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豚肉のおいしさの科学

宮城⼤学客員教授
東北⼤学名誉教授

鈴⽊啓⼀

「農林技術アカデミー」第13回セミナー

2022年6⽉18⽇（⼟）13:00‐15:00
Zoom On‐line

鈴⽊啓⼀のプロフィール

＜学歴＞
昭和54年3⽉ 東北⼤学⼤学院農学研究科畜産学専攻修了 農学博⼠学位取得

＜職歴＞
昭和58年4⽉〜平成13年4⽉ 宮城県畜産試験場勤務

この間、系統豚ランドレース種「ミヤギノ」、デユロック種「しもふりレッド」造成
平成14年 4⽉ 東北⼤学⼤学院農学研究科 動物遺伝育種学分野助教授
平成18年12⽉ 動物遺伝育種学分野 教授
平成27年 3⽉ 東北⼤学⼤学院農学研究科定年退職 東北⼤学名誉教授
平成27年 4⽉ 東北⼤学⼤学院農学研究科 家畜⽣産機能開発学寄附講座教授

（令和2年3⽉まで）
平成29年 4⽉ 奥州市⽜の博物館館⻑（令和3年3⽉まで）
令和 2年 4⽉ 東北⼤学⼤学院農学研究科学術研究員 （令和4年3⽉まで）
令和 4年 4⽉ 宮城⼤学客員教授

＜東北⼤学、現在の研究課題＞
① MPS選抜系統豚ランドレース種「ミヤギノL2」造成（宮地県畜産試験場共同研究）
② 豚の抗病性と⾁質、繁殖能⼒に関するゲノム解析研究
③ マウスの免疫能に関する選抜試験、マウスの酸素消費量⾼低選抜試験
④ ⿊⽑和種⽜⾁、豚⾁のおいしさに関わる成分特定研究
⑤ ⾷品残渣物（ワカメ、ホヤ殻など）の家畜飼料への効果に関する研究
⑥ ⺠間種豚場でのゲノム育種価による豚の繁殖能⼒、⾁質形質の改良
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1. ⾷材としての豚⾁の概要
2. ⾷⾁としての筋⾁の基本構造
3. 筋⾁から⾷⾁への変化
4. ⾁質の評価法
5. ⾁質に及ぼす品種、系統の影響
6. イノシシから豚への家畜化とは

―筋線維型と⾁質との関係―
7. ⾁質の遺伝的改良
8. ゲノム情報を活⽤した⾁質改良
9. 飼料内容、飼養管理等が及ぼす⾁質への影響

1)低タンパク質飼料給与による⾁質の付加価値化
2)エゴマ絞り粕の飼料添加給与による豚⾁質の付加価値化
3)疾病や衛⽣管理ストレスが⾁質に及ぼす影響
4)放牧養豚の⾁質への影響

10.バイオマーカーによる⾁質評価

講演内容

１．⾷材としての豚⾁の概要

消費者が⾷べる豚⾁の種類

品種は？

⾁の由来は？

どのように販売されているのか。
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購入時に重視する項目
価格が手軽であること：73.6%（41.7%)
国産であること：49.5%(28.4%)
鮮度が良いこと：46.0%（12.9%）
量目（パック内の肉重量）:36.0%（3.9%)
産地・銘柄（ブランド）等がしっかり表示さ

れていること：30.7%(9.9%）

価格、国産、鮮度が優先、産地・銘柄は
必ずしも重要ではない

なぜか？
⾁質に関する事前情報無し、
⾷べてみて初めて実感する

消費種はどんな豚⾁を、どんな理由から購⼊しているのか

豚肉の食品の位置づけ
価格が手頃
蛋白質が豊富
調理しやすい
料理メニューの種類が多い、

購入頻度
週に1日程度、週に2～3日程度

購入先
食品スーパー：77.2%
大型スーパー：41.2%
生協：10.8％
食肉専門店：7.4%
百貨店：5.0%

食卓には
必須の素材

公益財団法人日本食肉消費総合センター
食肉に関する意識調査報告書（平成30年度）より
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ランドレース（L)

⼤ヨークシャー（W)

デユロック（D)

LWD三元交雑豚

豚品種
バークシャー（B)

中ヨークシャー（Y)

ハンプシャー（H)

⾷⾁となる豚⾁は
LWD三元交雑豚が
約8割を占め、他
に ⿊ 豚 （ B) 、 中
ヨークシャー（Y)
などがある。

梅⼭豚

マンガリッツア

イベリコ

島豚

アグー

ニホンイノシシ
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消費者サイドから⾒た豚⾁

 スーパー
 百貨店
 ⾷⾁専⾨店

購⼊場所

 国産豚⾁
 銘柄豚

豚⾁の種類
 チルド：カナダ、⽶国、メキシコ
 フローズン：スペイン、ブラジル、メキシコ、デンマーク、オ

ランダ、⽶国、カナダ、etc

 遺伝的：交雑品種（三元豚）、純粋種（バークシャー、
中ヨークシャー、マンガリッツア、アグ−）

 環境 ：飼料内容（トウモロコシ、⼤⻨、飼料⽶、⾷
品残渣物、エゴマ、etc）、飼育環境（SPF、SEW、舎
外、放牧）

 輸⼊豚⾁

購⼊動機
 地理的条件
 価格
 ⾒栄え
 安全性
 おいしさ ？

店 銘柄 価格(円/100g)
イオン 国産豚⾁ 238円

アメリカ 158円
みやぎ⽣協 国産 298円

アメリカ 145円

⾁豚⽣産の現状
１．我が国の豚⾁の８割はLWD三元交雑豚
 ランドレース種：繁殖能⼒に優れる
 ⼤ヨークシャ種：繁殖能⼒、強健性に優れる
 デユロック種 ：産⾁能⼒・⾁質に優れる

２．⾁質に特徴のある豚⾁⽣産
 ⾁質に優れた純粋⿊豚
 筋⾁内脂肪を遺伝的に⾼めたトーキョーＸ、

しもふりレッド、ユメサクラなど
 品種組み合わせによる特徴ある銘柄⾁豚：LDB、

WBD、LYB、L♀ etc
 給与飼料による銘柄豚⾁⽣産
 SPF豚
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銘柄豚の事例
福島の銘柄豚リスト
1.⽇本の豚やまと豚SPF
2.麓⼭⾼原豚
3.恵味の豚
4.⽊野内さん家の豚⾁
5.夢味ポーク
6.うつくしまエゴマ豚
7.⽩河⾼原清流豚
8.恵味の豚
⼭形の銘柄豚リスト
1.⾼品質庄内豚
2.平牧⾦華豚
3.平牧三元豚
4.平牧桃園豚
5.ヘルシーポーク天元豚
6.⼭形コープ豚
7.⽶澤豚⼀番育ち
8.庄内ヨーク三元豚
9.⽶の娘豚(こめのこぶた)
10.舞⽶豚(まいまいとん)

宮城の銘柄豚リスト
1.北の杜・桃⽣ポーク(ものうポーク)
2.純・和豚
3.志波姫ポーク(しわひめポーク)
4.みちのくもち豚
5.宮城野豚
6.宮城野豚みのり
7.JAPAN X(ジャパンエックス)
8.栗駒⾼原カテキンとん
9.⾼清⽔KYOポーク
10.しもふりレッド
11.伊達の純粋⾚豚
12.天神の杜 ⼤泉ポーク

⽇本の銘柄豚の銘柄数は
300種類？

 2010年の76.8万tから2020年には88.3万tに増加し、冷凍ものはあまり変化が無い
が、⽣鮮・冷蔵ものが23.6万tから41.8万tと増加し、全体に占める⽣鮮冷蔵割合
が30.7％から47.3％に増加

 2017年以降、⾃給率は50％を割っており、輸⼊量全体が増加

輸⼊豚⾁⽣鮮冷蔵、冷凍および⽣鮮冷蔵割合の年次変化
（独⽴⾏政法⼈農畜産業振興機構 HPより 2021年11⽉10⽇時点）
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国産と輸⼊豚⾁⼩売価格と価格差の年次変化
（通常価格ロース(円/100g)）

（独⽴⾏政法⼈農畜産業振興機構 HPより 2021年11⽉10⽇時点）

 国産はロース⾁は1991年の213円/100gから2010年では246円/100g、さらに、2020年では
266円/100gと⾼くなってきている。

 輸⼊ロース⾁は176円/100g、157円/100ｇ、144円/100gと安くなってきており、国産豚⾁
と輸⼊豚⾁の価格差は37円/100gから89円/100g、122円/100gと差が拡⼤してきている。

 つまり、国内では国産豚⾁の価格が⾼くなってきている⼀⽅で、輸⼊豚⾁の価格は安く
なってきており、消費構造の⼆極化が進んでいることが予想される。

国産、輸⼊豚⾁の官能検査結果

 総合評価：国産銘柄豚＞国産三元豚＞北⽶産豚＞欧州産豚の順
 国産銘柄豚：軟らかさとジューシーさ、並びに⾷⾁らしい⾷感を⽣み出す線維感（噛みごごち）を有

し、強いうま味を有し、脂肪に由来する⽢い⾹りが強い。
 国産三元豚：軟らかさとジューシーさを兼ね備え、強いうま味を有し豚⾁の好ましい⾹りと脂肪の⽢

い⾹りが強い。
 北⽶産豚⾁：軟らかいが⾷⾁らしい線維感が乏しが、強い⽢味とうま味を有した。さらに、脂肪の⼝

溶けが良く、豚⾁の好ましい⾹りが強いと評価された。
 欧州産豚：硬く、ジューシーさに⽋け、味および⾹りに関する各種項⽬において評点が低く、⾵味が

乏しいと評価されたとしている。

⼀般社団法⼈⾷⾁科学技術研究所2019・2020年度海外・国産豚⾁⾁質評価等推進事業報告書より
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講演で皆さんに伝えたいこと

 これまで30年以上、豚、⽜の⾁質の育種改良、品種間⽐較研
究に取り組む

 デユロック種の⾁質改良（筋⾁内脂肪、Tenderness）に
成功（2002年3⽉）系統豚「しもふりレッド」が完成

 「しもふりレッド」の⾁は⾷べるとおいしい

しかし、

 「しもふりレッド」の
筋⾁内脂肪が増加した機構は？
おいしい⾁になったのは？ 詳細は不明
豚の筋⾁の何が変化したのか？

 その後、⽣物学的な観点から筋⾁の機構と⾁質との関連
を再整理。その成果を紹介します。

２．⾷⾁としての筋⾁の基本構造

図１． ⾻格筋の構造（（⻄⾢、2015）

• 筋⾁は体の部位毎に役割、筋⾁の種類が異なる。

• ⼤別すると横紋筋と平滑筋の2種類。

• 横紋筋は微細な縞模様（横紋構造）をもつ筋⾁で、⾃らの意思で動かせ
る随意筋であり、⼀般に⾷する⾁は主として横紋筋である⾻格筋
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図2. 筋原線維の構造（西邑、2015）

• 筋⾁細胞は⽷状の線維タンパクの細い
アクチンと太いミオシンが相互に滑り
込みをすることで筋⾁の収縮が起こる．

• ⼆種のフィラメントが重なり合いの有
無により濃淡ができ、横縞模様が⾒ら
れることが横紋筋の名の由来．

• 筋原線維間に存在するミトコンドリア、
グリコーゲンは、筋の収縮に必要なエ
ネルギー源．

• 筋細胞は最⼤のエネルギー消費組織で、
ATP合成器官のミトコンドリアが多い．

• 筋⾁作動は、神経シグナルが細胞膜に
活動電位を⽣じさせ、筋⼩胞体に伝達.

• この刺激にT管の膜にあるカルシウム
（Ca2+）チャネルが活性化、カルシウ
ムが⼤量に流れ込むとATPが使われ、
各筋原線維の収縮が始まる．

菱形筋

筋線維は⾚⾊筋と⽩⾊筋、その中間型に分類される
• 筋線維は、収縮特性、代謝特性、形態特

性の違いから遅筋タイプ( Ⅰ 型、⾚⾊)
と速筋タイプ( Ⅱ型、⽩⾊) に、速筋タ
イプはさらにⅡA型， ⅡX型、ⅡB型に
分類される．

• このようなタイプは細胞レベル( 筋線維
1 本 1 本)で異なっている．多数の筋線
維から構成される筋組織では、異なるタ
イプの筋線維がモザイク状に⼊り交じっ
て配置されている．

• 遅筋：ミオグロビンタンパク質が多く含
まれ⾚い⾊をしており、⾚筋とも呼ばれ
る．酸素を必要とする好気性代謝が⾏わ
れエネルギーを多く作り出すことができ
る．

• 速筋：ミオグロビン含量が少ないため⽩
筋とも呼ばれ、解糖によりエネルギーを
迅速に⽣成する解糖酵素の活性が⾼く、
収縮スピードが速く、瞬時に⼤きな⼒を
発揮することができるが、収縮を保ちに
くく疲れやすい．

豚の胸最⻑筋

筋線維タイプ両⽅とも⿊はⅠ型線維、
⽩はⅡA線維、灰⾊はⅡB型線維を
⽰す（Louis Lefaucheurら2002年）
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• 炭⽔化物含量 ：⽩⾊筋＞⾚⾊筋．線維直径 ：⽩⾊線維＞⾚⾊線維．

• 代謝と構造特性が中間的な異なる種類の線維が存在する．

• 筋線維の種類の違いは、ミトコンドリアの酵素、ホスホリラーゼ、グ
リコーゲンおよび脂質の含量、ならびにと畜後に起こる解糖とタンパ
ク質分解産物の割合が反映する．

• ⽩⾊筋：糖分解およびタンパク質分解プロセスが速く、筋⾁の軟化が
より速い．従って， 筋組織の収縮特性や代謝特性は， 筋線維タイプ
の構成⽐率（ 組成⽐）で決定される．

• 豚の遅筋であるⅠ型線維の割合：肩ロース（43%)、最⻑筋ロース
(12%)、ヒレ(27%) 、筋組織の機能的な違いによる．豚ロースではⅠ
型(約10%)、ⅡA(10%)、ⅡX(25%)、ⅡB型(55%)．

• 筋線維タイプ組成は同じ部位の組織でも、個体間はもちろん品種間で
も違いがある．

• 遺伝的要因と環境要因の両⽅が筋線維割合に影響するが、この違いが
⾁質にどのような違いをもたらしているのかが重要

• 1990年〜2015年の東北⼤学
農学部応⽤動物科学系3 年⽣
（合計782 名）を対象とした
学⽣実験の嗜好型パネル検査
を実施．

• ⾚⾁割合：腹鋸筋>上腕三頭
筋＞⼤腰筋＞半腱様筋＞中殿
筋＞最⻑筋の順

• 「最も味がある」、「最も旨
い」の回答は腹鋸筋で多い．

• 腹鋸筋は部分⾁のカタの⼀部．
前肢帯で体幹を吊り⽀えて起
⽴状態を保持する筋⾁．

• 腹鋸筋のⅠ型割合は38%、最
⻑筋の割合は12.1％．⼀般的
に市場価値のあるロース（最
⻑筋）の味の評価が最も低い．

図５．豚⾻格筋別の⾷味嗜好性
(渡邉、東北畜産学会報、2016)

筋⾁の種類によりおいしさが異なる
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図4．筋肉内結合組織の構造（西邑2015年）
牛の半腱様筋。a.筋周囲膜、b.筋内膜、c．筋周膜、d．筋上膜、
e．腱膜、f．eの拡大像

• 筋内膜、筋周膜、
筋上膜などの結合
組織を構成する主
成分はコラーゲン．

• コラーゲンは主に
Ⅰ型、Ⅲ型に分類
される線維コラー
ゲンから成り⽴っ
ている．

• 筋⾁のコラーゲン
架橋の割合と程度
は、筋⾁の種類、
種、遺伝⼦型、年
齢、性別、運動の
レベルに依存する．

３．筋⾁から⾷⾁への変化

• 家畜は屠殺時、体重の7〜8％を占める⾎液の約50％を放⾎により
失う．⾎液循環停⽌、酸素供給が停⽌、⼀連の死後変化が始まる．

• 筋⾁細胞の死、細胞の完全性の破壊、筋⾁の⾁への変換が始まる．

• ⽣きている間は、筋⾁組織では酸素を使い解糖によりアデノシン
三リン酸（ATP）の形でエネルギーを蓄積する．

• 死後は、解糖により乳酸が⽣成して筋⾁内部に蓄積する。⽣きて
いる筋⾁のpHは7.1〜7.3、死後1時間以内に低下し始め、24時間
後には最終的なpHは5.4〜5.7程度まで下がる．

• ⽣きている時、産⽣した乳酸は肝臓に運ばれ、グルコースとグリ
コーゲンを再合成し、⼆酸化炭素と⽔に代謝される．
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１）テクスチャーの変化
（1）死後硬直

⾻格筋収縮の調節（細胞の分⼦⽣物学第６版、2015）

• 細⻑い形のタンパク質分⼦トロポミオシンが細いアクチンフィラメント
のらせんの溝に沿って結合．トロポミオシンには、トロポニンT、I、C
という３種類のポリペプチドが結合している．

• 普段の弛緩している筋⾁：トロポニンI-T複合体がトロポミオシンを本
来の結合溝から引き出し、アクチンフィラメントがミオシン頭部と結合
するのを妨げる位置に動かすので結合できない．

図1b ⾻格筋の収縮と弛緩
（増⽥敦⼦編著：解剖⽣理をおもしろく学ぶ、P. 221、サイオ出版、2015）

• 筋原線維を囲んでいる筋⼩胞体中にはカルシウムイ
オン（Ca2+）が⼤量に蓄えられている．

• 死後、Ca2+濃度が上昇すると、トロポニンCがトロ
ポニンIをアクチンから乖離させるので、トロポミオ
シン分⼦が本来の結合部位に滑り込み、ミオシン頭
部がアクチンフィラメントに沿って移動できるよう
になり筋⾁は収縮する．
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図２ ⾻格筋収縮の主要なエネルギー補充系
（増⽥敦⼦編著：解剖⽣理をおもしろく学ぶ、P. 221、サイオ出版、2015）

• 筋肉の収縮、弛緩の際にはいずれもATPからのエネルギー供給が必要．
• 通常、エネルギーは以下の３つの方法で合成される．

• と畜直後の筋肉は弛緩状態、呼吸停止、酸素供給絶たれるので②の無酸素下か
で可能なグリコーゲンの分解だけによるATP供給

• グリコーゲン分解、乳酸の蓄積、pH低下、 Ca2+の細胞質への漏出
• Ca2+濃度上昇、トロポニンCと結合、筋肉の収縮、アクチン‐ミオシン架橋形成、

死後硬直の状態

熟成期間の物理的特性値の変化
（清⽔ら、⽇豚会誌、2000年）

（2）解硬
• 死後硬直の筋⾁：ATPが枯渇、筋原線

維タンパク質、特にアクチン-ミオシ
ンフィラメントタンパク質の分解、Z
線の脆弱化が起こり、筋⾁が解硬し柔
らかくなる．

• 筋原線維のZ線−I帯接合部が断⽚化し、
この⼩⽚化の割合を測定することで軟
化の程度が測定できる

• ．
• アクチン-ミオシンフィラメント間の

結合が弱化することも解硬の原因．

• 筋原線維のZ線の脆弱化、アクチン-ミオシンフィラメント結合の弱化は、
タンパク質分解酵素であるプロテアーゼの活性による．

• プロテアーゼのカルパイン（その活性化にはCa2+が必要）が重要．
• カルパインの活性化にはカルパスタチンが関与し、カルパスタチン濃度

が増加すると、カルパインによる死後の⾁の軟化は減少する．
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と畜後の経過時間とpHの減少曲線
（Qingwu & Min 2016）

２）保水性 • と畜後、筋肉中のグリコーゲンが分解、乳酸
が生成し、pHが7.1～7.3から5.4～5.7に低下．

• 肉の保水性（WHC）も変化．

• 水は筋原線維を構成するフィラメントの間に
保持されるが、温度，塩濃度，pHなどに影響
される．

• pHが等電点（pH5程度）になると，フィラメ
ント間の空間が狭くなり，保水性が低下．

• 死後は乳酸が生成されpHは下がる．筋肉の等
電点から離れるにつれて保水性は増加する

• と畜直後のpHは7.2付近だが、最大硬直期は
5.6付近．

＜筋肉中の水分：結合水、固定水、自由水のタイプに分類＞

• 結合水：筋原線維タンパク質の電荷により保持、凍結には拘束されず、調理等には
よらない強力な乾燥操作によってのみ除去される水で、筋肉中の水の約4〜5％．

• 固定水：筋肉の超微細構造内に見いだされ、結合水のように筋原線維タンパク質と
は結合していない．固定水は筋肉結合水の大部分を占める．加熱によって除去され、
凍結中には氷になる．

• 自由水：弱い毛細血管力により筋肉内に保持される．
• 以上の定義に従うと、通常の肉質検査で測定する精肉のドリップロス（0.5～4%)な
どは自由水、加熱損失率（18～22%)は固定水の測定と判断される．

CorreraらJ. Muscle Foods、2007

肉質評価 pHu ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾛｽ JCS L*
PSE <5.5 >5% 1-1.5 >50

Moderage PSE 5.5-5.6 >5% 2-3 >50
PFN 5.5-5.8 <5% <3 >50
RSE 5.6-5.8 >5% 3 42-50
RFN 5.6-5.8 2-5% 3 42-50

Moderage DFD 5.8-6.1 <5% 3-4 42-45
DFD >6.1 <2% >4 <42

PSE:青白く柔らかく滲出物あり,PFN:青白く堅く滲出物無し

RSE:赤色で柔らかく滲出物あり,RFN:赤色で堅く滲出物無し

DFD:暗く堅く乾いている

JCS:　中井の肉色標準模型日本製

pH、ドリップロス、⾁⾊による豚⾁質の分類
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pH

48時間後のドリップロス ％

保⽔性（ドリップロス）はpHと密接に関連し、pHが急激に低下
（乳酸が産⽣される）するとドリップロスが多くなる。

と畜後の⾁質に影響する糖分解とタンパク質分解 (Qinqwu&Min, 2016)
①糖分解：と殺前ストレスはAMPKを活性化して解糖を促進し、PSE豚⾁につなが
る。②μカルパイン：主に死後のタンパク質分解および⾁の軟化をもたらす。

PSEやRSEなどの異常⾁に関連しているのは死後の筋⾁での解糖
で、AMPK（adenosine monophosphate activated protein 
kinase）という酵素が重要な役割を果たしている．

• AMPK活性を阻害することに
よってPSE⾁が予防される．

• 筋⾁内のグリコーゲン蓄積に
関するAMPK調節の最も良い
例の1つは酸性⾁（RSE）．

• RN-遺伝⼦保有豚は、⾻格筋
のグリコーゲン蓄積が多く、
酸性⾁の発⽣率が⾼い．

• RN-遺伝⼦保有豚はハンプ
シャー種で多く、この突然変
異はAMPK活性の増加、筋⾁
のグルコース取込みを増強し、
グリコーゲン蓄積が増加する
ために起こる．

３）異常⾁の発⽣
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熟成期間のアミノ酸、ATP関連物質の変化（⽥村ら、2016）

４）味に関連する成分の変化
 熟成に伴いタンパク質が分解され、各アミノ酸が増加する傾向の⾒られ

る成分が多い。
 ⼀⽅、イノシン酸は減少し、イノシン、ヒポキサンチンは増加する．

４．⾁質の評価法

図１．⽣産者から⾷⾁市場、⾷⾁格付け、⾷⾁卸売業者、量販店・スーパー
・飲⾷店から消費者までの豚⾁の流れ

 ⽣産出荷された豚は以下の流れで消費者の⼝に⼊る．⽇本⾷⾁格付協会
による枝⾁・部分⾁の評価は格付規格に基づき⾏われるが、それ以外の
段階では必ずしも明確な基準に基づいた評価は⾏われていない
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図２．枝⾁半丸重量と背脂肪の厚さによる等級の判定表（⽪はぎ⽤）
(公益財団法⼈⽇本⾷⾁枝格付協会HPより）

１）⽇本⾷⾁格付協会による枝⾁評価
*令和5年1⽉1⽇から新規格改正予定

重量が3kg重くなる。背脂肪厚は、
変わらない。

図３．外観の⾁⾊の評価と豚⾁の脂肪交雑基準(P.M.S.)
（⽇本⾷⾁格付け協会HPより)

脂肪交雑基準(P.M.S.)
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訓練パネルによる分析型官能検査
（⽇本⼥⼦⼤飯⽥教授研究室）

２）美味しい⾁質の評価法とは
• ⼈が直接⾷べて評価する官能評価がベスト
• 官能評価とは、視覚、嗅覚、味覚、触覚、および聴覚を介して知覚されている⾷品

や物質の特性に対する反応を喚起、測定、分析、解釈する．
• 官能検査は、（1）分析型官能検査、（2）記述的官能検査、および（3）嗜好型官

能検査の3つある。
• 分析型官能検査：製品が異なるかどうかを判断するため、訓練パネルにより実施．

嗜好型官能検査：消費者パネルで実施、製品の好みまたは許容の程度を評価．
• 器械測定による評価は、⼈間の脳による知覚経験の解釈の重要な知覚プロセスを⽋

いている値を与えるので⼈間の感覚データを収集することが重要．

機器による⾁質分析
（Ａ：エーテル抽出法による死亡含量の測定、Ｂ：⾁⽚のドリップロスの測定、
Ｃ：ドリップロスサンプルと測定後の⾁⽚、Ｄ：⾁⽚を使った柔らかさの測定）

 ⾁質の評価は、
官能試験がベス
トだが、パネル
の訓練や施設な
どが必要となる．

 機器による軟ら
かさの測定、保
⽔性、脂肪量、
アミノ酸などの
化学分析値によ
り官能検査に代
わる評価が可能
となる．
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因⼦解析・共分散構造分析とPLS回帰分析による官能テストに係わる
化学成分特定モデル

 分析機器による客観的測定値と官能特性検査の⾁質属性との関連を推
定する⼿法の開発は重要．

 そのためには、官能特性検査で得られた評価値と機器測定値（物性値、
化学成分等）を統計的処理により結合し、機器による客観的測定値か
ら味や⾹りなど官能特性に優れた豚⾁質を評価する⼿法が必要

潜在因子

（Suzukiら未発表）

５．⾁質に及ぼす品種、系統の影響
• 豚の⾁質に関する品種の効果を研究した論⽂にはいくつかの⽭

盾した結果の報告あり．

• デユロック種の⾁は柔らかさでは劣るが、ランドレース純粋種
の⾁よりジューシーである．

• アメリカとデンマークのデユロック種の⾁は⼤ヨークシャー種、
ピエトレイン、ハンプシャー種とデユロック種の交雑の豚⾁よ
り柔らかいことなど。

• 100％デュロック種の豚⾁は、⾵味と全体的な⾷味性の点で優
れていること、⼤ヨークシャー種のロース⾁は、デュロック種
またはタムワースより⾵味は劣るが、柔らかく、バークシャー
種の豚⾁はそれらの中間的な値であることなど。

• 国により豚⾁の⽤途（精⾁か加⼯⾁か）により求める形質が異
なる。
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NPPC評価プログラムでの⾁質に対する種雄ラインの⽐較

⽶国National Pork Board (1998)年より引⽤。

１）純粋種、交雑種の⾁質⽐較

 デユロック種が産肉能力はもちろん肉質の筋肉内脂肪含量、テンダ－ネ
スに優れている．

 バークシャー種はドリップロス、クッキングロスなどの保水性に優れる．

純粋種、交雑種の⾁質の⽐較

鈴木啓一ら、2001年日本畜産学会報より引用。
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⽌雄を変えた場合の交雑種の⾁質⽐較

鈴木ら1997年日畜会報から引用。

LWD LWB LWM 去勢 雌
12 12 12 18 18

肉色

L* 49.61
b

53.79
a

50.91
ab 50.86 52.01

a* 7.10 7.61 7.54 7.26 7.58
b* 3.50 4.44 4.24 3.98 4.14

筋線維直径 μm 48.64 44.83 45.42 44.63
c

47.96
d

一次筋束直径 mm
2

0.378
a

0.374
a

0.296
b 0.333 0.366

Tenderness kgw/cm
2

84.13
a

87.22
a

61.31
b 77.03 78.03

Pliability 1.47
a

1.42
a

1.33
b 1.42 1.4

加熱損失率 % 25.39
a

24.97
a

29.56
b 26.74 26.54

化学成分

脂肪 % 2.32
b

2.35
b

3.23
a 2.78 2.48

交雑種 性
形質 単位

バークシャー種、デユロック種及び⽌雄としての⾁質への影響

Suzukiら2003年Meat Scienceから引⽤

B D LDB
2)

LDD
3) 去勢 雌

保水性

ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾛｽ24時間 % 2.21 3.15 3.33 3.72 3.28 2.92

ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾛｽ48時間 % 4.08
c

6.05
ab

5.58
b

6.52
a 5.79 5.32

加熱損失率 % 22.27
b

19.30
b

27.43
a

25.23
a 24.44 22.67

化学成分

水分 % 72.12
ab

71.47
b

72.84
a

72.04
ab 71.93 72.3

脂肪 % 3.18
c

4.25
ab

3.34
bc

4.77
a

4.37
d

3.40
e

脂肪交雑 3.08
c

3.90
ab

3.40
b

4.35
a 3.82 3.54

Tenderness kgw/cm
2 70.36 70.67 72.49 72.96 73.96 69.79

Pliability 1.526 1.497 1.501 1.496 1.48 1.529

融点

皮下脂肪内層 ℃ 40.47
a

36.10
b

40.91
a

37.39
b 38.61 38.83

皮下脂肪外層 ℃ 35.13
a

31.98
b

35.83
a

31.57
b 33.06 34.19

腹腔内脂肪 ℃ 43.44
a

37.99
b

42.42
a

41.72
b 42.04 40.74

性品種
単位形質
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バークシャー種、デユロック種及び⽌め雄としての
脂肪酸組成への影響 Suzukiら2003年

Meat Scienceから引⽤

• 皮下脂肪と筋肉内
脂肪では脂肪酸組
成が異なり、体の
内部が融点が低い
脂肪酸割合多い。

• オレイン酸はデユ
ロック種がバーク
シャ種より多い。

• 脂肪酸組成は止雄
の影響が大きい

L W D1 D2 B Y S M
n 3 3 4 4 3 3 4 4

Type1 ％ 11.48 10.08 16.54 9.63 11.30 12.40 14.69 15.92
Type2 ％ 88.52 89.92 83.46 90.38 88.70 87.59 85.32 84.09

Fat ％ 1.77c 1.00c 6.35ab 3.60bc 4.30bc 1.70c 1.75c 9.80a

C18:1 ％ 50.73ab 47.80ab 47.33b 49.35ab 48.70ab 46.70b 47.58ab 51.30a

MUFA ％ 54.67ab 52.13ab 51.08b 52.95ab 54.10ab 52.27ab 52.53ab 55.78a

IMP μmol/g 5.66a 5.08ab 4.93ab 4.31b 4.68ab 5.02ab 4.59ab 5.45ab

Ino μmol/g 1.17b 1.25ab 1.93ab 1.76ab 1.99a 1.28ab 1.80ab 1.22b

Nuc μmol/g 7.01 6.51 7.08 6.28 6.88 6.51 6.68 6.80
Glut μmol/g 0.38ab 0.47ab 0.75a 0.76a 0.59ab 0.45ab 0.79a 0.20b

FAA Tota  μmol/g 18.79 23.11 23.75 20.81 21.80 21.92 23.59 23.11
CarTau μmol/g 95.97ab 93.02ab 73.47c 64.05c 71.74c 82.67abc 76.19bc 100.84a

DipeTotalμmol/g 98.77ab 95.55ab 75.41c 65.74c 73.37c 85.16abc 78.41bc 103.53a

BreedTraits Unit

純粋品種のロース筋⾁筋線維割合、化学成分の⽐較
（Suzukiら未公表）

• 純粋品種により筋線維型割合、化学成分が異なる。
• 同じ品種（D:デユロック種）でも筋線維割合が異なる。
• これらの純粋品種が交雑されて8割の⾁豚（LWD)が⽣産される。

* Y:中ﾖｰｸｼｬｰ、S：島豚、M:ﾏﾝｶﾞﾘｯﾂｱ
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２）筋線維型割合と⾁質についての海外の研究

• 豚の⾁質は、⾁⾊、保⽔性など死後に起こる⾁の⽣化学的プ
ロセスの影響を受ける．

• 死後の筋⾁中での解糖の程度や速度が筋⾁pHに影響し、筋⾁
タンパク質の変性および品質にも影響する．

• さらに、筋⾁の⽣化学経路を決定する主な要因の1つは、筋線
維型の割合．

• ⾻格筋は、異なるタイプの線維から構成されており、構造タ
ンパク質に代謝酵素が作⽤して⾁質が決まると考えられる．

• つまり、⾻格筋の収縮とか代謝の特性は、⽣きている動物内
でのエネルギー代謝のパターンと同様に、死後の筋⾁の変化
の間にも強く影響する．

• 筋線維特性と⾁質形質との間に関連があるとの報告があるの
で、筋⾁線維型の割合が異なることから品種間および品種内
の⾁質の変化を説明することができそうだ．

1)．Ryuら（2008）は、バークシャー種(B)、ランドレース種(L)、⼤ヨーク
シャー種（W)とそれらの交雑豚(LWD)（合計594等）の筋⾁組織の組織
化学的特徴と⾁質形質を⽐較．

2)．Kimら（2008)は、韓国在来豚（KNP)とL種、W種と⽐較。

3)．余剰飼料摂取量が低く、効率の良い⽅向に選抜された⼤ヨークシャー豚
のロースには、グリコーゲン含量が多く、速筋タイプのⅡb型の割合が
増え、筋⾁内脂肪は減少の報告（⽶国アイオワ州⽴⼤学）

*これらの報告は、筋線維型がpH、⾁⾊、筋⾁内脂肪と関連することを⽰す。

Ⅰ型線維⾯積割合 B(7.5%)＞L(6.2%)、W(6.8%)、LWD(5.4%)
Ⅱb型⾯積割合 B(85.0%)＜L(88.2%)、W(86.8%)、LWD(87.5%)
pH45m、pH42h B>L、W
ドリップロス B<L、W
⾁⾊L*値 B<L、W

筋⾁内脂肪含量 KNP>L、W
⾁⾊a*、b* KNP>L、W
Ⅰ、Ⅱa、Ⅱx mRNA遺伝⼦発現 KNP>L、W
Ⅱb mRNA遺伝⼦発現 KNP＜L、W
酸化型関連遺伝⼦発現、ATPase KNP>L、W
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筋線維型が⾁質に及ぼす影響のまとめ

• 速筋である⽩⾊筋：糖分解およびタンパク質分解プロセ
スが速く、筋⾁の軟化がより速い．

• 遅筋である⾚⾊筋：10%前後と割合は少ないが、筋⾁脂
肪を蓄積しやすい

グリコーゲンが多いので、pHの低
下が⼤きく、ドリップロスが多い
⾁が柔らかくなりやすい

６．イノシシから豚への家畜化に伴う
筋線維型と⾁質の変化

• 豚はイノシシから家畜化された。

• イノシシと豚の筋⾁線維型の⽐較から家畜化の
変化を検討した研究、これらと⾁質との関係に
ついて紹介する。
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（Frazarincら、Animal (2017)11:164-174）図１．7ヶ⽉齢のイノシシと⼤ヨーク
シャー種の筋線維型

NCL-MHCs染色
Ⅰ型線維が濃色

A4.74染色
Ⅱa、Ⅱx型線維が濃色

BF-F3染色
Ⅱb型線維が濃色

SDHコハク酸デヒドロゲナーズ
Ⅰ、Ⅱa、Ⅱx型線維が濃色

イノシシ 大ヨークシャー種

• イノシシはⅠ型繊維が多い
• Ⅱa、Ⅱxもイノシシが多い
• Ⅱbは⼤ヨークシャー種が多い
• Ⅰ、Ⅱa、Ⅱxはイノシシが多い
• 筋線維の太さは⼤ヨークシャー種

が太い

図２．イノシシと⼤ヨークシャー種の筋線維型割合（上）と断⾯積（下）の変化
（FazarincらAnimal (2017) 11:164-174の表から作成）

• １日齢では品
種間差無くⅡa
が9割

• 3週齢でイノシ
シはⅡx、W種
はⅡbにシフト

• 7ヶ月齢ではイ
ノシシはⅠ、
Ⅱa、Ⅱx、Ⅱb
が13.4、21.4、
31.4、33.8％

• W種は、Ⅱbは
58.1%

• ２歳までイノ
シシはⅡbが減
少、W種は変化
無し
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図３．筋⾁別ブタとイノシシの筋⾁線維型割合（上）と⾯積（下）の⽐較
(Ruusunen &Puolanne, Meat Science (2004) 67：533‒539から作

成)

• 速筋型の最長筋、半膜様筋、殿筋
で、イノシシが豚よりもⅡa型が
多く、逆に豚はⅡb型がイノシシ
より多い．

• 遅筋型の咬筋ではⅠ型とⅡa型が
豚とイノシシでは好対照な割合を
示す．

• イノシシは全ての筋線維型の面積
が大体同じだが、豚では、特に速
筋である最長筋、半膜様筋、殿筋
のⅠ型、Ⅱa型線維よりもⅡb面積
が顕著に大きい

図４． 筋⾁別ブタとイノシシの⽑細管密度の⽐較
(Ruusunen & Puolanne, Meat Science (2004) 67：533‒539から作成)

⽑細管密度は、イノシシが豚より⾼く、⾼い酸化
能⼒を⽰す
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７．⾁質の遺伝的改良
家畜の育種改良対象形質の変化

⾁質形質の遺伝率推定値
（Ciobanuら,The genetics of the Pig, 2011）

• 機器測定値、官能テス
ト項⽬では、柔らかさ
が⾹りや多汁性などの
形質より⾼く、⾁⾊の
明るさ、クッキングロ
スとドリップロスやpH
などより⾼い遺伝率

• 筋⾁の脂肪含量、脂肪
酸組成のステアリン酸、
オレイン酸なども⽐較
的⾼く、遺伝の関与が
⼤きい．
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１）筋⾁内脂肪を改良形質とした試験
（しもふりレッド）の紹介

1994年〜2002年
宮城県畜産試験場で実施

• 選抜形質：⼀⽇平均増体量:DG、ロース断⾯積:EM、⽪下脂肪厚:BF、筋
⾁内脂肪：IMF）

• ⾁質形質（TEND: 柔らかさ, DL: ドリップロス, CL: クッキングロス, 
PCS:⾁⾊標準模型値 (1 - 5, 明るい- 暗い), L: 明るさ, PH: pH, IMP: 電気
伝導度, COL: 総コラーゲン量)の育種価の変化

• DG、IMFは増加し、ＥＭはやや増加、BF⽪下脂肪は変化無し
• ⾁質のＬ値（明るさ）は増加し、PCSは減少（⾁⾊淡くなる）、pHが低

下し、TENDが低下して柔らかく、DL24も減少し保⽔性が良くなった。
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選抜形質、⾁質形質の遺伝率
（Suzukiら2005、J. Anim. Sci）

＊ドリップロス、柔らかさ等は、と畜26時間後に測定

• 筋肉内脂肪、柔らかさなどは適度な遺伝率だが、保水性、肉色は低い
遺伝率

⾁質形質間の遺伝相関
（Suzukiら2005、J. Anim. Sci）

• 筋⾁内脂肪(IMF)と保⽔性（DL、CL)は好ましい遺伝相関(-0.70、-0.42)
だが、柔らかさ（TEDN)との相関はない（-0.09、と畜24時間後の測定
のため、熟成が進んでいないためと思われる）

• 柔らかさ（TEND）は、⾁⾊が明るい(L)⽅が柔らかい
• ドリップロスと加熱損失率の遺伝的関連はない（ドリップロスは⾃由⽔、

加熱損失率は固定⽔）
• コラーゲンが多いと加熱損失率が少ない（rG=-0.64)
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しもふりレッド豚⾁の特徴と成果

系統造成試験として取り組んだ「しもふりレッド」に関して
は、試⾷試験などの結果からも⾁質に特徴（咬んだ時の⾷感
として、サクッと柔らかく、多汁性が有り、脂肪の質も良い、
また、他の豚⾁と⽐べしっかりとした味）があり、他の系統
豚と⽐べても⾷味性が優れている。

動物遺伝育種学の学術的⽴場から、研究成果を⽶国の
Journal of Animal Science, Meat Science, EUの
Livestock Scienceに学術論⽂として投稿してあり、研究内
容にも優れていること、この集団約1500頭分のDNAサンプ
ルを使い、ゲノム関連の学術論⽂（Animal Genetics, 
Animal Science Journal、Journal of Animal Science)も含め
ると全体として22報の論⽂としてまとめている。

２）筋⾁内脂肪を改良形質とした試験
（アイオワ州⽴⼤学）

• アイオワ州⽴⼤学では、デユロック種について超⾳波探傷器を使
い、筋⾁内脂肪に関する選抜の効率を評価する試験を1998年か
ら開始。

• 超⾳波探傷器で⽣体ロースの筋⾁内脂肪を測定と同時に、と殺後
に化学分析脂肪を測定。この値により筋⾁内脂肪を⾼める⽅向へ
6世代の選抜を実施。

• 6世代の選抜の結果、筋⾁内脂肪は対照系(2.41%)に対して選抜
系(4.53%)が88%増え、超⾳波探傷器による測定値も対照系
(3.09%)に⽐較し選抜系(4.55%)が47％増加。

• 相関反応としてロース断⾯積は細く、⽪下脂肪厚は厚くなり、⾁
の柔らかさが増して官能試験による⾹りと悪い⾹りが改善。
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３）国内での⾁質に関する取り組み
系統造成
• 平成9年東京都トウキョウXが完成．北京⿊豚、バークシャー種、

デユロック種の3品種を基礎に⼀⽇平均増体量、背脂肪厚、ロー
ス断⾯積に加え筋⾁内脂肪割合を改良形質

• 平成13年宮城県のデユロック種しもふりレッド完成．4選抜形質

• 平成21年、22年には全農と⿃取県がデユロック種について筋⾁内
脂肪を改良形質として完成．

• 平成27年、平成28年家畜改良センターが筋⾁内脂肪を、静岡県、
茨城県がそれぞれ剪断⼒価、筋⾁内脂肪を改良形質として完成

• ．
• 平成24年⼭梨県はデユロック種とバークシャー種を基礎豚とした

合成系統豚を完成

• 現在までに合成豚2系統、デユロック種6系統が完成．

国内でのその他の取り組み
１．平成25年〜平成29年度、⽇本養豚協会が農業競争⼒強化

対策事業の⼀環として「新たな技術(SNPs)の活⽤による
種豚改良システムのモデル実証・構築研究」を、⺠間ブ
リーダーである星種豚場と富⼠農場の２農場のデユロッ
ク種を対象として実施

２．平成28年〜平成32年度、農林⽔産技術会議「⾰新的技術
開発・緊急展開事業」（うち先導プロジェクト）「国産
豚⾁差別化のための「おいしさ」の評価指標と育種改良
技術及び飼養管理技術の開発」が農研機構畜産研究部⾨
が中⼼となり、家畜改良センター、東北⼤学、宮城⼤学、
聖徳⼤学、宮城県、岐⾩県、佐賀県、家畜改良事業団及
びフリーデンとシムコの２⺠間種豚場を構成員として開
始した．
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⽇本養豚協会農⽔補助事業の紹介
(令和2-3年）

• 2農場のデユロック種220頭を使い産⾁
情報、化学成分分析、官能試験、候補
遺伝⼦解析を実施。

• 官能試験のうま味、総合評価とイノシ
ン酸との相関が0.548、0.426と⾼い有
意な正の相関が⽰され、うま味、総合
評価にイノシン酸が関与することが⽰
された。

• すでに、⽜⾁などでは官能試験項⽬と
をSuzukiら(2017)は報告しているが、
豚⾁でもイノシン酸が重要であること
を確認できた。

ｲﾉｼﾝ酸 ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸 粗脂肪
軟らかさ 0.124 0.079 0.296

0.065 0.244 <.0001
220 220 220

多汁性 0.127 0.027 0.181
0.059 0.687 0.007

220 220 220
弾⼒性 0.143 -0.184 -0.252

0.034 0.006 0.000
220 220 220

⽢味 0.195 0.123 -0.092
0.004 0.068 0.172

220 220 220
うま味 0.548 -0.111 0.002

<.0001 0.101 0.980
220 220 220

総合評価 0.426 -0.006 0.059
<.0001 0.926 0.384

220 220 220

８．ゲノム情報等を活⽤した⾁質改良
ゲノム研究の概要
• 経済形質に関与する遺伝⼦を特定する研究は、
（１）機能が既知の遺伝⼦と経済形質との関連を検討する候補遺伝⼦解析
（２）候補となる未知の遺伝⼦を単離特定するポジショナルクローニング

法または量的遺伝⼦（QTL）解析により進められてきた。

• 1994年にイノシシと豚の交雑集団を⽤いた最初のQTL解析が報告あり。
• 当初はマイクロサテライトマーカーが、現在では、全染⾊体上に約6万

個のSNP（⼀塩基多型）マーカーを配置したチップを利⽤。
• SNPチップはイルミナ社が1頭当たり1万5千円程度（⼀枚のプレートに

24頭分搭載）での価格。

• SNPマーカーを従来からの統計遺伝学的⼿法による育種価推定に利⽤
するゲノム育種価による改良の取り組みが進められている。

• 候補遺伝⼦解析でも、既知の遺伝⼦の多型と⾁質形質との関連研究か
らいくつかの⼤きな効果を持つ遺伝⼦が特定されてきた。
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• 脂肪蓄積に関して第6番染色体上
に検出されたQTL領域（x軸は染
色体の連鎖地図の相対的位置、y
軸はLODスコア値、二つの水平
線は閾値の有意性を、△はマー
カーの位置を示す）、（Uemoto
ら、Animal Genetics, 2011）

• 脂肪酸組成と融点（右）に関
して第14番染⾊体上に検出さ
れたQTL領域（x軸は染⾊体の
連鎖地図の相対的位置、y軸は
LODスコア値、⼆つの⽔平線
は閾値の有意性を、△はマー
カーの位置を⽰す）、
（Animal Science 
Joronal,2012）

QTL解析による⾁質関連遺伝⼦特定事例

脂肪蓄積に及ぼすレプチン受容体（LEPR）遺伝⼦内
c.2002C>T SNPの効果（Uemotoら、Animal Science Journal、2012）
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VRTN遺伝⼦型毎の胸椎数の頭数
（Nakanoら、Animal Science Journal, 2015）

VRTN遺伝⼦型の胸腰椎数に関する効果
（Nakanoら,Animal Science Journal, 2015）

効果の⼤きい遺伝⼦として⾒つかり、
利⽤されている遺伝⼦
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CAST2 LSM se LSM se LSM se
AA 52 49.10b 4.00 1.42b 0.02 11.55b 1.55
AG 110 56.51a 3.38 1.46a 0.02 14.48a 1.31
GG 56 58.07ab 4.03 1.47a 0.02 14.89ab 1.56

N Tenderness Pliability Toughness

 カルパスタチン（CAST2）のAA型がGG型やAG型より軟らかさ（Tenderness）を低
め、柔軟性（Pliability)を増し、頑強性（Toughness）を低める効果あり。

効果の⼤きい遺伝⼦の具体例

LEPR2 LSM se LSM se
CC 4 1.77ab 0.22 2.26b 0.68
CT 47 1.64b 0.13 3.18b 0.38
TT 167 1.96a 0.14 3.85a 0.42

N 背脂肪厚 筋肉内脂肪

 脂肪蓄積に関連するレプチンレセプター（LEPR2）やレプチン（LEP1、LEP2）
遺伝⼦の効果について、LEPR2のTT型は、CC型よりも背脂肪厚を厚くし、筋⾁
内脂肪の蓄積を⾼める効果あり。

（いずれも令和2‐3年⽇本養豚協会農⽔補助事業の成果）

９．飼料内容、飼養管理等の重要性

 家畜の産⾁、繁殖能⼒、⾁質形質は遺伝的能⼒
が全てではない。

 遺伝的な影響は⾼くても６割程度、残りは環境
効果（飼料内容、飼養管理）が影響する。

 ⾷品残渣物など低タンパク質飼料給与により筋
⾁内脂肪が増加する。

 エゴマ絞り粕の飼料給与により、脂肪酸のγ-
リノール酸等、ω3脂肪酸が増加する。

 疾病の罹患により、サイトカインなどが活発に
活動し、エネルギーが消費されるため筋⾁の蓄
積グリコーゲンが減少し、⾁質が低下。
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1) 低タンパク質飼料給与が⾁質に及ぼす影響

・⾁質に及ぼす遺伝的効果の指標である遺伝率は、0.1〜0.6
と⾼い形質でも0.6程度、残りの4割〜9割は動物が飼育され
る飼養管理条件により影響される。

・低蛋⽩質飼料が⾁質に及ぼす影響について、1990年代から
研究が⾏われ、現在では実⽤化技術として活⽤されている。

・これらの研究報告を詳しく⾒ると、
１）蛋⽩質を減らし、不⾜するアミノ酸を補充
２）蛋⽩質変化無し、リジンだけを減らした場合、
３）蛋⽩質、リジンともに減らした場合、
４）それらの組み合わせの場合に分類される。
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エゴマ絞粕の成分

 通常、エゴマには24g/100gのα-リノレン
酸が含まれる。

 絞粕のα-リノレン酸量：
23.8×61.1=14.5g
であり、半分のα-リノレン酸が残ってる。

成分 %

水分 4.3

粗たんぱく質 24.3

粗脂肪 23.8

粗線維 20.5

粗灰分 4.6

可溶性無窒素物 22.5

脂肪酸組成

　16:0 7.6

　18:0 2.1

　18:1 11.6

　18:2n-6 16.7

　18:3n-3 61.1

　20:0 0.2

　20:1 0.1

　20:2n-6 0.1

　未同定 0.5

エゴマ絞粕

２）エゴマ絞り粕の飼料添加による
豚⾁の⾼付加価値化
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エゴマ給与の脂肪酸組成への効果
％

α-リノレン酸はエゴマ区が筋⾁内脂肪では対照区の4.2倍、
⽪下脂肪では4.8倍増加し、EPAも産⽣

％

％

 α-リノレン酸はn-3系脂肪酸と⾔い、DHA、EPAと同じ仲間。n-3
系脂肪酸は、⽣活習慣病の予防に効果があるとされている。⼀⽅、
リノ−ル酸などはn-6系脂肪酸に区分され、⽣活習慣病の誘因因⼦
とされる。n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の⽐（ω6/ω3）は４が理想
といわれている。

 エゴマ絞り粕の添加給与により理想値に近づいている。

%
エゴマ区 対照区 有意性

焼き肉 Q1柔らかさ 3.69 3.74 ns
Q2多汁性 3.62 3.71 ns
Q3うまみ強さ 3.81 3.57 ns
Q4風味 3.81 3.43 *
Q5総合評価 3.95 3.88 ns

しゃぶしゃぶ Q6柔らかさ 3.93 3.67 ns
Q7多汁性 3.81 3.79 ns
Q8うまみ強さ 3.76 3.50 ns
Q9風味 3.81 3.33 **
Q10総合評価 4.07 3.88 ns

消費者型官能試験結果
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・出荷豚に占める⼀部内臓廃棄割合（平成20年度〜平成29年度宮城
県⾷⾁衛⽣検査所報告より作成）は⾼く、特にマイコプラズマ性肺
炎病変の割合が⾮常に⾼い。
・疾病罹患豚の⾁質に関する調査研究はほとんどないのが実情

３） 疾病やストレスが⾁質に及ぼす影響

Parameter
乾物割合 % 28.79 ± 0.88 30.6 ± 1.37 29.89 ± 0.63

pH 5.42 ± 0.02
b 5.50 ± 0.02

a 5.51 ± 0.03
a

L* 55.88 ± 0.95 55.5 ± 1.42 54.83 ± 0.93
a 15.12 ± 0.58 14.92 ± 0.6 15.34 ± 0.35

b* 7.92 ± 0.64
a 6.36 ± 0.42

b 6.99 ± 0.54
ab

ドリップロス % 6.66 ± 0.77 5.53 ± 0.58 5.12 ± 0.97
保水性 % 55.45 ± 0.77 54.35 ± 1.46 53.55 ± 1.12
クッキングロス % 27.89 ± 0.79 24.79 ± 2.21 28.93 ± 0.81

テンダーネス kg/cm
2 0.88 ± 0.05

b 1.18 ± 0.19
ab 1.46 ± 0.12

a

蛋白質 % 22.38 ± 0.47 22.51 ± 0.37 21.88 ± 0.22
筋肉内脂肪 % 2.55 ± 0.16 2.78 ± 0.31 2.57 ± 0.2
灰分 % 1.15 ± 0.01 1.13 ± 0.01 1.16 ± 0.01

I group (n=7) II group(n=7) III group(n=7)

肺病変の程度が⾁質に及ぼす影響
（Dailidavicieneら2008）

2007年1⽉〜４⽉、リトアニアの1905頭の肥育豚の屠殺後の肺の病変データを3つ
のグループ（肺病変のないⅠグループ、胸膜炎を伴う中程度の肺炎病変を持つⅡグ
ループ（11〜30％の感染）、胸膜炎を伴う30%以上の⾼い程度の肺炎のⅢグルー
プ）から７頭ずつサンプルを取り分析。
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有意性
頭数

赤血球 10
9
/L 7.0 ± 0.2 7.8 ± 0.1 *

ヘモグロビン g/L 131.5 ± 2.4 142.9 ± 2.0 *
ヘマトクリット % 38.7 ± 0.5 40.7 ± 0.5 *

白血球数 10
9
/L 26.0 ± 0.8 18.5 ± 0.5 *

リンパ球数 10
9
/L 17.7 ± 0.6 11.8 ± 0.4 *

Middle-size cells 10
9
/L 0.2 ± 0.0 0.2 ± 0.0 ns

好中球 10
9
/L 8.1 ± 0.7 6.4 ± 0.4 *

リンパ球数 % 69.2 ± 1.8 64.4 ± 1.8 ns
Middle-size cells % 0.7 ± 0.0 1.2 ± 0.2 ns
好中球 % 30.2 ± 1.8 33.5 ± 1.6 ns

Platelet count 10
9
/L 235.5 ± 19 252.1 ± 13 ns

肺病変2 肺病変0
45 75

肺病変スコア別⾎液パラメータの⽐較
（Cobanovicら2016）

疾病に罹患した豚では免疫に関わる⽩⾎球、リンパ球、好中球数が増加すると同
時に、関連するサイトカインなども活発に活動することになり、これに伴ってエ
ネルギーが消費されるので筋⾁に蓄積されるグリコーゲンなども減少することが
予想され、⾁質にも影響することが考えられる。

４）放牧養豚の⾁質への影響
ハイブリット交雑豚を使い、（1）妊娠から出産の期間と、（2）育成、肥育
期間がそれぞれ屋内と屋外の⼆つの環境条件で、①屋外出産・屋外肥育、②
屋外出産・屋内肥育、③屋内出産・屋外肥育、④屋内出産・屋内肥育の豚、
それぞれ12頭ずつ調査。 ⼀回⽬は2⽉25⽇に開始され、7⽉19⽇に屠畜

• 屋外で⽣まれた豚の⾁⾊のa*値は、
屋内で⽣まれた豚より有意に⾼く、
カラースコアも⾼い傾向で⾚みが
かった濃い⾊を⽰した。

• ⼀⽅、屋外飼育豚が屋内飼育豚より
⾁質のカラースコアとL*値について
有意な効果が認められ、屋外豚の⾁
は⾚みの強い暗い⾁⾊となった。

• ⾚みの強さは、放牧による筋線維型
の変化ではなく、地被植物の摂取が
可能なのでこれらに起因する可能性
があることを指摘しています。。

Gentry, JGら(2002、2004)の報告
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屋内 屋外 屋内 屋外 SEM B R B×R
Ⅰ型 17.3 21.5 19.3 19.4 0.8 ** ns ns
Ⅱa型 16.0 12.7 12.4 16.4 0.9 * ** ns
Ⅱb/x型 66.7 65.8 68.3 64.2 1.2 ns * ns
Ⅰ型 17.1 18.4 17.0 18.5 0.5 ns ns ns
Ⅱa型 20.6 18.8 15.7 23.6 0.4 ns ** ns
Ⅱb/x型 62.3 62.8 67.3 57.9 0.8 ns ** ns

胸最長筋

半膜腰筋

P値出生環境(B) 育成肥育環境（R)

 屋外で育成肥育された豚は剪断
⼒価が有意に低く、柔らかい⾁
だった。

 豚を屋外で仕上げると、豚の⾁
⾊と柔らかさが改善される可能
性があると結論

出⽣と育成肥育環境が屋外（outdoor）と
屋内（indoor）の場合の豚⾁の剪断⼒価

 冬の期間(10⽉31⽇試験開始、3⽉20 ~4⽉4⽇屠畜)、48頭の去勢豚を使い出⽣と育成
肥育の⽣産システムが豚の発育、筋⾁特性とそれらの関連に及ぼす効果を検討

Ⅰ型筋線維割合：屋外出⽣の豚のロース⾁＞屋内で⽣まれた豚のロース⾁
Ⅱa型筋線維割合：屋外で育成・肥育された豚の胸最⻑筋と半膜腰筋＞屋内育成肥育
された豚と⽐べ多い。

10．おいしい豚⾁判定のバイオマーカー探索

筋肉発達の生物学的過程と理化学的特性値および
官能特性との関係
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⾚⾊筋(遅筋） ⽩⾊筋（速筋）
脂質代謝能 ⾼い 低い
解糖能 低い ⾼い
収縮・弛緩速度 遅い 早い
線維直径 細い 太い
柔らかさ 柔かい かたい
グリコーゲン 少ない 多い
乳酸⽣成 少ない 多い
pH ⾼い 低い
ドリップロス 少ない 多い
筋⾁内脂肪 多い 少ない
イノシン酸 少ない 多い
遊離アミノ酸 多い 少ない

筋⾁線維型による代謝特性と⾁質形質の理化学的特性

簡易で安価な測定できる指標の発⾒が期待される
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全体のまとめ

 おいしい豚⾁質とは、テクスチャー（柔らかさ、多汁性等）、味、
⾹りに優れる特徴を持つ⾁．

 筋線維型は、pH、保⽔性、⾁⾊、脂肪量に影響する可能性あり．
 柔らかさは、カルパインなどタンパク分解酵素が関与．
 味は、⽜同様に核酸関連物質が関与．
 脂肪酸組成がどの程度おいしさに関与するか（⾹り？）．
 筋⾁内脂肪は多すぎると（10%以上）、くどくなること、核酸関

連物質を減少させる可能性があるので注意．

遺伝的に⾁質を改良した系統、特徴を持つ品種など遺伝の効果は
⼤きいが、飼養環境の効果も⼤きいので遺伝的能⼒を発揮できる
飼養管理が重要.

⼈が豚⾁を⾷べるときは、調理が加わり、⾹⾟料、味付けにより
おいしい豚⾁料理となるが、素材そのものの⾁質が良ければ料理
された⾁はより美味しいのではないかと考えられる．

１．⾁の柔らかさ（テクスチャー）

２．多汁性（クッキングロス）

３．適度な脂肪（筋⾁内脂肪）

４．味のある⾁質
（イノシン酸、脂肪など）

５．豚臭さの少ない⾁

おいしい豚肉とは

官能試験による評価と同時に、客観的な測定値で
評価される科学的な⾁質評価が必要

官能試験

機器による測定
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ご清聴ありがとうございました。


