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ゼ、ラチン／マルトデキストリン共存系のゲルおよび

フィルムにおける相分離構造と物性との相関

藤藤健太l，木下友花l，釜口良誠2，水谷勝史2，中村卓I•

1暁治大学大学院農学研究科

2森下仁丹株式会社

Correlation of Phase-separated Structure and Physical Properties of 

Gelatin，ケ

Kenta Saita1, Yuka Kinoshita1, Ryosei Kamaguchi2, Masafumi Mizutani2 and Takashi Nakamura!< 

' Graduate school of Agriculture, Meiji University, 1-1-1 Higashimita, Tama, Kawasaki, Kanagawa 214-0033 

2 Osaka Techno Center, Morishita Jintan Co., Ltd., 2-11-1 Tsudayamate, Hirakata, Osaka 573-0128 

The purpos巴ofthis study was to clarify the relation between microstructure and physical prop巴rtiesof a food 
capsule shell-model that can be used to form a wet-g巴lor a dry-film. Gels and films were prepared using a 
gelatin/maltodextrin mixed system. Th巴 microstructuresof the gels and films were observed by confocal laser 
scanning microscopy (CLSM}, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). 
Both the gels and films showed a phase-separated structure comprising a gelatin-rich continuous phase and a 
maltodextrin-rich dispersed phase. The size of the dispersed-phase tended to increase with increasing 
maltodextrose molecular weight. Furthermor巴， thefilm structure was quantified and classifi巴dsequentially by its 
phase-separated structure based on average longest diameter (ALD) of the disp巴rsedphase . macro (DE4, ALD : 9.7 
μm), semi-macro (DEl, ALD : 4.7 μm), micro (DE16, ALD : 1.7 μm), and homo (DE18, no phase separation). The 
fractur巴ddistortion decreased as the average longest diameter of the dispersed phase in the film increased. A 
decrease in the area ratio of the continuous phase was concomitant with an increase in the dissolution tim巴andthe 
load at low distortion. Th巴seresults suggested that the size of th巴maltodextrin-richdispersed phase of gels and 
films can be controlled by choosing the appropriate molecular weight of maltod巴xtrin.Furthermore, it b日cameclear 
that the phase separated structure of films altered the physical properties of the film such as crumbliness, hardness, 
and insolubility. (Received Sep.10, 2013; Accepted Dec. 24, 2014) 
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食用カプセルに求められる機能性には，内容物の品震保

持，栄養強化，フレーパー（味・香り）強化，外観美，テ

クスチャー（食感）などがあるやこれら機能性を得るた

めには，カプセル外側の皮膜（Shell）の構造を制御する必

要がある．この被膜には湿潤ゲルの段階と，それを乾燥し

て調製したフィルムがある．また フィルムを形成する成

分としてタンパク質や多糖類が用いられている山一般的

に，食品素材であるタンパク質や多糖類が共存すると相分

離を起こすことが知られている4）～7：タンパク質であるゼ

ラチンは，食用カプセjレの原料に用いられる代表的な皮膜

物貿である．その理由として ゼラチンが熱可逆的なゾル

／ゲル変換機能と優れた皮膜形成機能を有することが挙げ

られる．また，マjレトデキストリンは澱粉の加水分解物で

あり，ゲル化しない多糖類であるが，皮膜形成能を有する

これらゼラチン／マルトデキストリン共存系の相分離

に関する研究は，共焦点レーザー走査顕微鏡（CLSM）観

察により，球形のマルトデキストリンーリッチ分散相

(Maltodextrin-rich dispersed phase）とゼラチンーリッチ連

続桔（Gelatin田richcontinuous phase）をもっ相分離構造を

形成することが報告されている8）～少さらに，成分濃度，分

子量，温度のゼラチン／マjレトデキストリン相分離形成と

転棺とゲル物性への影響が報告されているlト回しかし

分散相の大きさと共存ゲルの破壊物性の関係についてはほ

とんど報告されていない さらに，これら報告はゲルを対

象とした低屈形分濃度（ゼラチン濃度 話 回 %(w/v），マ

ルトデキストリン濃度：；豆25%(w/v））での相分離に関す

1〒214-0033神奈川県JIJ1!1崎市多摩区東三田 11 1, 2〒573-0128大阪府枚方市津閉山手2…11-1
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るものであり，高固形分濃度であるゲルやフィルムを対象

とした相分離に関する報告は少ない．カプセルの外側の皮

膜構造を制御するためには，湿潤ゲツレとそれを乾燥し調製

したフィルムの両方に関する研究が必要と考えられる．そ

こで本研究では，乾燥前のゲルと乾燥後のフィルムの関係

を明らかにすること，さらに，フィルムの相分離構造と物

性の関係を明らかにすることを目的とした 具体的には，

加水分解程度が異なるマルトデキストリンを用いて，ゼラ

チン／マルトデキストリンの高濃度のゲルと，湿潤ゲルー

シートとそれを乾燥して調製したフィルムについて相分離

構造と物性を分析したこのような可食性フィルムの相分

離構造を制御することができれば，食用カプセルの物性，

さらには求められる機能性を制御できると期待される

実験方法

l. 材料

ゼラチン（以下 G）は豚皮由来の 240ブルームの酸処理

ゼラチンを用いた．マルトデキストリン（以下 M）は澱粉

の分解程度の指標であるデキストロース当量（DE）が異な

るDE4（平均分子量・ 8500),DEll （平均分子量： 1700)' 

DE16 （平均分子量： 1llO), DE18 （平均分子量： 910）の

4種類を用いた（以下，各 DEMで示した）．グリセリンは

乾燥フィルムやカプセルにした時（乾燥した時）のひび割

れ防止の可塑剤として用いた グリセリン等の可塑剤は軟

カプセル製造によく用いられている川 ローダミン Bは特

級品をナカライテスク株式会社より入手した

2. ゲル，ゲルーシート，フィルムの調製

(1）ゲルおよびゲルシートの調製

最終濃度がゼラチン 20%(w/w），マル トデキストリン

10% (w/w），グリセリン 4%(w/w）になるように溶液を

調製した．ピーカーに蒸留水，グリセリン，マルトデキス

トリンの順に添加して，室温で撹持し溶液としたその溶

液にゼラチン粉末を添加し 室温で 15分間膨潤させた

その後， 80℃の恒温機に入れて約 45-50℃まで加熱し，ゼ

ラチンを完全に溶解した 蒸発した水分を補填した後，こ

の共存溶液を約 10分間で 60℃に達する様にホットスター

ラーで加熱撹祥したこの共存溶液を 5mL容量のシリン

ジを用いて素早くマイクロチューブ（容量 2mL，直径 10

mm）に分注した．分注後， 60℃の恒温槽で 10分間保持し

た ゲルを調製する場合には，このチューフ’を氷水中で、 10

分間冷却し 5℃の冷蔵庫で一晩保存してゲルを得た ゲ

ルシートを調製する場合にはマイクロチューブで 60℃の

恒温槽で 10分間保持した溶液を 75℃に加温した塩化ピ

ニル製の鋳型（内部.W90×D90×T0.35mm）に約 3g分

注したその後，直ちに氷水中に浸潰して鋳型の両面から

10分間冷却し， 5℃の冷蔵庫で一晩保存してゲルシー トを

得た また，フィルムを調製する場合には，塩化ピニル製

の鋳型の片側を外したゲルーシートを 25℃， 50%RHに調

Fig. 1 Schematic illustration of paddle method 

整した恒温恒湿器［PR-lK（日） エスペック株式会社］に

収納して 12時間以上乾燥した このとき，フィルムの水

分 12.0±0.5%前後になるように調整した．これは水分含

量を一定にすることで

ある 19！ 

3. 物性測定

(1）破断強度試験

クリープメータ（RE2-33005S，株式会社山電）と破断強

度解析ソフト WindowsVer. 2目Oを使用してゲルの破断強

度試験およびフィルムの突刺し試験を行った ゲルをマイ

クロチューブから取り出し 素早く薄刃の剃万で高さ約 5

mm，直径 lOmmの円柱に切り出し， 5℃の冷却プレート

上にのせて測定した．直径 3mmの円柱型プランジャー

(No. 4）を用いて， 20Nロードセル，測定速度 0.5mm/sで

ゲルの最初の高さの 99%まで垂直に貫入させ測定した

それぞれのゲルにつき 10回測定した

フィルムの突刺し試験は食品衛生法の器具および容器包

装の規格基準と， JASのレトルトパウチ食品の規格にある

突刺し強度試験に従ったII フィルムを塩化ピニル製の鋳

型から外し，厚さをマイクロメータで測定し厚さ 0.100±

0.05mmのフ ィルムを選び， 30×30mmに切り出した．こ

のフィルムを突刺し用の下部受け台（受け穴直径 ¢10mm)

に挟んだ、．上部針直径φ1mm，先端R0.5mm球のフィル

ム突刺し用プランジャー（RP01）を用いて， 20Nロードセ

ル，測定速度 0.5mm/sで lOmm変形させ測定した．それ

ぞれのフィルムにつき 10回測定した．

(2）溶解試験

溶出試験器（NTR-1000，富山産業株式会社）でゲルおよ

びフィルムの形が崩れる様子をデジタルカメラの撮影速度

50fpsで動画を取得した．その動画で、ゲルおよびフィルム

の形が崩れた時間を確認し溶解時間とした 溶解試験の条

件は第十六改正日本薬局方のパ ドル法に準拠した（Fig.l)や
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フラスコ底とパドルとの距離は 25±2mmとした．マイク

ロチューブからゲJレを取り出し素早く薄刃の剃万で5×5

×5mmに切り出して， 37土0.5℃の蒸留水700mL中に浸

潰した．パドルの匝転数を 50rpmとした．透明なポリス

チレン製シートにフィルム（10×10×OlOOmm）の先端2

mmをテープで固定し 37土0.5℃の蒸留水700mL中に浸

漬した．このとき，フィルム下端とパドルとのNg離を 25±

2mmとした．パドルの間転数を lOrpmとした．それぞ

れのゲルおよびフィルムにつき 10剖測定した．

4. 構造観察

(1)共焦点レーザー走査顕微鏡（CLSM）による成分分

布観察

ゼラチンを染色するために，ローダミンち溶液を最終濃

度が0.3μg/mlになるように添加したーこのローダミン B

濃度でゼ、ラチンゲルの破断特性に影響がないことを確認し

た．染色したゲルまたはゲルシートを薄刃の剃刀で l

mm以下に切り出し，切断面を観察した 5×l×O lOOmm 

に切り出したフィルムの両端を接着剤でスライドガラスに

閤定して切断面を観察した

これらの観察には CLSM(FVlOOOD，オリンパス株式会

社）を用いた．レーザー光源は半導体レーザー（励起波長

558nm，蛍光波長 575nm）を用いた 倍率60倍の油浸対

物レンズ（関口数 1.35）および倍率 10倍の接眼レンズを用

いた．

(2）走査型電子顕微鏡（SEM）によるゲルの微細構造観察

ゲルを薄刃の剃刀で約 I×2×5mm角に切り出し， 1%

(v/v）グルタルアルデヒド（GA）溶液に 5℃で一晩浸漬し

た後，蒸留水で、ニ回洗浄した 次に， 1% (w/v）四酸化オ

スミウム（Os04）溶液に 5℃で 90分間浸潰した後，蒸留水

で二回洗浄した．間定したゲルを 30%(v/v）ヱタノール

溶液で一回洗浄し，開溶液に 20分間浸演した同様の操

作を 50,60, 70, 80, 90, 95, 99% (v/v）エタノーjレ溶i液で

行った また，完全に脱水させるために無水エタノール溶

液にニ田浸i責した．脱水したゲルを酢酸イソアミルに 20

分間二回浸潰して溶媒置換した 臨界点乾燥装置 (JCPD-

5，日本電子株式会社）を用いて液体二酸化炭素でさらに置

換後，液体二酸化炭素を臨界状態にして乾燥した乾燥し

たゲルを割断して，カーボンテープを貼り付けた真銃製の

試料台（直後 12.5mm）に張り付け，まわりをカーボンベー

ストで補強した．その後 オスミウムプラズマコーター

(NL-OPCSON，フィルジェン株式会社）を用い，コーテイ

ング膜厚を約 lOnmにして四酸化オスミウムを蒸着した

SEM (JSM6700-F，宮本電子株式会社）を用いて，加速電

圧 3kv，エミッション電流 lOμAで試料を観察した

(3）透過型電子顕微鏡（TEM）によるフィルムの微綿

構造観察

WlO×D5mmに切り出したフィルム（4枚）の先端 2

mm程を容器のフタに両面テープで貼りつけた. GA国

定， Os04固定の順に蒸気屈定を行った. GA国定では，ポ

リスチレン製小カクテル容器に 50%(v/v) GA溶液（20

μL）を入れ，フィルムを貼りつけた面を下向きにしたフタ

で、護った（7日間） Os04固定では，秤量ぴん内に GA屈

定後のフィルムを上向きの状態に置き，割断した Os04結

晶（lOOmg）入りのアンプルとともに密封した（14日間）．

この Os04固定により問時に導電染色された．続いて，エ

ポキシ樹脂による樹指包埋を行ったエポキシ系樹脂とし

て， Epon812:12.7 g, DDSA (Dodecyl Succibic Anhydride) : 

4.2g, MNA (Methyl Nadic Anhydride) 7.6g, DMP-30 

(Dimetyl Aminometyl Phenol) : 0.4 gを配合した プロピ

レンオキシドとエポキシ樹脂の比率を 1: 1で混合した液

に蒸気二重国定したフィルムを浸漬した後，さらにエポキ

シ樹脂に浸漬した．その後エポキシ樹脂の入ったシリコン

平板包捜板にフィルム断面が切断される方向に沈め， 37℃

で 12時間， 45℃で 12時間， 60℃で 24時間というように段

階的に加熱して樹脂を硬化させた 樹脂包捜したたフィル

ムを，ダイヤモンドナイフを用いてウルトラミクロトーム

(LEICA UL TRACUT UCT, Leica Microsystems t生）によ

り厚さを約 500nmに超薄切片化した. TE担 (JSM2010,

日本電子株式会社）を用いて，加速電庄 140kVで観察した

5. 画像のニ値化処理

3D商f象角卒中斤ソフト Tri/3D-BON（ラトツクシステムエ

ンジニアリング株式会社）を用いて画像を二値化した分

散相の平均長径（μm），単位面積当たりの分散相数（／1000

μm2），分散相および連続相の各領域比率（%）を算出した

6. 統計処理

有意差検定には，統計解析ソフト IBMSPSS Statistics 20 

（日本アイ・ピー・エム株式会社）を用いた．ゲルおよびフィ

ルムの物性について多変量分散分析または一元配置分散分

析を行ったその際， Leveneの等分散性の検定を行い，等

分散性の仮定される場合は Tukey法を，仮定されない場

合は Games悶Howell法を用いて多重比較した相関係数の

算出には，統計解析ソフト IBMSPSS Statistics 21 （日本ア

イ・ビー・エム株式会社）のピアソンの積率棺関係数（r)

を用いた，南側検定にて桔関係数の有意性を検定した

実験結果および考察

1. ゲル構造の分類と物性の関係

異なる DE値〔DE:4・11・16・18］のマルトデキストリ

ンとゼラチンの共存ゲルの CLSMとSEMによる観察画像

をFig.2に示した. CLSM画像において，明るく白い部分

はローダミン Bにより蛍光染色されたゼラチンを，暗く

い部分は染色されないマルトデキストリンを示している

DE4-M 添加ゲjレにおいて最大で車笥50μmの球形のマル

トデキストリンリッチ分散相が観察された DEll同M添

加ゲルの分散相サイズは最大で車径 lOμmであった

DE16-M 添加ゲルと DE18司M 添加ゲルの各 CLSM間像で
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CLSM （×600) SEM（×Sk) 

DE4-M 

DEll-M 

DE16-M 

-lOμm 

DE18-M 

Fig. 2 Gelatin/maltdextrin mixed gels used different maltodextrin with dextrose equivalent (DE : 4, 11, 16 and 18) 

Left column CLSM images (component distribution) 
Right column SEM images 

CLSM 

Bright Gelatin-rich continuous phase 

Dark . Maltodextrin-rich disp巴rsedphase 

Abbreviations are the same as in Table 1. 

は全体が蛍光染色され，倍率 600倍ではどちらも分散相が

観察されなかった SEM画像（倍率 5000倍）において，

DE4-M 添加ゲルと DEll-M添加ゲルでは CLSM画像と同

様の分散相サイズが観察された一方， CLSM画像では分

散相が見られなかった DE16-M添加ゲルでは， SEM画像

において直径 0.11 μm程度の分散相が観察された

DE18-M 添加ゲルの SEM画像においてこの様なミクロ相

分離は見られず，均質なゼラチンの連続構造が観察された

つまり， DE18-M 添加では相分離を生じないが， DE16-M

添加により光学顕微鏡では観察できないミクロレベルの相

分離を生じた．以上のように異なる DE値（＝分子量）の

マルトデキストリンを用いることで，分散相サイズの異な

るゲル構造［マクロ相分離構造（DE4-M添加），セミマク

ロ相分離構造（DEll-M添加）， ミクロ相分離構造（DE16-

M 添加），均質構造（DE18-M添加）］を作製できることが

明らかとなった

Fig. 3にマルトデキストリン添加ゲルの破断強度試験に

おける代表的な応力歪曲線を示した歪の増加と共に応

力は増加した後減少しまた上昇した．初めに応力が増加

から減少に変化する点を破断点，続いて減少から増加に変

化する点をもろさ点としたこの応力一歪曲線から得られ

た歪 0.6での応力，破断点での破断応力，破断歪，もろさ応

力，さらにゲlレの 37℃蒸留水への溶解時間を Tablelに示

した もろさ応力は破断点ともろさ点の応力の差として定
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Fig. 3 Stress-strain curves of gelatin/ maltodextrin mixed gels with different dispersed phase size 

DE4-M（一一一一），DEll-M （ー・一）， DE16-M （一一一一）， DE18-M （・・一…・）
Bar represents standard deviations. 

Abbreviations are the same as in Table 1. 

Table 1 Physical properties of various gels 

Fracture properties Solubility 

Gel sample Stress at 0.6 strain Breaking stress Breaking strain Stress of brittleness* Dissolution 
(kPa) (kPa) （） (kPa) time (s) 

DE4M 385±233 951±48a 0.841土o.s1a 529±403 51±23 

DEll M 436± 13b 698士43b 0.743土l.5lb 16±13b 43±2b 

DE16M 479±30c 1265士262ac 0.857±2. ooac 256± 129c 39±2c 

DE18-M 481±49b 1478± 136c 0 .877± l .43c 499±57" 35±ld 

Valu巴Sare given as mean土SD(n=lO)

Di妊巴rentletters in the same column indicate significant differences （戸＜0.01).

DEn-M, Gel prepared with maltodextrin with DE of n. 

てStressof brittleness means the differ巴ncestress from breaking point to brittleness point. 

義され，もろさ応力が大きいほど破断点後の応力低下が大

きく， もろい食感であると考えられているや

DE4-M 添加ゲルでは歪 0.6での応力が最も低かった （p

<0.01). これは 5℃で液体であるマルトデキストリンー

リッチの分散相の直径が50μmと大きく，流動変形し易

かったためと考えられる DE-llM 添加ゲルでは，他のゲ

ルよりも破断点の応力 －歪 さらにもろさ応力が低かった

（ρ＜ 0.01). DE-llM 添加ゲルは直径 lOμm程のセミマク

ロ分散相が多数存在していた そのため，分散相聞に連続

相の短い亀裂が多数生じ，低応力と低歪で破断点を生じた

と考えられる 一方，短い亀裂は連続相を一気に破壊しな

いため破断点後の応力低下が小さい，すなわちもろさ応力

が低かったと考えられる. DE16-M 添加と DE-18M添加

のゲルの間で，歪 0.6での応力，破断応力，破断歪について

は有意差が認められなかった．しかしもろさ応力は

DE16-M添加ゲルの方が低かった （p<0.01).分散相サイ

ズが直径 0.11 μm程度と小さい場合，分散相連続相の界

面における亀裂形成に寄与しないと考えられる．しかし

ミクロサイズの分散相が連続相に生じた亀裂の伝播を緩和

したためもろさ応力が低かったと考えられる．

ゲル溶解性については DE-18M添加ゲル＜DE-16M添

加ゲル＜DEllM 添加ゲル＜DE-4M添加ゲルの順に溶解

時間が長くなった（戸＜0.01). つまり大きな分散相をもっ

ゲル構造の方が，溶けにくい傾向を示した これは大きな

分散相の存在により 連続中目のゼラチンの濃度が高くなり，

ゼラチンのネットワーク密度が上昇したためと考えられる

以上の様に分散相の異なるゲル構造（マクロ相分離構造，

セミマクロ相分離構造， ミクロ相分離構造，均質構造）と

物性の聞の関係が明らかとなった．これら結果をもとに，

マルトデキスト リンの分子量を選択することで，ゲルの構

造と物性を制御できると考えられる．

2. ゲルーシートおよびフィルムの構造分類

異なる DE値［DE・4・11・16・18］のマルトデキストリ

ンを用いたゼラチンとの共存ゲルーシー トおよびフィルム

の CLSMによる成分分布の観察画像を Fig.4に示した

CLSM画像の明るく白い部分は，ローダミン Bによ り蛍光

染色されたゼラチンを示している DE4-M 添加ゲルーシー

トでは，最大で直径 50μm程の球形のマルトデキストリン

ーリッチ分散相が観察された DEll-M添加ゲルシートで

は，最大で直径 lOμmの分散相が観察された DE16M添
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DE4-M Gel-sheet Film 

DEll-M 

DE16-M 

DE18-M 

Fig. 4 CLSM images of gelatin/maltodextrin mixed gel-sheets and films used different 

maltodextrin with dextrose equivalent (DE: 4, 11, 16 and 18) 

Left column Gel-sheet 

Right column Film 

Bright Gelatin-rich continuous phase 

Dark ・ Maltodextrin-rich dispersed phase 
Abbr・巴viationsar巴th巴same as in Tabl巴 1 

加ゲルシートでは最大で直径 lμm程の分散相が観察さ

れた DE18-M 添加ゲルーシートでは，分散相が見られず，

全体が明るく白色に染まっている様子が観察された この

ように配合したマルトデキストリンの DE値が小さい，す

なわち高分子量である程 相分離した分散相の直径が大き

い傾向が見られた これは，Fig.2で示したゲルでの結果

と一致した

一方， DE4-M添加フィルムでは，最大で長径 50μmの

楕円形の分散相が観察された DEll-M 添加フィルムで

は，最大で長径 lOμmの楕円形の分散相が観察された こ

のことから，ゲルーシートを乾燥してフィルムにすると，分

散相の形状が球体から楕円体に変化することが明らかに

なった．このようにフィルムの乾燥面に対して垂直に切断

した面においてフィルムの伸展方向に楕円形の分散相が観

察された原因は，ゲルーシートが乾燥してフィルムになる

ことで，断面の厚さが約3分の lに収縮したためと考えら

れる DE16・18M添加フィルムでは，全体が明るく白色

に染まっている様子が観察された DE16-M 添加ゲルー

シートにおいて最大で直径 lμm程の球形の分散相が観察

されたことから， DE16叩M 添加フィルムにミクロレベルの

フィルムの伸展方向に楕円形の分散相が存在していると考

えられる．

Fig. 5にフィルムの冷却面付近の TEMによる微細構造

の観察画像を示した TEM画像の黒い部分は四酸化オス

ミウムにより導電染色されたゼラチンを，白抜き部分はゼ

ラチン濃度の低いマルトデキストリンーリッチ相を示して

いる DE16-M 添加フィルムに最大で長径 l-2μmのミク

ロレベルの楕円形の分散相が観察された. DE18-M 添加

フィルムでは，全体が黒く染まっている様子が観察され，

ミクロレベルの分散相は観察されなかった これらフィル

ム構造の数値化データ［分散相の平均長径（μm），単位面

積当たりの分散相数（／1000μm2），分散相および連続相の

各領域面積比率 （%）］と構造の分類を Table2に示した．

分散相の平均長径が大きい程，単位面積当たりの分散相数
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Table 2 Structural characterization of various films 

Av巴rag巴longestdiameter Numb巴rof dispersed Area ratio (%) 
Film sample 

of dispers巴dphase (μm) phases (11000 μm2) Dispersed phase Continuous phas巴

DE4M 9.7 10 25 75 

DEll M 4.7 19 10 90 

DE16-M 1. 7 57 4 96 

DE18-M 100 

DEn M, Film prepared with maltodextrin with DE of n (Abbreviations are the same as in Table 1）。

へNodispersed phase. 

DE4-M 

×5k 

DEll-M 

×5k 

DE16 M 

×lOk 

DE18-M 

×10 k 

Fig. 5 TEM images of gelatin/maltodextrin mixed films 

used different maltodextrin with dextrose equiva-
lent (DE : 4, 11, 16 and 18) 

Dark : Gelatin rich continuous phase 

Bright Maltod巴xtrinrich dispersed phase 

Abbreviations are the same as in Table 1. 

が減少した さらに分散相の平均長径が大きい程，分散相

の領域面積比率が増加し連続中目の領域比率が減少した

分散相の平均長径と連続相の領域面積比率の聞に強い負の

相関がみられた（r＝一0.996＂， ρ＜0.01).この連続相の領

域面積比率の減少に伴い連続相のゼラチンのネットワーク

密度が高まっていると考えられる。以上のフィルム構造を

ゲルおよびゲルシー トと同様に分散相の平均長径の大き

いものから順にマクロ相分離構造（DE4M添加，平均長径

9.7 μm），セミマクロ相分Vllt構造（DEll-M添加，平均長径

4.7 μm), ミクロ相分離構造（DE16-M添加，平均長径 1.7

μm），均質構造（DE18-M添加；無）と分類した

3. フィルムの物性

異なる DE値 （4,11, 16. 18）のマルトデキストリンを用

いて作製したゼラチン共存フィルムの突刺し試験の荷重

変形距離曲線を Fig.6に示した また，この荷重変形距

離曲線から得られた破断荷重，破断変形距離，変形距離0.5

mmにおける荷重と，さらにフィルムの水分と 37℃蒸留水

への溶解時間を Table3に示した 破断荷重は DEllM添

加フ ィルムが高い傾向を示したが，使用したマル トデキス

トリンの DE値の違いによる荷重差は小さかった．一方，

破断変形距離は，使用したマルトデキストリンの DE値が

小さい，すなわち高分子量のマルトデキストリンである程

有意に低かった（Tab！巴 3，ρ＜0.01).フィルムの破断前の

一定変形距離0.5mmにおける荷重は，使用したマル トデ

キストリンの DE値が小さい程有意に高かった（Table3. 

ρ＜0.01). また，フィルムの溶解試験において，使用した

マル トデキストリンの DE値が小さいフィルム程，蒸留水

への溶解時聞が長くなる傾向を示した．

4. ゲルとフィルムの物性の相関

Fig. 2とFig.4に示した様に，ゲルとフィルムは類似の

相分離構造を示した．そこで， Fig.7に（a）破断応力／荷

重，（b）破断歪率／距離，（c）破断前の一定匝離の応力／荷

重，（d）溶解時間についてゲルとフィルムの相関性を示し

た破断点における（a）破断応力／荷重，（b）破断歪率／距

離ではゲルとフィルムに相関は見られなかった（Fig.6 (a). 

r＝一0.465; (b). r=0.402，ρ＞0.05). つまり，相分離構造

の破壊すなわち亀裂の形成機構はゲルとフィルムで異なる

と考えられる 破断点前のゲルの応力とフィルムの荷重の

関係では，負の相闘が見られた（Fig.6 (c). r= -0.956本，

p<0.05). この負の相関の理由として，66%の水を含むゲ

ルでは，分散相がマルトデキストリンリッチの溶液すな

わち流体である つまり，分散相は流動変形しやすい そ

のため，分散相サイズが大きいゲル程，低応力で変形しや

すく軟らかくなったと考えられる 一方，ゲルを乾燥して
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Fig. 6 Load-distortion curves of gelatin/maltodextrin mixed films with different dispersed phase size 

DE4-M（一一一）.DEll-M （ー・ー）.DE16-M （一ーーー）， DE18-M （・・・ー） 

Bar repr前回tsstandard deviations. 

Abbreviations are the same as in Table 1 

Table 3 Physical properties of various films 

Fracture properties Solubility 

Film sample* 
Moisture 
content(%) Load at 0.5mm Breaking Load Br巴akingdistortion Dissolution 

(N) (N) (mm) time (s) 

DE4-M 2 .14±0. 33° 1. 97±0.22° 8.10±0.58° 1.14士0047a 55±2a 

DEll-M 2.03±0 .29• 1.72±0.llb 9.10±0.60b 1.24±0. 037b 49±lb 

DE16-M 2.09±0.34a l.52±0.13c 8. 53±0.41 ab 1.32±0. 031 c 43±3c 

DE18-M 2.07±0 .22• l.32±0.09d 8. 44±0. 53ab l.37±0.02ld 40±2c 

Values are given as m巴叩±SD(n=lO). 

Differ巴ntJett巴rsin th巴samecolumn indicate significant diff，巴rences（戸＜0.01)

場’ Abbreviationsare th巴sameas in Tabl巴1.

調製したフィルムでは，分散相サイズの大きいフィルム程

連続相の領域が少なく，結果としてゼラチンネットワーク

密度が上昇したため，変形しにくくかたくなったと考えら

れる 溶解時間では（Fig.7 (d）），ゲルとフイムルの間に

正の相関が見られたつまり，ゲルもフィルムも分散相サ

イズが大きい程溶解時聞が長く，溶けにくかった （Fig.7 

(d) . r=0.990**, p<0.01). 溶解性試験は水中で行うため，

分散相のマルトデキストリンが溶液であるかどうかは関係

なく，連続相であるゼラチンネットワークの密度が高いほ

ど，水に溶けにくい傾向が見られたと考えられる．

5. フィルムの相分離構造と物性の関係

フィルムの構造（Table2）と物性 （Table3）の相関を

Fig.8に示した フィルムの破断前の一定変形距離0.5mm

における荷重と連続相の領域比率の聞に負の相聞が見られ

た（Fig.8 (a), r＝一0.969ホ， ρ＜0.05). このことから，連続

相の領域比率の減少に伴い 連続相のゼラチンネットワー

ク密度が相対的に上昇したため，破断前の一定変形距離に

おいてかたいフィルムになったと考えられる．フィルムの

破断変形距離と分散相の平均長径の聞に強い負の相関が有

意に見られた（Fig.8 (b), r= -0.995柿， ρ＜0.01). このこ

とから，フィルムの割れやすさには，分散相のサイズが大

きく影響すると考えられる．フィルムの溶解時間と連続相

の領域面積比率の聞に負の相闘が有意に見られた（Fig.8 

(c), r=-0.982ホ， p<0.05）. 破断前の一定変形距離の荷重

の場合と同様に，連続相の領域面積比率の減少に伴い，連

続相のゼラチンネットワーク密度が相対的に上昇したた

め，溶けにくいフィルムになったと考えられる．

Hashemiは，高分子フィルムにおいて破壊エネルギーを

亀裂の長さによって推定できることを報告しているm ま

た，この理論に基づき Plucknettらは，ゼラチン／マルトデ

キストリン共存ゲルの破壊構造観察から連続相分散相の

界面より亀裂が生じることを報告しているお！つまり，界

面構造の不整合により，ゲルが破壊したと考えられる．こ

のことから，ゼラチン／マルトデキストリン共存フィルム

の構造においても，分散相の大きさの違いが破断物性（荷

重一変形曲線の波形パターン）の差に繋がると考えられる

本研究のフィルムにおいて，分散相の平均長径が大きい，

すなわち分散相一連続相の界面が大きい程界面構造の不整

合が大きい そのため，より小さい変形で界面での応力集

中が起こり，その界面から連続相に大きな亀裂が伝矯した

ため，割れやすいフィルムになったと考えられる また，

同時に分散相の領域面積比率が増加して連続相の領域面積
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比率が減少することによ って，連続相のゼラチンネット

ワーク密度が相対的に上昇したため，かたく，溶けにくい

性質のフィルムになったと考えられる．

以上のように，本研究ではゼラチン／マルトデキストリ

ン共存系において，マルトデキストリンの分子量を選択す

ることで，ゲルーシートの相分離構造の分散相の大きさを

制御できることが明らかとなった さらに，ゲルを乾燥し

て調製したフィルム（皮膜自体）の相分離構造における分

散相のサイズと連続相のネットワーク密度により，かたさ，

割れやすさ，溶けにくさといった物性を制御できることが

明らかとなった 今後，食用カプセルへの応用（カプセル

に求められる物性，機能性の制御）が期待される．

(d) 
（
凶
）

ω
E
Z
Z
O
Z三
。
的
問
石
田
乍
恒
一
一
弘

40 

35 

30' 
30 55 

Fig. 7 Correlation between physical properties of gels 

and films 

(a) Film breaking load -gel breaking stress 

(b) Film breaking distortion -gel breaking strain 

(c) Film load at 0.5 mm gel stress at 0.6 strain 

(d) Film dissolution time gel dissolution time 

e.DE4M，圃 DEllM : +. DE16-M，企， DE-18M

Abbreviations are the same as in Table 1. 

35 40 45 50 

Gel's dissolution time (s) 



200 日本食品科学工学会誌第 62巻第4号 2015年4月 ( 36 ) 

嬰約

本研究では食用カプセル皮膜のモデルとしての湿潤ゲル

と乾燥フィルムの相分離構造と物性の相関について明らか

にすることを目的とした．ゼラチン／マルトデキストリン

共存系のゲルとフィルムを作製し， CLSM. SEMおよび

TEMを用いて微細離構造を観察した また，クリープ

メータを用いて破断試験を行い DE伎が小さい高分子量

のマルトデキストリンを用いる程，ゲルおよびフィルムの

相分離構造のマjレトデキストリンーリッチ分散桔サイズが

大きい傾向が見られたこれらフィルム構造色分散相の

平均長住の大きいものから順に，マクロ相分離構造（DE4-

M 添加， 9.7μm），セミマクロキ目分離構造（DEll-M添加，

4.7 μm），ミクロ棺分離構造（DE16-M添加， 1.7μm），均質

構造（DE18-M添加，無）と分類した

ゲルとフィルムは，類似の棺分離構造を示したが，破断

強度試験での破断点には相関は見られなかった また，破

断前の一定変形距離でのゲルとフィルムの応力／荷重にお

いて負の相関が見られた蒸留水への溶解時間のゲルと

フィルムの間に正の相関が見られ，ゲルもフィ jレムも同様

に分散相サイズの大きいもの程溶解時間が長く，溶けにく

かった．

フィルムの破断変形距離は，マルトデキストリン分散相

サイズの大きいフィルム程短くなった．また，一定変形距

離での荷重と連続相の領域面穣比率の間，およびi容解．時間

と連続相の領域面積比率の潤にそれぞ、れ負の相関が有意に

見られたこのことから，連続相の領域面積比率の減少に

伴い，連続中日のゼラチンネットワーク密度が柏対的に上昇し

たため，かたく，溶けにくいフィルムになったと考えらる．

以上のように，ゼラチン／マルトデキストリン共存系に

おいて，マルトデキストリンの分子量（DE値）を選択する

ことで，ゲル…シートおよびフィルムの相分離構造のマル

トデキストリンーリッチ分散相（大きさと数）を制御できる

ことが鳴らかとなった．このフィルムの相分離構造の違い

により，かたさ，製れやすさ，溶けにくさといったフィル

ムの物性を制御できることが明らかとなった．
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