■食感測定法の原理
１章 音の出る食感と、音の出ない触感
食感は、食品の三大要素【味、香り、食感】のひとつです。味については、
味センサが、香りについては匂いセンサが最近開発され、数値化ができるよう
になりました。しかし、食感については長い間決定的な方法が見つかりません
でした。もちろん人を使えば官能試験で数値化する事ができますが、1 年前、2
年前、10 年前の食感を覚えているでしょうか？食感を数値として思い出すのは
難しいです。また、人間の感覚は、10 倍の強さの信号を 2 倍と感じるようにで
きているので、細かい違いは分かりません。人間の感覚が 10 倍を 2 倍と感じ
るのは感度が悪くて欠点だと思われるかもしれませんが、そうではありませ
ん。広い範囲の強度を感じることができる長所でもあります。たとえば、耳の
感度は 1 から 100 万倍の強さまで聞こえます。ですから、ひそひそ話もできま
すし、ジェット機が真上を通っても耳は壊れません。
これまで、M. C. Bourne (1)、A. S. Szczesniak (2)、Z. M. Vickers (3)など
多くの研究者が食感を数値化しようとしてきました。ここで食感には二つある
ことをまず述べましょう。音の出る食感と、音の出ない食感です。音の出ない
食感は『触感』といっても良いかもしれません。食感を表す言葉を、考えてみ
ても分かります。たとえば、「パリパリ」、「ポリポリ」と言うのは音を表し
ています。「モチモチ」、「ネバネバ」と言うのは音は出ませんが、触感を表
す言葉です。音は出なくとも、食品を口の中で感じる感覚なので『触感』と言
う言葉を使いました。口ざわりといっても良いでしょう。食感と触感は、両方
とも食品の性状に由来しているのですが、測定する原理は大きく異なります。
まずは、音の出る食感の測定について述べてみましょう。
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２章 音の出る食感の測定
1節

食感測定の歴史

まず研究者たちは、人が食品をかむときの音をマイクで録音しようとしまし
た。被験者に食品を食べさせて、口の近くにマイクを設置して録音するのです。
ところが実験を重ねていくうちに、多くの難問にぶつかりました(4)。
その問題点を以下に挙げます。
（１） 国によって、また研究者によって使うマイクや録音機器が異なるの
で、同じ食品を測定しても違うデータが出る。
（２） マイクと被験者の口までの距離や角度、研究室の広さなどの違いで、
得られるデータが大きく異なる。全く同じ測定条件を再現できないの
で、ほかの研究者のデータと比較できない。
（３） 被験者の口の大きさ、あごの骨の大きさ、かむ速度、唾液の量など個
人差が大きいので、同じ食品を食べても違う音がする。
上記の（３）を克服するために、「かむときの音」ではなく天ぷらをフォー
クで刺したり、ナイフを入れたりしたときの音を録音する方法も考案されまし
たが、スタンダードな測定法にはなりませんでした。また、食品を台の上にお
き、上から硬いもので押して壊れるときの音を、台の上においたセンサで測定
する方法も考案されました（5,6）。しかし、サンプルを置く台の大きさが変わる
とデータが変わります。また、破壊するときの超音波信号だけを取るため、官
能評価との整合性が取れませんでした。
そこで、食品の割れる音（音響振動）を直接測るために、食品を破壊する歯
に見立てた楔形プローブに直接センサをつけた測定装置を開発しました。
2節

音の出る食感測定の原理（天秤型食感測定装置）

初期の食感測定装置はセンサとして圧電素子を使い、歯に見立てた楔形のプ
ローブを油圧ピストンで食品に押しこみ、食品が破壊するときの音を取ってい
ました。次に改良した装置はセンサとして加速度ピックアップを使い(22)、プロ
ーブの垂直振動をとる 1 軸タイプのものです(24)。名称は、天秤型食感測定装置
【噛音（カムイン）2 号】としました。
プローブの駆動を油圧ピストン方式から天秤型の自由落下に変えた理由は、
プローブがサンプルを破壊するときの振動を、物理量で表すためです。振動は簡
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単な計算でエネルギー値にできますが、本当のエネルギー値を得るためには、プ
ローブの重量がどうしても必要です。ところが、油圧ピストンやモータ駆動でプ
ローブを押していると、プローブの重量が確定できません。もちろんプローブの
重量ではありませんし、そうかと言ってピストンの重量でもありません。油の重
さでもありません。モータの重量でもありません。
写真 1 は【噛音 2 号】です。支柱があり、支点で天秤の腕（天秤棒）が支えら
れています。左の腕には先にプローブが付いているガイド棒があります。天秤棒
の左右には錘（おもり）をつけます。
「左の錘＋ガイド棒＋プローブの重さの合
計」と「右の錘の重さ」が、プローブ全体の重さとなります。左の錘が右よりも
重いと、天秤棒は反時計方向に回り、ガイド棒の先に付いたプローブが食品サン
プルに差し込まれる仕組みです。ガイド棒の途中に速度位置センサ（位置と時間
を測定する計器）をつけているところがミソで、これでいろいろなことがわかる
ようになりました。

写真１ 天秤型食感測定装置（噛音２号）。
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測定前に天秤棒は留め金で止められていますが、測定開始と同時に、留め金
がスイッチ操作ではずれて天秤棒が回転し始め、プローブがサンプルに刺さり
ます。写真はプローブがサンプルに突き刺さった後です。
この装置は、天秤棒を動かすのに重力を利用しているので、モータの振動がプ
ローブに伝わらず、食品から受け取る振動がそのままセンサで測れる利点があ
ります。また、子どものあごは大人よりも小さいので、錘の重さを変えて同じ食
品で大人と子どもの食感を比較することができます。プローブの速度は左と右
の錘の差が大きければ速くなりますし、小さければ遅くなりますので、調整が可
能です。重力による落下ですので、人の咀嚼スピード（50～400 ㎜/秒）が実現
できます。プローブの位置を正確に測定していますので、プローブがサンプルに
突き刺さってから止まるまでの距離や時間を正確に測ることができ、食品摩擦
指標（FFI, Food Friction Index）という新しい指標を求める事もできます（23）。
先にも述べましたように、振動を物理量のエネルギー（単位ジュール、J）と
して求める事もできます。また、低い音から高い音まで、周波数帯域別(後述)に
食品から発生するエネルギーを表示することもできます。
得られた振動エネルギーは、食感エネルギー値（Energy Texture Index，ETI）
と定義しました［詳しくは、付録 A を参照］。
式は以下のようになります。
∑(cVi/f)2
1
ETI = × m ×
2
t
ｍは左右の錘やガイド棒の合計重量です。ｃは加速度ピックアップから出てき
た電圧値(Vi)を加速度そのものに変換する係数です。ｆは振動数です。ｔは測定
時間です。ETI は単位時間に食品から発生する振動エネルギーと定義できます。
次に、得られた振動エネルギーを低い音から高い音まで分けて表示する方法に
ついて説明します。
3節

周波数帯域の取り方（半オクターブ方式）

天秤型食感測定装置では、食品をかむときの低周波（低音）から高周波（高音）
までの振動エネルギー全体を、物理量として測定できます。私たちの耳は、高い
音と低い音を聞き分ける能力を持っています。したがって食感測定においても
高い音と低い音のエネルギーを別々に数値化すると、官能評価と合わせやすい
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と思われます。たとえば、
「バリバリ」と「パリパリ」では、
「パリパリ」のほう
が、音が高そうです。
そこで、プローブに付いている振動センサで得られる振動情報を、周波数帯域
別にフィルターにより分けて結果を出力するアルゴリズムが考案されました。
得られる振動情報の範囲は、加速度センサの性能によってきまっています。天秤
型食感測定装置では 4～20000Hz（ヘルツ：振動の単位）の加速度センサを使用
しています。人の可聴域は、だいたい 20～20000Hz とされています。20000Hz よ
り高い音は聞こえませんが、歯では感じているかもしれません。
88 鍵盤のあるピアノでは、一番左の白い鍵盤を弾くと「ラ」の音が出ます。
その周波数は 27.5Hz です。「27.5Hz」は、ピアノ弦が 1 秒間に 27.5 回震える、
ということを意味します。一番左の「ラ」から順に白い鍵盤を弾いていくと“シ
ドレミファソ”となり、8 番目が「1 オクターブ高いラ」です。この音の周波数
は 55Hz で、さらに 1 オクターブ高いラの音は 110Hz になります。つまり人の耳
は、
『2 倍の音の高さを 1 オクターブという 1 単位として捉えている』というこ
とです。しかし、オクターブの区切りでは、食品をかんだときに出る音を細かく
評価することが難しいので、食感測定では「半オクターブ」という概念を使いま
す。
表１

食感測定に用いる半オクターブフィルター

帯域

周波数範囲

帯域

周波数範囲

番号

（Hz）

番号

（Hz）

1

0～10

11

1120～1600

2

10～50

12

1600～2240

3

50～100

13

2240～3200

4

100～140

14

32000～4480

5

140～200

15

4480～6400

6

200～280

16

6400～8960

7

280～400

17

8960～12800

8

400～560

18 12800～17920

9

560～800

19 17920～25600

10

800～1120

20 25600～35840
21 35840～51200

半オクターブとは 2 の平方根すなわち、 √2（約 1.41）倍のことです。これに
より 100Hz を起点に区切り、100、140、200、280、400、560、800・・・51200 Hz
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と 18 帯域に分けて、より詳細な帯域別の食感エネルギー値が計算できるように
なりました。加速度センサの感度は数 Hz からあるので、上記に加えて、0～10、
10～50、50～100Hz の 3 帯域を加えて、全部で 21 帯域別の食感エネルギー値が
計算できます（表 1）。
20 と 21 番目の帯域は、人には聞こえない超音波周波数帯域です。先にも述べ
ましたが、これらの帯域の振動を歯では感じているかもしれませんが、その研究
はまだ進んでいません。
4節

食感エネルギー値(ETI)と人の官能

リンゴを分析したときの結果を図 1 に示します。リンゴは、赤道面で 2 セン
チ厚の輪切りにして台に置き、先端が楔形のプローブを果肉部分に差し込みま
した。縦軸には食感エネルギー値を対数でとっています。数値をそのまま表すと
高音の値の変化が見にくくなるので、対数値にしています。横軸は周波数帯域番
号で、表 1 に対応しています。このグラフを見るとリンゴには二つの特徴がみ
られます。帯域番号 10～11 と 19～20 のあたりに二つのピークが認められます。
つまりリンゴをかむと、800～1600Hz あたりと 17920～35840Hz あたりのピーク
が強くでます。800～1600Hz の振動は、シャキッという音に対応していると思わ
れます。17920～35840Hz の振動は、人には聞こえません。この振動が歯に感じ
取れているかどうかはまだわかりませんが、大人より子どものほうが敏感に感
じているかもしれません。

図 1 リンゴの食感グラフの 1 例。
横軸は振動を周波数帯域に分けたもので、表 1 に対応しています。縦軸は食感エネ
ルギー値を物理単位ジュールで表したものです。ただし、対数表示です。
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一方、古くから人の聴覚感度は、低音から高音まで同じではないことが知られ
ています。図 2 は、ヒトの聴覚の感度が周波数によって、どのように変化するか
を模式的に表したものです。

図 2 周波数ごとのヒトの聴覚の感度を示すグラフ。横軸は音の高さ（左が低音、
右が高音）
、縦軸は聴覚感度を表します。縦軸の値は低ければ低いほどその音が聞
こえることを示すので、感度が高いことを示します。つまり人の聴覚は 2000Hz く
らいが最も敏感で、小さい音でも聞こえやすいことを示しています。逆にそれよ
り低い音や高い音には鈍感であることを示しています。

縦軸は音の強度をデシベルで、横軸は音の高低を周波数（Hz）の対数で表して
います。このグラフは、聴力検査で行われるようにヘッドフォンを耳につけて、
どれくらい小さな音まで聞こえるかを検査して得られたものです。縦軸の値が
低いほど小さな音でも知覚されていて、耳の感度が良いことを示しています。こ
の図から、ヒトの聴覚は 1000～5000Hz の音に非常に敏感で、それよりも低音で
も高音でも感度が悪くなることが分かります。2000～4000Hz は最もよく聞こえ
る音域です。赤ちゃんの泣き声には、2000Hz と 4000Hz 付近の音が多く含まれて
いるので、放っておけないというわけです。うまくできています。
ここで紹介した食感測定法は、食品を噛んだときの食感を物理的な音響振動
エネルギーとして捉え、それを周波数別に分け、最後には脳に到達する信号レベ
ルとして評価するものです。
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5節

食品摩擦指標（FFI, Food Friction Index）

食品をかむとゼリーのように歯がすっと入るものもあれば、クッキーのよう
に歯に摩擦を感じるものもあります。食感測定装置は、音の出る食品の食感を測
定するものです。ギーギーいいながら閉まるドアの音は摩擦に原因があります。
したがって、音の出るサンプルは摩擦が生じているといえるでしょう。摩擦の大
小は摩擦指標で評価することができます。天秤型の食感装置には精度の高い位
置センサが付いているので、プローブが食品に刺さってから止まるまでの挙動
が非常に精度よく測れます。これを使えば、摩擦指標が計算できます（23）。プロ
ーブが食品に刺さった後の挙動を詳しく見たのが図 3 です。
図 3 では、左端はプローブがサンプルに当たった瞬間で、横軸はその後の時
間（ミリ秒）
、縦軸は挿入距離です。サンプルの表面を 0 ミリとしているので、
プローブが挿入されるとマイナスの値となります。時間精度は１ミリ秒、距離精
度は 1μm です。この図からプローブはサンプルに当たってから 75 ミリ秒後で
最深部に到達し、少し上に戻って止まったことがわかります。最深部までの距離
は 8.30 ㎜でした。これらの値をもとにすると食品摩擦指標（FFI, Food Friction
Index）が、以下の式で定義できます。
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FFI =

3 m × v0
×
4
Δl

(1)

3 m
×
2 ∆t

(2)

FFI =

ｍは質量、ｖ０はプローブがサンプルに当たるときの初速度、⊿ｌと⊿ｔは図 3
に示してあります。初速度（ⅴ０）はサンプルにプローブが入る直前の時刻とプ
ローブの動きから計算します。両式ともｍが出てきますが、ｍが既知なので計算
できます。逆に言うと、ｍがわからなければ、FFI は計算できません。この式で
わかるように、最深部までの距離（分母の⊿l）が長ければ長いほど、つまり分
母が大きいほど FFI は小さな値を取り、摩擦は少ないといえます。つまり摩擦
が少ないから深くまでプローブが刺さるのです。また同じことですが、最深部に
到達する時間（分母の⊿t）が長ければ長いほど FFI が小さくなり、摩擦は少な
いといえます。逆に早く止まる（⊿l あるいは⊿ｔの分母が小さい）と、摩擦指
標が大きいことを示しています。
表 2 に、リンゴ、カキ、バナナの FFI を載せました。FFI の単位は㎏／ｓです。
表 2 では式 1 と式 2 で計算した値をどちらも載せていますが、両者は一致して
います。リンゴがもっとも FFI が高く、歯が果肉に入りにくいです。バナナは
FFI が一番低く、歯が入りやすいと思われます。カキはその中間です。これらの
結果は官能試験ともよく合います。
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この摩擦指標の測定を行う上で注意すべきは、プローブの挿入によって割れ
るサンプルです。果肉のように途中でプローブが突き刺さって止まる場合は
FFI が計算できますが、サンプルが測定中に割れてしまうと FFI は計算できま
せん。またプローブがサンプルを突き抜けてしまうとだめです。この時は、錘
を調整してサンプルの途中でプローブが止まるようにする必要があります。
最新装置では、センサを 2 軸にして、プローブの垂直振動と、水平振動を分
けて測れるようになりました。垂直振動は歯が感じる振動、水平振動は耳に聞
こえる食品の破壊音と考えられますので、食感を総合的に評価することができ
ます（25）。
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３章 音の出ない「触感」の測定（粘弾性測定）
『触感』は、最初にも述べましたように、音の出ない食感です。その感じ
は、言葉で表現されますが、数値化できませんでした。しかし、その言葉を良
く見てみると、たとえば軟らかい、硬いなど、食品の物理的性状に深く関係し
ています。食品が軟らかいか、硬いか、などは、物理学では粘弾性という性質
に入ります。どのような物質にも、粘性と弾性の性質が共存しています。水は
粘性が低い物質ですが、圧縮してもほとんど縮まないので、弾性は高いといえ
ます。コンクリートの床や壁は、弾性も粘性も非常に高いといえます。
1節

粘弾性とは

粘性とは、力を加えているとだんだん変形していく性質です。風呂の水面に
手を置いて力を加えれば、いくらでも下に行くので粘性が低いといえます。ま
た粘土に指を立てて力を入れると、少しずつ指が入っていきます。粘性が高い
からです。同じ力を加えても、軟らかい粘土はよくへこみますし、硬い粘土は
少ししかへこみません。軟らかい粘土は粘性が低く、硬い粘土は粘性が高いと
いえます。重要な点は、指を抜いても、へこんだところが戻らないことです。
バネを押すと縮みますが、指を離すと元に戻ります。これが、弾性と粘性の大
きく異なる点です（図 4）。
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食品の性質には、化学的・物理的性質があります。粘弾性は物理的性質の中
でも、硬さや触感に関係する性質です。そこで、このような食品の粘弾性をき
ちんと測れば、触感を数値化できる可能性があります。しかし、粘弾性を測定
するには、大変な手間と時間がかかっていました。
粘弾性を測定する方法は、以下の 3 つが知られています（図 5）。

(１)

応力緩和法というのは、瞬間的にサンプルを引っ張ったり、押しつけた
りして、そのままにしておくと、最初に生じていた力（応力）がだんだ
ん失われていく（緩和する）という性質を利用したものです。たとえ
ば、麺を引っ張ると最初は抵抗力が生じますが、だんだんその力が失わ
れていきます。引っ張るのをやめると、元の長さには戻らず、少し伸び
た状態になってしまいます。だからラーメンや蕎麦やうどんができるの
です。小麦粉の塊に弾性しかなければ、いつまでたっても丸い塊のまま
で、細い麺にはなりません。応力緩和測定法の欠点は時間がかかること
です。力の減少をできるだけ長く記録すればよいデータが得られます
が、食品の場合時間がたつと性質が変化してしまうものもあり、長時間
の測定には向かないものもあります。

(２)

クリープ試験は、サンプルに錘のようなものをつけて、その伸びを記録
するものです。これも（１）と同じく、測定には時間がかかります。ま
た、サンプルに錘をかけたときに瞬間的に伸びすぎの状態になってしま
い、理想的な測定ができません。
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(３)

動的粘弾性は、食品を二枚の板の間で挟んで、その板を動かすことによ
りサンプルがどのように振舞うかを記録するものです。液体試料は比較
的簡単に測れます。大変優れた測定法ですが、ポテトチップスなどスナ
ック菓子を二枚の板に挟むことは、ほとんどできません。またサンプル
を平行に切ることは、簡単なことではありません。
2節

粘弾性装置の原理(26)

そこで、食感測定装置に使った天秤型の装置を応用して、粘弾性測定装置を
開発しました（図 6）。図中①の説明ではプローブがサンプルから離れています
が、いったん接触させてから押す方が安定したデータが取れることがわかりま
した。

この装置は天秤型の食感測定装置で測定しているとプローブがサンプルに入
った後、上下にゆらゆらしながら止まる様子を見て、開発したものです。「ゆ
らゆらしながら止まる」ということは、弾性と粘性の性質を反映しているから
です。この過程をきちんと測定して解析すれば、新しい粘弾性の測定装置がで
きることに気づきました。ただし、サンプルにプローブ（刃）が入ってしまう
と、計算がややこしくなるので、底が平たい円柱型のプローブをサンプルにそ
っと当てるだけの測定条件にしました。この装置で、体積弾性率と体積粘性率
が測定できることがわかりました。しかも測定時間は 1 秒以内です。これな
ら、コロッケの揚げたてと 5 分後の触感を比べることができます。
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また、この装置の開発中に、もしヤング率がわかれば、ずり弾性率とポアソ
ン比が計算できることに気づきました。ポアソン比とは、その性質が物理学の
教科書に古くから記載されているのに、本当に測ることが非常に難しかったも
のです。物を台において上から押さえるとき、たとえばゴムなら、横に広がり
ます。しかし食パンではほとんど広がりません（図７）。ずり弾性率とは、物
体を横から押したときの抵抗力です。
ヤング率は一方向に押したときの抵抗力に関係します（図 8）。ヤング率と
は、物体をある一定の距離押したり伸ばしたりしたときに生じる抵抗力と押し
たり引っ張ったりしたときの距離の比です。そこで、プローブが最初にサンプ
ルに当たり少し沈んだときの最大速度から、ヤング率が計算できることがわか
りました。このヤング率測定法と、別の装置で測定したヤング率はよく一致す
ることは確かめました。

また、体積弾性率とヤング率から、ポアソン比が計算できることがわかりま
した。これまで、どれだけ横に膨らむかをレーザー光線で測っていたポアソン
比の測定は大がかりで大変難しかったのですが、1 秒以内でわかるようになり
ました。グミのポアソン比はゴムの値と同じく 0.5 近く、リンゴでは 0.4 程度
の値がでることがわかりました。
次に、この装置で得られる物理指標について詳しく述べます。
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3節

物理指標の概要

先にも述べましたように、
『触感』は、食品をかんだときの、軟らかさ・硬さ・
粘り気・もろさなど、物理的な性質に帰属させることができるものが多くありま
す。物質の物性は、弾性と粘性が良く知られており、弾性には、ヤング率、体積
弾性率、ずり弾性率の 3 つが知られています。粘性では、ずり粘性率と体積粘性
率の 2 つが知られています。これ以外に、物体の物理的性質をあらわすものと
してポアソン比があります。以上 6 つの物理指標で、物体の性質は全て表され
ます。したがって「6 つの物理指標」を測定できれば、少なくとも食品の物理的
性質を全て知ることができます。また、これらを組み合わせれば、官能評価値を
数値化できる可能性があります。逆に言えば、
「モチモチ」や「フワフワ」、
「パ
リパリ」を直接測る手段はないのではないでしょうか。
次に、各物理量を簡単に説明します（図 8）。

・ヤング率・・・物体を一方向に伸ばしたり圧縮したりするときの伸びと力の比
・体積弾性率・・物体が全体的に拡大したり縮んだりするときの変形率と力の比
・ずり弾性率・・物体を横に押したときの変形率と力の比
・体積粘性率・・物体の体積変化速度とそれを妨げる力の比
・ずり粘性率・・物体がずれるときの変形速度とそれを妨げる力の比
・ポアソン比・・物体を押したときの横方向への変形と押した距離の比
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次の式で、ヤング率(E)と体積弾性率(K)からポアソン比()が、ヤング率とポ
アソン比からずり弾性率(G)が出ます。
1 1−E
×
2
3K
E
G=
{2 × (1 + σ)}
σ=

また、ヤング率と体積弾性率と体積粘性率から、ずり粘性率が出ます。
このように 1 回の測定で、ヤング率、体積弾性率、体積粘性率が出れば、全て
の物理指標が計算できます。この関係を図 9 に示します。前述したように、これ
までの粘弾性の測定には、応力緩和法、クリープ法、動的粘弾性測定法の 3 種が
あります。応力緩和法とクリープ法は、図 9 のパラメータのうち、体積弾性率と
体積粘性率が測定できます。しかし、測定には長時間かかるという難点がありま
す。動的粘弾性測定法では、ずり弾性率とずり粘性率が測定できます。しかし、
サンプルの調整や測定に長時間かかるという難点があります。いずれの方法も、
得られるパラメータだけでは、ほかの指標が計算できません。

天秤型の粘弾性測定装置では、6 つの指標のうち、ヤング率、体積弾性率、体
積粘性率を、短時間（1 秒）で測定できます。それから、図 9 で示したように、
ポアソン比とずり弾性率、ずり粘性率が計算で求められます。したがって、全 6
種の物性値が、1 秒の測定で全て求められるのです。
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4節

装置による測定

粘弾性測定装置の構造は天秤型食感測定装置とほとんど変わりませんが、以
下の 2 点で変更があります。
１．
２．

プローブは底が平らな円柱型である。
サンプルにプローブを接触させてから、留め金を外してサンプルを押す。

ヤング率を計算するためには、サンプルの厚さを正確に知る必要があります。
そこで、レーザーでサンプルの厚さを非接触で正確に測定します。
図 10 は、実測データを示したものです。左のグラフは円柱プローブがサンプル
を押してからの挙動を示したものです。縦軸はプローブの移動距離で、横軸はサ
ンプルをプローブが押してからの時間をミリ秒(1／1000 秒)単位で示したもの
です。右はその拡大図です。もしサンプルがゴムのように完全弾性体で粘性が少
しも無ければ、プローブは上がったり下がったりして、その振動は永久に続きま
す。しかし、サンプルに粘性の性質があれば、いつかはその振動が収まりプロー
ブが停止します。このような振動を減衰振動とよびます。

図 10 粘弾性測定装置で得られる測定グラフ。
左：円柱プローブを食品の表面に接触させたのち、重力で押すと、左の図の
ような測定値が得られます。
右：左の図を拡大したもので、プローブは振動しながら止まる減衰振動を示
します。
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プローブの挙動は図 11 のモデルで説明できま
す。弾性はバネで、粘性は箱に液体の入った要素
で示されます。このモデルでは、バネの要素が 2
つ、粘性の要素が 1 つ、それにプローブ（質量
m）が図のように繋がったモデルです。
このモデルをもとに作った式で、図 10 の右の
グラフを再現すると、いろいろな物理指標が計
算できます。右のグラフで黄色い線は実測値を、
青い線が式を再現したグラフで、両者はきれい
に一致しています。このことは、図 11 のモデル
で、物理的指標を計算しても大丈夫であること
を示しています。

図 11 減衰振動を解析す
るための物理的モデル。

5節

得られる物理指標の例

バナナとイチゴの粘弾性測定結果例を表 3 にまとめます。

バナナのポアソン比は 0.5 に近く、押さえた分だけ横に広がるイメージです。
ポアソン比はもともと－1～＋0.5 で定義されています。イチゴのポアソン比は
0.423 とバナナよりも小さいです。押しても、その分だけ横に広がらないことを
示しています。イチゴ果実の内部には空洞が多いので、このような傾向が出ます。
リンゴでもポアソン比は 0.5 から離れています。リンゴも果肉に空気を多く含
む果実として有名です。また食パンは、真ん中をくりぬいて押しても横にはほと
んど広がりません。このことからポアソン比は、サンプル内の空洞比率となんら
かの関連があると考えられます。
18

イチゴのヤング率はバナナの 1/4 で、軟らかいことを示しています。体積弾
性率も小さいです。体積粘性率とずり粘性率もイチゴのほうが低いです。これら
が、イチゴとバナナの触感の違いを明確に表しているものと思われます。これら
のパラメータと官能評価をどのように関連付けできるかは、これからの研究課
題です。
6節

最新型粘弾性測定装置（自由落下式）(27）

写真 2 は、最新の粘弾性測定装置(自由落下式)です。天秤型よりもかなりコ
ンパクトになりました。測定では、まずサンプルを台の上に置きます。サンプル
の厚さはヤング率の算出に必要なので、最初にプローブの横にあるレーザーで
その厚みを測ります。次にサンプルをプローブの下に置いて『準備ボタン』を押
すと、円柱プローブがサンプルの厚みを感知して、自動的にサンプル表面に接触
して止まります。それから『スタートボタン』を押すと円柱が自由落下し、サン
プルを軽く押して減衰振動を記録します。測定時間は 1 秒以内です。表 3 に掲
げた 6 つの物理指標は、測定が終了して 1 秒以内にノートパソコンの画面に表
示されます。短時間で測定が終了するので、性質が刻々と変わる食品などの経時
変化が簡単に追えます。サンプルの硬さに応じて、円柱プローブに錘を追加する
ことが可能です。軟らかいサンプルでは錘は必要ではありません。硬いサンプル
では、十分な減衰振動を起こすために、錘を追加します。全ての操作はノートパ
ソコンを通して行います。
また円柱プローブの直径は、通常 5 ミリですが、ヨーグルトなど半固形のも
のを測定する場合は、直径を広げてゆっくり挿入できるようにします。この装置
では、ヨーグルトのように弾性の性質がほとんどない食品でも粘性指標を測定
できます。この場合のプローブは振動せずに減衰だけします。これを過減衰とい
います。
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写真 2 最新型粘弾性測定装置（自由落下式）。
左：台中央の円形の皿の上にサンプルを乗せ、上にある円柱のプローブが自動的にサン
プル表面まで降下して停止し、そのあとプローブは自由落下してサンプルを押しま
す。円柱プローブの上にある平たい円板のようなものは錘で、プローブの重さを 15
～105g まで調節できます。
右：全ての操作は、ノートパソコンで行います。測定後、画面にグラフが出ますので、
測定に問題がなかったかを確認できます。同時に、6 つの物理指標が表示されます。
測定時間 1 秒、計算時間 1 秒以内。最初にサンプルの厚さの測定などを行いますの
で、1 サンプルの測定所要時間は、およそ 15 秒です。このため食品の経時的変化を
分単位で追うことができます。
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（付録 A）

食感エネルギー値（ETI）について

天秤型食感測定装置で、前歯の形状を持つ楔型プローブをサンプルに貫入させて得られ
た振動エネルギーを、食感エネルギー値（Energy Texture Index, ETI）と定義しまし
た。
その原理は
振動エネルギー＝1/2×質量×速度２
です。
この装置では振動信号を加速度ピックアップで検出しています。ピックアップから出
てくる電圧信号は加速度に比例しています。そこで、この加速度を速度に変換しなけ
ればなりません。その式は以下の通りです。
速度＝（加速度/ω）
ω というのは角速度とよばれるもので、振動数 f で記述すると ω=2π f となりますの
で
速度= 加速度/ 2π f
です。
加速度ピックアップの出力電圧値（V）は加速度に比例します。
そこで
加速度＝ 定数 × 電圧値（V）
となり、速度の式は
速度= 定数 ×電圧値 / 2π f
となります。
-1-

そこで最初の振動エネルギーの式は
振動エネルギー＝1/2 ×（質量）×（（定数×電圧値）/2π f ）２
となります。
この値を振動数に応じて積算していけばエネルギー値が計算できます。
振動エネルギーの値は振動数に応じて帯域別に計算しています。
そこで、ある帯域の振動エネルギーは次のような積算式（Σ）で計算できます。
振動エネルギー=1/2×（質量）×∑（（定数×電圧値）/2π f）２
f はその帯域の振動数ですが、代表値（fm）は次のように表すことができます。

fm２＝ f l × fu

ここで fl はその帯域の最低値、fu はその帯域の最高値です。例えば帯域が 50～100Hz
なら fl は 50 で fu は 100 です。
もともと∑の中の（1/2πf）２は∑に関係ないので∑の外に出せます。
そこで上の振動エネルギーの式は
振動エネルギー＝1/2 ×（質量）×（1/2π fm）２×∑（定数×電圧値）２
＝1/2 ×（質量）×（1/2π）２×（1/f l ×fu）２×∑（定数×電圧値）２
となります。
このエネルギーを計算するために使うデータの長さが長いときや短いときがあります
ので、それを補正するために、最後にデータ取得時間で割ります。時間で割るために
データ数（n）を使います。fs は、いわゆるサンプリングレートとよばれるものです。
1 秒間に何回データを取るかという数字です。データ数を fs で割ると時間になります
（秒）。つまり n/fs が秒を表しますので、fs/n をかけると秒で割ったのと同じ事にな
ります。
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以上より、食感エネルギー値（ETI）は下記の式で定義できます。

n

2
m fs
1
1
ETI=10×log [ × ×
×
×
∑
加速度
]
2 n fl fu (2π)2
i=1

高周波数の振動エネルギーは低周波に比べて小さいので、見やすくするために対数値
で表しています。
上の式で「加速度」と記述している箇所について、本当は（定数×電圧値）が正しい
のですが、簡単な説明ではかえってわかりにくくなるので「加速度」のままにしてい
ます。
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