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Gr 澱粉糊液のレオω-

1. はじめに

私たちは自分の生命を維持するために，必要とする物質

を体外から取り入れて体を構成する物質として再構築した

り，体内で物質が分解するときに生じる化学的エネルギー

を利用して健全な生活活動を行っている。この営みを「栄

養Jといい，生命現象を営むために体外から取り込む物質

を，一般に栄養素と呼んでいる。食品には五大栄養素であ

る，糖質(炭水化物).脂質，タンパク質，無機質(ミネラ

ル).ビタミンが含まれ，さらに，晴好性に関与する成分

(色 ・味・香川や食物繊維を含み，食欲や生体の消化・

吸収に影響を及ぼす有効な機能をもっている。栄養素を利

用するために，調理・加工の操作をくわえて整えられたも

のが「食品・食べ物」であり，何をどのように食べるかとい

うことが，私たちの「食」を構成していると考えられる 1.2)。

糖質の中でも澱粉は，植物が光合成エネルギーを凝縮さ

せて，根，茎，種実なとミの貯蔵器官に澱粉粒として蓄えら

れる九 私たちは植物から容易に澱粉を採取できるため，

澱粉および澱粉性食材は重要な食品素材となり，かつ，

「主食」として国や地域の食文化に大きく影響している。

澱粉は，植物の起源や栽培条件によって特性が大きく異な

り，その特性を経験的に把握し，貯蔵や保存性も考慮して

「安全」に「おいしく」食べられるように調理操作を施し，

様々な澱粉の用途を取捨選択してきた。このように，身近

にあふれている物質でありながら. I殿粉や澱粉性食材を

「食べ物」に調製する過程や状態変化 (レオロジー特性)

を制御し. Iこの状態を食べ物として具現化したいとき，

どの澱粉または澱粉性食材を選択してどのように調理・加

工すればよいのか。」という 問いかけにも的確に十分に

応えることは大変難しい。

澱粉に関する研究の歴史は古く 4) i殿粉分解酵素，植物

貯蔵澱粉の微細構造の解析，加熱調理過程や炊飯過程の解

析など，多くの研究が精力的に行われ報告されている。

多くの場合，私たちが澱粉や澱粉性食材を利用するとき

は，水と熱によって澱粉の結晶性を崩壊させた糊液(分散

系)であるが，澱粉の本質が明らかにされていないにもか

かわらず，水中へ分散した後の挙動の検討は迷路の内に居

るようである。しかし，迷路も壁に沿って進み続ければ出

口に到着できるしさらに澱粉を理解するためには，多く

の解析事例を慎重に検証しながら辛抱強く積み重ねること

が大切で、ある。その方法の lつに 「変形と流動に関する

科学」であるレオロジー勾があると考える。さらに，私た
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ちは口腔内での物理的な振る舞いを「食感J6)といい，食品

の栄養素含有量は同じでも 食感が精神的な満足感に大き

く影響することから，食品成分の多くを占める澱粉は，こ

れからも新たな「食感」の提供や機能性多糖として「食」を

支える素材であろう 。ここでは，レオロジ一理論や多くの

先達の研究者の報告を十分に網羅できないが，著者らの経

験を含めて「澱粉糊液のレオロジー」の一端を紹介したい。

2. 澱粉の多様性

2.1澱粉の分子構造と糊化特性

植物の種類により ，アミロースとアミロペクチンの 2成

分の含量が異なるのみではなく 澱粉合成・分解関連酵素

などの綴密な酵素間相互作用によって，アミロースの直鎖

分子の鎖長や分岐の有無 アミロペクチンを構成する鎖の

鎖長や各鎖長の相対的な構成比率(モル比率)が制御さ

れ7) この精巧な仕組みによって，アミロペクチンの分子

構造的，粒の大きさ9)や結晶状態の相違をもたらし各澱粉

の性質の基盤となっているようである。

様々な澱粉のアミロースおよびアミロペクチンの微細構

造が解析され， 糊化特性との相関性が報告されている~10-1日九3司九}弘。
中村ら 1

してアミロペクチンの鎖長解析により. L型(主にイン

デイカ米)と S型(主にジヤボニカ米)の 2種類のクラス

ター構造に大別しさらに鎖長とアミロース含量や糊化開

始温度との相関性を示した。Horibataらl勺ま澱粉の糊化温

度は澱粉中のアミロース含量よりもアミロペクチンのクラ

スターを構成している側鎖長が長い方が高くなること，ク

ラスターを構成しているアミロペクチン部分の含量が澱粉

の膨潤力に相聞があること また精製したアミロベクチン

の超長鎖含量と澱粉の RVAによるセットパックとの相闘

が高いことから超長鎖は澱粉の老化 (結晶化)に大きく

影響していることを示し 澱粉の構造が結晶性の崩れはじ

める(糊化開始)温度や糊化後の分散性に影響することを

示した。

このように，多くの澱粉糊液のレオロジー解析では，水

が分散媒で澱粉が分散質であり，水と澱粉(自発的変動も

含む)の相互作用によって形成された連続した系の状態、が

レオロジー特性(粘弾性特性)に現れる。そのため，澱粉

の分散状態を推測する要因となる①澱粉粒の崩壊の程度，

②アミ ロベクチンの結晶構造の崩壊の程度， ③分散質であ

るアミロースとアミロベクチンの物質特性(物性と構造).
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④分散質の物質量 (i農度)，⑤分散後(糊液)の経過時間と

温度履歴，なとeの澱粉に関する知見と分散系の状態やその

履歴が， レオロジー測定結果に意味付けを与え，特性とし

て記述されると考える。

2.2澱粉の分子構造とレオロジー特性

レオロジーの骨格は，弾性力学と粘性流体力学であり，

物理学の領域ではレオロジーは力学的性質に関する物性論

で，化学の領域では物質の力学的性質に関する理論化学と

物理化学である九澱粉のような高分子が水に分散した系

は，その系の中に理想的な弾性体と理想的な粘性体の両方

の性質を併せもつ典型的な粘弾性体として，物理学と化学

の2領域の解析が必要であろう 。j殿粉糊液のレオロジー測

定では，前述 2.1の澱粉粒(分散質)の糊化過程での分散

状態が非常に重要で、あり 実際に得られた レオロジー測定

値は，糊液の調製条件(濃度・温度)，測定に要する時間

(澱粉の自発的状態変化)や糊液調製の熟練度 (撹祥による

鄭断や分散の不均ーさ)の影響を受ける。これは，糊化に

より溶出し分散したアミロースやアミロペクチンが3次元

網目構造を構築して粘度や粘弾性を発現するが，アミロー

スとアミロペクチンが溶出したと同時に，水一澱粉成分間

の相互作用(親水性領域と疎水性領域)と澱粉の凝集が系

の中で不均一に起こるからである。'H-NMRによる'HT，の

測定1仇17)により，糊化後の 950Cから50Cまでの冷却過程に

おける分散状態の変化を観察したところ，数種の澱粉糊液

の温度低下に伴う凝集構造の形成開始温度には約 100Cの

差があり ，凝集構造の形成経過の違いを示唆したl旬。この

ようなことから，糊液のレオロジー特性の検討は，膨潤 ・

加熱時間，1回の調製量 (体積)，脱気方法など，試料澱粉

以外の細々とした糊液調製条件も可能な限り同じ状況を保

持し繰り返し調製 ・測定を行い再現性のある現象を捉え

ることが重要である。

研究者の中で広く用いられているレオロジー測定法に動

的粘弾性測定がある。振動する歪を与えて出現した応力を

観察することで，糊液に分散している分散質(澱粉)の状

態を低周波数領域における貯蔵弾性率 (0')と損失弾性率

(Pa) ゾル ゾルとゲルの境界 ゲル
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(0")という粘弾性値として解析する。著者らは異なる植

物由来の 10種の澱粉の 4%澱粉糊液の粘弾性特性値19)で1殿

粉の分類を試み，また，糊化特性などの測定値を用いて主

成分分析を行い，糊化終了温度付近の糊化特性および大変

形下の糊液の粘弾性特性が澱粉の特徴付けに寄与している

ことを示した2九

また，動的粘弾性で得られた 0'と0"の角周波数依存性

により，ゾル状態またはゲル状態かが判定される。周波数

の増加にかかわらず 0'>0"であればゲル状態 (3次元の

網目構造が形成されている)， 0'く 0"ではゾル状態 (高分

子が孤立して存在している)と考えられている (図 1)。こ

れは，弾性要素は加えられた力を貯蔵できる構造で，系の

中にネットワークが形成されれば低周波数で弾性応答を示

すという構造変化 (ネットワークの成立)と レオロジー的

変化(弾性発現)が対応するという考え方である。澱粉糊

液の動的粘弾性の濃度依存性からゾルーゲル転移点近傍に

ノTーコレーション理論を適用しスケーリング則による解析

を行い，種類の異なる澱粉糊液のネットワーク構造(便宜

的な分子間結合)(図 2)の違いを推測した刊。パーコレー

ションとは「ろ過 ・浸透 ・にじみ出ること」という意味で

ある。パーコレーションの過程は 局在している物質の隣

り合うものが，ある一定の距離内にあるとつながり(物質

量の増加 ・密度の増加などで，隣り合うものの距離が近く

なる)を作ることで，さらに，あるところで途切れないつ

ながりとなり，つながりが無限に広がった状態に変化した

とき，それをパーコレーション転移(概念的には，無限大

のつながりによって浸出する道筋ができた状態。連続した

ネットワークのこと。)が起こ ったという 。パーコレー

ションの理論とは，局在状態と無限大のつながりの広がり

が形成された状態を，溶液中での高分子の存在形態の変化

であるゾルーゲル転移現象について， 一種の臨界現象と見

なしてゲル化の過程を解析する考え方である。合成高分子

の研究報告却は多いが，食品では乳清タンパク質やカゼイ

ンなどの数報2J刊の研究が見られるのみであるが，天然、高

分子の分散系について，系の中に存在する何らかの要素の

つながりをパーコレーショ ン過程の定式化にあてはめ i殿

周波数(Hz) 周波数(Hz) 周波数(Hz)

図 1.鎖状高分子溶液における貯蔵弾性率 (0')と損失弾性率 (0")の周波数依存
性の挙動例

・は貯蔵蝉性率 (0')，口は損失弾性率 (G")で，G'がG"より低値では液体的な
挙動でゾJレ状態であり G'とG"がほぼ同値ではゾルとゲルの境界の状態， G'が
G"より高値では個体的な挙動でゲルと評価する。
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図2. サイト過程を現す概念図

パーコレーションはつながりが主要な働きをなす系の取り扱
い方を与えるもので，つながりによって形成されるクラスター
の特徴がどのように系の性質に反映するかを調べる。その例と
して正方格子の格子点に溶質(本稿では澱粉)を配置すると，単
独で存在する溶質(クラスターという・隣に溶質がない)と隣ど
うしでつながりを作る溶質が存在し溶質の量(濃度)や分子の
大きさにより，そのつながりは太線で、結んだような無限に広がっ
た大きなクラスターができはじめる(弾性の発現と考える)。

粉糊液の 3次元網目構造の形成をパーコレーション転移と

仮定して検討することは，糊液の解析手段の 1っと考えら

れ，慎重に検討する価値があると思う。一方， レオロジー

特性にかかわるアミロベクチンの基本構造は解りつつある

が，空間でのつながりは 3次元である。アミロペクチンの

3次元構造が示されれば，澱粉糊液の定式化されたレオロ

ジー制御が可能になるのではないかと思う。

澱粉の濃度が高くなると 形を保持した澱粉ゲルが形成

される。その圧縮変形(大変形)による破壊(破断)挙動

も食品素材としての澱粉の重要な特徴である。この場合

も，調製・測定条件を可能な限り同じ環境下で得られた測

定結果で論議すると良い。①円筒形ゲルの直径と高さ，②

温度調整のためのシリコンオイルの有無，③シリコンオイ

ル中でのゲルの固定方法 など変動要因を可能な限り取り

除いて，得られたレオロジー測定値の相対比較を行う。ま

た， i，殿粉の特性により，離水によるゲル高さの減少や濃度の

増加が生じる。表面の水層による「すべり」で系内部の弾性

応答が検出できない場合もある。この測定試料状態はレオ

ロジー測定には不適当で、ある。測定機器は試料に力を加え

その変形を検出するのみであり，測定試料の状態が系の何

を反映しているのかを観察しながら測定する必要がある。

3. 共存物質と物理的加工法による糊液のレ

オロジー特性への影響

3.1共存物質と糊液のレオロジー

多くの食品では，砂糖，塩， しょうゆなど他の糖類や電
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解質，脂質，タンパク質などの共存物質があり，糊液のレ

オロジー特性に影響を及ぼす。アミロースと共存物質問の

相互作用や自由水の減少などであり，たとえば，単糖，二

糖，糖アルコールなどの糖質は糊化過程にも影響するが，

糊化後に糖を添加した場合では，低濃度の添加では弾性率

が増加し，高濃度の添加では低くなる傾向がある。また，

糖の添加は老化抑制効果があることは知られているが，単

糖より二糖の方が効果が高く 25，26) この系の変化も弾性率

の増加で追うことができる。塩が共存する場合は，陽イオ

ンと陰イオンの作用27)であるが，食品での塩濃度は低いた

め，糊化を阻害しない過程で共存させれば， レオロジー特

性への影響は少ないと考えられる。また，酸は加水分解作

用による澱粉の分子量の低下により，糊液の粘度が低下

し28) 脂肪酸は，脂肪酸の分子量の増加(長さ)により糊

液の粘度が増加29)する。共存物質問の相互作用が，なぜ粘

弾性要素の増減として現れたのかは化学分析(局所的な構

造解析)が必要で、ある。

3.2湿熱処理と糊液のレオロジー

澱粉の構造・分散状態とレオロジー特性の関係を検討す

る手段として，酵素処理や圧力処理により，澱粉の構造を

人為的に変えて糊液のレオロジーを測定し，粘弾性特性の

差と変化した構造を関連付けて澱粉糊液の粘弾性特性の発

現要因を推測している3九そのうち調理過程でも生じてい

るアニーリング現象のように，水と熱による物理的手法

(湿熱処理)を施した湿熱処理澱粉に関する研究報告山3)に

より，粒の変形，結晶性の変化，糊化特性の顕著な変化が

生じて，分散系の状態が異なることは予想される。アミロ

グラフや RVAで観察されるベースト特性はトウモロコシ

とジャガイモ34) カタクリ 35) 米，わらび澱粉は顕著に低

い糊液であったが，タピオカ 36) カンナデンプン均は糊化

後の最終粘度が未処理より増加した糊液であることを示し

た。動的粘弾性測定によりゲルの網目構造の違いを推測す

ることを試みたところ21) 湿熱処理により糊液の貯蔵弾性

率 (G')が観察される濃度は上昇し(図 3)ペゲルのネッ

トワークを形成しにくい分散状態に変化することが示唆さ

れた。凝集体の形成過程の観察からも，水中の分子の広が

り(分子量と慣性半径)の違いに起因することは想像され

るが，水分散系全体の澱粉の物質特性を解明できる測定方

法の提案が待たれる。

4. おわりに

多糖の溶液中の分子形態に関する研究は，高分子希薄溶

液のレオロジ一理論にもとづいており，合成高分子の希薄

溶液におけるレオロジ一理論であっても，高濃度分散系や

分岐分子の挙動については分子レベルでの実験結果を理論

的な説明が全てなされているわけではない。本稿では，澱

粉の糊化および糊液のレオロジー測定に関して，実際の測

定時の注意点を挙げたが各測定機種のオベレーション条



食と多糖のレオロジー

，胸、
岨ι 

10
3 

、・'・
'eI 10~ 

帥

= 

210i 

5 
t! 10

0 

10・1

{心 (b) 

5.~~t.l. I I 
S~五妄百円吋付日目刊

ぷ梯掛骨材綿一輔紳4

4.5 

.89. 

10・2 10・， 100 10' 102，0・2 10・I 100 101 10
2 

加割larfrequencyω($-') 

図 3. 未処理および湿熱処理トウモロコシ澱粉糊液の貯蔵弾性率 (0')の周波数依
存性

(a)は未処理トウモロコシ澱粉糊液(i農度 1.5-4%)の周波数依存性， (b)は湿
熱処理トウモロコシ澱粉糊液(濃度 3.5-5.5%)の周波数依存性で，未処理トウモ
ロコシ澱粉糊液は 2%，湿熱処理トウモロコシ澱粉糊液は 4%で、低周波数領域にお
いて貯蔵弾性率が明瞭な平坦部を示したため 3次元網目構造が形成されている
ことが推測できる。文献 37)より転載。

件はアプリケーションが豊富にある ので参照して欲しい。

しかし実際に澱粉糊液のレオロジー測定を行うときに

は，記載できなかったノウハウや，澱粉の分散状態をより

正確に捉えるために，試料調製方法や浪IJ定条件の検討ー事項

は決して少なくない。また，これらの測定には，力と変形

に関する現象の一面しか現さないため，混在状態を平均値

として数値化(粘弾性値)しでも，この値は現実の老化に

伴う諸現象や食感(テクスチャー)に対応しきれない欠点

も潜在している。 しかし 澱粉の物質的 ・レオロジー的特

徴解析を行うことは i殿粉性食材の解析と有効利用にとど

まることなく， I物性・食感とおいしさ」の解明につなが

ることを信じ，今後多くの研究室でさまざまな澱粉のレオ

ロジー研究が展開され，澱粉の分子形態とレオロジー特性

とを関連付けて議論できるようになることを期待したい。
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