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食品の物性そして水@
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食品の凍結粉砕

羽倉義雄

広島大学大学院生物園科学研究科

Physical Properties of Foods and Effect ofWater on Them VI 

Freeze-Grinding of Foods 

Yoshio HAGURA 

Department 01 Biofunctional Science and Technology， Graduate School 01 Biosphere Science， Hiroshima Universiち"
1-4-4 Kagamiyama， Higashi-Hiroshima， Hiroshima 739-8528， Japan 

Technical knowledge on freeze-grinding of food was reviewed. Fracture mode (Ductile fracture 
and bri凶efracture)， temperature dependence of the fracture mode， determining procedure of bri枕Ie
temperature using Charpy impact testing machine were introduced. Advantages of freeze-grinding of 
food and applications of企eeze-groundfood were explained. In freeze-grinding， the food tissue can be 
separated， when the phenomenon of preferential grinding is uti1ized. In this review， tissue separation of 
whole :fish which combined freeze-grinding and screening was explained in detail. In addition， fracture-
temperature-map was made from the absorbed energy curve of each tissue of the :fish， and the method 
for deciding the optimum freeze-grinding temperature was introduced. 
Keywords: freeze-grinding， fracture mode， preferential grinding， tissue separation， optimum freeze-

grinding temperature 

1.緒 盲

食品素材に占める水の割合は 60~90% ともいわれ，

量的には最も多い成分である. したがって，食品の物

性を左右する因子としての水の役割は大きい.食品の

温度を徐々に下げ，ゆっくり凍結すると，細胞内では

水が氷となる変化とともに，細胞内の溶質が濃縮され

ていく. さらに冷却し，共晶温度に達すると溶媒と溶

質が同時に結晶化するといわれているが，実際の食品

では過冷却や過飽和状態となり，最終的にガラス化す

るものも多い.結晶化やガラス化した食品は，力学的

な性質も常温の食品とは大きく異なり，加工特性も同

様に変化する.また，融点が極めて低い成分(例えば，

EPAなどの不飽和脂肪酸を多く含む魚油など)が食品

中に含まれていると，これらの成分の結晶化やガラス

化の状態によって，食品全体の力学的な性質も大きく

変わる.したがって，凍結状態の食品を加工する場合
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には，水の凍結に加え，溶質や共存する成分の状態変

化を十分に把握しておく必要がある.

食品素材の凍結温度を変化させると，その食品を構

成している各組織の力学的な性質が大きく変化する.

例えば， -20
o
Cで凍結保存されている冷凍サパは表面上

硬く凍り付いているようにみえるが，皮下脂肪組織に

は指で押すと変形する程度の塑性(そせp)が残って

いる.ごのため，冷凍サパを-20
o
Cで凍結粉砕しでも，

粉砕することはできず，サパをまるごと練ったような

状態になってしまう.ところが-60
o
Cで、サパを凍結粉砕

すると，皮下脂肪組織と筋肉組織が異なる粒子径の粉

砕物になり，それぞれの組織を分離することも可能に

なる.しかし-80
o
Cでは 皮下脂肪組織と筋肉組織がほ

ぼ同じ粒子径の粉砕物になるため，両者の分離は困難

になる.このように，凍結食品の力学物性の凍結温度

依存性は食品を構成する組織ごとに大きく異なる.し

たがって，食品素材を凍結粉砕する場合には，構成組

織の力学物性の温度依存性を理解した上で，粉砕物の

用途に合わせて粉砕温度や粉砕条件を工夫する必要が

ある.本稿では，常温から凍結状態に至るまでの食品



200 羽倉義雄

の物理的な性質，とくに力学的な性質に注目し，これ

らの性質の変化を積極的に利用する食品加工の事例を

紹介する.具体的には，魚体の凍結粉砕を中心に，粉

砕温度の決定方法や凍結粉砕の利用例などを紹介する.

2. 材料の破壊様式と粉砕温度

2.1 材料の破壊様式

材料の破壊は塑性変形が関与する程度により，脆性

破壊 (britt1efracture) と延性破壊 (ductilefracture) 

に分けられる.脆性破壊では 塑性変形がほとんどある

いはまったく生じないうちにクラックが極めて早い速度

で伝搬し，破壊に至る.一方，延性破壊では，材料が十

分に塑性変形したのちに破壊に至る.水分を多く含む食

品の破壊様式は，水が可塑剤として働くため，大部分の

ものが常温で延性破壊様式を示す. しかしこれらの食品

を冷却していくと，次第に延性が少なくなり脆性が現れ

てくる.このような延性から脆性に移り変わる温度を延

性一脆性遷移温度(脆化点;britt1e temperature)とpう.

ガラス状態の食品は脆性破壊様式を示す. しかし，

この食品を加熱していくと，温度上昇とともにラパー

状態に変化し，破壊様式も延性破壊様式を示すように

なる.このように，多くの食品では，温度を調節する

ことにより，延性破壊から脆性破壊まで破壊様式を制

御することができる.食品を粉砕する場合には，脆性

破壊が主として起こるように食品の温度を調節するこ

とにより，容易に粉末状の粉砕物を得ることができる.

2.2 シャルビー衝撃試験

食品を粉砕する際には 脆性破壊が起こる温度を把

握する必要がある.金属や高分子素材などの工業材料

では，延性一脆性遷移温度(脆化温度)を測定するた

めにシャルビー衝撃試験機を用いることが多い.シャ

ルビー衝撃試験機 (Fig.1) は，切り欠きのある試験片

を試験機に置き，ハンマーを振り降ろして試験片を衝

hammer 

Fig. 1 Scheme of Charpy impact tester. 

1: length of hammer arm，日:angle offall，β: angl巴ofrise 

Fig. 2 Position and angle of the hammer. 

1: length of hammer arm， a: angle offall， s: angle of rise， h': 

height of fall， h: height of rise 

撃力で破断させ，破断に要したエネルギー(吸収エネ

ルギー)を求めるものである.ハンマーの運動に伴う

空気抵抗や摩擦抵抗が無視できると仮定すると，試験

片がない場合には，ハンマーは持ち上げた位置と同じ

高さまで振り上がることになる. しかし，ハンマーの

通り道に試験片を固定すると，ハンマーは試験片を破

断してから振り上がることになる (Fig.2). すなわち，

ハンマーのもつ位置エネルギーは試験片の破断で消費

された分だけ小さくなり，それがハンマーの振り上が

り高さになって現れる.このハンマーの持ち上げ高さ

と振り上がり高さの差から，試験片が吸収したエネル

ギーを測定する.位置エネルギーの差，すなわち吸収

エネルギ-Eは，次式を用いて算出する.

E=mgicos s -mgicosα-L 

または

E=mgh-mgh'-L 

ここで mはハンマーの質量，gは重力加速度，1はハ

ンマ一回転中心からハンマ一重心までの距離， αはハ

ンマーの持ち上げ角度，sはハンマーの振り上がり角

度，hはハンマーの持ち上げ高さ h'はハンマーの振り

上がり高さ，Lは回転する際の損失エネルギーである.

ただし，通常の試験では，LはEに比べ十分に小さい (L

<<E)ので，L=Oで計算するととができる.また，シャ

ルピー衝撃値は，破壊する際の吸収エネルギ - E

(ジュール)を，試験片の断面積A(平方センチメートル)

で割るので， J/cm
2の単位をもっている.

2.3 シャルビー衝撃試験を用いた脆化温度の決定

試験片の温度を変えてシャルピー衝撃試験を行うと，

Fig.3のような吸収エネルギー曲線が得られる.延性を

示す試験片では，塑性変形を経て試験片が破断するた



食品の凍結粉砕 201 

【

N
E
、

勺

}

』
円
。
』
由
巳
凶
可
申
怠
』

O
帥

ad司

shelf energy :Es --，-----一一一

十

1冷 Es 一一一一一一一-一一.一.

占

②①  

Temperature (OC) 

Fig. 3 Scheme of absorbed energy curve. 

め，吸収エネルギーも高い値を示す.試験片の温度を

下げていくと試験片の塑性が次第に失われてゆき，あ

る温度域で吸収エネルギーが急激に低下する.脆性を

示す試験片では，塑性変形が生じないうちにクラック

が伝搬し破壊に至るため，吸収エネルギーは極めて低

い値を示す.

吸収エネルギー曲線からは 延性一脆性遷移温度(脆

化温度)などの破壊の様式が変化する特徴的な温度を

読み取ることができる. Fig.3では，食品の破壊様式を

決定する 4種類の温度を読み取っている.①の粉砕可

能上限温度以上では，試料が柔らかすぎて試験片に成

形できない状態であることを示している このとき試

料は，粉砕機中で粉砕されず練った状態になってしま

う.②の延性破壊温度では，吸収エネルギーが最大値

を示し，延性破壊が最も支配的な破壊であることを示

している.③延性一脆性遷移温度では，延性破壊と脆

性破壊の寄与率が半々であることを示している.また，

この温度を脆化温度という場合が多い.④の脆性破壊

温度以下では，脆性破壊が最も支配的な破壊であるこ

とを示している.

食品を粉砕する場合には，延性一脆性遷移温度以下

の温度領域で粉砕することにより粒子状や粉末状の試

料を得ることができる.例えば，①の延性脆性遷移

温度付近で粉砕操作を行うと，試料に塑性が残ってい

るため，比較的大きな粒子状の粉砕物が得られる.と

ころが，④の脆性破壊温度以下で粉砕操作を行うと.

試料が完全に脆化しているため，粉末状の粉砕物を得

ることができる.このように粉砕可能な温度範囲の中

で，粉砕温度を制御する乙とにより，任意の粒子径の

粉砕物を得ることも可能になる.

3. 食品の凍結粉砕の特徴と粉砕例

3.1 凍結粉砕の特徴

食品素材は常温で、は塑性を示すため，粉砕加工がで

きないものが多い.そこで，凍結粉砕を利用して粉末

状の食品を製造している.食品の凍結粉砕には，以下

のような特徴がある.

(a) 常温では粉砕が難しい水分や油脂の含有量が多い

食品素材の粉砕が可能になる.この場合，冷却により

低温脆性を発現させるごとにより粉砕を可能にしてい

る.

(b)低温の雰囲気で粉砕操作を行うため発熱を防止で

きる.タンパク質などの熱の影響を受けやすい食品素

材の粉砕や揮発性の成分を多く含む香辛料などの粉砕

が可能になる.

(c) 液体窒素やドライアイスのような反応性の低い冷

却媒体を使用することにより，食品素材の酸化などの

化学反応を防止する乙とができる.さらに，粉塵爆発

の防止にも有効で、ある.

(d)常温粉砕と比べて，微粉末が容易に得られる.さ

らに，粉砕物の流動性がよいことも知られている.

(e)食品素材の粉砕に伴い発生する臭気を防止するこ

とができる.

(f)食品素材中の組織の脆化温度の違いを利用して，

食品素材の組織分離が可能になる.脆化温度の遣いを

利用した優先粉砕現象については後述する.

3.2 食品の凍結粉砕の実施例

食品素材の凍結粉砕の実施例を示す.現在，凍結粉

砕により加工されている食品としては，比較的単価の

高い(単位重量当たりの価格が高p) 食品が多い.凍

結粉砕の実施例として， (a)香辛料(コショウ，ショウガ，

ワサビ，ニンニク)， (b)調味料(コンブ，椎茸，イカ，

カツオ，チーズ，ホタテ貝，牛骨，豚骨，鶏骨)， (c) 

晴好品(コーヒー豆，カカオ豆，緑茶，ナッツ，果実，チョ

コレート，レーズン)， (d)穀類(米，小麦)， (e)野菜(ピー

マン，ニンジン，ホウレンソウ， トウモロコシ，ヤマ

イモ)などがある.

例えば， (a)香辛料・ (b)調昧料・ (c)晴好品などのプ

レーパーを重視する食品では，香気成分の揮散や分解

の防止のために凍結粉砕を利用している.果実を凍結

粉砕してアルコールに浸漬し，果実の成分を抽出した

アルコール飲料も製造されている. (d)穀類の凍結粉砕

では加工特性の向上を目的としている. さらに， (e)野

菜では，凍結粉砕により微粉末にした後，解凍し，舌

触りの滑らかなぺースト状の加工野菜の製造に利用し

ている.青汁などの製造に利用されている.

4. 優先粉砕現象を利用した食品素材の分離

4.1 凍結粉砕と分級操作を組み合わせた魚体の組織分

離 [1-2]

現在の魚体処理工程では人手に頼る部分が多いため，

大量の魚体を短時間で処理する乙とは困難である.と

ころが，サパやイワシなどの多獲性赤身魚、では，その
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漁獲に季節性があるため 一時期に集中して水揚げさ

れることが多い.そのため，漁獲量が多い時期には，

食品としての加工処理が追い付かず¥鮮度の面で問題

がある魚は飼料や肥料などの非食品として加工される

ことが多い また，赤身魚は自身魚、と比べて脂肪の含

有量が多く，とくに EPAやDHAなどの高度不飽和脂

肪酸を多く含むため，生化学的にも利用価値が高い油

脂を抽出できる可能性がある半面，油脂の酸化が起こ

りやすい問題もある.そこで，より多くの多獲性赤身

魚、を食品として利用するためには，迅速かつ大量に魚

体を加工処理する方法を開発し，魚の鮮度低下を抑え

る必要がある. さらに，魚体の組織ごとの利用特性を

考慮して，利用特性が異なる組織を別々に分離回収し，

それぞれを別々に利用・加工することも重要である.

例えば，多獲性赤身魚、では，脂肪が多い組織と少ない

組織に分離し，脂肪が多い組織(例えば，皮下脂肪層)

は脂質の抽出に利用し，脂肪が少な p組織(筋肉)は

魚肉(酸化などの変性を起こしにくい加工原料)とし

て利用することが，資源の高率的な利用の面からも望

ましい.また，加工残浮(廃棄物)の減量にも役立つ.

そこで，魚体処理の 1つの方法として，凍結粉砕と分

級操作を組み合わせた機械的な魚体の組織分離方法に

ついて検討を行った結果を以下に紹介する.

4.2優先粉砕現象を利用した魚体の凍結粉砕分離の考

え方 [1-2]

凍結粉砕(優先粉砕)と分級操作を組み合わせた魚

体の組織分離法に関する考え方を「多獲性赤身魚、から

の低脂肪組織の分離」を例に説明する.多獲性赤身魚、

の筋肉組織と皮下脂肪組織では，その脂肪含有量に大

きな違いがある. この脂肪含有量の遣いは，凍結時に

は，組織の硬さの遣いや脆化温度の違いとなって表わ

れる.すなわち，脂肪の少ない筋肉組織は比較的高い

凍結温度で脆化するのに対して，脂肪の多い皮下脂肪

組織ではかなりの低温で凍結を行わないと脆化しない.

例えば，筋肉組織と皮下脂肪組織の脆化温度が，それ

ぞれ-35
0

Cと一70
0

Cであったとする.この両組織を含ん

だ魚体全体を-60
0

Cで凍結粉砕すると，すでに脆化温度

に達している筋肉組織は，粉砕が良好に進行し微粉末

に，また，脆化温度に達していない皮下脂肪組織につ

いては，あまり粉砕されず比較的大きな粒子となる(こ

の現象を優先粉砕という).得られた粉砕物を適切な目

聞きのふるいで分級することにより，小粒子径のフラ

クション(微粉末)から筋肉組織が，大粒子径のフラ

クション(粗粉末)から皮下脂肪組織が，それぞれ分

離回収できることになる (Fig.4). 

4.3 魚体組織の吸収エネルギー曲線 [3]

マサパとマイワシの主要組織(普通筋，皮下脂肪層

[(J 
Mixture of light muscle 
and adipose tissue 

Adipose tissue 

Light muscle 

Larger 
particles 

↓at I…p… 

Fig. 4 Freeze-grinding separation of fish tissues using the 

phenomenon of preferential grinding. 
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Fig. 5 Absorbed energy curves for three tissues (light muscle， 
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を含む血合筋，内臓)の低温破壊特性(吸収エネルギー:

低温での粉砕の難易の指標になる特性値)をシャルビー

衝撃試験機で測定し，吸収エネルギー曲線を作成した

一例として，あるロットのマサパの吸収エネルギー曲

線を Fig.5に示す.このサパの場合，普通筋の延性一

脆性遷移温度は-35
0

C，皮下脂肪層を含む血合筋が

-60
0

C，内臓が-65
0

Cであった

4.4魚体組織の破壊様式図の作成 [3，4]

サパやイワシに代表される多獲性赤身魚の脂肪含有

量は，漁獲時期や漁場などにより大きく変動する.そ

のため，魚の各部位の脂肪含有量はロットごとに大き

く異なり，吸収エネルギ一曲線もロットごとに違った

ものとなる.そこで，種々のロットのマサパを用いて

作成した吸収エネルギー曲線から， Fig.3に示した 4種

言
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織を良好に分離するための粉砕温度を決定することが

できる.例えば，脂肪含有量 13.1%の普通筋と脂肪含

有量 24.6%の血合筋(皮下脂肪層を含む)とを凍結粉

砕を用いて分離しようとする場合，両者の破壊様式が

異なるようになる粉砕温度を選べばよい.すなわち，

普通筋がVの領域(脆性破壊のみ起こる領域)に入り，

血合筋がWの領域(延性破壊と脆性破壊が同時に起こ

るが脆性破壊が主である領域)に入るような温度

(-60
0

C) で粉砕操作を行えばよいことがわかる.

この場合 vの領域の普通筋は，脆化しているため

僅かな外力により直ちに破壊してしまう機械的な性質

をもっている.このため繰り返し外力(粉砕ハンマー

の打撃力)が加わる粉砕機内では，普通筋は小さな粒

子にまで粉砕される.ところが， Nの領域の血合筋は，

塑性を僅かに残しているため vの領域の普通筋より

も大きな粒子となる.粉砕後 粒子径の違いを利用し

て分級操作により普通筋と血合筋を分離することがで

きる.

食品の凍結粉砕

各組織の粉砕後の粒子径分布団，5，6]

マサパの各組織(普通筋，内臓，皮下脂肪層を含む

血合筋)と全魚体を -4~C ， -6ifC， -80tで凍結粉砕

したときの粉砕物の粒子径分布を対数確率紙にプロッ

トしたものを Fig.7に示す.図の横軸は対数日盛の粒

子径 (mm)，縦軸は確率目盛の積算飾下(%)である.

マサパの各組織を単独粉砕し，粒子径分布を調べた

ところ， -60
o
Cにおいて粒子径分布に差が認められた.

重量分布 50%の粒子径(平均粒子径)はそれぞれ，普

通筋(脂肪含有量 13.1%) が0.63mm，内臓(脂肪含

有量 17.8%)が1.03mm，皮下脂肪層を含む血合筋(脂

肪含有量 24.6%)が1.32mmであった.この結果は，

適切な粉砕温度を選ぶことにより，粒子径の違いによ

り脂肪含有量の異なる組織を分離できる可能性を示し

ている.また， -60
o
Cという温度は，破壊様式図で決定

4.6 

類の温度を読み取り，その時使用した部位の脂肪含有

量との関係を調べた.脂肪含有量の測定は，ソックス

レー抽出器を用いてエーテル抽出法により行った.

Fig.6に各部位の脂肪含有量と 4種類の温度との関係

(破壊様式図)を示した.この図は 5つの領域に分ける

ことができる.すなわち 1 :破壊(粉砕)が不可能で

ある領域 II 延性破壊のみ起こる領域 III:延性破壊

と脆性破壊が同時に起こる領域， N:延性破壊と脆性

破壊が同時に起こるが脆性破壊が主である領域 V:

脆性破壊のみ起こる領域，以上の 5つである.

また乙の図より， 4つの温度は魚の組織には関係なく，

脂肪含有量のみで決まっていることがわかる.このこ

とは，凍結粉砕しようとする組織の破壊様式は脂肪含

有量のみで決まり，組織の種類には無関係で、あること

を示している.

破壊様式図 (Fig.6) から求められる脆化温度と DSC

測定によるガラス転移温度を比較した.サパ肉のミン

チ(脂肪含有量 23%)を測定試料とし， DSC測定を行っ

たところ， -63~-770C にガラス転移が認められた.一

方， Fig. 6から脂肪含有量が 23%のサパ肉の脆化温度

を読み取ると，延性一脆性遷移温度(図中の③)が-

52
0

C，破壊様式が脆性破壊のみとなる温度(図中の④)

が一73
0

Cとなり，ガラス転移温度とほぼ一致している

ことがわかる.

4.5 凍結粉砕温度の決定 [3]

Fig.6の破壊様式図を用いて，脂肪含有量が異なる組

/ 
斗

Particle Si ze (mm) 

4 

r 

99 

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

 

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

{

4

A

V

}

目
N
一
凶
百
回
+
目
+
凶
己
目

Z
H

L

由コロ
g
m
・
↑
E
2
0
E
〈
国
〉
-
+
ロ
-
コ
E

コ
υ

brittle 
fracture 

マ ，1{

‘も⑥マ() LJ>._-ム，
/.1::，. '-'v7' ill ~ 

/与ミ.A4・
/~-""t#立 M12;izre
~.-... (t一一一一企-

-舗企句~-A寸412ructi;:

-100 

-80 {υ
。
}

60 50 40 30 20 10 

事 60

制 20

-40 

。
』
コ
制
帽
』

ω
a
E
ω
ト

Fig. 7 Particle size distribution of freeze-ground products made 

from light muscle， dark muscle， viscera， and whole fish of 

mackerel. 

0: light muscle;ム:dark muscle;口:viscera; 0: whole fish 

2.0 1.0 0.5 

Fig. 6 Fracture-temperature -map for three tissues (light 

muscle， dark muscle， viscera) of mackerel. 

0: light muscle; 0: dark muscle;ム:viscera. 

①: maximum temperature being able to test;②・ ductile

fracture temperature;③ ductile-brittle transition 

temperature;④: brittle fracture temperature. 

1: non-destruction region; II: ducti1e fracture region; III: 

region which ducti!e fracture is superior to bri抗lefracture; 

N: region which brittle fracture is superior to ductile 

fracture; V:bri抗lefracture region. 
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4.7 多護性赤身魚からの低脂肪組織の分離 [3，5，6]

内臓，鰻(エラ)，頭部，鰭(ヒレ)を除去したドレ

ス状態のマサパおよびマイワシを種々の温度で凍結粉

砕し，12シリーズの標準ふるいを用いて分級操作を行っ

た分離の程度の指標として粒子径ごとの脂肪含有量

を測定した粉砕物の粒子径と指肪含有量との関係を

Figs. 8， 9に示す.留中の横軸は分級したフラクション

の粒子径，縦軸はそのフラクションの脂肪含有量であ

る.マサパで、は-600C，マイワシでは-80
0

Cで粒子箆が

大きくなるほど指肪含有量も増加する傾向を示した

ドレス状態のマサパおよびマイワシから凍結粉砕と

分級操作により分離した低脂肪組織の回収率を検討し

た.普通筋の脂肪含有量を基準とし，これよりも脂肪

含有量が少ないフラクションを分離された低脂肪組織

とした低脂肪組織の回収率は，マサパ(凍結粉砕温度:

-600

C) で約 95%，マイワシ(凍結粉砕温度:-80
0

C) 

で約 86%であった (Fig.10). 

25 

4.8 水産加工廃棄物からの資源圏収 [7-8]

優先粉砕現象を利用して，水産加工廃棄物から未利

用資源の回収を試みた.実験にはキハダマグロの中落

ちを使用した粉砕試料の材料力学物性および粉僻機

の運転条件を考慮に入れた粉砕分離モデルを構築し，

試料凍結満度，粉砕機操作条件および粉砕時間を決定

した.キハダマグロの中落ちからの資源問収では，試

料凍結温度-40
0

C，粉砕機スクリーン日開き 5.0mm， 

粉砕時間 180秒，簡い分け巨開き1.41mmに操作条件

を設定した.分離の程度の指標としてフラクションご

との灰分を測定した.その結果，筋肉を小粒子筏のフ

ラクション (Fig.l1)に，魚、骨を大粒子径のブラクショ

(Fig. 12) にそれぞれ分離で、きた.このときの筋肉
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の回収率は約 80%，魚、骨の田収率は約 89%であった.

また，皮とスジを粗大粒子径のフラクション (Fig.13) 

に分離することができた.

本分離法で得られた筋肉のフラクションは食塩を加

えて揺潰し，汚名騰水で加熱したところ，つみれ状に固

まり，魚肉練製品として利用可能であった.一方魚、骨

のフラクションには，魚、油が多量に含まれていた.分

離魚、骨中の魚、油を抽I出し，魚油含有震を定量したとこ

ろ，湿量基準で 15.4%含まれていたさらに，この魚

油の脂肪酸組成を調べたところ，可食部に含まれる魚

油の脂紡酸組成と一致しており， ドコサヘキサエン酸

(DHA， C22:6)，イコサペンタエン酸 (EPA，C20:5)，オ

レイン酸 (C18:1) などの不飽和脂肪酸を多量に含んで

いた. さらに，魚油抽出後の魚、骨トは，サラサラした願

粒状で，常温で、の保存が可能で、あった.また，粗大粒

子として分離された皮やスジには基質タンパクが多く

含まれていることから，コラーゲンやエラスチンなど

を抽出する原料としての利用が可能であると考えられ

る.

Fig. 12 Bone recovered by freeze-grinding separation. 

Fig. 13 Skin and tendinous septa recovered by freeze-grinding 

separation. 

5. おわりに

食品の凍結粉砕について破壊様式(延性破壊と脆性

破壊)，破壊様式の温度依存性，シャルピー衝撃試験機

を用いた脆化温度の決定方法などを紹介した.また，

凍結粉砕を食品に適用する利点と凍結粉砕食品の用途

を紹介した.凍結粉砕では，優先粉砕現象を利用する

と食品の組織を分離できる.そこで，凍結粉砕と分級

操作を組み合わせた魚体の組織の機械的分離について

詳しく解説した.さらに魚の各組織の吸収エネルギー

曲線から破壊様式図を作成し，最適粉砕温度を決定す

る方法を紹介した本稿で紹介した魚体の組織の機械

的分離は小規模な装霊で、の実験例で、ある. したがって

実際の加工処理技術として利用するためには，さらに

多くの改良や技術的な検討が必要である.凍結食品の

新しい加工法の 1つの提案として本稿をご理解項けれ

ば幸いである.
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要 旨

食品の凍結粉砕に関する技術的な知見として，破壊

様式(延性破壊と脆性破壊)，破壊様式の温度依存性，

シャルビー衝撃試験機を用いた脆化温度の決定方法を

紹介した.食品の凍結粉砕の利点と凍結粉砕した食品

の用途を紹介した凍結粉砕では，優先粉砕現象を利

用すると食品の組織を分離できる.そこで，凍結粉砕

と分級操作を組み合わせた魚体の組織の機械的分離に

ついて詳しく解説した. さらに，魚の各組織の吸収エ

ネルギー曲線から破壊様式図を作成し，最適粉砕温度

を決定する方法を紹介した.
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