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熱安定性の異なるタンパク質を用いた

混合タンパク質フィルムの調製とその性質

高橋美帆1.2•, 鈴木麻友＼加藤つばぎ，荻野健次［大竹恵美＼太田尚子1**

1日本大学短期大学部専攻科食物栄養専攻

2静岡大学大学院総合科学技術研究科農学専攻

Formation of Mixed Protein Films Using Proteins with Different Heat Stabilities 

Miho Takahashi1・2*, Mayu Suzuki1. Tsubasa Kato1. Kenji Ogina1, 

Emi Ohtake1 and Naoko Yuno-Ohta1臼

1 Advanced Course of Food and Nutrition, Nihon University Junior College, 

2-31-145 Bunkyo-cho, Mishima, Shizuoka 411-8555 

2 Graduate School of Integrated Science and Technology, Shizuoka University, 

836 Ohya, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 422-8529 

The formation of mixed protein films using heat-coagulable proteins (commercial whey or soybean protein) and 
a heat-stable protein (sodium caseinate) was investigated using ultrasound spectroscopy, mechanical measurement, 
differential scanning calorimetry, scanning electron microscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. 
Sodium caseinate enhanced the initial heat-denaturation of the coexisting proteins, but inhibited the subsequent 
coagulation. The mixed protein films showed enhanced mechanical properties, and higher glass transition 
temperature and water solubility compared to the whey or soybean protein films. These results suggest that the 
heat-stable protein could act synergistically with heat-coagulable proteins in the mixed system, resulting in the 
development of a novel film. (Received Apr. 21, 2018 ; Accepted Jun. 25, 2018) 
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近年環境への負荷を考慮し，生分解性の包装材料の開発

に関心が高まっている．タンパク質からなる生分解性フィ

ルムの研究は，多糖類のそれに比べて多くは行われていな

いが，古くからコラーゲンフィルムでソーセージを包み込

んだもの（ケーシング）や，大豆タンパク質フィルムの湯

葉のように，タンパク質フィルムも意外に身近なフィルム

である］

今回のフィルム調製には，熱凝固性タンパク質として，

乳ホエーまたは大豆タンパク質を用いたまた，熱安定性

の高いタンパク質としてカゼインナトリウムを用いた．

乳中の主要タンパク質はカゼイン (CN)やホエーである

が，ホエータンパク質は，牛乳タンパク質の約 20%を占め

ておりチーズ製造時の副産物である．その廃棄されるホ

エー量は莫大であり， 1980年代には乳ホエーを固形分に換

算すると約 700万トンを超えていた竺

一方 CNは，いくつかの成分に分かれており， as1-,/3-, 

IC-CNの 3成分に大別される. CNはプロリンを多く含ん

でおり，規則構造を取りにくく，これに関連して分子内に

は a—ヘリックスやかシート構造といった規則構造が少な

い．又，熱に対して非常に安定なタンパク質として周知さ

れている．さらに CNは共存するタンパク質の変性を抑え

る分子シャペロンの働きがあることで知られている翌

また，大豆種子の主要貯蔵タンパク質のグリシニンを

使ったフィルム調製がなされ，使用する可塑剤の種類によ

りフィルムのタンパク質二次構造に違いがあることやフィ

ルム化の際に Bシートおよびランダムコイルが減少し， a

ヘリックスが増加することが報告されている？

ところで，一般にタンパク質を主成分とするフィルムは

硬くてもろいと評価され，脂質成分と混合するなどコンポ

ジット（複合型）フィルムの調製が試されてきたり多価ア

ルコールの一種であるグリセロールは，一般的に可塑剤と

して使われることが多く，タンパク質のフィルムを調製す

る際に添加することで，フィルムの引っ張り強度は低下し，

伸び率が増大することが知られている豆さらにグリセ
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ロールの添加はそれ自身が水分子を引き寄せ，タンパク質

のネットワークを支持する水素結合を低減させ，結果的に

球状タンパク質の天然構造を安定化すると考えられてい

る6)-8)_ フィルムの水蒸気に対するバリア性は低下するこ

とが報告されている．

著者らは先に， CNタンパク質分画の中で最もシャペロ

ン活性が高いとされている a-CN標品を用い，卵白アルブ

ミンとの相互作用について動的粘弾性測定により検討し

たその結果a-CN単独ではゾルからゲルヘの相転移が観

察されないが，卵白アルブミンとの混合系では，室温付近

の33℃~48℃付近でプロードな転移現象が観察され，熱

に極めて安定な a-CNが卵白アルブミンのゲル化に協働的

に寄与することを報告した翌

本研究でははじめに，これらの溶液の温度変化に伴う状

態変化を非破壊分析の 1つである超音波分光分析により調

ベ，それぞれのフィルム調製溶液のフィルム化に先立つゲ

ル化過程の挙動をカゼインナトリウム存在下又は非存在下

で比較しそれぞれの特徴を観察したその後これらを出発

材料としたシート状フィルムを調製しその性質を数種の機

器分析を用いて解析することを目的とした．

実験方法

1. フィルム調製方法

フィルム溶液は，それぞれ終濃度3%グリセロール， 10

％タンパク質（乳ホエー (Alacen895(Fonterra社製，ニュー

ジーランド））または大豆タンパク質（フジプローF(不二製

油株式会社製））およびカゼインナトリウム (SC)(Alanate 

180 (Fonterra社製ニュージーランド））， 0.025%アジ化

ナトリウム（防腐剤）となるように，蒸留水を用いて調製

した．

尚，上記の乳ホエー， SCおよび大豆タンパク質における

乾燥タンパク質の分析値は，乳ホエー： 98.0%, カゼインナ

トリウム： 96.9%, 大豆タンパク質： 90~92%であった．

いずれのタンパク質も高濃度では水に分散しにくい為，

スピッツグラス，ガラス棒を用いてゆっくり混和・懸濁し

た．懸濁溶液の pHはペンタイプのコンパクトメーターを

用いて測定した．最終的に，総体積 2000μlまたは 3000μl

のフィルム調製溶液 (pH=6.7~6.8), 混合型の比率は 1: 

lとし，各タンパク質濃度を 5%(w/v) とした．

懸濁した溶液をクッキー型（底面の直径約 3.5cmの円

柱型を用い，調製溶液総体積2000μ!,あるいは底面の直径

約 4cmの円柱型を用い，調製溶液総体積3000μlとした）

の底を食品保存用ポリ塩化ビニリデン製フィルムでシール

し，さらに食品保存用ラップを凧糸で固定して容器に流し

入れたその蓋としてビートシールを接着し注射針で 90

（調製溶液総体積2000μl条件下）または 120個（調製溶液

総体積3000μl条件下）の穴をあけたその後アスピレー

ターを用いて 30分間脱気を行った脱気終了後， 30分間

95℃ ドライオーブン (Iuchi,D0-450型）中で加熱し，その

後 30分間 0℃の水中で氷水冷した．冷却後クッキー型の

容器に入ったままの状態で，フィルム化するまで（約 3日

間）室温 (25~26℃)かつ湿度約 50%条件下のウエット

キャビ内（トーリ・ハン（株）， TDC-ISO-AHU型）で放置し

た．

約 3日後型からフィルムを外し，いずれも厚さがほぽ

1mmであることを確認したのち，各種分析に供するまで

プラスチック製ファイルに挟んでウエットキャビ内で保存

した．

2. 超音波分光分析

超音波分光分析はウルトラサイエンフィティク社製

HRUS1021タイプ（ダブリン，アイルランド）を用いて行っ

た．装置は解析ソフトウェアー (ver.4-50-25-0)を搭載し

ていた．本装置では音波が試料側と対照の 2つの試料室を

通過し，音波の速度と減衰が測定でき，それぞれ別個に記

録される．上述 1の通り調製した試料溶液 (1000μL)を，

重力加速度50Xgで2min遠心分離に供し，脱気後試料室

に注入した最大 8種類の周波数で測定できるが，本実験

では 5MHzのデータを用いて解析をおこなった尚，装

置は予め，超音波速度と減衰係数が既知の蒸留水を用い校

正を行った．装置内試料室の温度は装置に連結したウォー

ターバス (BakkeF8タイプ，サーモハッケ，カナダ）を用

いて制御した．少なくとも別個の実験を 3回以上行い，得

られたデータをマイクロソフトエクセルにて解析した．グ

ラジェントは速度差 (DifferentialVelocity) を微分し，超

音波速度の変化率として表した四

3. フィルムの曲げ試験

歪み制御型レオメーター (RFS皿型， TAインスツ）レメ

ント社製）のパラレルプレートに Fig.3Aに示すような治

具を装着しフィルムの曲げ強度および伸展性を測定した．

曲げ試験に使用するフィルムは幅約 0.6-0.9mm,長さ約

20mmに，はさみを用いて整形し，マイクロスコープ

(PEAK No. 2054, 東海産業（株））とノギスを用いて長さ，

幅および厚さを測定しテストセットアップに条件入力し

た．フィルムの試料片を，瞬間接着剤（コニシ株式会社，

#04655) を用いての治具先端へ接着した．測定モードは，

幾何学タイプは TorsionRectangular Geometry, テスト

セットアップは Multipleextension modeとし測定した. n 

=12とし，有意差検定は，ノンパラメトリック検定11) を用

いたまた，ここでは危険率5%未満 (P<0.05)を有意な

差と考察した．

4. 水分活性 (Aw),フィルム水分量 (WC)および水溶

解性 (WS) の測定

水分活性は，水分活性測定装置（アイネクス（株）， Pawkit

Awメーター）を用いた．

フィルム試料片の Aw測定に先立ち， 0.760Aw(6M 

NaCl)標準液（アイネクス（株）社製）を用いて室温約 26
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℃，湿度約 70%の環境下で校正を行った．次に直径約 4

cmの円型に切断した試料を装置に挿入し測定した．

域をトリミングして，解析した．その後グラフの横軸は

波数，縦軸は吸光度とし，ポイント数 13で二次微分し解析

フィルムの WCおよびWSは， Rhimら12)の方法に準じ した．

て行った．即ち，フィルムを約 5X5(mm)の正方形に切っ

たもの 3片を試料として求めた．予め，常圧乾燥法にて，

秤量瓶の恒量を求めた．重量の前後差は 0.2mg以下とし

た．次に，予め恒量を求めた秤量瓶にフィルム片を入れ，

フィルムを llO℃加熱し，経時的に重量を測定し求めた恒

醤値から，フィルムの水分量(%)を算出した．次に本フィ

ルムを 30mlの蒸留水を入れた 50mlのビーカー内に移し

浸漬した. 24時間室温でレシプロシェーカー (NR-1型，

タイテック社製）を使用し水溶解させたその後所定時間

インキュベーション後，フィルムをビーカー中から取り出

し，蒸留水で軽くすすいだ．再び上述と同様の方法でフィ

ルムの恒量を求め，この溶解したフィルムの質量を始めの

フィルムの恒量値で除して， ws(%)を算出した．

5. ガラス転移温度 (Tg)測定

示差走査熱量分析装置（セイコーインスツルメント社製

120型）を用いて Tg測定を行った．ステンレス製密封型

容器を用いて， DSCサーモグラム（温度の関数としての熱

流）を記録した予め装置の温度較正．感度補正は標準金

属インジウムを用いて行い，更に DSC曲線のベースライ

ン補正を行った．その後各試料フィルム（およそ 7-10

mgを精評）を実験に供した. 26℃から 280℃への 0.5℃/

分の速度で昇温し，ガラス状態からラバー状態になるいわ

ゆる Tg測定を行った．

6. フィルムの微細構造観察

フィルムの表面および断面の微細構造を.SEM (日本電

子社製JSM-6390型．）を用いて観察した．フィルムの一部

を5mmXlmm小片にはさみを用いて切断し．観察に先

立って太田ら9)の方法に準じてフィルムの化学固定，導電

染色，脱水， t-ブタノール置換したその後， t-ブタノール

凍結乾燥機（（株）真空デバイス社製.VFD-21S型）にて試

料を乾燥し，試料片はデシケータ内で保管した. SEM観

察の前に試料の表面および断面が上になるようにアルミニ

ウム製台材にカーボンテープで固定し，白金蒸着（日本電

子社製JFC-1600型）およそ 5nm厚を施して観察試料とし

た．尚，導電染色を行った際には，金属蒸着は本来不要で

あるが，金属蒸着の有無で観察比較したところ両者に大き

な差は認められなかったものの（図示せず），ここではより

像のエッジが鮮明な蒸着有りを採用した．

7. フーリエ変換赤外分光分析 (FT-IR)

アミド I領域のスペクトル解析により，タンパク質フィ

ルム中のタンパク質の二次構造の解析を行った．測定には

全反射型プリズム (ATR)を搭載した FT-IR装置（パーキ

ンエルマー社製 SpectrumIl) を用いた. 400-4000 

cm―1で行い，解像度は 4cm―1とした．得られたスペクト

ルを ATR補正しアミド I領域を示す 1600-1700 cm―1領

実験結果および考察

1. 超音波分光分析

フィルム調製溶液の加熱冷却処理に伴う凝集体形成過程

を把握する為に，従来の光散乱法などに比べてより高い濃

度での分析が可能な超音波分光分析を行った (Fig.1). 本

法は熱処理を伴わないで緩やかに進行する相転移をも， と

らえられることが見出されている団フィルム調製溶液を

室温から 95℃までの昇温過程で，超音波速度の低下即ち

系の圧縮率の増加14)が観察された．これは溶液が温度上昇

に伴いゾルからゲルヘ転移する傾向にあることを示す．混

合タンパク質系と乳ホエー単独系と同様の傾向，即ち，変

性していくことが確認できた (Fig.lA). 次に Fig.1Bは，

緩やかな速度減少が観察された Fig.lAを微分し，その変

化率で表記したもので，温度上昇に伴う超音波速度の減少

傾向が73℃付近で最もシャープになっていることが判っ

た．更にその変化量は，乳ホエー単独がSC混合系に比べ

大きいことが判った．次に， Fig.lCは系の質的変化を反

映すると考えられる超音波減衰の変化を示す．一般にタン

パク質のゲル化はまず，はじめに分子のアンフォールデイ

ングが起こり，引き続き変性分子間の相互作用の増加と段

階的に進行すると考えられている．

また， KennedyとMounsey15lはカゼインミセルの添加

は共存するタンパク質の変性を促進するものの，その後の

凝集体形成は抑制されると報告しているが，本結果はそれ

を支持するものであったそもそも超音波減衰はいくつか

の要因16)17)で起こることが知られているが，そのうちの一

っとして，系中の不均質化があり，系に可溶性凝集体が出

現すると超音波が照射された際，衝突により散乱し超音波

が減衰することが知られている. Fig.ICは，温度変化（昇

温保持・冷却）に伴う超音波減衰の変化を示した．図中

の矢印は温度制御の方向を示している．常温からおよそ

65℃までは混合系の減衰はホエー単独よりも大きく， 65℃

以上の加熱では単独系よりもむしろ減衰値の増加が小さく

なっていた. SCはそのアミノ酸組成などの特徴（プロリ

ンに富むなど）から元来ランダム化した構造を持ち，熱凝

固性タンパク質が共存する際，その変性温度以下では SC

が系全体の変性の駆動力となり，その後加熱凝固性タンパ

ク質の変性開始温度以上では熱凝固性タンパク質単独系と

比較すると，むしろ超音波減衰の増加を抑制したことが示

唆された．

尚，大豆タンパク質系でも同様の実験を試みたが，フィ

ルム調製溶液（懸濁液）の常温での安定性が乏しく，超音

波分光分析に先立つ脱気工程（重力加速度 50gX3min)の

遠心分離で速やかに沈殿し，超音波分光分析に供すること
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between the velocity measured in the sample cell and that measured in the reference cell (containing the 3 % (w /v) 

glycerol with no protein); B, gradient velocity as functions of temperature for panel A, C, attention changes with 

temperature sweep. The arrows indicate the directions of the temperature sweeps 
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Fig. 2 Appearance of films: a, 10%(w/v) Whey; b, 5% (w/v)Whey and 5%(w/v) SC; c, 10%(w/v) Soy; 

d, 5%(w/v) Soy and 5%(w/v) SC 

All of the film forming solution contains 3 96 (w /v) glycerol 

が出来なかった

2. フィルムの外観観察

乳ホエーからなるフィルムは，SCの有無に関わらず無

色透明で黒い台紙上の文字が透けて見えた (Fig.2a, b) 

一方，大豆タンパク質からなるフィルムは，透明感はある

ものの SCの有無に関わらず黄色みを帯びており ，フラボ

ノイド色素の存在が示唆されたまた，乳ホエーフィルム

に比べ不均質な外観を呈していた (Fig.2c, d) . SC混合系

フィルムは，乳ホエーおよび大豆タンパク質単独からなる

フィルムに比べ， しなやかな触感であったが，同一タンパ

ク質間で SC有無による外観の差は認められなかった

(Fig. 2) 

松富ら 18)は先に，乾燥卵白などの食品タンパク質のゲル

化に及ぼす aーカゼイン (a-CN)添加の影響について調べ，

a-CN添加がゲルの硬さおよび透明度を向上させることを

報告しているが本研究では市販の乳ホエーを水に分散さ

せた為，先行研究に比べ系のイオン強度が低く，単独系，

SC混合系共に透明度の高いフィルムとなったと考えられ

る
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Fig. 3 Bending tests of whey or soy protein films with or without SC 

A, Geometry (left) and actual size (right) the bending test jig used in the three-point support method. B, box-plot 

diagrams of the bending test results. (i}, normal stress, (ii}, time to rupture. Twelve strips from each film were 

tested. a, b, c and dare defined in Fig. 2 Variations were indicated by box-and-whisker plot which showed 25 %, 50 %, 

and 75 96 coverage by using Microsoft Excel (Microsoft Corp., Redmond, Wash., U.S.A.). Significance of differences 

between values was determined using the nonparametric test by Wilcoxon's rank sum test. The horizontal line in 

each box indicates median value. P indicates significant difference 

3. フィルムの曲げ強度および伸展性

フィルムの曲げ測定では，曲げ強度および伸展性につい

て有意差検定を行い評価した. Fig. 3Aは用いた装置の治

具部の外観とその形状を模式的に示した 4種のフィルム

の破断応力 (Fig.3B (i))を硬さの指標として，また，破断

時間 (Fig.3B (ii))を伸展性の指標として示した.SC混合

型フィルムは乳ホエー単独型フィルムに比べて有意に，

フィルムの硬さおよび伸展性が上昇した（それぞれの有意

差 P=0.03および P=0.15Xl0―').また，大豆の場合も

SC混合型フィルムが単独型フィルムに比べて有意に，フィ

ルムの硬さおよび伸展性が上昇した （有意差共に P=0.02

XlO―I) 

すなわち，動物性タンパク質の乳ホエーおよび植物性タ

ンパク質の大豆といった起源の異なるタンパク質間で，同

様の傾向が得られた．これらのことから，グリセロール共

存下において， SC混合型フィルムは単独型フィルムに比

ベ，硬さと伸展性を兼ね備えたフィルム形成が促されるこ

とが示唆された．

ところで，可塑剤の添加により伸展性が増加するだけで

なく硬さも増加する現象，逆可塑化現象が報告されている

ここでは一般的な可塑剤 （多価アルコール）であるグリセ

ロールに加えて SCを添加しているが，共にヘリ ックス構

造をつくり易いという性質を備えているここで観察され

た， SC添加による硬さと伸展性の増加は，低濃度の可塑剤

添加による硬化現象，いわゆる逆可塑化現象の発現とも関

連していることが示唆される図 即ち，逆可塑化現象につ

いては， Jacksonおよび Caldwel119>がポリカーボネイトー

極性低分子系を用いて得られた特色（低い可塑剤濃度，ガ

ラス状態，温度依存性等）から名づけたものであるが，本

実験で得られた混合タンパク質フィルムの特徴と類似した
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点が多い．

次に，乳ホエーと大豆のフィルム間の有意差検定を行っ

た乳ホエーフィルムは大豆フィルムに比べ，単独系， SC

混合系共に有意にフィルム強度が高かった（それぞれP=

0.01,P=0.04). 尚，伸展性については単独系にのみ有意差

(P=0.04)が見られ，大豆フィルムは乳ホエーフィルムに

比べ伸展性に優れたフィルムを形成することが示唆され

た．即ち，大豆フィルムは乳ホエーフィルムに比べ硬さは

劣るものの伸展性に富む事が判った. Kaewprachuら20)

は，ホエータンパク濃縮物 (WPC)および分離大豆タンパ

ク質 (SPI)の機械的特性を調べ， WPCは強度がSPIに比

ベ高い一方で伸展性に劣る事を報告しており，この知見は

今回の曲げ試験の結果 (Fig.3B) とも一致していた．

Lacroixら21)はァー放射線または加熱処理をした WPIお

よびカゼインカルシウム (CalciumCaseinate: CC)のフィ

ルム形成性について，刺激によりタンパク質間の架橋を誘

発すると，フィルムの物理的性質は向上し，とりわけ WPI:

CCが 1: 1で共存する場合， CC単独型フィルムよりも強

度が高いことを示したこれは， WPIとCC間にイオン結

合などの相互作用が生まれたことに因るとしている．本実

験での CN添加による変化は彼らの報告と一致した知見で

ある．

本研究の場合は 1価のカチオンを含む SCを用いた．

CNのイオンによる沈殿の報告では， 2価のカチオンのよ

うに沈殿形成には至らないものの 1価のカチオンによって

も会合が起こることが報告されている四

また，乳ホエーフィルム，大豆タンパク質フィルム両者

ともに， SC混合系は単独系に比べて有意にフィルムの伸

展性が上昇した (Fig.3B (ii)) . 

KennedyとMounsey15'は乳ホエータンパク質に CNミ

セル又は as1・S-CN混合物を添加する 2つの方法で，乳ホ

エータンパク質の凝集体形成がそれぞれどのような影響を

受けるのかをゼーターマスターによる粒子サイズ分析およ

び未変性タンパク質の定量により調べている．その結果

CNミセル添加ではタンパク質の変性は促進されるもの

の，凝集体の形成は抑制されることを明らかにしている．

一方， as1-,S-CN混合物添加の場合は乳ホエータンパク質

の凝集を阻害した彼らによると，加熱誘導ミセル CNは

共存する as牙， K-CNなどがホエーとの間で， SH-SS交換反

応を起こし相互作用が生じると述べている．本実験では，

市販SCを使用し，乳ホエータンパク質との共存下で熱処

理 (95℃,30min)を施していることから，彼らの研究での

加熱誘導 CNミセル添加の場合に近いと推察される. as牙

やK-CNなど比較的シャペロン活性の低いタンパク質がミ

セル中に共存することがホエータンパク質との相互作用

（変性）の契機になっていることが示唆された．本実験に

おいては，混合タンパク質フィルムの外観の透明度向上な

どは顕著でなく，後述の電子顕微鏡観察でも変化はなかっ

Table 1 Water content (%) (WC), Water Solubility (%) (WS), 

Activity of water (Aw) and Glass-transition tern-

perature (Tg) of films 

Composition WC (%) WS (%) Aw Tg (℃） 

Whey 24.9土0.78a12.2士1.77"0.64土a.ma163.2士2.19"

Whey /SC 24. 7士0.83a14.7士1.1岱 0.66土a.ma169.o士2.7Qb

Soy 20.5土3.13a15.7士2.73"0.62土0.02a164.1士2.09"

Soy/SC 21.8土1.soa16.6士1.72b0.61土O.Ola170.0士2.31b

Different letters shows significant differences (P< 0. 05). 

たため，宜接的な情報は得られていないが， FT-IRで凝集

バンドとされる 1620cm―]付近の強度がSC混合で変化し

たことは両タンパク質が相互作用していることの一つの証

拠となっている（後述）．

以上の知見から，加熱凝固性タンパク質は熱処理により

アンフォールデイングさせておくことにより，元々ランダ

ム構造をしている SCとより多く相互作用させることがで

き，結果的に加熱凝固性タンパク質単独からなるフィルム

とは異なる物性をもつことが確認できた

4. フィルム水分量および水溶解性の測定

Table 1にフィルムの水分量 (WaterContent: WC), 水

への溶解性(%)(Water Solubility: WS), 水分活性(Activity

of Water: Aw), ガラス転移温度 (GlassTransition Temper-

ature (℃）： Tg)の平均値および標準偏差を示した. WC 

はいずれのタンパク質も単独型およびSC混合型フィルム

間で有意な差は見られなかった．

次に WSは，乳ホエーおよび大豆タンパク質ともに，混

合型フィルムは単独型のそれよりも有意に高値を示した．

Kaewprachu20)らは種々のフィルムの水溶解性を調べ，

SPIは33.5土0.9(%), WPCは16.2土1.2(%)と報告して

いる．これらと比較すると，本研究の乳ホエーフィルムは

ws 12.2%土1.77であり，彼らの結果と類似した結果であ

ると示唆された．一方，大豆タンパク質フィルムの WSは

彼らの報告値の半分程度と WSが低かったこの要因と

して，彼らは SPIフィルムを 60℃加熱で作製しているの

に対し，本研究の場合は 95℃加熱でありその処理温度の

違いが一因と考えられた．即ち，大豆タンパク質の変性温

度を超える高温での加熱処理により，フィルムタンパク質

の凝集が促され，既報20)と比べ低い値が得られたと考える．

又，乳ホエーフィルム，大豆タンパクフィルム両者のフィ

ルムにおいて， SC混合型フィルムは単独型フィルムに比

ベ水へ溶けやすい傾向を示したが，一般的に CNからなる

フィルムは，水に溶けやすいことが報告されており 23)24( こ

れは CNの熱安定性によるものと考えられている. CNは

前にも述べたように，プロリンを多く含むことで不規則な

構造をとりやすいことが高い熱安定性（凝集しにくいこと）

の一因とされている25( 換言すると， SC混合型フィルムは

単独型フィルムに比べてネットワーク中の凝集部分が少な
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いため，水に溶解しやすかった事が示唆された．

5. Tg測定

Table 1右端のカラムにフィルム Tgの平均値およびそ

の標準偏差を示した．乳ホエー，大豆タンパク質単独フィ

ルムの Tgはそれぞれ， 163,164℃であったが，いずれのタ

ンパク質も SC混合型フィルムの Tgが有意に高くなっ

たこれは CN自身が，前述25) したように熱に安定である

ためと考察される．この事が混合型フィルムのより高い

Tg値として現れたと考える．

6. SEMによる微細構造観察

Fig.4にSEMによるフィルム断面の微細構造を示した．

乳ホエーフィルムは SCの有無に関わらず，変性タンパク

質からなる球状粒子の集合体からなる像が観察された

(Fig. 4-a, b). 尚，その凝集体の直径サイズを測定したと

ころ，単独系はおよそ 0.5μm,SC混合系はおよそ 0.15μm

であった大豆タンパク質の場合は，球状の変性タンパク

質凝集体は明瞭には観察されなかったが (Fig.4-c, d) , 今

回の乳ホエーの結果ならびに前述した松富ら 18)および

KennedyとMounsey15lのCN添加によるゲルの透明度上

昇や，我々の先行研究（卵白アルブミンおよびa-CN混合

ゲルの微細構造））を考え合わせると乳ホエーおよび大豆

タンパク質いずれのフィルムも， CN混合系は単独系に比

べて，その塊のサイズがやや小さくなることが観察された．

7. FT-IR分光分析によるタンパク質二次構造解析

フィルムの機械的性質はタンパク質高次構造と密接な関

係がある事が知られている呵そこで熱凝固性タンパク質

フィルム形成時に及ぽす SC混合の影響を，タンパク質二

次構造レベルで検討するため， FT-IRを用いてアミド I領

域の解析を行った．ここでは， JacksonとMantsch'l:IJによ

る，一般的なタンパク質のアミド I領域の主要タンパク質

二次構造の帰属を参考に考察したそれによると， 1675~

1695cm―1付近は逆平行Bーシート並びに凝集ストランド，

1660~ 1670 cm―]付近は 310 —ヘリックス， 1648~1660

cm-1付近は正ヘリックス，不規則構造は 1640~1648

cm―]付近， 1625~1640 cm―]付近は分子内Bシート， 1610

~1628cm―1付近は分子間 Bシート（凝集ストランド）に

帰属される．

得られたスペクトルは ATR補正後二次微分処理してい

るため，そのピークは負のピークとして観察される．先に

も述べたように，ここで使用している二種類の熱凝固性タ

ンパク質はいずれも市販品であり複数種のタンパク質が含

まれているが，それぞれのタンパク質の主要成分である B
ーラクトグロブリン28)29)および大豆グロブリン4) は元来 (3-

シートの多いタンパク質として知られているまた，タン

パク質溶液のゾルーゲル転移の際にはそれぞれのタンパク

質の元来豊富に含まれていた規則構造が材料となり分子間

かシート（凝集体形成の指標の一つ）が構築される傾向が

ある．即ち，大豆タンパク質や乳ホエーは分子内Bシート

を消失して分子間Bシートを構築すると考えられるり更

に. FT-IR分析の機械特性から吸光度に加えて振動数の

大，小が構造の強さと密接に関連している. Fig. 5にその

アミド I領域のスペクトルを示した．分子間かシートの

指標となる 1620cm-1付近（ピーク d) について 4つのス

ペクトルを比較すると，凝固性タンパク質の種類に関わら

ず．混合系は単独系に比ベピーク強度は顕著に小さかった．

更に混合系どうしで比べると大豆タンパク質系のピーク強

度が小さく且つやや高波数側に認められたこの波数の違

いは先の曲げ強度試験において SC混合大豆タンパク質

フィルムが乳ホエーの SC混合フィルムに比べ曲げ強度が

低かったことと相関していると考えられる．

乳ホエーフィルムについて， SC添加の混合系 Cline2) 

は単独系 (line1) に比べ a—ヘリックス (1652cm―1) (ピー

クa)含量がやや高く，分子間Bーシート (1618-1620cm―1) 

（ピーク d)は含量が低い事が判ったまた，大豆タンパク

質フィルムは，乳ホエーフィルムと類似した傾向を示した．

即ち.a-ヘリックス (1652cm―1)(ピーク b)含量が混合系

で単独系に比べやや高かったまた，乳ホエーフィルムで

は見られない傾向であるが.SCの添加により．大豆混合系

フィルム Cline3)では，大豆単独系 Cline4)に比べて分子

内かシート (1636cm→) （ピーク c)が増えた．

一般的にタンパク質をフィルム化することで凝集を示す

分子間Bーシート構造が増えることが知られており．分子

間水素結合の形成はフィルムのネットワークを安定させる

ことが報告されている4)24'. 本研究では．乳ホエーフィルム，

大豆タンパクフィルム両者のフィルムにおいて SC添加に

より，分子間 B—シートの増加が抑制されたまた，先にも

述べたように， a-CN添加はヘリックスを作る傾向（ヘリ

コジェニック効果）を有することが知られている？即ち，

SC添加により元のタンパク質の構造が保持されると示唆

されたこのことは， SCを他の熱凝固性タンパク質フィ

ルムと混合させることで， SCが分子シャペロンとして働

いていることを示している翌

以上の実験 (Fig.3BおよびFig.5)から，フィルムの曲

げ特性およびタンパク質二次構造を考え合わせると，乳ホ

エー，大豆タンパク質両者ともに， SC混合型フィルムは単

独型フィルムに比べて強度が有意に高いのにも関わらず，

分子間かシート構造は減少傾向を示すことが判ったこ

の結果については次のようなことが示唆される. 1. フィ

ルム強度は分子間かシート形成量以外の要因も関与して

いる．事実 McHughとKrochta24lは，ジスルフィド結合の

寄与を示しており，彼らの報告と今回の実験結果を踏まえ

ると，フィルム強度の増大については．分子間 B—シート構

造の形成，即ち凝集のみでは説明できず， CN混合型フィ

ルムにおいて前述のとおり，分子間水素結合以外の相互作

用も関与してその強度が増大すると予想された．彼らは，

乳ホエーフィルムの形成性について，加熱により形成した
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Fig. 4 Scanning electron micrographs of whey or soy protein films with or without SC 

a, b, c and d are defined in Fig. 2. 

Each left figure represents the magnified images. The arrows indicate a particle 
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Fig. 5 Second derivative spectra in the amide I region of the films 

Line 1, 10 % (w /v) whey; Line 2, 5 % (w /v) whey and 5 % (w /v) SC; Line 3, 5 % (w /v) soy protein and 5 % SC; Line 4,10 
% (w /v) soy protein. a and b, overlap ofひhelixand random coils; c, intramolecular /3-sheet: d, intermolecular /3-sheet. 

More than five independent experiments were carried out and typical result is represented. 

WPIフィルムは，未加熱フィルムに比べ，アンフォール

デイングな構造および共有ジスルフィド結合によって更に

変形に耐えられたと報告しており，本研究もフィルム化に

先立ちゲル化させた試料を使用していることから，これを

支持する結果で類似の現象が認められた可能性があると考

えた30)31(

廃棄量の多い乳ホエー2)や日本の伝統的食材でもある大

豆タンパク質を可食性フィルムとして利用することは有意

義である．熱凝固性タンパク質フィルムにカゼインを混合

することはこれまで研究されていないが，今後付加価値を

発揮するだろう．フィルム中のタンパク質濃度や共存する

グリセロール濃度も影響すると考えられるが，本研究によ

りSCの混合がフィルム物性の向上に寄与することが示唆

された．フィルム物性を用途に合わせて変化させる際に

も， CNを他のタンパク質と混合させることはそのフィル

ムの価値を高める可能性があると考えられる．今後の課題

として，総タンパク質濃度， SCおよびグリセロールの比率

の変化がフィルムの物性にどのような影響を与えるか明ら

かにすることが求められる．

要 約

熱安定性の異なる 2種類の混合タンパク質（熱凝固性タ

ンパク質として市販の乳ホエータンパク質または大豆タン

パク質熱安定性タンパク質としてカゼインナトリウム）

およびグリセロールからなる複合型フィルムの調製を試み

たまず，フィルム調製溶液の性質を超音波分光分析の温

度依存性測定により解析したところ，カゼインナトリウム

添加は熱凝固性タンパク質の初期の変性を促すもののそれ

に引き続く凝集を抑制する効果を示した．更に，フィルム

の数種の物理化学的性質を調べた結果，混合タンパク質

フィルムは熱凝固性タンパク質のみからなるフィルムに比

ベ，強度・伸展性ともにより高く，より親水的な性質を有

していた以上の結果から，カゼインナトリウム添加は，

共存する熱凝固性タンパク質および可塑剤である多価アル

コールと相乗的に相互作用し，新規なテクスチャーを有す

るフィルムの創出を誘導することが判った．

本研究の遂行にあたり，市販タンパク質をご提供頂きま

した，明治乳業不二製油（株）に対し感謝の意を表します．

また，本研究は科学研究費助成事業（学術研究助成基金助

成金）課題番号 (25350116,16K00838)の補助により行われ

たものです．
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