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監理食品の物性そして水@
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ガラス転移の食品科学・工学への応用

萩原知 明

東京海洋大学海洋科学部食品生産科学科

Physical Properties of Foods and Effect ofWater on Them IV 

Application of Glass Transition Concept in the Field of Food Science 

and Technology 

Tomoaki HAGIWARA 

Department 01 Food Science and Technology， Tokyo Universi;か01Maine Science and Technology， 

4-5-7 Ko仰向，Minato， Tokyo 108-8477， Japan 

The application of glass transition in the field of Food Science & Technology was reviewed. As 
examples of research investigating the relationship between physical and chemical properties of food 

and glass transition， glass transition of Katsuobusi (boiled and dried bonito fish stick) and stability 
of frozen food quality during storage was described in detail. In addition， the relation between water 
diffusion coefficient in freeze-concentrated matrix and recrysta11ization rate of ice crystals in several 
sugar solutions was also explained in terms of molecular mobility. The Katsuobushi in the market 
showed glass transition behavior. Also， it was reported that specific shaving energy of the rubber 
Katsuobushi was less than that of the glassy one. In the researches of stability of frozen food quality 
during storage， the enzymatic reactions in frozen tuna meat and recrystallization of ice crystals in 
sucrose solution were greatly suppressed if their freeze-concentrated matrixes were in glassy state. This 
fact indicates that utilization of frozen storage temperature lower than glass transition temperature has 
a potential of effective and long-term excellent storage stability of frozen foods. The recrystallization 

rate of ice crystals in several sugar solutions increased with increasing the diffusion coefficient of water 
molecules in freeze-concentrated matrix. From this result， it was suggested that mobility of water 
component in freeze-concentrated matrix is an important factors contr刀llingrecrystallization rate in 
sugar solution relevant to frozen dessert 
Keywords: glass transition， molecular mobility， Katsuobushi， stability of frozen food quality， 

recrystallization 

l.諸 a

「食品の物性そして水jの解説記事第 4屈では，ガラ

ス転移の食品科学・工学への応用について述べる.膨

大な量に上るガラス転移の応、用例や研究例を限られた

紙面で網羅することは，不可能であるため，ガラス転

移の食品科学・工学分野における応用についての概論

を最初に述べたあと，筆者が関連した研究例から具体

(受付加09年 2丹22日，受理 2009年 2月26日)

宇108-8477 東京都港区港南4-5-7

Fax: 03-5463-0402， E寸nail:tomoaki@kaiyodai.ac.jp 

的な事例をいくつかピックアップして，説明していく

ことにする.前回の解説記事 [1]で述べられたように

ガラス転移の考えの本質は分子運動性に着目すること

であるから，今回は，ガラス転移のみに留まらず¥よ

り一般的な分子運動性と食品の性質との関連について

言及した事例も取り上げた.

なお，解説に当たっては，ガラス転移の考えが食品

科学・工学の現実の問題を解決するうえで，どのよう

に役に立っているかをご理解いただくため，具体的な

事例の説明の項告では，研究の背景についても詳しく

述べるよう心がけた.また 本稿で取り上げている食

品の f物性Jは，本連載の初回 [2]で定義された 3通



2 荻原知明

りの「物性」のうち， Iサイズや形状に依存しない物資 度に関する膨大な文献データは， Levine & Sladeらに

屈有の性質jという厳密な意味の物性 [2]よりも， I捜 よって，まとめられている [5].

数の物理現象あるいは物性が関与した食品の物理的現

象に関する材料の“特性"J[1，2]に栢当した「食品現場 3. ガラス転移の概念を利用した研究倒

で茸にするその他の“物性"J[2]に近いものであるこ

とをお断りしておく. それでは，以下に筆者らが関与した研究例の詳細を

述べる.本稿では，以下のものを取り上げる.

2. ガラス転移の食品科学・工学分野における ・カツオ節のガラス転移

応用の概論 ・凍結食品の貯蔵時における品質安定性とガラス転移

-凍結食品中の氷結品の再結品化進行速度と水の運動性

ガラス転移現象は，無機化学，高分子科学などの分 との関連

野で古くから研究の対象となってきたものであるが，

食品科学・工学分野で重要性が認識されるようになっ

たのは， Levine & Sladeらによって IFoodPolymer 

Science ApproachJの提唱がなされた 1980年代以降で

ある [3，4]. IFood Polymer Science ApproachJ とは，

プラスチックや合成繊維などの高分子科学の分野で用

いられてきたガラス転移現象，王立塑剤の概念を食品に

応用して，食品の諸性質(物性)を統一的に理解しよ

うとするものであり，次の 3つの要点、に集約される [5].

(1)食品は本質的に非平衡状態にあり，食品の動的状

態が諸性質に影響を及ぼす.

(2) ガラス転移鴻度は食品の加工特性，品質，保存安

定性に大きな影響を与える.

(3) 水はその他の食品構成分子を動きやすくする働き

(可塑剤)がある.すなわち ガラス転移温度を下げる

働きがある.

これまでに食品の構成成分 および実際の食品を用

いたガラス転移に関する研究が数多く行われ，凍結食

品をも含めて，ほぼすべての食品が，全体的または一

部がガラス状態を取り得ることが明らかとなった日，6].

さらに，食品の製造時，保存時に食品が示す諸現象

がガラス転移現象から説明できることが次々に見いだ

された.代表的な例が，メイラード反応 [7]，結晶化 [8，

9]，酸化反応 [10，11]，香気成分の散逸日2]などの食

品の品質劣化反応とガラス転移温度との関係である.

これらは，反応に関与する分子の拡散に伴って進行す

る. したがって，温度を下げる，または可塑剤である

水を除去して，ガラス状態になれば，反応速度が著し

く低下する.

また，クッキーやせんぺい，シリアルなど低水分食

品に特有のクリスピーな食感 [13]もガラス転移現象と

関連があるのは前回で説明したとおりである.

このように，食品の製造・貯蔵時にみられる広範な

現象や食品の諸性質がガラス転移と関連性が深いこと

が明らかになり，食品がガラス状態であるか否か，そ

してガラス転移温度を知ることは，食品の諸性質を理

解する上で重要で、あるとの認識が現在では定着しつつ

ある.主要な食品および食品構成成分のガラス転移温

3.1 カツオ節のガラス転移 [14，15]

カツオ節は， 日本料理の「ダシjに欠かせない日本

特有の保存食品である.その伝統的な製法は，カツオ

をボイルしたあと，堅木でいぶすことを繰り返して乾

燥させ， さらにカビ付けを行って乾燥を進行させるこ

とによる.最終製品の水分含量は乾量換算でおよそ 14

~18%とされている.ご存じのとおりカツオ節は非常に

硬く，このような食品は世界に類がない.世界一硬い

食品とも言われている.

一方，カツオ節を加熱または加水すると，柔らくな

ることが経験的に知られている.最近で、は工業的に削っ

た状態での販売流通が多くなってはいるものの，読者

の多くはご自分でカツオ節をカンナなどで削った経験

があろう.その際，硬くて刃が立たなかったカツオ節が，

湿らせたりガスのコンロで温めると，軟らかくなって

街単に削れるようになった経験をお持ちの方も多いと

思う.前回の記事をお読みになった方なら，これらは

食品のガラスの特徴と一致していることに気付かれる

ことだろう.加湿や温度上昇により，軟化するのは，

食品のガラスの典型的な特徴の 1つである.実際に，

カツオ節を DSCおよび動的粘弾性測定 (Dynamic

Mechanical Analysis; DMA) で詳細に調べたところ，

ガラス転移を示すことが確認された. Fig.1は典型的な

DSC測定の結果を示したものである.温度上昇に伴い，

ガラス転移特有の熱容量のステップ状の変化がみられ

る.このステップ状の変化は，可逆性があり，同一試

料に対して DSC測定を繰り返す鹿に再現された.この

可逆性はガラス転移の特徴の 1つであることから， Fig. 

1の熱容量のステップ状の変化は，カツオ節のガラス転

移現象を反映しているものと考えられる.紙面の都合

でデータは示さないが，製造元の異なるカツオ節でも，

同様の測定結果が得られ，ガラス転移を示すことは，

カツオ節の一般的な性質の 1つであることが明らかと

なった.カツオ節は主成分がタンパク質であることか

ら，ここで検出されたのはタンパク質のガラス転移で

あると考えられる.

Fig.2は，カツオ節のガラス転移温度の水分含量依存
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Fig. 1 Typical DSC thermograms of Katsuobushi at different 

moisture contents. These are second-run curves to remove 

relaxation hysteresis effects at first scanning. The Tg values 

shown are midpoint temperatures of stepwise change in the 

heat capacity. 

200 

3.2 凍結食品の貯蔵時における品質安定性とガラス転

移口7，18]
食品冷凍技術は，微生物の発育，酸化や退色などの

化学反応を抑制し，食品本来の品質をそのままに近い

状態で保存できる優れた保存技術である.近年では，

冷凍装置の技術革新が進み，かなりの低温を商業レベ

ルで発生させることが可能となっている.たとえば，

冷凍マグロは-60
0

C以下で保存されている.

冷凍にまつわる問題として 適切な貯蔵温度は何度

か?ということがある.冷凍といえども貯蔵中に少し

ずつ種々の劣化反応が進行するので，一般論としては，

より低温での貯蔵が望ましい. しかしながら，冷凍技

術はエネルギーを多量に消費するものであり，むやみ

に温度を下げ，エネルギーを浪費するのは，地球環境

保全の観点から許されない.一方で、，限りある食資源

を無駄なく有効に利用するために，冷凍保存技術にこ

れまで以上に頼らなければならず，より高品質な冷凍

が求められている.

ガラス転移の概念からは，凍結濃縮相のガラス転移

温度が下限温度の自安であろう.前回 [2]の解説の繰り

返しになるが，食品の温度を下げると，氷結開始温度

に到達し氷が生成する.さらに温度を下げると食品中

の水が次々に氷に変化し，未凍結部分の溶質濃度が上

昇するとともに粘度が増し やがて濃縮の限界に到達

し，ガラス化する.ガラス化した凍結濃縮相中の分子

運動は制隈されているため 種々の反応速度が低下し

保存性がよくなると考えられる.これを検証するため

に行ったのが，以下の 2つの実験である.

(a) 凍結貯蹴中のマグロ肉中の ATP関連物質の酵素的

分解反応 [17]
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あろう.硬く脆いガラス状態では，きれいな削り節を

作ることができない.わずかに水で混らす，または温

めるだけで，容易にラパーに変化するのが，保存性と

切削容易性が程良くミックスした理想的な状態である

とpえる.

カツオ節のガラス状態が切削加工におよぽす影響に

ついては，羽倉らによって詳細に検討されている [16].

その結果，切削抵抗，切削に必要なエネルギーは，共

にラパー状態のカツオ節のほうが，ガラス状態よりも

小さくなり，ガラス状態であるか否かが切郎容易性に

関係していることが定量的に裏付けられた.また，彼

らは河時に，ガラス状態で切削すると粉末状の削り節

が増加し，歩留まりが低下することも見出している.

ガラス状態であるので削り片が脆く壊れやすいためで

あろう.彼らは，ラパー状態のカツオ節のほうが，効

率的に切削可能で、あり，ガラス転移の概念を用いるこ

とで，切削工程の省力化や歩留まり向上が期待できる

ことを示唆している.
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Fig. 2 Glass transition temperature of Katsuobushi as a function 

of moisture content. DSC data were obtained from three 

diff巴rentKatsuobushi manufactured by company A (・)， 

company B (口)， and company C (・).

性を示したものである.水分合量が多くなるにつれ，

ガラス転移温度は低下している.このことから，多く

の食品や食品構成成分と同様に，水はカツオ節にとっ

て可塑剤として作用することがわかった.

Fig. 2 より，実際の製品の水分合量(14~18% ;乾量

基準)付近でのガラス転移温度は，およそ1O~300C に

位置している これは，いわゆる[室温Jの範国にある.

このことは，水分の吸収または温度上昇が少し起こる

だけで，不安定なラパー状態に変化することを意味し

ている. したがって，品質を保持したまま長期間保存

するためには，水分の吸収を妨ぎ，室温より低温で保

管する必要がある.保存性を高めるためには，水分含

量をもっと低下させればよさそうなものだが，製品の

水分合最は切削しやすさを考慮、して決定されたもので
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(b) 凍結貯蔵中のスクロース溶液中の再結晶化 [18]

以下， Ii慣に詳細を述べる.
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(a) 凍結貯蔵中のマグロ肉中の ATP関連物質の静素

的分解反応 [17]

魚類の鮮度指標として K値 (K-value) という値が一

般的に用いられている.魚、肉筋肉中に含まれている

ATP (筋肉を動かすエネルギー源)は死後，肉中の酵

素により， ATP→ADP→AMP→IMP-イノシン (HxR)

→ヒポキサンチン (Hx) の順に分解される.K値は

HxRとHxの蓄積の程度を表し，以下の式で表現される.

HxR+Hx 
K (%)= .~~. .~~， ，~~ ~ ，~~ X100 

ATP+ADP+AMP+IMP+HxR+Hx 

K11直が低いほど鮮度が良好で、，目安として， 20%以下な

ら生食可能， 40%以下なら加熱調理食用可， 60%以上で

は初期腐敗が始まっているとされている [19].

既往の研究より，一定温度下における K値の経時変

化は，以下の一次反応的な式で近似できることがわかっ 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 

1fT X 103 (K'・1)
ている臼0].

Fig. 3 Effect of temperature on the reaction rate kf of tuna meat. 

幽30

Fig. 4 DSC thermogram of tuna meat at very low temperature. 
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ここで，tは貯蔵時間，んは反応速度定数である.

上式のんを指標として，凍結マグロ魚肉内の一連の

ATP関連物質の分解反応の進行速度に及ぼす貯蔵温度

(20~-840C) の影響を調べ ガラス転移温度との関連

性を検証した.

Fig.3はんを貯蔵温度に対して，アレニウス・プロッ

トしたものである.プロットは単一の直線とはならず¥

-3
0

C，一10
0

Cで明確な折れ曲がりがみられる.詳細は

省くが，それぞれ，氷結品の生成開始渦度，凍結可能

な水の凍結がほぼ完了した温度を反映しているものと

考えられる.注目すべきは， -84
0

Cのんが急激に

くなっている点である.

Fig. 4は凍結マグロ肉の DSC測定の結果を示す.温

度上昇に伴い，ガラス転移特有の熱容量のステッフ。状

の変化がみられる.熱容量変化の開始点、 onset(-

75
0
C) と終点 offset(-47

0
C) の中間点 midpointから，

凍結マグロ肉のガラス転移温度は-63
0

Cと求められた

以上の熱分析の結果から，マグロ魚肉は-75
0

C以下で

は，ほぼ完全にガラス状態にあるといえる.したがって，

-84
0

Cにおけるんの急激な減少は，凍結濃縮相がガラ

ス状態であることに起因すると結論付けられる.

さ

~ 
輔副酬醐醐欄

唱00μm

Fig. 5 Example of recrystallization of ice crystals in frozen food. 

Sample: tuna meat. (a) Just after freezing at -50'C， (b) after 

80 days storage at -20'C. 

(b) 凍結貯蔵中の氷結晶の再結晶化口8]

冷凍食品の貯蔵中の品賞低下の原菌の 1つに，氷結

品の再結晶化 (recrystallization) がある. I再結晶化J
とは，凍結完了後の氷結晶の大きさや形状，方向の変

化のことを指す. Fig. 5に再結品化の例(マグロ魚肉)
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を示す.白い部分が氷結晶である.長期間の保存後に

氷結晶の大きさが増大している 再結晶化は氷の表面

エネルギーを小さくしようと自発的に進行するもので

あり，冷凍食品では，主に多数の小さな氷結晶粒が，

少数の大きな氷結晶へと変化する過程として現れる.

氷結晶の大きさに分布がある場合，小さな氷結晶粒は，

比表面積が大きく表面エネルギーの点で不安定で、あり，

大きな氷結晶粒と比較して，高い水蒸気圧を有してい

る.そのため，小さな氷結晶粒の表面から，大きな氷

結晶粒の表面へ，凍結濃縮相を通じて，水分子が移動し，

小さな氷結晶の消失と大きな氷結品の成長が起こる

(Fig. 6).再結品化が顕著な品質低下を招く食品の例が，

アイスクリームである.アイスクリームの滑らかな食

感は，氷結晶の大きさがきわめて小さく，その存在を

舌が感知できないことに起因するが，貯蔵中に再結晶

化が進行し，氷結晶の平均粒径が関値を超えると，氷

結晶粒の存在を舌が感知し，滑らかな食感が損なわれ

る.また，解凍してそのまま食べる刺身のようなものも，

再結晶化が進行にともなう細組組織の損傷が，解凍後

のテクスチャの劣化やドリップの流出などの品質劣化

に宜結する.

凍結濃縮相中の水の移動が再結晶化の過程で起こる

Fig. 6 Schematic illustration of typical mechanism of 

recrystal1ization of ice crystals in frozen foods 

ことから，凍結濃縮相がガラス状態になるまで冷却す

れば，水の移動が極めて制限され，再結品化の進行速

度が劇的に小さくなることが考えられる.そこで，ス

クロース溶液を実験試料に用いて，スクロースの Tz'を

含む幅広い温度範囲で、貯蔵実験を行った. 30%スクロー

ス溶液 (Tg'=-32
0

C[5]) を-60
0

Cで凍結したのち

21
0

C， -29
0

C， -35
0

C， -50
o
Cでそれぞれ貯厳した貯

蔵中の氷結晶の大きさの平均値の変化をしめしたもの

がFig.7である.いずれの温度においても，氷結品の

平均サイズは貯蔵時間とともに増大し，再結品化が進

行していることがわかる.このデータをオストワルド・

ライプニングに基づく以下の式 [21]で，フィッティン

グし，再結品化の進行速度を表す，再結晶化速度定数h

を求めた.

R3=Ro
3+kt 

ここで，t は貯蔵時間，Rは氷結晶の面積等価円半径の

平均，R。は貯蔵時間ゼロにおける Rである.

求めた再結品化速度定数をアレニウス・プロットし

たのが Fig.8である.まず，プロットは単一の宜線に

はならなかった.そして，スクロースの TE，より 1ß:~晶.1~ij

では，再結品化速度定数は急激に小さくなり，実験前

の予想通り，凍結濃縮相をガラス状態にすることで，

再結品化の進行を効巣的に抑制できることが確認でき

た.

以上，凍結濃縮相をガラス化させることで，酵素反

応および再結品化の進行を効果的に抑制可能なことが

示された.

3.3 凍結食品中の氷結晶の再結品化進行速度と水の運

動性との関連 [22]

前項では，凍結濃縮相のガラス転移温度以下で再結
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予iß~できるかもしれない.以上の考えを実証するため，

濃度，種類，貯蔵温度が多様に異なる 9種類の糖溶液

を用いて氷結晶の再結晶化速度を求め，合わせて凍結

濃縮相の水の運動性を反映する物性値として水分子の

自己拡散係数を測定し，両者の相関を調べた. Table 1 

に実験に用いた糖溶液と貯蔵温度および凍結濃縮相の

糖濃度(文献値から計算)を示す.用いた糖の種類は

マ)1--トース，スクロース，フラクトース，グルコース

であり，試料中の氷の体積分率はほぼ一定に設定して

いる.水分子の自己拡散係数は pulsefiled gradient 

stimulated echo proton NMR (PFGSTE lH N羽R) [22] 

により測定した.

Fig. 9 (a)は各試料の再結晶化速度を貯議温度に対し

てプロットしたものである.必ずしも，貯蔵温度が低

くなると，再結品化速度が小さくなるわけではなく，

溶液の種類が再結晶化速度に影響していることがわか

る. Fig. 9(b)は各試料の凍結濃縮相の水の自己拡散係

数に対して，再結品化速度をプロットしなおしたもの

である.先ほどの図とは異なって，両者は良好な正の

直線関係にある.このことから，凍結濃縮相の水の自

己拡散係数は，再結晶化速度を決定づける重要な要因

であることが示唆された.つまり，分子運動性に着目し，
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晶化が効果的に抑制できることを述べたが，現時点で

は，冷凍にかかるコストの問題から，もう少し高温域

で、の貯蔵が行われており，再結晶化の進行は避けがた

い状況にある したがって 冷凍食品の長期保存中の

品質保持期限を効率的に定めるためには，再結晶化速

度の把提が重要である.しかしながら，再結晶化はゆっ

くりと進行するため(週月といったオーダー)，貯蔵実

験から再結品化速度を求めるのは非常に時間がかかる.

このように時間がかかる測定を多数の食品について行

うことはほとんど不可能で、ある.ここで，再結晶化速

度を決定づける統一的な要因が特定できれば，大変な

労力を要する貯蔵実験を行うことなく，再結品化速度

の大小を予測することができると考えられる.

前項ではガラス転移温度以下では，凍結濃縮相中の

水の運動が制限されるため，再結晶化速度が小さくな

ると述べたが，このアイデアは，ガラス状態でなくて

も使える.つまり，凍結濃縮相の水の運動性が大きい

食品では，再結晶化速度も大きいと考えられる.凍結

濃縮棺の水の運動性を定量的に評価することで，多種

多様な凍結食品の再結晶化速度の大小関係を統一的に

原萩

-500C 

4.5 4.4 

_320C 

4.1 4.3 

1000/T (1/K) 

4.2 

刷290C

_210C 

4 

10 

1 
3.9 

6 

nu 
nu 

(
」
工
「

εュ)
g
g
c
o
z
c
N
-一
一
句
目
的
、

coφ
区

Table 1 Sample sugar solutions. 

Sample 
Concentration of 

freeze-concentrated 
matrix (%) 

40.0 

Storage 
temperature (C) 

5 -4.4 

5.0 

Fig.9 Recrystallization rates k for various sugar solutions. 

The k were plotted as function of (a) storage temperature， 

and (b) diffusion coefficient of water molecules in freeze 

concentrated matrix， respectively. 
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凍結濃縮相の水の自己拡散係数を調べれば，再結晶化 [10] Y. Shimada， Y. Roos， M. Karel; Oxidation of methyllinolate 

速度の大小関係を推定できる可能性を示しているとい encapsulated in amorphous lactose-based food model. J. 

える Agric.Food Chem.， 39， 637-641 (1991). 

4. ま と め

本稿では，ガラス転移の食品科学・工学への応需に

関連して，鰹節のガラス転移 凍結食品の貯蔵時にお

ける品質安定性とガラス転移，そして凍結食品中の氷

結晶の再結晶化進行速度と水の運動性との関連につい

て述べた.

ガラス転移現象の特徴は，その普遍性にある.ほぼ

すべての食品がガラス状態を取り得る.また，食品の

製造・貯蔵時にみられる広範な現象や食品の諸性質が

ガラス転移と密接に関連している.ガラス転移現象の

理解が深まることで，食品の物性挙動や，食品の製造・

保存における様々な現象の理解が進展することを期待

したい.本稿が，そのための一助となれば幸いで、ある.
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要
1::> 
a 

ガラス転移の食品科学・工学への応用について，研

究事例を述べながら解説した.初めにガラス転移の応

用についての概要を述べ，次にガラス転移と食品の諸

性質との関連を調べた研究例の説明を行った.熱分析

測定の結果，カツオ節は，ガラス状態を取りうること

が確認され，また，ガラス状態とカツオ節の切削性に

は密接な関係があることが確かめられていることを述

べた.凍結濃縮相をガラス状態にすることで，マグロ

魚肉中の酵素反応，スクロース溶液中の氷結品の再結

品化は劇的に進行が抑制された. この結果は，凍結濃

縮相のガラス転移温度以下で顕著な品質安定性が得ら

れることを示唆していることを説明した.種々の糖溶

液に関して，凍結濃縮相の水の自己拡散係数と氷結品

の再結品化速度との開には良好な正の相関関係あるこ

とを述べた.以上，ガラス転移現象に着目することで，

食品の製造・貯蔵時にみられる現象や食品の諸性質の

理解が進展する可能性を示した.
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