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ネギ属野菜由来のイオウ化合物による褐変抑制および

アクリルアミド生成抑制〔2〕

細田　浩＊・坂上和之＊＊

〔キーワード〕：ネギ属野菜，イオウ化合物，スル

フィド，褐変抑制，アクリルアミド

5．非酵素的褐変の抑制
食品の褐変反応は酵素に起因するものだけでは

なく，非酵素的褐変反応に起因する変色も含まれる．

非酵素的褐変反応は，遊離アミノ酸，ペプチド，タ

ンパク質のアミノ基の糖や脂肪由来のカルボニル

基への求核反応による縮合反応である．非酵素的褐

変反応機構の詳細は明らかではないが，3段階に分

けて考えられており，①グルコースなどの糖質がエ

ノール化も，グリシンなどのアミノ酸と結合し，窒

素配糖体ができ，次にアマドリ転位生成物が生成す

る初期段階，②アマドリ転位生成物が1，2一エノール

化したアミノレダクトンから脱水によって3一デオ

キジグルコソンや自動酸化によるグルコソンが生

成する．3一デオキシグルコノンは脱水によって3，4一

ジデオキシグルコソンを生じ，さらに脱水してヒド

ロキシメチルフルフラールを生じる中問段階，③中

間段階で生成したカルボニル化合物や，その系に存

在する窒素化合物が縮合，重合し，高分子の着色色

素メラノイジンを生成する終期段階に分けられる

ことが報告されている（Hodge1953）　（図16）．

　前項で見出したように，トリスルフィドやメタン

チオールなどの含硫化合物が褐変抑制に関与して

いる可能性が示唆されたことや，L一システイン，2一

メルカプトエタノールまたはメルカプト酢酸によ

るグルコースーグリシンの褐変反応の防止が周知で

あることから，タマネギ搾汁液中に見出されるスル

フィド化合物について，非酵素的褐変反応（ここで

はメイラード反応という）を抑制する効果について

検討した．その結果，1）スルフィドは糖質のエノー

ル化に影響は与えていないが，2）アマドリ転位生
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成物の生成後の3一デオキシグルコソンの生成をト

リスルフィド，ジスルフィド，モノスルフィドのス

ルフィドが抑制すること（表2）．3）スルフィドの

官能基によらず，3一デオキシグル象ソンの生成を抑

制することが見出された（表3）．さらに4）3一デオ

キシグルコソンの脱水によって生成するヒドロキ

シメチルフルフラールの生成が抑制され（図17），

5）グルコースーグリシンの溶液の着色度が抑制する

傾向が見出されている（表4）（坂上ら2004）．

　以上のことから，スルフィドは，メイラード反応

アミノ酸
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　図16　メイラード反応の主要経路（概要）

　　　　　　　　（Hodge1953加工追記）
白抜き矢印は阻害している可能性のある箇所を示す．
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表2　スルフィドの添加と加熱時間によるデオキシグルコソンの濃度変化

　　　　　対照区　　ジメチルモノスルフィド
加熱時間
　　　　　（μ9／9）　　　（μ9／9）

ジメチルジスルフィド

　　（μ9／9）

ジメチルトリスルフィド

　　（μ9／9）

1　　　40．0

15　　　122．9

30　　　146．9

60　　　194．6

66．2

67．6

80．0

96．3

6．9

32．6

47．4

20。0

7．5

23．3

33．6

18．7

スルフィドの添加濃度0．01％

表3スルフィドの添加による
デオキシグルコソンの生成抑制

表4スルフィド化合物による
糖一アミノ酸の褐変抑制効果

スルフイド
デオキシグルコソン

　濃度（μ9／9）
スルフィド化合物

吸光度

（500nm）

対照区

アリルプロピルトリスルフィド

アリルプロピルジスルフイド

アリルプロピルモノスルフィド

ジアリルポリスルフィド

ジアリルトリスルフィド

ジァリルモノスルフィド

アリルメチルトリスルフィド

アリルメチルジスルフィド

アリルメチルモノスルフィド

ジプロピルトリスルフィド

ジプロピルジスルフィド

ジプロピルモノスルフィド

メチルプロピルトリスルフィド

メチルプロピルジスルフィド

メチルプロピルモノスルフィド

ジイソプロピルモノスルフィド

ジメチルテトラスルフィド

84，7

45．4

45．5

45。2

54．2

43．4

39．8

44．8

42．7

38．1

46，7

51．9

桑7．1

55．4

43．6

47．3

56．7

52．5

ジメチルモノスルフィド

ジプロピルモノスルフィド

ジアリルモノスルフィド

アリルプロピルモノスルフィド

ρ．Ol61

0．0366

0．0093

0．0141

ジメチルジスルフィド

ジプロピルジスルフイド

ジイソプロピルジスルフイド

メチルプロピルジスルフィド

アリルプロピルジスルフィド

0．0061

0．0072

0．0017

0．0300

0．0093

ジメチルトリスルフィド

ジプロピルトリスルフィド

メチルプロピルトリスルフィド

アリルメチルトリズルフィド

アリルプロピルトリスルフイド

0。0033

0．0300

0．0049

0．0054

0．1071

対照区 0。2816

6．アクリルアミド生成の抑制
スルフィドの添加量0．01％，n＝3

の中間段階から終期段階で生成する中間体になん

らかの影響を与えることが見出され，どくに3一デオ

キシグルコソンの生成を阻害する，または，生成し

た3一デオキシグルコソンと反応後，その後の反応を

抑制する機構を持っアミノグアニジンとほぼ同様

な機構であることが推測される（Williams2004）．

　さらに，使用する添加量を変えることで褐変を適

度に制御できることなどから，食品に適度な色合い

を与えたり，香ばしい香りを付与するために利用で

きる技術となることが期待できる．

　フライドポテドなど，ジャガイモを主体とする素

材を油ちょうするあるいは高温で調理することで，

アクリルアミドという発がん性の恐れのある物質

が生成することが報告されている（Belclaskiら

2002，Swedish　National　Food　Agency　website）．

　アクリルアミドは，アミノ酸のアスパラギンとグ

ルコースによるメイラード反応が起こることで，食

品中に生成することが解明されている（Ma枕mmら

2002，　S訟dlerら　2002）　．

　一般に，システインやグルタチオンなどの含硫化

合物がメイラード反応を抑制することが知られて

いる．食経験のある野菜で見出されるスルフィドを

用いることで，メイラード反応を阻害し，アクリル
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アミドの生成を抑制することが期待された。このた

め，油ちょう時の油にスルフィドを添加し，アクリ

ルアミドの生成を抑制する効果を検討した結果，ア

リルメチルトリスルフィド，ジメチルトリスルフィ

ドなどのトリスルフィドに顕著な抑制効果を見出

した（表5）．モノスルフィドやジスルフィドは沸

点が60℃以下と110℃付近であることから油中に残

留しにくい．一方，トリスルフィドは沸点が高く（約

240℃），加熱する食用油の中に滞留することがで

きること，また，トリスルフィドは加熱時にメタン

チオール，二硫化炭素，モノスルフィド，ジスルフィ

ドを生成し，分解過程で生じるラジカル，活性酸素

種など反応性の高い物質を生成することが要因と

考えられた．

　また，スルフィドによるリノール酸の酸化抑制に

ついて油脂安定化試験（CDM）法を用いて検討し

たところ，モノスルフィド＞ジスルフィド＞トリス

ルフィドの順に酸化防止する．このことは加熱に

よっでモノスルフィドが周囲にある酸素をエン反

応によって取り込み，モノスルフィドからモノスル戸

フォキシドに変化したことで，油脂の酸化を防止し

たと推測される．

　一方，グルコースとアスパラギン混合物のメタ

ノール溶液を加熱還流すると，メタノール中でアマ

ドリ転移物から3一デオキシグルコソンの生成を経

表5スルフィドの添加によるポテト加工品中の
　　アクリルアミド濃度抑制と残存割合

物質名
アクリルアミド濃度　残存割合

　（μ9／kg）　　　　　（％）

ジアリルモノスルフィド

メチルプロピルジスルフィド

ジメチルジスルフィド

メチルプロピルトリスルフィド

ジメチルトリスルフィド

アリルメチルトリスルフィド

アリルプロピルトリスルフィド

ジメチルテトラスルフィド

タマネギ超臨界抽出物

トコフェローノレ

BHA
BHT
ローズマリー抽出物

対照区

638

432

382

250

129

82

373

445

484

441

482

550

537

657

97．1

65．8

58．1

38．1

19．6

12．5

56。8

67．7

76．7

67．1

73．4

83．7

81．7

100

試料添加量10μL／600L食用油脂

　　　　　　　BHT
タマネギ超臨界抽出エキス

　　　　　　対照区
　ジメチルテトラスルフィド

アリルプロピルトリスルフィド

メチルプロピルトリスルフィド

　ジプロピルトリスルフィド

　　ジメチルトリスルフィド

アリルプロピルジスルフイド

　　ジメチルジスルフィド

　　ジメチルモノスルフィド

　　ジメチルモノスルフィド

アリルプロピルモノスルフィド

　　ジメチルモノスルフィド

由して，アクリルアミドが生成することが知られて

いる（PedersonandOlsson2003）．Pedersonらの

試験条件に順じ，スルフィドを添加したときのアク

リルアミドの生成量を分析した結果（表6），油脂

安定化試験で示した効果とほぼ同じ傾向の結果を

得ることができた．すなわち，60℃程度の比較的低

温域ではモノスルフィドがアクリルアミド生成抑

　　　　制に有効に作用していることが認められ

　　　　た．

　　　　　また，食材中にスルフィドを添加した

　　　　場合には，褐変抑制作用と同様，メイラー

　　　　ド反応で生じる3一デオキシグルコソンな

　　　　どの中間生産物の生成を阻害し，アクリ

　　　　ルアミドの生成を阻害することが要因と

　　　　して推測される（図16）．

　　　　　この結果，タマネギなどに含まれる含

　　　　硫化合物を油ちょう時の油または食材の

　　　　内部に使用することでアクリルアミドの

　　　　濃度を低減させ，食品の安全性を向上さ

　　　　　　　　　　　　　　　さらに，タマネ

　　　　0　　　　　　　　50　　　　　　　100　　　　　　　150

　　　　　　　　　　　生成割合（％）

　　図17　スルフィドの添加による
ヒドロキシメチルフルフラールの生成抑制

200

せることが示唆される．

ギ抽出物に含まれるケルセチン配糖体な

どもスルフィドの作用と同様の効果を示

すことから，ネギ属野菜やタマネギなど

抽出成分の添加による高付加価値化が期

待できる．
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表6スルフィド添加による
　アクリノレアミド生成抑制

加熱時問
（min）　対照区　　ジメチル

　　　　　　モノスルフィド

アクリルアミド（μg／kg）

ジメチル　　　ジメチル
ジスルフィド　　トリスルフィド

1　　　369　　　　140

30　　　　　225　　　　　　　151

60　　　826　　　　　81

234

158

304

242

431

324

グルコース10mM，L一アスパラギン0．09g／アルカリーメタノール100mL

加熱温度160℃，スルフィドの添加量110μL

7．　今後解決すべき問題点と
　　　　　実用化への展望

　スルフィドが酵素的，非酵素的褐変を抑制するこ

とから，これらの知見が褐変のメカニズムを解明す

る手がかりになるのではないかと期待している，酵

素的褐変ではキノンから褐変物質への変化は複雑

で未解明の部分が多いが，スルフィドがこの途中の

過程を止めたり，褐変色を退色させることがわかっ

てきたので，複雑な褐変機構解明につなげていきた

い．また，非酵素的褐変でも中問生成物である3一

デオキシグルコソンやヒドロキシメチルフルフ

ラールの生成を抑制していることが明らかになっ

たので，褐変機構解明と制御に役立てていきたいと

考えている．

　ネギ属野菜，とくにタマネギの抽出物やスルフィ

ドの作用や効果を確認する中で，その抽出物やスル

フィドを含む製品化が望まれている．微量で匂いを

感じる素材は，食品加工中や最終食品中の匂いの占

める役割が大きいため，微量の添加で好ましい匂い

に寄与する製剤化技術が求められ，また，匂いのな

い素材の創出や発見が課題となる。製剤化について

は，トリスルフィドが揮発や加熱変化に伴って酵素

的，非酵素的褐変を抑制していることから，効果ゐ

持続する製剤化を検討する予定である．

　また，スルフィドの前駆体がグルタチオン様含硫

化合物，S一アルキル（アルケニル）システインスル

フ牙キシドなど硫黄を含む化合物であることから，

前駆体を出発点とする素材の提案も望ましい．筆者

らはすでに前駆体を含む搾汁液や固形物を調製し，

かつ，匂いがほとんどなく，甘くそのまま飲めるタ

マネギ搾汁液を製造している（細田ら2006）．匂

いのないジュースとして食品に利用し，酵素フレー

バーと同様，野菜ジュースを原料とし，これに酵素

等を作用させて，香りや機能性成分を生産させるこ

となどの二次反応による生成物の製造を想定した

製剤で，より前駆体の含有量の多い形での設計を提

案する予定である．生理活性成分を持つ素材として

ネギ属野菜の位置づけも高く，高濃度の前駆体を含

む抽出物が今後のネギ属野菜の研究開発にとって

重要であると思われる．
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外国文献抄録

クロッカスにおけるρ137Z∠ん棚の発現

A．　Kalivas，　K．　Pasentsis，　A．N．　Polidoros　and　A。S．

Tsaftaris　2007，　Heterotopic　expression　of　B－class

floral　homeotic　genes　P∬皿4Z4／6Z伽囎4　supPorts　a

modifiedmodelforcrocus（伽o認伽ノ鵬ム）flower
formation．　DNA　51θ（1θa刀oa　　18：120－130．

　クロッカスの柱頭を乾燥させて作るサフランは，雄蕊か

ら雌蕊を人力で採取しなければいけないなどの理由から生

産のコストが非常に高く，クロッカスの花の発達について

理解を深めることは生産の効率を上げることにっながる．

そのため，これまでにAクラス遺伝子である
㎜1／㍑皿躍五や，Cクラス遺伝子であるオ㎜∬の
ホモログや，Bクラス遺伝子であるpaleo　AP3様遺伝子が

単離，解析されてきた．本研究では未知であった花弁とお

しべの発達に関わる5つの那㎜卿α爾翻（閉α0）
を単離し，解析を行った．

　クロッカスは圃場で栽培し，サンプリングは開花の後期

に行った．まず，葉，つぼみ，外花被片，内花被片，おし

べ
， 心皮から抽出したRNAを用いて5つの［P1を単離し，そ

れぞれ63寵剛ろ8命寵∫蝦磁8が拓α，2と名づけた．そ

れらの推定アミノ酸を他の植物のPIアミノ酸配列とアラ

イメントし，系統樹を作成した．その結果，クロッカスの

5つのPIはアスパラガス，ユリ，チューリップと同じグル

一プに属すことがわかった．これらの結果は他のクロッカ

スの㎜）S－box遺伝子の結果とも一致していた．また，サザ

ンブロット解析の結果，磁寵鯛ム263説昭露寵％6L　Z

はゲノム上に存在することが確認された．次に，RT－PCRに

よって発現解析を行ったところ，命寵P別は葉と花で発現

がみられたのに対し，磁寵冊と63寵％6は花でのみ発現

していた．また，野生型でも，雄蕊を欠き八重咲きとなっ

た変異体でも，すべての花器で発現していた，以前の研究

から，paleo　AP3様遺伝子も外側のホールで発現すること

がわかっており，このため，がくが形成されるはずの外側

のホールで花弁様の花被片が形成されるのではないかと、曽

われた。シロイヌナズナにおいて，丹はmiRNAである

at亘一mir167cのターゲットであることが知られているが，

これら5つのクロッカスのπにはそのターゲットとなる配

列は存在しなかった．しかし傭寵冊，6謡郷α，2は

ath－mir163のターゲット配列を持っていた．

　今回乳丹は野生型と雄蕊を欠失した変異体で同様に発現

することがわかったが，これらの圃場で同定された変異体

をさらに解析していくことにより，サフランの効率的な生

産や品質の向上が可能になるのではないかと思われる．

（東京大学大学院農学生命科学研究科園芸学研究室

　井迫希）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

