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抄　録

目的：新しく開発した検査用グミゼリーとフルオート型測定装置を用いた咀嚼能力測定法

において、様々な測定環境に対応した適正な測定条件を確立することを目的として研究を

行った。

方法：まず、グミゼリーの 98 分割試料を用い、本装置における保温洗浄工程の回数（1

～ 3 回）と受光部電圧との関係について、また 3 条件の室温における恒温水槽の温度と

測定時の水温との関係について、さらに 6 種類の分割試料を用い、本測定法によって得

られた電圧と表面積増加量との関係について，それぞれ検討を行った。 

結果：3 回の保温洗浄は、他の洗浄回数より有意な洗浄効果が示された。また、室温

22℃、25℃、28℃に対して、恒温水槽の温度を各々 35.5℃、35.2℃、35.0℃とするこ

とにより、一定水温（35℃）が得られた。さらに、表面積増加量と電圧との間には強い

相関（R2=0.976）が示された。

結論：本装置において適切な測定条件により、高い精度で咀嚼能力を測定できる可能性が

示唆された。

Key words：Functional measuring method, Gummy jelly, Fully automatic measurement, 

β -carotene, Masticatory performance

受付：2013 年 12 月 2 日　受理：2014 年 1 月 9 日

緒　言

　咀嚼は、ヒトが日常生活を健康に過ごし、QOL を

維持するための重要な機能の一つであることはいうま

でもない。咀嚼能力の低下は、摂取可能食品を少なく

し 1)、栄養摂取に影響を与え 2)、特に高齢者において

認知機能や生活自立度の低下が指摘されている 3)。ま

た近年では、小児・学童における咀嚼能力の発達不

足が問題視されている 4)。一方、咀嚼能力を評価する

方法には、これまで様々な咀嚼試料を用いた検査法
5)-9) が提唱されてきた。しかし、テクニカルエラーが

少なく測定精度が良好な咀嚼能力測定法を広く展開

させるために、多岐にわたる測定環境に対応可能な、
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正確かつ簡便な測定法の開発が求められる。

　そこで著者らは、β - カロチン含有検査用グミゼ

リー（以下、グミゼリーとする）の開発とともに、

咀嚼により咬断したグミゼリー片の表面から一定時

間水中に溶出するβ - カロチンを指標とした、自動型

測定装置 10)11) による咀嚼能力測定法の可能性につい

て検討を行ってきた。さらに、新たに開発したフル

オート型測定システム 12) においては、洗浄・測定部

に装填した測定セル内でグミゼリー片の表面から溶

出するβ - カロチンの濃度に直接影響を及ぼす要因と

しての溶出工程における水の温度と溶出時間につい

て、またβ - カロチンの溶出に対して間接的に影響

を及ぼす要因としての洗浄工程における洗浄時間に

ついて検討を行った。その結果、溶出時間と洗浄時

間をそれぞれ 10 秒に設定することにより、安定した

測定値（電圧）の得られる可能性が示された。一方、

より測定精度の高い測定システムを確立するために

は、測定時の水温の影響が極めて大きい 10)11)13)14) こ

とから、多岐にわたる測定環境、特に測定する地域

においてそれぞれの季節で変化する気温や室温に対

し測定水の温度管理をいかに実施すればよいかにつ

いて検討する必要がある。

　そこで本研究は、新しく開発したフルオート型測

定装置（以下、測定装置とする。）における適切な水

の温度管理ならびに測定精度を確認する目的で以下

の課題について実験を行った。まず、測定の準備工

程における洗浄効果について、また測定装置本体か

ら測定セル内に一定温度の水を注入するための各種

室温と恒温水槽の設定温度との関係について、さら

にこれまで確認された測定条件のもとでの本測定シ

ステムにおける測定精度について、それぞれ検討を

行った。 

材料および方法

1．測定装置の構造と測定工程の概要

　本測定装置（図 1）は、本体と恒温水槽の 2 つに大

きく分けられ、本体は、主に洗浄・測定部（図 1-a）

およびガラス製測定セル（図 1-b、内径：33mm、以下、

セルとする。）、回転子およびその格納部（図 1-c）、

ならびに液晶表示部（図 1-d）で構成されており、本

測定装置における測定工程の概要は、以下の通りで

ある。

　まず、測定の準備工程として、空のセルを洗浄・

測定部に設置すると、スイッチオンとなり、直ちに

上部の格納部より回転子が下降し、その回転子底部

の 4 カ所に設けた直径 1mm の孔から本体で保温さ

れた一定水量 25ml がセル内に注入される。次に、セ

ル周辺温度の可及的均一化を図るために、回転子に

より水を一定時間撹拌したのち、回転子の排水口よ

り水が吸引排水される。このような水の注排出の繰

り返し工程（以下、保温洗浄工程とする。）は、本体

内の水が通過する管周辺の温度やセル中の水温の安

定化を図ること、さらに回転子などの測定部周辺に

付着した汚れを洗い流すことを主な目的としている。

この保温洗浄工程は、図 2 に示した測定プログラム

により、1 ～ 3 回の範囲で設定可能であり、本工程

の最後には、一定温度の水 25ml がセルに注入され、

回転子が格納部に収納されて「スタンバイ状態」と

なる。

　次に、本測定工程に入る。まず、被験者がグミゼ

リー（ユーハ味覚糖社）を咀嚼した粉砕片（本研究

では、グミゼリーの分割試料を指す。）をすべてガー

ゼ上に吐き出し、その粉砕片を水の入ったスタンバ

イ状態のセルの中に投入する。次いで、そのセルを

洗浄・測定部に再度設置すると、グミゼリー片の洗

図 1．フルオート型咀嚼能力測定装置の本体（右）および恒温
水槽（左）

（a）洗浄・測定部：グミゼリー片の洗浄と咀嚼能力測定を行う。
（b）測定セル：一定温度の水中で、グミゼリー片の洗浄とβ
‐ カロチンの溶出を行う。

（c）回転子および回転子格納部：回転子が下降し、水とグミゼ
リー片を一定時間撹拌し、洗浄およびβ ‐ カロチンの溶出を
行ったのち、上昇し格納される。

（d）液晶表示部：1 秒間で 50 回測定した受光部電圧の平均値
を表示する。

（e）恒温水槽（貯留容器）：設定した一定温度の水を貯留する。
（総容量 6L）
（f）温度調節・表示部：設定した温度および現在の水温を表示
する。

（g）給水管：恒温水槽から本体へ一定温度の水を供給する。
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浄が開始する。すなわち、格納部から回転子が再び

下降し、セル内で回転（400rpm）しながら、グミゼ

リー片を一定時間洗浄したのち、水が吸引排出され、

グミゼリー片の洗浄が終了する。引き続き、回転子

の注水孔から一定温度の水 25mL が注入されると、

グミゼリー片の表面から溶出するβ - カロチンの濃度

をセル内で均一化させるために、回転子を一定時間

撹拌させる。撹拌後、回転子が格納されると、発光

ダイオードから 1 秒間に 50 回発射する緑の光線（波

長：509nm）がセル内の水中を透過し、その反対側

のフォトダイオードで受け、その減衰した光量を電

圧（V）に変換し、その 50 回の受光部電圧の平均値

が液晶表示部に表示される。なお、本測定システム

では、水のみのセル内を透過した光量の場合の基準

電圧を 2.00V に設定した。

　一方、恒温水槽は、本体内に組み込んだシリンジ

を経由し、セル内に断続的に供給する水の温度を一

定にするために、外気温や室温の測定環境に応じて

水温の可変機能を備えた外付けの貯留容器（図 1-e、

総容量：6L）と、その容器上部において水温調整を

行う温度調整・表示部（図 1-f）で構成される。さら

に、恒温水槽から管（図 1-g）を経由した水を本体の

シリンジ内で一定量（25ml）貯留し、かつ一定温度

の水をセル内に供給できるよう、本体内部の水温（流

路温度）に対しても可変機能を備えた。

2．保温洗浄工程による洗浄効果

　本測定装置における保温洗浄工程は、測定中のセ

ルや回転子およびその周辺の温度を可及的に保持す

ることの他に、本測定直前に回転子周辺の汚れを洗

浄するために組み込まれている。しかし、本工程の 1

～ 3 回の繰り返し回数が、セルの中に注入された水

の受光部電圧に及ぼす影響は確認されていない。

　そこで、98 分割したグミゼリー片を用い、これま

で得られた測定条件 12)（洗浄時間：10 秒、洗浄回数：

1 回、溶出時間：10 秒）の下で測定を行ったのち、

引き続き保温洗浄工程を行う際の回数を 1 ～ 3 回に

それぞれ設定し、図 2 に示したタイムスケジュール

に従って作動させ、保温洗浄工程後のセル内に貯留

したスタンバイ状態の水に対して受光部電圧を測定

した。グミゼリーの分割試料は各条件 20 個ずつとし

た。 

3．室温と恒温水槽の温度設定がセル内の水温に与え

る影響

　恒温水槽から本体を経由して、洗浄・測定部に設

置したセル内に供給される水の温度を以下の通り、

室温 3 条件に対してそれぞれ恒温水槽の水温を設定

し測定を行った。すなわち、季節（冬季、春・秋季、

夏季）による環境温度の違いを想定して室温条件

22℃、25℃、28℃の 3 条件を設定し、これらに対

して恒温水槽の温度を順にそれぞれ 3 条件（35.5 ±

0.2℃、35.2 ± 0.2℃、35.0 ± 0.2℃）を設け、保温

安井　栄：検査用グミゼリーとフルオート型測定装置による咀嚼能力測定法における適正な測定条件

図 2　保温洗浄工程（1 ～ 3 回法）および測定工程のタイムス
ケジュール

　1 回法　　　　　2 回法　　　　　3 回法

P<0.05

2,010

2,000

1,990

1,980

0

洗
浄

水
の

受
光

部
電

圧
（

V
)

図 3　保温洗浄回数がスタンバイ状態の洗浄水の受光部電圧に
与える影響
1 回法と 2 回法および 1 回法と 3 回法の間に有意差が認められ、
3 回法において基準電圧（2.00V）が示された。

保温洗浄工程の回数
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洗浄工程終了後、セル内に注入された水の温度を直

ちに測定した。温度測定には、デジタル温度計（CT-

450WR、カスタム社、東京）を用いた。各条件の温

度測定は、30 分以上作動していない状態からスター

トし、本測定システムを連続して各条件で 5 回繰り

返し作動させて測定を行った。なお、測定回数は 6

回とし、本体内の流路温度についても恒温水槽と同

じ温度設定とした。 

4．本測定システムにおける測定精度

　本実験では、これまで得られた測定条件ならびに

前実験の結果を活用し、本測定装置によって得られ

た受光部電圧と各種分割試料の表面積増加量との関

係から、本測定システムの測定精度について検討を

行った。試料には、6 種類のグミゼリー分割試料（0

分割、8 分割、16 分割、32 分割、64 分割、98 分割）

を用い、測定工程の条件としては、洗浄時間 10 秒、

洗浄回数 1 回、溶出時間 10 秒とし、スタンバイ状態

のセル内へ各分割試料を挿入して受光部電圧を求め

た。各分割試料は、それぞれ 10 個とし、得られた電

圧とそれぞれの分割試料の既知の表面積増加量の間

の相関を求めた。なお、保温洗浄の回数ならびに恒

温水槽と本体の流路系の温度については、本実験の

結果から得られた条件を設定した。

5．統計分析

　保温洗浄工程の回数の違いによる電圧差の検定に

は、一元配置分散分析を行ったのち、各条件間にお

いては Bonferroni の多重比較法を行って検討した。

また、各分割試料の表面積増加量と受光部電圧との

関係については、回帰分析を行った。これらの検定

に先立ち、データが正規分析に従うか否かについて

は、Shapiro-Wilk 検定を用いて確認を行った。なお、

すべての検定の有意水準は 5％とし、分析ソフトウェ

アは、 IBM SPSS Statistics 20 （IBM Corp. Chicago, IL, 

USA）を用いた。

結　果

1．保温洗浄工程による洗浄効果（図 3）

　保温洗浄工程を 1 回法、2 回法、3 回法の各条件

下で行ったのちのスタンバイ状態の水における受光

部電圧の平均値は、それぞれ 1.984 ± 0.01V、1.995

± 0.01V、2.000 ± 0.005V を 示 し、1 回 法 と 2 回

法、および 1 回法と 3 回法との間に、それぞれ有意

図 4．室温 3 条件における恒温水槽の設定温度がセル内の水温に与える影響

室温 22℃、25℃、28℃において、恒温水槽の温度をそれぞれ 35.5℃、35.2℃、35.0℃

に設定することにより、適正温度 35℃の水が安定して得られることが示された。

8 - 14
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差（P<0.05）を認め、特に保温洗浄工程を 3 回繰り

返すことによって、基準電圧に相当する 2.00V が示

された。

2．室温と恒温水槽の温度設定がセル内の水温に与え

る影響（図 4）

　本測定システムを同一条件の下で 6 回繰り返し、

作動させることによって、保温洗浄工程後、セル内

に注入される水の温度は上昇するものの、2 回目以降

は、いずれの室温においても水温の安定する傾向が

示された。この温度の安定性は、測定工程全体にわ

たっても、ほとんど変化は認められなかった。 

　また、各季節を想定して設定した、室温 22℃、

25℃、28℃においては、恒温水槽および流路系の温

度をそれぞれ 35.5℃、35.2℃、35.0℃に設定するこ

とにより、これまで本グミゼリーの溶出条件におい

て適温と設定した 35℃の一定温度の水の得られるこ

とが示された。 

3．測定システムにおける測定精度（図 5）

　6 種類の分割試料を用い、本測定システムにおいて

受光部電圧を測定した結果、次式の通り、各試料の

表面積増加量と電圧との間には非常に高い決定係数

（R2=0.976）を有する二次回帰式が得られた。

Y=3961.54X2 － 16351X ＋ 16459.6

（Y: 表面積増加量 (mm2)、X: 受光部電圧（V））

　このことから、本測定システムにより算出された

電圧と、本実験で得られた回帰式を利用することに

より、高い精度で表面積増加量、すなわち咀嚼能率

を提示できることが示された。

考　察

　著者らは、定量的な咀嚼能力評価法の実用化に向

けてこれまで懸念されてきたテクニカルエラーの問

題を可及的に解消し、様々な測定環境においても正

しい機能評価が常に実施できる自動測定法の開発を

試みてきた 10)-12)。特に、フルオート型測定システム

においては、咀嚼により粉砕したグミゼリー片の表

面から溶出するβ - カロチンの濃度から表面積増加量

を算出するため、まず保温洗浄工程において、セル

の中に 35℃の水を一定量（25ml）注入してスタン

バイ状態とし、引き続き測定工程において、セル内

にグミゼリー片を投入してから咀嚼能率の表示まで、

すべて自動で行われることが特徴である。

　これまで、測定工程の中の特に口腔内で咀嚼する

際に分泌した唾液や既に溶出した成分などが付着し

ているグミゼリー片表面を洗浄する工程において、

洗浄回数を 1 回、洗浄時間を 10 秒にそれぞれ設定す

ることにより、グミゼリー片表面に対して一定の洗

浄効果が得られることを確認した 12)。また、溶出時

間について、その時間が長くなるに従い、受光部電

圧は有意に低くなることが示されたが、本測定シス

テムにおいては 10 秒が適していることを報告してい

る 12)。

　しかし、本測定システムの中で特に保温洗浄工程

における役割の一つである回転子周辺の汚れに対す

る自動洗浄の効果については明らかではない。また、

様々な測定環境を想定した場合、常に一定の水温を

得るための測定条件についても十分確立されていな

い。さらに、本実験結果やこれまでに明らかにされ

た適切な測定条件のもとでの測定精度についても確

認する必要がある。

　そこで本研究では、本測定システムの中で、特に

保温洗浄工程における洗浄効果について、ならびに

各季節を想定した 3 条件の室温を設定し、一定の水

温を得るための恒温水槽の適切な温度設定について、

さらに本測定システムの測定精度について、それぞ

れ検討を行った。

1．保温洗浄工程による洗浄効果

　本測定装置の保温洗浄工程における洗浄効果を確

認するために、保温洗浄工程の 1 回法、2 回法およ

び 3 回法をそれぞれ実施したのち、スタンバイ状態

のセル内の水に対する受光部電圧を測定した結果、1

回法と 2 回法、ならびに 1 回法と 3 回法との間に、

それぞれ有意差（P<0.05）が認められた。このこと
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図 5　各グミゼリー分割試料の表面積増加量と本測定システム
で得られた受光部電圧との関係
両者の間に、高い決定係数を有する二次回帰式が得られた。
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より、保温洗浄工程 1 回の設定では、回転子に付着

していると想定されるグミゼリーの構成成分などの

わずかな汚れによって、引き続き測定を実施する際

のセル内の測定水が電圧に対して微小ながら影響す

ることが懸念され、保温洗浄工程を 2 回以上設定す

る必要性が示唆された。特に、保温洗浄工程を 3 回

行うことにより、基準電圧に相当する 2.00V を示し

たことから、本測定装置を稼働するにあたり、本測

定システムに組み込まれた保温洗浄工程により、回

転子の洗浄が十分可能であることが示された。 

2．室温と恒温水槽の温度設定がセル内の水温に与え

る影響

　本測定工程において、本体のシリンジを経由しセ

ル内に断続的に供給する水の温度を一定にするため

に、恒温水槽には外気温や室温の測定環境に応じて

水温の制御可能な機能を具備した。さらに、本体内

部の水温（流路温度）に対しても同様の可変機能を

備えた。咀嚼によって咬断したグミゼリー片の表面

から溶出するβ - カロチンの濃度を正確に測定するた

めには、著者らはこれまで適正温度として確立して

いる 35.0℃の水 10),11),13),14) を常に安定して供給するこ

とが重要な条件であると報告した。すなわち、供給

される水の温度に影響を与える因子として、室温に

対する本測定条件の設定が最も重要と考えられる。

　そこで、各季節において一般的にエアコンディショ

ナーなどで調整される室温を想定した 3 条件（22℃、

25℃、28℃）に対し、それぞれ恒温水槽の 3 条件（35.5

± 0.2℃、35.2 ± 0.2℃、35.0 ± 0.2℃）の温度を設

定してセル内に供給される水の温度を測定した。そ

の結果、本測定システムを繰り返し作動させること

によって、保温洗浄工程後にセルの中に注入される

水の温度は上昇するものの、2 回目以降は、いずれの

恒温水槽の温度においても水温に変化は認められず、

安定した温度の水の得られることが示された。また、

室温 3 条件（22℃、25℃、28℃）に対して、恒温水

槽および本体内部の温度をそれぞれ 35.5℃、35.2℃、

35.0℃に設定し、測定直前に測定システムを 1 回稼

働させることにより、測定工程における一定の水温

35.0℃が得られることが示唆された。

3．本測定システムにおける測定精度

　一般に、咀嚼能力の一部を示す指標で、食物を規

定の粉砕度に要する作業量を、咀嚼能率として定義

されている 15)。このことから、咀嚼によるグミゼリー

の粉砕状況を数値的に評価する指標として、グミゼ

リー片の表面積増加量は十分に妥当性を有しており、

著者らはこれを咀嚼能率として表示している。

　本実験においては、表面積増加量が既知である 6

種類のグミゼリー分割試料を用い、前実験で得られ

た保温洗浄工程を 3 回、室温 25℃に対する恒温水槽

ならびに流路温度 35.2℃をそれぞれ測定条件に加え

て電圧の測定を行った。その結果、本測定システム

で得られた電圧と表面積増加量との間には、0.976

と非常に高い決定係数（R2）を有する二次関係式が

得られた。すなわち、グミゼリーの広範囲にわたる

粉砕状況に対し、本測定システムにおいて得られた

電圧からこの二次関係式を活用して表面積増加量を

正確に求めることができることが示唆された。

　今後、実際の被験者の咀嚼による咬断片に対する

測定精度を高めるためには、その咬断片の回収率を

高める方法の確立とともに、様々な咬断片の量に対

する換算法などの検討が不可欠である。また、小児

から高齢者の多岐にわたる対象者の中で、様々な要

因により咀嚼困難な場合 ( 咀嚼能率スコア法 16),17) に

おけるスコア０あるいはスコア１) に遭遇することが

あるが、このような被験者に対する咀嚼能力をより

詳細に評価するためには、検査用グミゼリーの形状

などの検討が必要となる。現在、本研究結果を基盤

として、これらの重要な課題に関する対応策につい

て研究を重ねているところである。

　以上の結果、β - カロチン含有検査用グミゼリーと

フルオート型測定装置を用いた咀嚼能力測定法にお

いて、測定プログラムに組み込まれた、保温洗浄工

程を 3 回法に設定することにより、回転子周辺が十

分に洗浄され、β - カロチンなどの汚れのない状況で

の電圧を測定できることが示された。また、β - カロ

チンの溶出量に直接影響する因子である水の温度に

ついても、それぞれの季節で変動する室温に対応し

て、恒温水槽および本体内部の温度を調節すること

により、常に安定した温度の水が供給できることを

確認した。さらに、本測定システムにおいて、適切

な測定条件を設定することにより、咀嚼能力を正確

かつ短時間 (30 秒 ) にて定量的に評価できることが

示された。このことから、これまで著者らが活動指

針に掲げている、「いつでも、どこでも、誰でも、誰

に対しても、簡便かつ正確に測定可能な咀嚼能力測

定法を目指すこと。」への更なる展開が期待でき、今

後想定される医療、介護、教育、研究など、多くの

分野における咀嚼能力の評価を可能にし、身体的パ

8 - 14
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フォーマンスの新たな指標として普及させることに

よって、ヘルスプロモーションにおける様々な課題

の開拓への一つの布石となる可能性が示唆された。

結　論

　本研究の結果、β - カロチン含有検査用グミゼリー

とフルオート型測定装置を用いた咀嚼能力測定法に

おいて、保温洗浄工程を 3 回行うことにより、より

高い洗浄効果が得られること、また各室温 (22℃、

25℃、28℃ ) に応じて恒温水槽を適切な温度（35.5℃、

35.2℃、35.0℃）に調節することにより、測定時に

一定水温（35.0℃）が提供できること、さらにこれ

まで確立した測定条件を用いることにより、精度の

高い咀嚼能率の得られることが、それぞれ示された。
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