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Ⅰ．緒言

　食品保存法には，乾燥法，塩蔵法，糖蔵
法，缶詰などの密封殺菌法など様々な方法が
あり，そのひとつである冷凍法は，生鮮状態
で食品を保存できるというほかの方法にはみ
られない特徴がある。そのためあらゆる形態
の食品保存に広く利用されてきたが，最近で
は保存のみならず，原材料の冷却や食品流通
の手段として，さらには食品加工工程のプロ
セスのひとつとしても利用されている。
　冷凍食品の品質保持には凍結条件や前処理
条件が重要であるが，ビタミン栄養の観点か
らみると，凍結前の熱処理による水溶性ビタ
ミンの損失 1），凍結保存時の酸化による品質
劣化 2），あるいは解凍時に生じるドリップ 1）

での損失が懸念される。また一般的には植物
性食品のほうが動物性食品よりも，凍結の際

に細胞に損傷を受けやすく，それが解凍時の
品質劣化を招く可能性がある。水溶性ビタミ
ンであるビタミンB6（B6）は加熱加工処理に
比べて凍結状態では比較的安定であるが 3），
解凍時にドリップとともに流れ出てしまうこ
とが懸念されている。
　ビタミンB6（B6）はピリドキシン，ピリド
キサール，ピリドキサミンとこれらの5’位に
リン酸がエステル結合したピリドキシン5’―
リン酸，ピリドキサール5’―リン酸及びピリ
ドキサミン5’―リン酸の6化合物がB6活性を
持ち，リン酸型は体内においてピリドキサー
ル5’―リン酸及びピリドキサミン5’―リン酸
の補酵素型で作用している。とりわけ動物性
食品にはこれら補酵素型や，ピリドキサール
の形で多く存在している。また植物性食品に
はピリドキシンの糖誘導体（［5’―O―（β―D

―グルコピラノシル）ピリドキシン］などの
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ピリドキシングルコシド）が多く存在し，こ
の誘導体の生体利用率，生理効果などが注目
されている。このように食品に含まれるB6

は，食品の種類により含有する形態が異なる
ことや，B6自体の安定性が異なることから，
解凍によるB6損失は食品の種類により大き
く異なる可能性がある。
　本研究では，冷凍された食品中のB6損失
量をより低く抑えることのできる解凍条件
を，動物性食品と植物性食品において検討を
行った。

Ⅱ．方法

⑴　試料
　動物性試料と植物性試料は，岐阜市内スー
パーマーケットにて購入した。動物性試料に
は，鶏肉（ささみ）を使用した。鶏肉は30g

ずつ球状の塊になるように計量後，食品包装
フィルムラップで包装し，－18℃の冷凍庫内
で3～5日間冷凍した。
　 植 物 性 試 料 に は 冷 凍 ほ う れ ん 草
（TOPVALUグリーンアイ宮崎県産冷凍ほう
れん草）を使用した。ほうれん草は30gずつ
計量し，球状になるようにラップで包装して
－18℃の冷凍庫内で1週間冷凍した。

⑵　解凍法
　一般的に家庭で行われている流水解凍，冷
蔵庫内解凍，室温解凍の3つの解凍法で解凍
した。室温解凍と冷蔵庫内解凍は，図1A）
に示したように凍結サンプルを漏斗上に置
き，解凍を行った。また流水解凍は図1B）
のように凍結サンプルの上部にビニールを
覆い，上部より水道水を流して解凍を行っ
た。解凍する際は5分おきに中心部の温度
（TANITA TT―508）を測定するとともに，漏
斗の下にセットしたチューブにドリップの回

収を行い回収量を測定した。中心温度が5℃
に達した時点で解凍終了とした。

⑶　食品試料の処理
　試料の調製は柘植ら 4）の報告に従って行っ
た。解凍が終了した試料はあらかじめ細切
し，ホモジナイザー（ULTRA-TURRAX T8）
でホモジナイズ後，1.0gを100ml容三角フ
ラスコに採取し，鶏肉サンプルには0.055N 

HCl 80ml，ほうれん草サンプルには0.44N 

HCl 80ml加えて，121℃で鶏肉サンプルは3

時間，ほうれん草サンプルは2時間加水分解
を行った。冷却後，10N NaOHにてpH5.0に
調整し，100mlに定容後，ひだ付濾紙で濾過
した。以上の操作は全て暗所で行った。

⑷　ビタミンB6の測定
　食品サンプル中及びドリップ中のB6の
測定は，AOAC法 5）に基づきSaccaromyces 

cerevisiae 4228（ATCC9080）を用いた微生物
定量法にて測定した。

⑸　統計処理
　実験データは，平均値±標準偏差で表し
た。結果はF検定により等分散性を調べた後，
Tukeyの多重比較により危険率5％（p＜0.05）

図1　 解凍方法
室温解凍は，A）のように凍結サンプルを漏斗
上に置き，発生するドリップをチューブで回収
した。流水解凍は，B）のように凍結サンプル
の上部にビニールを覆い，試料に流水が混入し
ないようにし，上部より水道水を流した。
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にて有意性の判定を行った。なお検定には
SPSS統計分析プログラムを用いた。

Ⅲ．結果及び考察

⑴　ドリップ発生量と解凍時間
　鶏肉サンプルの各解凍法によるドリップ発
生量の経時的変化は図2A）に示した。解凍
時の温度はそれぞれ，流水解凍19.9℃（水温），
室温解凍24.0℃（室温），冷蔵解凍6.2℃（冷
蔵庫内）であった。解凍時間は，流水解凍
45±7分，室温解凍85±7分，冷蔵解凍175±
7分であり，ドリップ発生量はそれぞれ0.86

±0.05g，0.81±0.03g，0.67±0.50gであった。
ドリップ発生量と解凍時間には負の相関（R

＝－1.00）がみられ，解凍時間が短いほどド
リップ発生量は増加した。
　ほうれん草サンプルの各解凍法によるド
リップ発生量の経時的変化は図2B）に示

した。解凍時の温度はそれぞれ，流水解凍
18.0℃（水温），室温解凍21.0℃（室温），冷
蔵解凍6.3℃（冷蔵庫内）であった。解凍時
間は，流水解凍48±4分，室温解凍88±4分，
冷蔵解凍105±21分であり，ドリップ発生量
はそれぞれ1.24±0.35g，0.61±0.21g，0.32±
0.08gであった。ドリップ発生量と解凍時間
には負の相関（R＝－0.99）がみられ，解凍
にかかる時間が短いほど，ドリップ発生量が
多くなった。
　解凍に要した時間は，ほうれん草と鶏肉で
ほぼ同じであったが，冷蔵解凍のみ，ほうれ
ん草のほうが解凍時間がやや短かった。ド
リップ発生量は全体にほうれん草のほうが少
なかった。ドリップの発生量は，凍結時の条
件による影響が大きいと言われている 1）。今
回，鶏肉はサンプルを購入後，冷凍庫内で凍
結を行ったが，ほうれん草は冷凍食品を購入
して使用した。ほうれん草の水分含量は鶏肉
よりも多いが 6）その割りに，ほうれん草でド
リップ発生量が少なかったのは，冷凍食品と
して購入したほうれん草は急速凍結されてい
るという凍結条件の違いであると考えられ
る。

⑵　ドリップ中のB6含量
　鶏肉の解凍により発生するドリップ中の
B6含量（図3）は室温解凍，冷蔵解凍，流水
解凍の順で多く含有していたが，各解凍法間
に有意な差はみられなかった。
　ほうれん草の解凍により生じるドリップ中
のB6量（図3）は流水解凍で有意に高く，多
くのB6が解凍時に生じるドリップ中に流出
していると考えられる。

⑶　解凍後のサンプル中に残存するB6含量
　解凍後の鶏肉中に残存するB6含量（図4）
は，冷蔵解凍，流水解凍，室温解凍の順で多

図2　 解凍に伴うドリップ量の経時的変化
中心部の温度が5℃に達した時点で，解凍終了
とした。
●：流水，■：室温，▲：冷蔵
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く残存していた。また冷蔵解凍は他の2つの
解凍法よりも有意にB6が残存していた。
　解凍後のほうれん草に残存するB6含量（図
4）は，冷蔵解凍，流水解凍，室温解凍の順
に多く残存していた。室温解凍は他の解凍法
に比べると有意に低値を示していた。

⑷　B6損失率
　鶏肉のB6損失率は，損失率＝（ドリップ中
B6量）/（鶏肉中残存B6量＋ドリップ中B6量）
×100より求めた。各損失率（図5）は室温
解凍2.45±0.22％，流水解凍1.50±0.15％，
冷蔵解凍1.30±0.20％であり，室温解凍は他
の解凍法に比べ有意な損失がみられた。室温
解凍は流水解凍ほどではないが，解凍時間

が冷蔵解凍の半分程度であり，また解凍時の
温度も最も高いことから，ドリップ発生量が
多くなり，B6損失率も高くなったと考えら
れる。また，一般的に植物細胞はセルロース
を主体とした細胞壁があり伸縮性に乏しく，
細胞間隙は気体で満たされているが，動物細
胞は細胞間隙が液体で満たされており，また
魚・畜肉の筋膜はコラーゲンなどの基質タン
パク質でできており厚くて丈夫であるといっ
た細胞の構造上の特性から，植物性食品より
も動物性食品のほうが凍結・解凍による損傷
が少ないため 2），動物性食品では解凍条件の
違いによる差が出にくいのかもしれない。
　ほうれん草のB6損失率は鶏肉と同様の方
法にて算出した。各損失率（図5）は流水解
凍2.44±0.48％，室温解凍1.79±0.04％，冷
蔵解凍0.88±0.03％であり流水解凍は他の解
凍法に比べて有意な損失がみられた。ほうれ
ん草はドリップに流出するB6量と解凍時間
に負の相関関係（R＝－0.99）がみられ，急
速に解凍するとドリップ発生量も多くなるこ
とが確認できた。今回は検討していないが豚
肉を電子レンジで解凍した場合にはビタミン
B1で12.4％，ビタミンB2で14％の損失率 7）

が得られており，急速に解凍するとドリップ
発生量も多くなりビタミンの損失が多くなる

図5　 各解凍法によるB6損失率
値は試料6連の平均±標準偏差で表し，異なる
アルファベットはp＜0.05で有意差があること
を示す。

鶏肉　 ほうれん草

図3　 各解凍後のドリップ中B6含量
値は試料6連の平均±標準偏差で表し，異なる
アルファベットはp＜0.05で有意差があること
を示す。

鶏肉　 ほうれん草

図4　 各解凍後のサンプル中B6含量
値は試料6連の平均±標準偏差で表し，異なる
アルファベットはp＜0.05で有意差があること
を示す。

鶏肉　 ほうれん草
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可能性が示唆されている。また電磁波による
B6の破壊については不明であるが，加熱に
は安定であるためおそらく電磁波による破壊
は少なく，電子レンジでの解凍ではビタミン
B1やビタミンB2と同じくドリップ流出によ
るB6損失が多くなると考えられる。
　解凍によるビタミンの損失については，冷
凍豚肉のビタミンB1とビタミンB2残存率に
ついての報告 7）と冷凍サヤインゲンのアスコ
ルビン酸残存量 8）についての報告がある。冷
凍豚肉の解凍条件によるビタミン損失率は，
ビタミンB1で室温解凍2％，冷蔵解凍3％，
流水解凍1％であり，ビタミンB2で室温5％，
冷蔵2％，流水2％であった 7）。これらの結果
と比較して，今回のB6損失率は大きな違い
はみられなかった。また冷凍サヤインゲンの
研究では，冷蔵解凍でのアスコルビン酸損失
量が最も少なく，次いで室温解凍，流水解凍
の順に損失量が増加することが報告されてい
る。今回のほうれん草でのB6損失はこの報
告と同様の傾向がみられた。
　一般的に食肉の解凍は低温で緩慢に解凍し
たほうがドリップ量が少なく，一方蔬菜など
は自然にゆっくり解凍するとドリップ量が多
くなることが示されている 1）。事実，今回の
実験でも鶏肉は流水解凍で最もドリップが少
なかった。ほうれん草については流水解凍で
ドリップが最も多く，短時間で急速に解凍し
たことにより最も損失率が高くなったと考え
られる。食肉については他のB群ビタミンと
同じように 1），肉の種類，部位などによって
もドリップ発生量は大きく異なることが考え
られるため，さらに多くの種類，部位などで
検討する必要があると考えられる。

Ⅳ．要約

　本研究では，解凍時に損失するB6量をよ

り低く抑えることのできる条件を検討するた
め，動物性食品及び植物性食品を用い，流水
解凍・冷蔵庫内解凍・室温解凍の解凍条件に
て検討を行った。
　動物性食品（鶏肉）では，冷蔵庫内解凍で，
解凍時間はかかるものの解凍により生じるド
リップ発生量が最も少なく，損失率を最も低
く抑えることができた。解凍時間の短縮を考
慮すると，流水解凍でも損失率は冷蔵庫内解
凍と有意な差はみられないことより，有効な
解凍手段であると考えられた。
　植物性食品（ほうれん草）では，冷蔵庫内
解凍で，解凍時間はかかるものの解凍により
生じるドリップ発生量が最も少なく，損失率
を最も低く抑えることができた。解凍時間の
短縮を考慮すると，室温解凍でも損失率に有
意差がみられないことより，有効な手段であ
ると考えられるが，流水解凍については時間
がかなり短縮できるものの損失率が他よりも
有意に高いことより，避けたほうが良いと考
えられる解凍法である。
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