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1.緒 言

常温 で液 状 の 脂質 で あ る 高度 不飽 和 脂肪 酸

(PUFAと 略記)に は生理 的機能 を有す る もの が

多い。例 えば,リ ノール酸や リノレン酸は哺乳動

物 にとって必 須の栄養素であ る。 また,エ イコサ

ペ ンタエ ン酸 は動脈硬化 症1・2)および高脂血症3)を

抑 える効 果を,ア ラキ ドシ酸 は高 コレステロール

血症 を予防 する4)効果 を もつ。 しか し,こ れ らの

PUFAは 極 め て酸化 を受 け易 く,酸 化 され る と

異臭 を生成するのみならず,有 害 な場合 もある。

したが って,PUFAの 利用 を図 る うえで,そ れ

らの酸化抑制技術 の確立が不 可欠で あると考え ら

れ る。

PUFAな どの脂質 の酸化 を抑 制す る方法 と し

ては,抗 酸化剤の使用が一般 的である。一方,筆

者 らはPUFAの 微小液 滴 を多糖 やタ ンパ ク質 な

ど(包括剤 と総称)の 乾燥被膜 で覆 って包括粉末化

する技術 に関す る研 究5,6)を行 い,良 好 な包括 粉

末化 を達成するために包括剤 が具備すべ き要件 を

明 らかにするηとともに,そ れ と関連す る濃厚 エ

マル ションの安定性 を評価す る新 たなモデルを提

出8)した。本 法 によ りPUFAを 包括 粉末 化す る

と,包 括剤乾燥被膜 が酸素 の移動 に対す る抵抗 と

な り,PUFAの 酸化 を抑制 できる と考 え,実 験

的な研究 に着手 して きた9)。しか し,酸 化抑制 機

構 などの詳細については推論 の域 でしか なかった。

そ こで本研究 では,各 種PUFAを 包括粉末化 す

るこ とによって,そ れ らの酸 化が抑制 できること

を実験的 に検証する ととも。に,そ の酸化抑制機構

について考察 した。

また,脂 質 の包括粉末化は,酸 化抑制のみな ら

ず,粘 稠 な液状脂質 を粉宋 として取 り扱 えるな ど

のい くつかの新 たな特性を付与す ることもで きる。

2.包 括粉末化によ る脂質の酸化抑制

リノール酸(LA),リ ノー ル酸 メチル(ML),

エ イコサペ ンタエ ン酸 エチル(EE),ド コサ ヘキ

サエ ン酸エ チルな どのPUFAと パル ミチン酸メ

チル(MP)ま た はオ レイ ン酸メチ ル(MO)を 等重

量比 で混合 した。MPやMOは 酸化 に対 して安

定 で あ るた め,ガ ス クロマ トグ ラ フ ィに よ り

PUFAの 未酸化率 を決定 す る際 の内部 標準 とし

て使用 した。 これ らの混 合脂質 を濃 厚(通 常15%

(w/v))な 包 括剤水溶液 とともにホモジナイザ を

用 いてエマルシ ョン化 した。得 られたエ マル ショ

ンを単一液滴乾燥 装置 によ る熱風(50℃,2m/s)

乾燥6,1°),または真空乾燥 に よって急速 に脱水す

ることにより包括粉末化脂質 を調製 した。

包括粉末化脂質を飽和NaCl水 溶液 によ り相対

湿度 を約75%に 保 ったデシケータ中 に入 れ,そ れ

を所定温度の恒温器(暗 所)に 置いて酸化 安定性実

験 を行 った。経時的に試料 を取 り出 し,脂 質 を抽

出 したのち,ガ スクロマ トグラフィによ り未酸化

PUFA量 を定量 した。

各種多糖で包括粉末化 したEEの37℃ における

酸 化過程 をFig.1に 示 す9》。 この温度に おいて,

未包括のEEは 約3日 でほぼ完全 に酸化 され る。

いずれの包括剤 で粉末 化 したEEも,未 包括EE

に比 べて高 い安定性を示 した。 しか し,酸 化抑制
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Fig.1Autoxidationprocessesofethyleicosapenta-

enoate(EE)encapsulatedintomatrixesofsaccharides

at37C.

の程度は包括剤 の種類 に大 きく依 存 していた。

種々の多糖や タンパク質で包括 粉末化 したLA,

MLお よびEDに ついても同様の検討 を行 った。

いずれ も未包括PUFAに 比 べて高 い酸化安定性

を示 したが,そ の程 度 は包括剤 とPUFAの 組み

合わせ に よって大 き く異 なって いた。例 え ば,

Fig.1に 示す よ うに,プ ル ランはEEの 酸化 を大

幅に遅延 させ たが,LAの 酸化抑 制に対 して は効

果的で はなかった。 また,α 一シクロデ キス トリ

ン(a-CD)はLAやMLの 酸化抑 制に対 して優れ

た包括 剤であ ったが,EEの 酸化抑制 に対 しては

さほど効果的で はなかった。

このよ うに,酸 化抑制 の程度 はPUFAと 包括

剤 の組み合わせ によって大 き く異 なっていた。 こ

のことは,包 括剤乾燥層 の酸素 に対す る拡散抵抗

だけで説明で きるのであろうか。 この疑問 に答え

るには,ま ず未 包括PUFAの 酸化 動力学 と包括

剤乾燥層におけ る酸素 の拡散速度 に関す る知見を

得 る必要がある。そ こで,こ れ らの検討 を行い,

その知見に基 づいて,包 括剤乾燥層の酸素の拡散

に対する抵抗 のみが酸化抑制 に寄与す る場合の粉

末化PUFAの 酸化過程をシ ミュレー トした。

3.高 度不 飽和脂肪酸の酸化反応速度 式

各種PUFAとMPの 等重量 混合物 を5μ1つ っ

底 の平 らな容器に分注 し,そ れ らを相対湿度 を約

75%(飽 和NaC1水 溶液)に 保 ったデシケータ中に

入れ,そ れを所定温度 に保持 した。経時的に容器

を取 り出 し,未 酸化のPUFA量 をガス クロマ ト

グラフィで定量 す ることによ り各PUFAの 酸化

過程 を測定 した。

n-6系 お よ びn-3系PUFAエ チル エ ス テル の

50℃ における酸化過程 をFig.2に 示す。一般 にい

われて いるよ うに,n-6系PUFAに 比べ て,n-3

系PUFAは 自動酸化 を受 け易 い こと,ま た各系

で不飽和度の高 いPUFAほ ど酸化 され易 い こと

な どが分かる。

つ ぎに,こ れらの酸化過程 を記述 する酸化反応

速度 式について考察 した11)。約半世紀前 に,リ ノ

ール酸エチル などの酸化反応 について詳細な研究

がなされ,反 応速度式が提 出され ている'2)。しか

し,そ の式 には容易に測定できないヒ ドロペルオ

キシ ド量 が含 まれている。そこで,そ の量が消失

したPUFA量 に比例 すると仮定する ことによ り,

次式 を得 た。

dY

dt-一 差 発 。・Y(1-Y)(1)

ここで,Yは 未酸化率,tは 時間,Cxは 脂 質中の

酸素濃度,Kは 飽和定数,kXは 速度定数 である。

所 定酸素濃度(分 圧)の も とでは,式(1)は つぎの

ように表 され る。

dY/dt=-k,Y(1-}つ(2)

ここで,々1=kxCx/(K+Cx)で あ る。式(2)は脂質

濃度 に対 して 自触媒的 であり,こ れは脂質酸化 に

対 して経験的に提 出されている式13)同 形で ある。

式② を初期条 件t=0でY=Yoの もとに解 くと,

次式 とな る。

1・1-Y=k,t+1Y・1‐Y°Y
o(・)

Fig.2に 示 し た 実 測 値 に つ い て,1n[(1
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Fig.2Autoxidationprocessesofethylestersofn-61a)andn-3(b)

pol}'unsaturatedfatt}-acidsat50C.

Solidcurves・eredrawnaccordingtoEgs.(2)and(4).Sy°mbols:

【且じxeじ11uaし じ.

-Y)/}つ]対tの プロ ットを行 うことによ り,本 式

の適 用性 を検討 した。Fig.2に 示 した測定値お よ

び他の条件 で のn-6系PUFAす べて について,

それ らの全酸化過程 は本 式に よって良好 に表現す

る ことができた。式(3)のプロ ッ トよ り求めたk,お

よびYoを 用 いて計算 した酸化 過程 をFig.2(a)に

実線 で示 す。

一 方,n-3系PUFAの 酸化 にお い ては,酸 化

過 程 の前半(Y≧0.5)は 上 式 で表現 で きた。しか

し,Fig.2(b)に 示 すように,実 測値 に式(3)を適用

して得た 々1とYoに よる計 算線 は,Y≧0.5の 領 域

(実線)は 実測値 を よ く表 現 してい るが,Y<0.5

の領域(破 線)で は実測値 から偏椅 してお り,上 述

の反応速度式 は適用で きなか った。 そこで,Y<

0.5の領 域で の酸化 過程 をで きるだ け簡単 に表現

するため,1次 反応速度 式の 適用を検討 した。

dY/dt=‐kzY

ここで,kzは 速度定数で ある。式(4)をt=t。.5で}/

=0 .5の条件の もとに解 くと次式 を得 る。

]n(2Y)=‐kz(t‐tos)(Y<0.5)(S)

な お,あ.5はY=0.5と な るに 要 す る 時 間 で あ り,

式(3)よ り

to.s=k
iln1YY°(6)

で与 え られ る。n-3系PUFAの 酸化過 程 の後半

(Y〈0.5)に 対す る式(5)の適 用性 を検討 した とこ

ろ,ln(2}/)対tの プ ロッ トは点(to.5,0.5)を通 る直

線 を与 えた。 この ように して得 られたk2値 を用 い

た計 算線 をFig.2(b)に 実線(Y〈0.5)で 示す。

そ こで,各 種PUFAに つ いて,種 々の温度 に

おける酸化過程 を測定 し,速 度定数k,よ びをkz

求 めた。そ れ らのArrheniusプ ロッ トよ り見掛

けの活性化エ ネルギー と頻度因子 を決定 した。見

掛 けの活性化エ ネルギーは,す べて のPUFAで

50～60kJ/molで あ った。 また,頻 度 因子 は不

飽和 度の高いPUFAほ ど大 き くなる傾向 にあっ

た。

n-3系 とn-6系 のPUFAで,そ れ らの酸化過程

を記述 する反応速度式が異 なる理 由につ いて,熱

重量 分析(TG)お よび示差走 査熱量分析(DSC)に

よ り検討 した。n-6系PUFAで は,全 酸 化過程
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を通 じてPUFAと 酸素 との反応の量論係数 は1で

あ った。一 方,n-3系PUFAの 場 合 には,}7≧

0.5の領域で はn-6系PUFAと 同様 に反応 の量論

係数 は1で あったが,γ 〈0.5の領域 では酸化 の進

行 に伴 って反応の量論係数が大 き くなることを明

らかに した。 この ように,n-3系 とn-6系PUFA

の酸化過程 を記述する反応速度式 が異 なるのは,

PUFAと 酸素 との反応の量論 係数 の差 異 による

ことが示唆 されたが,こ こで得 られた知見 は現象

論 的なものであ り,反 応機構 の考 察に基づ くもの

ではないので,こ の点について今 後さらに検討が

必 要である。

4.包 括粉末化脂 質内での酸素の拡散

包括粉末化脂質内での酸素 の拡 散係数 を求める

に先立 ち,包 括剤乾燥薄膜'4)および脂質中での酸

素の拡散係数 を測定 した。

包括 剤の濃厚水溶液(20～30%(w/v))を アプ リ

ケ ー タを用 い てポ リエ チ レ ンテ レフ タ レー ト

(PET)フ ィル ム上 に均 一 に引 き延 ば し,そ れ を

50℃ で乾燥 することにより包括剤乾燥薄膜 を調製

した。 この薄膜 を自作 した拡散セルに装着 し,酸

素の拡散係数 を測定 した。拡散セルは,薄 膜 によ

って隔て られた上下2室 よりな り,両 室を窒素で

置換 したのち,下 室 に空気 を供給 した。薄膜 を通

過 して上室に達 した酸素量 を酸素電極 を用いて連

続的に測定する ことにより,酸 素の拡散係数 を求

め た。包 括 剤乾 燥 薄 膜 中 での 酸 素 の拡散 係 数

(25℃)は,包 括剤 の種類や薄膜の調製条件 に多少

は依存す るが,概 ね10-12～10-"mz/sの オー ダで

あった。

また,多 孔性 のポ リフロン膜 にPUFAを 含漬

させ,上 記 と同 じ拡散 セルを用い て,脂 質中での

酸素 の拡散 係数 を測定 した。すべ てのPUFAに

つい て,酸 素 の拡 散係数(25℃)は10-9m2/s程 度

であ った。

包括粉末化 物中での酸素の拡散係数を直接測定

す る こ とは極 めて困難 であ る。そ こで,包 括剤

(プル ラン)水 溶液 とMOを 適当 な割 合 で混 合 し

てエマル ション化 し,そ れ を上 記 と同様 にPET

フィルム上に均一 に引 き延 ばして乾燥 した。 この

よ うに して調製 した乾燥薄膜 中 にはMOの 微小

液滴 が含 まれてお り,包 括粉末化脂質中 とほぼ同

じ状態 にあると思われる。 この薄膜 を用いて酸素

の拡散係 数 を測定 した。なお,液 状脂 質 として

MOを 用 いたのは,脂 質 中での酸素の拡散係 数は

脂質 の種類 によってさほ ど変わ らない こと,お よ

び拡散係数測定中に脂質 の酸化反応が起 こらない

ためである。

MOの 体積分率φを変 えて調製 した乾燥薄膜 中

での酸素 の見掛けの拡散係数D。ppをFig.3に 示 す。

微小 油滴を含 む乾燥薄膜 中でのD。ppのφに対 する

依存性 を記述す るモデル として,脂 質層 と包括剤

乾燥 層が酸素の拡散方向に対 して平行 に配列 して

いる並列 モデル と,両 層が直列的 な抵抗 となって

い る直列モデル を考えた。 これ らのモ デルでは,

D。ppのφに対す る依存性 はそれ ぞれ次式 で表 され

る。

DaPP=φDXLl1Rコn一 ト(1一φ)L)XG(7)

DaaP-(D。 、駅7γ φ)(D。、/(1一 φ)D
。、1(1一 φ)+D.、HRT/φ)

(8)

ここで,Hは 酸素の脂質に対 する溶解度係数であ

る。 また,DXGとDXLは 包括剤乾 燥層 お よび脂 質

中での酸素の拡散係数であ り,上 記 の検討 より既

知で ある。式(7)および式(8)による計算線 をFig.3

に実線で示す。並列モデルは直列 モデル に比べて

大 きい拡散係数 を与 える。実測値 は両モ デル によ

る計算線の中間にあ るが,ど ち らかといえば並列

モデルに よる値 に近い。脂質 と包括剤の重量比が

1:1で 包括粉末化 した場合のφは約0,64で あ るの

で,粉 末化脂 質中での酸素の見掛 けの拡散係数は

1『10m2/s程 度 と考 えられる。
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5.包 括 粉 末 化 脂 質 の 酸 化 過 程 の シ ミ ュ レ ー シ

ヨ ン

上述の検討 よ り,脂 質の酸化反応速度式 と包括

粉末化脂 質中での酸素 の拡散 に関する知見が得 ら

れた。そ こで,こ れ らの知見 に基 づき,包 括剤乾

燥層における酸素 の拡散抵抗 が粉末化 による脂質

の酸化抑制 に及 ぼす寄与 を評 価 した。

包括粉末化脂質 は半径Ypの 球形であ り,そ の 中

にエマルシ ョン化 された微小 油滴が均一 に分散 し

ている と考 える。 また,微 小 油滴 内では酸素濃度

の分布はな く,包 括剤乾燥層の酸素分圧 と平衡で

あ ると考 える。 さらに,微 小 油滴は包括粉末化物

中では動 かない とす る。 この ような条件下で,包

括粉末化脂質中での微小球殻 での酸素お よび脂質

に対する物質収支式 は,そ れぞれ式(9)と式⑳で与

え られ る。 なお,こ こではn-6系PUFAの 酸 化

過程をシ ミュレー トす るので,前 述 の知見 より脂

質 と酸素 との反応の量論係数 は全酸化過程 を通 じ

て1と お く。

∂嘉X -D・PP(azCx
oY2+÷ ・ac,af-)

kxCx-"
K+C、 ・c・(1-&)

(9)

弩窪L一奢Cさ 。・C・(CL1-CLt) (10)

こ こで,v=φ/[(1一 φ)/碑7'+φ]で あ り,Cxと

CLは それぞれ酸素 と脂質の濃 度で ある。 また,

CL、は全脂 質濃度で ある。式(9),(IO)に対 す る初期

お よび境界条件 は次の ように与 えられる。

t=0,0<rGrp;Cx=0(11a)

CL=CLO(11b)

t>0,r=rP;Cx=Cxr=Hpxr(llc)

t>0,Y=0;∂Cx/∂Y=0(Ud)

ここで,CX池 ρxゴは包括粉末化脂質表面 での酸素

濃度 と気相の酸素分圧である。式(9)と式 ⑩を連立

して,式(mの 条件の もとに数値的に解 くことによ

り,包 括粉末化物中での任意 の時間 にお ける未酸

化脂質濃度の分布 を求めた。 それ を数値 的に積分

す ることによって,そ の時間にお ける平 均未酸化

率 を算出した。

Fig.4に,各 種包括剤で粉末化 したLAの 酸化

過程 と,並 列お よび直列モデル による酸 素の拡散

係数1)。ppを用 いた ときの計 算線 を示す。 なお,

D。ppは包括剤の種類 によって さほ ど変わ らない。

プルランやマル トデキス トリンの ように酸化抑制

効果が低 い場合の実測値 は,並 列モデル による拡

散係数 を用いた計算線 とほぼ一致 してい る。また,

アルブ ミンで粉末化 した場合の実測値は,両 モデ

ルによる拡散係数 を用いた ときの計算線 の中間に

位置 している。 したがって,こ れ らの包 括剤で粉

末化したLAの 酸化抑制効果 は,主 として包括剤

乾燥 層の酸素の拡散に対 する抵抗に起因 している

と考 えられ る。一方,そ の他の包括剤で 粉末化 し

たLAは,最 も小 さな値 を与 える直列モデルによ

る拡散係数 を用いた計算結果 よりず っと安定であ

る。 このことは,包 括剤乾燥層 にお ける酸素の拡
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Fig.4Autoxidationprocessesof]inoleicacid

(LA)encapsu]atedintomatricesofsacchar-

idesandproteinsat37C.

Thecureesaandb≪erecalculated

usingtheapparentdiffusioncoefficientsof

ox}genthroughtheencapsulatedsamplesby

theparallelandseriesmodels,respectively.

Theentrappingagentsusedwerea-cyclodex一

散係数 の低下以外の要因が,包 括 粉末化 による脂

質の酸化抑制 に関与 してい ることを示唆 している。

6.脂 質 と包括剤 との相互作用

上述 した粉末化 による酸化安定性に寄与す る要

因 として,脂 質が包括剤 と相互作用することによ

って,酸 化 に対 して安定 にな ることが考 えられ る。

そ こで,疎 水性物質 と包接体 を形成することが知

られて いるシ クロデキス トリン(CD)とLAお よ

びEEと の相互作用 およびその酸化抑制 との関連

について検討 した。

β一CDと のモル比 が種々の値にな るように調整

して包括粉末化 したLAの50℃ における酸化過程

をFig.5に 示す。●は未包括LAの 酸化過程 を示

す。 また,△ は β一CDとLAを モル比1:1で 混

練 した ときのLAの 酸 化過 程で あ るが,未 包 括

LAと 同様 の酸 化挙動 を示 し,単 に混練 しただ け

で は酸化抑制効果 は認 められない。一 方,包 括粉

末化LAは,初 期 には未包括LAと ほぼ同様 の酸

化挙動 を示すが,あ る未酸化率 に達す ると,そ れ

以降は酸化が ほとん ど進行 しない。 この ように酸

化がほぼ停止す る未酸化率を 臨 と表記す ると,β

一CDとLAの モル比が高 いほ どLは 大 きい。α一

お よび γ一CDで 包括粉 末化 したLAで も同様 の

現象が観察 された。 また,α 一,R一 および γ一CD

で包括粉末化 したEEに ついて も同様 であった。

これ らのことは,脂 質をCDで 包括粉 末化す ると,

それ らのモル比 に依存 して,脂 質がCDと 包接化

合物 を作 り,包 接 された脂質 は酸化 に対 して極め

て安定 であるが,包 接 されなかった脂質 は容易 に

酸化されると考 えれば理解できる。

ム昼厘墨1u【 屋屋」

Fig.5AutoxidationprocessesatHOC"of

linoleicacid(LA)encapsulatedwithβ 一

cyclodextrin(a-CD)atvariousmolarratios.

Theclosedcirclerepresentstheautox-

idationofLAnotbeingencapsulated,andthe

opentrianglethatofLAinthemixtureofLA

and/3…CDatthemolarratioof1:1.

PUFAとCDと の包接化 合物形 成 につ いて,

TG法 を用 い た検 討 を行 った15}。筆 者 ら は,

PUFAは200℃ 前後で気化 してその重量 を減 ず る

が,CDと 包 接体 を形 成 したPUFAは この温度

では気化 または分解せず,CDの 熱分解 温度 であ

る300℃ 以上で気化 ・分解 される ことを見 出 し,

この こ とを利 用 してPUFAのCDに 対 す る包 接

率を求 める方法 を開発 した。種々のモル比で包括

粉末化 したLAお よびEEに ついて,本 法に よっ

て包接率 を求 め,そ れ をCD/LAま た はCD/EE

のモル比 に対 してプ ロッ トした(Fig.6)。 図 中の
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数字 付 きの直 線 は,1分 子のPUFAに 数字 で示

した分子数 のCDが 不可逆的 に結合 した ときの関

係 を示 す。 これらの結果 より,1分 子のLAに は

1～2分 子 のCDが,ま た1分 子 のEEに は3

～4分 子のCDが 結合 している と考え られ る。

Fig.6Relationshipbetweenthemolarratioof

cyclodextrin(CD)to]inoleicacid(LA)orto

ethyleicosapentaenoate(EE)intheencapsulat-

edsamplesandthefractionofLAorEEinclud-

edintoCD.

Thebrokenlines≪-ithnumbersindicate

therelationshipsdeterminedfromtheassump-

tionthatonemoleculeofLAorEEirreversibly

formedacomplexwithCDmoleculesof

lavelednumber.

また,TG法 によって求 めたPUFAの 包接 率

と 臨 との間 には良好 な相関が認 め られ た。 この

ことは,長 時間を要す る酸化安定性試験 に代わ っ

て,簡 単 でかつ短 時間で 結果の得 られ るTG法

に よって包括接粉 末化 物中で のPUFAの 包接率

臨 を測 定すれ ば,酸 化が どの程度抑制 され るか

を簡便に知 る ことがで きることを示 している。

ここでは,CDとPUFAと の相 互作 用 につ い

て述べたが,他 の多糖 とPUFAと の間 に も相互

作用の存在 を示唆す る結果を得ている。 しかし,

まだ十分 にはまとまってお らず,今 後 さ らなる検

討 を重ねたい。

7.結 言

極めて酸化 され易い高度不飽和脂肪酸 またはそ

れ らのエステル を多糖 やタンパ ク質な どで包括粉

末化する ことによって,そ れらの酸化を大幅 に抑

制 で きる ことを実験 的に検証 した。各 種PUFA

の酸化過程 を記述す る反応速度式 を提出する とと

もに,速 度パ ラメー タを決定した。 また,包 括粉

末化脂質 中での酸素の拡 散係数 を求めた。 これ ら

の知見に基づ き,包 括粉末化脂質の酸化過程をシ

ミュレー トしたところ,包 括剤乾燥層の酸素の拡

散に対 する抵抗 のみで は酸化抑制効果 を説明で き

ない場合 があることを明 らかにした。その要因の

一っ として
,PUFAと 包括剤 との相互 作用 を取

り上げ,CDで 包括粉 末化 した場 合に は,PUFA

とCDが 包接体 を形成 し,酸 化に対 して極めて安

定 になる ことを明 らか にした。

エイ コサペ ンタエン酸や ドコサヘキサエ ン酸な

どは,ご く僅 かに酸化 されただけで も受 け入れ難

い異臭を生成 する。 したがって,そ れ らの利用 を

図 るうえでは,酸 化 をほぼ完全に抑制す る必要が

あ る。本研究 で得 られた知見をも とに,さ らに酸

化抑制効 果の高 い包括粉末化技術 の確立 を目指 し

て研究を継続 してい く所存である。

最後に,本 研究 に対 しましてこ助成 を賜 りまし

た浦上食品 ・食文化振興財団に厚 く御礼 申 し上 げ

ます。
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SuppressionofAutoxidationofPolyunsaturatedFatty

intoPowderyMatrixesofSaccharidesandProteins

AcidsbyTheirEncapsulation

Ryu1C111MltSUT10(FacultyofAgriculture,KyotoUniversity)

Muchattentionhasbeenpaidontheutilizationofpolyunsaturatedfattyacids(PUFAs)

infoodduetotheirphysiologicalfunctions.Ho≪ever,theyareverysusceptibletoautoxida-

tion,whichresultsinunacceptablerancidity-.Furthermore,someautoxidizedproductsare

harmful.Inthiscontext,supressionofautoxidationofPUFAsisinevitabletorealizetheir

utilizationinfood.

Inthisstudy,ithasbeenexperimentallydemonstratedthatencapsulationofPUFAsinto

powderymatrixesofsaccharidesandproteinscanlargelyretardtheirautoxidation.To

elucidatetheretardationmechanism,autoxidationkineticsofPUFAsanddiffusivityof

oxygenthroughtheencapsulatedsampleshavebeeninvestigated.

SomePUFAswasencapsulatedintopowder}・matrixesofvarioussaccharidesand

proteins,andtheirstoragestabilitieswereobserved.Theencapsulationcouldlargelyretard

theautoxidationofPUFAs.Forexample,ethyleicosapentaenoate(EE)encapsulatedwith

pullulandidnotautoxidizeforfourweeks,althoughEEnotbeingencapsulatedwascom-

pletelyoxidizedwithinthreedays.Pullulanwasalsoeffectivetoretardtheautoxidationof

methyllinoleate,butnottoretardtheautoxidationoflinoleicacid(LA).Likethis,the

extentofretardationofPUFAautoxidationbyencapsulationdependedonacombinationof

aPUFAtobeencapsulatedandanentrappingagent.

AutoxidationkineticsofPUFAs,whichwerenotencapsulated,havebeenstudied.

Entireautoxidationofn-6PUFAscouldbeexpressedbydY/dt=‐k,Y(1‐Y),whereY

isthefractionofunoxidizedPUFA,fisthetime,andk,istherateconstant.Therate

equationwasapplicabletothefirsthalfofautoxidation(Y≧0.5)ofn-3PUFAs,butnot

forthelatterhalf(Y≧0.5).Thelatterhalfcoul(量beexpressedbydy!d'=-kzY,where

kzistherateconstant.Thek,andkzvaluesofPUFAswereobservedatvarioustempera-

tures,andtheapparentactivationenergiesandthefrequencyfactorsforthe々Iand々2were

evaluated.Theapparentactivationenergieswereinarangeof50to60kJ/mol.Therewas

atendencythatthefrequencyfactorwaslargerwiththeincreasingunsaturationofPUFA.

Thediffusioncoefficientofoxygenthroughencapsulatedsampleswasestimatedtobe

10　 11to10-lom2/s,

Basedontheknowledgesontheautoxidationkineticsandthediffusivityofoxygen,the

autoxidationofencapsulatedPUFAswascalculated.Thecomparisonofcalculatedautox一
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idationwithexperimentaloneindicatedthatthediffusionalresistanceofthedehydrated

layerofentrapPingagenttooxygenwas,inmanycases,notonlyafactorfortheretardation

ofautoxidationofPUFAsbyencapsulation.

InteractionbetweenaPUFAandanentrappingagentwithintheencapsulatedsample

wassupposedtostabilizethePUFAagainstautoxidation.TheinteractionbetweenLAor

EEandcyclodextrins(CDs),whicharewellkno"・ntoforminclusioncomplexeswith

phydrophobicsubstances,wasstudied.VVedevelopedathermogravimetricmethodtoesti-

matethefractionofPUFAincludedintoCD.AutoxidationofPUFAsencapsulatedwith

CDs,whichwasfollowedby-gaschromatography-,levelledoffataspecificfractionof

unoxidizedPUFA.ThelevelwasrelatedwiththemolarratioofPUFAtoCD.These

observationsindicatedthatonemoleculeofLAinteractedwithoneortwomoleculesofCD,

andthatonemoleculeofEEinteractedwiththreeorfourmoleculesofCD.Itwasshown

thatPUFAincludedintoCDwasextremelyresistanttoautoxidation.


