★官能評価試験の際にどのように準備・計画/・評価・解析すべきか？多くの事例を踏まえて解説！
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官能評価試験の事例（食品・香粧品・医薬品・口臭・手触り…etc)も確認しながら、何をすべきか理解できる1冊！

各官能評価手法の特徴と比較
分析評価型と嗜好型の違いはなにか？それぞれの評価手法の目的と注意点は何か？

官能評価試験計画における留意点
各部門がどのように連携・流れで進めるべきか？

被験者選択・管理における考え方について
評価に影響及ぼす要因とは？被験者抽出のため手法とは？

評価用語の設定や評価尺度の妥当性およびバラツキを少なくする注意点とは
用語設計時の注意点{誰が？何を？どんな用語で？誰に伝えるのか？
バラツキの留意点{試料の状態は？、設備・環境の状況は？

官能評価データ解析時の統計処理のポイント
Excelを利用した解析手法は？どのような統計手法を利用すべきか？

特許利用における官能評価の注意点
官能評価の特許出願上で留意すべきポイントとは？

品質管理における外観検査を行う上でのポイント
どのようにして検査のあいまいさに対処すべきか?検査員の教育をどうすべきか

マーケティングにおける官能評価の位置づけと商品開発への応用について
官能評価試験のから商品等のブランド化をどのように考えていくべきか?
★ 詳細については、裏面もしくはホームページをご覧ください！www.johokiko.co.jp/publishing/BA130306.php
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構成及び内容
第1章 官能評価の概要
1.官能評価の定義と目的
2.官能評価の標準化への動き
3.官能評価の実験で大切なこと
3.1 実験環境 3.2 サンプル 3.3提示
4.味わい方
5.パネル
6.パネル管理
6.1 パネルの確保 6.2 維持管理 6.3 嗜好型パネル
7.ことば(評価用語)
8.試料の評価法
8.1 独立評価 8.2 比較評価
9.評価の妥当性
10.マーケティングの知識と官能評価の学び
10.1 マーケティングの知識 10.2 官能評価の立ち位置
10.3 官能評価の学び方
第2章 様々な官能評価手法の特徴とその選択
1.分析評価型官能評価法と嗜好方官能評価法の違いについて
2.試験法について
2.1 精神物理的方法 2.2 実験美学的方法(評定法) 2.3 テスト法
3.生理学的方法について
第3章 官能評価における被験者選択、管理について
1.試験実施に影響する課題について
2.被験者の選出における集落化、層別という２つの考え方
3.被験者の特性の違いによる評価試験への影響について
4.評価基準作りについて
5.美白化粧料評価の為の被験者選択について
第4章 官能評価試験計画のポイント
1.官能評価試験計画
1.1 評価の目的を明らかにする
1.2 評価方法を決める
1.3 評価条件と評価手順を決める 1.4 官能評価スケジュール
2.官能評価試験の留意点
2.1 実使用評価の重要性
2.2 専門評価パネルの重要度と評価尺度の共有
2.3 官能評価情報の見える化
2.4 評価参考品の選択
第5章 官能評価における評価用語選択と評価実施時の留意点
1.官能評価のプロセス
2.評価用後の設計
2.1 評価用後の設計における留意ポイント 2.2 評価用語の概要
2.3 評価用後の設定
2.4 評価尺度
3.官能評価実施の留意点(バラツキを少なくするポイント)
3.1 試料(サンプル)の調整 3.2 評価設備と環境
第6章 官能データの分析・解析のポイント
1.官能評価データ解析における統計用語および必要な知識
1.1 官能評価データの性格 1.2 統計処理の種類と目的
2.Excelを利用したデータの解析方法
2.1 Excelの基本機能で行える統計処理
2.2 Excelアドインソフトで行う多変量解析
第7章 品質管理と外観検査
1.外観検査の課題と品質管理の役割
2.外観検査におけるバラツキの問題と対処
2.1 あいまいさの問題と対処 2.2 外観検査のあいまいさの品質管理
3.外観検査院の教育・訓練
3.1 外観検査院の教育・訓練の基本 3.2 多能工化の推進
第8章 官能評価と機器分析データの考え方
第1節機器使用者の考え
1.官能評価と機器分析それぞれの特徴
2.機器部分席データをとる目的
2.1 官能評価データの裏づけ
2.2 微細な差の検出
2.3 官能評価データの応用
2.4 多試料の同時評価
2.5 機器分析による官能評価の置き換え
3.官能評価と機器分析のデータを使う上での注意点
3.1 どんな官能評価用語を用いるか
3.2 どんな機器分析をもちいるか
3.3 どんな統計解析手法を用いるか
4.事例紹介
4.1 缶コーヒー(ミルク入り)での分析型・嗜好型官能評価、
機器分析データの相関解析事例
4.2 粉末コーンスープの分析型・嗜好型官能評価、
機器分析データの相関解析事例
4.3 缶コーヒー(ムトウブラック)での分析型官能評価と
機器分析データの相関解析事例

第2節 機器メーカー編
1.成分量と感覚量をつなげる検知閾値
2.においの強度を機器分析と合わせ込む
3.においの質
4.検知閾値、弁別閾値を簡易に短時間で測定する方法の提案
第9章 マーケティングと官能評価の考え方と商品開発への応用
1.マーケティングと食品品質(Eaiting Quality)
2.マーケティングにおける官能評価
3.商品開発への応用
3.1 官能評価による生ハムの食感品質と購買評価に関する研究
3.2 官能評価による食感品質と惣菜製品のシリーズ化に関する研究
3.3 官能評価による海外産鶏肉の特徴分析
第10章官能評価の事例
第1節 食品における官能評価の実施事例について
1.食品の官能評価の特徴について
2.食品の官能評価とパネルの訓練(記述的評価法について)
3.食品の官能評価と順序効果(シェッフェの一対比較法について)
4.食品の官能評価と租借中の変化(ＴＩ法について)
第2節 男性化粧品のフレグランス
1.方法
2.結果・考察
2.1 嗜好性
2.2 主成分分析
第3節 香り評価における官能評価実施事例
1.紅茶葉の種類別の官能評価
2.コーヒー豆の焙煎度違いの官能評価
第4節 医薬品開発における官能評価
1.官能評価の基礎(基準物質の味の強度の数値化)
2.薬物の苦味の評価
2.1 等価濃度試験による薬物の苦味強度評価
2.2 閾値濃度による薬物の苦味強度評価
3.製剤の苦味の評価
3.1 溶液製剤の苦味強度評価
3.2 固形成剤の苦味強度の評価
3.3 苦味強度とその抑制度の評価例(固形製剤)
第5節 口臭における官能評価事例について
1.背景
2.官能検査の具体的手法
3.口臭データの解析
3.1 対象および方法
3.2 官能検査の判定結果と機器分析の測定値の関連
3.3 パネルによる客観的評価と本人の主観的評価の関連
4.考察
第6節 手触りにおける官能評価の実施事例
1.モノの手触りの評価方法
2.水の手触りの官能評価
3.皮膚の食感の官能評価
4.化粧用スポンジの食感の官能評価
5.石けんで洗った皮膚の食感の官能評価
第7節 においの感じ方に及ぼす色をになう材料と色の影響
1.官能評価法の手順
2.官能評価の実際
2.1 刺激
2.2 形容語の選定
2.3 パネルの選定
2.4 実験方法
3.においの感じ方に及ぼす色を担う材料と色の影響
3.1 重回帰分析の結果
3.2 因子分析の結果
3.3 布の場合
3.4 紙の場合
3.5 液体の場合
3.6 ＣＲＴの場合
3.7 第一因子得点に表れた色の影響
第11章 官能評価における特許の現状と問題点
1.特許出願での発明の技術的効果
(1)明細書中での技術的効果記載はなぜ必要か
(2)官能評価使用の有効性
2.特許での官能評価利用の状況
3.官能評価の問題点
4.特許での官能評価使用の注意点
(1)客観性
(2)物理化学的測定による結果の併用
(3)官能評価項目を増やす
(4)ランク分けを多くする
(5)パネラーの評点の数字を活用する。
5.まとめ
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