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(54)【発明の名称】食品の物性測定装置および測定方法
(57)【要約】
【課題】

果実などの農産物や食品の食感を、正確に数

値化する。
【解決手段】

被試験体と積極的に振動を起こすように

側面に凹凸を設けた押し圧治具を被試験体に貫入し、貫
入する際に前記治具と被試験体との間で発生した振動ま
たは音響スペクトルを検出する。このスペクトルを主成
分解析し、求められた主成分値を食感とする。
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【特許請求の範囲】

【発明の属する技術分野】本発明は、食品や農産物の力

【請求項１】

学特性測定器、および力学特性測定方法に関する。特

側面に凹凸を設けた押し圧治具と、前記

押し圧治具を被試験体に移送するための移送手段と、前

に、所定の形状を持つプローブを被測定物に貫入させ、

記押し圧治具と前記移送手段を繋合する繋合手段と、前

その際に発生した音響または振動スペクトルを利用して

記繋合手段に設けられた前記被試験体に前記押し圧治具

食品や農産物の食感を測定する測定器および測定方法に

を挿入した際に発生する振動を検出する振動検出手段

関する。

と、前記振動検出手段からの検出信号を増幅するための

【０００２】

増幅手段と、前記増幅手段からの出力をフーリエ変換し

【従来の技術】人は、味、香りおよび色といった多くの

振動スペクトルに変換するフーリエ変換手段と、予め定
めた係数を記憶している係数テーブルと、前記フーリエ

要素を基準として食物や農産物の嗜好的判断を行うが、
10

その中で食感は、特に重要な要素である。例えば、新鮮

変換手段からの振動スペクトルと前記係数テーブルとを

なレタスやセロリを咀嚼した際の、シャキシャキとした

演算する演算手段と、前記演算手段の結果を食感値とす

食感や、食べ頃になったセイヨウナシのトロリとした食

ることを特徴とする、食品の物性測定装置。

感は、我々の嗜好を大いにそそるものである。このよう

【請求項２】

前記移送手段は、押し圧治具に繋合する

な食感は、食物の力学特性（弾性や粘性）に由来してい

ピストンと、このピストンが自在に移動できるように係

る。従って、食物の弾性や粘性を測定すれば、このよう

合したシリンダと、このシリンダ内部に液体を導入及び

な食感を定量化することが考えられる。

吐出させ、この液体の圧力によって前記ピストンを移動

【０００３】従来から、様々な力学的測定方法が考案さ

させるようにした液体ポンプとを含むことを特徴とす

れて来た。例えば、特開平１１−１９０６８８号公報で

る、請求項１に記載の食品の物性測定装置。

は、麺類やパスタなどで習慣的にあいまいに使われてい

【請求項３】

前記フーリエ解析手段は、前記振動検出

20

た腰の強さ等の食感を定量化する方法が開示されてい

手段からの振動を振動スペクトルに変換した後、前記振

る。また、特開２０００−２８３９７５号公報では、

動スペクトルを予め設定された周波数毎に出力すること

人、特に乳幼児が好む食品の物性（テクスチャー）を測

を特徴とする、請求項１又は２に記載の食品の物性測定

定するための方法が開示されている。

装置。

【０００４】

【請求項４】

前記係数テーブルは、異なる食感を持つ

【発明が解決しようとする言柑】これら従来の技術にお

前記被試験体の振動スペクトルを複数用いて主成分解析

いては、所定の形状をしたプランジャーを被測定物に押

することにより計算された複数の固有ベクトルであるこ

し込みあるいは押し込んだ後持ち上げ、そのプランジャ

とを特徴とする、請求項３に記載の食品の物性測定装

ーが受ける力学的力（応力や粘着力）を利用して被測定

置。

物の物性を測定している。そのため、プランジャーやそ

【請求項５】

前記固有ベクトルは、第1主成分から第N

30

の受け治具の形状を対象物に応じて改良を加え、被測定

主成分国有ベクトルであることを特徴とする、請求項4

物の物性値を正確に測定する技術を開示している。とこ

記載の食品の物性測定装置。

ろが、このような方法では、全ての農産物や食品の食感

【請求項６】

を正確に測定することは難しい。

前記押し圧治具は、円柱または多角形の

断面を持つ角柱であり、その側面の一部あるいは全て

【０００５】例えば、セイヨウナシ（ラ・フランス種）

に、突起を有することを特徴とする、請求項１〜５のい

は、熟度の判定が困難な果実であり、適熟になると果肉

ずれか一に記載の食品の物性測定装置。

の食感が劇的に変化して、いわゆるバタリーと称される

【請求項７】

側面に凹凸を設けた押し圧治具を被試験

状態になる。この果実の熟度は、熟練者による官能検査

体に押し込み、前記被試験体に前記押し圧治具を挿入し

しか判断できず、数値化が難しいため、果実の流通上、

た際に発生する振動信号を検出し、前記振動信号をフー
リエ変換して振動スペクトルに変換し、前記振動スペク

大きな問題になっている。
40

【０００６】図5は、食品の力学測定に広く用いられる

トルから予め定めた所定の周波数間隔における振動強度

レオメータ（サン科学、ＣＯＭＰＡＣ−１００）を用い

を求め、前記振動強度と予め定めた係数と積を求め、前

て、熟していくセイヨウナシ（ラ・フランス）の果肉硬

記積の総和を食感値とすることを特徴とする、食品の物

度を測定した結果である。測定に使用したプランジャー

性測定方法。

は円錐形状であり、一定速度で予め所定の大きさに加工

【請求項８】

前記係数は、異なる食感を持つ前記被試

された果肉に貫入させ、一定距離貫入した時の最大応力

験体の振動スペクトルを複数用いて主成分解析すること

を果肉硬度としている。

により計算された複数の固有ベクトルであることを特徴

【０００７】図6は、同じセイヨウナシを官能検査によ

とする、請求項７に記載の食品の物性測定方法。

り評価した食感熟度の変化を示す図である。食感熟度5

【発明の詳細な説明】

は未熟、4はやや未熟、3はやや熟、2は適熟、1は過熟を

【０００１】
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示す。食感熟度5での果肉はサクサクした食感を示し、

( 3 )
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4

食感熟度2での果肉はトロリとしたバタリー状を示す。

とができる。

【０００８】図５と図６から明らかなように、果肉硬度

【００１３】次に請求項３に記載の発明は、前記フーリ

は７日目から９日目にかけて硬度が低下し、そのときに

エ解析手段は、前記振動検出手段からの振動を振動スペ

果実は食感熱度２．５を示した。このときの果実の力学

クトルに変換した後、前記振動スペクトルを予め設定さ

特性は大きく変化し、トロリとした果肉になった。その

れた周波数毎に出力することを特徴とする請求項1に記

後もセイヨウナシの熟度は進み１５日目には過熟に至る

載の食品の物性測定装置であり、出力した結果を演算手

が、図５から明らかなように、果肉硬度には大きな変化

段がそのまま利用でき、演算手段の構成が簡素化でき

がみられない。すなわち、従来法で測定した果肉硬度と

る。

官能試験による食感熟度との間には良好な並行関係が成
立していない。

【００１４】次に請求項4に記載の発明は、前記係数テ
10

ーブルは、異なる食感を持つ前記被試験体の振動スペク

【０００９】この結果は、従来行われている物性測定技

トルを複数用いて主成分解析することにより計算された

術では、果肉の物性が大きな変化（適熟になる）を起こ

複数の固有ベクトルであることを特徴とする請求項1に

したことは検出できても、食感熟度のような人の官能に

記載の食品の物性測定装置であり、主成分解析により求

由来する微妙な果肉物性の変化を測定できないことを示

めた固有べクトルを係数にすることで被試験体の測定し

している。これは、従来の技術では、セイヨウナシなど

た振動スペクトルの主成分値を計算することができる。

の果実や食品のもつ複雑かつ精妙な物性値を、硬度（応

【００１５】次に請求項５に記載の発明は、前記固有ベ

力）や粘着力といった一部の力学特性では十分に表せな

クトルは、第１主成分から第N主成分固有ベクトルであ

いからである。本発明は、このような食感熟度を正確に

ることを特徴とする請求項４記載の食品の物性測定装置

定量化する方法を提供するものである。

であり、主成分解析により求めた第１主成分から第Ｎ主

【００１０】
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成分固有ベクトルを係数にすることで被試験体の測定し

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため

た振動スペクトルの第１主成分から第Ｎ主成分値を計算

に、本発明では、被試験体と積極的に振動を起こすよう

することができる。

に側面に凹凸を設けた押し圧治具を被試験体に貫入し、

【００１６】次に請求項６に記載の発明は、前記押し圧

貫入する際に前記治具と被試験体との間で発生した振動

治具は、円柱または多角形の断面を持つ角柱であり、そ

または音響スペクトルを検出する。この検出されたスペ

の側面の一部あるいは全てに、突起を有することを特徴

クトルは、被試験体のあらゆる物性情報を含んでいるた

とする請求項1に記載の食品の物性測定装置であり、被

め、このスペクトルを主成分解析することにより、食感

試験体に前記押し圧治具を挿入した際に被試験体を振動

熟度を数値化することを特徴とする。

させることにより、被試験体の物性情報を含んだ振動を

【００１１】請求項１に記載の発明は、側面に凹凸を設

発生させることができる。

けた押し圧治具と、前記押し圧治具を被試験体に移送す

30

【００１７】次に請求項７に記載の発明は、側面に凹凸

るための移送手段と、前記押し圧治具と前記移送手投を

を設けた押し圧治具を被試験体に押し込み、前記被試験

繋合する繋合手投と、前記繋合手段に設けられた前記被

体に前記押し圧治具を挿入した際に発生する振動信号を

試験体に前記押し圧治具を挿入した際に発生する振動を

検出し、前記振動信号をフーリエ変換して振動スペクト

検出する振動検出手段と、前記振動検出手段からの検出

ルに変換し、前記振動スペクトルから予め定めた所定の

信号を増幅するための増幅手段と、前記増幅手段からの

周波数間隔における振動強度を求め、前記振動強度と予

出力をフーリエ変換し振動スペクトルに変換するフーリ

め定めた係数と積を求め、前記積の総和を食感値とする

エ変換手段と、予め定めた係数を記憶している係数テー

ことを特徴とする食品の物性測定方法であり、前記押し

ブルと、前記フーリエ変換手段からの振動スペクトルと

圧治具を被試験体に挿入するときに発生する振動スペク

前記係数テーブルとを演算する演算手段と、前記演算手
段の結果を食感値とすることを特徴とする食品の物性測

トルを用いて被試験体の物性を測定するため、極めて正
40

確に食感の数値化ができる。

定装置であり、前記押し圧治具を被試験体に挿入すると

【００１８】次に請求項8に記載の発明は、前記係数

きの振動スペクトルを用いて被試験体の物性を測定する

は、異なる食感を持つ前記被試験体の振動スペクトルを

ため、極めて正確に食感の数値化ができる。

複数用いて主成分解析することにより計算された複数の

【００１２】次に請求項２に記載の発明は、前記移送手

固有ベクトルであることを特徴とする請求項７に記載の

段は、シリンダと、前記シリンダ内で自在に移動できる

食品の物性測定方法であり、主成分解析により求めた第

ピストンと、前記シリンダは前記ピストンを動かすため

１から第Ｎ主成分固有ベクトルを係数にすることで被試

の液体ポンプに繋合されていることを特徴とする請求項

験体の測定した振動スペクトルの第１から第Ｎ主成分値

1に記載の食品の物性測定装置であり、前記押し圧治具

を計算することができる

を前記被試験体に挿入する際に不要な振動や音響を与え

【００１９】

ず測定できるため、極めて正確な振動信号を検出するこ

50

【発明の実施の形態】（実施の形態１）以下、本願発明

( 4 )
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5

6

を図面を参照しながら、発明の形態に基づいて詳細に説

る。

明する。

【００２３】図２に、本装置で測定した未熟なセイヨウ

【００２０】図１に本願発明の測定装置の構成を示す。

ナシと適熟のセイヨウナシのフーリエ変換された振動ス

載置台８に被試験体７が置かれており、その直上に側面

ペクトルを示す。両者を比べると、明らかにスペクトル

に凹凸を設けた押し込み治具４が配置されている。この

の差が見られ、特に２０００から８０００Hzまでの範囲

押し込み治具４の一方に押し込み時の振動を検出するた

において振動強度に顕著な差が見られる。以下、被試験

めの振動検出手段３であるピエゾ素子が図示しない繋合

体の解析方法については、このセイヨウナシを例にとり

手段にてピストン２に繋合されている。ピストン２はシ

説明するが、これに限るものでは無く、他の果実や食品

リンダ１内部に有り、シリンダ１はチュープ５を介して
液体ポンプ６に接続されている。この液体ポンプ６は、

に適用できるものである。
10

【００２４】本発明者は、多数の異なる熟度のセイヨウ

図示しない指令信号により液体をシリンダ１に送出ある

ナシの振動スペクトルを主成分解析した結果、セイヨウ

いは吸入することによりシリンダ１内部のピストン２を

ナシの食感と振動スペクトルの主成分値との間に極めて

上下させることが出来る。

有意な関係があることを見出した。以下、振動スペクト

【００２１】被試験体の食感を測定する時は、液体ポン

ルの主成分解析方法と、本発明の係数テーブルの設定方

プ６より液体がシリンダ1に実線矢印の方向に送出され

法について説明する。

るためピストン２は下がり、押し圧治具４は被試験体７

【００２５】予め、本装置により、様々な熟度値すなわ

に貫入していく。押し圧治具４の貫入速度は、液体ポン

ち物性値をもつセイヨウナシｊ個を被試験体７として、

プ６のモーターの回転数を制御して液体送出速度を変更

その振動スペクトルを測定する。一つのセイヨウナシか

することにより、被試験体に最適な値を選ぶことが出来

ら測定された振動スペクトルを元に、N個の周波数毎

る。

20

（区間）の強度を求める。すなわちN個（ｉ＝１、２，

【００２２】押し圧治具4が被試験体に貫入するに従い

・・・Ｎ）の変量を持つデータ列（ｘ１

発生する振動は、振動検出手段3により検出され、その

・・ｘ1 ｉ ）に変換する。従ってＮ個の周波数別強度の

出力は増幅手段９に入力される。増幅手段９の出力はフ

値がｊ個有るデータ列が得られる。このデータ列に主成

ーリエ変換手段１０に入力され、フーリエ変換される。

分解析を適用して相関行列を作り固有値を求めること

このフーリエ変換された信号は、係数テーブル１２に合

で、第１主成分から第ｐ主成分までの固有ベクトルが計

わせた区間（周波数）に分割されたのち、演算手段１１

算できる。これらの関係を表１に示す。

に出力される。演算手段１１では、フーリエ変換手段１

【００２６】

０からの出力結果と係数テーブル１２とを参照して食感

【表１】

１

、ｘ１

２

、・

値を演算する。演算結果は、出力手段１３に出力され

【００２７】表1の各主成分の固有ベクトルａp ｉ と各デ

で予め測定したセイヨウナシ（ラ・フランス種）の熟度

ータ列（ｘ１

）との積を求める

毎のデータ列である。本例では変量を１００Hzから１０

ことで、各データ列の第１から第ｐ主成分値が求まる。

０Hz間隔で８０００Hzまで８０個と定めたが、これに限

従って、この固有ベクトルを係数テーブルに設定すれ

るものではない。

ば、測定時に得られた振動スペクトルから主成分値を容

【００２９】

易に演算することができる。

【表２】

ｉ

、ｘ２

ｉ

・・・ｘｊ

ｉ

【００２８】具体的な例を表２に示す。これは、本装置

( 5 )
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【００３０】表１から相関行列を作り固有値を求め、そ
の第１主成分の固有ベクトルを計算した結果を表３に示

ではなく、被試験体の物性に応じて、適宜、第ｐ主成分
10

の固有ベクトルまで選択して使用できるものである。

す。本例では、この第１主成分の固有ベクトルを係数テ

【００３１】

ーブルとしたが、第１主成分の固有ベクトルに限るもの

【表３】

【００３２】様々な熟度のセイヨウナシにおいて、表３

に取り付けても良いし、斜めに取り付けても良い。この

の係数テーブルを適用して計算した第一主成分値と食感

プローブの水平断面は、円に限らず楕円および多角形で

熟度との関係を図３に示す。横軸は第１主成分値を示

も良い。またこの鍔の上面からの投影形状は円に限ら

し、縦軸は熟度の指標を示す。熟度指標５は、サクサク

20

ず、多角形、楕円でも良い0また、これらの鍔は、その

あるいはジャリジャリとした未熟な食感を、4は少し軟

少なくとも一部に切り込みを持つ形状を持つようにして

化した食感を、3は軟化したが、まだトロリとした食感

も良い。

ではない状態を示し、熟度指標２はトロリとした食感を

【００３７】図４ｃは、先端が尖った角柱プローブの両

示す。１は過熟を示す。図から明らかなように、第１主

側面に複数の水平に広がった鋸状の鍔を持つ。このプロ

成分値と食感熟度との間の相関係数は０．９３と非常に

ーブの水平断面は、円に限らず楕円および多角形でも良

高い相関が得られており、第１主成分値が食感熟度を定

い。またこの鍔において、少なくとも一部に切り込みを

量的に表していることを示している。本例では、高次の

持つものであっても良い。

主成分値と食感熟度との寄与率は、第一成分だけで、全

【００３８】図４ｄは、先端が尖った角柱プローブの両

体の情報の８５．７％を説明できた。従って、セイヨウ

側面に複数の水平に広がった直方体の鍔を持つ。このプ

ナシの場合は、実用上第１主成分値のみを用いて、食感

30

ローブの水平断面は、円に限らず楕円および多角形でも

熟度を表すことができる。しかし、さらに精密に食感熟

良い。またこの鍔において、少なくとも一部に切り込み

度を表すには第２主成分以上の高次主成分値を用いれば

を持つものであっても良い。

良い。

【００３９】

【００３３】なお、本例では、被試験体の振動スペクト

【発明の効果】被試験体と積極的に振動を起こすように

ルを１００Hzから８０００Hzまで計測したが、これに限

側面に凹凸を設けた押し圧治具を食品である被試験体に

るものでは無く被試験体の物性に応じて適宜、最良の値

貫入し、貫入する際に前記治具と被試験体との間で発生

を選択できるものである。

した振動または音響スペクトルを検出する。この検出さ

【００３４】（実施の形態２）請求項６に記載の発明に

れたスペクトルは、被試験体のあらゆる物性情報を含ん

ついて、図４を参照して説明する。押し圧治具４の形状
は、貫入時に積極的に被試験体７に振動を起こさせる形

でいるため、このスペクトルを主成分解析することによ
40

り、従来、数値化が困難であった食感熟度を数値化する

状を備えていれば良い。被試験体の物性に応じて、この

ことができる。

押し圧治具は、図４に示した様々な形状を持つ。

【図面の簡単な説明】

【００３５】図４ａは、先端が尖った円柱プローブの側

【図１】

面に螺旋状の鍔をもつ。このプローブの水平断面は、円

ある。

に限らず楕円および多角形でも良い。またこの鍔の上面

【図２】

からの投影形状は円に限らず、多角形、楕円でも良いま

の振動スペクトルを示すグラフである。

た、これらの鍔は、その少なくとも一部に切り込みを持

【図３】

つ形状を持つようにしても良い。

主成分値と食感熟度との関係を示すグラフである。

【００３６】図４ｂは、先端が尖った円柱プローブの側

【図４】

本発明の押し圧治具の例を示す図である。

【図５】

従来の方法で測定されたセイヨウナシの果肉

面に複数の鍔を持つ。この鍔は、プローブの側面に水平

50

本発明の食感測定装置の構成を示す概略図で
本発明の得られた異なる熟度のセイヨウナシ
本発明によって得られたセイヨウナシの第一
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硬度の変化を示すグラフである。

６ 液体ポンプ

【図６】

７ 被試験体

セイヨウナシの食感熟度の変化を示すグラフ

である。

８ 載置台

【符号の説明】

９ 増幅手段

１

シリンダ

１０

フーリエ変換手段

２

ピストン

１１

演算手段

３

振動検出手段

１２

係数テーブル

４

押し圧治具

１３

出力手段

５

チューブ
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

( 7 )

【図５】

特開２００３−２８７５２４

【図６】

