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高水分活性域で起こる脱脂魚肉を含む魚油の

酸化に及ぼす食塩の影響
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Effects of  NaC1 on Oxidation of Fish Oil Containing 

Defatted-Muscles under Higher Water Activity Conditions 
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Abstract : Effects of NaC1 on fish oil oxidation under higher water activity conditions were 

investigated using a model system consisting of a mixture of sardine oil and chloroform-

methanol-defatted sardine muscles. Oxidation rates were determined based on the induction pe-

riod of oxidation at  20°C in oxygen absorption analysis. Increase in NaC1 concentration or water 

activity shortened the induction period. NaCl may possibly hinder interactions of metal ions 

with proteins so that interactions between metal ions and oils become greater . In such a situa-

tion, higher water activity may enhance the mobility of metal ions with considerable accelera-

tions of lipid oxidation. 

 Key words : fish oil, oxidation, NaC1, water activity

1　 緒 言

食 品加工 において広 く用い られている食塩(NaC1)　 が

水 産加工 食品の酸敗を促進す るといわれ る一方で,　Num-

budiry 1)や 中村 ら2)が 指摘 して いるよ うに,高 濃度 の

食塩 がチオバル ビツール酸価 や過酸化物価を抑制す る現

象 も認め られ る。

この ように,筋 肉脂質酸化 に対す る食塩の影響 の差 に

は,い くつかの理 由が考 え られ る。た とえば,食 塩 が脂

質酸化 に関与する組織 中の成分あ るいは種 々の酵素活性

に影響を与え,酸 化 の作用機序が きわめて複 雑になるこ

とが考え られ る。また,素 材の違いや履歴が酸化 に影響

を与え ることも考 え られる。

本研究では,酵 素 が関与 しないモデル系を設定 し,食

塩の脂質酸化に対す る直接 的影響について検 討 した。

2　 実 験

2・1　マイ ワシ筋 肉脱脂粉末の調 製

北海道上磯町沿岸 で入手 した大羽マイ ワシの普通 肉を

細切 し,ホ モ ジナイザー(10'000rpm,5min)を 用 い

て クロロホルム 一メタノール(2:1,vo1/vo1)で5回 脱

脂す る操作を繰 り返 した｡得 られた脱脂肉中の残存溶媒

を真空デ シケーター中にて完全留去 し,ボ ール ミルを用

いて微粉末状に した。粉末の銅 と鉄の含量を原子 吸光光

度計(NipPonJarrelAshAA-8200)に よ り測 定 した

結果,銅1.5ppm,鉄72.6ppmを 含んで いた。 また,

ミオ グロ ビ ン量 を菊 地3)の 測 定法 で求 めた結 果,　0.68

ppmで あった｡

2・2　マイワ シ筋 肉脱脂粉末-い わ し油混合系 の調製

イ ワシ油(イ コサペ ンタエ ン酸13.1%,ド コサヘキサ

エ ン酸9.4%,過 酸 化 物価0.1以 下,酸 価　0.56, Em-

merie-Engel法4)で トコフ ェロールは検 出されず:　日

本化学飼料)と 先に調 製 したマイ ワシ筋肉脱脂粉末を　3

:7(wt/wt)に 混合 し,100PPmの カナマイ シン(明 治

製菓)を 防かび剤 として加え,さ らによ く混合 した。

2・3　マイ ワシ筋肉脱脂 粉末-い わ し油混 合系へ の食

塩添加 と水分活性の調整

先 の混合系 を5gず つ分取 し,そ れ ぞれに　3%, 5%,
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および10%の 食塩を混合 した。 ついで これ らを飽和 塩

溶液 であ らか じめ相対 湿度75%,86%,及 び95%に 調

整 してあるデ シケ ーターに入 れ,20℃,3d減 圧下 に放

置 し,水 分 活性(Aw)を 調整 した。 この三 角 フラス コ

をFig.1に 示す ようにゴム栓で密封 し,た だちに　20℃

に貯蔵 した。

2・4　酸素吸収量 の測定

貯蔵試料 のヘ ッ ドスペースガ スを経時的に気体用 マイ

クロシ リンジで50μ)L採 取 し,Zamaら5)の 条件 で直接

ガス クロマ トグラフへ注入 して分析を行い,貯 蔵 開始 時

の空気 中の酸素 と窒素量を基 に して,基 質 に吸収 された

容器 中の酸素量(%)を 次式 によ り算 出 した。測定 はそ

れ ぞれ3回 行 い,Q値 による検 定の後,相 加平均 を求め

た｡

ただ し,Absd.[02]:一 定時 間後の酸素吸収量

[N2]o,[02]o:試 料 貯蔵 開始 時 の窒素 及 び酸

素量

Fig. 1 Schematic Diagram of Flask Used in Oxy-

gen Absorption Analysis of Sardine Oil-
Powdered Fish Muscle Model System. 

A, 100 mL Erlenmyer flask. B, sardine 

oil—powdered fish muscle model mixture. 

C, caoutchouc stopper. D, glass tube. E, 
silicone rubber.

Fig. 3 Relation between the Reciprocals of Induc-

tion Periods and Water Activity.

Fig. 2 Effect of Water Activity and  NaCl Concentration on Oxygen 

Absorption by the Model System.
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[N2]t, [O2]t:一 定 時間後の窒素及び酸素量

3　 結 果

マイ ワシ筋肉脱脂粉末-い わ し油混合系へ種 々の濃度

に食塩を添加 して,異 なる水分活性下で貯蔵 した とき,

酸素 吸収 量 の経 時的変 化 は)Fig.2に 示 した変化 を た

どった。 この図よ り,食 塩 は酵素が働かず組織 が完全 に

消失 してい る条件下 では,明 らかに脂質酸化を促進す る

ことがわか る。また,酸 化促進 の程度 は,Awが 高 いほ

ど顕著 であ ること,同 一Awに おいて は,食 塩 添加量

が多 くなるほどその作用が増大する ことも同図よ り明 ら

かにな った。 このこ とはFig.2を 基 に,脂 質酸化 の誘

導期 間を計 り,そ の逆数をAwに 対 して とった図(Fig.

3)か ら も確 かめ られ た。す なわ ち用塩 量が高 いほ ど,

またAwが 高い ほど酸化の誘導期 間が短縮 された｡

4　 考 察

滝 口6)は塩干 しマイ ワシの貯蔵 中における脂質劣化 に

及ぼす食塩の影響を調べ,凍 結貯蔵(-35℃,-20℃)　 や

パー シャル フ リー ジング(-3℃)で は,食 塩濃度が高 い

ほど脂質酸化 が進行す ることをみている。その一方で,

冷蔵(5℃)で は食塩濃度の違いによる脂質劣化がみ られ

ない こと,高 食塩濃度では脂質の加水分解 がむ しろ抑制

されることをみてい る｡冷 蔵において差 がみ られないの

は,こ の温度帯ではいずれの区 も酸化速度が速 く,誘 導

期 が認 め られな いため と してい る。また同氏7)は,た て

塩 サ ンマの脂質酸化に及 ぼす食塩の影響を調べた結果 で

も,高 塩濃度ほ ど脂質酸化 が速 いことをみている。この

場合 には,そ の原因のひとつ に トコフェロールの減少 が

深 くかかわ っていることを推察 している。すなわち食塩

濃度が高いほ ど トコフェロールの減少 が著 しく,結 果 と

して脂 質酸化 がよ り進行す ることを示 唆 した。ちなみ に

Ohshimaら　 8)は,イ ワ シとサバ の貯蔵試験 において,

トコフ ェロールの減少直後に脂質 の酸化 が進 むことをみ

てお り,食 塩濃度の増加→ トコフ ェロールの安定性減少

→脂質酸化の進行 とい うプ ロセスが成 り立つ ことを示 し

ている｡

本研究の実験系では トコフ ェロールが含まれていない

ことか ら,食 塩 は トコフェロールの存否 にかかわ らず脂

質酸化 を促進す ると判断 される｡食 塩濃度が著 し く高い

場合 に,脂 質酸化 はむ しろ抑制 され るとす る先の　Nam-

budiry 1)の 結果 は,飽 和 食塩水 によ り酸素の溶解 性が

減少す るため とも説 明す ることがで きる。 しか し,こ の

点 については今後 よ り慎重 な検討が必要である｡

他方,Kannerら　 9)は七面 鳥肉において食塩が脂質酸

化を促進 する理 由は,鉄 イオ ンがタ ンパ ク質 と相互作用

するのを食塩 が妨 げ,そ の結果脂質 と相 互作用をす る自

由度 を与 えて しまうことによると推察 している。 この考

え方 に従 えば,Awが 上が ると脂質酸化が進行す る理 由

は,高Aw域 において溶存 す る鉄 イオ ンの易動度 が増

し,よ り一層脂 質酸化 が進行 す るためだ と も考え られ

る。

今後 は,脂 質 と相互作用 を しないセル ロースパ ウダー

等の不活性な物質 を魚油保持担体 に用いた場合の食塩 の

脂質酸化促進能を検討す る｡さ らに,魚 油保持担体 と し

て金属を可及的に含 まないアル ブ ミンも導入 し,キ レー

ト剤共存下での食塩の脂質酸化促進能を検討す る。 これ

らの実験 によ って,食 塩の脂質酸化促進現象 が金属 とタ

ンパ ク質 を介 した反応に よるものなのか否 かにつ いて明

らかにす る予定であ る。

(受付:1996年7月5日,受 理:1996年　 8月　13日)
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[ノー ト]　 イ チ ョウ種子 中の テ ィー ステ ロ ンお よび

4-デ ス メ チル ステ ロール の 同定
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イチ ョウの種子 中に含 まれるブ ラシノステ ロイ ドお よび4-デ スメチルステ ロール につ いて調べ た。種子 の胚 乳

の部分をホモ ジェネー トし,メ タノール抽 出後溶媒分配 を行 い,ク ロロホルム可溶分画 とヘ キサ ン可溶分画 とを得

た。 クロロホルム可溶分画 は各種 クロマ トグラフ ィーで精製 し,イ ネ葉身屈 曲試験 において活性な分画を得た。誘

導体化後GC-MS分 析 を行 い,ブ ラシノステロイ ドの一種であ るティーステロ ンを同定 した。 さ らに,ヘ キサ ン

可溶分画は加水分 解後分取用TLCに よ り4-デ スメチル ステ ロール分画を得,TMS誘 導体化後GC-MS分 析 を行

い,6種 のステロール を同定 した。 さ らに,テ ィーステロ ンとステロールの構造 的関係 につ いて生合成の観点か ら

論 じた。　 (連絡者:高 津戸 秀) Vol. 45, No. 12, 1349 (1996).

[ノ ー ト]　 水/　ポ リ(オ キ シエ チ レ ン)硬 化 ひ ま し油/　トリア シル

グ リセ リン系 にお け るW/ O　マ イ ク ロエ マ ル シ ョン形成

小 林 禮二次郎 ・武 藤 正 和

株式会社コーセー研究所(〒114東京都北区栄町48-11)

水/ポ リ(オキ シエ チ レン)(10)硬 化 ひま し油(HCO-10)/油 系で形成 され るW/Oマ イ クロエマル シ ョン領域 を

求 め,そ の相挙動を水/ポ リ(オキ シエチ レン)(5)モ ノヘキサデ シルエーテル(C16EO5N)/油 系 と比較 した。 これ

によると,HCO-10/ト リア シル グ リセ リン系 の水 の最大 可溶化量は多 く,HCO-10/炭 化水素 系の水の最大可溶化

量 は少なか った。 この傾 向はC16EO5N系 の場合 と全 く逆であ った。

(連絡者:武 藤正和)Vol. 45, No. 12, 1353 (1996).

[ノート]　 高水分活性域で起 こる脱脂魚、肉を含む

魚油の酸化 に及ぼす食塩の影響

高 橋 是太 郎 ・十 河 和 明 ・栗 原 秀 幸 ・高 間 浩 蔵

北海道大学水産学部(〒041函 館市港町3丁 目1番1号)

高水分活性域で起 こる魚油の酸化 に及ぼす食塩の影響を クロロホルム-メ タノールで脱脂 したマイ ワシ普通 肉の

粉末 とイ ワシ油の混合物 を用 いたモデル系で調べた。20℃ にお ける酸素 吸収量 の経 時的変化 によ り酸化誘導期 間

を求め,酸 化 の指標 と した。用塩量を増 やす ことや水分活性を高 くす ることによ り誘導期 間が短 くな った。食塩 の

添加 は金属 イオ ンと蛋 白質 の相互作用を妨 げ,結 果 として金属イオ ンと魚油 の相互作用を高 めて しま うと推定 し

た。また,水 分活性が高 くな るにつれて,金 属 イオ ンの易動度が増加 して魚油 の酸化 を促進す ると考えた。

(連絡者:高 橋是太郎) Vol. 45, No. 12, 1359 (1996).
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