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研究論文

米の官能評価に対するパネルの地域間差と年齢間差

およびパネル数の影響

横江未央＊1†・川村周三＊2

要 旨

パネルは官能試験における重要な分析機器である。本研究では官能試験においてパネルの地域間差や

年齢間差が米の官能評価に与える影響について検討した。さらに，米の官能試験において，官能試験の経

験がないパネルを用いた際のパネル数が官能評価の精度に与える影響について検討した。その結果，米

の官能評価ではパネルの地域間差は認められなかった。パネルの年齢間差は特定の傾向は認められな

かったが，パネルの年齢は官能評価の結果に影響を与える可能性があることがわかった。また，官能試験

の経験のないパネルであっても，その人数を 40 人以上とすることで精度が良い官能評価が可能であるこ

とがわかった。

［キーワード］米，官能評価，パネル，総合評価，多重相対比較法

Effect of Number of Panelists and Variances in Region and Ages of

Panelists on Rice Sensory Evaluation

Mio YOKOE＊1†, Shuso KAWAMURA＊2

Abstract

A panel is an essential analytical tool in sensory evaluation of food. In this study, the effect of variances

in region (Sapporo, Tokyo and Osaka) and ages of panelists on rice sensory evaluation were investigated.

The effect of number of panelists on rice sensory evaluation was also investigated using untrained

consumer panels.

Variance in regions of panel groups had no effect on sensory evaluation. Variance in ages of panel

groups had little effect on sensory evaluation, but some fluctuations by variances in ages might exist in

sensory evaluation. It was found that a high level of accuracy could be obtained when more than 40

untrained panelists evaluated eating quality in a rice sensory test.

［Keywords］rice, sensory evaluation, panel, overall flavor, multiple comparisons analysis

I 緒 言

米の食味を評価する方法は，大別すると官能試験法と

理化学測定法がある。官能試験はヒトの五感をセンサと

して用いる分析手法であり，食品を対象として食味評価

に用いられるほか，衣類や化粧品，自動車などさまざま

な工業製品の品質評価に用いられ，ぞれぞれの分野で訓

練されたパネルにより行われる。

米の官能試験には多量の試料と多数のパネルを必要と

する。一方，理化学測定は官能試験に比べ少量の試料で

行うことができ，パネルの確保などの問題はないが，理

化学測定結果のみで食味を評価するには十分でない（横

江ら，2008）。したがって米の食味の評価に官能試験は

欠かせないものであると考える。
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わが国では旧食糧庁において 1966 年に，米の食味試

験要綱および米の食味試験実施要領（食糧庁，1966）が

定められている。米の食味試験実施要領では，パネルは

男女をほぼ同数とし，パネルの年齢も 20才以上とし，か

つ 20才から 36才の者と 37才以上の者がほぼ同数とさ

れている。これは，食べ物に対する嗜好は年齢間差，男

女間差があると考えられているからである。

過去の研究で吉川ら（1965）は，大阪と東京では米の

嗜好性に地域間差が認められたと報告している。また米

は，その地域の特産とされる銘柄が好まれるなど，米に

対する食味評価も地域間差があると言われている（全国

食糧検査協会，1997）。しかし近年，コシヒカリの作付面

積が全国で 40%近くとなり，単一品種に生産が偏り，米

の食味の品種間差は従来に比べて小さくなっている。さ

らに流通機構が発達し，日本各地で生産された米は全国

に広く流通し，地域間差も少なくなっていると予想され

る。

また，米の食味試験実施要領ではパネル数は 24 人と

している。しかし，官能試験を実施する際にパネルを 24

人確保するのは難しく，24名以下で官能試験を行った報

告も多く見られる（乙部ら，1995；深井ら，1997；岡留

ら，1998；大家ら，1998）。ところが，官能試験における

パネル数が米の官能評価の精度にどのように影響するか

は，明らかではない。

米の官能試験においても訓練された専門パネルでの評

価精度を検討した研究はこれまでにいくつか報告されて

いる（松江，1992；大里ら，1998；松江ら，2003）。しか

し，米は日本人の主食であり，多くの人が日頃から米飯

を食べ慣れているため，特殊な訓練をしていない人も官

能試験のパネルになり得ると考える。

そこで，官能試験においてパネルの地域間差や年齢間

差が官能評価に与える影響を明らかにすること，さらに

官能試験の経験がないパネルで官能試験を行うとき，パ

ネル数が米の食味評価の精度にどのように影響するかを

検討することを目的とし官能試験を行った。

II 実験方法

1．官能試験

⑴ 実施場所

2004 年に大きな米の消費地である札幌，東京，大阪で

官能試験を行った。さらに 2005 年に札幌，北見，釧路で

官能試験を行った。北海道内でも札幌は北海道米を食べ

ている家庭が多いが，北見，釧路等の北海道の東方地域

では稲作はほとんど行われていないことから札幌に比べ

本州産米を食べる家庭が多い。そこで，北海道内におい

ても米の食味に対する地域間差があるかを調べるため

に，札幌，北見，釧路で官能試験を行った。

⑵ パネルの構成

各年の官能試験におけるパネルの構成を表 1 と表 2 に

示した。パネルの選定は民間リサーチ会社に委託し，そ

れぞれの官能試験実施地域に居住する者から年齢構成を

考慮して 54 人を選んだ。パネルの年齢構成はいずれの

試験も 20才以上 30才未満，30才以上 40才未満，40才

以上 50才未満，50才以上をそれぞれほぼ同じ人数とし

た。また，パネルの中に官能試験の訓練を受けた者はい

なかった。なお，パネルは男女間差の影響をなくすため，

すべて女性とした。

⑶ 供試試料

供試試料を表 3 に示した。2004 年産の 6品種（きらら

397，ほしのゆめ，ななつぼし，コシヒカリ，あきたこま

ち，ヒノヒカリ）は，札幌，東京，大阪の官能試験に用

いた。2005 年の 6品種（きらら 397，ほしのゆめ，なな

つぼし，コシヒカリ，あきたこまち，ひとめぼれ）は，

2005 年の札幌，北見，釧路の官能試験に用いた。すべて

市販の精米を用いた。

⑷ 評価方法

官能試験は旧食糧庁の食味試験実施要領（1966）に準
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14

東京札幌

30才以上 40才未満

54

13

Table 1 Composition of panel groups (2004)

表 1 パネルの構成（2004 年）

合計（人）

（人）

401220才以上 30才未満

合計実施場所
年齢

4015

15

大阪

16254

14141340才以上 50才未満

54

11

41

4114131450才以上

ななつぼし

北海道芦別市きらら 397

ヒノヒカリ

ほしのゆめ

品種

Table 3 Samples

2004

表 3 供試試料

北海道旭川市

産地生産年

北海道栗山町

福岡県大木町

茨城県竜ヶ崎市コシヒカリ

宮城県古川町ひとめぼれ

北海道雨竜町

茨城県常総ひかり

ほしのゆめ

コシヒカリ

北海道鷹栖町きらら 397

2005

秋田県八竜町あきたこまち

秋田県男鹿町あきたこまち

北海道苫前町ななつぼし

15

北見札幌

30才以上 40才未満

54

15

Table 2 Composition of panel groups (2005)

表 2 パネルの構成（2005 年）

合計（人）

（人）

391020才以上 30才未満

合計実施場所
年齢

4618

14

釧路

16254

11131440才以上 50才未満

54

13

38

3916131050才以上



じ，複数の項目について基準米を設けて評価する多重相

対比較法で行った。基準米は 2004 年，2005 年ともにそ

れぞれの年に生産された「きらら 397」とし，1回の官能

試験では基準米を除いて 6点の試料を供試した。なお，

「きらら 397」は基準米と評価用の試料にそれぞれ供試し

たが，基準米と評価用に用いた「きらら 397」は同一の試

料ではない。

⑸ 炊飯方法

精米 1200 g を一定の手順で洗米し，加水後 2時間浸漬

し，電気炊飯器（東芝製RC-187F型）で炊飯した。加水

量は基準米の加水量を精米重量の 1.3倍とし，その他の

試料の加水量は炊飯後の米飯水分が基準米と同じになる

ように精米の水分に応じて微調整した。その結果，蒸ら

し終了後の米飯水分は 62.1%∼62.6%，w.b.の範囲であっ

た。

⑹ 評価項目

米の食味試験実施要領では評価項目は炊飯米外観，香

り，味，硬さ，粘り，総合評価の 6項目である。しかし，

「味」はパネルに総合評価と混同されて評価されること

が多い（岩崎，1992）ことから，評価項目から味を除外

した。また，精米外観は，炊飯米外観と相関があるため，

精米外観の評価を試食前に行った（川村，2005）。以上よ

り，評価項目は精米外観，炊飯米外観，香り，硬さ，粘

り，総合評価の 6項目とした。評価は基準米（0）に対し

て相対的に外観，香り，および総合評価が良い（+）悪

い（−），硬い（+）か柔らかい（−）か，粘りが強い（+）

か弱い（−）を判定した。評点は精米外観，炊飯米外観，

香り，総合評価では±5 の範囲とし，硬さと粘りでは±3

の範囲とした。

⑺ パネルの配置と試料の配置

パネルは 9 人を 1グループとし，6グループに分けて

配置した。また各グループの年齢構成がほぼ同じになる

ようにパネルをそれぞれのグループに配置した。官能試

験では試食の順序が結果に影響を与える（Elizabeth,

1977）。これは評価を繰り返し行うことにより人間の五

感センサの感度が低下するためである。そこでラテン方

格法により，各パネルグループの試料を配置し，各試食

順序がグループごとに異なるように試料の配置を決定し

た。

2．統計解析

⑴ 官能評価の信頼性

それぞれの官能試験での標準誤差を以下の式で求め，

過去に報告されている官能評価とパネルによるばらつき

（精度）を比較した（夏賀，1999）。

誤差の平方和（Sum Square of Error : SSE，分散分析

における残差変動の平方和）

SSE=∑



∑



x−x



n： 試料数

m：試料i におけるパネル数

x：試料i に対するパネルj の評価値

x：試料i に対する評価の平均値

誤差の不偏分散（Mean Square of Error :MSE，分散分

析における残差変動の分散）

MSE=
SSE

∑



m−1

標準誤差（Standard Error : SE）

SE=


MSE

n

ここで n：有効反復数（Effective Number of Replications）

n=

∑



m

n

⑵ 食味評価に対する地域間差と年齢間差の検討

2004 年または 2005 年に各地で行った官能試験は各年

でそれぞれ同じ試料を用いて行った。2004 年または

2005 年のデータを用いて，地域間差は試料（6試料）と

地域（3地域）を要因とした 2元配置分散分析を行った。

年齢間差は試料（6試料）と年齢（4分類）を要因とした

2元配置分散分析を行った。

⑶ パネル数が評価精度に与える影響の検討

⑴で 3地域の地域間差を検討した結果，3地域で地域

間差が認められなかったためパネル数の検討では，パネ

ル数が 54 人の試験を 2004 年と 2005 年それぞれで 3反

復行ったものとしパネル数検討のためのデータの解析に

用いた。つまり 2004 年に 54 人のパネルで行った札幌，

東京，大阪の官能試験では 3 地域合わせてパネル数が

162 人であり，パネル数 162 人の官能試験とみなし，デー

タの解析を行った。同様に 2005 年の札幌，北見，釧路の

官能試験では 3 地域合わせてパネル数が 162 人であり，

2005 年もパネル数 162 人の官能試験とみなし，データの

解析を行った。

パネル数の変動が官能評価にどのように影響するかを

明らかにするため，官能評価のデータから 6 人，12 人，

18 人，24 人，30 人，36 人，42 人，48 人，54 人のデータ

をそれぞれのパネル数で無作為に抽出し，評価の平均値

と平均値の標準誤差を求め，標準誤差の母平均の差の検

定を行った。抽出回数は 5，10，15，20，25，30，35，40，

45，50回と変えて，標準誤差を出し母平均の差の検定を

した結果，いずれの抽出回数でも有意差が認められな

かったため，抽出回数を 20回とした。各パネル数にお

けるデータの抽出を 20回反復し，各パネル数における

20反復のばらつき（標準誤差）を求めた。

III 結果と考察

1．官能評価

官能試験では，パネルによる評価記入の誤記や未記入

があり，またあるパネルの評価値が他のパネルの全体的
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な傾向と比較して極端に異なる場合がある。志村ら

（1974）は，パネルの試験方法に対する誤解や未理解など

の原因により異常な評価をする場合が考えられるためこ

のようなデータは除いて処理する必要がある，としてい

る。本研究では，各回 54 人のパネルで官能試験をした

が，誤記や未記入および異常データを削除し解析を行っ

た。その結果，解析は各回の官能試験の平均で 49 人（最

少 43∼最多 53 人）のデータを用いて行った。

各地域における官能試験における総合評価の標準誤差

を表 4 に示した。本試験の標準誤差はいずれの地域でも

0.2程度であり，夏賀（1999）の行った官能評価の標準誤

差と同程度であった。

表 5 に 2004 年の札幌，東京，大阪の官能評価の平均値

を，表 6 に 2005 年の札幌，北見，釧路の官能評価の平均

値を示した。

2004 年，2005 年ともに評価項目の中で粘りが最も試

料間の評価の差が小さく，外観および総合評価は試料間

の評価の差が大きかった。また，炊飯米外観では試料間

の差が大きく，炊飯米外観は総合評価に対し大きく影響

を与えると考えられる。松江（2003）は，米の食味レベ

ルが高くなると総合評価に与える外観の影響が高まると

しており，本研究でも同様の結果であった。

2．米の官能評価に対する地域間差と年齢間差の影響

⑴ 米の官能評価に対する地域間差の影響

図 1 と図 2 に 2004 年と 2005 年の地域別の総合評価を

それぞれ示した。2004 年の試験について，試料と地域を

要因とした総合評価の 2元配置分散分析の結果，地域間

に有意な差は認められなかった。2004 年と同様に，2005

年も総合評価において地域間の有意な差は認められな

かった。よって今回実施した地域においては米の官能評

価（総合評価）に地域間差はないと考えられた。

⑵ 米の官能評価に対する年齢間差の影響

図 3 と図 4 に年齢別の総合評価を示した。2004 年の

総合評価の分散分析の結果，年齢間に有意な差は認めら

れなかった。

一方，2005 年の試験では，危険率 5%で年齢間に有意

な差が認められた。特に，50代のパネルは 20代と 30代

のパネルに対して有意な差が認められた。50代のパネ

ルは，ななつぼしとコシヒカリ，ひとめぼれを他の年代

のパネルより高く評価した。ところが，その他の 3試料

（きらら 397，ほしのゆめ，あきたこまち）の総合評価は

そのような傾向は認められなかった。
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0.21東京

0.18

実施年

Table 4 Standard error of overall flavor

2004 年

表 4 総合評価の標準誤差

0.13札幌

0.14

札幌

2005 年

釧路0.19大阪

北見

0.17

−0.01

粘り

きらら 397

ほしのゆめ

Table 5 Sensory evaluation of rice samples harvested in 2004 (n=162)

表 5 2004 年産試料の官能評価（n=162）

−0.02 0.02

0.44 ** −0.09 0.14

0.24 −0.06 0.16

炊飯米外観 香り 硬さ

評価項目

ななつぼし

あきたこまち

最高値と最低値の差

0.20

1.02 0.52 0.61

−0.58 ** −0.54 ** −0.45 **

−0.58 ** −0.55 ** −0.10

−0.39 ** −0.46 ** −0.29

0.06

数値右の *，** は分散分析によりそれぞれ危険率 5%，1%で基準米との間に有意な差があるこ

とを示す

0.45 **

総合評価精米外観

−0.99 **

0.38 **0.43 **

1.00

0.24

0.16

−0.06

0.27

0.01 0.16

−0.50 **

0.98

−0.43 **−0.03−0.27 *コシヒカリ

−0.59 **0.20−0.57 **ヒノヒカリ

−0.01

粘り

きらら 397

ほしのゆめ

Table 6 Sensory evaluation of rice samples harvested in 2005 (n=162)

表 6 2005 年産試料の官能評価（n=162）

−0.36 ** −0.11

0.30 ** −0.15 0.22

0.05 −0.16 0.01

炊飯米外観 香り 硬さ

評価項目

ななつぼし

あきたこまち

最高値と最低値の差

0.11

0.88 0.37 0.50

0.07 −0.31 ** −0.09

−0.26 * −0.46 ** 0.07

−0.58 ** −0.53 ** −0.28 *

0.09

数値右の *，** は分散分析によりそれぞれ危険率 5%，1%で基準米との間に有意な差があるこ

とを示す

0.45 **

総合評価精米外観

−0.33 **

0.27 **−0.04

1.69

0.13

0.17

0.01

0.29

−0.63 ** 0.08

−0.07

0.77

−0.50 **−0.05−0.38 **コシヒカリ

0.170.24 *−1.24 **ひとめぼれ



2004 年の年齢別の結果を考慮すると，2005 年の 50代

のパネルで一部の品種の評価が高かった原因は，年齢に

よる嗜好の違いによるものではないと考えられる。2005

年の試験で 50代のパネルが 20代 30代の年代に対して

有意差が認められた原因は明らかではないが，官能試験

ではある特定の年齢のパネルで試験を行うと評価に偏り

が出る可能性があることがわかった。

⑶ 米の官能評価に対する地域間差と年齢間差の影響

過去の研究では米の食味評価において地域間差がある

ことが報告されている（吉川ら，1965）。これは，以前は

幼い頃から食べ慣れている，その地域の銘柄が好まれた

ためである（全国食糧検査協会，1997）。しかし本研究の

結果から，現在では米の食味に対する地域間差は小さく

なったと考えられる。これは近年，品種改良により良食

味品種が広く栽培され，同時に食味が悪い品種の栽培は

少なくなったこと，また米の流通範囲が全国に拡大し，

例えば北海道米が沖縄でも販売されていることから，全

国各地で食べられている米の食味の差が以前に比べて小

さくなっているためと考えられる。また人の移動も以前

に比べ頻繁になり，札幌，東京，大阪等の大都会ではさ

まざまな地域の出身者の人が住むようになったことも，

地域間差がなくなった要因と考えられる。また北海道米

の消費が少ない北海道東方地域でも，米の官能評価に対

して地域間差はなかった。

分散分析では 2004 年，2005 年ともに官能評価に対し

て地域間の有意な差は認められなかった。一方，年齢間

については，一部に有意な差が認められる場合があった。

また地域の違いによる評価値の偏りに比べ年齢の違いに
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Fig. 1 Overall flavor for each region (2004)

図 1 地域別の総合評価（2004 年）

Fig. 2 Overall flavor for each region (2005)

図 2 地域別の総合評価（2005 年）



よる評価値の偏りが大きかった。本研究では 2005 年に

行った官能試験で 50代のパネルが 20代と 30代のパネ

ルに対して有意な差が認められたが，2004 年と 2005 年

の結果から特定の品種に対する嗜好性の違いによるもの

でないと考えられる。しかしながら，米の官能試験では

パネルの地域間差に比べ年齢間差が結果に影響を与える

可能性がある。

3．官能試験におけるパネル数が評価精度に与える影響

「1．官能評価」および「2．米の官能評価に対する地域

間差と年齢間差の影響」では，誤記や未記入および異常

データを削除し解析を行った。官能試験が未経験のパネ

ルによる誤記や未記入および異常データは，専門パネル

に比べ多いと考えられる。ここではパネル数が評価精度

に与える影響を検討するために，異常データの削除はし

なかった。

⑴ 総合評価

設定したそれぞれのパネル数で総合評価のデータを

20回無作為に抽出し，各パネル数における標準誤差を算

出した結果（2004 年の総合評価）を図 5 に示した。図 5

に示したように，パネル数が多くなるにともない総合評

価の標準誤差（ばらつき）が小さくなった。パネル数 6

人と比べ 12 人ではパネルを 6 人増やすことで標準誤差

がいずれの年も 0.2程度小さくなった。さらに 12 人か

ら 18 人に増やすと 0.08∼0.10程度小さくなり，精度の

向上が認められた。一方，36 人から 48 人では 12 人増や

したにもかかわらず，標準誤差は 0.02∼0.03程度小さく

なったのみであった。

旧食糧庁の食味試験実施要領では，官能試験に用いる
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Fig. 4 Overall flavor for each age group (2005)

図 4 年齢別の総合評価（2005 年）

Fig. 3 Overall flavor for each age group (2004)

図 3 年齢別の総合評価（2004 年）



電気釜は 1.8L炊きのものとされている。したがって炊

飯する米飯の量を考慮するとパネル数は最大で 54 人程

度に制限される。そこで，官能試験を 54 人で行ったと

きの標準誤差と比較し，何人までパネルを減らすことが

できるかを検討した。総合評価の標準誤差においてパネ

ル数の違いによる有意差があるかを調べるために，標準

誤差の母平均の差の検定を行った。その検定の結果，パ

ネル数が減ることにより標準誤差が有意に増加したと

き，パネル数の減少により官能試験の精度が低下したと

考えた。表 7 に標準誤差の母平均の差の検定結果を示し

た。パネルが 54 人の場合，総合評価における標準誤差

は 2004 年で 0.15，2005 年で 0.09 となった。パネルを 6

人減らし 48 人で行うと 2004 年で 0.17，2005 年で 0.11

と標準誤差は増加したが，54 人と 48 人の間に有意な差

は認められなかった。つまりパネルが 54 人と 48 人で

は，官能試験の精度においては同程度であると考えられ

る。さらにパネルを 48 人から 42 人に減少させると，標

準誤差は 2004 年で 0.18，2005 年で 0.12 となったが，い

ずれの年も 42 人と 54 人とに有意な差は認められなかっ

た。さらにパネルを 36 人に減少させると，2005 年度で

0.14 となり，54 人に対して標準誤差の有意な増加が認め

られた。2004 年度はパネルを 30 人としたときに 54 人

に対して標準誤差の有意な増加が認められた。

以上のように，官能試験のパネルを 54 人で行ったと

きの標準誤差と有意差がなく同程度の精度が得られるの

はパネルが 36 人∼42 人であった。すなわち，パネルを

40 人以上とすれば精度が良い官能評価が可能であるこ

とがわかった。

⑵ 外観，香り，硬さおよび粘り

表 8 に官能試験の各評価項目におけるパネル数ごとの

標準誤差を示した。評価項目の中で，外観に比べて硬さ

および粘りは標準誤差が大きい傾向が認められた。これ

は，市販精米では外観に比べ硬さや粘りの理化学特性や

官能評価の変動幅が小さく（横江ら，2009），パネルが試
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Fig. 5 Changes in standard error with increasing number

of panelists (overall flavor, 2004)

図 5 パネル数の増加による標準誤差の変化（2004 年の

総合評価）

30

6

12

Table 7 Test of population of mean standard errors

(overall flavor, 2004)

表 7 標準誤差の母平均の差の検定（2004 年の総合評価）

24

18

12

12 18 24

18

30

パネル数（人）

42

54

** ** **

** ** **

** ** *

** * −

** −

**

「*」，「**」は母平均の差の検定により，パネル数 54 人との間にそ

れぞれ危険率 5%または 1%で有意な差があることを示す

* ：危険率 5%有意

**：危険率 1%有意

−：有意差なし

**

36 486

** ** **

5442

**

**

** *

**

**

48

−

36

−

− −

30**24

42−**36

54−−****48

0.25**

24

パネル数（人）

総合評価

Table 8 Standard error of sensory test (mean of 6 samples)

表 8 官能試験における標準誤差（6試料の平均）

0.34** 0.26**

0.44** 0.32** 0.24**

0.56** 0.39** 0.29**

6 12 18

精米外観

炊飯米外観

実施年度

（年）

香り

硬さ

粘り

評価項目

0.19**

0.42** 0.25** 0.23**

0.40** 0.35** 0.27**

0.36** 0.24** 0.22**

0.47** 0.34** 0.28**

0.42** 0.27** 0.22**

0.50**

0.15◎

0.09◎

「*」，「**」は母平均の差の検定により「◎」との間にそれぞれ危険率 5%または 1%で有意な差があることを示す

0.182004

2004

2004

30 42

0.44** 0.30** 0.27**

0.46** 0.37** 0.35**

0.47** 0.31** 0.28**

0.57** 0.42** 0.36**

4836

2004

0.16** 0.122005

2004

0.23**

54

0.26**

0.22**

0.22**

0.28**

0.30**

2004

0.16

0.15

0.18

0.20*

0.21*

0.17

0.23*

0.24**

0.24**

0.16◎

0.15◎

0.12◎

0.16◎

0.14◎

0.16

0.170.19

0.150.17

0.170.20

0.110.14**

0.170.21**

0.160.22**

0.140.17*

0.140.130.16*0.18**2005

0.10◎0.120.13*0.17**0.16**0.19**2005

0.11◎0.11

0.12◎0.110.120.160.18**0.18**2005

2005

0.14◎0.150.160.180.22**0.22**2005

0.13◎0.120.150.160.17*0.23**



料間の差を検知するのが難しいためと考える。さらに過

去の報告では，硬さの判定がパネルによって大きく異な

るため，試料間の識別が比較的困難であるとされており

（志村ら，1974；松江，1992；大里ら，1998），本試験の

結果もそれらの報告と同様な結果であった。硬さと粘り

に比べ外観は平均値の標準誤差が小さいことから，外観

ではパネル数が少なくても精度の良い評価が可能である

と考えられた。また，外観は嗜好的判断であるが，硬さ

と粘りは分析的判断であることから，両者のパネル数が

評価の精度に及ぼす影響は異なることが予想された。し

かしいずれの評価項目でも，1回の官能試験の最大パネ

ル数 54 人と精度の有意差が認められなかったのは，36

人もしくは 42 人であった。

本研究の結果から，官能試験の経験のないパネルで

あっても，その数を 40 人前後とすることで精度が良い

官能評価が可能であることがわかった。

一方，特定の年代のパネルを用いると評価値に偏りが

出る可能性があるため，可能な限りパネルの年齢の偏り

をなくすことが望ましい。しかし，パネルの地域間差は

認められなったことおよび年齢の違いによる一定の傾向

は認められなかったことから，40 人程度の多人数のパネ

ルを用いて米の食味試験実施要領に準じた手順で官能評

価を行うと，普遍的で客観的な米の官能評価が得られる

と考える。本試験では男女間差をなくすため，パネルは

女性で行ったため，男性をパネルとした場合も検討する

必要がある。

IV 摘 要

米の官能評価に対する地域間差と年齢間差，および官

能試験の経験がないパネルを用いた際のパネル数が官能

評価精度に与える影響を明らかにすることを目的とし

た。その結果，以下のことが明らかとなった。

1）米の官能評価においてはパネルの地域間差は認めら

れなかった。

2）米の官能試験では特定の年代のパネルを用いると評

価値に偏りが出る可能性があることがわかった。

3）米の官能試験では訓練されていないパネルでも 40 人

程度で行うことによって精度が良い官能評価が実施

できることがわかった。
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［コメントに対する著者の見解］

米の食味および品質評価において，官能試験は欠かす

ことができない最も重要な測定項目と考えます。しか

し，訓練した専門パネルによる評価は，大学，研究機関，

生産流通現場ではなかなか実施できません。

本研究では，一般市民（特別な訓練を受けていない人）

をパネルとして官能試験を行い，各パネル数における評

価の平均値と平均値の標準誤差を求め，それぞれのパネ

ル数における官能評価の精度として示しました。同様の

方法で，訓練されたパネルにおける官能評価の精度がど

の程度であるかが示された論文および資料がなく，比較

ができませんが，著者がこれまで行ってきた官能試験で

も 40名程度のパネルで行うことで，経験のないパネル

であっても十分な精度で官能評価を行うことができたと

考えています。

本論文で示した結果が，今後の米の食味評価において

生かされていけば良いと思っております。

［閲読者のコメント］

官能検査の経験がないパネルを対象に官能検査項目の

精度を向上させるための目安となるパネル数（40名以

上）を提示できたことは非常に意義があり，今後，米の

生産流通現場等で省力的に官能検査を実施する際に大い

に役立つと思います。ただ，40名程度の未経験パネルと

少人数の訓練されたパネルとは精度が同程度なのかどう

かが気になりました。
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