例え
ば、特許文献１参照）。具体的には、酵母細胞をプロテアーゼ及び／又はセルラーゼで処
理することで、その風味を改善する方法である。また、当該改善方法により得られた酵母
細胞を含有する食品品質改良剤を食品に添加することで、食品の保水性や保油性を向上さ
せることができる。
【０００５】
　また、特許文献２には、酵母細胞を有効成分として含有する消臭剤が開示されている。
この消臭剤は、飲食品、飼料、及び各種廃棄物等の広い範囲の消臭に使用することができ
ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１６／０８０４９０号
【特許文献２】特開２００５－３２５０６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２に記載の消臭剤は、幅広い対象物に適用可能であるとされている。しかしな
がら、実施例において、具体的に検証されているのは、口臭、排泄物及び腸内腐敗物に対
する消臭効果のみであり、具体的な食品の臭いに対する消臭効果は検討されていない。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、酵母細胞の新たな用途を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、酵母細胞を添加すること
で、畜肉及び魚介類の不快臭を効果的にマスキングできることを見出し、本発明を完成す
るに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、以下の態様を含む。
　本発明の第１態様に係る畜肉又は魚介類用マスキング剤は、細胞内容物が除去された酵
母細胞を有効成分として含有し、前記酵母細胞が、前記細胞内容物が除去された後、酵素
及び乳化剤で処理された酵母細胞である。
【００１１】
　本発明の第２態様に係る畜肉又は魚介類用マスキング組成物は、上記第１態様に係る畜
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肉又は魚介類用マスキング剤と塩基性化合物とを含有する。
【００１２】
　本発明の第３態様に係る畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方法は、畜肉又は魚介類
に細胞内容物が除去された酵母細胞を添加する添加工程を備え、前記酵母細胞が、前記細
胞内容物が除去された後、酵素及び乳化剤で処理された酵母細胞であり、畜肉又は魚介類
１００質量部あたりの、前記酵母細胞の添加量が、０．１質量部以上５．０質量部未満で
ある方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　上記態様によれば、酵母細胞の新たな用途を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
≪畜肉又は魚介類用マスキング剤≫
　本発明の一実施形態に係る畜肉又は魚介類用マスキング剤は、細胞内容物が除去された
酵母細胞を有効成分として含有する。
【００１６】
　実施例において後述するように、本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤によれば
、畜肉及び魚介類の不快臭を効果的にマスキングできる。
【００１７】
　なお、一般に、「畜肉」とは、主に家畜の肉を意味するが、本明細書では、獣肉、家禽
肉、野鳥肉及びその他の動物の肉、並びにそれら動物の臓物も包含する。畜肉として具体
的には、例えば、牛、豚、馬、羊、山羊等の家畜の肉；猪、鹿、熊等の獣の肉；鶏、七面
鳥、ウズラ、アヒル、合鴨等の家禽の肉；鴨、キジ、スズメ、ツグミ、鳩等の野鳥の肉；
兎、カエル、スッポン、クジラ等のその他の動物の肉等が挙げられ、これらに限定されな
い。中でも、畜肉としては、日本において摂取量の多いことから、牛肉、豚肉又は鶏肉で
あることが好ましい。
【００１８】
　また、一般に、「魚介類」とは、水産動物の総称であるが、本明細書では、海で捕獲さ
れる魚としての海産物、湖沼産や河川産で捕獲される淡水産物、海藻、甲殻類等を包含す
る。魚介類として具体的には、例えば、アユ、コイ、マス、サケ、スケトウダラ、ホキ、
タイ、マグロ、カジキ、イワシ、サバ、アジ、サンマ、ハモ、タチウオ、フナ等の魚類；
ヤツメウナギ等の無顎類；アワビ、サザエ、フジツボ、カキ、ホタテガイ等の貝類；タコ
、イカ等の頭足類；エビ、カニ等の甲殻類；ウニ、ナマコ等の棘皮動物等が挙げられ、こ
れらに限定されない。
【００１９】
　また、本明細書において、「畜肉及び魚介類の不快臭」とは、畜肉及び魚介類由来の不
快な臭いを意味する。畜肉及び魚介類の不快臭として具体的には、以下に示すとおりであ
る。
　畜肉原料全般における不快臭：例えば、畜肉の脂質が酸化されて過酸化脂質となること
を主な原因とする酸化臭等
　牛肉原料由来の不快臭：例えば、アルデヒド、テルペン類（例えば、ヘキサナール、フ
ィトール等）を主な原因物質とする牧草臭、アルデヒド類（例えば、メチオナール等）を
主な原因物質とする牛肉臭等
　豚肉原料由来の不快臭：例えば、アルデヒド類（例えば、２－ノネナール等）を主な原
因物質とする脂肪臭、脂肪酸類（例えば、３－メチルブタン酸等）を主な原因物質とする
豚肉臭等
　鶏肉原料由来の不快臭：例えば、アルデヒド類（例えば、２－ノネナール等）を主な原
因物質とする脂肪臭、ピリジン類（例えば、２－ペンチルピリジン等）を主な原因物質と
する鶏肉臭等
　羊肉原料由来の不快臭：例えば、アルデヒド類（例えば、ヘキサナール等）を主な原因
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物質とする牧草臭、脂肪酸類（例えば、４－メチルオクタン酸等）を主な原因物質とする
マトン臭等
　動物の臓物原料由来の不快臭：例えば、アルデヒド類（例えば、２，４－ヘプタジエナ
ール等）を主な原因物質とするレバー臭等
　魚介類原料全般における不快臭：例えば、トリメチルアミンを主な原因物質とする生臭
さ、魚の脂質が酸化されて生じる過酸化脂質を主な原因物質とする酸化臭等。
【００２０】
　従来では、上述の畜肉及び魚介類の不快臭のうち、酸化臭及び一部の畜肉原料由来の臭
いを、クエン酸等を用いて酸性とすることや、アルコールを用いて不快な臭いを揮発させ
ることにより抑制した。しかしながら、これらの方法では、酸味やアルコールの味が残り
、畜肉及び魚介類の風味を損なう場合があった。
　これに対し、実施例において後述するように、本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキン
グ剤は、畜肉又は魚介類の風味を損なわずに、これらの不快臭を低減することができる。
【００２１】
　なお、本明細書において、「畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング」とは、におい物質
を除去したり、変化させたりせず、畜肉及び魚介類の不快臭より強い別の良好な香りを上
乗せする、不快臭に異なる臭い物質を合わせることで良好な香りとする、又は、不快臭を
酵母細胞で包み込む等により、不快な臭いを感じにくくさせることを意味する。
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤は、畜肉及び魚介類の不快臭より強い酵母
細胞由来の良好な香りを上乗せする、畜肉及び魚介類の不快臭に酵母細胞由来の臭い物質
を合わせて良好な香りとする、又は、不快臭を酵母細胞で包み込む等により、畜肉及び魚
介類の不快臭を感じにくくさせることができる。
【００２２】
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤において、「有効成分として含有する」と
は、酵母細胞を畜肉及び魚介類の不快臭をマスキングする効果が奏される程度に含有して
いればよく、例えば、畜肉又は魚介類用マスキング剤を基準とした乾燥重量で、例えば１
０質量％以上、例えば１３質量％以上、例えば１５質量％以上、例えば１７質量％以上含
有することを意味する。
【００２３】
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤において、食品に対する酵母細胞の添加量
は、酵母細胞自体の臭いを感じられない程度の量を添加すればよく、特に限定されない。
食品に対する酵母細胞の添加量として具体的には、例えば、食品１００質量部あたり、酵
母細胞を０．１質量部以上５．０質量部未満、好ましくは０．２質量部以上３．５質量部
以下、より好ましくは０．５質量部以上３．０質量部以下、さらに好ましくは１．０質量
部以上２．０質量部以下添加するように用いればよい。
　実施例において後述するように、酵母細胞の添加量が上記範囲内であることにより、効
果的に不快臭をマスキングすることができる。
　以下に、本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤の構成成分について、詳細を説明
する。
【００２４】
＜酵母細胞＞
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤において、酵母細胞としては、酵母の内容
物を除去した後（酵母エキスを抽出した後）の酵母細胞（酵母細胞の細胞壁、細胞膜等の
酵母の骨格部分）を用いることができる。したがって、従来廃棄されていた、酵母エキス
を抽出した後の酵母細胞を有効利用することができる。
【００２５】
　酵母エキスの抽出方法は特に限定されず、例えば、熱水処理法、自己消化法、酵素分解
法等の抽出方法が挙げられる。
【００２６】
　また、本実施形態において用いられる酵母細胞は、酵母エキスを抽出した後の酵母細胞
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そのものであってもよいし、酵母エキスを抽出した後の酵母細胞に風味改善処理を行った
ものであってもよい。風味改善処理は、酵母細胞が有する異味（例えば、苦み、渋み、え
ぐ味等）又は異臭を低減する処理であり、詳細については後述する。風味改善処理を行っ
ていない酵母細胞は、異味又は異臭を有しているが、これが問題とならない食品や、これ
が問題とならない程度の添加量の範囲において、畜肉又は魚介類用マスキング剤として利
用することができる。
【００２７】
　酵母細胞としては、例えば、トルラ酵母、パン酵母、ビール酵母、清酒酵母等の細胞が
挙げられる。また、酵母細胞は、圧搾酵母、乾燥酵母、活性乾燥酵母、死滅酵母、殺菌乾
燥酵母等の種々の形態であってもよい。また、酵母細胞は、酵母細胞（菌体）と実質的に
同じ組成からなる酵母細胞由来物（例えば、酵母細胞の破砕物、粉末）であってもよい。
【００２８】
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤に用いられる酵母細胞は、乾燥酵母菌体、
酵母脱水物、菌体懸濁液等の種々の形態であり得る。保存性、安定性、運搬及び保管、並
びに、取り扱い等の観点からは、殺菌乾燥酵母であることが好ましい。
【００２９】
　酵母は、例えば、サッカロミセス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）属に属する酵母やキ
ャンディダ（Ｃａｎｄｉｄａ）属に属する酵母であってよく、特に限定されるものではな
い。例えば、食経験が豊富である観点から、サッカロミセス・セレビジエ（Ｓａｃｃｈａ
ｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）等であってもよく、研究等で知見が多い観点か
ら、キャンディダア・ユーティリス（Ｃａｎｄｉｄａ　ｕｔｉｌｉｓ）等であってもよい
。
【００３０】
（風味改善処理）
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤に用いられる酵母細胞は、風味改善処理が
行われたものであってもよい。風味改善処理としては、例えば、プロテアーゼ処理、セル
ラーゼ処理、ヘミセルラーゼ処理等の酵素処理が挙げられる。
【００３１】
　前記プロテアーゼとしては、例えば、セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、
アスパラギン酸プロテアーゼ、金属プロテアーゼ等が挙げられ、例えば、微生物由来のプ
ロテアーゼ、植物由来のパパイン、ブロメライン等、動物由来のトリプシン、ペプシン、
カテプシン等が挙げられる。
【００３２】
　前記セルラーゼ及びヘミセルラーゼとしては、セルロース又はヘミセルロース等を単糖
又はオリゴ糖に分解するものであれば特に限定されず、例えば、トリコデルマ・リーゼ（
Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）、トリコデルマ・ビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒ
ｍａ　ｖｉｒｉｄｅ）等のトリコデルマ属菌；アスペルギルス・アクレアタス（Ａｓｐｅ
ｒｇｉｌｌｕｓ　ａｃｌｅａｔｕｓ）、アスペルギルス・ニガー（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕ
ｓ　ｎｉｇｅｒ）等のアスペルギルス属菌；クロストリジウム・サーモセラム（Ｃｌｏｓ
ｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏｃｅｌｌｕｍ）、クロストリジウム・ジョスイ（Ｃｌｏｓ
ｔｒｉｄｉｕｍ　ｊｏｓｕｉ）等のクロストリジウム属菌；セルロモナス・フィミ（Ｃｅ
ｌｌｕｌｏｍｏｎａｓ　ｆｉｍｉ）等のセルロモナス属菌；アクレモニウム・セルロリテ
ィクス（Ａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ　ｃｅｌｌｕｌｏｒｉｔｉｃｕｓ）等のアクレモニウム属
菌；イルペックス・ラクテウス（Ｉｒｐｅｘ　ｌａｃｔｅｕｓ）等のイルペックス属菌；
フミコーラ・インソレンス（Ｈｕｍｉｃｏｌａ　ｉｎｓｏｌｅｎｓ）等のフミコーラ属菌
；パイロコッカス・ホリコシ（Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ）等のパイ
ロコッカス属菌等の微生物由来のセルラーゼ及びヘミセルラーゼが挙げられる。
　風味改善処理において、上述した、プロテアーゼ、セルラーゼ又はヘミセルラーゼを反
応させる工程の前若しくは後の酵母細胞に、乳化剤を添加する工程を更に行ってもよい。
乳化剤で酵母細胞を処理することにより、例えば、苦み、渋み、えぐ味等の異味をさらに
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低減させることができる。
【００３３】
　前記乳化剤としては、グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピ
レングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、レシチン、サポニン等が挙げら
れる。また、乳化剤は、１種を単独で、又は２種以上を混合して酵母細胞に添加してもよ
い。
【００３４】
　なお、酵母細胞に含まれる化学物質は非常に多岐にわたるため、これらの異味又は異臭
の原因物質を特定することは困難である。また、原因物質を特定することが困難であるた
め、これらの原因物質の含有量により、酵素又は乳化剤で処理された酵母細胞であるか否
かを特定することも困難である。
【００３５】
　中でも、本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤に用いられる酵母細胞は、酵素又
は乳化剤で処理された酵母細胞であることが好ましく、酵素及び乳化剤で処理された酵母
細胞であることがより好ましい。
【００３６】
≪畜肉又は魚介類用マスキング組成物≫
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング組成物は、上述の畜肉又は魚介類用マスキン
グ剤と塩基性化合物とを含有する。
【００３７】
　実施例において後述するように、上述の畜肉又は魚介類用マスキング剤と塩基性化合物
とを含有することにより、特に、サケ、マス等の赤色色素を含む魚及びエビ等の赤色色素
（アスタキサンチン等）を含む甲殻類においてその色合いを鮮明にする効果が増大する。
【００３８】
＜塩基性化合物＞
　塩基性化合物としては、食品に添加することが認められている化合物が挙げられ、より
具体的には、例えば、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化ナト
リウム、水酸化カリウム、リン酸二ナトリウム、リン酸三ナトリウム、ピロリン酸ナトリ
ウム、ポリリン酸ナトリウム、炭酸アンモニウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、
水酸化マグネシウム等が挙げられる。
【００３９】
＜食品添加物＞
　また、本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング組成物は、さらに、本実施形態の効果
を損なわない範囲において他の食品添加物を添加することもできる。
【００４０】
≪畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方法≫
　本発明の一実施形態に係る畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方法は、畜肉又は魚介
類に細胞内容物が除去された酵母細胞を添加する添加工程を備える方法である。
【００４１】
　実施例において後述するように、本実施形態の畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方
法によれば、畜肉及び魚介類の不快臭を効果的にマスキングすることができる。
　以下に、本実施形態の畜肉及び魚介類の不快臭のマスキング方法の工程について、詳細
を説明する。
【００４２】
＜添加工程＞
　添加工程としては、例えば、畜肉又は魚介類に前記酵母細胞を含む溶液を浸漬する浸漬
工程や、畜肉又は魚介類を挽き、前記酵母細胞を直接混合させる混合工程等が挙げられる
。
　前記浸漬工程である場合、まず、細胞内容物が除去された酵母細胞を含む溶液を調製す
る。
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　酵母細胞としては、上述の畜肉又は魚介類用マスキング剤にて例示されたものと同様の
ものが挙げられる。中でも、本実施形態の畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方法に用
いられる酵母細胞は、酵素又は乳化剤で処理された酵母細胞であることが好ましく、酵素
及び乳化剤で処理された酵母細胞であることがより好ましい。
【００４３】
　また、本実施形態の畜肉又は魚介類の不快臭のマスキング方法において、食品に対する
酵母細胞の添加量は、酵母細胞自体の臭いを感じられない程度の量を添加すればよく、特
に限定されない。食品に対する酵母細胞の添加量として具体的には、例えば、食品１００
質量部あたり、酵母細胞を０．１質量部以上５．０質量部未満、好ましくは０．２質量部
以上３．５質量部以下、より好ましくは０．５質量部以上３．０質量部以下、さらに好ま
しくは１．０質量部以上２．０質量部以下添加するように用いればよい。
　実施例において後述するように、酵母細胞の添加量が上記範囲内であることにより、効
果的に不快臭をマスキングすることができる。
【００４４】
　また、前記溶液は、食品に添加することが認められている調味料及び添加物を含有して
いてもよい。前記調味料及び添加物としては、上述の畜肉又は魚介類用マスキング剤にて
例示されたものと同様のものが挙げられる。
【００４５】
　また、前記溶液のｐＨは、浸漬された食品の風味が損なわれず、人体に影響のない範囲
であればよく、例えば７．０以上１１．０以下であればよい。また、サケ等の鮮やかな色
味が求められる魚を浸漬する場合には、溶液のｐＨは例えば８．５以上９．０以下程度で
あればよい。
【００４６】
　次いで、調製された溶液に畜肉又は魚介類を浸漬する。
　浸漬する温度としては、畜肉及び魚介類が傷まない温度であればよく、例えば０℃以上
１０℃以下であればよく、例えば０℃以上４℃以下であればよい。具体的には、後述の実
施例に示すとおり、調製された溶液に畜肉又は魚介類が浸漬された状態で、冷蔵庫等の低
温保管庫に貯蔵すればよい。
【００４７】
　また、浸漬する時間としては、浸漬する畜肉又は魚介類の大きさや種類等に応じて適宜
調整すればよく、例えば１時間以上２４時間以下であればよく、例えば１０時間以上２０
時間以下であればよい。
【００４８】
　前記溶液に浸漬後の畜肉及び魚介類は、食材に適した調理法（例えば、スチームコンベ
クションやオーブン等を用いた焼成法、ボイル、電子レンジによる加熱等）を適宜選択し
て調理すればよい。
【００４９】
≪畜肉又は魚介類の加工食品≫
　本発明の一実施形態に係る畜肉又は魚介類の加工食品は、上述の畜肉又は魚介類用マス
キング剤を含む。
【００５０】
　本実施形態の畜肉又は魚介類の加工食品は、予め食品中に上述の畜肉又は魚介類用マス
キング剤を含むことで、畜肉及び魚介類の不快臭が効果的にマスキングされている。
【００５１】
　畜肉又は魚介類用マスキング剤の構成成分及び加工食品における含有量については、上
述の畜肉及び魚介類用マスキング剤に記載したものと同様である。
【００５２】
　本実施形態において、畜肉又は魚介類の加工食品としては、焼き物、揚げ物、煮物、蒸
物、レトルト、燻製等が挙げられる。
　畜肉の加工食品として具体的には、例えば、焼肉、焼き豚、焼き鳥、ステーキ、ロース
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メンチカツ、豚の角煮、牛丼の具、親子丼の具、シュウマイの具、餃子の具、肉まんの具
、ハム、ソーセージ、コンビーフ、畜肉の佃煮、乾燥肉、レバーパテ、モツ煮込み、畜肉
をベースにしたスープ等の畜肉の加工品が挙げられ、これらに限定されない。
　魚介類の加工食品として具体的には、例えば、焼き魚、から揚げ、魚フライ、煮魚、か
まぼこ、つみれ、ちくわ、はんぺん、魚肉ソーセージ、干物、燻製、塩辛、魚介類の佃煮
、魚介類をベースにしたスープ等の魚介類の加工食品等が挙げられ、これらに限定されな
い。
【実施例】
【００５３】
　以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【００５４】
［使用材料（畜肉又は魚介類用マスキング剤）］
　畜肉又は魚介類用マスキング剤として、酵母細胞１（商品名「モイステックスＳＴＤ」
、富士食品工業株式会社製）、酵母細胞２（商品名「ＤＹＰ－ＳＹ－０２」、富士食品工
業株式会社製）及び酵母細胞含有製剤（商品名「魚用ミートテンダライザー」、富士食品
工業株式会社製）を用いた。
　なお、「モイステックスＳＴＤ」は、パン酵母から酵母エキスを抽出した後の酵母細胞
をプロテアーゼ及び乳化剤で処理し、さらに加工処理したものである。
　また、「ＤＹＰ－ＳＹ－０２」は、パン酵母から酵母エキスを抽出した後、酵素処理等
を行わずにそのまま乾燥させた酵母細胞である。
　また、「魚用ミートテンダライザー」は、炭酸水素ナトリウム６６．４部、上記「モイ
ステックスＳＴＤ」１７質量部、酵母エキス１１．６質量部、及び炭酸ナトリウム５質量
部を混合したものである。
　さらに、対照として、「モイステックスＳＴＤ」の製造時に、パン酵母から酵母エキス
を抽出後に、酵母細胞を洗浄した際に排出される洗浄液（以下、単に「洗浄液」と称する
場合がある。）を用いた。
【００５５】
［試験例１］焼成されたアジ及びサバの切り身における不快臭のマスキング効果確認試験
（１）アジ及びサバの切り身の調理
　アジ及びサバの骨取り原料を解凍し、以下の表１に示す配合で酵母細胞を含む溶液に、
冷蔵庫内にて１８時間浸漬した。
　次いで、液切りし、急速凍結して、半凍結の状態で約６０ｇ（アジは３等分、サバは２
等分）の大きさにカットした。
　次いで、完全凍結して、その状態のまま焼成した。焼成条件は、スチームコンベクショ
ンを用いて、温度２５０℃、時間１０分、食材の芯温が約８０℃となるように設定した。
【００５６】
（２）官能評価
　焼成されたアジ、サバについて、臭いを以下の評価基準に従い、官能評価した。結果を
表１に示す。
＜不快臭の評価基準＞
　○：不快臭がない。
　×：不快臭がある。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
　表１から、酵母細胞１及び酵母細胞含有製剤を用いることで、アジ及びサバの不快臭が
抑制されており、特に生臭さが抑制されることが確かめられた。
　また、試験区２、３、５及び６の酵母細胞１及び酵母細胞含有製剤を用いたアジ及びサ
バは、柔らかくしっとりした食感であった。
【００５９】
［試験例２］ボイルされたサバの切り身における不快臭のマスキング効果確認試験１
（１）サバの切り身の調理
　サバの骨取り原料を解凍し、半解凍の状態で約６０ｇ（２等分）の大きさにカットした
。次いで、以下の表２に示す配合で酵母細胞を含む溶液に、冷蔵庫内にて一晩浸漬した。
次いで、液切りし、真空包装した。次いで、真空包装されたサバを沸騰したお湯に入れて
、湯せんで１０分間ボイルした。
【００６０】
（２）官能評価
　ボイルされたサバについて、臭いを以下の評価基準に従い、官能評価した。結果を表２
に示す。
＜臭いの評価基準＞
　○：不快臭がない。
　×：不快臭がある。
【００６１】

【表２】

【００６２】
　表２から、酵母細胞１を用いることで、サバの不快臭が抑制されることが確かめられた
。一方、洗浄液を用いても、サバの不快臭は抑制されなかった。
【００６３】
［試験例３］ボイルされたサバの切り身における不快臭のマスキング効果確認試験２
（１）サバの切り身の調理
　サバの骨取り原料を解凍し、半解凍の状態で約６０ｇ（２等分）の大きさにカットした
。次いで、以下の表３に示す配合で酵母細胞を含む溶液に、冷蔵庫内にて一晩浸漬した。
次いで、液切りし、真空包装した。次いで、真空包装されたサバを沸騰したお湯に入れて
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、湯せんで１０分間ボイルした。
【００６４】
（２）官能評価
　訓練されたパネラー３人にて、ボイルされた直後のサバの臭いを評価した。なお、臭い
の評価として、不快臭のうち、特に酸化臭を以下の評価基準に従い、官能評価した。結果
を表３に示す。なお、酸化臭とは、魚に含まれる金属イオンにより脂質の酸化が促進され
て過酸化脂質となり、この過酸化が分解することで発生する臭いである。
＜臭いの評価基準＞
　○：酸化臭がない。
　×：酸化臭がある。
【００６５】
【表３】

【００６６】
　表３から、酵母細胞１を用いることで、サバの酸化臭が抑制されることが確かめられた
。また、パネラー３人全員が、試験区１の酵母細胞１無添加のサバに対し、試験区２の酵
母細胞１を用いたサバは、顕著に酸化臭が抑制されたと評価した。
【００６７】
［試験例４］ボイルされたサバの切り身における不快臭のマスキング効果確認試験３
（１）サバの切り身の調理
　サバの骨取り原料を解凍し、半解凍の状態で約６０ｇ（２等分）の大きさにカットした
。次いで、以下の表４に示す配合で酵母細胞を含む溶液に、冷蔵庫内にて一晩浸漬した。
次いで、液切りし、真空包装した。次いで、真空包装されたサバを沸騰したお湯に入れて
、湯せんで１０分間ボイルした。
【００６８】
（２）官能評価
　ボイルされたサバの臭いを以下の評価基準に従い、官能評価した。結果を表４に示す。
＜臭いの評価基準＞
　○：不快臭がない。
　×：不快臭がある。
【００６９】

【表４】

【００７０】
　表４から、酵母細胞１及び酵母細胞２を用いることで、サバの不快臭が抑制されること
が確かめられた。また、試験区２の酵母細胞１を用いたサバは、適度な味の濃さが感じら
れた。これに対し、試験区３の酵母細胞２を用いたサバは、やや味が薄く感じられた。
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　この違いは、酵母細胞１は、乳化剤及び酵素処理を施されていることで、サバの風味を
改善する効果を有するため、サバの呈味が強められたためであると推察された。
【００７１】
［試験例５］焼成されたサケの切り身における不快臭のマスキング効果確認試験
（１）サケの切り身の調理
　サケの骨取り原料を解凍し、半解凍の状態で約６０ｇ（２等分）の大きさにカットした
。次いで、以下の表５に示す配合で酵母細胞を含む溶液に、冷蔵庫内にて一晩浸漬した。
　次いで、液切りし、急速凍結した。次いで、解凍して焼成した。焼成条件は、スチーム
コンベクションを用いて、温度２５０℃、時間７分、食材の芯温が約８０℃となるように
設定した。
【００７２】
（２）官能評価
　焼成されたサケについて、臭いを以下の評価基準に従い、官能評価した。結果を表５に
示す。
＜不快臭の評価基準＞
　○：不快臭がない。
　×：不快臭がある。
【００７３】
【表５】

【００７４】
　表５から、酵母細胞含有製剤を用いることで、サケの不快臭が抑制されており、特に血
合い部分の生臭さが抑制されることが確かめられた。
　また、試験区１の酵母細胞含有製剤無添加のサケと比較して、試験区２の酵母細胞含有
製剤を用いたサケは、パサつきが抑制されて、柔らかい食感であった。また、試験区１と
比較して、試験区２では、皮から身を剥がす際の身離れが良好であった。また、試験区１
と比較して、試験区２では、焼成後に生成されるカードが減少し、色合いが鮮やかであっ
た。
　なお、「カード」とは、サケ等魚に含まれる可溶性タンパク質が加熱処理した際に、凝
固して白色の豆腐状になったものを意味する。
【００７５】
［試験例６］焼成された牛シマチョウにおける不快臭のマスキング効果確認試験
（１）牛シマチョウの調理
　牛シマチョウ原料を解凍し、約２０ｇずつにカットした。次いで、以下の表６に示す配
合で酵母細胞を含む溶液に、２時間タンブリング処理し、さらに冷蔵庫内にて一晩浸漬し
た。
　次いで、液切りし、フライパンにて２分間焼成した。
【００７６】
（２）官能評価
　焼成された牛シマチョウについて、臭いを以下の評価基準に従い、官能評価した。結果
を表６に示す。
＜不快臭の評価基準＞
　○：不快臭がない。
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　×：不快臭がある。
【００７７】
【表６】

【００７８】
　表６から、酵母細胞１を用いることで、牛シマチョウの不快臭が抑制されることが確か
められた。
【００７９】
［試験例７］レンジで温め直したシーズンドポークにおける不快臭のマスキング効果確認
試験
（１）シーズンドポークの調理
　シーズンドポークに下記表７に示す配合で塩を添加し、ミキサーで２分間撹拌した。
　なお、「シーズンドポーク」とは、アメリカ産豚肉のピクニック（豚のカタの肉、きめ
がやや粗く、色が他の部位に比べてやや濃い目）等をひき肉状にし、調味したものを意味
する。定率関税に分類されるものでは、一片の肉塊が１０ｇ未満で、胡椒の含有率が０．
３％を超え、且つ、官能検査により適度の味覚を有するものを示す。このとき、胡椒の中
に含まれるピペリンの平均含有量５％を基準に判定される。
【００８０】
　次いで、下記表７に示す配合で酵母細胞１及び重曹を添加し、ミキサーで２分間撹拌し
た。次いで、下記表７に示す配合で水を添加し、ミキサーで１分間撹拌した。次いで、５
０ｇに成形し、袋に充填した。次いで、スチームを用いて、１００℃で１０分間加熱した
。次いで、氷水で冷却して粗熱を取った。次いで、ドリップを除去した後に、急速凍結し
た。その後、再度袋に充填し、４袋を一度に電子レンジを用いて、６００Ｗで３分間の設
定で解凍した。
【００８１】
（２）官能評価
　レンジで温め直したシーズンドポークについて、臭いを以下の評価基準に従い、官能評
価した。結果を表７に示す。
＜不快臭の評価基準＞
　◎：不快臭がなく、美味しさを感じる。
　○：不快臭がない。
　△：不快臭がないが、酵母細胞の臭いを感じる。
　×：不快臭がある。
【００８２】
【表７】
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【００８３】
　表７から、酵母細胞１を用いることで、シーズンドポークの不快臭が抑制されることが
確かめられた。
　また、食感及び風味については、試験区２～５では柔らかい食感で、肉の脂の甘みが感
じられた。さらに、試験区６では酵母細胞１の添加量が多いため酵母細胞そのものの味が
感じられた。総合的な観点から、美味しさとしては、試験区３、４が不快臭を低減しなが
ら、最も食感及び風味が優れていた。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本実施形態の畜肉又は魚介類用マスキング剤によれば、酵母細胞を含有することで、畜
肉及び魚介類の不快臭を効果的にマスキングすることができる。また、前記畜肉又は魚介
類用マスキング剤を含有する畜肉又は魚介類の加工品は、畜肉及び魚介類の不快臭が効果
的にマスキングされている。
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