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まえがき

自動販売機は 24 時間気軽に簡単に利用でき，安全で衛

生的である利点から，屋内外を問わず数多く設置されてい

る。しかし，幾つかの社会問題発生以来，消費者の安全性，

衛生性への要求は一段と厳しいものになり，従来の常識は

まったく通用しなくなった。

自動販売機に使用する材料の選択を誤ると，発生する極

微量成分が，缶容器に付着したり，カップ飲料に溶解した

りして消費者の臭気的，味覚的な嗜好（しこう）感覚に悪

影響を及ぼす。安全で衛生的な自動販売機を供給していく

ためには，高感度で高信頼性の臭気・味覚の分析評価技術

が必要不可欠である。

本稿では，飲料用自動販売機における臭気・味覚の分析

評価技術を紹介する。

缶自動販売機における臭気の評価技術

２.１ 臭気物質

缶および瓶缶併売自動販売機は，金属材料，高分子材料，

複合材料などから構成されており，商品と同一雰囲気で使

用する材料から極微量発生するアウトガスが容器外装に付

着，蓄積し，利用者の嗜好感覚に悪影響を及ぼすことが過

去に発生している。鉄やアルミニウム製容器の場合，容器

外装のコーティング材にある種の極性有機化合物が吸着す

ることが分かっている。特に高分子材料から発生する臭気

物質は，材料中の残存モノマーや添加剤，およびその分解

生成物である。

飲料容器（主に金属容器）表面に吸着して臭気に悪影響

を与える物質としてはフェノール系物質を確認しており，

特にクレゾールは数μｇ/缶の吸着量でも消毒臭を感じ，嗜

好感覚を阻害する。現在までに確認されているフェノール

系臭気物質を表１に示す。

また，ある種の添加剤は経年変化で分解し，分解生成物

がフェノール系物質になるものがある。例えば，高分子材

料の添加剤として用いられる TCP（りん酸トリクレシル）

は，成形加工時，あるいは使用環境によって，加水分解し

てクレゾールを生成する。

２.２ 臭気の分析評価方法

２.２.１ 臭気の特徴

臭気の特徴について以下に簡単に述べる。

大部分の臭気は低濃度成分の混合気体である。また，

臭気を構成している各成分の嗅覚（きゅうかく）いき値

濃度は，1 ppb 以下のものも多い。例えば，消毒臭であ

るクレゾールのいき値濃度は 0.05 ppbである。

臭気の各成分間には相乗作用，相殺作用がある。

臭気成分物質濃度と人間の嗅覚に感じる感覚量の関係

にはウェーバー・フェヒナーの法則がある。この法則は

においの物質濃度が 10 倍になっても人間の感覚量では

およそ 2 倍にしか感じないことを表している。

このような特徴を持つ臭気について，官能評価と機器分

析により，自動販売機の臭気評価を実施している。

２.２.２ 臭気官能評価

缶自動販売機の臭気官能評価は，まず鋭い人の嗅覚で評

価し，合否判定を行う。

臭気パネル

臭気パネルはあらゆるにおいに正常に反応する嗅覚を

持っていることが必要である。社内臭気パネルの選定には

医療用の嗅覚検査診断薬や，1995 年の改正悪臭防止法の

施工規則の「臭気判定士」の嗅覚検査にも採用されている

「T＆ Tオルファクトメータ」を使用している。図１にパ

ネル選定時の嗅覚検査方法を示す。

臭気評価方法

一般に臭気の評価方法は表２に示す評価方法が採用され
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表１　フェノール系臭気物質 

においの種類 

絵の具臭 

消 毒 臭 

消 毒 臭 

物質名 

フェノール 

P-クレゾール 

ジブロモフェノール 

嗅覚いき値 

5.6 ppb 

5.4×10
－2
 ppb 

6.1×10
－5
 ppb



自動販売機における臭気・味覚の分析評価技術

ている。この中から実際に自動販売機や材料のにおいを評

価し，定量的かつ簡便な評価項目を選定した。においの評

価方法は「臭気強度」「快・不快度」「におい種類」とした。

また，特に消毒臭については，臭気の有無や強度について

も評価を行っている。

臭気試験条件

これまで経験したにおいの発生要因を分析し，臭気試験

条件を決定した。

缶自動販売機の運転モードを想定して温度サイクル

をかける。

水分を添加する。

水分が存在すると物質が加水分解し，強いにおいを出す

特性を持つ材料がある。

自動販売機本体の臭気試験では，運転モードをホットか

らコールドに切換後，商品のにおいと商品の取出口より自

動販売機庫内の臭気について評価を行う。

材料の臭気試験では，自動販売機の密閉された庫内雰囲

気を想定し，密閉容器内ににおいを発生させ評価を行う。

材料を臭気試験用袋に入れ，袋内に活性炭を通した無臭空

気を充てんし，温度サイクルをかけて袋内ににおいを発生

させ，発生したにおいについて評価を行う。試験に使用す

る器材はすべて無臭性が確保されているものを使用し，ま

た，先入観を排除するために中身が見えない状態にするこ

とが重要である。富士電機では，金属を蒸着したポリエチ

レンテレフタレート製の袋を採用した。また，発生させる

においは，材料の表面積や質量調整を行い，適度な濃度で

行う。

２.２.３ 機器分析評価

臭気分析の目的は，開発段階の官能評価で不合格判定が

出された場合の改善策に具体的な指針を示すことである。

臭気成分は，前述のとおり低濃度かつ混合物質であるため，

臭気分析には，濃縮方法と分離方法を含めた高感度の分析

技術の確立が必要である。自動販売機では，庫内材料，庫

内雰囲気，商品について分析を行う。

商品分析

商品外面を高純度有機溶媒で洗浄後，濃縮を行い，GC-

MS（ガスクロマトグラフ質量分析計）により定性・定量

分析する。

庫内雰囲気分析

捕集剤を充てんしたガラス管をトラップ管として用い，

庫内雰囲気を濃縮サンプリングする。これを加熱脱着，

コールドトラップ後，GC-MSにより定性・定量分析する。

材料分析

材料を粉砕し，高純度有機溶媒で抽出，濃縮後，GC-

MSで定性・定量分析する。

上記分析方法により，クレゾールの検出下限は商品で

10 ng/缶，庫内雰囲気で 0.1 ng/Ｌ，材料で 10 ng/ｇを達

成した。また，特に材料の経年劣化に注目し，各種材料を

加熱劣化させ，分解生成物の分析も行っている。図２に軟

質塩化ビニル樹脂の可塑剤に用いられる TCPの加水分解

反応機構を示す。

これらの分析技術を駆使することにより，缶自動販売機
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5枚一組のにおい紙の2本に基準臭を付け，においの付いている2本を 
選ばせる（5種類の基準臭について行う）。 

（嗅覚測定用の5基準臭） 
①β-フェニルエチルアルコール（花のにおい） 10－4.0（W/W） 
②メチルシクロペンテン（甘い焦げ臭） 10－4.5（W/W） 
③イソ吉草酸（腐敗臭） 10－5.0（W/W） 
④γ-ウンデカラクトン（果実のにおい） 10－4.5（W/W） 
⑤スカトール（ふん臭） 10－5.0（W/W） 
 
 ＊単位（W/W）は無臭の流動パラフィンに対する質量比 

図１　嗅覚検査方法

CH3O

CH3　+ 3H2O 
 （湿度） 

OO＝P

CH3O

CH3H3PO4 ＋ 3  HO

（りん酸） （クレゾール） 

温度 

（TCP） 

図２　TCPの加水分解反応機構

表２　臭気評価方法 

評価方法 

評価の概要 

表 示 方 法 

尺 度 の 幅 

測　定　値 

評 価 尺 度 

評 価 時 間 

採用の有無 

臭気指数 

広い（0～∞） 

定量的 

臭気の有無 
（客観的） 

長い 

× 

においのいき値を数値化 

N S＝10×log
N ：臭気指数 
S ：臭気濃度 

臭気強度 

狭い（0～5） 

やや定量的 

臭気の程度 
（主観的） 

短い 

○ 

においの強さを数値化 

0：無臭 
 
5：強烈なにおい 
の 6 段階評価 

においの序列 
（不快な順） 

定性的 

臭気の程度 
（主観的） 

短い 

× 

においの不快順に序列をつける。 

嫌いなにおい順位を表示 
〜
 

快・不快度 

狭い（＋4～－4） 

定性的 

臭気の程度 
（主観的） 

短い 

○ 

においの不快の度合いを数値化 

＋4：極端に快 
 
　0：快でも不快でもない 
 
－4：極端に不快 
の 9 段階評価 

〜
 
〜
 

においの種類 

定性的 

臭気の程度 
（主観的） 

短い 

○ 

においの質を表す。 

言葉で表示 
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から臭気物質の排除を可能にしている。

カップ自動販売機における味覚の評価技術

３.１ 味覚物質

カップ自動販売機は，機内に原料（シロップ，パウダー，

コーヒー豆など）を保管しており，販売ごとに原料を水

（冷却水，炭酸水，氷，湯）で希釈，あるいは抽出を行い，

飲料を調理している。カップ自動販売機の接液材料（配管

材料，原料容器材料など）は，飲料が直接接触するため，

食品衛生法に定められた材料，あるいは同法で定められた

溶出試験に合格した材料を使用している。しかし，材料か

ら溶出した極微量成分が飲料の味に悪影響を与えることが

ある。

特に，高分子材料から溶出する味覚物質は，主に材料中

の添加剤である。多くの高分子材料には添加剤として酸化

防止剤が含まれおり，その中でもある種のフェノール系酸

化防止剤は飲料に溶解して，ごく微量でも飲料の味覚に悪

影響を与える。現在までに確認している味覚物質を表３に

示す。

また，上水道などでは，フェノール類を含む水を塩素処

理して生じるクロロフェノール類が異臭味を発生すること

が報告されている。

最近では，衛生性向上のため，機内に塩素発生器が搭載

されているカップ自動販売機も多く，機内で発生したガス

とフェノール系酸化防止剤が反応して，薬品臭味が発生す

ることが分かっている。

３.２ 味覚の分析評価方法

３.２.１ 味の特徴

味の特徴について以下に簡単に述べる。

味を構成している各成分の味覚いき値濃度は，非常に

低濃度であり，人の好まない味成分物質ほど低い。例え

ば，苦み成分である硫酸キニーネのいき値は 0.000049

（wt ％）に対し，甘み成分であるしょ糖のいき値は

0.086（wt ％）である。

味の各成分間には相乗作用，相殺作用がある。

味の成分物質濃度と人の感じる感覚量は，物質濃度が

10 倍になっても人間の感覚量ではおよそ 2 倍にしか感

じない。

このような特徴を持つ味について，官能評価と機器分析

により，カップ自動販売機で提供する飲料の味覚評価を実

施している。

３.２.２ 味覚官能評価

カップ自動販売機では，飲料本来の味をそのまま提供す

ることが重要であるため，飲料中の味覚に影響を与える要

因を検出する分析型の官能評価を行っている。

味覚パネル

人が感じる味は五つの味（甘み，辛み，酸み，苦み，う

まみ）がある。味覚パネルは，あらゆる味に対して正常に

反応する味覚を持ち，また，味の濃度差が判別できる能力

が必要である。社内味覚パネルの選定には，人が感じる五

つの味を用いて，5 味識別テストと味の濃度差識別テスト

を実施している。表４にパネル選定時の味覚検査方法を示

す。

味覚評価方法

カップ自動販売機では分析型 3点識別法を採用している。

３点識別法とは，二つは同じ試料，一つは違う試料の 3 試

料を一組にしてパネルに与え，三つの試料の中から一つの

違う試料を選ばせる方法である。

実際の味覚評価では，表５に示す評価表を用い，評価点

および味の種類を記入する。結果は，有意差検定を行い，

正解したパネルの評価のみを採用し，正解パネルの味覚評

価値の平均値を使用する。また，味の種類は評価判定が不

合格の場合，味覚物質の原因追求の手段として用いる。

味覚試験条件

味覚試験条件は，接液材料の実機での使用環境を想定し

て決定する。試験条件は，表６の内容を検討し，条件設定

を行う。
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表３　味覚物質 

味の種類 

樹 脂 臭 味 
（薬品臭） 

硫化水素臭 ™H2S

か　び　臭 
™2-メチルイソボルネオール 
™ジオスミン 

物質名 

™BHT（＋Cl2） 
™ターシャルブチルメチル 
　フェノール（＋Cl2） 
™ジターシャルブチルメチル 
　フェノール（＋Cl2） 

発生源 

ステンレス鋼中の S

放線菌や藍藻類 

高分子材料の添加剤 
（塩素反応） 

表４　味覚検査方法 

味の種類 

甘　み 

辛　み 

酸　み 

苦　み 

うまみ 

しょ糖 

塩化ナトリウム 

酒石酸 

硫酸キニーネ 

グルタミン酸 
　ナトリウム 

物質名 

0.4 

0.13 

0.005 

0.0004 

0.05

5 味識別試料 
濃度（wt％） 

5/5.25/5.5 

1.0/1.03/1.06 

0.02/0.022/0.024 

実施せず 

0.2/0.242/0.266

濃度差識別 
試料濃度（wt％） 

表５　味覚評価表 

評価項目 

評価内容 

試料とブラン 
クをパネルに 
与え，パネル 
が味の差を識 
別できるかど 
うか評価する。 

3 点識別 味の差の評価 

識別した試料とブラン 
クとの間で味にどの程 
度差があるか 6 段階 
で評価する。 
〔評価点〕 
0：味の差なし 
1：きわめてわずかに 
2：小さい 
3：中程度 
4：大きい 
5：非常に大きい 

味の種類評価 

識別した試料にどの 
ような味（におい） 
がするか味の種類に 
ついて評価する。 
〔種類〕 
™甘い 
™渋い 
™塩素，カルキ 
™金属の味 
™薬くさい 
™溶剤のような味 
™ゴムのような味 
™腐敗した味 
　など 
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３.２.３ 機器分析評価

味覚分析の目的は，官能検査（523ページの「解説」参

照）との相関を重視するため，水または飲料に溶出した成

分を分析する。分析方法としては，自動販売機本体の水や

飲料，または材料単体を浸漬した水や飲料を試料とし，高

純度有機溶媒で２回溶媒抽出，無水硫酸ナトリウムで脱水，

減圧および窒素気流下で濃縮後，GC-MSにより分析する。

複雑な前処理を経るため，ガラス器具類は不活性処理およ

び十分な洗浄で，コンタミネーションを防止する。図３に，

味覚物質を含むナイロン樹脂の分析例を示す。

フェノール類は通常 100μｇ/L以上程度含まれていても，

そのままでは臭味を感じないが，クロロフェノールは２

μｇ/Lで強い薬品臭を生じる。味覚分析では，この味覚物

質に対しても評価が可能である。

富士電機では，これらの味覚分析技術を用いたカップ自

動販売機の開発を行っている。

あとがき

人の嗜好感覚である臭気・味覚に関する評価はまだまだ

人間による官能検査に頼るところが大きく，今後も継続し

た評価は実施する。機器分析的見地からも，さらにさまざ

まなトライを行い臭気，味覚の定量化を行っていく。

また，自動販売機は嗜好飲料を販売している。年々高ま

る利用者の嗜好特性の要求に追従しつつ，今後は嗜好に影

響を与える要因を排除し，あるべき品質を維持するための

評価だけではなく，さらにおいしさを向上させるような魅

力ある自動販売機の開発時の評価にも応用する所存である。

参考文献

岩崎好陽．臭気の嗅覚測定法．第１版．臭気対策研究協会，

1997，p.120．

岩崎好陽．臭気の嗅覚測定法．第１版．臭気対策研究協会，

1997，p.4-5．

佐藤昌康．味覚の化学．第１版．朝倉書店，1981，p.221．

増山英太郎，小林茂雄．センソリー・エバリュエーション．

第１版．垣内出版，1989，p.276-277．

岩本啓治．異臭味水対策の指針．日本水道協会，1980，

p.1-5．

Burttshell, R. H. et al．Chlorine Derivatives of Phenol

Causing Taste and Odor, Jour. American Water Works

Association，vol.51，1959，p.209．

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.9 2002

523（31）

表６　味覚試験条件 

項　目 

飲　料　温　度 

接　液　時　間 

接　液　飲　料 

接　液　面　積 

塩素発生器適合性 

ホット飲料，コールド飲料 

飲料が通過するのみ，滞留する 

水，シロップ飲料，アルコール飲料 

材料が飲料と接触する面積 

塩素発生の有無 
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図３　ナイロン樹脂浸漬水の分析結果

解　説 官能検査

人間の五感〔味覚，嗅覚（きゅうかく），視覚，聴

覚，触覚〕による検査法を官能検査という。官能検査

は分析型と嗜好（しこう）型の 2 種類がある。分析型

の官能検査は人間の感覚器を測定器として品物の特性

を測定したり，品物の差を検出したりする場合に使用

し，品質検査・管理や工程管理などに利用する。また，

嗜好型官能検査は人間の嗜好特性（好み）を知るため

に使用し，製品開発や市場調査などに用いられる。

自動販売機では，嗅覚，味覚を使った臭気官能評価，

味覚官能評価を行い，製品開発，品質管理を行ってい

る。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




