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カルシウム共存下でのウォータージェット処理が

ジェランガムの分散およびゲル化に及ぼす影響

窪孝雄l•, 南部優子2, 石井統也2, 松村康生2

1森永製菓（株）研究所

2京都大学大学院農学研究科

Effects of Water Jet Treatment on Dispersion and Gelation of 

Gellan Gum in the Presence of Calcium 

Takao Kuba1*, Yuko Nanbu2, Toya Ishii2 and Yasuki Matsumura2 

1 Morinaga & Co., Ltd., Research Institute, 2-1-1 Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa 230-8504 

2 Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011 

The effects of water jet treatment on dispersion and gelation of deacylated potassium gellan gum in the 
presence of calcium were investigated. In the presence of calcium, gellan gum was finely dispersed in water, "Fine 
dispersion with Ca2十",by the water jet treatment at 245 MPa (the temperature of the solution reached 90℃),or just 
dispersed without the water jet treatment, "Just dispersion with Ca2+", and then heated to 90℃.Thereafter, both 
gellan gum dispersions were cooled to 10℃.“Fine dispersion with Ca2十"formedgel by cooling, but "Just dispersion 
with Ca2十”didnot form gel only by heating and cooling. Conventionally, gellan gum is just dispersed in water and 
heated to 90℃in the absence of calcium, and then calcium is added followed by cooling to obtain gel formed using 
"Just dispersion before Caz+ addition". The gelation behavior of gel formed using "Just dispersion before Caz+ 
addition" was compared with that of gel formed using "Fine dispersion with Caz十".Circular dichroism spectroscopy 
and dynamic mechanical analysis revealed that the coil-helix transition temperature and sol-gel transition 
temperature were not significantly different between gels formed using the two methods. The storage modulus 
value at 10℃of "Fine dispersion with Caz十"gelwas lower than that of "Just dispersion before Caz+ addition" gel. In 
agreement with this result, compression testing revealed the low breaking stress of gel formed using "Fine 
dispersion with Caz十". Furthermore, scanning electron microscopy demonstrated that the microstructure of gel 
formed using "Fine dispersion with Caz十"wascoarse compared to that of gel formed using "Just dispersion before 
Caz+ addition". (Received Apr. 2, 2019; Accepted Oct. 7, 2019) 
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食品加工業者が食品の口あたりや食感を改良するために

使用されるゲル化剤の一つにジェランガムがある．ジェラ

ンガムは，水生植物の表面から分離された非病原性微生物

Sphingomonas elodeaを用いて産出される高分子多糖類で

あり，少ない添加量でゲルを形成する．ジェランガムは 4

つの糖（S-D-グルコース， S-D-グルクロン酸， S-D-グル

コース， a-L-ラムノース）が直鎖状に重合し， 4つの糖毎

に1つのカルボキシ基を有するアニオン性複合多糖類であ

る．ジェランガムのゲル化機構としては，加熱溶解によっ

て生じたランダムコイルが冷却に伴いダブルヘリックスへ

と構造を変え，さらなる冷却でダブルヘリックス分子鎖が

会合してゲルになるといわれている四ジェランガムのゲ

ル化は，カルボキシ基の電気的反発により阻害されるが，

カチオンの添加によりこの電気的反発が遮蔽されゲル化す

る．ナトリウムやカリウムなどの 1価のカチオンは，カル

ボキシ基の電荷をなくしダブルヘリックスが会合すること

でジェランガムをゲル化させる．カルシウムなどの 2価の

カチオンは，カルボキシ基同士を架橋させることでジェラ

ンガムを強くゲル化させる．ゲル化に影響を与える因子と

しては，カチオン3)4)の他に，分子量5(pH6( 熱履歴7)等が挙

げられる．我々はこれまでにジェランガムのゲル化挙動と

構造形成に対し，カルシウム濃度のみならず，冷却速度も

大きな影響を与えることを示した翌

産業上でジェランガムのゲルを作製する場合，カルシウ
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ム非共存下で水に分散させたジェランガムを 95℃程度に

加熱させることで溶解させ，その後，カルシウムを添加し

冷却によりゲル化させることが多い．カルシウム共存下で

ジェランガムを 95℃程度に加熱し冷却してもゲルにはな

らない (Datanot shown)．これは加熱される前に，イオン

化したカルシウムとジェランガムのカルボキシ基が反応し

てしまい，加熱してもジェランガムが溶解しなくなること

が理由と考えられる．カルシウム共存下でジェランガムを

溶解させるにはレトルト処理のように一定の加圧条件下で

100℃以上に加熱させる必要があり (Datanot shown)，こ

れにより必要な設備に制限が生じたり，ジェランガムの分

子鎖の加水分解が引き起こされたりする．

加熱以外の加工処理で物性変化を引き起こす方法の一つ

に，密閉容器の中で高い圧力をかける高圧処理（静水圧処

理）がある．乳タンパク質や卵白アルブミン，魚肉タンパ

ク質などを静水圧処理し新食感食品の開発や品質改良を行

う報告は数多くされている翌しかしながら，我々の検討

では，静水圧処理でカルシウム共存下のジェランガムを処

理して冷却してもゲル化させることはできなかった (Data

not shown). 

一方，水に分散しにくく溶解しにくい材料を微細化し分

散性を向上させる試み（高圧微細化処理）がある．これは

加圧したスラリー状の原料同士を超高速で衝突させて微細

化させるものである．また，高圧微細化処理の多糖類の分

野での利用例として，セルロースの安定化がある四この

報告では，木材中のセルロースを高圧微細化処理すること

により，十分に解繊され，ナノファイバー分散液が得られ

た しかしながら，高圧微細化処理によるジェランガムの

安定な分散や溶解に関する報告はない．ジェランガムのカ

ルボキシ基とカルシウムが反応している状態であっても，

高圧微細化処理は与えるエネルギーが高いため，カルシウ

ムを介してジェランガム分子同士に働く会合力が低下する

と推察している．ジェランガムの良好な分散，溶解状態を

達成できれば，その後ゲル化させたときに，望ましい状態

のゲルが得られるものと予想される．

今回，我々はカルシウム共存下でジェランガムをウォー

タージェットで微細化処理することで，分散性あるいは溶

解性が向上する可能性，またその後の冷却操作によるゲル

化可能性について，従来の加熱処理と比較しながら検討を

加えた．ゲル化過程の変化を検討するために，円二色性分

散計測定と動的粘弾性試験を行ったまた，形成したゲル

の特性を調べるために貫入試験走査型電子顕微鏡観察を

行った．更に，高圧微細化処理がジェランガム分子に及ぽ

す影響を，ゲル濾過多角度光散乱法により評価し，加熱処

理試料と比較検討した
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 図 l ジェランガム分散液の処理方法

実験方法

1. サンプル調製

カリウム型ジェランガム（ケルコゲル： CPKelco) を三

栄源 F.F.I.（大阪，日本）より入手し，さらなる精製はせず

に実験に用いた．乳酸カルシウム，クエン酸，クエン酸ナ

トリウムは食品添加物として認可されているものを三栄源

F.F.I.（大阪，日本）より入手したまず，「1液」での処理，

すなわち初めからカルシウムとジェランガムを共存させ処

理を行う方法について述べる（図 1, 1液）．活性炭で処理

した水にジェランガムを終濃度0.15%，クエン酸を終濃度

10.4mM, クエン酸三ナトリウムを終濃度2.4mM,乳酸カ

ルシウムを用いてカルシウムの終濃度が6.5mMとなるよ

うに調製した調製に使用した水に含まれるカルシウム濃

度は 1.4mg/100g(ICP発光分光分析法）だったその後，

スターバーストラボ（スギノマシン（富山，日本））を用い

て245MPaで 1パスの高圧微細化処理を行った（図 1, 1 

液—高圧）．原料を衝突させるチャンバーにはボールチャン

バーを使用したこの際，液の温度が40℃となるように

予備加熱して処理を行ったところ，処理後の温度は 90℃

となった．一方，同じ「1液」系でも，高圧微細化処理を行

わず，加熱のみでの分散も試みた（図 1, 1 液—加熱）．すな

わち，カルシウム存在下でジェランガム液を IH調理器

KZ-PH3（パナソニック（大阪，日本））で 90℃まで加熱し

て分散した．次に，「2液」での処理すなわちカルシウム

非存在下でジェランガム液を分散処理し，その後にカルシ

ウムを加える調製法も試みた（囮 1,2液）．すなわち，カ

ルシウム非共存下でのジェランガム液に対し，高圧微細化
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処理を行ったこの際も 40℃予備加熱処理しているので

90℃まで温度は上昇していたその後，カルシウムを添加

した（図 1,2液＿高圧）． また，カルシウム非共存下でジェ

ランガム液を IH調理器で 90℃まで加熱してから，カルシ

ウムを添加するサンプル調製も行った（図 l,2液ー加熱）．

2. 円二色性分散計 (CircularDichroism spectrometer, 

CD)測定

冷却過程における CD測定を円二色性分散計 J-700

(JASCO（東京，日本））を用いて行った加熱したジェラ

ンガム液を， 70℃にあらかじめ加熱しておいた厚み 1mm

のセルに注いで 2℃/minの冷却速度で 10℃まで冷却しな

がら波長201nmでの楕円率の変化を測定した．測定結果

より，コイルーヘリックス転移温度と転移前後の楕円率差

を求めたコイルーヘリックス転移点は変曲点における接

線とベースラインの交点から求めた．

3. 動的粘弾性試験

冷却過程における動的粘弾性試験を動的粘弾性測定装置

MG-Rheo（サンズコーポレーション（埼玉，日本））で行っ

た． 25X 40 X 2.6mmのセルにジェランガム液を満たし，

その中に 10X25X0.6mmのブレード状プランジャーを差

し込み，上下に微小振動させることにより測定を行った．

周波数 lHz，変位 lOμmに設定した．加熱したジェラン

ガム液を， 80℃にあらかじめ加熱しておいたセルに注ぎ，

ブレードを挿入し， 2℃／minの冷却速度で 10℃まで冷却

しながら貯蔵弾性率 (Gりの変化を観察した．液面からの

水の蒸発や液面でのゲル化を防ぐためシリコーンオイルの

KF-96-lOCS（信越シリコーン（東京，日本））を表面に滴下

して測定を行った．温度低下とともに増加するゾルーゲル

転移温度は変曲点における接線とベースラインの交点から

求 め た そ の 後 10℃に達したときの G1を読み取った．

4. 貫入試験

加熱もしくは高圧微細化処理し 90℃となったジェラン

ガム液をプレート形状の容器 (170mmX100mmX4mm) 

に時間をおかず流し込んだ厚さを 4mmとすることでゲ

ル化の進行に伴う熱伝導性の変化をできるだけ少なくする

ようにした． 10℃の恒温器内に設置し冷却した特に温

度制御は行わなかったものの， CD測定や動的粘弾性試験

と同様に冷却速度はほぽ2℃/minであることを確認した．

10℃まで冷却した後 10℃で 12時間以上静置したゲル

の温度を 20℃とした後，貫入試験をゲル測定機 テキソ

グラフ（日本食品開発研究所（京都，日本））を用いて行っ

た試 験に は直 径 16mmの円柱状プランジャーを用い，

定速 O.lmm/sでゲルが破断するまで貫入させた．通常

プランジャーでゲルを貫入させると応力が増加するが，破

断点後は減少傾向を示すと考えられる．そこで，破断点の

判定は，応力が増加し減少した後，再度増加しない範囲を

事前に定め，その範囲内でみられた最大の応力点を破断点

とした．応カー変形曲線から得られた破断点の応力をみか

けの破断応力とした．

5. クライオ走査型電子顕微鏡 (Cryo-ScanningElec-

tron Microscope,クライオ SEM)観察

貫入試験と同じ条件で作製したゲルの表面状態の微細構

造観察を冷却ステージを取り付けた走査型電子顕微鏡 S-

4100（日立（東京，日本））で行ったゲルを立方体 (4X

4X4mmりにカットし 50％エタノールに 8時間以上浸漬

したサンプルをアルミニウム台の上に置き，液体窒素の

減圧によりシャーベット状にしたスラッシュ窒素中で冷凍

したアルミニウム台をすばやく装置に挿入し液体窒素で

冷やされたナイフを用いてゲルの表面を切削し露出させ

たマイナス 95℃まで温度を上げることで表面の氷晶を

昇華させた．加速電圧 l.5kVで電子線を照射し観察を

行ったゲル化しなかった「1 液—加熱」については縁のあ

る2つのリベットそれぞれに液を入れて両リベットを繋ぎ

合わせスラッシュ窒素で冷凍した後， リベットの真ん中を

割断し切断面の外縁部を観察した．

6. サイズ排除クロマトグラフィーー多角度光散乱検出

器 (SizeExclusion Chromatography-Multi Angle 

Light Scattering, SEC-MALS)測定

カラム内でのゲル化を避けるために，カルシウム非共存

下でジェランガム液を 90℃まで加熱処理もしくは 245

MPaで高圧微細化処理し 90℃となったジェランガム液を

10℃の恒温器内に設置し 10℃まで冷却したこれらの

ジェランガム液を 0.45μmのフィルターを通した後 Dawn

HELEOS II (WY A TT TECHONOLOGY（サンタバーバ

ラ，アメリカ））を用いて SEC-MALS測定を行ったサン

プル濃度は lmg/ml,溶媒は O.lM硝酸ナトリウム水溶液，

流速0.5ml/min, 3種のカラム OHpakSB-G 6B guard col-

umn, OHpak SB-806 HQ, OHpak SB-805 HQ (Showa 

DenkoK.K.，東京，日本）を直列に繋ぎ測定に供した．カラ

ムは全で恒温ボックスに収納し， 40℃に保持した．散乱光

の検出角度は 37.5-140.0度， RIの波長は 633.0nmだった．

ジェランガムの dn/dcは0.155ml/g")とした

7. 信頼限界

母平均の信頼限界は信頼限界＝標本平均士k,;（分散／

データ数）から算出し， Kの値は t分布表を使用した．

実験結果

I. CD測定

カルシウムをジェランガム液と共存させ加熱したものに

ついては，これまでの報告通り，ジェランガムが溶解しな

かった「1 液—加熱」（図 l, 1 液ー加熱）．他の条件，「1 液—高

圧」（図 1,1液ー高圧），「2液ー高圧」（図 l,2液ー高圧），「2

液ー加熱」（図 l, 2 液—加熱）で調製した各ジェランガム液

を80⇒10℃まで 2℃/minで冷却しながら楕円率 (0)の

変化を観察した． 3℃単位で平均化した 0に誤差をつけた

ものを図示する（図 2)．以下， コイルーヘリックス転移温
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度や楕円率，楕円率差は 3回の実験の平均値と信頼限界を

記してある．その結果，コイルーヘリックス転移温度は，

「2 液ー加熱」，「1 液ー高圧」，「2 液—高圧」でそれぞれ 32.1 土

2.3, 31.6士1ふ 31.6土0.9℃であったまた，上記温度での

楕円率はそれぞれ， 2.9土0.9, 3.7士0.5, 8.1土0.8mdegで

あった． 10℃に達したときの楕円率は一7.2士1.2, -16.2 

士1.2, -14.5士1.6mdegであったここでコイルーヘリッ

クス転移温度において読み取った楕円率から 10℃での楕

円率を減じた楕円率差を 40 とする． 40 は「2 液—加熱」，

「l液ー高圧」，「2液ー高圧」でそれぞれ 10.1士2.1,19.9士0.9,

22.6 士 l.9mdeg となり，「1 液—高圧」，「2 液ー高圧」は「2

液—加熱」より 40 が大きくなった．一方，「l 液—高圧」と

「2液ー高圧」のコイルーヘリックス転移温度と楕円率差には

大きな差はなかった．以上の結果から，「1液ー高圧」，「2

液—高圧」は「2 液ー加熱」とコイルーヘリックス転移温度は

同等だが，楕円率差は大きくなることが示された．

2. 動的粘弾性試験

「2 液ー加熱」，「l 液—高圧」，「2 液—高圧」の各ジェランガ

ム液をそれぞれ 80⇒10℃まで 2℃/minで冷却しながら

(bJJaptu) 
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図 2 CD測定

G1の挙動を観察した． 3℃単位で平均化した Gに誤差を

つけたものを図示する（圏 3)．以下，ゾ）レーゲル転移温度

ゃGは3回の実験の平均値と信頼限界を記してある．そ

の結果，ゾルーゲル転移温度は，「2液ー加熱」，「l液ー高圧」，

「2液ー高圧」でそれぞれ， 31.8土1.5,30.8土2.3,30.0士1.4℃

であった． CD測定のコイ）炉ヘリックス転移温度は 32.1

士2.3,31.6土1.1,31.6土0.9℃であることから， CD測定と

動的粘弾性測定の温度は対応していた． CD測定から得ら

れたコイルーヘリックス転移温度は，動的粘弾性試験から

得られたゾルーゲル転移温度よりも 0.3-1.6℃高温側にあ

ることは前報の 6.5mMCa共存下での結果と同様だった翌

さらに冷却が進み温度が 10℃に達したときの G値は，そ

れぞれ， 8.6土0.6,6.2土0.2,6.2士0.5kPaであった．以上の

結果から，「2 液—加熱」，「l 液—高圧」，「2 液—高圧」のゾルー

ゲル転移温度は同等だが，「1液ー高圧」，「2液＿高圧」の 10

℃での C は「2 液—加熱」より小さくなることが示された．

また，「l液ー高圧」と「2液ー高圧」の 10℃に達したときの

G値に大きな差はみられなかった．

3. 貫入試験

「l液＿加熱」，「2液＿加熱」，「l液＿高圧」，「2液ー高圧」の

各ジェランガム液を 80⇒10℃まで冷却し作製したジェラ

ンガムゲルの貫入試験を行い破断応力を求めた（図 4)．破

断応力に誤差をつけたものを図示する．破断応力は 3回の

実験の平均値と信頼限界を記してある．その結果，「l液＿

加熱」ではゲル化しなかった．「2液ー加熱」，「1液ー高圧」，

「2液ー高圧」の破断応力はそれぞれ， 15.8土0.6, 8.9士1.0,

8.1士0.4kPaであった以上の結果から，「l液ー加熱」では，

前記のようにそもそも溶解せず，その結果としてゲル化

も起きなかった一方で，「2液ー加熱」はゲル化がみられ，

これまでの報告と一致する結果が得られた「2液—高圧」

も同様にゲル化した．一方，「1液ー高圧」はカルシウムが

共存しているのにも関わらず，ゲル化した「1液ー高圧」，
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図 3 動的粘弾性試験
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「2 液—高圧」の破断応力は「2 液ー加熱」より 小さくなるこ

とが示された「1 液—高圧」と「2 液—高圧」の破断応力に

大きな差はみられなかった

4. クライオ SEM観察

貫入試験と同じ条件で作製したゲルの表面状態の微細構

造観察をクライオ SEMで行った（固 5)．その結果「2

液ー加熱」では連続的なネットワークが形成され繊維構造

の網目は細かく緻密性が高かったこの結果はこれまで得

られた典型的な微細構造と同様だった翌 一方，「l 液—加

熱」は連続的なネットワークは明瞭に観察されず繊維が凝

集した白い塊がみられた．この場合はカルシウムイオンに

よってゲル化前に凝集が起こり，ネットワーク形成に関与

する十分分散した繊維が存在できなかったと考えられる．

これに対して「1液ー高圧」は連続的なネットワークが形

成されていたが繊維構造の網目は「2液ー加熱」ほど細か

くなく緻密性は低かった「2 液—高圧」は「1 液—高圧」と

同様だった
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5. SEC-MALS 

CD測定と動的粘弾性試験，貰入試験，クライオ SEM観

察で加熱処理と高圧微細化処理に差がみられたので，加熱

処理と高圧微細化処理がジェランガム分子そのものに何ら

かの影響を与えているかを SEC-MALSで検討したカル

シウムを添加すると新たな凝集ができるので，カルシウム

を添加せずに検討した． 0.45μmのフィルター回収率は加

熱処理で 40.3%，高圧微細化処理で 82.5%だった．コイ

ル—ヘリックス転移温度を上回る状態で分析するために．

カラムを通す前の液温を 40℃に予備加熱して分析した

（固 6)．縦軸の左側はピーク画分の重量平均分子量，右側

は示差屈折系の値を示しているその結果，インジェク

ション後，加熱処理は 26.6分，高圧微細化処理は 28.5分に

溶出ピークがみ られた重量平均分子量は加熱処理で 80

万～380万，高圧微細化処理で 60万～320万にわたってい

た以上の結果から．加熱処理と高圧微細化処理で重量平

均分子量は明確な差がないことが示されたまた，慣性半

径は加熱処理で 76.9-129.5nm,高圧微細化処理で 77.0~

129.4nm (Data not shown) となり明確な違いはみられな

かった．以上の結果，両処理で分子そのものに差はないこ

とが示された

考 察

図 4 貫入試験

産業上でジェランガムのゲルを作製するにあたり通常

はカルシウム非共存下でジェランガム水溶液を加熱溶解さ

せ，その後カルシウムを添加し，冷却することでゲル化

させている．カルシウム共存下で 100℃以下の加熱でジェ

ランガム液を溶解させてもゲル化させることができないか

らである

今回，我々はカルシウム共存下でも ，高圧微細化処理す

l液ー加熱 2液ー加熱

1液―高圧 2液―高圧

図 5 クライオ SEM観察
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図 6SEC-MALS測定

ることで，ジェランガムを溶解させゲル化させられること

を見出した． CD測定，動的粘弾性試験，貫入試験，クライ

オSEM観察の検討手段を用い，高圧微細化処理下での

ジェランガムのゲル化挙動について検討を行った．

ジェランガムの一般的なゲル化挙動を考えると，冷却に

伴いまずコイルーヘリックス転移が起き，次にカルシウム

を介したヘリックス同士の会合が秩序だって進行し，最終

的にゲルになる．蛋白質のヘリックス形成の指標として楕

円率が議論されている四そこで高圧微細化処理と加熱処

理とで，コイルーヘリックス転移における変化を CD測定

によって検討したその結果，高圧微細化処理でも加熱処

理と同様の転移温度がみられ，高圧微細化処理でもコイ

ルーヘリックス転移は起きていることが示されたこの結

果は高圧微細化処理により，ジェランガム分子のヘリック

ス形成性が損なわれていないことを示している． しかしな

がら，転移時と転移後の楕円率差は，高圧微細化処理では

加熱処理の約 2倍に増加しており，形成されたヘリックス

構造が全く同じであるという結果は得られなかった．ま

た，カルシウムが共存していない「2液＿高圧」においてコ

イルーヘリックス転移温度より高温側でベースラインが高

い理由については，コイル状態がカルシウムが共存してい

る「1液ー高圧」と異なるからと推察する． これらの理由に

ついては今後カルシウム濃度や高圧微細化処理条件を変え

て検討する予定である．

次に高圧微細化処理と加熱処理で冷却に伴うヘリックス

の会合挙動における変化を動的粘弾性試験の温度変化によ

り検討したその結果，ゾルーゲル転移温度に大差はみら

れなかった しかし，高圧微細化処理は加熱処理よりも冷

却後の G'値は小さくなったまた，冷却後のゲル物性を

貰入試験で検討すると，高圧微細化処理は加熱処理よりも

破断応力は小さくなったこれらのように高圧微細化処理

と加熱処理を比較した場合，動的粘弾性試験による微小変

形領域の挙動と貫入試験による大変形領域の挙動は同様の

傾向を示したゲル表面の微細構造をクライオ SEMで観

察したところ，高圧微細化処理も加熱処理も連続的な繊維

状の構造はみられたが，高圧微細化処理は加熱処理よりも

繊維状の構造の緻密性が低い傾向がみられた．以上の結果

より，高圧微細化処理は加熱処理よりもヘリックスの会合

の進行が抑えられることでゲル化後の緻密な繊維状の構造

が取れにくくなり．やわらかいゲルになると推察された．

一方．「2 液—高圧」と「1 液ー高圧」には大きな差はみら

れなかった．カルシウムの添加のタイミングによって，ゲ

ル化過程とゲル物性に大きな差はみられなかった．ジェラ

ンガムとカルシウムの反応の有無に関わらず，高圧微細化

処理で十分な物理的エネルギーが与えられたジェランガム

は分散性および溶解性が増すと考えられた．

高圧微細化処理によるジェランガム分子への影響を

SEC-MALSで調べたが，重量平均分子量分布，慣性半径と

もに大きな変化は観察されなかった．この結果は，ジェラ

ンガム分子鎖の切断や顕著なコンフォメーション変化は生

じていないことを示唆している．従って，高圧微細化処理

の後でも，ジェランガム分子のヘリックス形成性は維持さ

れていたと推察できる．一方． SEC-MALS測定前のフィ

ルター回収率は高圧微細化処理の方が加熱処理よりも高

かった．高圧微細化処理の方がフィルターでカットされる

高分子成分は少ないと考えられる．この理由については今

後高圧微細化処理条件を変えて検討する予定である．

本研究により，カルシウム共存下での加熱処理ではジェ

ランガムはゲル化しないが，高圧微細化処理によりゲル化

することが明らかとなった．カルシウム共存下での高圧微

細化処理によるジェランガムのゲル化の利点を考えると，

ジェランガム水溶液とカルシウム水溶液を分けて調合させ

る必要がなくなり．仕込方法の簡略化，効率化が図られる．

本研究で得られた成果は．ジェランガムの製造上の加工
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適性を向上させ，配合できる原料の幅を広げることに活用

できると思われる．
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