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過熱水蒸気と植物バイオマスを使った魚粉の抗酸化的製造

山崎雅夫*

Antioxidative Production of Fish Meal Using Superheated Steam Heating 

and Plant Biomass as Antioxidant 

Y AMAZAKI Masao * 

* Department 01 Food Science and Technology，あわ10Universiη01 Agriculture 

196，均saka，Abashiri-shi， Hokkaido 099-2493 

1 us巴dsuperheated steam (SHS) to prevent autoxidation of fish oil during heating. MeOH extract of 

sasa leaf (Sasa senanensis Rehder) suppressed fish oil acid value from increasing. This effectiveness was 

dependent on polyphenol content. Lipids of fish meal with alcohol extract of biomass plant (sasa leaf， 

buckwheat sprout) added were equally stable or had higher stability， but relative acid value was 

compounded by addition of sasa leaf powder. The addition of plant biomass made a di妊erenceto 

antioxidant e任ectivenessfor fish meal storage. However， heating by SHS increased the tendency of 

browning of fish meal. It was suggested that combination of SHS and phytochemical components as an 

antioxidant would be useful for antioxidative production of fish meal. 
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魚粉の製造は，切断・粉砕の前処理，蒸煮機(クッカ

ー)による蒸煮(クッキング)，スクリュープレスによ

る圧搾，圧搾粕 (presscake)の乾燥，粉砕，冷却から

なる。圧搾時に生じる搾出液は遠心分離して油層は精製

して魚油とし，熱水可溶性成分を含む水層は濃縮してフ

イッシュソリュブルとして魚粉に添加される九 魚粉の

多くは配合飼料として利用され，養魚飼料用では配合割

合が約50%以上と主原料となることから， 一般成分 (タ

ンパク質 ・脂肪・水分)の品質安定と原料魚の鮮度 ・製

造条件の相違によるAV(酸価)，POV (過酸化物価)， 

VBN (揮発性塩基態窒素)などが問題とされる。魚は

不飽和脂肪酸を多く含むため，酸化を受けやすく，魚粉，

魚油の製造に際し，合成抗酸化剤であるエトキシキンの

添加が認められている。エトキシキンは強い抗酸化活性

と安価なことから日本において飼料への利用がなされて

いるものの，食品添加物としては認められていない。BSE

(牛海綿状脳症)問題の発生以来，家畜飼料やペットフ

ードの安全性に対する関心は高まっており，代替となる

抗酸化剤が求められている。

今回は，日本を分布の中心とし，その資源量は1億t

を超えバイオマス資源として有望で、ある2)ササ葉を試料

とした。ササ葉は医薬品などに利用されト5) フランボ

ンなどの抗酸化活性を有する成分が含まれている 6)ηに

もかかわらず活用例は少ない。

過熱水蒸気 (SHS)は貧酸素な雰囲気になるため，調

理や加工に用いた場合食品の酸化抑制が期待され，植物

油への加熱に際して有用性が明らかになりつつあるヘ

そこで， SHSの特性とバイオマス資源としてのササ葉

の機能性を活用した魚粉の抗酸化的製造を目的とし，市

販魚油の過熱水蒸気加熱の効果と，バイオマスの魚粉，

魚油脂質酸化抑制について検討した。なお，ササと同様

に抗酸化性フラボノイド9)を有するソパ芽生え叩)1こつい

ても同様の実験を行った。

実験方法

1 .試料

魚油としてイワシ油(山桂側)，マグロ油(日本化学

飼料側製DHA-22G) を使用した。

ササ葉は大学キャンパス周辺に自生するクマイザサ

(Sasa senanensis Rehder)の葉を適宜採取し，実験に

供した。ソパ (Fagopyrumesculentum Moench)のスプ

ラウトはフラボン含量が最大となる播種 5日後の軟化栽

培のもの川を使用した。
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2.方法

過酸化物価 (POV) は常法11l ~こ従い滴定により行った。

ササ葉抽出液の抗酸化効果をみるために，ポリフェノー

ル濃度を調整したササ葉のメタノール (MeOH)抽出液

を添加した。ポリフェノール類の定量は津志田らの方

法ωlこより行った。

魚粉原料には冷凍サンマ，生鮮カタクチイワシをそれ

ぞれ，厚岸漁業協同組合，知内漁業協同組合から購入し

た。サンマ魚粉は，自然解凍後頭部とヒレを取り除きフ

ードプロセ ッサにてミンチにした1.5kgに抗酸化剤を添

加し， 150
0

Cの過熱水蒸気 (SHS) で加熱し，加熱中10

分毎にサラシに包んでソリユブルを絞り取り除き，合計

30分間加熱した。試料のあら熱を取り， 30
0

Cに14日間保

管した。抗酸化剤としてエトキシキンを100ppmになる

ように加えたものをコントロールとし，ササ葉を細断し

コーヒーミルにて粉砕したもの100g，およびササ葉200

gからMeOHで抽出された濃縮液，スプラウト幼葉74g

からエタノール (EtOH)で抽出された濃縮液をそれぞ

れ添加したものについて酸価の相対値を比較した。酸価

(AV) は魚粉にジエチルエーテルを加え 1時間振とう

し鴻過，窒素気流を吹き付けて濃縮乾固した油脂を常

法日)~こより分析した。

カタクチイワシ魚粉は魚体全体をフードプロセッサに

てミンチにした200gを， 150"CのSHSでそれぞれ20分

間， 60分間加熱したものについて色彩色差計(コニカミ

ノルタCR400) にてL*a・V値を測定し加熱前と 比較し

た。

過熱水蒸気装置には， r青本鍛工社製過熱水蒸気調理装

置 (K. SO-0935S) の試作機を，熱風加熱装置 (150
0

C)

にはヤマト科学側製オーブン (DK600) をそれぞれ使用

した。

実験結果および考察

1 .魚油加熱におけるSHSの酸化抑制効果

魚油の加熱による影響を，過酸化物価 (POV) を指

標に通風加熱とSHSとで比較した (Fig.1)。この結果，

通風加熱は加熱時間とともにPOVの上昇がイワシ油，

マグロ油の両者にみられたが， SHSではイワシ油で15，

マグロ油で 7以下の値を示した。AMATSUBOら8)が行っ

た植物油での結果に比べ，不飽和度が高い魚油はPOV

が高い値を示していたが，通風加熱に比べ小さい値であ

った。SHS加熱のイワシ油POVでは加熱60分で値の上

昇がみられたのち減少がみられ，これは， AMATSUBO 

ら8)が考察しているように，溶存酸素によるPOV上昇と，

高温，貧酸素下で不安定な過酸化脂質の分解または還元

によるPOV減少がみられたと考えた。この点について

は，溶存酸素に配慮した検討が今後必要であると思われ

た。

魚油の加熱方法としてSHSは脂質酸化が進みにくく，

魚粉製造中の魚油搾油に際し加熱方法としてSHSを適用

することは有効であると示唆された。

次いで， POVを増大させる熱風加熱に対し，ササ葉

抽出液添加の影響を検討した (Fig.2)。ササ葉抽出液の

添加量はガリック酸に換算したポリフェノール量とした。

油脂は酸化を受けると遊離脂肪酸を増加させ， AV値を

増大させる。この結果，添加ポリフェノール量の濃度依

存的にAVは減少し， O.lppmに比べ， 10ppm添加では

約20%の抗酸化効果がみられ，ササ葉ポリフェノール類

の魚油加熱における抗酸化活性が推察された。
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変化はLホ値が大きく減少するものの a*値，

化はわずかであった。

一般にタラなどの白身魚で製造される着色の少ないホ

ワイトミールといわれる魚粉は，赤身魚で製造され着色

のあるブラウンミールに比べ品質がよいとされている。

これは，ヒスチジン含量の高い赤身魚では微生物による

腐敗によりヒスタミンを生じやすく，魚粉の品質に影響

する。ヒスチジン，ヒスタミンは加熱によりリジンと反

応し，ニワトリの筋胃潰蕩の原因物質として知られるジ

ゼロシン (GZ)同が生成される。GZの生成は加熱温度の

上昇により高まり口また局所的な品温上昇を生じやす

い直接加熱法によってさらに生成することが知られ，魚

粉の製造方法として間接加熱法が奨励されている附へ

このようなことから褐変魚粉となる可能性を有するSHS

加熱について，外観の評価を補う有用性を明らかにする

必要がある。メイラード反応によりヒスタミン，ヒスチ

ジンを減少させ，魚粉の酸化安定性を向上させる報告団

が参考となろう 。

今回の魚粉はGZ生成リスクを高めるフイッシュソリ

ユブル添加を実施していない。SHS加熱の実用性を考え

るとソリユブル添加における酸化抑制効果とGZの生成

について検討する必要がある。また，魚粉では， 主な用

途となる養魚飼料は，栄養価の他，噌好性などが重要視

されることから，合成抗酸化剤の代替としてバイオマス

を添加したものの飼料としての品質を検討する必要があ

ると考える。

SHSによる魚油の加熱に際し，脂質の過酸化物価は抑

制され抗酸化的な加熱であると推察した。また，ササ葉

抽出液の添加により魚油酸価の上昇を抑制し，この結果

は濃度に依存していた。植物バイオマス抽出液を添加し，

製造した魚粉の脂質はエトキシキンと同程度に安定であ

った。しかし，植物バイオマスの粉末を添加した場合，

酸化が充進し，添加形態によ って効果に差異がみられた。

SHSによる加熱では魚粉に褐変を生じやすい傾向がみら

れた。油脂の酸化防止という観点から，過熱水蒸気と植

物バイオマスを組み合わせた場合，魚粉，魚油の加熱に

対して有効で、あることがわかった。

b*値の変

約要

魚粉の抗酸化的製造

2. 魚粉のSHSによる酸化抑制効果

ササ葉抽出液などを添加し， SHSを用いて調整した魚

粉の酸化抑制効果をFig.3に示す。合成抗酸化剤である

エトキシキン添加 (100ppm) をコントロールとした相

対値で示した。この結果より，ソパ芽生え抽出液，ササ

葉抽出液は，エトキシキン添加と同程度またはそれ以下

に酸化を抑制した。ソパ芽生え14)やササ葉8)のアルコー

ル性抽出液にはルテオリン配糖体等のフラボンが含まれ

ていることが報告され，特に前者には強い抗酸化活性を

示すフラボノールの一つであるルチンも含まれているた

めと推察した。一方，ササ葉粉末は値が非常に高く，こ

れは粉末状であるため添加が均ーにならなかった，ある

いは粉末には葉緑体を構成するクロロフィルが含まれマ

グネシウムが結合しており，このような金属イオンと加

熱によるものと考えられた。

3.魚粉の色調

SHSで加熱したときの魚粉の色調を測定した。この結

果，加熱 (150
0C，20min)によって赤色や黄色を示すf

値， b*値の急激な上昇がみられ (Table1 )，魚粉が褐

変していることを示していた。この褐変は魚粉の水分含

量がまだ高い加熱20分ですでに生じ，その後40分間での

〔研究ノート〕

350 

さ300
cl) 

三 250
'" 〉
"0 200 
ιJ 

:150 
〉

お 100
cl) 

~ 

400 

50 

( 13 ) 

sasa leaf 

Fig.3 Effect of antioxidant activity of fish meal (saury) 

manufactured with biomass samples as antioxidant on 

storage at 30t for 14 days 
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control: ethoxyquin (100 ppm) 

soba ext: EtOH extract from buckwheat sprout leaf (74 g) 

sasa ext: MeOH extract from sasa leaf (200 g ) 

sasa leaf: grindig powder (100 g) of sasa leaf 
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Table 1 Effect of heat treatment on color of fish 

meal (anchovy) 

colorimetric value moisture 

content (%) 
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