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卵白加熱ゲルの構造と物性への他成分共存の影響

上川理絵，中村卓*

明治大学大学院農学研究科農芸化学専攻

E旺ectsof Added Components on the Structure and Physical Properties of 

Heat-Induced Gels of Egg White Protein 

Rie Kamikawa and Takashi Nakamura* 

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

W巴 investigatedthe relationship between the phase separated structure and fracture properties of multi-
component gels. Specifically， we focused on出巴fractureproperties and structure of three types of gels with different 
continuous phases (egg white protein (EWP) cont加uous，bicontinuous for both EWP and agar， and agar continuous). 
In addition， we revealed the effect of oil addition on EWP-agar gels with three different continuous phases. The 
fracture prop巴rtiesof mixed gels were analyzed by a large deformation test. The gel structure was also observed by 
confocal laser scanning microscopy and scanning electron microscopy. Results demonstrated that the continuous 
phase component contributed to the physical fracture properties of multicomponent gels. (Accepted Oct. 13， 2015) 
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1. はじめに~食品構造工学~

食品に必要とされる要素として「安全J. ['健康上「おい

しさJがある.我々は「おいしさ」を食品成分サイドから

追究し，食品構造からおいしい食品をデザインする『食品

構造工学』の確立を目指している(図1)叩食品のおいし

さの要因として，低分子化合物からなる味や香りの化学的

な味「風味」と，物理的な味「食感Jがあげられる.この

食感は岨鴫(歯で噛む・舌でつぶす)による食品構造の破

壊過程で力学特性(例えば，かたい・やわらかい)と構造

状態(例えば，粗j骨や大小)の変化が知覚・認知され言葉

で表現される.また，香味成分の放出も食品構造の影響を

受ける つまり，食品構造がおいしさを決定する重要な要

素であると考えられる.実際の食品はタンパク質・多糖

類・油脂のような複数の成分からなる.これら成分が食品

加工(混合/加熱/冷却)でどのような過程を経て食品構造

を形成するのか?さらに，形成した食品構造が岨鴫で破壊

され， どのような力学物性と構造状態から食感が発現し風

味を放出するのか?多成分からなる不均質な食品の構造形

成と構造破壊の過程を明らかにすることが，よりおいしい

食品やそのための食品素材を開発する際の基盤となると考
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えている.

本稿では，卵白の加熱ゲルのネットワーク構造形成と他

成分の添加共存よる相分離構造形成のメカニズムを解説

し，卵白加熱ゲルの破壊力学特'性への他成分共存の影響を

各種顕微鏡による構造観察の結果をふまえて解析した特

に，界面形成とゲル破壊時の亀裂形成の重要性を明らかに

した.

2. 卵白タンパク質のゲル化

卵白のような球状タンパク質の加熱ゲル化の過程は以下

のように考えられている(図 2)3冷まずタンパク質は変性

温度以上の加熱により， 2次構造をほぼ保持したまま 3次

構造が変化する.それと同時にタンパク質分子聞の疎水結

合の形成と SH/SS交換反応による新たな SS結合の形成

が起こる.さらに，それに伴いタンパク質会合体が形成さ

れ，それらはランダム型とストランド型のネットワーク構

造を形成しゲル化する この 2種類の会合型は環境要因

(pH ・イオン強度)により変化する.

3. 卵白・寒天共存ゲルにおける相分離構造ト7)

ゲ、ル状食品は多くの場合，複数の成分から構成されてい
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食畠構造の制御により、おいレさをデザインする

図 1 食品構造工学

モルテン・ゲロビュール

2次構造は保持

4次構造の変化
解離会合挙動

73訟 画号。司直集…構造
W ランダム

図 2 球状タンパク質の加熱によるゲル化過程

る.その中でも，食品の構造を形成する主要な成分として

タンパク質と多糖類が挙げられる山タンパク質と多糖類

を混合すると，タンパク質相と多糖類相に相分離した，

w/wエマルション(分散相/連続相)構造を形成すること

が知られている 10) この相分離構造を形成する要因として

は両成分間の熱力学的不相和性や，枯渇凝集効果などが考

えられている 11) この様な w/wエマルション構造を持つ

相分離構造を形成するとタンパク質と多糖類のネットワー

クが阻害し合って単独ゲルより弱いゲルが形成されること

が多い.実際の加工食品でもタンパク質と多糖類を併用し

た場合，単独での特徴が発揮されず，狙った食感を実現す

ることが難しく，食品開発では試行錯誤を繰り返している

そのため，多成分系で生じる相分離現象は食品業界におい

ても興味が持たれている.

卵白と寒天のモデル共存系において生じる相分離構造に

ついて，共焦点レーザ走査顕微鏡 (CLSM) と走査型電子

顕微鏡(SEM)の観察結果を示した(図 3).CLSMではロー

ダミン B染色によりタンパク質を赤く示した SEM観察

では卵白タンパク質が粒状(黄矢印)，寒天が繊維状(赤矢

印)のネットワーク構造を示した.卵白と寒天の濃度を変

化させると転相が起こり，連続相が異なる 3種類のゲルを

形成した すなわち，卵白濃度が減少，寒天濃度が増加す

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 さらに卵白分散相・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ク

リープメーターによる破断試験(応力一歪率曲線)の結果，

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り これら連続相の異なるゲルに

ついて，クリープメーターにて圧縮破壊したゲルをそのま

ま化学固定し，目視と走査型電子顕微鏡により，マクロ・

ミクロレベルで破壊過程を観察し，状態構造の変化を画像

化したその結果，相分離した卵白と寒天の界面で亀裂が

発生 ・伝播していく様子が見られたここでは，卵白分散

相・寒天連続相ゲルを歪率 60%まで圧縮した例を示した

(図 4) このような，食品の破壊における物性と構造の可

視化手法は，よりおいしい食品を開発する為の基盤となる

と考えられる.
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図 3 卵白と寒天の共存ゲルの顕微鏡観察像

上段 CLSMxlk 下段 SEMX50k 

図 4 卵白(分散相)1寒天(連続相)共存ゲルの破壊構造観察

4. 卵白・寒天相分離ゲルへの油指添加の影響12)

異なる連続相構造(卵白連続相・両連続相・寒天連続相)

のゲルに食用油を添加した影響を検討したクリープメー

ターによる破断試験(応力一歪率曲線)の結果，油無添加ゲ

ルに比べて.5% (w/w)泊添加することにより，卵白連続

相ゲルではより高応力高歪率で破断点を示したまた，泊

添加の両連続相ゲJレでは低応力低歪率で破断し，寒天連続

相ゲルでは変化は見られなかった.さらに，ゲル構造を

CLSMとSEMで観察した結果のまとめを図 5に示した

タンパク質はローダミン B，油は BODIPYD3825を用い

て2重染色したいずれの共存ゲルにおいても添加油が連

続相内に油滴として存在し，油相水相界面には卵白タン

パク質の粒状凝集ネットワークが存在したしかし卵白

タンパク質連続相内に存在した油滴は卵白の粒状の連続体

凝集ネットワークと一体化したアクテイプフイラーであっ

たのに対し寒天連続相内の油滴は連続相のネットワーク

と繋がる様子はなく，寒天の繊維状ネットワーク内に存在

するインアクティブフィラーであった.つまり，卵白連続

相内の油滴はアクティプフィラー 寒天連続相内の油滴は

インアクティプフィラーであることカf明らかとなった

以上の様に，タンパク質ー多糖類の 2成分相分離ゲルの
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卵白遠鏡栢 寒天連続相

図 5 油滴界面構造の観察

図 6 岨噌破壊の単純モデル化と岨噌知覚の意議化

連続相にエマルションがアクテイブフイラーとして存在す

ると，壊れにくくしなやかなゲルを形成するが，インアク

テイブフイラーとして存在すると，脆く弱いゲルになるこ

とが明らかとなった この様な知見は，食品開発において

食感を設計する指針になると期待できる 例えば，弾力の

あるしなやかなプリンを開発する際には，添加した油をア

クティブフイラーにする必要があると考えられる.そのた

めには，油を連続相と相互作用する成分で乳化し油滴表

面をコーティングする.この乳化油を連続相に添加するこ

とで，弾力のあるしなやかなプリンを作る事が出来ると考

えられる この様に，実際のゲル状食品の多成分相分離構

造における連続相成分の性質と 成分間の界面における相

互作用の有無から構造破壊をモデル化することで，どのよ

うな食感が発現するのかをデザインすることができる.

5. まとめ-rおいしいJ感性表現のデザイン~

現在の食品開発では，知覚レベルに近い食感表現(かた

い・やわらかい)ではなく，おいしさを示す感性的な食感

表現(もちつ・もちもち・もっちり/とろっ・とろとろ・と

ろり・とろ~りなどの擬態語・擬音語(オノマトベ表現)) 

の実現が求められている.そのためには，おいしさを表現

する感性的な食感表現を具体的に制御可能な食品属性に見

える化する必要がある.すなわち「構造と物性からの食感

の見える化」が必要である.そのための具体的なアプロー
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チ方法を示す(図6).まず，認知としての感性的な食感表

現(例えばもちもち)を人間の岨鴫→礁下の過程における

時間軸と口腔部位を意識して，知覚としての食感表現にイ

メージ化し，官能評価試験により検証する(噛み始め柔ら

かいが噛みしめるとかたく第 2岨鴫以降もその食感が残

り，口腔粘膜で少し付着性を感じる).次に，その知覚変化

に対応した機器による大変形による破壊計測系を設計しパ

ラメーターを抽出し指標化する.その破壊時の構造状態を

顕微鏡で観察し破壊プロセスを具体化する(連続相ネット

ワーク構造の伸展性).以上のモデルをふまえ，具体的に

もちもち食感の食品を開発するためには，例えば，表面は

やわらかく，中心がかたい 2層構造(不均質構造)を持つ

食品，また，連続相に伸び易く破断し難い多糖類を使用す

ることで「もちもち」食感を付与することが出来ると考え

られる.この様に，おいしい食感をデザインするためには

レオロジー・トライボロジー・モルフォロジーを基盤とし

て食感を破壊時の力学物性・構造状態へと翻訳する必要が

ある.実際の食品は複数成分が多様な局在構造をとる個別

事例である.しかし食品構造の形成と破壊の過程を見え

る化し， I食品構造の制御により食感を設計するJ考え方は

(図 1)，全ての食品の開発に応用できると期待している.
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