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直火焼きにおける牛挽肉の性状と有効性リジン量の変化
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Changes in the Properties and Amount of Available Lysine of Ground Beef during Grilling 

Yoko Terazawa1, Takako Koga2* and Masayoshi Saito3 

1 Nakamura Gakuen University Junior College, 5-7-1 Befu, Johnan-ku, Fukuoka 814-0198 

'Nagasaki International University, 2825-7 Huis Ten Bosch Cho, Sasebo, Nagasaki 859-3298 

'Jap担 InternationalResearch Center for Agricultural Sciences, 1-1 Owashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8686 

Ground beef in meatball form was investigated for changes in the available lysine content during simple grilling 

and teriyaki cooking (broiling with a mixture of soy sauce and sweet cooking rice wine (mirin)). In teriyaki cooking, a 

change in nitrogen content was not detected. The available lysine content had a high positive correlation with water 

content and color tone L＇目Alongwith a decrease in water content (overheating}, the amino-carbonyl reaction (change 

to brown color) proceeded due to the liquid mixture, and the available lysine content tended to decrease at the same 
time. Furthermore, the rat巴 oflysine content decrease was remarkably high in teriyaki, twice as high as that in 

simple grilling at 12 or 24min. (Received Jun. 27, 2014: Accepted Aug. 29, 2014) 

Keywor由， groundbeef, grilling, available lysine, amino-carbonyl reaction 
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リジンは人体の必須アミノ酸の中でも不足しやすいアミ

ノ酸である．この E アミノ基は反応性に富むため，還元糖

とともに加熱すると，主にアミノカルボニル反応（褐変）

により不溶化し有効性リジンの損失が起こる．食品加

工・貯蔵および調理の過程における有効性リジンの損失に

ついては，千畑らの総説I)にも詳述されている．

旧来，調理中の有効性リジン量の変化に関しては，調味

液（天つゆおよび煮物）中の加熱条件と砂糖量における報

告可脱脂大豆のオートクレーブに関する全糖量の資料3：マ

ダイおよびハマチの調理における有効性リジン量の変化4)

のほか，アミノカルボニル反応におけるモデル実μ験5）など

幅広い分野の検討が行われている．しかしこれらの報告は

当時のわが国の食生活に重要な食品を対象としており，そ

の後の食生活の変化に伴い消費が増加した獣肉に関して

は，有効性リジン量の研究は殆ど見受けられない

本報告では，タンパク質が多く，脂肪量が少ない牛腿肉

の挽肉を試料としその直火焼きにおける性状の変化と有

効性リジン量の変化を調べた．直火焼きによる加熱および

しょう油，みりんによるアミノカルボニル反応（褐変）の

進行度については測色から検討したなお，酸化度の指標

としてチオパルピツール酸価およびカルボニル価も測定し

た．

これら性状の変化の評価を含め，直火焼き調理における

牛挽肉の有効性リジン量を捉え，牛肉調理における栄養管

理等へ役立つ知見を得ることを目的とした

I. 実験方法

(1）供試試料の調製

1）基礎試料

牛腿肉を 3度挽きとしたものを福岡市内の大手精肉店よ

り購入しこれをさらに自動乳鉢（日陶科学）を用いて 100

rpmの回転速度で5分間混担した（デンプン，玉ねぎ，牛

乳，卵などの副材料および調味料は用いない）．これを l

個 25gのミンチボール状に成形したものを基礎試料（GR)

とした．

2）直火焼きの試料

i ）素焼き

GR群は 600Wの電気コンロ（NK-685SG，ナショナル）

で素焼きにした．火力は入電から 10分間の安定時間をお

1干814-0198福岡県福岡市城南区別府5-7-1,2干859-3298長崎県佐世保市ハウステンボス町28257 

3干305-8686茨城県つくば市大わし 1-1
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き，焼き時間は 12分間（GR-12）および24分間（GR-24)

とし， 2分間おきに表裏に返した．

ii ）照り焼き

照り焼きは GR群をしよう油（本醸造濃口，キッコーマ

ン）およびみりん（本みりん，宝酒造）を混合した調味液

（しょう油：みりん＝ 1 : 1 (v/v））に 20分間浸漬した

(GRSM). GRSM群は前述の混合液をはけでっけながら

GR群と同様の条件で焼いた．焼き時間は 12分間（GRSM-

12）および24分間（GRSM24）とした

(2) pH 

基礎試料および調理後の各試料に 5倍量の精製水を加え

て混和後， pHメーター（ドキュ pHメーター，ザ、ルトリウ

ス）でガラス電極法により測定した．

(3）水分量

約 1.0gの試料について，常圧加熱乾燥法6）に準じ定量し

た．加熱条件は 100～105℃， 1時間とした．

(4）粗脂肪量

試料25gについて，ソックスレーの抽出法7）に準じ定量

した．抽出時間は 24時間とした．

(5）窒素量

粗脂肪抽出後の脱脂試料を風乾後，自動乳鉢（日陶科学）

で粉砕しこの粉砕試料0.1gについて，ミクロケルダール

法8）により定量したなお窒素タンパク質の換算係数は

6.25とした．

(6）測色

粉砕試料3gについて，測色色差計（SK-5，日本電色工

業）にて，表面色Lぺa*,b＊を測定し，得られた値から色差

（企E*)9）を算出した．

(7）有効性リジン量

検量線は Okuyamaら10）に準じ合成した E－トリニトロ

フェニール（TNP)-L-Lysを用いて作成した．標準液（0.05,

0.1, 0.2, 0.25, 0.4, 0.6, 1.0 μM/ml, 4 %重炭酸ナトリウム）

については Kakadeらωの方法に準じ，各濃度の標準液に

水 lml，濃塩酸3mlを加え，封管後， 120℃ 1時間で加水

分解した．それを放冷後，エーテル抽出を 2回行い，万能

シェーカー（KM，イワキ）で振重し（3分間を 2回），エー

テル層を除去した．完全にエーテルを気散させ，水層部を

検液とし，分光光度計（100-10，日立）を用い， 346nmに

おける吸光度を測定した

有効性リジンの定量には， 5項における粉砕試料 lOmg

をKakadeら11）に準じ，封じ管に精秤し， 4%重炭酸ナト

リウム lmlを加え， 40℃の水浴中で 10分間振壷したさ

らに， 1% 2,4,6ートリニトロベンゼンスルホン酸溶液 1ml 

を加え， 40℃ 2時間， TNP化したこれに濃塩酸3mlを

加え，前述と同様に加水分解，エーテル処理を行い，吸光

度を測定した検量線より Lysmg/g Nを算出した

(8）チオパルピツール酸価

チオパルピツール酸（TBA）試験は衛生試験法・注解ω

に準じ，粗脂肪0.1gについて 530nmにおける吸光度を測

定した．

(9）カルボニル価

カルボ、ニル価（COV）は衛生試験法．注解l

脂肪 0.01～0.02gについて 440nmにおける吸光度を測定

した．

(10）統計処理

統計処理は統計解析ソフト 4Stepsエクセル統計［第 3

版］（オーエムエス出版）を用いて行った．平均値の差の検

定は一元配置分散分析法およびTukey-Kramer法で多重

比較によった．相関係数はピアソンの相関係数を用いて算

出した．

2. 実験結果および考察

(1）直火焼きによる牛挽肉の pH，水分量，粗脂肪量お

よび窒素量の変化

これらの変化は Tablelに示した

材料の牛挽肉は筋原線維タンパク質が多く，ペースト状

になり易い部位を選んだ、 これらを磨砕すると紐状のアク

トミオシンに変化し，さらに網目構造を作るが，この構造

の疎密，強弱はミンチボールの弾力性を左右するとみられ

る叩

1) pH 

素焼き群について， GRのpHは5.42であり，加熱によ

りGR-12および GR-24はGRに対しわずかに上昇した

この pHの変化は，食肉の加熱によりアルカリ側に移動す

るとの報告15）とも一致した一方，照り焼き群の pHは素

焼き群に比して低く，焼き操作による変化は素焼き群より

も小さかった GRSMがGRよりも pHが低いのは，本研

究に用いた調味液の pHが4.47であったことによると考え

られる GRSM-24のようにカラメル化を生じている場合，

その反応機構中，フルフラール，ギ酸その他の酸を生成し

ているため， pHが2.0前後まで低下するとの記述がある？

このような反応から GRSM-24のpHは低くなったと考え

られた．

2）水分量

素焼き群および照り焼き群における水分量は，いずれも

加熱前に比較して有意に減少した（ρ＜0.01). これらの減

少量は，牛挽肉のタンパク質の熱変性に伴う肉汁を捕らえ

る副材料を含まないため 一般のミートボールより高値で

あるとみられる．水分の減少率について， GR司12は

GRSM-12に対し， GR-24はGRSM-24に対し，それぞれ約

6.6%高かった GRSM群の加熱において，試料の表面で

はカラメル化を生じており，このことにより照り焼きは可

溶性成分の溶出を抑制し，やわらかく，焦げの風味も賞味

する調理効果が期待されると考えられる

3）粗脂肪量

粗脂肪量は，素焼き群は加熱前に比較して GR-12ではわ

ずかに低下したが， GR-24では有意な差は見られなかった．
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Table 1 Chemical characteristics of grilled beef round meat 

Grilled methods pH 
Moisture Crude fat Protein-N 

（%） (%,dry wt.) (%,dry wt.) 

GR 5.42 71.1土0.5 22.5±0.9 13.01±0.34 

GR 12 5.66 58.9±1.0紳 19.2±1.1** 12. 39±0. 29* 

GR24 5.70 50.9±1.0柿 22. 5±1.sns 12.38±0.34* 

GRSM 5.33 71.1±0.4 21.5±0.3 12.43±0.60 

GRSM-12 5.56 62.8±0.8帥 22.9±0.6* 12 .18±0 .48ns 

GRSM-24 5.41 54.3±0.9柿 19.1士0.8柿 12.31±0.32ns 

GR : A beef paste was made by grinding beef round meat three times and then 

mashing the grind. The paste was then molded into 25 g meat ball-typ巴

No starch and seasonings were added to these meat ball-type. 

GR 12 GR was grilled on a 600 W electric cooker for 12 minutes, during which 

GR was turned over every 2 minutes. 

GR 24 : GR was grilled at the same temperature as with GR 12, but for 24 

minutes, during which GR was turned over every 2 minutes. 

GRSM GR was soaked in a soy sauce and sweet cooking rice wine mixture (soy 

sauce sweet cooking rice wine=l 1 v/v) for 20 minutes. 

GRSM 12 : GRSM was grilled at the same temperature as with GR 12 for 12 

minutes, during which GRSM was turned over and brushed with a soy sauce 

and sweet cooking rice wine mixture every 2 minutes (TERIYAK[). 

GRSM-24 GRSM was grilled at the same temperature as with GR 24 for 24 

minutes, during which GRSM was turned over and brushed with a soy sauce 

and sweet cooking rice wine mixture every 2 minutes (TERIYAK[). 

M土SD,n=5. 

ns : not significant. ＊ラ＜0.01,*p<0.05. 

また照り焼き群においては， GRSM-12で増加， GRSM-24

で減少が認められた粗脂肪量の変化は，試料の加熱状態

によって抽出される成分に変化が生じていることを反映し

ている可能性があるが，本結果からは直火焼きの影響につ

いて明確な傾向は認められなかった．

Table 2 Color of grilled beef round meat 

4）窒素量

素焼き群の GR-12および GR-24は加熱前に比較して，

ともに有意に減少したが (p<0.05），照り焼き群において

は変化はみられなかった．

Grilled L* a* 
methodsa 

GR 66.32 +2.68 

GR12 64.92 +1.85 

GR24 64.50 +0.92 

GRSM 66.56 +2.69 

GRSM-12 60.55 +5.02 

GRSM-24 52.04 +4.36 

a See footnote in Table 1. 

b* Color 
(11E*) 

+14.98 

+15.48 l 1.02 
+15.51 

+16.04 

+16.75 

601 

I 12.99 

高倉ら17）は，豚肉の可溶性成分の溶出について，みりん

に浸漬することで溶出抑制効果があること，みりんはエタ

ノールと糖の相乗効果でアミノ態窒素および全窒素等の可

溶性成分の溶出を低く維持したと述べている．このような

要因が照り焼き群の窒素量に変化がなかったことに関与し

ていると考えられる．

Each sample (3 g) at 20℃ was measured with color and color 

difference meter. 

(2）直火焼きによる牛挽肉の色の変化

直火焼きによる牛挽肉の色の変化について，明度（Lつ，

色度（a*,b＇）および色差 CLmつを Table2に示した．

L事値は素焼き群および照り焼き群ともに焼き時聞が長い

試料で低下し，照り焼き群での低下がより大きかったま

た，ゲ値は赤み（＋）を，げ値は黄色み（＋）を呈し，いわ

ゆる“きつね色”のベースとみられた．

測色色差計により算出された L1E't感覚的な差11)~こつい

て， GR-12とGR-24の色差は 1.02（わずかに感じられる），

The color values of rates from sample are shown, ＋ど， red;

一♂， green;+b*, yellow; -bてblue;+Lてlight;-Lてdarkness.

11E*(N. B. S)=((i1L＊）＇十（11ど）2+(i1b*)2)112,N. B. S ・National Bureau 

of Standards. 

Values of L*, a* and b* are means of 5 determinations, 

respectively. 

GRSM-12とGRSM-24の色差は 8.54（大きい）であって，

両群とも焼き時聞が長い試料で着色度を増した一方，

GR-12とGRSM-12では 5.48（めだって感じられる）， GR-

24とGRSM-24では 12.99（非常に大きい）と，焼き時間に

伴う色差は照り焼き群においてより顕著であって，褐変は

照り焼きの方で明らかに進行していた．
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Table 2の測定値は，焼き時間が長いほどL＊値は低くなり，

焼き加減と色合いの変化の一致がよくうかがわれた

一方肉の表面では，ミオグロビンそのものの変化のほか

アミノカルボニル反応が起こり 最終段階ではメラノイジ

ン（褐色色素）になることが詳述されている？とくに，照

り焼きでは肉の表面でアミノカルボニル反応や糖のカラメ

ル化が急激に進行し，加熱の最後には炭素が表面に出てき

て黒い焦げ色となる．このような多くの化学反応・分解に

より香り成分が生成し揮発するため香ばしい風味も加わ

る．

(3）直火焼きによる牛挽肉の有効性リジン量の変化

有効性リジン量は， Fig.1に示した．素焼き群において，

GRに対し GR-12では有意差はなかったが， GR-24では有

意に減少した (p<0.01). 一方，！照り焼き群では GRSMに

対し， GRSM-12およびGRSM-24ともに有意に減少した（ρ

<0.01）.これらの減少率は，照り焼きにおいてより顕著で

あった．

稲神ら瑚は，加熱によるタンパク質中の有効性リジンの

減少について，リジンが3つの官能基をもち，遊離してい
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豆の加熱）について，川村ら3）は，大豆の中にもともと僅か

にあった単糖類（主にグルコース）のほか，加熱に伴い加

水分解によって生じる単糖類や還元性少糖類があること，
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またアミノ化合物としては遊離のアミノ酸よりペプチドの

側鎖に出ているリジンの E一アミノ基が量的に多いと報告

している また，みりんはグルコースが多く，アミノ酸も

含まれており，さらにしよう油とともに加熱することによ

りしよう泊中のアミノ酸と反応してアミノカルボニル反応

が進むともみられるやこのように，照り焼きに使用する

しょう油，みりんの還元糖がアミノカルボニル反応を通し

て有効性リジン量の減少に影響していると考えられる．

(4）直火焼きによる牛挽肉の脂質の酸化程度

直火焼きによる牛挽肉の脂質の酸化程度について，

TBA値は Fig.2に， cov値は Fig.3に示した．

1) TBA値

照り焼き群の TBA値は素焼き群のそれらに比し低い値

を示した．また，照り焼き群の TBA値は GRSMに比し

GRSM-12では有意差を認めなかったが， GRSM-24では有

意に高かった（ρ＜0.01). 加熱の際のタンパク質変性に伴

う，タンパク質に結合している不飽和度の高い脂質（リノ

レン酸などの高度不飽和脂肪酸）の酸化が考えられた

本みりん中には 1,1－ジフェニルー2－ピクリルヒドラジル

(DPPH）ラジカル消去活性を有するアミノカルボニル反

応生成物が含まれており，抗酸化活性が高まることで脂質

の酸化抑制を示したこと，さらに本みりんとしょう油を混

合して使用した際の DPPHラジカル消去活性は顕著に高

くなり，アミノカルボニル反応生成物が新たに生じ，抗酸

化活性がより高まったことが報告されている21＇.本実験で

もこのような効果が認められた．

2) cov価

素焼き群では焼き時間に伴って有意に減少し（ρ＜0.01).

カルボニル化合物が消費されたことが推察された

大下2

酸化作用を示すことを認めている 照り焼き群の covは

素焼き群のそれに比し約 40%低い値を示し，さらに照り

焼き群のcovは焼き時間に伴う変化が小さかったことか

ら， しょう油によるリノール酸に対する酸化抑制効果が示

唆された．

以上のように，直火焼きにおける牛挽肉の変化について

検討した結果，有効性リジン量は，性状の変化と関連が認

められた有効性リジン量は水分量およびL＊値との聞に

ともに有意な正の相闘を認めた．すなわち，牛挽肉の脱水

が促進され水分量は減少し褐変度が増してアミノカルボ

ニjレ反応が進みL掌値は低下するとともに，有効性リジン量

は減少した

また，直火焼きの際の照り焼きの影響に関し，水分量は

減少したが，乾物あたりの窒素量の変化は認められなかっ

た．

本結果からは好ましい焦げ色や風味のある試料では有効

性リジンの減少が避けられないことであると考えられ，栄

養管理の点からは生の食物が加熱調理や加工されるときの

栄養成分の損失に配慮する必要がある．従来，有効性リジ

ンに関する研究は，わが国においても数多くみられるが，

本報告は調理科学および栄養化学の面から，栄養管理等に

おいて有効に利用される知見であると考える．

3. 要約

牛挽肉の直火焼き（素焼きおよび照り焼き，焼き時間は

ともに 12分間および24分間）における有効性リジン量の

変化を知る目的で，小形のミンチボール状のものを試料と

した．これら試料について，主に加熱，しよう泊一みりんの

混合液によるアミノカルボニル反応（褐変）の影響を検討

した

(1）水分量は，素焼きおよび照り焼きともに有意に減少

したが，その減少率は素焼きの方で、高かった

(2）照り焼きに関し，窒素量の変化は認められなかった．

(3）色調 L'は，素焼きおよび照り焼きともに加熱により

低下し，色差6E’は照り焼きの方でより顕著であった

(4）有効性リジンの減少率は，素焼きにおける 12分間お

よび24分間加熱した試料に比較し照り焼きで加熱した試

料ではそれぞれ2倍の高値であった．

水分量および色調 L＊は有効性リジン量の減少率に高い

正の相聞を示した．直火焼きにおける水分減少（加熱）に

伴いアミノカルボニル反応が進み， Lホは低下し有効性リ

ジン量は減少するものと考えられた．

(5）酸化度

TBA値は，照り焼きよりも素焼きの方で、高かったま

た， covは，素焼きにおいて焼き時間に伴って有意に減少

した

本研究を遂行するにあたり ご協力いただいた中村学園

大学名誉教授古賀麦子氏および中村学園天学卒論ゼミ生の

吉村由貴子氏に深謝申し上げます．
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