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The amount of fre巴zablewater in starch had been estimat巴dassuming that the heat of fusion is identical for 
both freezable and free water. Based on the hypothesis that freezable water contains both free and bound water， 

and that thεre is likely to b巴 adifference in their heats of fusion， differ巴ntialscanning calorimetry (DSC) was 
p巴rform巴dacross the temperature range of -30…120t on potato and nonglutinous rice starch with a wide range of 
wat巴rcontents. The analysis results suggested that freezable water contains fr巴ewater and bound water that 
demonstrate different fusion behaviours， and that the ratio of fr田 tobound water changes depending on the wat巴r
content. Bound water has a heat of fusion of 225-246 J/g water， which is two-thirds that of free water. For high 
water content， the fusion of fre巴wat巴ras well as the existenc巴ofbound water for・rawstarch at 0.09-0.10 g water/g 
dry matter (gW /gDM) and gelatinized starch at 0.18-0.23gW /gD抗 W巴閃 confirmed.U sing the c呂lculatedvalu巴of
the heat of fusion of bound water， 0.30-0.40 gW / gDM of unfreezable water was estimated in the measured samples. 

Keywords : starch， fr巴巴zablewat巴r，fr巴巴 water，bound water， DSC 
キーワード.デンプン，凍結水，自由水，束縛水， DSC 
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デンブンー水系の食品の利用・保存には，テクスチヤ，糊

化，老化などの性質に注意が払われ，その際水が重要な役

割を果たす.デンプンの糊化や老化についての研究では，

示差走査熱量測定 (DSC) を用いた報告1'-附が数多く存在

する.デンプンー水系の凍結水の量と性質についての検討

にも凍結晶度を含む広範閣の測定が可能な DSCが有効な

手段となり多くの報告山-1のがある また，デンブ。ン…水系

におけるガラス転移が DSC測定により報告日)-15)されてい

る.デンプンー水系で水は，デンプン分子との相互作用を

もたない自由水またはデンプン分子との相互作用をもっ水

のいずれかの状態で存在している.デンプン分子と相互作

用をもっ水は会てが向じ状態で存在するのではなく，さま

さやまなデンプン分子との相互作用をもつものを含んでお

り，この水を束縛水とよぶ. -30
o
Cに冷却したとき，自由

水は全て凍結し束縛水の一部も凍結すると考えられる.

-30
0

Cで凍結した水を凍結水として，凍結していない水を

不凍水とする 凍結水には自由水と束縛水が含まれ，不凍

水は束縛水だけが含まれるとの立場で解析を行う.これま

では，凍結水の融解熱が自由水の融解熱に等しい， との仮

定に基づいて凍結水量が見積もられる山7) ことが一般的で

あったしかし凍結水に自由水と束縛水が存在しそれ

ぞれの融解熱に差がある場合は，凍結水量が正しく見積も

られないことになる.

本研究では，凍結水には自由水と束縛水が存在し自由

水と束縛水とでは融解熱に差があり得る， との仮説をもと

に，デンプンー水系における凍結水量と融解挙動に着冒し

た. DSC 測定により，広い範閣の含水量について解析し

束縛水量とその融解熱を求めることを毘的とした

:〒274-8501千葉県船橋市習志野台 7-24-1
2〒252-0880神奈川県藤沢市亀井野 1866
3〒242-0003神奈川県大和市林間 2ーか11
4宇101-8433東京都千代田区一ツ橋 2-2-1
場逮絡先 (Correspondingauthor)， takada.masako@nihon-u.ac.jp 

合水量が高い領域で、は，パルス NMR測定の結果から梧

関時間が自由水の 104倍長い束縛水がデンプン乾燥物重量
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Fig. 1 DSC curves of water 

Heating rate was 2'(; /min 

当たり一定量存在する附9) ことが，明らかになっている

本実験では，凍結水量と融解挙動を解析することによって，

合水量が高い領域で、存在する束縛水がデンプン乾燥物重量

当たり一定となるかどうかを検討し一定となる場合乾燥

物重量当たりの束縛水量を知ることを自的とした.また，

デンプンの種類によって，デンプンー水系における凍結水

量および凍結水融解挙動に差があるかどうかも併せて凝認

するため，デンプン生成の環境温度変化によらず典型的な

結晶型を生成し， X線回折閣が A型を示す穀類のうるち

米デンプンと E型を示す根茎のポテトデンプン却)との 2

種類のデンブンを用いた.

実験方法

1.試料

ポテトデンプンは和光純薬製を用い， うるち米デンプン

は島田化学工業製ミクロパールを用いた.用いたデンプン

は， 23
0

C相対湿度 60%のデシケータ中で平衡状態にした

135t 2時間の常圧加熱乾燥法で、水分測定を行ったと

ころ，乾量基準の含水量がポテトデンプンでは 0.20g

wat巴r/gdrymatter(以下 gW/gD討と表すにうるち米デ

ンプンでは 0.16g羽T/gDMであった.

2. 示差走査熱璽測定 (DSC)

示差走査熱量測定 (DSC) にはセイコー電子工業社製

SSC5000-DSClOOを用いた含水量による凍結水の変化

を視覚的に明瞭にするため 一定量のデンプンに対して加

を変えて試料とした デンプンは 12.0:t 0.1 mgで， 1.4 

mgから 21.0mgの範閣のイオン交換水を，容量 70μiの銀

袋容器に秤取し密封した 密封することにより，一定の

含水量で、の測定が可能となる.密封後，振動を与えて十分

にj見合し，合水量の少ない試料でも容器内のデンブン粒子

中の水分が一定になるよう 24時間放龍後， DSC装置内に

し液体窒素を用いて -30
0C以下に冷却した冷却後

温度範囲 -30~1200C ，昇J量速度 20C /minで1由自の測定
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Fig.2 DSC curves of water (dott日dline) and the first scan 
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を行ったこの測定で，生デンプンー水系の凍結水の融解

とデンプンの糊化による吸熱が観測された 120
0
Cまで昇

温し完全に糊化後， 1時間かけて -30
0

C以下に冷却し再

び 30~1200C の温度範閤を昇温速度 2
0

C /minで2回目の

測定を行い，糊化デンプンー水系の凍結水の融解挙動を測

定した.この一連の澱定で，同一試料による生デンプンー

水系，糊化デンプンー水系の凍結水の融解挙動が測定でき

るので間一合水量における比較ができる.自由水の融解の

基準とするため，イオン交換水の 3.3~14.8mg を 70μl の

銀製容器に密封し，温度範間一30~120t ，昇温速度 2t

/minで、測定を行った.測定における対照の銀製容器には

試料の熱容量に応じたアルミナを秤取し密封して用いた.

実験結巣

1. イオン交換水の融解挙動

DSC 測定で，イオン交換水の氷の融解曲線は，理想的に

は融解開始溢度でピーク高さが無限大となるが，実際には

装置内の伝熱遅れのため幅およびピーク高さが有限値とな

り，昇温速度と水の量に依存する この実験においては，

自由水の融解曲線はイオン交換水の融解曲線と一致すると

考えられるので¥デンプン…水系の試料と同じ条件で測定

したイオン交換水の融解ピークを Fig.1に示した今田の

測定で採用した 2t/minの昇温速度では，イオン交換水

の融解開始温度は otで，融解開始直後の融解曲線は水の

よらず一致した吸熱曲線となり，融解ピーク温度は1.3

~2.1t とイオン交換水量の増加に伴い高温になっている.

2. 生ポテトデンフ。ンー水系における凍結水の融解挙動

ポテトデンブンー水系の 1回自の昇温過桂での， ot付近

の挙動に着目し， -20~20oC の DSC 曲線を Fig.2 に示す.

1国自の昇温過程において 50t以上で織化の吸熱ピークが

確認でき，合水量の少ない試料では 120t付近までj械化吸
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熱が観測された.者自した温度範闘では，生ポテトデンプ

ンー水系における凍結水の融解挙動を観測していることに

なる.実線が各含水量におけるデンプン…水系の融解曲線

で，破線はイオン交換水 3.3mgの融解曲線を表している.

Fig.1に示したとおり，イオン交換水の融解開始車後の激

解曲線は水の量によらず一致した曲線になっているので，

ここでは一例のみを示す.実験では試料のデンプン量を一

定の 12mgに揃え加水量を変えているので. Fig.2では合

水量の増加に伴い，融解の吸熱ピーク面積が増大している.

さらに，イオン交換水の融解曲線と生ポテトデンプンー水

系の融解曲線を比較すると，生ポテトデンプン…水系の融

解曲線、には，イオン交換水の融解曲線と重なり合う部分の

他に，低温側にイオン交換水の融解曲線には見られない吸

熱が存在している.低温倶IJの吸熱を除くと OoC付近でデン

プンー水系の融解曲線が，イオン交換水の融解曲線と一致

している.デキストラン水溶液の凍結融解挙動において，

分子量の低いデキストラン水溶液で、生デンプンー水系の吸

熱と問様の OOCより低温でのピークを示さない吸熱が報

されている.このような吸熱は，OoC以下で融解する

水の存在を示唆しており，今田の実験では生ポテトデンプ

ンと相互作用を持ち，OoCを下回る温度で融解する性質を

持つ水，束縛水の存在が考えられる.イオン交換水の融解

と重なる部分は，試料中の自由水の融解に柑当すると考え

られる.試料の合水量が高い場合は，白出水による融解

ピークが大きくなるが，合水量が0.5gW/gDM以下の場合

は，イオン交換水の融解と重なる部分の融解ピークが検出

されず，自由水の融解がなく束縛水のみによる融解ピーク

となることが示された.

3. 糖化ポテトデンプンー水系における凍結水の融解挙動

ポテトデンプンー水系の試料を 120
0

Cまで 2
0

CIminで加

熱し 1時聞かけてー30
0

Cまで冷却した後， 2 @]日の昇温測

定を -30-120
o
Cで 1回目と同様に行い， ODC付近に着目し

た 20~20oC の DSC 曲線を Fig.3 に示す. 2屈自の昇j昆

ì~1j定では，糊化による吸熱が観測されず，合水量が少ない

試料についても 1閤目の昇温でト分糖化されたことを確認

できた. Fig.3から，実線で示した概化ポテトデンプンー

水系の融解曲線、では， 1問自の融解曲線、でイオン交換水の

融解曲線と一致していたピーク泣置が，低温に移動してい

ることが読み取れる.また， ピーク位置が低温に移動した

だけでなく，同じ含水量で Fig.2の結果と比較した場合，

ピーク菌積に差はないがピーク l隔が広がっている.合水量

の多い 0.827gW IgDMと0.998gW/gDMのDSC曲線では

OoCより低温の -5
0

C付近に明瞭な吸熱ピークが認められ

る.デキストラン水溶液の凍結融解挙動において otより

低温で示された小さい吸熱ピークが高分子の絡まりの中に

形成されるサイズの小さな氷の融解によるものである可能

性が高いと報告21)されている • -50C付近の吸熱ピークは，

糊化デンプン中にサイズの小さな氷が形成され自由水とは

14 
田町ー田

主日主
，7'--0.456 

;-0.553 

唱。量 Potato starch I 
I 

2nd scan 
ぷ制帽。= I 

1 1 

;--0.827 

さE 

I! 
iJ .' if! 
il: 

』

iu 「Water

0.998 gW/gDM 

..22o …10 。 10 20 
Temperature [OCJ 
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異なる融解挙動を示した可能性があるが，この実験からは

明示できない.

4. 融解熱の算出

凍結水の需9¥解による融解熱ムHfz (J/g)は，融解吸熱面

積から求めることができ，一般には融解した試料重量当た

りで求める しかし凍結している水の正確な重量が分か

らないことと，凍結している自由水と束縛水とでは融解熱

に差があり得るとの仮説をもとに解析を行うため， -20 

-20
0

Cで熱的な変化がないと考えられるデンプン乾燥物の

を基準にして，凍結水の融解による融解熱l1Hfz(J/gDM)

を求めた.

生デンプン…水系では Fig.2から，観測された融解ピー

クにはイオン交換水の融解ピークと重なる自由水の融解と

それより低温側に束縛水の融解と考えられる吸熱があり，

含水量によって自由水と束蒋水の存在都合が異なることが

分かる Fig.lに示したように，イオン交換水の融解開始

温度付近の吸熱防線が水の量に依存しないので， 2
0

C Imin 

の向じ昇温速度のì~1j定結果で\開じ吸熱面積を示す水分最

のイオン交換水の融解曲線を用いて， Fig.4に示す模式図

のようにイオン交換水の融解吸熱曲線と震なる部分を自由

水の凍結による融解吸熱量とし，斜線部分を凍結した束縛

水による融解吸熱量とすることにより，それぞれの融解吸

熱量を盟関して求めることができる.凍結した束縛水につ

いては，自由水と存在状態が異なることは明らかであるが，

全ての束縛水が同じ状態で存在しているとは限らず，いく

つかの状態を含む可能性がある.束縛水の状態について思

別することは今関の実験条件では困難であるため，凍結水

を束縛水と自由水の 2つに匹別した凍結水の融解による

融解熱ムHfz(J/gDM)を，自由水と束縛水の融解が検出さ

れた試料については，それぞれの吸熱面積ごとに乾燥物重

たりの自由水の融解熱ムHfr (J/gDM) と束縛水の融
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解熱ムHbd(J/gDM) とに区別して算出し，自由水の融解

が検出されなかった試料についてはすべて束縛水の融解に

よる融解熱ムHbd(J/gDM) として算出した.ポテトデン

プンー水系と同様にうるち米デンプン水系についても測定

を行うとともに，ポテトとうるち米の 2種類のデンプンに

ついて，生デンプンー水系の融解熱ムHfr(J/gDM)とムHbd

(J/gDM) を算出した.

栂化デンプン水系については， Fig.3に示したとおりイ

オン交換水と重なる融解曲線が表れなかったので¥生デン

プンー水系と同様の方法で自由水の融解熱ムHfr(J/gDM) 

と束縛水の融解熱!J.Hbd (J/gDM) とに区別することは行

わず，自由水と束縛水とを含む凍結水の融解による融解熱

!J. Hfz (J/gDM) を求めた含水量によっては着目した温

度範聞でガラス転移が起こる可能性がある. OOC付近での

デンプン-7J(系のガラス転移を検討している Sangら凶は，

昇温速度 5tIminでの DSC曲線の微分曲線からガラス転

移温度を求め，凍結水の融解ピーク面積から凍結水量を決

定している.ガラス転移が起こっている場合でも，凍結水

の融解熱!J.H(J/g)は，融解吸熱面積から求めることがで

きる

生デンフ。ンー水系の融解熱!J.Hft.(J/gDM)と!J.Hbd(J/gDM)

および糊化デンプンー水系の融解熱A目白 (J/gDM) を，合

水量 W (gW/gDM)に対してプロットしたのが， Fig.5で

あるー

生ポテトデンプンー水系，生うるち米デンプンー水系にお

いて自由水の融解熱!J.Hfr(J/gDM) と含水量に高い相関

カf認められるので，回帰藍線の傾きを求めた.閤帰直線の

傾きは自由水の重量を基準とした融解熱ムHfr(J/gW) を

示しており， Table 11こ示したとおり， 333~334 J1gW で，

イオン交換水の融解熱 334J/gWと良好な一致をみた 自

由水の融解熱がイオン交換水と一致することを確認でき，

自由水の融解として検出した融解吸熱箇積は，妥当な面穣

であったことが示唆された.
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Fig. 5 Water content versus heat of fusion 

ム， free water in raw starch-water system ; 

口， bound water in raw starch-water system ; 

0， freezable water in g巴latinizedstardトwatersystem 

主主デンプンー水系で束縛水の融解として検出した融解吸

熱面積をもとに算出した融解熱!J.Hbd(J/gDM)は， Fig.5 

に示したとおり自由水が存在する含水量において含水量に

よらず一定であった このことは， O.6gW/gDM 以上の高

含水量ではデンプン乾燥物重量に対して一定最の束縛水が

存在していることを示している.一定となった融解熱!J.Hbd

(J/gDM) は，生ホ。テトデンプンー水系で、は 25J1gDM，生

うるち米デンプン水系では 2lJ/gDMである結果が得ら

れた.

Fig.5に示したとおり糊化デンプンー水系の融解熱ムHfz

(J/gDM) と含水量 W (gW/gD抗)にも高い相関が認めら

れたので，回帰分析を行ったところ，低合水量と高含水量

で屈帰直線の傾きが異なることが分かつた O，5gW/gDM

以上の高合水量で、求めた傾きは糊化ポテトデンプンー水系

では 337J/gW，糊化うるち米デンプンー水系では 336

J/gWとなり，生デンプンー水系の自由水の融解熱と同様に

イオン交換水の融解熱 334J/gWとほぼ一致した値となっ

たこのことは，糊化デンプンー水系においても高含水量

ではデンプン乾燥物重量に対して一定量の束縛水が存在し

ており，凍結水の中で自由水量が変化することにより国帰

直線の傾きが決まり，自由水の融解熱が求められた可能性

を示している.

生デンプンー水系の自由水が検出されなかった含水量で

は，束縛水の融解熱ムHbd(J/gDM)は一定とはならず，合

水量の減少とともに減少した. El出水が存在しない低合水

量で凍結している束縛水の融解熱!J.Hbd (J/gDM) を，合

水量 W (gW/gDM) に対してプロットし，梅化デンプンー

水系について，低合水量の融解熱ムHfz(J/gDM)を含水量

W (gW/gDM) に対してプロットしたのが Fig.6である.

含水量と融解熱!J.Hbd(J/gDM)あるいは!J.Hfz(J/gDM) 

に相関が認められたので，回帰直線の傾きを求めた. 生

デンプンー水系について，回帰直線の傾きから求まる束縛
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水の重量を基準にした融解熱i'>Hbd (J/gW) はTable1に

示した通り 241~246J/gW で，イオン交換水の 334J/gW と

比べると 2/3程度であることが示された椴化デンプン

水系では，凍結水の重量を基準にした融解熱ムHfz(J/gW) 

が 225~229J/gWであることが示された生デンプンー水

系で自由水が存夜しない低含水量において，糊化したとき

に自由水が生じることはないと考えられる. したがって，

このような抵含水量での糊化デンプン水系の融解熱i'>Hfz

(J/gW) は，束縛水の融解熱ムHbd(J/gW)であると考え

られる

束縛水の状態は全てが同じではなく平均的な情報として

融解熱が求められていると考えられ，束縛水の融解熱がイ

オン交換水より小さくなる原関の一つは，水分子同士の水

素結合より，水分子とデンプン分子側鎖の水素結合の方が

緩いので，低い融解熱で動けるようになったためだと考え

られる.

考察

得られた結果から，凍結水中に自由水が存在しうる含水

量がどの程度までかを推定する 生デンプンー水系では

Fig.5に示したとおり自由水が存在するとき，合水量と融

解熱ム註fr(J/gDM)に相関が認められるので，自由水が存

在しなくなる含水量は自由水の融解による融解熱i'>Hfrが

Oになる含水量を回帰直線から外挿することで推定でき

る.主主ポテトデンプンー水系では，融解熱をムHfr(JlgD訓)，

合水量を W (gW/gDM) と表すと，国帰車線i'>Hfr口 333

W-166から，自由水が存在しなくなる含水量は， 0.50 

gW/gDMであることが推定できる.同様に，生うるち米

デンプン水系では 0.39gW/gDMの含水量であると推定

できる

糊化デンプン…水系では，自由水と束縛水を区別して求

めていないので， Fig.5に示した高合水量における罰帰車

線と Fig.6に示した低合水量における由帰車線との交点の

含水量は自由水が存在するかどうかの境界になると考え，

水量を求めたところ，糊化ポテト…水系では 0.54

gW/gDM，糊化うるち米デンプンー水系では 0.57gW/gDM

で，ポテトとうるち米のいずれの場合にも生デンプン水

系より高い含水量で、自由水が存在しなくなることが示され

た このことはデンプンが糊化することによってデンプン

と相互作用をもっ水の量が増加することが原闘で生デンプ

ンー水系より含水量が高いときに自由水が存在で、きなく

なったと考えられる

生デンプン水系において高合水量では自由水の融解が

確認でき，自由水が存在する含水量で乾燥物重量当たり一

定量の束縛水が存在することが示され，その融解熱i'>Hbd

(J/gDM) は，主主ポテトデンプンー水系で 25J/gDM，生う

るち米デンプンー水系で、 2lJ/gDMと求まっている.糊化

デンプン水系においても高含水量では自由水が存在し

Table 1 Heat of fusion for freezable water 

Heat of fusion 

Syst巴m Free wat巴r Bound water 
J/gW J/gW 

Raw potato starch-water 333 241 

Gelatinized potato starch-water 337 229 

Raw rice starch-water 334 246 

Gelatinized ric巴 starch-water 336 225 

自由水が存在するときには乾燥物重量当たり一定量の束縛

水が存在することが示唆され 自由水が存在しなくなる含

水量における融解熱が，乾燥物重量当たり となる東

縛水の融解熱ムHbd(J/gDM) と推定できる.その値は糊

化ポテトー水系では 4lJ/gDM，糊化うるち米デンプン水

系では 52J/gDMである.それぞれの系について一定とな

る束縛水の乾燥物重量当たりの融解熱i'>Hbd(J/gDM)と，

回帰直線の傾きから求めた束縛水の重量当たりの融解熱

ムHbd(J/gW)から，乾燥物重量当たりの束縛水量 (gW/gDM)

を計算すると，主主ポテトデンプンー水系では 0.10gW IgDM， 

生うるち米デンプンー水系では 0.09gW IgDM，糊化ポテト

デンプン…水系では 0.18gW/gDM，糊化うるち米デンプン

ー水系で、は 0.23gW/gDMとなる.すなわち乾燥物重量当

たりの束縛水量が，糊化デンプン…水系では生デンプンー水

系の 2倍程度であることが分かる このことは，糊化デン

プンー水系で、は，デンプンが織化するときに水分子を取り

込みながらデンプン分子が広がり，水との相互作用の及ぶ

範屈が広がったためと考えられる.

デンプン…水系で、は自由水が存在で、きない合水量では束

縛水が凍結水として存在し，さらに -30
0

Cで凍結しない不

凍水が存在する可能性がある.束縛水の凍結水が存在しな

い含水量を求めることで不凍水量を推定する. Fig.6に示

したとおり自由水が存在しない含水量で，合水量と凍結し

た束縛水の融解熱i'>Hbd(J/gDM) に相関が認められるの

で，凍結水が存在しなくなる含水量は凍結した束縛水の融

解熱ムHbdがOになる含水量を回帰直線から外挿すること

で推定でき，求めた含水量は，凍結水が存在しなくなる含

水量を示すことになる 生ポテトデンプンー水系では，融

解熱をムHbd(J/gD抗)，合水量を W (gW/gDM) と表す

と，回帰車線i'>Hbd=241W 97から，凍結水が存在しな

くなる合水量は， 0.40gW IgDMであることが推定でき，生

うるち米デンプンー水系で、は 0.30gW/gDM，糊イヒポテトデ

ンプンー水系では 0.36gW/gD抗，糊化うるち米デンプンー

水系では 0.34gW/gDMであると推定できる 凍結水が存

在しなくなる含水量は，生デンプンー水系ではポテトデン

プンー水系の値が， うるち米デンプンー水系の値より高く，

デンプンの積類による差が認められるが，糊化デンプンー

水系ではデンプンの種類による差は認められない このこ

とは X線回折図から結晶構造がA型のうるち米デンプン
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Fig. 6 Water content versus heat of fusion for bound water 

口， raw potato starch田watersystem : 

圃， gelatinized potato starch-wat巴rsystem : 

0， raw rice starch-water system ; 

•. gelatinized rice starch-water system. 

とB型のポテトデンプンで水との相互作用が異なる却)と

考えられており，糊化後にはデンプンの種類によらず X

線田折図にピークが現れなくなり V型と呼ばれる構造に

なっている似ため，デンプンの種類による差がなかったと

考えられ， X線回折の結果と矛盾がない.生デンフ。ンー水

系と糊化デンプン}水系とでは凍結水の束縛水量の差と比

べて，不凍水量の差は小さい.凍結水が存在しなくなる水

分量はグルコース単位当たり， 31聞から 4備の水分子に相

当する量である.この数はグルコース単位当たりのヒドロ

キシ基の数に近く，ヒドロキシ基に強く結合した水分子が

30
0

Cで凍結しないで存在している可能性を示唆してい

る.これを検証するためには より低温での実験が必要で

ある.ここで得られた不凍水量は，うるち米デンプンでパ

ルス NMR測定の結果から得られた相関時聞が自由水の

10'倍長い束縛水量 0.06gW/gDM1仰)と比較すると 5倍程

度であり，パルス NMR測定による束縛水よりデンプンと

の相互作用が弱い水を含んで、いることが示唆された

自由水が存在する高合水量では，束縛水が凍結水と不凍

水の 2つの状態で存在し凍結した束縛水の融解熱は

225~246J/gW で，自由水の 2/3 程度であり，イオン交換

水より少ない熱量で融解することが明らかになった. した

がって束縛水の融解熱をイオン交換水の値で見讃もると，

束縛水量が少なく見積もられることになり，正しい凍結水

の束縛水量と不凍水量を知ることができないことが示され

た司

要約

合水量の異なるポテトおよびうるち米デンブンー水系に

ついて -30~1200Cの温度範留で DSC測定を行った.凍結

水の融解挙動を解析することにより，自由水と束縛水の量

および融解熱を求めた 含水量によって自由水と束縛水と

の存夜割合が変化することが示された.自由水が存在する

合水量では自由水の融解熱は 332~337J/gWと求まり，通

常の水の融解熱と一致した それに対して，束縛水の融解

熱は 225~246 J1gW であり，自由水の約 2/3 と求まった

生デンプンー水系および糊化デンプン水系いずれにおい

ても含水量 0.6gW/gDM以上では自由水の融解が確認で

き，乾燥物重量当たり一定量の束縛水が存在することが示

され，束縛水量は生デンプンー水系が 0.09~0.10gW /gDM 

で\糊化デンプンー水系が O.l8~0.23gW/gDM だ、った 自

由水が存在しない含水量は，糊化デンプン水系が 0.54~

0.57gW/gDM 以下で\生デンプン水系は 0.39~0.50

gW/gDM tj、下であると推定できた.

得られた結果から，束縛水の融解熱は自由水の融解熱の

2/3程度であり，問者に差があることが明らかになった

これまでは，自由水と同じ融解熱であると仮定して凍結水

を見積もっていたが，算出した束縛水の融解熱から，測

定した系において 0.30~0.40 g W / gD M の不凍水量を見積

もることができた.
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