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卵白・寒天の共存ゲルにおける両連続相構造の形成と破断特性

森口奈津美，中村卓*

明治大学大学院農学研究科農芸化学専攻

Formation of Bicontinuous Phase on Egg White Protein/agar Co-gels 

and their Fracture Properties 

Natsumi Moriguchi and Takashi Nakamura* 

Meiji University Graduate School of Agriculture， 1-1-1 Mita， Tama， Kawasaki， Kanagawa 214-8571 

We investigated the phase separation of egg white prot巴in(EWP) / agar co-gel. We focus herein on the 
relationship between the continuous phase and fracture properties， as well as the formation of a bicontinuous phase. 
In this study， co-gels were prepared with seven different ratios of EWP and agar. The fracture properties of co-gels 
were analyzed by large deformation test. Gels were classified into thre巴groups: similar properties as EWP (group 1) 
or agar (group 3)， and novel properties (group 2). The microstructure of co-gels was observed by confocal laser 
scanning microscopy and sc叩 ningelectron microscopy. The results suggested that all co-gels had a phase 
separation structure and were also classified into three groups : EWP continuous phase (A)， bicontinuous phase (B) 
for both EWP and agar， and agar continuous phase (C). The three phase groups (A， B， C) corresponded respectively 
to the three groups (1， 2， 3) classified by fracture properties. The results demonstrated that the continuous phase 
component contributed to the physical fracture properties of co-gels， and the formation of a novel bicontinuous phase 
enhanced the mechanical strength of the phase-separated gels. (Receiv巴dOct. 16，2012: Accepted Feb. 6， 2013) 

Keywords : egg white protein-agar co-gel， phase separation， bicontinuous， fracture property， phase inversion 
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食品のおいしさは色，味，香り，食感(テクスチャー)

等の要因によって決定される.これらは，比較的に低分子

量の食品成分がおいしさに寄与する「化学的おいしさ」と，

比較的に高分子量の成分が寄与する「物理的おいしさ」に

大別される山中でも物理的おいしさである食感は，スー

プや飲料などの液状食品よりも豆腐やゼリーなどのゲル状

食品において，おいしさに大きく寄与することが明らかに

されているそまた，これら食感は加工により形成された食

品構造を岨鳴により破壊することで知覚される.そのた

め，分散，集合および配列状態の異なる食品構造が食感の

違いに大きく影響すると考えられる4)で

のかを理解する必要がある河川また，これらは単一成分で

用いられるだけでなく，食感に多様性をもたせる目的で併

用させることが盛んに行われている 17)-19) しかしタンパ

食品構造は，生体高分子であるタンパク質や多糖類を主

要な構成成分として形成されているト叩:これらは食品の

テクスチャーを調整，制御するテクスチャーモディファイ

ヤーとして多くの加工食品に用いられている日ロ:実際の

食品開発において，効率的に望む食品の食感を設計するこ

とが望まれており山4) タンパク質や多糖類がどのように構

造を形成するのか，またその構造がどのような食感を示す

干214-8571神奈川県川崎市多摩区東三田ト1-1
*連絡先 (Correspondingauthor)， nakataku@isc.meiji.ac.jp 

ク質と多糖類を併用すると水溶液同士でも w/wエマル

ションとみなせるタンパク質リッチ相，多糖類リッチ相に

分かれた相分離を起こすことが示されている却)21) すなわ

ち，タンパク質が連続相・多糖類が分散相，あるいはタン

パク質が分散相・多糖類が連続相をとる構造を形成する.

相分離構造では新たに界面が形成されるため，テクス

チャーにおいて単一成分の特性の相加にならず，狙った食

感を創造することが難しい.そのため，単独系とは異なる

多成分系での食品構造と食感の関係を明らかにすること

は，食品開発や製造において単に試行錯誤を繰り返すので

はなく，指標やイメージをもって効率的に食感設計するた

めの基盤になると期待される

我々は，タンパク質と多糖類を共存させたゲルを食品モ

デルとし，タンパク質と多糖類の相分離構造とその食感に

注目した.生体高分子の共存ゲルの破断特性について，多

くの研究では，小変形試験の結果が報告されている しか

し，実際の食品を食べる際には口の中で食品構造を大変形
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して破壊するため，小変形試験の結果を直接食感に結び付

けることは難しい13)15)22) そこで 本研究ではゲルを舌と口

蓋で潰す岨鴫モデルをイメージした大変形(破断特性)試

験を行なった.

また，タンパク質と多糖類の二成分共存させた系を対象

とした研究は盛んに行われている凶~やしかしタンパク

質・多糖類の混合比率を変化させ体系的にその構造と物

性に着目した研究は少ない.また タンパク質と多糖類共

存系においてホエータンパク質を用いた報告は多数あ

り13)お)刊ホエータンパク質と Kーカラギーナンとの共存ゲ

ルにおいては，連続相・分散相の相分離構造ではない，タ

ンパク質と多糖類のどちらもが連続相となる両連続相構造

をとることが報告されているや

そこで¥本研究では日本で食品添加物ではなく食品とし

て使われている卵白，寒天を用い，この両成分の相分離構

造に着目したこれら共存ゲルの連続相構造と破断特性の

相関を明らかにすることを目的とした.共焦点レーザ、走査

型顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用い，混合比率の変化

の連続相構造への影響を 舌と口蓋で潰す岨鴫を想定した

大変形試験を行ない，破断特性への影響を検討した

実験方法

1.材料

卵白は乾燥卵白 Kタイプ(キューピータマゴ株式会社)， 

寒天はゲルアップ]-1630(三栄源エフ・エフ・アイ株式会

社)を使用した. 50%グルタルアルデヒド溶液 (TAAB)，

2%四酸化オスミウム(千代田純薬株式会社)，ローダミン

B (ナカライテスク株式会社)を使用したその他試薬は

すべて特級を用いた.全ての水溶液調製には，蒸留水を使

用した

2. ゲル調製法

卵白粉末を材料濃度が 13%(w/w)となるように蒸留水

中へ分散させた後，寒天溶液の温度が混合により低下しな

いようにするため，ゲル化せずに， しかも卵白の変性温度

以下である 50
0

Cまで昇温した寒天粉末を材料濃度が3%

(w/w)となるよう蒸留水中へ分散させ， 10分間浸漬した

これを加熱沸騰後，蒸発した重量に相当する水を補填し

50
0

Cまで冷却し寒天水溶液を作製した 混合比と最終濃度

を示した Table1にある比率で各溶液を混合し，卵白・寒

天混合溶液を作製した直径lOmmの2ml容量のポリプ

ロピレン製チューブにこの溶液を入れ，恒温槽を用いて

95
0

C 10分間加熱したその後氷水にて 10分間冷却し

5
0

Cで一晩放置したものを分析用ゲルとした.

3. 破断特性測定

作製したゲルを 25
0

Cの恒温槽に 30分放置した後，チュー

ブから取り出し，かみそり(ニッケンかみそり株式会社製

厚さ O.lmm)にて直径 10mm，高さ 5mmの円柱状に成形

した クリープメータ RE2-33005s(株式会社山電)にて

Table 1 Blend ratio of egg white protein (EWP)-agar 

Blend ratio (by weight) Mixed gel concentration (%) 

13 %EWP : 3 %Agar EWP Agar 

70.0: 30.0 9.10 0.90 
67.5: 32.5 8.78 0.97 
65.0: 35.0 8.45 1.05 
62.5: 37.5 8.13 l.l2 
60.0: 40.0 7.80 l.20 
57.5:42.5 7.48 1.27 
55.0: 45.0 7.15 l.35 

破断強度試験を行なった.直径 40mmの円板型プラン

ジャー (No.2)を用い，圧縮速度 0.5mm/s，歪 0.99まで一

軸方向に圧縮した得られた応力歪曲線から破断強度解

析ソフトウェア Ver.2.0を用い 破断応力，破断歪を求め

た各ゲルにつき，少なくとも 24回以上測定した.

4. 成分分布構造観察

ローダミン B溶液をゲル中での最終濃度が0.5μg/mlと

なるように，卵白・寒天混合溶液に添加し，前述のゲル調

製法と同様にタンパク質染色ゲルを作製したーこのゲルを

直径lOmm，厚さ 1mmに切断し円板状試料を作製した

倒立共焦点レーザ走査型顕微鏡 (CLSM)FV1000-D (オリ

ンパス株式会社)を用いてゲルの画像 (512X512画素)を

取得した 光源は He/Neレーザー(励起波長 543nm，蛍

光波長 560nm)，10倍の接眼レンズおよび、40，100倍の対

物レンズを使用した画像解析ソフトウェア Tri3DBon 

(ラトツクシステムエンジニアリング株式会社)で画像の

領域抽出を行なった

5. 微細構造観察

作製したゲルを室温に戻した後，かみそりで 2mm角の

立方体に切断した.これを 2%(w/v)グルタルアルデヒ

ド溶液に 60分間浸漬させた後， 1 % (w/v)オスミウム溶

液に 90分間浸漬し，化学二重固定を行なった.次いで， 30 

% (v/v)， 50% (v/v)， 60% (v/v)， 70% (v/v) ， 80% (v/v) ， 

90% (v/v) ， 95% (v/v)のエタノール溶液に各20分間浸

漬した後， 100% (v/v)エタノール溶液に 2回浸漬させて

脱水した その後，酢酸イソアミルに 20分間 2回浸漬さ

せ，溶媒置換した臨界点乾燥機]CPD-5(日本電子株式会

社)を用い，液体 CO2に置換後，臨界点乾燥した 乾燥し

た試料をピンセットで割り，この割断面を上にし，直径

12.5mmの試料台にカーボンテープで貼り付けた.さら

に，オスミウムプラズマコーター NL-OPC80N(フィルジ、エ

ン株式会社)を用い，オスミウムの膜厚がおよそlOnmと

なるよう蒸着した 電界放射形走査型電子顕微鏡 (SEM)

]SM-6700F (日本電子株式会社)を用いて，加速電圧 3kV，

照射電流7μAで観察した.

6. 統計処理・解析

統計処理には， IBM SPSS Statistics Ver. 19 (日本アイ・
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Fig. 1 Stress-strain curves of egg white protein-agar concentration 

9.10%-0.90% (口).8.78%一0.97% (X)， 8.45 %-l.05 % (く))，8.13 %-1.12 % (一)，7.80%一l.20%(ム)，
7.48 %-l.27 % (+) and 7.15 %ーl.35%(0). 

は，歪の増加に対し応力の増加率が小さくなる降伏点が歪

0.3付近に現れ，その後は応力がほぼ一定である延性破断

を示した(グループ II) 卵白ー寒天濃度 7.80%-1.20%，

7.48%-1.27%および7.15%-1.35 %では歪 0.25付近で明確

な破断点を示した(グループill) 以上の結果から卵白と

寒天の混合比を変化させると，応力ー歪曲線において破断

特性の異なる 3種類のパターンが表れることが明らかと

なった.

小変形領域の歪 0.2，破断後の応力変化に試料開の違い

が表れる歪 0.4，構造が壊された歪 0.7における応力値を

Table 2に示した.歪 0.4および歪 0.7での応力では，一元

配置分散分析により 3つのグループに分かれる傾向にあっ

た.さらに，査 0.2， 0.4， 0.7の応力をクラスター分析した

結果， A， B， Cの3グループに分類された これらは，破

断点の異なる 3つのグループ 1，II， illにそれぞれ一致した.

次に，単独ゲルと共存ゲルを比較するために卵白単独ゲ

ル，寒天単独ゲル，各卵白・寒天の共存ゲルの応力歪曲線

をFig.2~4 に示した グループ Iに属する卵白寒天濃度

9.10%一0.90%および 8.78%-0.97%では，低歪領域におい

て共存ゲルの応力は，卵白単独ゲルと寒天単独ゲルの応力

よりも高くなったが，各単独ゲルの応力の和程度であった

(Fig. 2). また，寒天単独ゲルでは歪 0.25付近に破断点を

示したが，卵白単独ゲルは歪の増加に伴い応力が増加する

だけで，破断点を示さなかった 共存ゲルでは卵白単独ゲ

ルと同様に破断点を示さなかったー Fig.3にグループEに

属する卵白一寒天濃度 8.45%-1. 05 %および 8.13%一1.12%

r
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Stress of EWP-Agar co-gels when strain is 0.2， 

0.4， 0.7. 

Table 2 

Stress (kPa) Concentration 
EWP.Agar 

1O.O::tO.9a 23.4::tO.8a 62.4::t7.9a 

10.I::t l. 7a 2l.8::t l. 7a 57. 9::t 10.6a 

1O.O::tl.8a 15.2土4.7b 30.4::t9.3b 

1l.3::tO.6ab 13.2土2.9bc23.9::t5.6bc 

1l.0::tl.4ab 10.3::tO.8c 20.1::t3.1c 

1l.I::t2.3ab 7.6::tl.6c 15.2::t2.4c 

12. 3::t l.8b 8.3::tl.4c 15.6::tl.9c 

0.7 strain 0.4strain o .2strain 

9.10-0.90 

8.78-0.97 

8.45-l.05 

8.13-l.12 

7.80-l.20 

7 .48-l. 27 

7 . 15-l. 35 

Means within the same row with different superscripts are 

significantly different (t<0. 01) 

ビー・エム株式会社)を用いた.破断特性について Ward

法を用いたクラスター分析を行なった.また，試料聞の破

断特性の差を検定するため，一元配置の分散分析と Tukey

の方法による多重比較を行なった

1. 破断特性

Fig.1に卵白・寒天共存ゲルの応力歪曲線を， Table 2 

に歪 0.2，0.4， 0.7の時の応力を示したー卵白寒天濃度が

9.10%一0.90%および 8.78%-0.97%では，低歪における応

力が低く，歪が増加するに伴い応力が増加した(グループ

1 )ー卵白一寒天濃度 8.45%-1.05 %および8.13%-1.12 %で

実験結果および考察
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Fig. 2 Stress-strain curves of single and co-gels 

EWP gels (ーー).agar gels (…・)， EWP-agar co-gels (ーー).
EWP-agar concentration : 
( i ) 9.l0% (町田)， 0.90%(…")， 9.l0 %-0.90 % (ーー)
(ii) 8.78% (崎町).0.97%(…")， 8.78%-0.97% (ーー)

の共存ゲルの応力一歪曲線を示した いずれも，低歪領域

において寒天単独ゲルと同程度の応力を示した しかし

寒天単独ゲルでは破断し 破断後には応力が低く一定であ

るのに対し，共存ゲルでは明確な破断点を示さず歪 0.3以

降 0.6まで応力が一定であった.つまり ，各単独ゲルでは

見られない新たな破断特性を示した. Fig.4にグループ班

に属する卵白一寒天濃度 7.80%-1.20 %， 7.48 %-1.27 %およ

び7.15%一1.35%の単独ゲルおよび共存ゲルの応力一歪曲線

を示した いずれの共存ゲルにおいても，低歪領域におい

て寒天単独ゲルよりも高い応力を示したが，寒天単独ゲル

と卵白単独ゲルとの応力の和程度であった.しかし破断

点は寒天単独ゲルに比べて低歪で生じた すなわち，グ

ループEの共存ゲルは，寒天単独ゲルよりも低い歪で破断

するという脆い性質であることが明らかとなった 以上の

ように，卵白一寒天共存ゲルの破断特性は.7種類の濃度に

おいて単独ゲルとは異なるが 卵白単独ゲルと類似した破

断特性を示すグループ I 卵白単独ゲルと寒天単独ゲルの

破断特性をあわせた新規な性質を持つグループn，寒天単

独ゲルと類似した破断特性を示すグループEの3つのパ

ターンに分類されることが明らかになった

2， 成分分布観察

卵白一寒天共存ゲルの CLSMによる成分分布観察の結果
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Fig. 3 Stress-strain curves of single and co-gels 

EWP gels(ーー)， agar gels (…")， EWP-agar co-gels (ーー)
EWP-agar concentration 
(i) 8.45% (叫由)，1.05%い…)，8.45%ー1.05%(ーー)
(ii) 8.l3% (曲目)，1.12%い…)，8.l3%一1.12%(ーー)

をFig.5に示した.観察画像の赤い部分は，ローダ ミンB

により蛍光染色された卵白リッチ相を表している. 一方，

画像の黒い部分，すなわち染色されていない部分は寒天

リッチ相を示していると考えられる.また，これらの各ゲ

ルの 3枚以上の画像について領域抽出を行ない，卵白一寒

天共存ゲルで観察された卵白と寒天の領域の面積割合を算

出した結果を Table3に示した.

卵白寒天濃度 9.10%ー0.90% (Fig. 5a)のゲルでは，直径

2μm程度の卵白リッチ相が，卵白一寒天濃度 8.78%ー0.97%

(Fig.5b)のゲルでは直径 5μm程度の卵白リ ッチ相が全体

的に広がって連続的に存在している様子が観察された 一

方，寒天リ ッチ相は分散して存在しており ，不連続的であ

ることが示された.また，領域抽出より ，どちらも卵白リ ッ

チ相がゲJレ全体の半分以上を占めていた.すなわち，卵白

成分が連続相，寒天成分が分散相であることが明 らかと

なったこの卵白連続相構造をもっゲルは，破断特性で分

類されたグループ Iに相当する そのため，連続相である

卵白の性質が発揮され，卵白単独ゲルと同様に歪の増加に

伴い応力が増加したと考えられるー

卵白寒天濃度 8.45%-1.05 % (Fig.5c)のゲルでは，卵白ー

空襲天濃度 9.10%-0.90 %や 8.78%一0.97%のゲルと同様に卵
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EWP gels (ーー).agar gels (…・).EWP-agar co-gels (ーー)
EWP-agar concentration 
( i ) 7.80% (閉山).1.20%(..…). 7.80 %-1.20 % (ーー)
(ii) 7.48%円一).1.27%(… ). 7.48 %-1.27 % (ー)

(iii) 7.15 % (問問).1.35%い…).7.15 %-1.35 % (ーー)

白リッチ相が全体的に存在している様子が観察された し

かし寒天リッチ相も連続的に存在しており，その直径は

10μm程度であり ，卵白一寒天濃度 9.10%-0.90%や 8.78

%-0.97%のゲルに比べて卵白リ ッチ相の幅が広いことが

示された.卵白一寒天濃度 8.13%-1.12 % (Fig. 5d)のゲル

では，直径 5μm程度の卵白リッチ相が連続的に連なり，

寒天リッチ相もゲル全体に広がっている様子が観察され

たこれより ，卵白一寒天濃度 8.45%-1. 05 %および 8.13

%一1.12%のゲルでは，卵白および寒天の両成分が連続相を

形成する両連続相構造をとることが明らかとなった以前

に報告されたホエータンパク質と K カラギーナンの両連

Table 3 Segmented areas of EWP and agar in co-gels 

Concentration (%) Segmented紅白 (%)

EWP Agar EWP Agar 

9.10 0.90 60.6土4.3a 39.4::t4.3a 

8.78 0.97 56.1 ::t2.pb 43.9::t2.1ab 

8.45 l.05 53.3::tO.1b 46.7::tO.1b 

8.13 l.12 52.1 ::tO. 7b 47.9::tO.7b 

7.80 l.20 45.1 ::tO. 6c 54.9::tO.6c 

7.48 l.27 43.7::tO.5c 56.3::tO.5C 

7.15 l.35 34. 3::t l.4d 65.7::tl.4d 

Means within the sarne row with different superscripts are 

significantly different (戸<0.05).

続棺構造は直径が50μm以上であったのに対し竺 本研究

で用いたゲルは直径 10μm以下の小さい相構造を形成す

る，新規な両連続相構造であることが明らかとなった 領

域抽出では，卵白リッチ相の面積比率が 56-45%. 寒天

リッチ相の面積比率が 44-55%の時，すなわち卵白リ ッ

チ相と寒天リッチ相の領域面積比率が約 1:1の時，両連続

相構造を形成したこれらは破断特性で分類されたグルー

プEであり ，低歪領域において連続相を形成した寒天の性

質が発揮され，寒天単独ゲルの破断点付近である歪約 0.3

に降伏点が表れたと考えられるー しかし，その後に応力が

低下せず一定であった これは，破断後に応力が小さ く一

定になる多糖類ゲルの性質を，寒天と同様に連続相を形成

した卵白が破断を閉止したため，応力が低下せずに歪の増

加とともに応力が増加したと考えられる すなわち，両連

続相構造では，低歪領域では寒天の，高歪領域では卵白の

性質が発現し，破断しに くい物性となったと考えられる

さらに，卵白一寒天濃度 7.80%-1.20 % (Fig.5e)のゲルで

は，卵白が直径 10μm程度の球状に分散している様子が観

察された また，卵白寒天濃度7.48%-1.27 % (Fig. 5f)の

ゲルでは直径 5-10μm程度の，卵白一寒天濃度 7.15-1.35

(Fig.5g)のゲルでは 5μm以下の卵白リ ッチ相が全体に

分散し，寒天リッチ相が全体を占める様子が観察された

すなわち，卵白成分が分散相，寒天成分が連続相を形成し

ていることが明らかとなった.領域抽出から，寒天リ ッチ

相が領域面積の 55%以上を占め，寒天連続相構造である

ことが明らかと なった これらは破断特性からグループE

に分類された これは，寒天成分が連続相を形成したため

に，歪 0.25付近で破断する性質を示したと考えられる.ま

た，このグループEでは卵白が球状の分散相となりゲル全

体に寄与しない界面が増えたため，寒天単独ゲルよりもよ

り低歪で破断点を生じたと考えられる.

以上のように，卵白・ 寒天共存ゲルにおいて卵白濃度が

低く，寒天濃度が高くなるにつれ，卵白が全体に広がって

いる卵白連続相から，どちらもが連続的に連なる両連続相，

卵白が球状の分散相を形成し寒天が連続的に連なる寒天連
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a b C 

d e f 

g 

Fig. 5 CLSM images of egg white protein-agar co-gels 

EWP-agar concentration: (a) 9.10%ー0.90% : (b) 8.78 %ー0.97% : (c) 8.45 %-1.05 % : (d) 8.13 %ーU2%:(巴)7.80%ー1.20%:
(f) 7.48 %-1.27 % and (g) 7.15 %-1.35 % 
The red regions are EWP-rich whereas the dark regions are agar-rich. Scale bar represents 20μm 

続相へ転相したことが明らかになった これら 3種類の異

なる連続相構造を形成したため，連続相を形成する成分単

独での性質が共存ゲルの破断特性に反映され， 3種類の応

カー歪曲線に波形パタ ーンが表れたと考えられる.

3. 微細構造観察

卵白 ・寒天共存ゲルについて SEMによる微細構造観察

の結果を Fig.6に示したーグループIの卵白一寒天濃度 9.10

%-0.90 % (Fig. 6A)のゲルでは倍率 1000倍で観察すると，

直径 2-5μm程度の相が連続的に連なっている様子が観察

された.これは CLSM での観察像と一致したさらに，

50000倍で観察すると (Fig.6a)，連続的に連なっている相

がタンパク質の凝集ネットワークを形成し分散している

相が繊維状のネットワ ークを形成している様子が見られ

たーすなわち，卵白が連続相，寒天が分散相を形成してい

ることが明らかとなった.同様に，グループEの卵白ー寒

天濃度 8.45%ー1.05% (Fig. 6B， b)のゲルおよびグループE

の卵白一寒天濃度 7.48%一1.27% (Fig. 6C， c)のゲルにおい

ても CLSMにてタンパク質染色された部分に相当する所

には卵白の凝集ネットワーク，タンパク質染色されなかっ

た部分に相当する所には寒天の繊維状ネットワークが観察

された また，卵白寒天の界面構造に着目すると，全ての

卵白ー寒天濃度で繊維ネットワークと凝集ネットワ ークが

相互に貫入している様子はなく，両ネットワークが単に接

している様子が観察されたーこれは，いわゆる偏斥的相分

離叫に相当すると考えられる.以上のように分散相が卵白

や寒天のどちらであっても，高分子の会合体が観察できる

メソスケールにおいて，卵白と寒天との界面での相互作用

がなく，分散相は連続相に充填されているインアクティブ

フイラーであることが明らかとなった

以上の結果より， 2成分界面において相互作用のない相

分離共存ゲルでは連続相を形成する成分が破断特性に大き

く寄与することが明らかとなったーまた，本研究で明らか
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Fig. 6 Scanning electron micrographs of egg white protein-agar co-gels 

EWP-agar concentration : (A). (a) 9.10%一0.90%; (B)， (b) 8.45%ー1.05% ; (C). (c) 7.48 %-1.27 % 
Left micrographs (A. B， C ; scale bars represent 10μm) were magnified 1.000 x， right micrographs (a， b， c ; scale bars 
represent 100 nm) were magnified 50，000 X .CLSM images (scale bar. 10μm) were superimposed on SEM images (A. B. C)ー

にされた卵白，寒天共存ゲルにおける両連続相構造では，

すでに報告されたホエータンパク質と κーカラギーナン共

存ゲル初に比べて連続相の直径がより小さい，新規な構造

が見られた.今後はさらにこの様な相分離の連続相(分散

相)の大きさについても破断特性への影響を明らかにする

必要があると考えられる

要 約

卵白 ・寒天共存ゲルにおいて，連続相構造と破断特性の

相関を明らかにすることを目的とした 卵白濃度が減少，

寒天濃度が上昇するにつれ，卵白連続相 -寒天分散相から

卵白・寒天どちらもが連続相となる両連続相，さらに卵自

分散相-寒天連続相へと転相し 3つの異なる連続相構造

を形成した 破断特性においても応力一歪曲線の破断点お

よび応力値によるク ラス ター分析から. 3つのグループに

分類され，それぞれの 3種類の連続相のグループと一致し

た.卵白連続相および寒天連続相は，共存ゲルの破断物性

においてその連続相を形成している成分の単独での性質を

示した また，両連続相構造は，卵白相一寒天相の領域面積

の比率が約 1: 1の時に形成され，両成分の性質を合わせ

持った新規な破断特性を示した

以上のことから，卵白 -寒天共存ゲjレの物性には連続相

を形成する成分の性質が大きく寄与していることが明らか

となった

本研究の一部は，財団旗影会の研究助成を受けて行われ

たものであり，こ こに記して謝意を表す
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