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食品の物性そして水⑪

く>く〉く〉解説く〉く〉く〉

電気物性測定およびパルス NMRを用いた
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Physical Properties of Foods and Effect of Water on Them 

III Analysis of Molecular Mobility in Glassy and Rubbery Foods 

by Electric and Pulse-NMR Measurements 
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τbe analysis of the glass transition of foods by electrical methods and proton-NMR was reviewed 

and compared with that 0 btained by differential scanning calorimetry (DSC). The glass transition 

temperature九formany foods are usually determined by DSC， which does not provide direct 

information on molecular mobility.τbe dielectric relaxation， i.e.， the peak of the dielectric loss， E:"， was 

observed for some glassy foods and ascribed to the local motion of molecules.τbe relaxation time T 

and仕leactivation energy Eact seemed suitable parameters to describe the enhancement effect of water 

on the mobili勿 ofmolecules in the glassy state. However， when the ionic conductivity dominated the 

electrical properties， the E:" peak was masked. For analyzing such a system， the electric modulus， M* 

was an effective tool. The value of the activation energy obtained through M* formalism in the glassy 

state was larger than that in the rubbery state， probably due to a change in the free volume size due to 

glass transition. For NMR research， the mobility of maltose in the glassy and rubbery states has been 

examined. Free induction decay (FID) was measured with low-resolution NMR and was best fitted by 

a Gaussian lineshape multiplied by sinc function plus an exponential function.τbe九ofmobile protons 

obtained from the FID spectra for maltose started to increase at a temperature lower than the midpoint 

九obtainedby DSC. The dependency of secondary moment M2 on temperature for maltose showed 

typically one or two transition temperatures where the M2 decrease became steeper， reflecting motional 

changes in the immobile protons. 

Keywords: dielectric relaxation， electric modulus， glass transition， pulse-NMR， water 

1.緒 冨

「食品の物性そして水」というタイトルで，食品物性

の全体像をおおまかに整理し，物性と水との関係につ

いて述べることを目的とした解説記事も今回で 3回目

である.初回は [1]食品工学における物性と水に関して

(受付 2008年 11丹19臼，受理 2008年 12月1日)

1干 101-0003 東京都千代田区一ツ橋2ーか1

2〒 252-8510 神奈川県藤沢市亀井野 1866

t FAX: 03-3237-2787， E-mail: kumagai@sl.kyoritsu向 wU.ac.JP

総論的に述べ，前回は [2]，電気物性と誘電緩和法につ

いて概説した.前回，電気物性を取り上げたのは，電

気物性が誘電加熱などの操作面において重要な物性で

あるのみでなく，食品の構造や内部の状態変化を知る

手段としても有効なためである.実際，電気物性測定，

とくに誘電緩和法によって，高分子鎖の絡み合い構造，

凍結による細胞の破壊など，内部構造に関する様々な

情報が得られることを述べた. しかるに，誘電緩和デー

タから得られるパラメータは，分子の空間配置のみで

なく，運動性を反映しているとみることもできる.
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近年，食品科学・工学においてガラス転移(ガラス

ーラパ一転移)が食品の製造・保存に関わる様々な現

象を説明できる概念として注目されている.ガラス状

態とラパー状態とでは，分子の運動性が異なるために

内部での分子拡散速度や反応速度が異なっており，そ

の結果，ガラス状態の方がラパー状態より保存性が良

好になるといわれている.よって，ガラス転移に伴う

分子の運動性の変化をとらえることは重要である.

今回は，前回説明した電気物性に関する知見を踏ま

え，食品のガラス転移の誘電解析およびその問題点に

ついて概説する.また，パルス-NMRを用いたガラス

転移に伴うプロトンの運動性の測定・解析についても

簡単に述べる.

2. ガラス転移の概念と DSCによる

ガラス転移点 Tgの測定

2.1 ガラス転移と分子の運動性

ガラス (glass) とは，古典的な定義では(食品科学・

工学では，この定義で十分である)，溶融状態(ラパー，

rubber) にある物質を急冷させたとき，結晶化に必要

な分子の配列が間に合わず秩序構造をとらないまま国

体化した物質である.ガラス状食品を製造する操作の

一例としては，熱風中に液体を噴霧して急速に乾燥を

行う噴霧乾燥がある.ガラスを昇温させるとある渦度

九でガラスからラパーに変化するが，この溢度をガラ

ス転移点 (glasstransition temperature) TgとLミう.

食品領域におけるガラスには，包装素材を別にして

も，キャンディ，クッキー，乾燥したパスタ，シリアル，

多くの粉体食品など数多くある.いずれのものも，昔

から存在する食品素材であり，誰もが子供の頃から知っ

ているものばかりである.食品は他成分の複合系でア

モルファス(非品質)のものが多いので，ガラスが多

いのも当然といえる.簡単にいえば，パリパリ，パリッ

とする多くの食品， さらさらして流動性のよい粉体食

品の多くがガラス，グニャとした食品や湿った粉体食

品はラパーと考えればよい.また，ガラス状高分子を

軟化させ Tgを下げる物質が可塑剤 (plasticizer) と呼

ばれ，食品の最も重要な可塑剤は水である.実際，クッ

キーやビスケットなどのパリッとした食感のガラス状

食品が吸湿してラパー化するとグニャとした食感にな

る.

液状食品の凍結物は，氷結晶と CAS(Concentrated 

Amorphous Solution;濃厚非品質溶液)からなるが，そ

のCAS部が凍結濃縮や温度低下の結果，ガラス化する.

ガラス化した CAS部が昇溢の際にラパーに変化する温

度を Tiといい， TE，は凝固点よりかなり低温である.

液状食品の凍結乾燥においては，温度が高すぎると

CASのガラス転移に伴う，コラプス(collapse;CAS部

の崩壊現象)が起こることがあり，それを避けるには

ガラス転移以下で乾燥を行う必要がある. この点に関

しての詳細は，拙著“食品工学入門……食品製造・保

存の考え方"[3]を参摘されたい.

ガラス転移をミクロに見ると，高分子鎖がラパー状

態では自由に動き回っているが，温度の低下に伴い分

子鍍全体の運動であるミクロブラウン運動 (micro-

Brownian motion) が不活発となり，自由体積 (free

volume) ，つまり分子が自由に動き回れる空間が狭まっ

て，やがて不規到な構造がそのまま凍結される.ガラ

ス転移点 Tg以下では，側鎖の運動や主鎖の部分的な振

動・回転など分子鎖の局所的運動は残っているが，分

子鎖全体の運動は起こらなくなる.これは，ガラス状

態では，分子鎖がミクロブラウン運動するのに充分な

自由体積がないためである.このようにガラス中では

分子運動が制限されているため，種々の反応速度が抑

制され，その結果，食品の保存性が向上することが多い.

また，ガラス状態とラパー状態では，物性・テクスチャ

も大きく変化し，粉体の付者や囲結現象などもガラス

転移の概念によって説明できる.このことから，ガラ

ス転移は，本連載の初田で述べた「物性Jのうち 3番

目の f食品現場で、耳にするその他の“物性"J，つまり

複数の物理現象が関わる食品の特性に相当するものを

説明するのに有効な概念ととらえることも可能である.

2.2 DSCによるガラス転移点 Tgの測定

ガラス転移点 Tgは，示差走査熱最測定 (Differential

Scanning Calorimetry; DSC) によって測定される.

DSCの測定原理およびその基本となる熱力学理論の詳

細に関しでも，文献 [3]を参照されたい.

氷の融解などの通常の一次の相転移の場合， DSC曲

高泉はピークとなる. ガラス車長1多，点 Tgにおいては，J:~熱

値が有限値だけ変化するため，Tg近傍では，DSC曲線

はピークでなく，比熱の段差として観測される.通常，

比熱変化の開始点 onsetと終点 offsetの中点をガラス

転移点 Tgとすることが多い(最近では onsetをTgと

する研究もある). 

Fig.l にマルトース(用いた~.it:~斗は，グlレコースシロッ

プという名称だったが，主成分はマルトースで，デー

タもマルトースの文献値と一致する)に関する DSC曲

線と Tgの含水率依存性を示す.この試料については，

Fig. l(A)に示すように，はっきりした比熱変化，つま

りガラス転移が観測され，この比熱変化の中点から Tg
が求められる.また，Fig.l(A)から，比熱変化の onset

とoffsetまで数ト℃のl幅があり，ガラス転移が広い範

囲で起こることがうかがわれる. Fig. 1 (B)に示すよう

に，高含水率であるほど九の値が大きく，水の可塑化

効果が確認できる.
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弾性豆与を用いたガラス転移の解析について述べる.

3.1 誘電緩和法によるガラス転移の解析

3.1.1誘電緩和の概念とガラス転移

最初に，前回 [2]と重複する部分もあるが，誘電緩和

の概要について述べる.電気物性の定義等については

前回の解説記事を参照していただきたい.

試料に交流電場を印加すると， Fig. 2に示すように，

周波数fの増加に伴い電気双極子の配向が電場の変化に

追随できなるため，誘電率 ε'が低下し，同時に電気伝

導度 σ'が増加，誘電損失 ε"(==σ'/2πfeo: eo，真空誘電率)

がピークを示すが，この現象が誘電緩和である.なお，

誘電損失 ε"がピークを示すには，その定義から， 1.民間

波数f→ Oにおける電気伝導度 σ，(直流電導度， σ。)が，

Fig.2に示すように， 0である必要がある.

前回は，高分子の絡み合い構造など，誘電率どを用

いた解trr法に関して述べたが，今回のガラス転移の解

析では誘電損失 E"を用いる ど'の極大値(E'の変曲点)

を与える周波数んから，緩和時間てが以下の式を用い

て求められる.

)
 

4
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ム
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この緩和時間ては交流場における双極子の配向時罰に

Fig.1 (A) A typical DSC diagram of maltose and (B) the 相当する.

合系においても，電圧と電流の関係をみれば，試料の 内で配向する擦のエネルギー障壁に杷当する.

状態変化などについての何らかの情報は得られる.筆 一般に誘電測定において，ラパー状態とガラス状態

者らは，かつて凍結食品の電気抵抗を測定した経験が では異なる緩和が観測されることが知られている.ラ

ある.その際，電気抵抗が急激に増加する湯度を“完

全国化温度"として，それが DSCで観察される CASか

ら氷結晶部への水の移動の終結温度(冷却時に)と一

致することを示した [4]. だが，その“完全囲化温度"は，

現在の視点、によれば，凍結試料のガラス転移点 (CAS

がガラスからラパーに変化する温度) Tg'と考えられる

[3]. また，土肥らは [5]，電気容量(誘電率に比例)

測定によって凍結乾燥の条件設定を行っている.上述

の電気抵抗測定や土肥らのような電気容量の温度依存

性をみることは，凍結乾燥の条件設定のために有効で

ある.このように，電気物性の温度依存性からだけで

もガラス転移の有無を篠認することが可能な場合もあ

る. しかし，ガラス転移に伴う分子の運動性の変化を

見る場合，高分子科学においては，前田，説明した誘

電緩和法を用いる.以下では，誘電緩和法および電気

concentration dependence of九おrmaltose. 

3. ガラス転移に隠する誘電解析

前回述べたように [2]，電気物性は試料内のイオンや

電気双極子の挙動を反映する.食品のような多成分接

また，異なる渇度で、測定した緩和時間 Tを絶対温度 T

の逆数に対してプロット(アレニウスプロット)する

ことにより，以下の式を用いて活性化エネルギ -Eact 

が算出される

'[oc exp (Eactl RT) (2) 

ここで、， Rは気体定数である.Eact は電気双極子が電場
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Fig. 2 Electrical properties in alternating current field and the 

dielectric relaxation. 
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これらのf直は，

範国内である.

マルトースなど，低分子量の糖に関しては，ガラス

状態，ラパー状態共に，はっきりした誘電緩和が観察

されており，高分子科学におけるような分子運動に関

しての考察がよく行われている.

(2)ゼ、ラチンの誘電緩和 [6]

ゼラチン分子は，高温ではコイル状だが，低温では

ヘリックスを形成する.よって，通常の調製条件では，

ゼラチン水溶液は，高温ではゾル，冷却するとゲルと

なる. しかし，高温でコイル状態にある溶液を高温に

保ったまま乾燥すると ヘリックスを形成せずにガラ

スとなることが知られている.筆者らは，ゼラチンか

ら識製されるガラスに関して誘電解析を行った. Fig. 

4(A)に，ガラス転移点 Tgが 145
0C(合水率 0.0380kg/ 

kg of sample) の試料に関する，誘電損失e:"の測定結果

0.06ド

および α緩和の値のそれぞれβ緩和，

(A) 

0.07 

熊谷

パー状態で観測される緩和は α緩和とよばれ，ガラス

転移に伴う分子の協同的なミクロブラウン運動に起因

し，低分子では分子全体の運動，高分子では主鎖のミ

クロブラウン運動を反映するといわれている.もう 1

つは，主にガラス状態で観測される β緩和で，ガラス

状態においても凍結されない局所的な運動に起臨し，

低分子では側鎖の運動，高分子では，側鎖の運動や主

鎖の局所的な運動を反映すると考えられている. α緩

和および3緩和の活性化エネルギーの値は，それぞれ

数百kJ/molおよび数十回/mol程度であることが知ら

れており，活性化エネルギーの大きさから緩和のタイ

プを推測できる.

3.1.2 誘電緩和法を用いたガラス転移の解析例 [6，7]

(1)マルトースの誘電緩和

Fig. 3に，筆者らが行ったマルトース(含水率:0.06 

kg/kg of sample) の誘電解析の結果を示す. Fig. 3(A) 

に示すように，ガラスおよびラパー状態共に，誘電損

失e:"のピーク，つまり誘電緩和が観測される.

Fig. 3(B)に，観測された緩和について，その緩和時

間 τをアレニウスプロットした結果を示す.ガラス領

域での緩和の活性化エネルギ -Eactは54kJ/mol，ラ

パー領域での緩和の Eactは3.0X10
2
kJ/molとなった.
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を示す.測定温度が Tgに対して十分に低い(試料はガ

ラス状態にある)乙うした試料に関しては， ど'のスペ

クトルに関して極大が観測され，誘電緩和が起こって

pる乙とが確認できる.

Fig. 4(A) におけるE:"のピーク位置の賠波数から (1)

式を用いて算出した緩和時間ての含水率依存性を Fig.

4(B) に示す • Tの値は，閤ーの含水率では高温である

ほど，同一温度では高含水率であるほど低下した.緩

和時間 Tは電気双極子の配向時閤に相当することから，

高温あるいは高含水率であるほど，分子の運動性が増

加すること，言い換えると，分子の運動性の変化をて

によって評価しうることがわかる.

Fig. 5(A)に緩和時間てのアレニウスプロットを示す

が，プロットは直線となり， (2)式を用いて活性化エネ

ルギ -Eactが算出された Eactの含水率依存性を Fig.

5(B)に示すが，含水率の増加に伴い Eactの値は減少し

た.また，Eactの値はいずれも数十回/mo1程度であっ

たことから，観測された緩和は高分子主鎖の局所的運

動もしくは側鎖の運動を反映した3緩和と考えられる.

(A) 
10-3 

10-4 

~ 10-5 

い

10同7
3.2 

(B) 
70 

す 55ト

Z 50ト

ヨ45ト

40 L 

35 L 

30 I 

3.6 
lIT [X 10-3 Kl] 

• • • 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

Water content [kg/kg] 

4 

• 
0.12 

Fig. 4， Fig. 5に示したパラメータておよびEactの含

水率依存性について考えてみる. Fig. 4(B)および Fig.

5(B)に示した含水率範囲では，水が可塑剤として作用

していることから，合水率の増加に伴い試料粘度は低

しているであろう.また，溢度上昇によっても粘度

は低下する.電気双極子の配向時間に相当する緩和時

間ては粘度上昇とともに増加するので [2]，含水率増加，

温度上昇に伴う粘度の減少により Tの値は低下したと

考えられる (Fig.6(A)). 一方，活性化エネルギー Eact

に関しては， Fig. 6(B)に示すように，水の可塑化効果

により電気双極子が電場内で配向する擦のエネルギー

障壁が低くなったと考えられる.言い換えると Fig.4 

および Fig.5の結果は， ておよび Eactの値により，水

の可塑剤としての効果を定量的に評価しうることを示

している.

筆者らは，モデル系ゃいくつかの食品に関して誘電

測定を試みた.得られた活性化エネルギーの値を Tab1e

lに示す. PET (ポリエチレンテレフタレート)やマル

トースなど，高分子科学などで誘電解析が既に行われ

ているものに関しては，ガラス状態，ラパー状態共に，

文献と同様な結果が得られた.ところが，ゼラチン，

デキストランなど，食品高分子においては，ガラス転

移点から十分離れたガラス領域では，誘電緩和が観測

されたが，ガラス転移点近傍からラパー領域において

〆-----tI~ Tt 

玲→滞ねtt 

3そ7 ヨ号

以 L
Fig.5 (γめArrheniusplots of r for a gelatin-water system and Fig. 6 Plasticizing effect of water and the behavior of (A) て and

(B) dep巴ndenceof the activation energy Eact on water content. (B) Eact. 

Water content [kg/kg of samplel: .; 0.116， ....; 0.0470， ....; 

0.0400，・;0.0380. 
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Table 1 The values of Activation Energy Eact. 

Sample Concentration Tg [OC] 

[kg/kg] 

PET 78 

Maltose 0.94 25 

Dextran 0.97 180 

Gelatin 0.884 80 

0.9620 145 

Gluten 0.94 55 

は，誘電緩和が観測されず¥上述の解析が困難であった.

その理由は，後述のように，低周波数領域における電

気伝導性の影響によって 誘電緩和のピークがマスク

されるためと考えられる.そういう場合に有効な電気

弾性率を用いる解析について以下に述べる.

3.2 電気弾性率による高電導性試料の解析 [7，8]

Fig.2において述べたが，低周波数領域で誘電損失t:"

が低下するためには，1→ Oにおいて σ'→ Oとなる必要

がある.もし，電気伝導度 σ'の低周波数極限すなわち

直流電導度 σ。が存在すると，測定照波数fの低下に伴

い E

緩和のピ一クが覆い隠されてしまう.食品の場合，水

や電解質が系内に含まれることが多いので，Tg近傍の

試料においては，誘電解析が困難になることが多い.

筆者らも，食品のガラス転移に関する誘電測定を始め

た当時，ガラス状食品の誘電緩和のデータが少ないこ

とを不思議に思ったが，水が誘電解析を困難にしてい

るわけである.本連載の第 1回目 [1]でも述べたが，水

が食品物性に与える影響を検討しようとすると，水が

理論の適用を難しくすることがあるが，これもその一

例である.そのため，高分子科学で通常用いられる誘

電緩和法では，多くの食品のガラス転移の解析は国難

と思われる.そうした場合に 電気弾性率の概念が有

効である.

3.2.1 電気弾性率の概念

複素誘電率♂を，誘電率t:'と誘電損失t:"用いて以下

のように定義する(iは虚数単位). 

本

t:=t: -zε (3) 

複素電気弾性率M*は複素誘電率♂の逆数として定

義される.つまり ，M*の実部を M'，虚部を M"とする

と，M'およびM"は以下のように表される.

M'= _t: 一一 '2I _"2 
t:'"+t: 

M"=~ ，2 1 _"2 
E 十t:'

(4) 

(5) 

State Activation energy 

Eact [kJ/mol] 

rubbery 620 

glassy 57 

rubbery 300 

glassy 54 

glassy 76 

glassy 64.5 

glassy 34.0 

glassy 58 

周波数増加に伴い ε"が急激に増加する試料に関しでも，

電気弾性率M*の虚部 M"はピークを示すことがあり，

これが電気弾性率を用いた解析の際に観測される緩和

である.

解析手)1債は以下の通りである(詳細は文献 [8]を参

摺).一定温度で得られた M"のデータを Havli1iak-

Negamiタイプの式 [2，9]に由帰し，緩和時間 τMを算

出する.緩和時間てM は，近1JJ的には M"のピークを

与える周波数1Mから，次式によって求めることもでき

る.

てM-2布切)
次に 1/てM を絶対温度の逆数に対してプロットし，以

下の式を用いて，緩和の活性化エネルギ-Eτを求める.

1/τM∞exp (-Er/RT) (7) 

さらに，電導度の低周波数極限すなわち直流伝導度 σ。

のアレニウスプロットから，以下の式を用いて，活性

化エネルギ-Eσが求められる.

σ。∞exp(-EIJ/RT) (8) 

もし，EτとEσの値が等しい場合には観測される緩和は

イオンの伝導に起因することが確認できる.底流伝導

度 σ。は抵抗率の Cole-Coleプロットを外挿することに

より求める [10，11].

電気弾性率を用いた解析により求められる緩和時間

τMは，ErとEσの値が等しい場合には，交流電場中で

イオンが移動する際にエネルギー障壁を乗り越えるの

に必要な時簡を，活性化エネルギーはこのエネルギー

揮壁の高さを反映すると考えられる.

3.2.2 電気弾性率を用いたガラス転移の解析例

Fig. 7(A)に含水率 0.15kg/kg (Tg: 60
0

C) の脱塩ゼ

ラチンについての誘電損失 ε"の測定結果を示す.ピ'の

極大は観測されなかったが，これは甚流伝導の存在に

より低屑波数域でで、 E

いi隠i揺霊されてしまつたためと考えられる.そこでt:'お

よびt:"のデータを (4)，(5)式を用いて電気弾性率に変
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換したところ， Fig. 7(B)に示すように M"の極大すな (A) 

わち緩和が観測された.測定温度や含水率を変えた試 106 

料についても，同様に M"の極大が観測され，緩和時間

10-3 

4g 
10-4 

o 
b 

20 10-5 

10-6 

15 

TMが求められた.

脱塩ゼラチンについて， 1/てM のアレニウスプロット

をFig.8(A)に，直流伝導度 σ。のアレニウスプロット

をFig.8(B)に示す.プロットはすべて在線となり，活

性化エネルギーの値が求められた.ガラス状態の試料

(口)， ラパー状態の試料 (0)共に，Eyの{直はEσの値

とほぼ一致した.これは，観測された緩和がイオン伝

導に起因することを意味している.ガラス状態の試料

の活性化エネルギーの値がラパー状態における値より

大きいのは，イオンが電場中を移動する際のエネルギー

障壁がガラス状態の方が大きいことを意味する.この

ことは，電気弾性率による解析によって高電導性の試

料中の分子の運動性を評価しうることを示している.
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Fig. 7 Frequency dependence of electrical properties for gelatinー

water system. (A)， dielectric constant E' and dielectric loss E"; 

(B)， real and imaginary parts of electric modulus M* Water 

content was 0.15 kg/kg. Temperature was 30'C. 
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Fig. 8 Evaluation of activation energies from (A) the relaxation 

time 'M and (B) dc conductivityσ0・watercontent: 0， 0.335 

kg/kg (Tg=-5'C);口，0.137kg/kg (Tg=60'C). 

4. パルス NMRによるガラスおよび

ラパー食品中の分子運動性

パルス NMRでは，試料中のプロトンの緩和挙動を解

析することによって，ガラスおよびラパー状態におけ

る分子運動性の変化を解析することができる.上述の

ように，ガラス転移においては，水が重要な可塑剤で

あるので，パルス NMRは，そのプロトンの挙動を直

接観測できる利点がある.また，誘電測定が，水や電

解質の影響を受けやすいのに対し， NMRは水を直接で

きるのが有効である.ただ，多成分系では，どのプロ

トンを観測しているかの解釈が難しいこと，測定でき

るのは，あくまでプロトンである(高分子鎖の動きな

どは不明)という問題がある.本稿では，グルコース

シロップ(マルトースが主成分)から調製されたガラ

スに関して， 23 MHzのパルス NMRを用いて，筆者ら

[12]が行った検討結果について述べる.
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4.1 パルス NMR解析で得られるパラメータ

測定は， 90。パルスを 2-3μsかけて行い， Fig. 9に示

すような自由誘導減衰曲線誘導 (FID) スベクトルが得

られ，得られた FIDスペクトルを以下の式に fittingし

た.

熊谷204 

1¥ 
守、3

~ 0.5 
N 

ミ
(9) 

山 1叫子)E!31叩 P(号)
+A3exp(乏)

60 40 20 

ι 

O ー20
0.0 
-40 

Temperature [oC] 

Fig.10 The second moment of the immobile component of 

maltose at 8.4% water content 

(10) a
Z
=1/T21 

少しており，プロトンの運動性が増加していることが

わかる.Fig.10において，Mzの減少率が急激に変化す

る温度が 2点あるが，低温の方 (Tg) はガラス転移に

伴う分子運動の変化，高温の方 (Tc)は固体から液状

への変化(粘性液体の性質を示す)を反映していると

考えられる.

Fig.11に， Fig.10と同一の試料のスピンースピン緩

和時間 Tzの温度依存性を示す.(9)式の第 2項から求

められる比較的動きやすいプロトンの緩和時間 Tzzに

は，明らかに運動性の onset温度が OOc付近に存在して

おり，この温度がガラス転移点 Tgに相当する.また，

約 2S
0

C以上で， (9)式の第 3項から求められる動きや

すいプロトンの寄与が観察されるようになる. Fig. 12 

には，温度変化に伴う (9)式右辺各項の S(のへの寄与

率の変化を示す.ガラス転移点以下では，第 1項の動

きにくいプロトンの寄与率が 90%以上だが，温度上昇

と共に第 1項の寄与率は低下し，約 40
0

C以上で，動き

(11) Mz=αz+b2j3 

プロトンの運動性が高いほど小さくなる.

4.2 パルス NMRを用いた解析例 [7，12]

Fig.10に，グルコースシロップの二次モーメント Mz

の温度依存性を示す.温度増加に伴って，M2の値は減

M2の値は，

圃

4

‘ 

圃
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‘ 

圃
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噌

E
E
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ここで，Aiは成分 i(1豆i孟3)の振幅，TZi (1壬i孟3)はス

ピンースピン緩和時間，bは定数である.成分 11ま，動

きにくい Ommobile) プロトン，成分 2は比較的動き

やすいプロトン，成分 3は動きやすい (mobile) プロ

トンを意味し， (9)式の右辺の 3項はそれぞれのプロト

ンの FIDスペクトルへの寄与を表している.動きにく

いプロトンの寄与を表す右辺第 1項は，ガウス型の関

数に sin(bt) j (bの (sincfunction)が掛かった形をしてい

る.この sincfunctionは， FIDスペクトルに時折みら

れる振動を補正するもので，振動がない場合には b→ 0， 

すなわち sin(bt) j (bt)→ 1となる.動きにくいプロトン

の運動性は以下のように定義されるこ次モーメント M2

によって評価できる.
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Fig. 11 The spin-spin relaxation time of白emobile components 

of maItose at 8.4% water content. 4.; component 2，隠;

component 3 in Eq. (9). 

Time [/-lS] 

Fig. 9 Free induction decays (FID) of maltose at different water 

contents at 25
0

C (a， b， c) and 55
0

C (d， e， f). Water content: 3.5% 

(a， d)， 4.7% (b， e)， 8.4% (c， f). 
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要 ヒー
目

連載の解説記事 f食品の物性そして水」の第 3回目

として，ガラス転移に関して，誘電解析およびパルス

-NMRを用いた解析の結果を示差走査熱量測定 (DSC)
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の結果と比較した.最初に，ガラス転移の概念と DSC

によるガラス転移点 Tgの測定結果，水の可塑剤として

の役割について簡単に述べた DSCは， Tgの決定法と

して最も基本的なものだが，分子の運動性についての

知見を在接的には得られない.次に，前回説明した電

気物性に関する知見を踏まえ 食品のガラス転移の誘

電解析について概説した.低含水率のガラスに関して

は，誘電緩和法(誘電損失どのピークに関する解析)

によって得られる緩和時間てや活性化エネルギ -Eact 

によって，分子の運動性，水の可塑剤としての効果が

定量的に評価できた.しかし，高含水率あるいは高温で，

ガラス転移点近傍あるいはラパー領域になると，多く

の食品においては，直流電導度の影響でt:"のピーク

がマスクされ，通常の誘電緩和法の適用が困難で、あっ

たその場合には，複素誘電率♂の逆数で、ある電気弾

性率M*を用いた解析が有効だった.パルスーNMR測

定から得られる自由誘導減衰曲線 (FID) を理論式に

fittingすることによって得られるパラメータによって，

ガラス転移に伴うプロトンの運動性の変化について定

量的な評価が可能で、あることを述べた.
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