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熱安定性良好な熱変性ホエイタンパク質濃縮物の調製

浅野祐三¥鈴木学，荒瀬寛，湯田直樹，蔚勝仁志，岩附慧二

森永乳業株式会社食品基f12研究所

Preparation of Whey Protein Concentrates with Good Heat Stabi1ity 

U sing Heat Denaturation 

Yuzoh ASANO 1， Manabu SUZUKI， Hiroshi ARASE， Naoki YUDA， Hitoshi SAITO， 

and Keiji IWATSUKI 

Food Sciのlce& Teclmology Institute， 1-83， 5-CJlOme， Higashihara， Zama-City， Kanagawa-Pref 252-8583， ]apan 

Whey protein obtainecl from milk product process has many nutritional vallles ancl good amino 

acid composition. Nevertheless， it has not been utilizecl so much dlle [0 protein aggregation and gel 

formation caused by heating. 1n order to il11prove the heat stability of whey protein， we have tried 

a new high shear-heating process using the thin film spinning clevice to denatU1・ewhey protein 

concentrates (WPC) ， and the conventional low shear-heating process was usecl as a control test. 

The results showecl that the product preparecl with heating llncler high shear rate was c¥ear¥y better 

than that prepared under low shear rate， in regarcl to aggregates fonnation and heat stability of the 

clispersed partic1es in water. It was suggestec1 that protein heat c¥enaturation c¥ic¥ not contribute to the 

clifference in the heat stability. On the other hancl， the zeta-potential clata of these particles in water 

suggestec¥ the clifference in the surface of partic1es preparecl with the high-shear methoc¥ and the 

low-shear l11ethocl. SEM il11ages of the partic¥es also showecl the c¥ifference in the surfac巴 shape

lt was suggestecl that th巴 structureof the partic¥es could cause the difference in these physical 
properties 

Keywords: Whey， WPC， c1enature， high shear， heat stability 

1.緒 言

ホエ イタンパク 質は， ~t乳か らチー ズを製造する |涼.

カゼイン凝築物を分離した 11寺に生Ji¥(され，分Hを自liやア

ミノ阪K:ll成のniれた乳タンパク質としてまuられており

[1-3]，凋製粉手L，飲料，発酵まし， アイ スクリ ームなど

の乳製品の原料 として{史mされてい るーまた， ホエ イ

タンパク質は，加熱によって変性し， ìttU~ やゲル化す

る [4-6]ことが女nられている i説集の発生やゲル化は

工業上のデメリッ卜だけでなく .食品の風味やtt'也に

も大きな影響を及(ますた め， ホエイタ ンパ ク質の干[J!tJ 

促進において熱安定性を向ヒさせる手法の IJ~J 発は重要

な問:j也となっていた

ホエイタンパク 質は， f~数のタンパク質から j和えさ

(吾川20¥ 0 1['. 9 I [ I 11. '迂J1[!2010il.lll[!)lll

干2'i2-S583 Ì'I'奈 " I ~， \ i'/Hm ，j i'.1!l'j!5-j-S:l 
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れていることがまLIられているが，ホエイタン パク質の

熱変性は!日l々のタン パク質の熱変性と 加熱に よるタ ン

パク質1'1'.1の変化 をwう，復合的 な変化であると 考え ら

れる ホエイタ ンパク質の熱変性は不可迎変化であり

[7]，加熱したH寺に発生するホエイタンパク質のi説集物

をホモジ ナイ ザ(均質機)などでせんItJrし，分散性良

好な微粒子にし てから利mすることは， 乳業界では従

来から行われていた

鉛者 らは，新規な枝市¥;iである日JWi，主回型jit干¥，装組 [8]

を n~ いて ， ホエイタンパク質を高せん断|ずで力n熱変性

させ，分散性が よく， PJ凝集↑~!:のほ いホエイ タンパ ク

質微粒子を調製で きる [9]ことを見出した. 今回1，国i

せん断下で加熱変性させるi存者らの製法と，低せんltJi

下で加熱して充当Lしたitf立引勿をj勾質1没で!波h干して微粒

子化する従米製法とを比較検討した.
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2. 実験方法

1.1 サンプル調製

ホエイタン パ ク質濃縮物 (WheyProtein Concent-

rates，以下 WPC) のうちホエイタンパ ク質含量 80%

(w/w)品 (WPC80， ミライ社製)を原料とした.

WPC80を水に溶解(以下， WPC水浴江主) し，後述す

る高せん断下で加熱処J~lする新規法(以下，高せん断

加熱法)と低せん断下で加熱処理する従来法(以下，

低せん断加熱法)でそれぞれ熱変性 WPC水溶液を問主l

した (Fig.1) さらにその一部をスプレードライヤ

(SD-I000型，東京理化社製)で|噴霧乾燥して粉末品を

制製した

2.1.1 高せん断加熱法による調製(新規法)

Fig.2に示す直径 3111mの多孔を有した円筒状のロー

ターが高速で回転する:制限旋回型撹伴装置(フィルミッ

クス FM-80-50型， プライミクス社製) [8]の中に濃度

12.5%w/w の WPC水溶液を 250g入れ，ローターと答

器の 2mmmll涼においてせん断速度が 25，000S-lとなる

ように設定して処理を行った. ローターのlilI]1尽によ っ

て， WPC水溶液は容1+号内壁に沿って厚さ 17mmの)1史

状になる.また，容侍|人jの液の流れは Fig.2の背矢印

のようになり，ローター IDI転方向の流れとローター縦

ブJ向の流れが存在する .出述回転 しているローターと

WPC 水協液の!李撚熱で液温は上昇 し，水溶液~ml皮が

85
0

Cに到達すると同 11寺に装置のジャケット部に冷却水

を逝して渦1St卜昇を制御し，85
0

Cで 1分間保持して高

せんIfJr条件のもとホエイタンパ ク質 を熱変tl，させた.

その後，ローターの|回転を伴」上し，容出ジャケット詰11

の冷却で本溶液温度を 20
0

C以下まで下げてから熱変性

WPC 水 ~:fiiï主を回収した

2.1.2 低せん断加熱法による調製(従来法)

容量 3Lのステンレス製脊器に濃度 6.25%(w/w)の

WPC水協?夜を 2kg人れ， ~，TftISt刺殺された加熱糟内に

且主主L且孟単品

笠E♀且叫辺且

Denaturcd WPC sollltion 

Convcntional P也 c.e:;s

半E♀且叫出且

(WPC aggregat巴s)

Denatured WPC sollltion 

Fig. 1 Flow charl of new and conventional process for 

denaturing WPC. 

ステンレス容器をセットし，容器内を手撹枠しながら

水溶液渦肢を 85
0

Cまで加熱し，85
0

Cで 6分間保持して

ホエイタンパク質を熱変性させた.その後，溶液t制度

を60
0

Cまで下げて，均質圧力を 100MPaに設定した高

圧ホモジナイザ (R-15!，';~ ， APV社製)へ供給し，水泌

液中の分散粒子凝集体を ii皮TI1;し微紺|化した.最後に，

調製した試料の物性などを比較するため，高せんIfJrJJIJ 
烈!ì.tと同じ ~11*!主: 12.5% (w/w)まで;J'Cう}をロータリエノ，;f，

レータ (REll1型，柴田不|学社製)で蒸発させて除去し，

熱変性 WPC水浴泌を 1m収した.なお，ここで WPC水

溶液の初期濃度を 6.25%(w/w)としているが，これは高

圧ホモジナイザで処足I!可能な水府液MI3Xになるよう濃

度を制控 したためである.

2.2 熱変性 WPCの評価方法

2.2.1 粒度分布測定

水溶液中に分散している粒子の状態を的'認するため，

レーザ一回折式粒度分布計 (LA-500QfI， Jj;f!J品製作所社

製)をJlJlミて粒度分布を iHlI定し，f本{'i!i基準でメジアン

径と累積 90%径を求めた iJ!!1定前に粒子同士の凝集を

解くため，水溶液の超音波J:!~i 身、l 処思を 2 分間行った

2.2.2 加熱耐性試験

i僕1度 12.5%(w/w)に淵製した WPC水溶液と熱変tl却

WPC水浴ir:話を 100mlガラスビーカーに各々 40ml入

れて，オートクレーブ (SD-321型， 卜ミー精工社製)

内にセットし，チルド製品の殺菌条件を想定した 85
0

C

で 5分間，およびアセ プティック製品の殺菌条件を恕

，/) 3111111 

46mm 

76 JllJll 

80 JllJll 

114 JllIl1 

Fig. 2 Schematic il1ustration of a special device for 

processing WPC. 
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定した 120
0
Cで 15分11，¥1の加熱処f1Eを各々行った.その

処理前後における水溶液の状態変化を矧祭した.

2.2.3 熱変性度測定

WPC80と熱変tl:WPCの粉末 を濃度 3.75%加/w)とな

るよ うに以内干した. i?:f i(i，2をステ ンレス 容器に:子:封し，

示差走査熱琵:1¥1'(DSC1型，メ トラー -トレド社製)を

!日いて， ilNtl笠範囲 30~ 1300C ， 1Yil，¥'，述!変 3
0
C/minの条

件にて測定 を行い，加熱による タン パ ク質の変性13EGI

いを剖'iil!iした [10].

2.2.4ゼータ電位測定

ゼータ電位iWJ定装組 (ELSZ-2型，大塚電子社製)を

n日、て， WPC80と熱変tl:WPCの粉末を溶解した限度-

O目1% (w/w)のWPC水溶液と烈変性 WPC水溶;夜をJXltf-1俊

と水際化ナ トリ ウムをmい， pH 4~ 7 で段階的に変化

させ，分散している微粒子のゼータ屯位を測定し，粒子

表而lの性質を1¥'¥，制liした [11]

2.2.5 分散粒子の観察

電子顕微鈍クライオーSEM (JSM-6301F型， 1:/本fE

子社製)を)，I'Jt、て.烈l変性 WPCの粉末をi削げした水泌

液を液体議紫で1採1'I'd凍結し，分散している微粒子のが;

!主を!必然 した [12]

3.結果および考察

3.1 熱安定性

3.1.1 熱変性 WPCの粒子径および加熱耐性

Table 1に，原料となる WPC80の水溶液と高せん断

加熱法と i止せん l:flr1JI 伶，}\法でi~，\1製 した熱変七l:wpC 水溶液

(以T.液状品)およびそれを粉末化した後司再分散し

た水浴江主 (以下，粉末開分ij:A.~ij'， ) ' :I~ の熱変七I:wpc 粒子

のメジアン径と ;;:;ltrt90%径およびオートクレーブ処理

による水溶液の熱cJ;..'JJ::tl:のil!iJiJ::*i'j栄と JJII熱後のビー

カー内状態を示す.せんl析と加熱処)}11をしてい ない原

料WPC水 溶液では，オ ートクレーブによる 85
0
Cと

120
0
Cの加熱処理で Table1の写真のように完全にゲル

化した.熱変性 WPCの液状品では，高せんIDr加熱法と

ほせんIJJrガ11熱法でメジア ン径お よび紫柏 90%径に差は

ほとんどみられなかったが，低せんIJ:Jr}JIl熱法では，

120
0
Cの加熱処理でゲル化 した ープJ. 粉末再分散121で

は低せんl研加熱法のメジ アン径お よび県積 90%任が大

きく なる傾向がみ られ， 低せん断}Jn熱法では 出{符乾

燥Ih'jに粒子が凝集してしまうことが考えら れた また，

85
0
Cと 120

0
Cの力11熱処引を行った場合， 声iせん断加熱法

では， Table 1の写真のようにゲル化せずに液状である

のに対し， ft(せんIVr}Jn P.')!法では、持J!安定性が不良とな

りゲル化した町 このことから，熱変性さ せる 時のせん

断力の強さがタンパク質粒子のがl安定性に協必:を及ぼ

していること が 1fí~きだされた

3.2 熱変性 WPCの粒子状態

3.2.1 熱変性度

Fig. 3に，原料 WPC水溶液及び出せん断加熱法と

低せん ItJr加熱法で間製 した~~!\変性 WPC 水溶液を示差

走査熱ilt71-1ー (DifferentialScanning Calorimetry以下，

DSC)で測定した結果を示す.WPC80水溶液では，

81.3
0

Cでタンパク質の変|当:に伴う l以熱ピークが認められ

Table 1 Particle size clistriblllion ancl heal stability ofWPC sollltion 

CUlll1l1ative Particle size (μ111) 
Descriptionηpe 

50% (Meclian) 90% 

RawWPC 0.76 1.38 

0: Liqllicl fOI・mafter heating test x: Gel Or Aggregate forlll after heating test 

*1 Liquid : Denatured WPC solution prepared bya process in fig. 1 

Heat stabilily (al pH 6.3) 

85
0
C -5min 120'C一15111in

× × 

*2 Powder : Denatllred WPC sollltiO!l prep乱redby dispersing spray-dri巴clpowder of“Liquid '1.. in Table 1 
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Denatured WPC by hcating under low shear rate 

Raw WPC 一一/
‘-ー♂一'一-戸戸戸---;

----

口1

Wĝ-l 

Tempel'alllre <"C) 

Fig. 3 DSC curves of WPC sollltion 

た表而状態となっていることが予想された 1

3.2.3 粒子の SEM観察

Fig . 51こ，市iせん断加熱;1~ と低せん断加熱法で調製し

た ?~!l変性 WPC 水溶液を屯子顕微鋭クライオ -SEM で

観察した結架を示すおせん断}J[I熱法で制i製した熱変

性 WPCの粒子は表而が比較的滑らかに間祭される， 一

方，f止せん断JJIJ熱法で制製した熱変性 WPCの粒子につ

いては表而にお11 かい凹凸がみられ，市せん |新 JJII?~M去の

ような表前iの滑らかさはあまり Mfjr~. されない.ゼー タ

't/i位のil!ll定結果から，高せんi析加熱訟と低一せん断加熱

法では表而i状態に述いがあることが示唆されたが，

SEM制策結果においても問級の結果が得 られた.

ホエイタンパク質の熱変tl:端j克は 70-90
0Cである

と報告?されており [12J.この1¥投熱 ピーク はホエイタン

パク質の変性によるもの と考えられた 一方，高せん

|断法と低せん 1'~lr法で制製した熱変' I~I: WPC水溶液には，

IVk ?~!ピークが認められなかった このことから .市せ

ん|析加熱法と低せんl'IfrJJIl熱法で調製したものiま，

イタンパク舗がほぼ完全に熱変性しているととが:tm徐・

され. 2 つの処出方法による熱安定l~tの逃いは ， 17J3変七1 :

l交の泣いでは Jn~いことが考えられた .

3.2.2 粒子表面ゼータ電位

Fig.4に原料 WPC水泌波及び高せん断加熱法と低ぜ

ん l祈加熱法で調製した熱変性 WPC 水浴ff~ をゼータ屯位

iJliI定詰l'でiJI.IJ定した結果を示す.中tl:領域 (pH6.0以上)

ではゼータ '~'tt {立に差は認められないが，酸性従i域では

ゼータ首位に差が認められるこ とから，高せんl析加算!!

H~ と低せん断加熱法でi綿製した粒子は，それぞれ異なっ
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Fig. 5 SEM images of denatured WPC parlicles in water， 

(A): Denatured WPC by healing under high shear rate 

(s): Denalured WPC by heating under low shear rate 

Raw WPC 

・-・-Dcnalllred WPC by hcating under high shear rale 
ト除 DenaturcdWPC by heating under low shcar rale 

Fig.4 Zel<¥ potenlIal curves ofWPC solution. 
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4. 結 圭4
日岡 of milk wh巴yprotein， Structur巴 propertyancl heating 

clenaturation of s-lactglobulin (gyunyll nyusei tanpakusitu 

熱安定性が良好なホエイタンパク質を開発するため nosyuyoseibun，β-rakutoguroburin no kozotokusei to 

製造法として新規な高せん断}JII熱法と従来のほせん|析 kaneluhensei). Syokuhin kako gijutu， 21， 99-105 (2001) 

}J11 ;;!!¥ i去の 2つの興なる方法で熱変性 WPCを制製してそ 7) Isao Kiyosawa; Progress in recent researches on the whey 

の物・I~I の述いを検討した protein concentrates and their fllnctional properties (in 

その *i~i架 ， 新mな技術であ るi¥!，(JJ史JjJf1m l!;~ H11~ド主計百を Japanese). Milk Sience， 51，14-26 (2002) 

H~ ぃて高せん |析下で }JII熱変tl : させ微紘子化 した熱変' I~I: 8) H. Sibuya et al.;“High speecl mixi吋【levice (1くosoku

WPC粒子は， 低せんI1'I[ドで力11熱変性させた{去に微1粒泣子子 ka怜叫H叫ku札ωuha川an50tめIり)"， Ja叩par剖anPat肘加;疋刻e引n川1礼tNo. 20∞07下-1η25臼45日4(ο20ω07.5.24の). . 

イ化ヒしたものよりも I町り]ら泊か当にF阿l呼tiあb短f当集主しにくく. }J川加u烈熱lによ 9め)H. Aんr句，羽白

る烈熱i 営玖安(定 'I~I: の点でJ反れていた DSCのillll定 より ，両者 (Hoei ta叩 akusitu1)0 kaisitu hoho)'¥.lapan Patenl No. 

の物↑~l: の泣いは熱変性伎の授によるものではない こ と 2009-207419 (2009.9.17) 

が 示 唆 さ れ たーカ¥粒子表ifJ7状態を示す指13f値 であ 10)]. N. De lViI; ThenlJal stabelity ancl [u口c(ionalityof whey 

るゼータ屯 1立を測定 したところ，自主tttì!~域で両者に差 proteins..T. Dairy Sci.， 73， %02-3612 (1990). 

が認められ， i144せん|析加熱法に よる熱変tl，WPC粒子 と 11) M. Ozaki;“New Technology an【1Application of Oisper由】1)

1氏せん IJJr1JII熱法のものでは粒子表irii状態に迷いがある & Emlllsion Systems" (in J apanese)， K. Furusawa， 
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