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食品素材の品質劣化に関する速度論的解析とその抑制

渡遺義之

近畿大学工学部生物化学工学科

Kinetic Analysis for the Deterioration of Food Materials and Its Suppression 

Yoshiyuki WATANABE 

Deρartment 01 Biotechnology and Chemistry， Faculty 01 Engineeriηg， Kinki University， 

1 Takayaumenobe， Higashihiroshima 739-2116， Japan 

Acyl ascorbates were synthesized through the condensation of various fatty acids with L-ascorbic 

acid using immobilized lipase in a water-soluble organic solvent， and their antioxidative properties 
against food conponents were examined by kinetic analysis. The continuous production of acyl 

ascorbate was carried out using a continuous stirred tank reactor and plug flow reactor， and high 

productivity was achieved for at least 11 days.τne oxidative degradation of linoleic acid and catechin 

with acyl ascorbate were depended on the type of the system， and the amount and acyl chain length 

of the added ascorbate. Therefore， the state of food material and the additional amount of antioxidants 
would be important factors for improvement of food stability by use of such components. 

Keywords: acyl ascorbate， antioxidative emulsifier， continuous production， deterioration kinetics， 

enzymatic synthesis 

1.緒雷

ビタミン Cとして知られる L-アスコルビン酸は，強

い還元能を有するために広く利用されている水溶性抗

駿化剤である.微水有機溶媒中でリバーゼの触媒作用

を利用したアスコルビン酸と各種指崩酸との縮合反応、

により ，6-0-アシルアスコルビン酸 (Fig.1) を合成す

ることが可能で、ある [1]. アシルアスコルビン酸は親水

性基と親油性基を有する両親媒性の抗駿化剤であるた

め，様々な状態における食品素材の品質保持に資する

ことが期待できるだけでなく，抗腫療活性など有益な

生体内作用が確認されている [2]. 生体内において種々

の生理活性物質の前駆体となる多価不飽和脂肪酸にア

スコルビル基を導入すれば，それらの酸化安定性を改

善する効果も期待できる [3-5]. また，酵素合成法の利

用は，その位置選択性が反応後の精製工程を容易化し，

さらに温和な反応条件と生物分解性に優れた生成物の

取得により環境負荷の低減にも寄与する.

本研究では，まず国定化リバーゼを用いた悶分式お
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よび流通式反応にて種々のアシルアスコルビン酸の合

成反応を実施し，臨分式におけるその至適反応条件の

決定 [6，7]や流通式反応器による生産性の比較検討を

行った [8，9]. そして，アシルアスコルビン酸の界面科

学的特性 [9-11]や脂質に対する抗酸化能 [3，12，13]を

評価するとともに，液状賠質の粉末化技術への適用

[4，14，15]について検討した.さらに，空気中および水

溶液中でのその分解機構 [16，17]や，水系およびヱマル

ション系での水溶性成分への作用挙動を解明すべく，

速度論的解析を行った [18-20]. 本解説では，アシルア

スコルビン酸の酵素合成と食品素材の品質劣化を抑制

する作用について解説する.
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Fig. 1 Scheme of condensation of ascorbic acid with fatty acid 

using lipase in an organic solvent with low water content 
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2. アシルアスコルビン霞の酵素合成と食品成分の

酸化分解過程の速度論的解析

2.1 臨定化リパーゼを用いたアシルアスコルビン畿の

合成とその界面科学的性質の評価

回分反応、は，予めモレキュラーシーブスにより脱水

した水溶性有機溶媒、 L-アスコルビン酸 (AsA)，脂肪

酸および Candidaantarctica由来の固定化リノtーゼを

褐色パイアル瓶に入れ，所定温度の恒温水槽に浸演し

激しく振謹しながら実施した.なお，反応中の AsAの

駿化分解を抑制するために反応容器に窒素ガスを封入

した.含水率の測定にはカールフィッシャ一法を用い，

生成したアシルアスコルビン般の定量分析には逆相

HPLCを用いた.そして，匝分反応での操作条件が反

応率に及ぼす影響を踏まえ，槽型反応器 (CSTR)およ

び管型反応器 (PFR)による連続生産を試みた (Fig.2). 

恒温に保った槽内に閤定化リパーゼを充填し，基質j容

液を一定の流量にて供給した.

各種アシルアスコルビン酸は ODSカラムを用いたク

ロマトグラフ分離や 2ーブタノン/水系での二相分配抽出

などにより精製され [21]，これらの水溶液を種々の濃度

で調製し， Wilhelmy法にて表面張力を測定した.測定

結果から臨界ミセル濃度や分子占有面積が算出され，ア

シル鎖長，温度および pHの影響について検討した.

2.2 油溶性物質の酸化過程の解析

バルク系酸化の測定では，まず所定量のリノール駿

をガラスカップに加え，調温調視された槽内で保存し

た.その後，経時的にガラスカップを取り /:Hしてメチ

ル化処理を行い，未酸化のリノール酸量を GCにて測

定した

エマルション系は，アシルアスコルビン酸および水

溶性または脂溶性の酸化促進剤 (2，2'ーアゾビス (2ーチ

ルプロピオンアミジン)二塩酸塩 (AAPH)または 2，2'

-アゾピス (2，4ージメチルパレロニトリル) (AMVN)) 

を含んだデカグリセリン酸モノラウリン駿エステル水

溶液およびリノー)'-'駿メチル (MLlの混合液により形

成された.ロータ/ステータ式ホモジナイザによる予

備乳化後，親水性アセテート 1I真に通して膜乳化を行い，

0/"¥司f型エマルションを調製した.これを 40
0

Cにて保存

し，適当な間隔で採取した溶液から GCにてリノール

酸メチルの未酸化率を測定した.

2.3 水溶性物質の分解過程の解析

所定量の(+)ーカテキンおよびアシルアスコルビン酸

をクエン酸緩衝液に溶解させ，遮光した恒温水槽内で

所定温度にて保存した.経時的にサンプリングを行い

HPLCにてカテキン量を測定した.同様に，カテキン

およびデカグリセリン酸モノラウリン駿エステル水溶

液，ラウリン酸メチルおよびアシルアスコルビン酸を

用いて調製された 0/"¥九r型エマルションを保存し，エマ

ルション中のカテキン量の経時測定を行った.

また，水系およびエマルション系内でのカテキンの分

配・吸着挙動について検討すべく，オクタン酸メチルま

たはラウリン酸メチル/水系で、の分担測定を行った.

3.アシルアスコルビン酸による食品素材の

品質劣化抑制

3.1 アシルアスコルビン酸の合成とその界面活性剤特性

四分反応にて，アセトニトリル，アセトン， 2ーメチ

ルー2ープロパノールおよび2ーメチル -2-ブタノールを反

応溶媒として用いた結果，高い反応率や高IJ生成物を生

じないといった理由からアセトニトリルが適している

と判断された.温度が高いほど反応速度が大きかった

が， 70
0

Cでは酵素の失活が認められたため 60
0

Cが最適

とされた. AsAに対する脂肪酸のモル比が大きいほど

最大反応率は高くなったが 反応率が最大値に到達す

るのに要する時間が長くなった.生成物の精製時には

未反応の脂肪酸は少ない方が好ましいため，モル比は 5

程度が適していると考えられる.炭素数 6~12 の中鎖

脂肪駿を用いたところ，反応率に大きな差異が認めら

Fig.2 (註)Scheme of a CSTR for the continuous synthesis of saturated acyl ascorbates; 1: reactor， 2: basket packed with 

immobilized lipase， 3: water-bath;仏)Scheme of a PFR; 1・pre-heatingcoil， 2: column packed with ascorbic acid， 3: 

column packed with immobilized Iipase， 4: thermo-regulated chamber. 
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であり，管型反応器の優位性が確認された.これらの

生産性は少なくとも 11日間に渡り維持されることが示

された.

食品索材品質の迷度論的解析

れなかった.溶媒の初期合水率が 0.25% (v/v)の時に最

も高い反応率が得られたが，初期合水塁手が増加するに

従い加水分解が優勢となり最大反応率は低下した濃

度基準の反応平衡定数 Kcは1.6であった [6]. Wilhelmy法にて測定された水溶液中でのアシルアス

コルビン酸の表面張力 y(Fig. 4) から臨界ミセル濃度

CMCが決定された [10]. さらに，式 (2)一(3)により表

面過剰量rおよび分子占有面積aが算出された (Fig.5). 
(1) 

Cn C"， 

kp=-Lーニム
し CA，CF，

ここで，Rは気体定数，Tは温度およびNAはアボガド

ロ数を示す• CMCはアシル鎖長が長いほど低下したが，

a 11誌はいずれもほぼ 0.30nm
2であった.これは AsA分

を球形とした場合の断面積に近似した{誌であるため，

表面上でアシルアスコルビン駿分子はアシル鎖を空気

中に向けて配向した状態で存在していることが示唆さ

れた.また， CMCは温度の影響を受けなかったが，

pHが高いほど高くなる傾向が示された [9].

(2) 

(3) 

一……一一-=2.30rRT 
dlogC 

α=一一一-rNA 

ここで，Cは濃度， P， W，Aおよび Fはそれぞれ生成物，

水，アスコルビン酸および脂肪酸 eは平衡を示す.

CSTRおよび PFRを用いて， 50
0

Cでの各種アシルア

スコルビン酸の連続生産を実施した (Fig.3) [8，9]. い

ずれの反応器においても，脂肪駿の種類による生産性

の大きな差異は観察されなかった.生産性はそれぞれ

の反応器で 6.0x 10および1.9X 103 g/ (L-reactor . d) 

3.2バルク系および工マルション系での油溶性物質の

酸化安定性に及ぼす効果

バルク系リノール離の駿化に及ぼすアシルアスコル

ビン酸の影響について検討した (Fig.6) [12]. リノー

ル離の酸化安定性はアスコルピン畿の添加により改善

されたが，アシルアスコルビン酸添加系ではさらに向

上した リノール酸の駿化過程に自触媒型語変化速度式

(式 (4)一 (5))を適用して，酸化速度定数kを算出した.
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12 

Fig. 6 (a) Oxidation processes of (0) linoleic acid with no additive and that mixed with (く))ascorbic 

acid， (口)octanoyl ascorbate， (ム)lauroyl ascorbate or (マ)palmitoyl ascorbate at the molar ratio = 

0.05 and at 80'C. The solid curves were drawn using the k and YO values estimated; (b) Determination 

of the rate constant， k， in the rate expression of the auto catalytic type at 80'C and with the molar ratio 

= 0.05. Y denotes the f旨actionof unoxidized linoleic acid. 

9 6 
t [h] 

3 12 9 6 
Time [h] 

ヨ

7に示す [13]. アシルアスコルビン駿の作用機乍を

解明すべく，水溶性または油溶性の酸化促進剤 (AAPH

または AMVN) が添加された. さらに，比較検討を

定量的に行うべく， MLの酸化過程に Weibull式(式

(7)) [22]を適用して酸化速度定数 kおよび形状定数

nを算出した.

=0での Yを九とすると，式 (4)から式 (5)が得られる.

l-Y . . l-YA 

ln一一一 =kt+ln一一」
Y YO 

k 値より，アシル鎖長が長いアシルアスコルビン離ほど

高い酸化抑制効果を示すことがわかった. さらに，37 

~800C にて行った駿化実験の結果から推算した k値に

Arrhenius式(式 (6)) を適用して見かけの活性化エネ

ルギー Eと頻度因子んを求めた.

(5) 

(7) 

k値のアシルアスコルビン酸濃度依存性を Fig.8に示

す. AsAを添加した AAPH系では， AsA添加量の増大

とともに k値が大きく低下したが，一方で AMVN系で

はいずれの AsA濃度においても無添加時の k値と大き

な差異がなかった. したがって，ほとんどの AsA分子

叫 l-(kt)" J Y 

k，寸:

υ 昼¥ RT) 

E値は 50~70 kJ/molであった.

ずれもアシル鎖長に依存した.

O/i九r型エマルション中での MLの駿化過揺を Fig.
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0
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AMVN-containing emulsion with (0) ascorbic acid and (口)

octanoyl， (<>) lauroyl， and (ム)palmitoyl ascorbates， and the 

concentration of the ascorbates.τne dashed lines represent 

the k values for the oxidation without any ascorbates. The 

bars show 95% confidence intervals. The solid curves were 

empirically drawn. 
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Fig. 7 Oxidative stability of ML as an oil droplet at 40'C in (a) 

AAPH-or (b) AMVN-containing emulsion with (0) ascorbic 

acid and (口)octanoyl， (く))lauroyl， and (ム)palmitoyl 

ascorbates at 100 .umoI!L，昌nd(・)without any additives. 

The solid curves were calculated using the estimated kinetic 

parameters of the Weibull model. 
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はその高い親水性から水相に存在し， AAPHにより誘

起される酸化を油水界面において抑制したことが示唆

された.オクタノイルアスコルビン酸 (C8AsA) も類

似した効果を示したが， AsAの効果よりも小さかった.

ラウロイルアスコルビン酸 (C12AsA) およびパルミト

イルアスコルビン酸 (C16AsA) を添加した AAPH系で

は，それらの濃度に依存せず k値はほぼ一定であり，

AMVN系では若干 k値が増大した.これらから，

C12AsAおよび C16AsAは主として油相に溶解し，油相

内での酸化の進行を防止する効果を示したと考えられ

る. C8AsAは両相に存在して酸化抑制に寄与したと推

察される.

3.3 水系およびエマルション系での水溶性物質の分解

過程に及ぼす影響

水溶液中でのカテキンの分解過程について，式 (7)を

適用し速度論的解析を行った [18]. pHおよび温度が低

いほどkfI直が低かった.分解速度定数の温度依存性が

Arrhenius式(式 (6)) に基づいて解析され，見かけの

活性化エネルギーおよび頻度因子を推算した結果，分

解過程におけるエンタルピ一一エントロピー補償の成

立が示された(式 (8)) ため，異なる pH下での分解が

関じメカニズムで進行したことが示唆された (Ts=
46.4

0

C) . 

E =RTsl批。十Y (8) 

ここで，Tsは等速温度， γは定数を示す.AsA添加によ

りカテキンの安定性が向上し， AsA濃度が低いほどkfI直

が抵くなる傾向が認められた (Fig.9および 10). AsA 

はある濃度以上に存在すると酸化促進効果を示すことが

1.0 

0.8 

σ0.6 ~ ω 

0.4 

0.2 

20 40 0 20 40 

Time[h) 

知られている.他方， C8AsAを添加した場合では，その

濃度が 0.01mmol!L以下であればカテキン分解が抑制さ

れ， 0.1 mmol!L以上であれば分解速度が高くなった.

C8AsAのこの挙動がミセル形成に起因するものと考えた

が，水一オクタン酸メチル系でのカテキンの分担係数は

低く，カテキンのミセル相への分配による見かけのカテ

キン霊の減少ではないことが示された.

次に， O/i司r型エマルション系でのカテキン分解への

アシルアスコルビン酸の作用について検討した (Fig.

11) [20]. カテキンの分解過程に一次反応速度式を適

用して速度定数kを決定した (Fig.12). 式 (9)一 (11)

を用いて，界面に吸着可能なアシルアスコルビン離の

最大分子数 m に対する添加されたアシルアスコルビン

鎖の分子数 mAの比 mA/mを算出した.

y 6V (9) n。= =一一
V nd3 

A=1I:d2 
(10) 

_ noA6V (11) 
a d.α 

ここで，noは油滴総数，Vは油相体積 vは油消当たり

の体積，dは油鴻の平均粒子径およびAは油滴当たり

の界面積である.AsA添加量が少ない場合はカテキン

分解を抑制したが，添加量が増えると分解促進効果を

示した. C8AsAもAsAに似た挙動を示したが，分解抑

制または促進効果が弱かったのは両親媒性の影響と推

察される.理論上，界面に吸着しきれない分子数が加
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Fig. 9 Degradation processes at 60
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C and pH 6.0 of catechin Fig.10 Effect ofthe concentration of (・)ascorbic acid or (0) 

with (a) ascorbic acid and (b) with octanoyl ascorbate at the octanoyl ascorbate on the rate constant， k， at 60
0

C and pH 6.0. 

concentration of (0) 0.001， (マ)0.005， (口)0.01， (ム)0.1， (0) The broken line represents the k value for the degradation 
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Fig. 11 Degradation processes of catechin in the oil-in-water emulsion at 400C with (a) no 

ascorbates， (b) ascorbic acid， (c) octanoyl ascorbate and (d) palmitoyl ascorbate at the 

concentrations of (0) 0.001， (0) 0.01， (ム)0.1， (マ)1.3， ([>) 2.5 and (<l) 3.8 mmol/L. C 

and Co are the catechin concentrations at time t and initial one， respectively. The square 

and other symbols represent the average values of the median diameters of the oil 

droplet in the emulsion of 9.9 and 5.3μm， respectively. The closed symbols represent 

th巴emulsionwithout ascorbic acid and acyl ascorbates. Thεsolid curves were calculated 

using the estimated rate constant of first-order kinetics. 
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Fig.13 Eff巴ctof the concentration， Caq， of catechin in the water 

phase at the volume ratio of (0) 5， (己)10 and (ム)20 of the 

organic phase to water phase on the adsorbed amount， Cinb 

of catechin onto the interface between methyl laurate and 

water at 40'C. The solid curves were empirically drawn. The 

inset shows the relationship betw巴en(Caq，o -Caq)/CaqA and 
VOrg/V1qA at the initiaI concentration， C問。0，of catechin in 

the water phase of (G) 0.1， (瞳)1 and (4.) 10 mmol/L. The 

broken curves in the inset indicate Cint/ CaqA at the partition 
coefficient of zero， P， of catechin betw巴entwo phases. 

Fig. 12 Dependence of the rate constants， k， of the first-order 

kinetics for the degradation of catechin in the oil-in-water 

emulsion with the mean diameter of 5.3μm at 40'C on the 

amount of (0) ascorbic acid， (口)octanoyl and (ム)palmitoyl 

ascorbate. The bars represent 95% confidence intervals. 

The solid curves were empirically drawn. The broken curve 

represents the k value for the degradation without any 

ascorbates. 
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えられた場合 (mA/m>1)に分解促進作用が示された.

C16AsAは高い疎水性のためカテキン分解に影響を及ぼ

さなかったと考えられる.また，油滴粒子径 9.9μmの

場合よりも， 5.3μmの場合の方がカテキンの安定性が

高く，さらに親水性の AsAやアシル鎖長が短い C8AsA

の利用が効楽的であることが示された.カテキンのラ

ウリン駿メチル/水系での分配係数Pが油水相量比に

依存したため，カテキンの物質収支式(式 (12)ー (13))

から界面吸着量 C削

C叫 oVaq= Caqv.q + Co叫r培自
P凡or:屯自 十 Cj凶r (12) 

C
舟【nO一C到 _ Vom C 

一三旦ニー =pーニ:と十一~

CaqA V:，qA CaqVaq 
(13) 

ここで， C， VおよびAはそれぞれ濃鹿，体積および界
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要 "'" 閏

アシルアスコルビン酸は両親媒性の抗駿化剤である

ため，様々な状態における食品素材の品質保持に資す

ることが期待される.また，群索によるその合成は，

その位置選択性が反応後の精製工程を容易化し，さら

に温和な反応条件と生物分解性に優れた生成物の取得

により環境負荷の低減にも寄与する.本解説では，ア

シルアスコルビン酸の酵素合成と食品素材の品質劣化

を抑制する作用について解説する.槽型および管型反

応器によりその連続生産が達成され，また高い生産性

が 11日間に渡り維持された. リノール酸またはカテキ

ンの駿化分解安定性は，それらを含む系の形態(バル

ク系，水系およびエマルション系)や，添加されたア

シルアスコルビン離量およびアシル鎖長に依存するこ

とが速度論的解析により示された.このような食品成

分の利用に捺しては，食品素材の状態やその使用量な

どに留意し，適切な利用が求められると言えよう.
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