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寒 天 に 関 ナる研究 ※

谷 井 潔

STUDY ON AGAR 

By 

Kiyoshi TANH 

(I) Strength of agar gel 

I. As stated in the previous reportcl), agar gel was recognized to have the following 

physical properties : the rigidity coefficient T / (), and the breaking load Tc of the agar 

gel are practically proportional to the square of its concentration [CJ. 

The range of the concentration is nearly from 1 to 1. 6 percent. 

The estimation of T ／θand Tc was made with the torsion dynamometer originally 

used by S. E. Sheppard et al<2l＜め onthe study of the gelatin gel(cf. Fig. I・1).
The meaning of the notations are : 

T : twisting moment in gr. 。： angleof twist in degree. 

Tc: the breaking load in gr which causes the crack of about 2mm on the mold. 

The gel mold used by the author was as follows: The inner-diameter of it is 20 mm. 

The total height of the cylinder is 70mm, and the height of the movable part is 20mm. 

As an arbitrary standard, the author preferred the agar which had the following 

relations, i. e. 

T／θ＝＝l.51CCY ...... (a) Tc==ll. 9〔CJ2...... (b) 

Then, using the relations stated, the physical properties of any sampled agar gel 

can be expressed as the amount of the standard agar. 

The author thus obtains Cr from the equation (a) and Cc from the equation (b), 

where the su伍xr is referred to rigidity and su伍xc is to the cracking load. 

Then Cc/Cr will be calculated, which shows the new scale independent of the 

concentration. When the gel is elastic, the value of Cc/Cr should be high. 
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Cr. s. is calculated by Cr／〔C〕， where〔C〕isthe concentration of the sampled agar. 

When the purity of the agar gel is high, the value of'・Cr. s. will also be high. 

2. Using the result of § 1., an analysis was made of the physical properties of the 

commercial agar in Japan, and the agar samples obtained separately by the ordinary 

processing from several agarophytes such as : 

Tengusa : Gelidium Amansii LMX. 

Onikusa : Gelidum ]aponicum(HARV. )OKAM:. 

Obakusa : Pterocladia Caρillacea(GMEL. )BoRN. et THUR. 

Nanbugusa : Gelidium subfastigiatum OKAM. 

Igisu : Ceramium Boydenii GEPP. 

日irakusa: Gelidium subcostatum OKAM. 

Toriashi : Acanthoρeltis Japonica OKAM. 
Ogonori : Gracilaria co1仲間oides(L.)GREV. 

Egonori : Campylaφhora hypnaeoides ]. AG. 

Kirinsai : Eucheuma murticatum WEB. v. Bos. 

In Japan, the majority of the agar products are processed in winter, as the freezing 

and thawing method of dehydration and purfiication are adopted. 

A small portion is processed in the refrigeration factory or by gel-squeezer. 

These products have the following tendency, that is, Cc/Cr of the former is rather 

high and that of the latter is low, but Cr. s. of the former is' somewhat low・ and that 

of the latter is generally high. The results shown in the Table 1・2refer to the 

commercial agar products. 

As to the~r~型竺！）： ， Tengusa, Onikusa, and Nanbuuksa have long been used as 

the main weeds, while the others are used as subsidiary weeds in Japan. 

It has long been believed that, as the jelly strength of the agar from the main 

weeds generally exceeds that from the subsidiary weeds, di任erencesexist between 

the properties of the agar proc色ssedfrom these two kinds of weeds. 

The author's experiments show that there are little di妊erencesin Cc/Cr, and 

that their di任erencesare mainly based upon the factor of Cr. s, i. e. the content of 

real agar are rich in the main weeds and poor in the subsidiary weeds, the latter is 

rich in gluey extract which does not co・agulate by standing(cf. Tablel・3)
3. The change of physical .properties during processing. 

As stated in the previous reportO), the boiling and the bleaching processes have 

remarkable effects on the value of Cc/Cr. 

The freezing, thawing, washing and drying processes cause relatively little changes 

on Cc/Cr, but when the pH value of the boiling solution is too low, Cc/Cr tends to 

diminish even in the above processes. 

The washing of gel has always the remakable e任ectof enhancing the value of 

Cr. s, and though the apparent yield of the agar becomes lower, the real yield of agar 

does not change considering the increase of Cr. s. 

When the physic::tl p ~·operties change, the rate of the change of Cc is larger than 

that of Cr. 

4. Sometimes, to maintain the constant qualities of the agar products their mixing 
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is neeさssary.The author shows how to calculate the mixing ratio of two agar products 

knowing Cc/Cr and Cr. s. of each gel. 

(II) Sulphur in the agar. 

The organic chemical investigation on agar clarified the existence of S03 of ester 

form bound to the agar molecuie<4)(5)CG). 

Recently it has frequently been shown in reports, that the ratio: S03in ash/total 

S03written was parall to the state of the jelly. 

The author analysed the results of the experiments on the content of 803 in the 

agar, with the following results : 

S0,1 in ash varies according to the existence of acid or alkali in the agar, and also 

by the composition of the ash.羽Thenacidic, the 803 content ¥in ash decreases, and 

S03 bound to Fe or Al will be freed by ashing. 

The total 803 will decrease by washing which removes the water soluble SOa in 

the crude agar gel. 

As stated in the foregoing section, Cc/Cr varies considerably by the agar processing. 

Therefore, it is impossible, except in a few cases, to estimate Cc/Cr of gel by 

knowing the ratio 803 in ash/total S03・Withregard to the commercial agar products, 

it is recognized generally that rather highly negative correlation exists between Cr. s 

and total S03(cf. Table 2・9).
(III) The alkalinity of the agarophyte and the agar. 

It may be important to know the details of the organic components to underせ and

the state of the agar gel, but by the compositon ratio of inorganic positive and 

negative components, i. e. by alkalinity, it may be possible to recつgnizethe state of 

the agar gel to some extent. 

The author obtained the following results : 

About alkalinity of agarophyte, those of the main weeds are positive, and those 

of the subsidiary weeds are nearly neutral or negative, i. e. acidic. 

The positivity of the main weed largely depends on the carbonates of calcium 

and magnesium, and the negativity or relatively small positivity of the subsidiary 

weed has close correlation to the higher content of 803. 

The pH value of the cold extract from the main agarophytes shows nearly 7 or 

so, and that of the subsidiary weed tends to become more acidic than that of the main 

agarophyte except for Eucheuma sp. 

The most remarkable change of alkalinity occurs between the raw weed and the 

extracted crude gel. The changes of alkalinity among crude extracted gel, freezed and 

thawed gel, and agar products are rather smaller. 

The range of alkalinity of the agar products is far less than that of the mucilage 

precipitated with ethanol from the crude extracted sol. 

It is not adequate to decide the quantity of acid for the extraction of crude agar 

sol only by the calculation from alkalinity of the raw weed, but it will still be the 
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first clue, if the pH value of the solution is also considered. 

The commercial agar products from several origins were estimated. Some of them 

were alkaline, and some of them were acidic. 

The e妊ectsof variety and the mixing ratio of the agarophytes, and those of 

alkali and acid used during processing are also discussed in the text. 

(IV) The turbidity of agar gel. 

The transparent agar gel is highly approved on the market. 

Concerhing the turbidity of agar gel, the author obtained the following results 

from his experimehts : 

The transparency of the agar gels is remarkably different according to their 

origins. 

The light absorbancy is highly a任ectedby their processing methods. 

The cautions necessary to produce higher transparency of gel are : 

Sufficieht pounding and washing of agarophyte. 

Uncoated iron vat or polyvalent cations in water should be avoided. 

Excess of acid or bleaching are also to be avoided. 

Careful filtraction of sol and washing of gel must be adopted. 

From the results of Tyndall spectra of agar gel, the size of the agar aggregates 

in the gel may presumably be 103~10•.A. 

The changes in the strength of the jelly, and the volume contraction during sol-gel 

transformation were also estimated. The remarkable increase of turbidtiy during 

sol-gel transformatiδn might be due to : 

The size of agar a富gregatemay be larger in gel than in sol state. 

The hydration of agar aggregate may also have relation. Moreover, the size of 

the agar aggregate was found to grow before the setting was completed. 

(V) The melting point of the agar gel. 

Hitherto, th~ melting point of gel has been regarded to have no correlation to the 

strength of agar gel. The author reinvestigated the subject and found the following: 

The melting poiht of the agar gel becomes higher as the concentration of gel 

increases, but over the concenti・ation of about 1 percent, the change of the melting 

point is relatively small. 

At the fixed concentration, the melting point of the agar gel which has higher 

Cc/Cr is higher than that of the lower one. 

When Cr. s. of the agar gel is higher, the di任erenceof the melting point according 

to the concentration is relatively smaller. 

Therefore, Cc/Cr and Cr. s. of the agar gel will be deduced by the estimation 

of the melting points at the several concentration (cf. Fig. 5・2).
When the cold extract of agar shows a low pH value, Cc/Cr of that gel will not 

be high, and its melting point will be low. 

The heat of reaction for cross-liking .of agar gel was calculated の（cf.Table 5・5)

( 4 ) 



谷井潔 ：寒天に関する研究

目 次

緒 論 6 

第1輩 寒天ジエリーの強度・・・・ 0 ・… ........・・0・・・・・・・・・・・0・・・ー・…・ 8 

1) 測定装置及び測定方法

2) 空襲天の比較定量i去

3) 市販寒天のジエリ ーの強度

4) 原藻の単独煮熱に依る製品のジエリーの強度

5) 製造工程に於けるジエリーの強度の変化

a) 心太水洗工程がジエ リーの強度に及ぼす影響 （II)

b） 寒天ジエリーの強度に及ぼす pHの影響 （lI)

6) 混合皇室天ジエリーの性状

7）総括

第2章 寒天中に含まれ~硫酸について ，.... .... .. . ・ H・－－－－・・ 田 ・ ・ ・一........19 

緒言

1) 3i:硫般の定量

a） 試料

b） 定量操作

c）加熱条件

2) 次分1：ドの硫酸の定量

a） 定量操作

b) tfl灰分中の硫酸定量に及ぼす諮要閣の検討

i ）無機成分の影響 ii ）櫛成分の比のJ；~~呼 ii i）酸の影響 iv ） アノレカリの影響

3) 寒天中の S03とゲノレの性状について

a) 水洗工1裂に於ける S03の変化

b) 凍結融解工程に於ける S03の変化

c) 寒天ゲノレの Cc/Crに対する灰分中 S03/3i:S03の関聯について

i）単独原藻よ り抽出した寒天について ii）一般市販寒天について

の 空襲天中の全 S03 と空襲天ゲノレの Cr. ~.

4）総括

第3章 寒天の塩基度について・・・ー・ー ー・・・・ー・ー・・・・………・……ー .29 

l) 裳天の慌基度

a) 塩基度の測定法

b) 試料及び測定結果

2) 各種l京藻より抽出した粘質物の塩基度

3) 原藻の塩基度

a) 試料及びその塩基度測定

b) 原藻中の全 S03測定

c) 原藻の pHi測定

4) 製造工程に依る臨基度の変化

5) 原渓J託基度とその応用例

6) 個々の裟天の塩基度

日） 寒天l忽=1fu一度とその pH

( 5 ) 



東北水研 ：研究報告 第9号

b) 雪量天坂~度と金 S03 の関係

c) 怒天越正基度と Cr.s.の関係

7） 総括

第4章 寒天ゲJI-の濁りについて一一.......................一・・・ー・・・ ・ー…......39 

緒言

1) 計器及び試料の調製

2) 寒天試料に依る吸光度の相違

3) 濃度に依る吸光度の変化

4) 酸の及ぼす影響

5) 深由工程の及ぼす影響

6) 無機電解質の影響

7) 減過の効果

8) ゲノレ水洗の効果

9) 裳天ゲノレの分光分布1111線

10) 寒天ゲノレのチンダノレスペク トノレ

11) ゾノレからゲノレへの変化

12） 総括

第5章 寒天ゲJI-の融点について，e ・ ・・・…・・・・ ・…・……・・…..54 

緒言

1） 試 料

2) 制！点測定法

3) 寒天浸出液の pH及びゲノレの Cc/Crとの｜業｜聯

4) 寒天ゲノレの静1：解に要する熱量

5） 総 括

結 言・・・・一－ －一 －…－ －－・…........・H ・－－－－－－－…ー… H ・H ・... 58 

参考 文献

緒吾b
E岡

......... 59 

我国の寒天業は第二次大戦以前に於て、 世界全生産の約9剖を生l歪した。最高は昭和15&1三で

2900噸にも達 し？と。圏内需要はとの一部にすぎず、大半は｜陥「Hされ全世界の需要を満して来た。

第二次大戦中は、他の一般産業の場合と同 じ様t亡、 箸るしい減産をみたが、近年漸くその生産は

回復し、昭和27～29年の卒均生産額は年間約1,600噸であった。

向昭和28年に於ける轍／：I:¥額は数量で 1,080噸、 金額忙 して約四億円に達し、我国の重要轍tli

水産物の一つに数えられている。

然 しながら鞍時中我国からの轍入社絶に依り寒天の品不足に悩んだアメ リカ、その他の西欧諸

国に於ては、その需要を細菌培養用に制限すると共花、自圏内に於て生産される寒天原藻よりの

寒天製造に努力した。以来その生産は次第に増加し、叉その品｛立に於ても向上は著るしい。術韓

国は在来の天然凍結法に依り品位は高くはないが安価な製品を生産し、ソ連邦は樺太、千島列島

沿海州及び北海に尤大主主イタユ革委源を もっている点、又オ｛ストラリヤ沿岸のオゴノリの分布

量の大きい点等は、とれ等の諸国も亦将来寒天生産に大きな潜勢力とえ主り得る事を示している。

( 6 ) 
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以上の諸点から考えて、皇室天は今後と も我国の特産！日として、桃源の夢をみている訳にはゆか

ない情勢にある。

との様友情勢に対して我国iて於ける表天製造方商の研究は、近年人工凍結融解法、オ ゴノリ原

藻のアノレカリ処理法の工業化を経て、最近は生産費を低減するため、グノレの脱水法にその重点が

指向されて来た。

現在行bれている寒天の製造工程をPiii-示すると弐表の様ret~ る。

とLK使用される原誌

は、我固に於ては大部分
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h クサ、オパクサ、 ト 14波縮→濃厚心太ゲノレ→水洗一一一一一→

リア シ、イギス、オゴノリ、エゴノリ等のう ちより若干を選ぴ、之等を配合使用している。

とれ等の海藻の含有するお！｛質物は、夫々特有の性71犬を持つものであり、との様陀種々の配合藻

を混用する目的は、 その特· i~I:：を適当に利用するためと云われている。

事実上製品である寒天からつくられるグノレの示す性71犬も、著るしく相遣する場合が多い。

然しながら製造工学方面の研究が先行しているのに反し、製法の14;1礎となる化学的研究につい

ては、未明の点が多い。

皇室天の化学構造については、荒木長次氏(l）はその綜設中に於て、現在では寒天分子中reagaro・

biose unit ( 4－β－D-galactosi do-3-6-anhydro-L-galactose) のな殺を提示するに止め、その

炭水化物部分の化学的構浩の全貌は今後の研究に侠たなければならないと云っている。然し友が

らその構造中に多糖類と結合する硫酸基の存在は、柳川鉄之助氏ωに依つでも認められている。

向袋天次分中に含まれる諸疋素のうち、一部の Ca,Mg, Fe, Al及びアノレカリ金属等はとの硫酸

碁と結合しているものもある事が知られている。

fi¥12主天の成分を論ずるl擦には、 塁盗天質は原諜より 熱水re依り抽/J・＼されるものなので、抽出に当

つては種々の共存物質が同時に抽出れさる事を考慮しなければならない。従ってそのヰ青製過程に

依って、得られる袋天の化学的組成は必ずしも同ーとは考えに くい。又寒天質は高分子電解質と

して考えられるので、その原寝からの製造工程に依って、解重合等に基く性般の変化も亦考えな

ければならない。

ζの様念事が従来寒天の基礎的研究を困難に して来たものと思われる。

寒天に対する定義も研究者に依って臭っている。 C.K. Tseng叫 E.].F. WoodC•l ， アメ リカ薬

局方∞等の定義は若干の相違がみられるが、紅藻類より抽ll：＼される乾燥した親水性コロイ F'物質

で・あり、1～1.5% の浪度で・7k と共rc;J1n熱溶解後放冷する~JHて依りグノレイ七する点では一致している。

寒天の物理的性ii犬とその化学的組成の関、連についても、とれまで、不明な点が多く、 過去の研究

を概観すると、寒天の品｛i'.T.f'C閲する恭礎（l''J1t.研究は少ない様に思われる。
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著者は寒天グルの物理化学的性棋について、考究し、とれを比較定量化‘する事が可能と考えら

れる結果を得た。との分析法を応用して、寒天の製造工程中に於けるグノレの性欣分析を行い、若

干の知見を得た。叉寒天中に含まれる硫酸定量の分析化学的意義、塩基度の測定とその応用、更

にグJレの濁り、その濁りに及ぼす諸要因、及びその結果から、寒天定f置に対して比濁法の遁用限

界等についても若干の研究結果を得た。叉寒天グ、ノレの融点とその性7'tkについても考究し？と。以下

各章に於て之等について論じてゆきたい。

本研究の遂行に当り格始多大の御配慮と激励を頂いた東北海区7.kf蓋研究所木村所長、東北大学

小林松助、宮永斉両先生、安穫宏、箱守新一郎両数授、東京水産大学問内森三郎教授、東海区水

産研究所右岡正男博士、内海区水産研究所長花岡安博士に厚く感謝する。

向研究途上いつも有径な御助言を頂いた東北大学桶谷黒、天笠正孝、三井生喜雄各教授、実験

の一部を担当され多大の御協力を頂いた酒井霧車、木村関男、渡辺武主をはじめ同僚諸官に厚く御

礼申上げる。

叉実験材料の蒐集に当つては、同僚、寒天業界及び各地の漁業協同組合各位の御協力を頂いた

事を陳謝致します。

第1章寒天ジエリーの強度

I) 測定装置及び；Jll］定方法

従来寒天を加工使用するに当って、その使用目的に依って寒天の産地・銘柄を陸択する商習慣

がある。そうして寒天の品位を示すーっの手段として、ジヱリ｛強度が測られている。とのジエ

リー強度の機械的測定方法については撞々な方法ωωωω（のがあるが、日寒7.k式5）が現在広〈採

用されている。いづれの方法に於ても、一定の濃度で一定形放の寒天ジヱリーに対する破挫荷重

の大小で、その価値を決定している。しかしジエリー強度を測定してみると、同ーのジヱリー強

度を示しながら、その破挫直前のジヱリ戸の形欣は、比較的最初の形欣に近い場合と、著るしく

凹み変形している場合とがみられる。一般に前者は脆く、後者は粘り強い感じを与える。との事

からジェリ戸の強度を知るために、寒天グノレの破挫荷重と共に剛性係数を比較する事が望ましい。

予備実験に依れぽ、寒天グノレは破挫点近くまでは、加えられた外力とそれに伴う歪は比例する

と考えられたので、測定装置としては S.E. Sheppard<6><7＞氏等に依り発表された測機に依り平

野弘則氏が製作した動捻苛（TorsionDynamometer）を使用した。第1・1図参照。との動捻計

では、剛性率Gはきた式で示される。

G 583.6Tl 
=-nTe- g/mm2 =ke 

と Lで

T：瓦単位で示した操りのモーメント

( 8 ) 



谷井潔：寒天に｜刻する研究

。： 度単作ーで示した振りの角度

l：寒天ゲノレの可動部の高さ。 20mm

D：寒天グノレの直径。 30mm

である。従って kは，との測定機lて於て測定条

件がきまると常数とみなしてよい。実際にはT/0

の大小を測定する事に依り 、 ~l~天グノレの保71手能

力を上目安しf尋ょう。

試験片の作製及び測定は、 次の様にして実施

した。

内容 500ccのコノレベン中に、 J!f¥t乾物寒天試料

Sgを秤取し、蒸湖水を加えて 400ccとした。コ

ツホ氏殺菌釜中で、 90分間（98°C)加熱溶解さ

せ、爽雑物を認めた場合はガーゼ、で、i慮過した。

よく撹井均一イ七した寒天ゾーノレを、平均5～7個の

試験型（！） （全高 70mm. 内径30mm.可動部高

さ20mm.）に注入し、室地で約20II寺問自然Jlx.冷

4

－
f
6
 

a・ 略...場陵泊＂＇＂~－－ -・ 

第1・1図動 捻 計

~ して凝固させた。

導 後20。Cで2時間恒混l'L1呆ち

試験片とし、1位lづ L、剛性

係数 T/0、破控点に於ける荷

主！： Tc及び＠Ji挫点陀於ける振

りの角度。cを刻IJ定計算する。

実測に当つては、恒角速度

でぶ天グノレに摂りを与え、主主

天グノレ試験片の摂り θと、と

れ陀釣合う荷重 Tを，約4～5

秒ILIJ隔で同時に読みとって行

き、 試験片iて長さ2mm程度

の：tiJ~ がはいった荷重点を

Tc とした。 MIB段片が均ーな袋天グノレで・あれば告rj聞は数ク所に同時に発生する。その経過を図示

すると第1・3図の様le:1;;::る。

第1・2図 動 捻 計 試 験 片 型

図中・点は観測点であり←は Tc(g単位）の点である。 T/0は Tc以下の矧iJllJ点をなる

べ く多く含む直線が水平llilhv亡対してつくる角度を瓦／度単仇の数値で示す事にした。叉との直線

が7k卒iii由と交わる点と、 Tcの点の水平11i1h上の康標の差で、θcを示す事に した。との場合原点と、..

( 9 ) 



第1・3図 均（α＝0.05） の信~ili l\l~W－を算IH表示する引に した。

2) 寒天の比較定量法

教：者tD）は先tてその性71犬に援のある袋天グ、ノレについても 、それぞれグノレの政度〔CコとT／θ及び.Tc

の問には、 一般に 1叫 1.6% の政皮範囲で＼

目

干

lL
 

nuv 

内

υ1
 

40 

20 

。
10 
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との Tc を示す直；t~Aが水平軸と交わる点との距離（α）は寒天質の濃度

が著るしく低い場合を除き一般にノj、さιい。

f古！との実験の探りの角速度は 90。／min.であっ 第 1・1表

た。時間の経過と共十亡、荷重 Tの変化の仕方は次 ｜ 荷 重 （瓦）
時間l

の第1・1表の様であった。との To,T1, Tiのうち ゅiiTO i T1 I Tt 
1紫準に別いたのは T1である。叉 T1が使えぬ位 o 1 o I o I o 

5 I 9.3 I 15.1 I 20.8 
Tcが大きい場合はTeを、叉Tiを使mした場合lて I ! I 

10 I 18. 5 i 30. O I 41. 2 

20 I 35. 8 I 57. 8 I 79. 5 

40 

その観測点数が少ない場合、即ち Tcがノj、さい時は

白。 Toを月1いた。との様l亡して各試験片について得ら

れた T/0,Tc及び ecのそれぞれの測定値の母卒
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T/8=K1〔CY,7モ＝IC〔Cア

とみなしてよい事を示した。と Lで K1及び K1はそれぞれ各法天固有の＇llr数で、ある。従って

Tc/T/e の比も亦悲天の山~と l~！：J係な く 各惑天固有の数値を示すも のと考えられる。

今 T/8=1.510 . . (1) 

Tc=ll.9C" ..... (2) 

の式に従ふ·i:!Uik をもっ主主天を＇／~i定的棋tl＇~として、 任意の袋ヲミグノレの T/8 , Tcの傑本平均値を（1）・

(2）の式lて入れて'.i,"jC/l:＇，した山氏を、それぞれ Cr,Ccとすると、との惑天グノレの・i・'.Jづi犬を、棋tj!)j巳天

の機度に換算して示す事が/.I＇，米る3

従ってとの場合その袋天の以I］定濃度を cc〕とし、 且つ今後l[i{.扱う各袋天が 〔C〕で示された浪

皮及び、濃度 1%iて於いて、 T/B=KC" (Kは各寒天間有の常数）を満足するとみなすと、 次の

・Cr. sの数値によって、各袋天の 1%グ、ノレがd"/J＇つ剛性係数を比 Jjl'<'表現ずる事が11＼来る。

s. ＝主乙 • (3) cc〕．．
又同一系列の実験試料では、 Cr. s. Ire f'.f.｛り試料中化合まれる袋天伎の多少を知り得るであろ

う。

向一般に Tc/Tjeの比は （1）・（2）のJえから

Tc/T/8= !1_出町＝7.ss （~Y .. (4) 
1. 51(Cr）ー ＼Cr1

従って Cc/Crの数値を基礎として． 寒天質が所調叩カ質が或は硬度安｛かを比較キJj定できる。

数値の大きいものは一般花i)¥'{l力のあるねばり弧い寒天＇l1［であり、数値がiJ；、さくなる陀つれで脆

い感じが出て来る。

( 10 ) 



谷井君主、：裳天iに関する研究

3) 市販寒天のジエリーの強度

品質がすぐれていると考えられる寒天製品のうちから、内地伊谷袋天（信州産）(1）、樺太伊谷

寒 天 （2）、オゴノリ のアルカリ処理後、その抽出心太を圧搾脱水叉は電気器透に依り脱水及び脱

塩してつくった寒天（3）・（4）、テ ングサを主要原藻と して人工冷凍法によりつく った袋天（5）・（6）、

関西細寒天（Tj、関西角寒天（8）、 ｜岐阜細寒天（9）・（10）、岐阜系と考えられる岩11-1山市！日忠天（11）、

島根細寒天（12）、信州細寒天（13）・（14）、信州、｜角寒天（15）・（16）等について、濃度 〔C〕に於ける

T／θ，Tc, Oc等を前記の実験条件で測定計算し、（1）・（2）・（3）及び（4）の式に之等の標本平均値

を入れて Cc/Cr,Cr. s.等を求め表示すると第1・2表の様になった。

之等の実験例では Cc/Crは 100～ 第 1・2表

1. 50, Cr. s. 0. 64～1.4 の範囲にあっ 試料 ra 
干再4号l -u 

た。

現在その在庫量が僅少と考えられる

(1）・（2）を除き（3）～（6）の人工製品、

(7）～（12）の信州以外の天然寒天、（13)

～（16）の信州寒天にわけで、 Cc/Crの

卒均侃の諜の有意性を治定した。（3）～

(6）と（7）～（16）の聞には〈川日＝

6. 63> FL(O. 05) = 4. 75で有意な差が

認められた。 即ち之等の人工製法によ

る寒天の Cc/Crの卒均値は、天然寒

天のそれより小さいと考えて差支えな

い。向（3）～（6）と（13）～（16）の場合

1 4. 73土0.55

2 3_33土0.49

3 7.00土0.43

4 8.02土1.38

5 4.31土0.47 

6 5.44土0_32

7 2. 65±0. 2 

8 2.29土O15 

9 5.23土0_58

10 2.46士0.29

11 4.60土0.46

12 2.66土0.18 

13 1. 60土0.12

14 3 09土O23 

15 I. 47土0.18 

16 2.19土0.05

Tc 

4.16土1.9

30.0土2.9

72.3土5.3

71.2士5.4

46. 土IO

69.2土5.5

36.1土1.6 

38.6土O2 

58- 土3.7 

34.3土5.2

68.7土12.7 

28.3土0.4

21. 7土3.1 

55.0土6.4

21. 0土I.4 

26.2土2.2

θc i〔C〕Cc/C作 s

9.2士1.0 1-58 1. 06 1-12 

8.0土1.I I. 58 I. 00 I. 01 

10.4土I.3 1. 63 L 15 I. 32 

g_g土LO 1.64 1.07 L 40 

10.8土1.2 1.55 L 17 L 09 

12.9土1.2 1.56 1.27 1.22 

13.9土0.9 1.59 L 31 0.83 

16. 7土LO 1. 54 1. 46 o_so 
11. 3土1.1 1.53 L 19 1_22 

14.2土1.2 I. 57 I. 33 0.81 

15. 土2.1 I. 56 I. 38 1.12 

108土10 I. 56 I. 16 0.85 

13.6土 I.2 1. 54 1.31 0.67 

17.8±1.4 1. 59 1. 50 0.90 

14.6土1.3 1. 55 1. 35 0 64 

12.0土1.2 I. 58 I. 23 0. 74 

の平均値の差は凡＝6.76>FJ(O. 05) =5. 99であって、人工製法に依る寒天の Cc/Crの卒均値

は、 信ナト｜袋天のそれより小さかった。然し（3）～（6）と（7）～（12）の聞では、その平均胞の差は

Fo=O. 36くF~ （O. 05) =5. 32で、有意で、はなかった。

Cr. s. についても同様に （3）～（6)' (7）～（12)' (13）～（16）の三つの暦にわけでしらぺた。

(3）～（6）と（7）～（16）の聞で、は Cr.s.の平均値の差は 日＝15.2>Fも（0.05) =4. 75で有意で、

あった。即ち之等の実験例では、人ヱ製法法による寒天のジエリーの Cr.s. の平均値は天然寒

天の場合のそれより大きかった。（3）～（6）と （7）～（12）のそれぞれの卒均値の差は f可1i=s.9> 

Fs(O. 05) =5. 32で

(0. 05) =5. 99で、有意で、あつた。

以上の事実から人工製法陀依る寒天は、 Cr.s.が大きく Cc/Cr，が小さFい点l℃特徴があ れ 天

然寒天は一般に Cr.s. は小さく Cc/Crは人工製法法に依る場合より大きい事が住月される。即

( 11 ) 



東北水研：研究報告第9号

第1・3表 ち人工製法に依る寒天は現在之等の実験例より

事専｜昼寝引 〔産地〉 ｜α州ひsI戸ヤ みて硬く且つ聡い傾向がある。叉天然寒天の場

1 テンクサ ｜（須 l崎~ I ~： !: 1.但 2.3.1. 
2 ff （ ゲ ）1 49 0. 91 2. 3. 18. 

合は柔かマしなやかな傾向がみられる。信州寒天

以外の天然寒天と信州寒天では、前者のグJレは

人工皇室天のそれと Cc/Crの頃では差は認められ

なかったが、 Cr.s.では差は認められた。向後

者の信州、｜寒天については Cc/Cγ，Cr.s.共に人工

寒天のそれ等と差を認めた。従って信州寒天以外

の天然寒天は、そのグJレの性欣は人工製造法に依

る寒天と信州袋天の中聞に近いものと云えよう。

3 ff 。 ) 1. 40 

4 ，， （白 浜）1. 26 

5 ff ゲ ) 1.21 

6 ff （名振）1. 90 

7 II （グ） 1. 55 

8 II I/ ) 1. 47 

9 II ) 1. 31 

10 II ) 1. 96 

11 ,, （桃 浦）1. 84 

12 " I/ ) 1. 65 

13 ,, ) 2. 21 

14 II ) 1. 54 

15 ,, （グ） 1. 59 

16 ,, （グ） 1. 78 

17 ，， （気仙沼） 2.04 

18 II ’／ ) 1. 94 

19 ,, （雲 見） 1. 65 

20 ,, 
ff ) 1. 63 

21 II （入 間） 1. 50 

22 ,, （須崎）1. 67 

23 ナンプグサ （有珠）1. 73 

24 ,, ( ,, ) 1. 51 

25 オニタサ ｜（須 崎） 1. 4! 

26 オパクサ ( ,, ) 1. 45 

27 ,, ) 1. 34 

28 イギス （気仙沼）2.28 

29 ヒラクサ （須崎）1. 37 

30 トリアツ ｜（ グ ） 0.94 

31 ) 0 97 

32 オゴノリ （浦 安）1. 72 

33 ff （宮戸島）1. 23 

34 ff ,, ) 1. 68 

35 エゴノリ （岩 崎） 1. 63 

36 キリソサイ （綱領？） 2.05 

37 I ( II ) 2. 70 

査定されたものである。

0.94 2. 3.19. 

0.89 2. 3. 2. 

1. 06 2. 3.3. 

0.74 4. 5. la 

1. 00 4.5.lb 

0.93 4.5.2a 

1. 02 4.5. 2b 

0.83 4. 8. I 

0. 78 4.5.3a 

0.90 4. 5. 3b 

0.89 4.5.4a 

0.95 4.5.4b 

0.96 4.8. E 

1. 09 4.8. G 

0.89 4.5.5a 

0. 79 4. 5. Sb 

0.90 4.8. N 

0.93 4.8. p 

0.87 2.3.13 

0.99 (1) 

0.82 4.5.Sa 

1. 15 4.5.Sb 

0.83 2.3. 7. 

1. 06 2. 3. 4. 

0.98 2. 3.5. 

0.84 4.5.63 

0.68 2.3.8 

0.79 2.3.6 

0. 78 2.3.9 

0.57 4.5.9a 

0. 77 4.5.IOa 

0.57 4,5.10.b 

0.35 4.5. 7 

0.06 (2) 

0.11 (3) 

4) 原藻の単調煮熟に依る製品の

ジエリーの強度

各種の市服装天が産地・銘柄等に依って、その

ジエリ｛の Cc/Cr,C. s. 等に差を生ずるのは、

その寒天の製浩に当って使用した原誌の種類、各

種原藻の配合割合、叉その製造工程等に主左原因

があるのではないかと考えられる。

そとで先づ従来の袋天製法に準じて、各種の原

誌を単独煮熱してつくった袋天について、それ

ぞれの Cc/Cr,Cr. s.等をしらべる事にした。使

用した資料は第1・3表に示した様である。

表中の備考欄の例えぽ2.3.1.とあるのは、 著

者ヨ蹴告第2報(lJ）、 第3表の試料番号（1）を示し

ている。試料番号（22)'(36)' (37）は本報告の

第1・4表の試料番号（1)'(2)' (3）に対応するも

のであって、寒天の抽出製造は第4報(12）第2表

の記載例に準じて行った。 f句第 1・4表試料番号

(2）・（3）のキリ ンサイは北大理学制山岡教授に

より Eucheumamuricatum Web. v. Bos.と

第 1・4表

倫第1崎 の試料 （3）は水 草剤！京藻種類 （産 地）11霊！水分｜棚氷量｜言語｜寝室｜龍
I I (g)I C%> I (cc)I (min)! (g)I (g) 

洗後原藻を NH10H水中に浸 （1)Iテ γ グサ（須 崎＞f600 ¥(22. 6)! 12. 800 I 180 I 9. 2日 J50. 7 

漬判。Cで約120分間保瀧し・ (2) Iキリササイ（野 1''v)Iso1(27.8)l i.2幼い20I 970 
次に 50。Cの温水で水洗後． (3) Iキリンサイ（ グ >I 200 ¥c37. 5)1 i. 900 I 90 I u河

( 12 ) 



谷井潔：寒天に関する研究

表示の煮熱水量：になるまでフk 寒天ジエリ ーの強度

を加え、煮熟を行った。第 M 試料番号 ｜ T/e Tc 

表（1）～（22）のテングサ袋天 (1) 3.82土0.33 8.4土5.1 

苦笑料について、信頓度 95%
(2) 0.21土0.09 7.0士2.4

(3) 0.47土0.10 27.土7.9 

で計算した母卒均の信頼限界

を示すと、Cc/Cr=I. 63±0.12, Cr. s. =0. 92土0.04となった。

θc 

22.l土 1.8 

34.0士 9.6

58.0土21.6 

〔C〕

1. 60 

6.12 

4.94 

資料の数は少ないが（23）～（28）のナンブグサ、オユクサ、オパクサ及び、イギス等の単独煮熟

に依ってつくられた寒天と、（1）～（22）のテングサ疲天について、 Cc/Cr,Cr. s. の平均値の差

の有意性を検定してみると、

Cc/Cr：凡＝0.005 . 

Cr. s. : F.1=0. 42 F地（0.05) =4. 22 

となって差は有意で、なかった。とのととから、とれ等の笈天はテングサ寒天iて準ずるものと考え

て大過ないで、あろう。

ヒラクサ、 トリア シ以下の所謂間合藻では、Cr.s.の数値に就いてはヒ ラクサ寒天、 トリア シ寒

天等は配合藻袋天のうちでは比較的に大きかった。

オゴノ人 エゴノリ、キリンサイ等の寒天の Cr.s. は順失小さいのに反し Cc/Crは小さ く

ない点は注目される。そとでは）～（22）のテ Yグサ選天と (29）～（37）の配合寝袋天について

Cc/ Cr, Cr. s. の卒均値の差の有意性(13）をしらべると、

Cc/Cr：似てぬ／w=O.2くtc=2.3 

Cr. s. : (xヴ）／w=4.2>tc=2. 3 

となった。従って寒天原藻から通常の天然製法K準じた方法で、寒天をつ くった場合、親草と配合

藻では Cc/Crの差は有意で、はなく、Cr.s. は配合誌の寒天では親草の主主－天より小さいと考えて

よいであろう。

との事は所謂ジヱリ ｛強度、即ち〔Cc/Cr〕×〔Cr.s.〕が一般に親草から得られた寒天の場合

に大きく、配合藻のそれは小さい例が多い事と関連して考慮される。それで、配合藻寒天のジエリ

｛強度を高めるためには Cr.s.の数値を大きくする事がのぞましい。第1・2衰の試料（3), (4) 

等のオゴノリから機織化製造法によって得られた寒天の Cr.s.が大きいのはその製造工程と関

連して興味深い事実である。

5) 製造工程に於けあジエリーの強度の変化

著者ω〉は先tてテングサを実験例として、原藻の煮熟、心太の凍結 ・融解 ・常温乾燥 ・水洗 ・漂白

等の諸工程陀於けるジエリ ー強度の変化の過程を報告した。その結果を要約すると、寒天ジエリ

｛の性ii犬Cc/Crを大き く左右するものは煮熟、漂白等の工程であって、加熱の程度が大きい程、

漂白がはげしい程 Cc/Crは減少する。叉著者の実験条件では凍結 ・融解 ・常温乾燥 ・水洗等の

工程では Cc/Crは変化を認める事は出来なかった。と Lではその後の実験結果を追加報告する。

( 13 ) 
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a) 心天水洗工程のジエリーの強度に及ぼす影響（lI）。

著者が先に行った実験条件(I：；）は、

(1）心太グノレ｛凍結→:IJl17.K融解→遠心分離→風乾→寒天→グル。

(2）心太グJレ→凍結→自然問~解→風乾→寒天→グノレ。

(3）心太グノレ→力11水洗服→遠心分離→凍結→加水融解→遠心分離→風乾→寒天→グノレ。

の3条例＝にわけられる。その聞でCc/Crkは有意な差は認められ左かったが、 Cr.s.については

第1・5表の様に水洗の程度が噌すに従って大きい数値がえられた。

第 1・5表 しかしながら、次の実験例は、 同ーの心太グノレから

I I (1）～（2) Fo =2. 94 円。（0.05) = 4. 96 出発して、水洗工程を経過した製品のグノレの Cc/Cr

(2）～（3) F。＊＝20.6 tr が、水洗工程を経たい普通製法に依った製品寒天グ
(3）～（1) Fo*=l9. 6 " Jレのそれより大きい例である。

rr I (l）～（2) Fo =0. 30 F~3 (0. 05) = 4. 67 
試料として使った原

(2）～（3) Fo*=60 " テソグサ 〔入間 産〉
(3）～（1) Fo*=38. 3 Fi4 (0. 05) = 4. 60藻の種類及びその配合 オバクサ 〈産地不明〉

m I (1）～（2) Fo =4. 28 Fi, (0 05) = 4.印 至容は次の様であった。 ヒラクア （須｜｜碕 産〉

(2）～（3) Fo*=35. 2 F13(0. 05) = 4. 67 右の様な草割をした試
オニクサ （仁科産〉

(3）～（1) Eo*=89. 8 " 
料 940gを2警夜水洗後7k切し、14.4L の7］（を前i騰

させて草入れを行い、却分後l農珪酸（比重1.84)4.ccを 300cck稀釈して加え、 2時間後火

J上．めして更に 5時間約 92°Ctて保溜抽／-f-1を行い、施：液を採った。向椛i品材として毛布片を使用し

た。 i慮i液牧量約 8L。心太液は放冷凝固後約 6mm2r亡天突きを行い、心太をそれぞれ 1.200gづ

L使用して次の様に処理した。

(a）心太を約 IOLの水（水温5°C以下）に 15fl寺間浸漬水洗した。との聞に 3回換水した。

との様花7｝（晒した心太グノレを戸外に於て、常法によって凍結融解を行い風乾仕上を行った。

風乾主主天牧量は 45.3gマあった（水分 24%）。

(b）心太を7｝（晒せずにそのま L戸外に於て常法に従って凍結・融解を行い、風乾仕上をした。

との風乾寒天牧童は 49.6gであった（水分 23.5%）。

ヨえに（a） ・（b） の風乾袋天を常法に依り試験片にっくり、そのジヱリ｝の~li'J\{ を実測計算して

第1・6表を得た。

即ち水洗工程refr｛り Cr.s.は大きく 第1・6表

なり、叉α／Crも大きくなる様に思 説 lT/O I Tc j Oc l〔C〕Jaパ｜α／Cr

われる。（a）・（b）について Cr.s.の差 cal I 4. os土o.33 I 55. o土i.2 I 13. 4土o.1 I i. 52 I i. os I i. 31 

を検定してみると九＝13.2 _F,jco. os) (b) I 3. 52土o.23 1 zs. 6土3.o 1s.2土1o 11. 53 11. oo 1 i. 01 

=5.12であった。ヨえに Cr.s.の信頼限界を信頼度 95%で求めると（a)l.12～1.03, (b)l. 03 

～な羽とたつ花。

との数値に型jli7J(寒天のJf文置を計算して乗ずると、（a）・（b）それぞれについて実質的な寒天牧量

( 14 ) 
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に比例する数値を得る。即ち（a）犯 6～35.5, (b)39. I～36.8。との結果がらみると第3報(JG）の

場合と同じ様re1ki7＼：工程を経過したものは、しないものより見川上の寒天牧盆は小さいが実質的

な寒天牧量には有一宜主主義はみとめられない。

火花 Tc/T/eの上じを（a）及び（b）の各試験片について求め、（a）と（b）の平均値の差の有意

性を検定すると凡＝83.7 F0(0. 05) =5.12 となり水洗工程を経たもの L方がとの場合 Tc/T/e

の上とは大きい。

三えに！京藻煮熟の際の原寝重量／煮熱水量、般量／煮熟1k宜、般il:/!J京藻霊長の諸数値を求める。

との実験例を（X）、前宇陀於いて行った似l崎産テングサ単独煮熟の例 (lG)（川 を（Y）、コく木村

氏〈川が多くの実例から求めた数値を（Z) として表示すると第1・7去の様になった。 1MI唆E；は比

重 1.84の設硫酸の瓦数である。

第 1・T表

｜腹開／ ｜酸量／ 般丑／
煮熟水fil:I 問 盈ll峨 重量

(g/L) I （＿~／ L) (g/ lOOg) 

(X) I 64 I o. 5 I o. 78 

en I 37 I o. 12 I o. 31 

(Z) I 41 I 0. 13 I 0. 32 

即ちとの実験例（X）に；於ては通常広く用い

られている方法より煮熱水量に対する原藻重

量、煮熱水量に対する酸：量、又原藻重量に対

する i峻:l:.Jj~に者る しく大きい。従って原藻か

ら抽lfjされた心太グJレ中にも（Y）・（Z)の場

合より酸が多く残夜し、次項の寒天グノレの性71犬十て及ぼす pHの実験例から考えると、 1k洗工程を

採らえEい場合には、凍結・融解・風W't乾燥工程lドに於て、とれ等の過剰の酸は dripとLて除去さ

れながらも、向袋天質の一部を｝111水分解して Tc/T／θ の比を小さくするも のと考えられる。以

上の結果から原藻の煮熟に当って酸の過剰がな在する場合は、1ki.先工程はむ しろ望ましい。

b) 寒天ジエリーの強度に及lます pHの影響（II)

著者(18）は先陀テングサ寒天を試料とし、pH3.9～8.8の範四で、 pHが寒天ジヱリーの T／θ，

Tc，。c等に及ぼす影響を論じた。今と Lt乙第1・8表の実験結果を温加して溶液の pHが更にア

ト
4いレ論f

」め合
d
h
U
 

J
M
4
 

A
口場るあにけジカ

。
ル’
う 試料｜ r;e 

第 1・8表

Tc θJ l〔CJI pH 

試料は第4報第2 表試~，，番号2aの製品 H ¥ 2.出土o.19 I 41. 6土2.7 I 14. s士i.4 I i. ss I lo. s 

であって、 グノレの制製は前報（18）の場合 I I 1. 56土o.41 I 17. 土3.i I lo. 2土2.7 I i. ss I ii. 6 

と同様であった。向試験片はアノレカ リ性の加熱によって、（H）の試験片はや LiW茶色t亡、（I)のそれ

は額者な黒褐色陀変化した。然しながらとの着色物質は；i~t験片を郡片として流水中に浸潰すると、

第1・9表 かな り除去される。第4報第

19表（18）ととの第 1・8表から

pH が~っている各試料毎i仁

同一濃度（と Lでは196を探

mした）の T／θ，Tc及び Tc/

T／θの平均値を計算して表示

( 15 ) 
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すると第1・9表の様になった。

分散介析の結果 T/0の頃は（A・B),(C・D・E・F・G),(H), (I) の間lて有意な援が認められ、 Tc

の項辻（A・B),(C・D・E), (F・G•H), (I）の 4区聞に有意2主義を認めた。Tc/T/0 の項も亦（A•B),

(C・D・E),(F・G•H), (I）の4区聞に有意な差を認めた。

以上の事から寒天グJレは、酸性又はアノレカ リ性が強いf伏態で加熱すると、 T/0,Tc, Tc/T/0等

が減少する。従って袋天製油上 pHが 5.6以下になる事は好ま しい事ではない。 又 pH8.8程

度のアルカリ悦ーに於て 90分間 98°C程度に加熱する事は T/0l'r.重きを置く時は差支えないが、

Tcは減少してや L脆い型の袋天に友ってゆく。

酸の過剰があるために Tc/T/0が小さく怠る例は、しばしば経験する事であるが、第1・2表試

料番号（3）・（4）のオゴノリ逃天は寒天質の抽／HK先立つ予備処理工程中に 1%NaOHj容液中で

！京藻の加熱を行っている。同一産地 ・種類の原藻をとの様主主予備処理を行わずに、普通の方法で

処理して寒天をつくった例は、第1・3表 32.の例でもみられる。前者の Cc/Crは後者のそれよ

り著るしく小さい。との原因は煮熟条件、 潔白工程の有無等にも関連するものと思われるが、そ

の一部は強アノレカ リの存在に於ける加熱条件にも基因するものと考えられる。

6) 混合寒天ジエリーの性扶

現在では袋天を製造するに当って、多 くの場合各種の原藻を配合して煮熱を行っている。向と

れまで、の経験に依ると、製品に影響を与える原藻の配合割合・煮熟・漂泊 ・乾燥等の諸工程を毎

回同ーと考えられる条件で処理しでも、その製品に！滑に均一1t.ジエリーの強度を持たす事は困難

である。との事は天然製造法に於ては、心太の凍結 ・融解・乾燥工程が気象条件に依つでも、大

きく左右されるので特に箸る しい。第 1・10喪の例は製造管理に比較的熱心なある工場陀於て、

同一な原藻の配合条件で、煮熟・漂白等も努めて同じ様にー各間製遣を行った際、外観的に相違

を判別できた 第1・10表

4種の寒天K 試料 l｜ T／θ τE Oc ｜〔C〕｜ 備 考

ついて実測し
A 4.60土0.46 63.7土12.7 15.0土2.1 1. 56 外観は最も白い．

たジエ リーの B 4.35土0.49 63.5土 6.7 14.7土2.8 1. 57 (A）よりやL光沢が劣っていた．

c 3.94土0.33 61. 5士10.2 15.6土2.7 1. 56 凍結融解中に雨にあった事がある
強度である。

D 3. 71土O48 46.6土113 12.9土2.1 1. 60 「オリ」 のついている点が目立った
il!U定条件はと

れまでの分と閉じであった。 第 1・11表

1%濃度の標本平均値を計算して第1・11表を得た。 I A I B I c I D 

T/0の項についてしらべてみると （A）・（B）・（C）・（D）の級 ηθ I L叫 i.771 L 62 I i. 45 

間変動と根内変動との分散比は凡＝7.5＞見。（O.05) =3.1で、 Tc [ 28. 3 / 26. 6 [25. 3 [18. 2 

Tc/TlθI 14. 9 I 14. s 11s. 7 112. 9 
差は有意であった。向（A・B・C）と（D）の聞では凡＝12.4> I I 1・ I 

F~2(0. 05) =4.別であった。

Tcの頃については（A）・（B）・（C）・ （D）の級間変動と級内変動の分散比は 凡＝6.53>F{9 

( 16 ) 
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(0. 05) = 3. 13であり、（A・B・C）と （D）の聞では 凡＝17.7> F~i (O . 05) =4. 32であった。

然しながら Tc/T/Bについて（A）・（B)(C）・（D）の級間変動と級内変動の分散比を計算する

と 九＝1.37くF{g(O.05) =3. 13で援は認められない。それで同一般度で所謂ルジエリ｛強度ゲ

に相当する Tcの項陀差のあるのは、含まれている寒天質の質よ りもその量に差のあるためと考

えられる。 即ち （D ）は 「オリ 」 の附若している点からみても 、 凍結 ・ 閥!fl~中に水溶性物質が充分

除去されえにいため、同一段度にしたII寺、寒天質の含量が少な く、 従ってその Tcも低いと考えられ

る。／Ji-(藻の配合率等に変化のある場合、製浩過程の異なるH寺等では、更にその製品寒ヲミのジエリ

ーの限度変化は大きい。以上の事実から現状では、；llf天が商品として＇／，＼＇に均一性 ii犬のグJレを与え

るためには、 予めグノレの·i~UIえの午1jった寒天を埴当に混合する事も均－N：を保つ一方法であろう。

次にとれに関する計算法を考記ちする事にする。任意の同一 pHの2種類の寒天 （X),(Y）を混

合して（Z）と云う混合選天をつくれと れを 1～1.6%程度に溶解してグノレに した場合を考え

る。その場合、T/B,Tc 及び〔C〕はそれぞれ次の様に表わす。

(T/B),, (Tc），， 〔C〕＂ I 

(T／θ）u (Tc)v 〔C〕ν ｝ とれ等の各項は実測できる。

(T/B), (Tc)z 〔CJ, ) 

(Z）グノレ中の（X)(Y）の民度をそれぞれ〔C〕叫〔C〕叩 とすれば、

匝C〕.＝〔C〕出＋〔CJ叩

となる。〔C〕m，〔C〕柑は予め （X), (Y）の議天＇＇＇lの水分を測定してむけば、（X), (Y）の混

合比率と〔CJ，から計算推定できる数値である。省二者の実験条件では、一般に袋天グノレは 1～1.6 

%程度の濃度では次の関係がある事を先にのべた。

即ち T／θ＝K1CCア， Tc＝ι〔C〕2

と Lで Kt,K2！・ま各選天K{iifil'f'fな？；？数である。今 （T/B）の項について （X),(Y), (Z)の各笈

天を K1=1. 51である暫定標準寒天の濃度iて換算して示すと、それぞれ 「虫色下 「立/!!ly_1 ~ 
1 i. s1 J , L 1. 51」

[(T／仇 J
-1~5l J：となる。従って〔CJ.，.，〔C〕却に相当する数値は次の様になる。

[ill位1き×〔C主「位里b］~＇ ×巴ム
1.51」 〔CJ.,L 1.51 〔CJv

今 （X),(Y）を混合 ・溶解 ・凝固させた際花、袋天質相互間に化学変化がたとらず、単純に迫：

天質濃度が加算され、 （Z）と云う袋天グノレがつくられたと考えると次の式を得る。

(r；θ）： = ( T／θ）：×自 ＋( r;e）：を×自.(5) 〔CJ., u CC Ju ..... 

同じ様に して Tcの項についても次式を得る。

（ ＼を f ＼~ (CJ., ( y・ (CJ 
Tc). = (Tりm ×〔の，： + (Tc )v×♂T: ・ ・ （6)

以上の （5),(6）の式と全く考え方を変え、 （X), (Y) 2種の選天を混合して（Z) と云う混合

( 17 ) 
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寒天を得る時、〔C〕町〔C斗及び〔CJ.がほピ等しい場合「とは、 (T／（））， 及び （Tc）.はそれぞれ

(Tj（）），， と （T／θ）y, (Tc），， と （Tc)uの中聞に濃度に按介比例して存在する様にも思われる。そ

とで次の式を考えてみる。

(r；め＝ (T／的×〔包 ＋(r;e) x c~ (7) 
j ¥ ），， 〔C〕俗世〔C〕v. 

Tc Tc × 一 三翌 十 Tc × ー . (8) ( ).=( ），，〔CJ ( ) CCJ,y 
〔CJ，，百〔CJv.. 

工場等で選天のジヱリ｛の強度を連続して分析する場合等では次の様にする事が出来る。

〔C〕m 〔C〕zY・
〔C〕m 〔CJv

....... (9) 

今 （T／（））の1廷について（9）の関係式を入れて、（7）一（5）を計算すると、

-cc〕描・CCJ.11 (I ＼~ I ＼を γ(7）一（5）×I( T/() J ー （T/()) I ....... (10) 
- (CJ，，・〔C]y ~＼ /,, ＼ん j

(10）式＊の各数値は正の実数なので （10)>0であって（7）の数値は（5）で計算した数値より

大きい。との差が最も大きい場合は、実際に著者が市販寒天について経験した範囲では、 （T／θ）"' 

=8, (T/())0=2とみなしてよく、〔C〕出＝〔CJ柑＝0.8, (CJ，，＝〔CJv=l.6として、 とれ等の緒

数値を入れて数値計算をすると次の様になった。

(7）ー（5)=0. 5 

同様にして （Tc）の頃について

一〔C〕四・〔CJ柑 (( H一／ ＼~γ 
(8）一（6）一 一一一 ・I¥Tc) (Tcハ..........(11) 

〔C〕♂〔CJ11 l.. ¥ I,, ¥ lyノ

(11）式が市収寒天について最大となった例では（Tc),,=90,(Tc）百＝30とゐき、〔C〕出＝〔Cユy=

0.8〔Cλ＝〔Cλ＝1.6として

(8）一（6)= 4 

実例 1 実際の問題 として （T／（）），， と

T/e I 百 I ec I〔CJI〔C〕.，， I〔C〕叩 (T/())!I，叉 （Tc）忽と （Tc)vとの

様に差のある場合は少ないので

(7）一（5)'(8）一（6）の数値を之等

より小さい。

~I ；－~~＝~. ： I ；：.~：：.： I 1~－：：~ ~I~：：： I二｜三
Z1・（0）・（日〉 6 83土O53 64.8土8.5

Z1・（5）・〈日〕 6 65土O48 60 5土4.7

Z1・（7〕・（8) 6. 75±0" 45 62.2土47 

z，・、：o）・（0) 6 4g土o6~ 63.5土5.7 

z＂・（5）・（6) 6.55土O69 55.l土 4.4 

Z」・（7）・（~） 6.78土O61 56. 0土4.4

山山〉 6. 0悦他山…4仕ω土±0

Z3・（日〉・（日） 6. 45土0.55 47. l土 3.9

Z3・（ワ〉・（ぷ〕 6.47土0.55 48. 3士4.0

9.4土o.7 I 1. 56 I L 16 I o. 43 

ヨたに実例を示す。実験例（1）及

び、（2）を通じて x, yはそれぞ

10. 土O7 I 1. 60 I 0. 83 I 0. 77 れグノレの性般は在るべく差の大き

8.5土o.6 I 1. 57 I o. 47 I 1. IO 

( 18 ) 

い試料を使用した。

実例（1）及び（2）を通じて Z<o）・ω

のム貝は~~lli&{Jl在である。

z(5）・（日〉はそれぞれ（X), (Y) 
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の T／θ，Tc等に関する母Zp均の 実例 2

上限及び、下限値（信！頼度 95%）を

(5）及び、（6）の式に代入して得た x 

数値である。

z(7).(8）も同様の計算値である。

実例（1）及び、（2）の結果から、計算

式（5）・（6）・（7）・（8）のいづれをH'l

y 

z(O）・(0)

z<5）・〈日〉

Zm・（日〕

ηe I 百 I Be ｜〔C〕［cc〕..x［〔CJ匂

｜；；；：；；：｜；；；；；：｜出；｜：：｜： ｜二
4 22±0. 41 144 0±6. s j 10.山 4I i. s6 I o.河 Io.抱

4. 93土0.48 I 47. 6土4.6

いても、実用上混合寒天のジエリーの日．度をjlJ:.似的に推定するには差支えないものと考えられる。

7）総括

とれ迄述べた事を取締めると次の様re1.i:る。

(1）実用濃度1～1.6%のm包囲内で、 選天グノレの剛ti：係数 T／θ叫挫荷重 Tcは政度cc〕の2飛

に比例すると考えて差支えない事が判った。との関係から任意の寒天のジエリ ｛の強度を Cc/Cr,

Cr.s.等に分析して比較判定する方法を考究した。即ち Cc/Crはグノレの性欣を、 Cr.s.はグノレ

の純度をも示すも のと考えられる。

(2）との方法に依り市版袋天、各種原藻よりilll常の製法で・つくった寒天等のジ エリーの強度を

測定した。その結果、市販寒天に就て Cc/Crは人工寒天の場合、天然寒天のそれより小さい傾

向があった。 Cr.s.の項は人工袋天の場合は天然退天のそれより大きい傾向が伺われた。

叉各種寒天mr斑から通常行われている方法で本天をつ く った場合、 ま）~草と配合誌では寒天ジエ

リーの Cc/Crの差は認める惑は／II米君主かった。Cr.s. はl把合誌がらの製品Id:親1¥Lのそれ等より

一般に小さい。

(3）製浩工程に於けるジヱリ｛の強度の変化をしらべると、（a）加熱、製自等の程度がはげし

い程 Cc/Crは減少する。（b）教ー者の実験条件では、後t亡述べる（d）の場合をのぞき、凍結 ・融

解 ・常温乾燥等の工程では Cc/Crの変化は認める司王が出来友かった。 （c）水洗工程を経過すると

Cr. s.は大きく 1.i:る。叉見掛上の牧量は減少するが、実質的な牧量には変化は認められなかった。

(d）原藻の煮熟に当って、過剰のi吸を使用し、原蔀に対する煮熱水量；の少ない場合には Cc/Cr

は減少する。との様主主場合tては凍結 ・高g.frjfo ・ 1i~l既乾燥等の工程中に於ても、 Cc/Cr は減少する。

然し水洗工程を採F目する事に依り Cc/Crの減少を軽減できる場合がある。（e）寒天ゾノレを加熱す

る際、溶液の pHが著るしく酸性、又はアノレカ リ性の場合には Cc/Cr,Cr. s.共に低下する。 （f)

ジエリーの性状が変化する場合には、 w~u悦：係数十て比＇ii!X' して、破挫荷重の減少する剖合は大きい。

(4）混合怨天ジエリ ｛の強度を、混合前の裳ヲミのジエ リ｛の強度と配合比率から、近似的に計

算推定できる事を示した。

第2章寒天中に含まれる硫酸について

緒 言

( 19 ) 
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皇室天質の有機化学的構浩は、 従来数多くの研究者のiはめた成果を基礎reW. G. M. Jones及び

S. Peat1）は更に研究を進め 9箇の galactoseが1簡のL-galactose-6-sulphateに鎖状につな

がっている monomerを主成分とする polymerを呈示した。然しとの構造は E.G. V. Percival 

及び T G. H. Thomson玖 叉 V.C. Barry, T. Dilton, W. Mcgettrick3）等に容れられず、荒木

長次氏4）もとの構造と見解を異に し、 寒天分子中の提7.f¥.イ七物部分については、 agarobioseunit 

(4－β－D-galactosido-3-6-anhydro-L-galactose）の存在を呈示するた止め、その炎7J＇＼.イ七物部分

の詳細な化学的構造は今後の研究に侠つ点の多い事を述ペている。

然したEがら寒天中に硫黄の存在する事は、 C.Neuberg及び、HOhle5); M. Samec及び、 VIsa-

jevic6); F. Fairbrother及び、 H.Mastin7）；以降本邦に於ても高橋栄治、白浜滋｝8）の諸氏に依っ

て発表され、両氏は寒天質を7kと共に加熱する際、加熱時聞が長くなるにつれて、遊離の硫酸棋

が増加して来る事を報告している。

柳川鉄之助氏めはテ ングサ、オニクサよりオゴノリ、キリ ンサイを経てホ ンフノ リに及ぶ一連

の紅藻類の粘質物を、それぞれ単独抽出し、凝固カの強い袋天は一般に少量：の硫酸を含有し、凝

固カの微弱な布糊質はその硫酸合：量が著るしく多い事から、その結合硫酸のE；と擬聞カ¢開花離

れられない関連のある事を推定し、更に寒天質1:pの全硫酸が、次分中の硫酸に対する比の大きいも

のはジヱリー強度が小さく、比の小さいものは逆にジヱリ｛強度の大きい事を概括的に示した。

最近寒天ジヱリーの性棋を記載する際、とれ等の事実を更に拡張敷祈して全 S03／次分中 803

の比を記載する例が散見される。

著者は袋天中の硫酸について検討を行い、以上の事実について若干の知見を得たので、その結

果を報告する。

I) 全硫酸の定量

a）試料。試料として使刑した寒天は次の様にしてつくった。HPちイタユ草 940g、 オゴノリ

94旬、ナンブグサ 190gを原藻とした。それぞれ謀掲水洗後、 1.5% Ca(OH）~溶液中にイタニ草

は約 20H寺問、オ ゴノリ及びナンプグサは 1時間浸潰した。煮熱工程は前記の様にアJレカリ処理

を行ったイタニ草を21Lの煮熱水i:flに加え 51侍rH-J煮熟した。次にオゴノ リ、 ナンブグサを追加し、

4Lの差7.kをして更に 15時間煮熟した。火JI:後2時間放置、揃＂i品を行った。

凝固心太は 6mm2に出！日却し、人工凍結、自然融解を 2悶反置した。後水洗 ・遠心！脱水してから

風乾した。乾燥後之を粉末化した。風乾粉末1:f:iの水分及び粗次分は、それぞれ 23.7%、 2.40% 

であった。

叉そのジエリ ーの性欣は次の様であった。

T／θ Tc ()c 〔C〕 Cc/Cr Cr. s. 

6. 28±0. 6 38. 7土3.4 6.3土0.9 l. 55 0. 87 l. 33 

b) 定量操作。ζ の号室ヲミ風乾物約 2gを利iJlil.し、その水分を 105°Cで乾燥後の恨担：値から汁算

した。 次に 3%HCllOOccを加えて 3時間加熱した。分解と共l乞生じた褐色沈殿法、櫨過して

( 20 ) 
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除去した。椛液は methylorangeを指示薬として NH40Hで中和後、議塩酸を披液 200ccに

つき 0.5cc カIIえて酸性と した。と の｜時溶液の pH は約2附近になった。 湯舟n~~中で約 15 分間加熱

し、沈搬を生じた場合は再鑑過を行い、 熱漉液t亡、 BaCl2・2H20 10% 溶液 IOccを 50cck稀

釈して加溢後加え、 BaS04を沈澱させた。 更に 30分間程浸後、 111危室温に放置し？と。沈澱l会東

洋雄紙 No.5Cで前@1い j先燃して過剰の BaCl2を除いた。乾燥次化後、 硫酸 1滴を加え灼熱

恒量を符．た。

c) 加熱条件。上記の定量操作K於て、3%HC！を加えた後の加物条件は、 その遊離して来る

硫酸根の定量f；古巣にかなりの相遣を与えた。

即ち加熱条件として、

(i) 湯煎上でビーカーを加熱した場合（液温約 85。C)。

(ii）試料を入れたピ｛カ｛を湯煎中で液商まで浸し、湯煎が時々沸騰する程度に加熱した場

合 （液温約 93。C）。

(iii）試料を空気冷却管を鷹合さした三角フラスコに入れ、はげしく沸騰している湯煎中にプ

ラス コの肩まで浸して加熱した場合 （液温 98～99。C）。

(iv） 試料を益気冷却管司を鷹合さした三jJ~ プ ラス コに入れ、 ア ス ベ、ス ト付金網上で、 ガスの直

火で静かに担p騰させ~がらがl熱した場合。

以上の4方法を比較実験した。その結果は第2・1表に示した。（i),(ii）は乾燥無水寒天に対す

る SOaの平均値段低〈、その分散は犬きかった。

即ち（i）より（iv）に至るに従つ 第2・1表

て、加水分解は進んで・いた。又 HCl 実 験 （i)

に依る加水分解の際、 生ずる褐色沈
寒天無水物 （g) I. 5212 I. 5245 I. 4863 

BaS04 0.0448 0.0484 0.0524 

澱物の分析は微量なので行わなかっ S03／－怒天童~；、水物（%） I. 01 I. 09 1. 21 ｜平均値 1.10

た。然し （i)'(ii）の様に加水分解が実験（ii)

不定分と考－えられる際には、 一度力II 寒天1W〔水物 （g) I. 5316 1.5307 1.5259 

BaS0.1 0.0633 0.0679 0.0646 
熱後櫨過を行つでも、BaCl,i，容液を

S03／寒天無水物（%） 1. 42 I. 52 1. 45 ｜平均値 1.46 

加えて加熱し、BaSO.iの沈澱を行う 実 験 （iii)

操作中に手I}び生じて米る。 との褐色 寒天無水物 （g) 1. 5270 

沈澱物が多い時は、 椛紙を友イ七する BaS04 00693 

際、灼熱残査を与えるので、 Ba804
S03／寒天無水物＜%＞ 1. 56 

実 験 （iv)
の定量値に誤差が起る事は、 ヨたの実 空襲天無水物 （g) 1. 5270 1. 526 

験から碓められた。 BaS01 00700 0.070 

即ち寒天風乾物 2gを秤取し HCl
S03／寒天無水物（%） 1. 57 ー ｜平均値 1.57 

を加え、 (ii）の条件で 150分間加熱した。次に博液を No.SC の定量用櫨紙を用いて櫨過した。

褐色沈澱はj粧水で洗j篠・乾燥・1:K化して3.2mgの；灰分を得た。誠液はj先機液と合せ、更に60分

( 21 ) 
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間加熱した。生じた沈澱は前の場合と同様に処理して次介l.3mgを得た。その椛液は更に 60分

間加熱したが痕跡の沈澱を生ずるのみであった。

(iii）又は（iv）の加熱条件で HCIの存在で・加水分解し、再度に亘る説i品の後、 BaCI2を加え

て BaS仏の沈殿を完成させる過程に於て、生ずる褐色沈澱物は痕跡であった。その灼熱残直も

勇！日現し得る程度と考えられた。以上の実験結果及び後述の第 2・5去の、 Na2C03を主主天風乾物

rc10%程度加えて友化し、 1Y<.5子中の硫自愛分を定量：した結果より、（iv）の方法で得られる実験結

果を一応全硫酸量とみなした。

2) 友分中の硫酸

a) 定量操作。約 2gの巡天を秤11又し土IU1日1-j:1で友化した。その粗次分を測定後2N HCI lOccを

カl比た。 湯煎上で 30分間加ilfil・浸潰しNo.5C椛紙でVi1U品後、湖水で＇y)t縦し、洗糠液はi』E：液と

合せ、前記全硫酸の測定の場合と同様に操作して、 BaSO，，の恒1'TI：を得た。

主主天無水物rc'i<tする 803の71五で表示すると 1.28%とえEった。

b) 粗友分中の硫酸定量に及ぼす諸要因の検討

i) 無機成分の影響

主主天中に合まれる硫酸は W.G. M. Jones及び S.PeatCllの緋浩式をI断定的に採mすると、R

を galactoseの霊合休、 M をーイJlliの金属を表現する ものとすれば、その unitは次の

ROS020M, ROSO~OH 

の71ヨで示す事が／：！：＼来ょう。

柳川氏(IO）はテ ングサ、ヒラクサ、オユクサ、 トリ アシ、 ヱゴノリ、オゴノリ等の粘貨物を抽

出し．その次分中の無機成分として CaO,MgO, Na20, Fe,03+Al,03, 803及び、SiO，等を示し

ている。従って袋天の次化過f~l'C於て、之主宰の硫酸塩のさ1::1戎変化も考えねばならない。

荒木氏〈叫は数極の本l}k:;1:j:1l乞含まれる主主天分の分析結果から最も多い成分の一つである D『

galactoseに 26～32%の芸術立を与えている。

著者は先づ K2S04,Na:,804, CaS0.1, BaS0,1, MgS01, Fe,(S0,,)3, Alt(S04)a, Fe2(SO,)a・

(NH.).$04・24H,O等の硫酸塩陀 D-galactoseを加え、 加熱友化する際の重量変化を観察した。

各硫酸塩はそれぞれ保証付試誕を次の様に処理して使刷した。

Na,so., K"so.は加藤氏（12）の実験結果に基き、750°CK力fl熱、恒主：：を得たものを使用した。

Caso., MgSO，及び BaS01は中山氏（J3）の実験結果から 750°Cで肌坑恒量を得たものを

使用した。 Fe2(S0.,)3は斎藤氏（H）の実験結果から 250°CK、Al,(S0,)3は菊地氏〈叫の実験結

果より 400°Cにそれぞれ加熱、 恒量を得て使用した。

鉄明馨は Kahlbaumzur Analyseのものをそのま L秤量した。

D-galactose ltn'tl:EI・ウロコ I'llで、その融点は 165～166。Cであった。 D-galactoseと金属壌

との混合物の加熱溢度は約 80Q°Cで、 実験結果を表示すると第2・2喪の様になった。

( 22 ) 
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第2・2表

a) I硫酸塩の種類とINa~so4 I K~S01 I CaS04 
その重量 (g) 

F己(S04)J
BaS04 I MgS0.1 JAl2(S04)s JFe2(S04)3j(NH4hS04・

24H20 

o. 1236 I o: 1255 I o. 1380 I o守 0700I o. 1184 I o. 1140 I o. 1630 I o. 2192 

b) I灼熱友化後のIo. 1240 I o. 12s6 I o. 13s2 I o. 0697 I o. 093s I o. 0376 I 0師団 ｜ 0.0361 
l•t宣重 量｜ I I I I I I I 

以上の実験で加えたD」 galactoseの量は 0.5gであった。 Na2S04,K2S04, CaS04, BaS04等は、

灼熱前後で・は有意な援は認められなかった。 MgSO.，はや L減量 した。 Al2(S04)s,Fe2(SO;)s及

び、鉄明磐は、それぞれ酸化物の理論値が MiOsとして、0.034,0.0625，及び、0.0363であるので＼

ζれ等の硫酸塩は加熱に依り、分解して酸化物となるものと考えられる。

ii) 糖成分の比の影響

次に皇室天中に於て糖成分の硫目安基に対する比率が大き くなった時、硫酸根の定量値に変化が認

められるか否かを しらべ？と。

即ち笈天無水物tr.D-galactoseを粉末のま L添加した。白金繰で充分混和し、加熱茨イ七後、2

NHCI lOccを加え常法ーに依りその BaSO長設を測定した。 ．実験結果は第2・3表に示した。

との実験結果は皇室天~.l!li7.k物に対する 803 のid：は 1.28% である事を 第 2・3表

示し、先に友分中の硫酸量が SOsとして 1.28% を与えた場合ξ差 寒天無水物 （g)I i. 521 

は認められない。即ち糖成分がとの様な状態で寒天中に 30% 程度増 o-galactose I 0. 496 

加しでも、 友化の際硫酸の余分な損失は認められなかった
BaS04 I 0. 0566 

iii） 酸の影響

次十て袋天K）（ずして、塩酸、諺酸或は棚酸を加えて加熱友イ七し？と際、BaS04の定量値に与える影

響をしらぺた。使用した酸類はいづれも保証付試楽であった。塩酸の場合は適当に稀釈し、蔭酸

及び棚酸の場合はいづれも微粉末のま L加え、白金融で充分混和した。

第2・4表

HCJ の影響

E天無7.K物 （g) 1.522 1. 522・ 

ト4HCicc 0.05 0.20 

aS04 0.0545 0.0558 

。3／寒天無水物（%） 1.23 1. 26 

日立C204・2H20の影響

寒天無水物 （g) 1. 5~2 1.522 

H:iC204・2H20(g) 0.1 0.3 

BaS04 0.0521 0.0499 

Sb3f寒天無水物（%） I: 17 1.12 

H3 803の影響

寒天無水物（g) 1. 524 1. 522 

もBOs 0.3 0. 5 

BaS04 0.0085 0.007 

?>Os／君主天無水物（%） 0.19 0. 16 

1. 522 

0.50 

0.0443 

1. ()() 

1. 522 

0.5 

0.0485 

1. 09 

1.522 

1. 50 

0.0457 

1. 03 

( 23 ) 

乾燥加熱友化し、常法に依り BaS04を

定量した。結果は第2・4衰の様に友った。

以上の結果から、一般に酸の濃度が増

すと共に友化後、粗友分中に残脅する硫

酸毘：は減少し、 揮発性の塩酸、昇華｜生の

護服より、融剤として永く酸性を示しな

がら作用する醐酸の方が、その影響の大

きい事が伺ゐれる。

iv) アルカ リの影響

次に寒天にー対する NaHCOs,Na2COs, 

及びNaOHの影響をしらペた。NaHCOs

及び Na2COsをそれぞれO.lg添加した

場合は扮未のまし叉 NaOH0.12g添
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加の場合は、更に 0.5ccの水を加え、いづれも 白金融で混和した。向 Na2COa0.05g, 0. 2gを添

加した例では、前者は更に 15ccの水を加え、加熱溶解し後之を蒸発乾固させた。後者の例では

5ccの水を加え却分間湯煎上で埋め、Na2C03を寒天粒子中に穆透させ乾燥した。後いづれも

徴赤熱友イ七した。 叉とれ等の実験例で、次分の HCI抽出に当つては、いづれも添加したアノレカ

リ相当量の酸を余分に加えてから、 常法に依り BaS04の沈澱をつくった。 実験結果は第2・5表

の様になった。

即ちアノレカリの強さとヲキ

花、叉寒天粒子に対するアル

カリの混和が完全になるのに

つれ、組次分中の硫酸量の残

空襲天無水物（g)

添類加したアノレカリ の
極と量

BaS04 

S03／寒天無水物｛%）

1. 537 

NaHCOe 

0.1 

0.0631 

1. 41 

第2・5表

1. 532 1. 532 1. 537 1. 529 

NぉC03 NaOH Na~COa Na2C03 

0.05 0.2 

0. 0661 0. 0668 0.伺90 0.0705 

1. 48 1. 50 1. 54 1. 58 

情介は大きい。 Na2COa0. 2g 添加の場合には、 泉天J.4f;7k物に土~－する 803 の比は 1.58% となっ

て、塩酸に依る加水分解法の実験結果第2・1表（iv）と実験誤差の範囲で一致している。

とれまで述べた事は、次の様陀概括出来る。

(1）寒天中の会硫酸定量法は、 寒天風乾均約2gを秤取し‘3%HCIlOOccを加え、液濯を 100。

C に保って3時間加水分解し、その櫨液について測定するか、叉は寒天にその 10%の Na2C03

を少量の水と共に加え、充分温i浸・乾燥後微赤熱で・友イ七し、その組次分からの塩酸抽出液につい

て測定するのが好ま しい。

(2）寒天中の硫酸の一部は友化の際、酸の存在に依って失われる。叉アノレカリの存在量が増加

すると共に、その損失宣：は減少する。

即ち寒天の pH叉塩基度に依つでも異なるものと考えられる。向寒天中に存在する無機成分の

組成に依つでも影響され、 Fe,Al等に結合する硫酸は願著に、 Mgtと結合する硫酸は一部分失わ

れる事が考えられる。向 NH,,H· 等に結合する硫酸が容在する場合は、 之等も 1)~失われる場合

を予想する事が出来る。

(3）従って次分中に含まれる硫酸と金硫酸の比も亦、寒天の pH、塩基度等に依る他f亡、 寒天

中の知機成分の組成に依つでも、変化すると考えられる。

我固に於ける皇室天製造は、オゴノリを単独にアノレカリ処理して寒天をつくる場合、叉稀にテシ

グサだけを煮熟して皇室天をつくる場合をl徐き、大部分の場合、各種の原藻を配合煮熟して寒天を

つくっている。

柳川氏（10）はテングサ、ヒラクサ、オユクサ、 トリ アシ、 エゴノリ及び、オゴノリ等の原藻より

抽出した粘質物について、その次分の分析を行い、原藻の種類十て依って、その知機成分にかなり

差のある事を報告している。第3章第3・2喪に分;j{r表を転載し？と。との様念事実に依り製品であ

る寒天の無機成分の組成についても、 差のある事が予想される。

3) 寒天中の SOaとゲルの性状について

寒天中に含まれる硫酸根を定量する意義を、その製造工程及び得られた製品のグルの性欣と関

( 24 ) 
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連して更に考察してみる。友介1:j:1S03／全SOaの数値も同時に考えよう。

主主天グノレの性j伏がその pHK依り大き く左右される惑は、第1主主に於てのぺた通りである。無

機成分の組成の差が少ないと考えられる本天相互間では、本立の~~ 2・4 表及び第2・5 表の結果よ

り腰質の pHが7より大きい場合は次分中 SOa／全S03の数値は Il'C近づき、酸性が強くなると

次分中 S03／全SOaの数値は比較的Kil、さくなる様に考えられる。

先に述べた様』てグ、jレの Cc／αは pHK依って大き く左府される。然し Cc/Crは pHの他に

煮熟・漂白等の処理操作に依つでも遣った結果を与える事法前に述べた。そ とで之等の諸条件が

等しいと考えられる例として、 7k洗工躍に於ける SOaの変化を考える．

a) 水洗工程に於ける S03の変化

著者は前章 「水洗工程がジヱリ F の強度に及ぼす影響（ JI）」の頃に於て、 煮熟工程中酸が 過

剰に存在する場合グノレの水洗工程がむしろのぞましい事を述べた。との場合の引用実験例につい

て、 皇室天を製浩する際、同一心太を二分して、 7］（洗工程を経でつくられた寒天（a）と、水洗工程

を経過しない点だけは（a）と異なり、 その他は金工程を通して相違が少ないと考えられる寒天

(b）をつくった。（a),(b）についてそれぞれ見掛上の無水寒天牧量、製品からつくられたグjレの

附伏、 Cr.s. Cc/Cr，全SOa.次分中 so3、 両者の比等を分析汁算して表示すると第2・6表の様

になった。 喪中金S03・次分中 S03等は、それぞれ袋天然：水物に対する%で示した。

(a）工程と（b）工棋の差に依って生ず 第2・6表

るSOaの流失は、 ｜ 見掛上の無；7J~ ¥ Cr. s. ICc／ひ｜全soaI死去中｜灰分中SOz!
｜寒天収ill:Cg) I I I I sοa I 全S03

37.9×2.1-34. 4×I. 5 I I I I I I 
IOO = O. 28 (g) a) I 34. 4 I L 08 I L 31 I L 5 J L I I 0. 73 

b) I 37. 9 I 1. oo I L 01 I 2. 1 I L 2 I o. 57 
残存する全so3の量は、（a）工程では I I I I I I 

0.52gと計算され、水洗工程に依る SOaの減少は、 7K洗工程を経過しない場合の 35%に達し、

かな り大きい。

そとで水洗工程に依って失われたと考えられる物質量l:K)<;fし、そのうちに含まれていた全 so3

の比、叉（b）工程に依って鶴得する寒天分i乞対して、そのうちに合まれる全 so3の比を求める

と、それぞれ次の様な数値に友った。 即ち前者は後者より SOa含有率が大きい。

0. 28 0. 52 
一一一一ー一一 ＝0.08; 0. 015 3. 5 ; 34. 4 

以上の事から水洗工程は S03の減少に大き く影響する事、 水溶性物質の硫酸根含有塁手の高い

事がわかる。

次に （a）及び（b）について次分中 SOa／全so3の比と Cc／ひ の数値を比較すると、（a）・（b)

は共に同ーの心太グノレから出発しているので、 Cc/Cr の大小は次分1：~1 S03／全S03の大小陀依

つでも表現され得るものと考えられる。向との場合次分中 803／金SOaの数値の大小は、会S03

の変化による影響が大きいと考えられる。先に述べた様に、 水洗前の主主天心太中の全 803には

水溶性の 803 が多いので、 7K洗工程をその見掛上の牧率及び製品の~fb!lk等の諸点から極力忌む天

( 25 ) 
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然寒天では、その会硫酸量；には1kt！＃性： 803の関与が大きい場合も考えられる。

b) 凍結・融解工程に於け~ S03の変化

との工程に於ける 803の変化をみるために、荒木氏(JG）が混合｜間テングサ風乾物 86.4kgを、

河1k総量I939kg及び濃硫酸 660gの布在のもとで加熱し、 とれから抽出した心太・融解心太及

び、製品寒天について行った分析結果を資料とした。

製品である細寒天風乾物 lkgk相当する風乾混合原謀・心太・間！！解心太の量は之等の資料から

計算誘導し、それぞれ全乾燥重量、金803，次分、次分中 803、 ガラクタン量等をも算出表示す

ると、第2・7表の様に主主った。

2.42 

54.40 

4.88 

l. Oo 

2.06 

1.11 ！~： : 12：~ ~ I ~！ . ~ 
1006 

423 

362 

356 

第2・7表中混合晒！京藻の重

量ーは、風車T:原藻量を、細寒天

と舟底袋天の牧設の和で割っ

た数値を採用した。心太重量：

は煮熟水量・硫酸碕訳7］（•煮熟

後の差水の手14が、煮熟前後で

混合原藻

心 太

副tf~·C.、太

寒 天 ；；；；｜なI~；：： I ~~ · ! 
6

4

4

 

Q
U

勾，
a

巧，
．

。L
q

4

9

“ 一応変化がなかったものと考

え、との数値を細窓天 33.8kgと舟底寒天 1.86kgの荊lで割って得た数値である。融解心太量は

融解心太r~『の乾燥物重量が、 主主天になる｜捺の変化は少なかったと考えられるので、 lkg の風乾寒

天中の舵燥物重量と同一ー乾燥物重量；を与える融解心太草：を採用した。

との第2・7表より、心太から痕天に至る過程に於て、各成分の変化する傾向が伺われる。

友分r!=r803／全803の数値は心太ばついては 0.745，融解心太については 0.748で、 差は認め

難い。との事は心太及び開！解心太中の粗次分に含まれる ~1re機成分の組成に大差のない点からも首

肯できる。

然し凍結融解工程に於て、除去された全SOa が同じ様に流去した全~iii燥物；主i；に対する比率は、

(45. 8-15.1) / (1.110-784) =0. 094、間l解心太中に残存する全803がこれに対応する全乾燥物量

に対する比率は、 0.019であって水洗工程の場合と同様に、 1k溶性物質rf:tの全803の比率の方が

大きい事が了解される。

c) 寒天ゲルの Cc/C1• に対す~友分中 S03／全so3 の関連について

友分＊ 803／全so3の比で、一般に寒天グJレの Cc/Crの大小を推定する事は、 Cc/Crが原藻を

煮熟する際の酸・アノレカリの添加、煮熟II寺聞の相違、漂白工程に依つでも左右され、 皇室天に主主っ

た後も水の存在で・加熱する条件に依り違う結果を与えるし、他方次分1:f:t803／全803は皇室天の pH、

友分中に含まれる知機成分の組成上の相違ばかりでなく、凍結融解工桂に於ける残間水溶性物質

の多少等に依つでも異なるので、高い相関は認められないのではないかと予想される。そとで、最

初単独原藻より抽出し？と寒天tてついて検討した。

i) 単独原藻より抽出した寒天について

( 26 ) 
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試料と してテングサ寒天2:fill、オユクサ、 トリ アシ、ヒラクサ、 ドラクサ、イ タユ革、オゴノ

リ等の単独抽出寒天各1極を撰んだ。

とれ等のうちオゴノリ以外の決天は、それぞれ原誌を単独煮熟したものを、戸外に於て凍結 ・

融解 ・風乾した製品であって、水洗工程は経過していない。向イタ＝草皇室天の場合は、・，：；＇.；法陀従

い原高煮熱中 Ca(OH)2処理を行った。オゴノリ寒天は凶藻をアJレカリ処主fl後1k洗・漂白・煮熟し、

グノレは圧搾脱水後、加熱乾燥したものである。実験結JlH土表示すると、第2・8去の様になった。

との表について Cc/Crと次分中 803／全803の相関係数 T を求めると、r=0.12凡＝0.09

F~ （O . 05) =5. 99となって有立な相聞は認める事がII・＼米なかった。

ii） 一般市販寒天について 第2・8表

試料として使用 した紙は 15種であった。 寒天の醐 ICc/G眉ICr s. ［全S03［鵠ナ｜附望丸

第2・9表中試料榛号（1)'(2）及び（3）はZ足

中 803／全S03の数値が大きい例でLあるが、

(1）及び（2）はイタユヰE、（3）はイタユヰ及

びオゴノリを主要原誌と し、 アノレカリ処却を

してから抽出した寒天で、ある。 (4）及び（5)

はそれぞれオゴノリをアノレカリ処理してから

単独煮熟を行ったもので、（4）は圧搾脱水法、

テングサ寒天
，， If 

オーニタサー ,, 

トリアシ グ

ヒラクーサ グ

ドラクサー グ

イタニ1,T. fl 

オゴノリグ

1.49 

1. 50 

1. 44 

0.94 

1. 23 

1. 45 

1 09 

1. 15 

0.91 1. 87 1.10 0.59 

0.87 1. 98 1. 50 0. 76 

0.83 1. 80 1. 30 0. 72 

0. 79 1. 50 0.57 0.38 

0.69 1. 64 1. 00 0.61 

1. 06 3.60 l. 15 0. 32 

l. 09 1. 10 1. 09 0.99 

l. 32 1. 45 0.47 0.32 

(5）は電気盛透に依るIJ免1kを行った製品である。

(6)' (7）はそれぞれテングサの単独煮熟に依る製品、（8)'(9）は関西寒天、（10）は岐阜寒天、

(11）は産地は岐阜と異なるが、！京藻の配合及びその後の処理操作から岐阜系の寒天と云える。

第 2・9表 (12)' (13）は信州寒天、（14）は原藻の配合、

私'!If~ [Cc／ひ ICr.s. ［~叫弘明扇：；：雨空孟製法法等から見て卸i'I系紙、（1加（14)
1 1. 06 1.12 

2 1. 00 1. 01 

3 0.87 1.31 

4 1.15 1. 32 

5 1. 07 1.40 

6 1. 49 0.91 

7 1. 50 0.87 

8 1. 31 0.83 

9 1. 46 0.80 

10 1.19 1. 22 

11 1.42 0.99 

12 1. 31 0.67 

13 1. 35 0.64 

14 1. 01 1. 00 

15 1. 31 1. 08 

Sample 
Nos 

1.10 1. 09 

1. 53 1. 53 

1. 57 1. 27 

1. 45 0.47 

0.69 0.43 

1. 87 1.10 

1. 98 1. 50 

1. 91 1.17 

2.19 1. 61 

2.42 1. 53 

2.36 1.18 

2. 73 1. 88 

3.05 1. 31 

2.10 1. 20 

1. 50 1. IO 

total S03in 
S03 ash 

0. f 

1. ( 

0. E 

0. c 
0. E 

0. £ 

0. 'i 

0. E 

0. 'i 

0. E 

0. £ 

0. E 

0. ~ 

0. ~ 

0. 'i 

S03 in as 
tot< 

( 27 ) 

4誕浩工I呈1:1:1l乞心太の水洗工程を採F目している。

とれ等の寒天について分析した 803、全友

分1:1斗 803，との両者の比率、寒天グノレについ

て実測値から計算した Cc/Cγ，Cr.s.等を第

2・9表に示す。

との結果から、友分中.S03／全so3とCc/Cr

との相関係数を求めると、 r=-0.30, Fu 

=1. 22 Fi3(0. 05) =4. 67となって有意では

なかった。

向（6）より（14）までのテングサを主要原

誌とする天然製法に依る泉天だけをj育イ七して、

再び次分中 S03／：全803と Cc/Crとの相関
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かった。

係数rを計算したが、 r=O.25凡＝0.46 Fi(O. 05) =5. 59 となりやはり有意な結果は得られな

d) 寒天中の全 SOaとその寒天ゲJL-の C1'.S.

第2・8表記載の各種原藻を単独煮熟して抽出製法した寒天について、実測した全SOaと実験

数値から求めた Cr.s.との相関係数を求めると、 r=O. 04 Fn=O. 01 F~ （005) = 5. 99で有意な

相閣は認められなかった。

然し第2・9衰の一般市服装天の例では、 r=-0. 75 F0= 16. 7, Fi3(0. 05) = 4. 67となって、

高い逆相関が認められた。即ち一般の市販寒天について、同一濃度で剛性係数の大きいものは、

そのうちに含まれる全SOaは小さい傾向があると考えても大過はないで・あろう。

一般の市販袋天について、 Cr.s.占 全 SOaが高い逝相関を示す理由の一部は次の様に考えら

れる。

Cr.の項は一般に著者が先に述べた様t亡、Cc/Crの項と異なって煮熟 ・漂白等の工程では比較

的に安定である。Cr.s.金SOa等に大きい影響を及ぼす要素は、 原藻の配合が決定されると、主

に7K洗 ・凍結閥解 ・圧搾脱水等の緒工程に於ける、SOa に官む7J<.f谷性物質の除去率で、ある。7K溶

性物質が除去され、 袋天の純度が上昇すると共t亡、全SOaは減少し単位濃度当りの裟天質の含有

量即ち Cr.s.は増加する。

第2・9表の （3),(4）及び（5）の試料はいづれも心太の水洗工程を経たものであり、 Cr.s.の

数値は大きい。

叉原藻中に含まれる SOaの宜は第3章第 3・5表に も見られる様に、 種類に依って兵友ってい

る。叉原藻より抽出された粘質物についても、柳川氏。の に依れぽ、 オゴノリ、ヱゴノ リ等の所

謂配合藻粘質物中の SOaの:i：は、 テングサ等の親草の場合より多い。

煮熟に当って使用する原誌の配合率を、天然袋天についてしらべてみると、関西地方ではテ ン

グサ等の親革は概ね80～90%で、エゴノ リ等の配合藻は10～20%程度 第2・IU表

を混藻する。 叉信州地方の原藻配合率は親平60～80%，オ ゴノリ等の配

合藻は 20～40%程度を使用するのを普通とする。

同一重量の風乾原高から得られる見掛上の寒天牧率は、その原藻の乾

燥度、 産地、採集時期叉製浩方法等に依つでも差異はあるが、 著者の経

験及び、多くの業者の諮るととろを綜合

すると、 大凡次の様主主数値を考えても

大過がない様に思われる。 とれ等の数

値を第2・10表に表示する。

親草及び配合藻の見掛上の 袋天収率

原藻の l見掛上の空室
種 類｜ 天収率 （%）

テングサ

ドラクサ

ヒラ ク サ

オニクサ

トリアシ

エゴノリ

オゴノリ

イギス

キリ γサイ

親 草 配合藻
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を、それぞれ 30%,20%と概算すると、製品寒天中に於ける親草寒天質と配合藻寒天質の量比

除次の様になる。即ち関西地方では、親草寒天質は 86～93%を占める。
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同様に信州地方の寒天では親平に起因する袋天質が、製品寒天中 69～86%を占める事になる。

親草としての主要原藻はテングサであるので、一般に云って製品袋天中で・はテングサ寒天質の影

響が最も強くあらゐれる。

叉心太グノレの凍結・融解陀当って、イタユ草寒天、関西寒天等でjま水溶性物質の流失は或程度

自然に放置される。信州地方の製品は、との工程に於て、水溶性物質の流失は少ない様に特lに考

慮が払われている様に考えられる。

との様な点も、第2・9表に於てイタユ草寒天、関西寒天が比較的で、はあるがが Cr.s. 大きく、

全 S03は少なく、叉逆に信ナi'J;:JJ天に於て、 Cr.s.が小さく全so3が多い原因の一部をなすもの

と思bれる。

4） 総括

以上の事実をまとめると次の様になる。

(1）友分中 so3は酸 ・アノレカリの存在、又次分中の無機成分の車ll戒の差tて依つでも異なる結果

を与える。

(2）金so3も亦窓天製法1=1'1tて於ける 7k.tや1~1 ：物質の除去の程度に依つでも左右される。

(3）叉前章に於て述ペた様に Cc/Crも製遁工程に依って者る しく変化する。

以上の結果から特定の条件の場合を除き、一般市！思惑天について次分中 SOa／全so3の比率で、

その袋天グノレの Cc/Crを推定する事は出来ない。

(4）一般の市・r収寒天について、その全SOsとその寒天のCr. s.とはかなり高度の逆相関が認

められる。従って 全 SOaが少ない場合には、その寒天グノレの Cr.s.は大きいと考－えても大過は

ない様ι思われる。叉 会 S03が多い場合には Cr.s.は一般に小さい。然しオパクサ寒天の様陀、

全 SOaがかな り多くても、 その寒天グノレの Cr.s.が小さくないものもあるので、同時に他の方

商からの検討も併せ行う方がよいと考えられる。

第3章寒天の塩基度について

1) 寒天の塩基度

寒天グノレの性棋を知るためには、そのうちに含まれる有機成分の性紙を明らかにする事が、最

ものぞましい。その~I！~機成分についても、各成分の量比ばかりでなく、陽性成分と陰性成分の比、

即ち塩基度に依つでもその性欣の一斑を伺う事が出来ょう。

寒天中の無機成分は、楽天質tて結合するもの、 袋天質以外の有機物に結合するもの、純梓に無

機物として棺在ずるもの等が考えられる。

とLではとれ等を総括して、下τ己の測定法で得られた結果を取扱う事にした。

a) 塩基度の測定法

皇室天風乾物約 2g を秤取し、 10s~c K於ける乾燥恒量ふらその7k介を計算した。 ヨえに之を白金

皿に移し、 O.lNNaよ03溶液 IOccを加え、 白金棋で、よ く撹祥混和し、更に 5ccの水を添加後
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温浸 してから蒸発蛇回した。宇＼／］め低温度で炭化し、後徐々に雌度を高め友化し、 次イ七不充分友場

合は加熱を中止して冷却後少五l；の11<.及び、数以jの 30%H~O~ を加え、 乾燥後再加熱して完全に友化

を行った。 ヨたにとの次分を[I寺；；i-1－皿で謹ったコ ユカノレビーカーに移L、 0. lN HCI 20ccを加え約

15分間静かに加熱煮沸した。

溶液は冷却後フヱノーJレプタレインを指示薬と し、0.lNNaOH 溶液で滴定した。 中和後、

Secの予め中和した 10%CaCI,・6H10 溶液を加え、再び 15分間加熱し、冷却後干1｝ぴ、O.lN

NaOH 静液で減j定中華I~ した。測定に当って使対j したi鍛主より、加えたアルカリ の総1・nを援引し、

lOOgの寒天無水物に対する壌基度を millival単位で示す事に した。

b) 試料及び測定結果

著者が測定に当って使用した主主天試料は、第2章第2・9衰の（1),(2), (3), (4), (5), (8), (9), 

(10)' (11)' (12)' (13）の11種であった。

その塩基度は、分析計算すると第3・1表の様になった。

第 3・1表 との様に製品袋天の滋基皮が相違するのは、

試料桝 I（~if!fv~ 
1 18.9 

2 15.2 

3 7. 7 

4 -9.3 

(1）各）京寝から抽出 した粘質物の塩基度。（2）原藻そのもの L塩基度。（3)

煮熟に先立って行われる原藻の配合卒。 （4）煮熟工程中に酸叉はアノレカリを

使用する事。以上の事柄にもその原因の一部があると考・えられるので、以後

之等について考察する。

2) 各種原藻より抽出した粘質物の塩基度
5 -0 4 

8 20.3 

9 

10 

11 

12 

13 

4.1 

-2.5 

13.3 

-6.0 

-14. 3 

柳川氏（！）は各種の寒天際藻を約5時間煮沸水浴中で・加熱し抽出した粘質物

につき、アノレコ ーJレ沈澱法を3回反覆し、得られた粘質物粉末を 800。C に

於て友化し、その分析結果を第 3・2表記rl誕の様に発表した。 叉粘質物の金

803と次分中 SOsの比を、喪中米記の様に記載した。

との表の数値から、

次分 lOOgk相当す

る粘質物中の知機成

分を推定すると、第

3・3衰の様に計算さ

れる。計算に当って

CaO, MgO, Naι0, 

Fei03十AbOa,SiO~ 

は友化の｜捺変化しな

粘質物の

種 類

テングサ

ヒラク→r
オニクサ

トリアシ

エゴノリ

オゴノ リ

7J<分

% 
5.17 

5.31 

5.24 

5.23 

4.51 

14.66 

第3・2表

1J,と 分 中 あlj質so物B中

Cao I MgO I Na:iO IF!:i~to3\ S03 ¥ SiO:i *s分03中

20.05 30.84 7.63 8.61 29.53 0.91 1.27 

15.49 29. 78 4.61 20.86 25.03 5.18 2.15 

32. 75 8. 75 l. 76 8. 29 36.15 8. 37 1. 39 

17.59 9.88 2.88 11. 80 19.82 32. 35 1. 45 

18. 48 23.13 8.31 6.99 38.83 0.99 3.14 

4.60 5.42 29.91 9.60 34. 73 8.62 1. 85 

いと考えた。803は第3・2喪中 SQJの数値t亡、日官官物中 S03／友分中 803〕の数値を乗じたも

のを基礎として用いた。とれ等の数値を、Fe:i03+Al:i03は卒均分子量を 130.8、叉 SiO温はメ

タ桂酸の形と考え、それぞれ当量を もって剖り、 Val単位で示した。
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CaO, MgO, Nゐ0,F匂o~ 第 3・3表

+A協の諸数値の和を（＋）， 設一物詰ICao /MgO 

803, Si01の諸数値の痢1を，（一） 一
ア

として、その総和を求めると

表中最後の頃の様に友った。

とれ等の資料から見ると、

ヒ

ングサ 0. 71 1.53 0.25 0.20 0.94 0.03 
十2.69

卜1.72 -0.97 

ラク-1）ー 0.55 1. 48 0.15 0.48 1. 34 0.17 
ト2.66

I 1. 15 -1. 51 

ニクサ 1. 17 0.43 0.06 0.19 1. 25 0.2b 
』卜1.85 

ートO32 -1. 53 

リアシ 0.63 0.49 0.09 0.27 0. 72 1. 08 +l. 48 -0.32 
-1.80 

ゴノリ 0.66 1.14 0.27 0.19 2.95 0.03 
ト2.28

-0. 70 -2 98 

ゴノリ 0.16 0.27 0.97 0.22 1.62 0.28 +l. 62 -0.28 -1. 90 

オ

テングサ、ヒラクサ、オユク

サ等は、粘質物の現時機成分の

比率から考えると塩基性であ

コ二

オ

り、 トリア シ、エゴノリ、オゴ

ノリは酸性を示す様に考えられる。

向1！長1k粘質物 lOOg tと対する之等の粘質物の峰基度を比，，変するため、第・3・3去最後の頃の数値

に、友分%を乗じ millival単位で示すと、第3・4去の様になる。

第 3.4表 之等の資料から 、 肪｛蕊よ り抽出した1!!f:1J\.WM~物についてその無機成分を

粘質物の｜ ：嵐法度
種 類 I(millival) 

テソグサ ｜ +89.0 

ヒラクサ ｜ 十61.1 

オニクサ｜ 十168 

トリアツ｜ ー16.7 

みると、 書き 第3・5表

並べた順序K 原藻の ！温 基 度 ｜全S031 pH ｜備 考

塩基度は減少 極 狐 J( milli ) J I ( A) [ ( B) [ ( C ) I （夏望A採）
一一一一一一一一千ー了一一一一一一一一一「一一一一一一「一一一一寸 I I 

し、トリ アシテン

試料として用いたj京藻は22積で

漁業協同組合、寒天製造業界の 協トリ

ヒフ

グサ （十）81.1 1. 51 6.9 7.0 6.8 入 間
If （ム）69.7 l. 18 6. 7 6. 7 6.4 伊豆白浜
II （→）45. 7 1.89 6. 7 6.5 6.3 須 崎（53年）

" ( + )36. l 6. 7 6.5 6.1 ー，

If 
(+)32. 8 7.0 相B 消iタ-tt)

" (+)26. 5 1. 82 6.8 至.ff.Z之 d閏,u グサ）

" （十）19.9 7.3 7.5 7.4 仁 fl・ 

" ( + )18. 9 6. 7 6. 7 6.4 村1 l崎
プグサ (+)36. 3 2.41 7.0 有 珠
クサ （斗）85.7 2.15 6.9 須 1碕
ク寸＇t (+)41.9 2.21 7.3 7.2 7.2 土 佐

" (+)26.2 7.1 須 ｜崎

ニ草 （－ト）70.9 1. 06 6.9 6.4 6.1 遠 淵

ギス (-1 ) 8. 3 1. 89 7.0 気 仙沼
クザ （斗）12.9 2.08 7.0 6.9 7.0 薩 摩

II （ー）4. 7 6.4 須 崎
アシ （ー）6.2 l. 56 6.5 II 

ノリ （一)12.9 3.63 6.6 千葉（52年8月）
II （ー）18.l 4.68 6.5 6.5 6.5 九 HI 
II （ー）56.8 5.09 6. 7 6.8 6. 7 船橋（54年5月）
ノリ （ー）233 4.30 6.6 m 宕｜崎

／サイ （ー）196.9 23. 32 7.6 8.0 

エゴノリ

オゴノリ

-31. 5 

-41.1 

以下の粘質物

については、
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3) 原藻の塩基度

a) 試料及びその塩基度測定

最初に！京藻の塩基度を考える。

ナソ

ド ラ

オニ

iJ王ある。

イ タ

イ

カに依って集められたも のである。

従って摩地については新旧地名の

呼称が混同している結果となった。

測定法l土原藻を藻鴇 ・洗機（lki血

オコ

二乙コ

キリ
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17～18。C）して附着している石友藻・土砂等を完全に除去した。オニクサの様tて石友藻の除去し

難いj京藻は、前記の操作を行ってから、 f対残存している石次藻附着部分を鉄で切除した。次に蒸

溜水中花 1時間i浸漬し．との聞に 2回換水した。

との様iて処理した原藻を遠心脱水後風乾した。

風乾物約 2gを秤li'x.105°Cで恒量とし、之に 0.5N Na1C03 IOccを加え友化した。次分の溶

解抽出に使用し？と HClは 0.5N20ccであって、以後皇室天の塩基度測定に準じ処理測定した。得

られた結果を lOOg1H号水原藻に対する塩基度（millival）として表示すると、第3・5表塩基度の

項の様になった。

との結果から見ると、同一種類の版謀でも、その塩基皮の存在範囲は、或る怖を持っている。

親草であるテングサ叉之に準ずるナンブグサ、 ドラクサ、オユクサ等の境基度は（＋）であ り、

配合誌と考えられるヒラクサ、トリア シ、オゴノリ、エゴノリ、キリンサイ等の塩基度は、（＋）

の場合にはその数値は比較的小さいか、演は（ー）で・あった。

b）原藻中の全SOa;Jiil定

原蕊塩基度の大；J" （＋）（一）はその 全803の量とも関連があるのでは主主いかと考ーえられた

ので、若干の原藻についてその会SOaを測定した。

金 SOaの測定に当つては、

(1）塩基度を測定した後の！京藻友化物溶i液l'CHCl を力II えその pH を約 2 とし、加出後i!I~ii昆し

た静液。

(2）原蔀約 2gを秤取し、原藻滋ー基皮測定のl際の柿拠工l:!Hを経た後 105。Cで恒星；をはかる。

次に 3%HC1100ccを加え、 3時間1路かに煮沸して加水分解を行い、組iilil・洗練を行って集め

た液に NH,OH1kを加え pHを約2l'L調節した溶液。

との（1）又は（2）を使よjjした。即ち常法に依り BaS01の沈殿をつくり SOaを定fました。

分析結果は第3・5表会SOa頃に示した。

塩基度と金803との相関係数rは、

r= -0. 85凡＝36F}4(0. 05) =4. 60で有意であった。

即ち原藻の塩基度に対して、その 全SOaの関連は甚だ大きい。

ヨえに原藻煮熟に及ぼす酸・アルカリの影響を考える。

そのために、煮熱中の謬質溶液の pHも同時十て測定すべきものと思われる。

c) 原藻の pH測定

風乾原藻 4gを秤取し小；槌で叩き、附着している石次藻・士，砂等を分離させ、 30分間 18。Cの

流水（水道水）で、洗糠して、之等の爽雑物を除いた。 Jk切後pH7の蒸溜水で IOOccとし、特栓して

21±2。Cで24時間放置し？と。ヨえに標準液で検定したガラス電極を用い、その pHを測定した。

結果は第3・5表 pHの項（A）に示した。 向との様にして pHを測定した原藻を含んだ液は、
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更に 95°CrcカII温し、加熱開始後2時間目、 4時間目にそれぞれ冷却してその pHを測定した。

pHの測定温度は約 22。Cであった。測定結果ーはそれぞれ pHの項（B）及び（C）に示した。

pH測定の結果は常温浸出液については、 6.4～7.6の範囲にあった。

テングす、ナンブグサ、ドラクサ、オニクーす等の説草叉は之に準ずる開藻の常温浸川液は、 pH

7前後のものが多い。キリンサ イの例を除外すれば、配合藻の pHは一般に低い傾向がみられ

た。キリンサイの~lir温浸出液及び煮熟溶液の pH が 7 より大きいのに、その次分塩：基皮が強iい酸

性を示す事、叉イタユ草にその逆な現象がみられる点は、その事実を報告するに止め、その特異

性については今後の研究結果に侠ちたい。

若干の原藻f土 7.k を ｝JI!えて熱すると、加熱H寺聞と共に、その溶液の pH は酸·1~1:re傾い℃行く傾向

がみられた。との様ft.原藻は、根iね煮熟が容易であった。との酸性化の現象は、著者が先に支kべ

た様に、そのグノレの Cc/Crの減少する事と、関連するものと思われる。

叉同一種額のテングサについて、最初のIJf（藻の；lf?ilfill浸,'.1:1，／，夜の pHが低いものは、煮熟l時間が短

くても、 ~Q;天質の抽出が良好で・ある 4jj：が定性的に制第された。例えば 411寺間加熱後 pH の小さい

倒崎産テングサは濃厚友心太グノレを形成し‘ pHの大きい仁科産テングサは、同様の処理条例：－c:・'

蕊休も硬く抽/11,i['；、太グノレは稀薄で・獄図性も少1t.かった。

とれと同一性質の現象は pHの大きい土佐産オニクサ、 ［控日量産ヒラクサにも見られた。従って

之等の pHの大きい原藻；会キリンサイの例を除外すると、 選天質の相lll:¥効率を高めるため、般の

使用量も当然多くなる。

井川・沖I吋両氏〈のは紳津産ヒラクサ、店主i悶産オユクサ、八丈島産オユクサ等について、原蔀七

らの粘質物抽出花当って、最適酸脱皮はテ ンクY より大きい司王、又オゴノリ、 エゴノリ、イギ‘ス

等の若干種について、それ等の最泊酸量Jまテングサの場合より小さい事を実験している。両氏は

その実験結果から推定して、各種の!Ji'（藻lて共通ずる硫峨盆と して、原誌に立すして 0.5%をす Lめ、

オユクサ、ヒラクサ等には最高 1.5%の硫酸量を使fljした例を記載している。

天然寒天について、関西地方と信州地方の実施例を考えると、そのIJ文藻配合至容は第2:tif rc地べ

た様t亡、前者は親革 80～90%、後者は 60～80%を使i'Jjしている。との際使mずる悦Z唆；量；は、井

手氏〈めに依れば胡西地方で約 0.35～0.53%、信州地方の場合は木村氏仰に依れば 0.25～0.35%

であって、関西地方より 信州地方は親草使用制合、硫酸主tJじた少ない。

柳川氏〈のはアJレカリ処理に依り、オゴノリ等の粘＇［＇.（物はその凝固性を増す惑を報告している。

原藻煮熱陀当りアノレカリを使用する例は、 I.V. Kizevetter<Gl がイタェ平の煮熟l乞 Ca(OH）~を

添加する報告がある。近年舟木・小島町両氏は、 J則吃オゴノ リに原蕊重量の 30%の NaOHを

添加予備処理を行うオゴノリ寒天慌の工業的抽出法を報告している。

とれ等一連の事実は、著者が先に行った「寒天シエリーの必．度比及ぼすpHの影響」． 「原藻の

pH と寒天グJレの悦欣」（8）、 又とのZ誌に述べた原郡 pH の煮熟JI寺間 re·（~ド う変化等の結果をも考え

合せると、原藻の煮熟l乞当にその抽出液のpHを煮熱中なるべく中性又は微酸性に保持するた

( 33 ) 
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めの操作と関聯させ得るであろう。

4) 製造工程に依る塩基度の変化

原藻の煮激に当って加えられる般が、抽出される心太、叉製！日である寒天の塩基皮K.！：＇の程度

の影響を与えるか推走してみよう。

荒木氏は大阪府高槻に於て、混合晒テ ングサーを、硫酸般性で煮熟し．袋天を製造する過程につ

いて、混合原蕊・心太・ 雨M洋心太及び製品袋天等の分析を行った。その分析結果・：＇J＞ら、製造工程

中の各段階に於て、tk.分 IOOgtて相当する原部 ・心太 ・閥解心太及び寒天の塩基皮を推定計算す

ると第3・6表の結果が得られる。計算」申告J荘は val単位で示した。

第3・6表

I I IK~O I叩 I I I I I I I Cao jMgO IトNaρ ｜寸AbOa¥MnO j S03 j Si02 j CJ~ j pρ5 ¥ C02 j応部度（val)

A 混 合蕊 1. 70 0.52 0.01 0.06 0.03 0.53 0.11 0.02 0.07 0.92 十2.32 十0.67-1.65 

B J心 太 1. 02 0.57 0.01 0.03 0.03 1. 34 0.11 0.01 0.09 0.03 十1.66 
十008 -1. 58 

c 同1 ； ~ 1（，心太 1. 09 0.65 0.02 0.06 0.03 1. 38 0.09 0.02 0.07 0.02 -1-1. 85 ーi0. 27 -1. 58 

D 男装 天 0.80 0. 73 0.02 0. 07 0.03 0.02 0.07 0.02 -i白 1.74 十0.50-1. 24 

計算に当り、 K古o+Na~o は平均分子五；：として 78.l を川いた。叉 SQ3 の:if1：は混合原藻 ・ 心

太 ・ 融解心太等については、開制1沼 2去の硫JI~の数位ふら誘活L叫111-\ した。向ノ、ログv は cc とし

て計算した。 Caoより MnOにぎ直る緒数値の和を（＋）、 SO:iより C02に至るi柄数値の和を

（一）として、その総：和を求めるu~ 3・6表最後の頃の数値が得られる。 との数値と金乾燥物重量：

中の次分%とから、金蛇貼物 lOOg当りの塩基度を求め、 millival単位で示すと、第 3・7表の

結果が得られる。

混合テングサ及び寒天の塩基皮は、 それぞれ若者が実測したテ ン

グサ及び関西寒天の塩基度と大警は認められない。 混 合 藻 ｜（十）乃 7mil!ival
心太 ｜（十） 6.2 

ヨえに之等の混合原藻・心太・融解心太及び寒天等の無機成分が工程 融解心太 ｜（十）9.4 

が進むにつれて、どの様に量的変化をするか近似的に推定してみる。 寒 天｜ （ーけ16.1 

今一番煮わら得られた細袋天風1吃物 33.SkgとJ好！蕊寒天風乾物 1.86kg について、7k.介その他

の成分の差を、一応無澗して細寒天 lkgk相当する原藻知機物の盆 （A）＇を求めると（ A）’は

0. 245kg と計算される。

煮熟水量 1768L、圧搾の｜探の差水 168L、硫般の稀釈7k.約3L合計 1939Lの水量と、容量 54L

の舟 40杯に移した心太の；量；から考え、煮熟＇＊＇tて蒸発した水量及び煮熟圧搾残溢に移行した水量ー

は一応無税すると、 lkgの細袋天に相当する心太iドの無機物（B）’ は次の様に計算される。

1 2. 04 7. 69 
1939×一一一 × × =0. 085kg 

3δ。7 100 100 

( 34 ) 
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ヨえに lkgの細寒天に相当する悶！解心太＇＊ ＇の無機成分の；車：（C）’を求める。

融解心太から皇室天になる l捺は、固形物質の流失は無閥できると考えられるので（C ）＇ は商~解心

太と寒天、わら、それぞれ水分を差引した固形分の比率より計算した。即ち（C）’ は次の様になる。

78. 66 16. 08 3. 49 
一一一一 ×一一一一× 一一一一＝0027kg 
16. 08 100 100 

叉志IIlYlit天 lkg中の無機物の盆（D）＇は 25gと計算される。以上の計算から、原藻より 皇室天

を製遣する工程に於て、 lkgの細寒天に相当する無機物は初めの量の約1割に減少する事が判る。

第3・6表の数値について、（A）×2.45, (B）×0. 85, (C）×0. 27, (D）×0.25の結果を表示

すると第3・8表の様になる。

第3・8表

一一 J cao J~o－＼~~－＝｛！副副心仏両両F-1 復基度仰I)
A 混合藻 4.16 1.27 0.02 0. 15 0.07 1. 30 0.27 0.05 0.17 2.25 十5.67

十1.63 -4.04 

B ，心 ：太 0.87 0.48 0.01 0.03 0.03 1. 14 0.09 0.01 0.08 0.03 +l. 42 +0.07 -1. 35 

c 話虫丸f，心）；.：：. 0.29 0. 18 0.01 0.02 0.01 0.37 0.02 0.01 0.02 0. 01 十0.51
十008 -0.43 

D 怒 天 0.22 0. 18 0.01 0.03 0.01 0.26 0.03 0. 01 0.02 0.01 十0.44
+0.11 -0. 33 

との喪から（A）より（D）に至る滅工税に於いて、 lkgの細窓ヲミに相当する各無機成分の量

的変佑の；品f~を、近似的に惟a走し得ょう。

向との｜際の単位は valで示した。

との計算：結果、hら見ると、最も大きい甑基皮の変化段、 }Jf(;1j~ウミら心太液を抽出する際陀起り、

心太 ・融解心太及び、寒天相It：のl.ii:Ji主度の-z＆：は、比較的少ない。

又 （A）→（B）の工程で、J肢も顕著な変化を示した成分は Ca,Mg及び、 C02 等であった。

との事は CaC03 及び MgC03 等の溶解度が、上じ較的小さい~~にも原因しよう。

(B）→（C）の工程では境速度には鴻んど変化ば認められないが、Ca,Mg, so3等の個々の成

分の変化はかなり明らかで・ある。

中山氏（10）は CaC03は 600°C以上に於て一部は分解する傾向のある事を報告している。原藻

塩基度iJ判定のため、次イ七する際 CaCOzの一部は Caorr.変化する事も考えられるので、 （＋） を

示す原藻塩基度の数値のうちには、との様な原因に依る部分のある事が想像される。向原藻の分

析値中に示される CaC03の宜のうちには、）京藻を藻鳴洗燃する際、除去し切れたかった石友藻

に起因するものがある事も考えられる。

更にアルカリ土金属の炭酸塩溶液がアノレカリ性を示す事は、オゴノリ、ヱゴノリ等が弱酸性

を示すのに反し、テングサ等の親草が一般に之等の配合藻より吏K中性十て近い pHを示す現象に

関与する弓日Y考えられる。叉前記第 3・8 表の実験tて於て、 111~合111'~ より心太液を抽出するに当り、

加えられた侃ー僧量は細寒天 lkg当り近倒的に （一）0.38valと計算され、塩基度の減少に与るも
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のと考えられた。

との荒木氏の実験結果からの計算例で、原藻とその製品の塩基度関係が明らかにされた。

更に一般の場合について、酸を添加し、叉アJレカリに依る予備処理後、通常凍結融解或はカ11圧

脱水法に依る製品の塩基度存者E範囲は第3・1去の様である。製品の塩基度存在範囲が、 M・3・5去

に見られる原藻塩基度存在範囲 、 或は抽出心太液に有機溶媒を直接加える沈澱法の結J;f~を示す第

3・4表の粘質物の塩基度存在範囲等より小さい点は、寒天の梢製法と関連して注目に伯iする。

5) 原藻塩基度とその応用例

之まで述ぺ？と水溶媒の場合と異なり、非水溶媒を使用したWIJであるが、グリセリン中でテング

サから寒天質の抽出を行った実験例むけがある。との実験で使JHした原藻は雲見産テングサで、単

独煮熟を行った。

従来7kを抽出溶媒とした場合、混合原藻の大部分が、テングサ等の説草である関西裳天につい

て、その使用する硫酸量は！京藻に対じご、大凡 0.35～0.53%と考えられる。との実験で使用し

た雲見産テ ングサ（水分20.6%) l. 2g k対して 4.2～6.4mgと計算される。

エゴノリの様に原蕊浸出液の pHが低く、その塩基度も（ ）であるものを含まないテングサの

単独煮熟の例に、との数値をそのま L適用するのは、若干の凝聞がある。むしろとの数値は一応

最低の近似的酸量として抑えられ、実際にはとれより多くなるものと考えられる。

他方との実験で使用した雲見産テングサの原藻塩基度は（+ )26. 5 millivalであった。

との塩基を中和するに要する硫酸は、風乾物 1.2g k均して 12.3mg k相当する。趨IE酸量：

は溶液の p日、加熱条件等も考惜し たにければなら左いが、との数値から著るしく離れる司王は友か

ろうと考えられた。

との実験例は間報告(IJ）第3表及び、附属の写毘に詳しく 示した。その結果は、

(1）グリセリン 50cc中に風乾原藻 l.2gを添加し 105°Cで1時間加熱し、その原藻皮｝音の

組織を破壊し、寒天質を溶媒中に拡散させる予備処理として必要で、あった硫酸量は 9～22.5

mgの中聞にあった。

(2）との条件で3fl寺問105°Cで加熱した後のグリセリン博媒の示す pHは、抽出寒天のCc/Cr

に比較的悪影響の少ない数値、即ち 5～6で、あった

とれ等の諸点を考慮に入れると、 12.3mgの硫酸；置はとの際の趨E酸昂：の指標として採用でき

ょう。

更に間報告実験6l'C於て示した様t亡、グリセリン 145gに lNH2SOJ2. 5ccを協和した後、雲

見直ーテングサ風乾物 lOgを加え、 31時間予備加熱を行い、 liqNH3を分散剤として加え抽出実験

を進めた際、最移的十とf寺町られた粗寒天グJレの性JIた分析値は、 Cc/Cr1. 40となって優良な性肢を

示していた。との際限藻撮基度から算問された恨の所要量は lNH2SO,;2. lccであって、との実

験の際の硫酸添加設とほピ等しく、その添加輩記大池のない事を示している。

原：蕊塩基度の測定結果だけhら、すべての原藻陀ついて、寒天抽出に使用する酸量を決定する
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事は、原藻中十て含まれる諸成介の全貌が会flられていない現状では危験であり 、今後研究の余地が

ある。然しとの一連の実験結果よりillられる様t亡、原藻塩基度の測定値は、現行の寒天製造工場

の大部分がテングサを主要原藻とする限り 、添加酸量を決定する為に、かなり有力t；；.参考資料と

主主りf与るであろう。

6) 個々の寒天塩基度

第3・1表にみられる個々の寒天塩基度については、（1)'(2）のイタユ草寒天、（3）のイタニ草

及びオゴノリを主体とし、ナンブグサを配合した混合原藻からつくられた寒天等は、（1)'(2）は

煮熟工程中に Ca(OH):iを石次乳として加え、（3）は予め Ca(OH):i博液中に原藻浸漬処理を行

っている。

とれ等の製品塩基度の （＋）である事は、、イタユ草の原藻塩基度が（＋）である事、叉煮熟に

当って石友未処理の心太液は．か2主り酸性を示すが、之等の酸性は石友字Lf亡依り中和されている

事等に関連するものと考えられる。（4),(5）等の寒天については、オゴノリj京藻を 1%NaOH溶

液中でカ日熱水洗後、煮熟工程に入っているので、 mi:：蔀復基度の酸性より減少している。

(1), (2), (4), (5）等の例は、単一種類の原藻を使用しているが、現在多くの寒天製造工場では、

各種の原藻を配合使用している。

先に述べた様十て、関西地方で、は親草の配合Z容は、 80～90%、信州地方では親草の配合率は 60～

80%程度と考えられる。

又とれ等の親草を使用する場合、その 5制は伊豆東南岸の原藻を配合する例が多い。

塩基度測定の例数は少ないが、伊豆東南岸の親車十ては、原藻境基度が（＋）で且つその数値が大

きいものが多い様に思われる。

原藻塩基度の大きい原寝は、使用される酸に対してその藻体の煮くずれが少ない。

との事は多くの天然寒天工場・re施設されている比較的に原始的君主櫨過設備に依って、心太液の

分離を行う際、その蹴i品効率と多大の関連をもつものと考えられる。

親草の配合主容に相違があるll=tc依 り、 原藻の総塩基皮は、関西地方の配合率で、は、信州地方の

それ等より、一般に更に（＋）となるであろう。

とれ等の結果は（8)'(9）の関西寒天、（12)'(13）の信州寒天の境基度た影響を与えていると考

えられる。叉（10)' (11）等の岐阜系本天の塩基度は、その製造条件が関西 ・信州両地方の中聞

にある様花、その塩基度の測定結果も亦、両地方製品の中聞に位していた。

T苛第3・6表（D）例の寒天の分析結果に見られる様t亡、寒天中に含まれる無機成分中陽性成分と

しては Ca及び、 Mg、陰性成分としては 803が最も多い成分と考えられる。

そとで第3・1去の（1)'(2)' (8)' (9)' (12）及び（13）の寒天試料について、その Caを定量し

た。定量法(J:l）は1)（分中のを諺酸カルシウムと して沈澱させ、 500。Cで灼き CaC03°0＞として定

量した。

分析結某は無7J¥.寒天1+11乞含まれる Ca0%として第3・9去に示した。
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他方 会SOaは第2章第2・9哉の結果から得られる。

CaO／全803の比率はイタユ草寒天 （1)'(2）， 関西寒天 （8),(9）， 信州袋ヲミ （12)'(13）の順ruJ、

さい数値を示している。

との事実もとれ等の寒天；塩基皮の安当性を傍証する資料とえEり得ょう。

第3・9表 a) 寒天塩基度とその pH

試料番号 ｜ 1 I 2 I s I 9 I 12 I 13 著者が大竹氏(13）と共lて、 t1f-太~：イタ ニ浅

天（2）、関西出IH寒天（8）、 信州細袋天（12）の

それぞれ 1% グノレについて、 :P~S子電極を用い

て、その pHを測定した結果は，第 3・10表の

全S03 I 1. 10 I L 53 I L 91 I 2. 19 I I 

CaO／全S03I L 15 I L 95 I OS::l I o. 58 I 0. I 

様で、あった。 第3・IO表
塩基度の比較的大きい樺太イタユ草寒天、 関西細寒 pH (1%ゲノレ）（25°C)

天は、いづれもその pHは7附近か又はそれよ り大き 締太イタニ寒天 c2) I 1. ss 
｜関西 知l寒天 cs)I 7. os 

かった。塩基度が（一）を示す信州寒天の場合には、そ ｜ 
信州車m怨天 c12)I 6. 78 

のグjレは徴酸性を示していた。

第3・10表の結果と第3・4表、第3・5表等の結果とを考え合せると、煮熟に当り酸を添加して加

熱抽出するのを通例とする天然袋天製浩法に於て、塩基皮が（＋）で且つ大きい数値を有する原蕊

に含まれる寒天質は‘ 一般に同一量の般を添加し向煮熟条件が等しい場合には、塩基度が（＋）

でも小さいか又は （一） の原誌に含まれる袋天質よりも、 加水分解は受けに くいと考えられる。

叉との様な煮熟例では、民百部菰休の軟化程度も古IJ者は後者より小さい。

即ち第3・4表、第 3・5喪及び第3・IO表の実験結果はテングサ、オユクサ、ドラクサ等が一般に

親草と して隼重され、エゴノリ、オゴノリ等はアjレカ リに依る予備処理を行bずそのま Lでは隈

に弱く、と もすればジエリー強度の低い賦形増量芳！Jとみなされ易い事、叉その他の配合藻がとれ

等両者の中聞に位するものと される現象の一斑を説明する霊祭料となし得る。

b) 寒天塩基度と全 803の関係

第3・1表の寒天塩基度と、第2・9炎陀示したとれ等の寒天の 至宝803数値との相関を求めると、

相関係数 r=-0. 43日＝2.11 F~i(O . 05) =5.12となり、原藻塩基度とその全so3の場合と

異主主り、有意な相闘は認められたEかった。

。） 寒天塩基度と C1・.対の関係

叉寒天塩基度と、その寒天からつくったグJレの U s. の数値を第2・9表より求め、両者の杭

関係数 T を計算すると、

r=+O. 09凡＝0.09 F~ （O. 05) =5.12となって有意とは考えられない。

ワ）総指

1) 各種の原藻'fl.ぴ！京藻から抽出した粘質物の塩基度のiJllJ定、叉分析1直よりの計算を行った。

一般に親草の塩基度は （＋）、即ちアjレカリ性であ れ配合藻の境基度は（＋）でも小さいか叉
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は酸性（ー）である事を知った。

原藻より抽出した心太液よりアノレコ ール沈澱法により得られた粘質物についても近似した関係

が認められた。

2) 親草の原藻塩基度がアノレカ リ性である原因の一部は、 Ca及び Mgの茨酸壌の存在に依る

事、配合藻の原藻塩基度が （＋）でも小さいか叉酸性を示すのは、 含まれている硫酸根と大きい

関連のある事が了解された。

向原藻塩基度とその金so3との相関は大きい。

3) 原藻塩基度とその冷浸／：！~，液の pHと の関係は、温基度の （＋）である親草叉は之れに準ず

る原藻は概ね pHが7又はとれに近く、塩基度が （＋）でも小さいか叉 （一）の原藻の場合には、

キリンサイの例を除外すると、親卒の示す pHの数値より酸性1BI院寄る傾向が見られた。

4) 製造工程中最も大きい塩基度の変化は、原藻より心太液を抽出する際花見られる。心太・

冊、解心太及び製品寒天相互間の塩基度の相遣は比較的に小さい。

5) 製品寒天の塩基度の宥在範囲は、 原蔀塩基度、抽出した心太液とアルコ ~；レを混合 して沈

澱させた粘質物について計算した温基度等の事在範囲より狭かった。

6) 原藻より寒天質の抽II-¥k当り、 極基度の測定結果だけをつかつて、使用酸量を決定する事

は当を得ないと思われるが、pH等と共tてか左り有力主主参考・事項となり得る事を示した。

7) 産地銘柄が遣う市販主主天について寒天塩基度を実測した。その結果アルカリ’性（＋）のも

のと、 酸性 （一）のものがある事が知られた。

叉製造条件の知られた若干の寒天について、その寒天混一基度に及ぼす原藻の配合種類、 その配

合率、製造工程中に使用される酸・アルカリ等の影響について論じた。

向寒天中の全S03，グノレの Cr.s.等と寒天境基度との関連についても計算したが．両者共に

寒天塩基度との聞に有意志相関は認められなかった。

第4章寒天ゲルの濁りについて

緒

－ 
;:; 

寒天の主要な用途の一つである、かび、細菌等の平板宿養では、夏季 1.5～2.0%、冬季 1.3%

程度の寒天が主体となっている（九 そのグノレの透明感は、高い事が好まれている

現在で、は経験的花、寒天ゾノレに卵白等を添加し、その加熱線聞の際の吸着現象を利用して懸濁

物を除き、蹴i品放冷して比較的透明なグノレを作っている。

一般にゼリー等の食品に、寒天を使用する場合に於ても、グノレの透明感の大きい方が、寒天の

商品価値は高い。

主主天グノレの濁りについては、 KKrishnamurti <2）は寒天グノレのチンダノレ光はゾノレの場合より強

く、 更にグノレは温度の低下と共に、そのチンダノレ効果が大きい事を報告している。著者は我国で

得られる若干の寒天試料について、その濁りを実測し、その結果及び濁り、その他グノレの色相等
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と関連する若干の事実について報告する。

1) 計器及び試料の調製

著者の実験例では、特に記載し友い限り、フィ Jレタ ー式光電比色計を用いた。寒天試料は多少

の誤差を生ずるが、実用上の便宜も考えて、外径 20mm、内径 lSmmの硬質試験管にゾノレを分

注し、説国後同一径の試験管に蒸溜水を入れたものを標準とし．室温に於て見掛上の透過卒T%、

又は吸光度〔D〕を表示する事にした。向若干の実験例では日立製 EPU-2型分光光電光度計、

R-3型分光光電反射計を使用し？と。光電比色計のフィ Jレタ ｛の撰定に当つては、光の吸牧及び、

分散は短波長の方が顕著な事は当然予想されたが、 寒天グノレが外観上乳白色を呈した試料（A）、

~日~i~1~
及び淡貰色を帯びていた試料（B）について

実測した結果は第4・1表の様であった。

その結果から測定に当つては、 とれ等の

フィノレタ ｛のうち 450mμ に最大透過率を

持つ科研製グラス ・フィノレターを使用した。

第4・2表とのフィノレターの分光分布曲

線は実測すると第4・2表の様で 波長 mμ I 390 I 410 I 430 1 必0同0±21460 I 480 I 500 

あった。
透町%I 0 I 6.0 I川 21.5 ¥ 25. o ＼目o＼川 1.0

寒天グノレの調製に当つては、

最初に比較的不透明及び、透明なグノレを形成する寒天fおi斗（C）及び（D）を撰て人その風乾物から

2%ゾJレをつくり、室温（15°～l8°C)に放置して、吸光度〔DJが一定になるのに要する時間を、

第4・3表
前述の条件で測定した。実験結果は第4・3

時 間同 Io. 5 I i. o I i. 5 I 2. o I 4. o I 24. o衰の様になった。

戸〕！試料cc)¥o.白 Io.so I O包 1o. 85 I o. 89 I o. 87 との実験結果から、以後の実験には、試
l試料cD) I o. 49 I o. 66 I o. 68 I o. 68 I o. 70 I o. 70 

試験管内瓶度 。c同 ¥25 ¥20 ¥17. 5 [16 [18 料袋天 lgに lOOccの蒸潟水を加え、60分

室 温 。cI I 15～18 I I I ！？目常温で膨潤させて後、98°C60分間の加

熱を行い、試験管に分注し室温で1此放置して、 450mμ フィ Jレタ ーの在在で測定する事にした。

2) 寒天試料に依る吸光度の相違

とれ迄著者が入手できた 28種の市収

寒天試料について、前節に述べた方法に

依って風乾物（水分20～22%）重量1%の

グノレをつくれその吸光度〔D〕を測定し

た。測定温度は15～I6°Cであった。 得ら

れた結果を表示すると第4・4表の様tてな

った。

第 4・4表

二学出 0.2-0. 3-0.山 一o…－0.81計

関西寒天 2 3 1 6 

岐 阜 ，， 2 2 

信 州 II 2 1 3 

7c の ｛也 1 4 1 1 1 8 

人 工寒 天 1 1 5 1 1 9 

計 1 2 15 6 3 1 28 

第4・4表l千I「その他」の項は関西 ・｜岐阜及び信州以外の天然袋天であり、「人工寒天」の項には、
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寒天製法の原理は天然寒天の場合と異つてはいないが、原~の煮熟抽If-I以後の諸工程の一部叉大

部分が人為的に管理でLきる製造法に依る袋天を示す。

実験結果では、前記の実験条件で、0.4～0.5 の吸光度を示す製品が最も多く、 0.2 以下、又

0.8以上の製品は認められなかった。

天然？l~天と人工寒天の間では著るしい相遣は認められなかったが、後者に 0.3 以下の数値を示

す製品が脊在する事は注目を惹く芸誌尾である。

3) 濃度に依る吸光度の変化

前項の実験がら、寒天試料によって、爽雑物等にかなり持のあるま拝が認められたので、とれ起使

用して米た（A), (C）及び（D）の3極の寒天たやl斗を次の織に処理レた。即ちゾノレ化させた後更

に、予め微温蒸潟水で水洗して紙繊維等を除いた東洋催。紙 No.26で、保温漏斗を用いて施過し、

第4・5表
爽雑物等を可及的に除いてから、 i菌当tて熱蒸溜水で稀釈

して試験管中で、凝固させ、前記の測定条件で、吸光度 ｜〔DJ I 0. 11 I 0. 24 I 0. 39 I 0.臼
CA) I I I I I 

〔D〕を測定した、実験結-W::tl第4・5立に表示した。表中 ｜〔C〕%10. 202 J 0. 4街Io. 61~ ; o.回

〔C〕は寒天グノレ中の国形成分の濃度（%）を示し、グノレ I (D〕 I o.回 Io. 1s I o. 30 I o. 44 
cc) I I I I I 

を 105°C で乾燥し恒量から算出した。向〔D〕の測定温 ｜〔C〕<Vnlo. 1s1 I o. 36~ I o.日110.74

度は 15～16。Cであった。 〔D〕 Io. 09 I o. 1s I o. 2s ! o. 37 
CD) I I I I I 

即ち寒天グノレの濃度〔C〕が増すと共犯、その吸光度 ｜〔CJ.%'0.19 I 0.38~ 1 0.57410.77 

〔D〕も亦増加する。著者の実験条件では 0.2～0.8%の濃度純囲で、

D＝αC-b Ca,bは一定の実験条件下でそれぞれ各寒天に特有な常数〕

の一次式で表わしでも実m上大過はない様に思われた。

前記の実験炉lb＞ら同一波度に於ける l汲光度〔D〕は蹴過して~~'ile物等を除いた場合でも、寒天に

依って具っていると考えられる。それで・市版主主天について更に前述の実験条件で、実験を重ねた。

第4・6表 実験結果はー

I I I I 次式の形で第

誤〔～γ内 I Cr. s. I川町：1i~~~8:lx ）製造工紅巳り・6表〔D〕欄
(1) 0. 87 C--0. 03 1. 02 1. 48 6.1 l. 63 u. 4!:J 八 二L オコ ノリ
(2) 0.67Cーの02 1. 67 0. 99 7.1 3.Sl 0.26 天然 テングサ

(3) 0. 67 C-0. 03 1. 27 1.22 6.6 2.88 0. 15 人 工 テソグサ

(4) 0. 64 C-0. 04 0.94 0.95 5.4 2.30 0.03 i天会長然＊、） オゴノリ
(5) 0. 57 C-0. 04 1. 42 0.99 6.2 3.94 テングサ

(6) 0. 57 C-0. 03 1.19 1. 22 6. 7 3.49 天然、 テングサ

(7) 0. 50 C-0. 03 1. 12 1. 45 6.6 1. 31 0.44 人工 オゴノ リ

(8) 0. 43 C--0. 00 1. 23 1. 23 6.6 1. 78 0.28 ，， ,, 
(9) 0.34 C-0. 00 1.00 1.18 7.0 2.17 0.31 ,, fl 

(1 ）＊心太ゲノレの凍結は冷凍J~Iを使用 し 、 刷lfii1~工程以後は天然寒天の場合と同じく ｝ i外に於
て！ヨ然融解風乾を行っている。

(2) ~~ 4・5表の A,C,Dの訳J
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度が、 Beerの法則から若干の偏差のある可能性を示すものと予想された。とれを確めるため、次

の実験を行った。前記の実験条例花従い、厚さ lOmmのcuvettel'L. l[)cめたグルについて、 日

第4・7表
立製分光光電光

No.2 I〔D〕 10.1回 I0. 124 I 0. 235 I 0. 279 I 0. 359 I 0. H6 I I I 度計を用い、制

l〔C〕%1o. 249 I o. 288 I o. 500 I o. 5沼 Io.お410.8均｜ I I mμ， の波長で吸

N 41 (DJ Io. 0槌 lO仰 Io. u8 I o. 178 I o. 230 I o. 300 I o. 312 I o. 3引0.49(1 光度〔D〕を測定
0. I I I I I I I I I I 

I (C〕%1o. 260 I o. 310 I o. 360 I o. 510 I o. 6so I o. n2 I o. 750 I o. 921 I i. o印 した。結巣を第

4・7表に示す。と LK掲げた No.2及v;.・ No. 4の試料は、第 4・6表の場合と同一試料で、あった。

との場合の測定温度は、前者では 18.5。C後者は l8°Cであった。

との第4・7表の結呆は No.2の場合には、（a）叉は（b）式で表わせる

(a) D=O. 505C-O. 02 (b) D=O. 473C 

No. 4の場合には、（c）叉は（d）式で示される。

(c) D=O. 526C-O. 0九 （d)D=O. 442C1・37

濃度範囲が広く友ると、原点を通る直線関係は認められない。との事実は、との様主主条件で寒天

グjレの吸光度が、股w；~主意味では Beer の法則には従vf.主い事を示している。

次に第4・6表〔D〕欄わら〔D〕口附の数値を算出し、。 s.の数値は寒天の純度を示すものと

一応仮定して、両者の相関係数 rを計算すると、

r=0.178 t0=0. 48くt（α＝0.05 n=7) =2. 365 

となって有意な相関は認められ友い。即ち、市駅寒天の吸光度は、 cγ.s.で示される寒天の純度

だけでは決定され主主い。そとで吸光度に影響があろうと予想される諸要素について p以下の実験

を行った。

4) 酸の及ぼす影響

第4・6表（5）の試料寒天lgl'L.蒸間

水lOOccを加え、第4・8表記載の硫

酸を添加し、 98°C60分間加熱して

ゾルイ七した。試験管に分往後、更に

湯煎中で冷却管をつけ蒸発を防ぎな

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

＼一添

伽＼酸
注＼nu

分＼1

時凶＼

銑…h＼
加＼量

31J、
ロ伊＼

H~S04 0. lN 0. lee 

II II 0.5cc 
II ，， 1.0cc 
II II 2.5cc 

HCJ 0. lN 1. Occ 

第4・8表

つd

守，ム

nu 

0.51 0.47 0.52 

0.59 0.60 0.62 

0.66 0. 74 0.92 

0.36 0.09 

0.64 0. 70 0.89 

FD 

0.55 

l. 00 

H 
P 

c 
pb 

噌Eム

6.4 

5.1 

4.4 

がら、表記の時間加熱を続行した後、放冷し翌日吸光度を測定した。とれ等の実験結果は、第4・8
表に示した。 f古I表中 pHの数値は最初1J98°C60分間の加熱を行ったゾノレを肱冷後、室温（15。C)に

於てガラス電極を用いて測定したものである。

との実験で、（c),(e）の例中吸光度〔Dコが 0.8以上の場合には、グノレの凝固カは箸るしく減少

し、冷却後試験管Lを徐々に服位置にすると、牛流動休として流れた。（d）の場合の様に、更に酸

量を増加して加熱すると、冷却後グノレ化能力は全く失bれた。との場合tては、 皇室天は加水分解し

て‘分注後加熱しない時でも梨欣沈澱を生じ、静置すると試験管の上府は全く透明で、あ り、下層
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には白色沈澱が沈積していた。更に力n熱をつピけた場合（分注後の加熱1時間）には、静置放冷

後との沈澱物は消失していた。（d)J業中のl汲光度〔D〕は、いづれも放冷後振って測定した数値で

あり、グJレ形成の際の吸光度の諸数値よれかえって小さくなっている。

寒天質に対する酸、熱の影響をまとめてみると、グノレ形成能力が失われ友い範囲では、酸の添

加量が多くなると共に、叉同一酸量では加熱時間の延長により、寒天グノレの吸光度は大きくなる。

更に多量の酸の存在、叉加熱時間の延長十てよれグノレ形成能力は失bれ、腰質の吸光度比、かえ

って減少する。

同様友現象は（8）の試料について行った実験の際にも認められた。とれ等の実践例lから考える

よ一般に原藻から寒天質の抽出に当って、酸の使用量の多い事、叉加熱時間の長い事等は、製

品グJレの透明度を低下させる一因と去るものと考えられる。

寒天製造業者の云う「酸キ L」の怨天グノレは白濁してのるが、との現象は、とれ迄の実験結果

に依って裏付了解される。

以上の実験温程に於て、初j明に生ずる白濁物質は、後で詳述する様に寒天分子集合体と関連が

あると思われる。然しながら白濁を呈する物l民の一部は、 ~J天が加水分解する途上た於て生成さ

れる遊離の寒天酸(3)（りとも、関連があるとの疑問があるが、詳細は今後の研究に侠ちたい。

原藻：わら寒天質の1t11川に当って、加えられた醜は装天伐とも反応するが、 l京藻と共に残容して

いる石次分等に依つでも消費される。向心太グノレの凍結・商lli1符又は匝搾脱水等の工程の効果と相

侠って一般には製品皇室天中に遊離のi般として残存するとは考えに くい∞。従って原藻か句寒天に

なる迄に、般に依って生じた透明度り低下について、製品皇室天に、7Kを加えて得られる浸川液の

pHから、 知る事は多くの場合、悶維であろう。然し寒天を高分子電解質として考えると、その

分子組成は、寒天の種類に依つでも具なれ単一で、はないと考えられる。各種寒天の同一濃度の

懸濁液について、寒天質が7k/1:依ってII彰潤すると共t亡、その酸恭数、解離の程度等に伴う pHの

変化は当然考えられる。従って寒天の懸濁液を加熱する際には、ゾルとして加水分解の程度もそ

れぞれ異なり、更に再・びグノレ化した際、その浸出液の pHが低かった場合には、グノレの透明度は

低下しやすいものと予想される。それで‘火の実験を行った。

第4・6去に記載の各皇室天風乾物lgを三角フラスコた秤取し、之に 50c.c.の蒸府1kを加え密松

し、時々振って 2時間経過後その浸出液の pHを測定した。測定には硝子電極を使用した。向と

の時使用した蒸溜水l士、 C02を合むためと考えられるが、 pH5.9であった。測定結果は第4・6表

の pH項に表示した。グノレの吸光度と懸濁液の pHとのH刊には、一義的な関係は認められなかっ

たが、 j琵濁液の pHが低いもので、そのグノレの吸光度〔D〕が著るしく小さいものはなかった。

5) 漂白工程の及lます影響

前節の実験に於て、寒天グノレの透明度は、酸の存在に依って減少する ~］：を知った。著者は先に

寒天グノレの特性、特に Cc/Crの頃について、漂白操作は般の存在に於ける加熱ξ共花、大きな

影響を与える事を漣ペたω。それで涼白工程が‘寒天グノレの吸光度に影響を及ぼす可能性も一応
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考えられるので、次の実験を行った。言抄千寒天として第4・6表記載の試料（2）及び（5）の風乾寒

天を、それぞれ 3.5g秤取した。之等にそれぞれ 175ccの器店水を加え、 60分間室温で膨潤さ

せた。 98°C60分間の加熱後櫨過・放冷した。 2時間後 mixerで均一なベーストにした。との

ベースト lOg中には風乾物として約 0.2gの寒天を含むものと計算される。とのベースト lOg

を試験管に採り、第4・9表記載の稀釈塩素7kを加え、実験番号（1）内至（5）は全容を 20ccとし、

充分振った。（A）は却分間叉 （B）は 60分間反応させ、 三えに 98。C20分間加熱し、 1晩放冷後

第 4・9表

: 坂素量 No.5 No.2 

号 （ppm) A I B A / B 

I 。0.46 0.46 0.60 0.60 

2 IO 0.46 0.46 0.60 0.6J 

3 26 0.46 0.46 0.60 0.59 

4 44 0.50 0.49 0.62 0.64 

5 62 0.54 0.54 0.64 0.66 

6 340* 0. 45 0.46 

7 690* 0.02 0.02 

常法で吸光度を測定した。 測定温度は32°Cであった。

向使用した塩素水は実験に先立って新しく調製Lた。

その有効塩素量：は沃素滴定法で、定量し、之を遁当に稀

釈使用した。実験結果は第4・9表の様に左った。表中（＊）

のない実験例の有効塩素量は20cc中の p.p.mで示した。

グノレの性欣は試料 （2）については、実験番号の数値を

増すに従い．漸次ijl事’性を失い脆い感じが出て来た。他方

有効塩素量の檎加と共花、グノレの吸光度も亦増加する傾

向が伺われた。（5）の試料についても、同様な現象がみ

られた。

然し実験番号（4),(5）等の試料は漸くグノレイ七しているに過ぎない。更に塩素量の著るしく多い

実験番最（6)'(7）等で、は、 加熱放冷後は全然グJレ化せず、主主天は梨丹犬沈澱、叉は浮肱物となり不

均一系たなった。

との不溶性物質の化学構浩については現在明らかでない。 f均実験番号（6)'(7）等の有効塩素量

は、使用した寒天：量は実験者干号の （1）～（5）実験例と同一で、あったが．塩素漂白を行う際の液量

は、 lOccであれ反応後 20ccとした。従ってと Lで（＊）印をつけた有効塩素量は IOcc中の

p.p. m で、ある。

とれらの実験結果から、寒天グJレがその説回カをうたわない範囲で、原白作用を受ける場合には、

有効塩素量：が或る限界を越すると共に、その吸光度〔D〕も亦増加する傾向が伺われる。又漂白

工躍中に塩素の局部濃度が、著るしく高い場合、 寒天から不熔性の沈澱物が形成される気遣もあ

り得る。通常潔白操作を行う場合、引続いて水洗又は~剰塩素の中和等の操作を行わねばならな

いが、と Lでは塩素の作用を主にして観察したので、とれ等の操作は行わなかった。

6) 無機電解質の影響

、一般に際貿は電解質の籾＇Jnl'C依り躍析する。従ってとの事実も亦、グノレの吸光度に影響を与え

る可能性が考えられる。それで‘比i民的透明なグノレを与える第4・6表 （8）の寒天について、チこの実

験を行った。即ち風乾物 1.5g k蒸、府7k150ccを加え、 常法tて依りゾJレイ七し、櫨過を行った。

とのソツレ13ccづ Lを、 第4・103交に記載した無機電解質 0.5ミリ当量を leeの恭溜7klて加え、

予め加熱してゐいたた＼験官、rf:1K分注した。対照は leeの蒸潤水を入れた試験管陀 13eeの寒天
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〔DJI :1引？？｜ 引に IK；：~·1 ~·：~· 1°";5~＂1~=t
吸光度〔D〕を測定した。測定温度は 15°Cであった。実験結果は第4・10表に表示した。

向立;j-J!(H'C採った寒天グノレの濃度は 0.71%であっ た。 との実験紘果をみると、無機電解質の

添加に依って、寒天グノレの吸光度はいづれも増大している。特に凝析力の大きい 3価の硫酸アノレ

ミユワム、塩化第二鉄の影響は著るしかった。アルミユウム・鉄等の可静［~；塩類は、稀溶液では

加水分解して溶液の pHを低下させる傾向のある事．特に Fe・・・ の場合には、 1%以下の溶液が

Fe＂＂・より透か l亡者色カの大きい Fe203を生成（7)(8）する事実も、 との現象に関与するもの と考

えられる。

通常J京高より寒天質を抽出する際t亡、使mする鉄製容器は、従来漆で内町を焼付けして来た。

未被置の鉄商を寒天と接触させる事及び用水中に鉄分を含有するZ芥等は、経験的に忌まれて来た。

とれらの事実も上記の事実結果から、了解できる。向との場合、主主天質中陀は多くの硫酸基を構

造の一部として持っているので、微酸性溶液中で、 Fe＂＂・等の多何イ オンに対し、有機イ三「ン交換

休〈りとしての作用も無闘できないで、あろう。

第 4・11表 ョえに第 4・10表の添加物

実 験 番 号 11 1213 14151617 質のうち、 KCI及び悶la

添 加 量 （mg) j o I o. 5 I 2. 5 l 5. I 12. 5 I 25. I 5o. を採れその添加量を変化

添加 ｜ KCJ I I 0. 27 I 0. 29 I 0. 31 I 0. 37 I 一 Io. 47 I o 50 させた場合の．吸光度をし
I I (DJ I I I I I I I 

物質 iFeCb・6H,oI ! o. 27 I o. 35 I o. 54 I o. 75 I I. o~ ¥ I. 25 [ I. 3 らぺた。試料皇室天及びその

実験条件は第4・10表の実般に準じて行った。実験結果は第4・11表に表示した。

即ち塩類の添加重と共t亡、吸光度〔D〕は増加している。とれ等の実験では、塩類の添加量が

5氾 g まで吐、添加量と吸光度は、直線関係にあるとみなせる結果が得られた。 5mg以上の添加

量に対しては、吸光度の増加率は減少している。と Lで使用した寒天童は約 lOOmgと計算され

るので、 5%の塩瀬の添加が、吸光度に与える影響は、願著である。との事実から、原蔀の煮熟

に先立って行われる藻楠 ・7ki先工程を丁寧に行う事が、煮熟工程に於て、過剰の般を避け、製品

グノレの Cc/Cヤの低下を防ぐと共t亡、無機成分等の可及的除去によれ透明度の高いグJレを与え

る製品を得るためにも、有意義な事と考えられる。

ヨえに第 4・6 表の各寒天~:i悦ヰについて、その粗次分を測定した。 結果を無7.K疲天に対する百分率

で表示する と、第4・6表粗次分の項の様になった。f,¥j之等の組茨分について、吸光度に影響の大

きい、アノレミニウム及び鉄等定量した。定量法は A.O.A.C法(JO）に準じ、 AIP01+ FeP04と

して表示した。分析結果は、無水寒天に対する百分率で示し、第4・6表 AIP04+FePO，の項の
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数値を得た。

第4・6表の分析結果ではオゴノリを主要！？：藻とする主主天の組次分は、テングサを主要原藻とす

る寒天のそれ等よりも、一般に低かった。天然寒天に比較して、人工寒天が低かったとも云えよ

う。オゴノリ寒天のうち、試料（7)'(8)' (9）等は組次分合有率も概ねflt;; く、その吸光度も t:n~小さ

い。然し試料（1）の場合の様に‘その組次分合有率がノj、さくても、その吸光度が著るしく大きい

ものもみられる。

アルミニウム・欽の含有率は、燐酸塩の形で表示すると、 0.5%以下である。そのうち試料（1),

(7)' (8)' (9）等の数値は比較的に大きい。

との 4簡の組友分の色相を比較すると、（7)'(8)' (9）等の色相は淡赤褐色を帯ぴていたが、試

料（1）はかなり濃い赤褐色を呈していた。との事から（1）は（7)'(8)' (9）等の粗友分より鉄の含

有量が多いのではいなかと推定される。

試料（1）及び、（7）について、その含有する鉄分を、ロダン塩として比色定量し〈川(I的、その結

果を FeP04の形で表現すると、それぞれ無水寒天K対して 0.21%,0.06%となった。即ち（1)

の試料は、（7）のそれにくらべて、鉄分の合有率はかなり高く、前者・のグノレの吸光度が、後者の

それより大きい原因の一部とたるととが了解できる。との様に試料（1）との寒天が、鉄含有量に

ついて差を生ずるのは、両者の製造過程．の相具に基く点も、多いと考えられる。

試料（7)'(8)' (9）等は煮熟・抽出した心太液の分離の際、官房法に依る圧搾踊過後、 2重i血布陀

よる自然組過を行い、叉脱水工程は単純な匝搾脱水法に依り、鉄商との接触は、金工程を過して

比較的に少主主い。他方試料（1）の場合は、プイ Jレター・プレスに依る心太液の分離法を採用し、

脱水も電気惨透脱水法(13）に依り上部陰極には、広い面積の鉄板を使用する等、金工程の機織化に

伴V>，鉄面との接触がかなり多い。

作;Jとの電気器透法による脱水工程で、は、グノレがその次分の一部を失うと共花、酸＇［宇を呈し再び、

中和を要する傾向のある事は考慮を要する。

ワ） 濫温の効果

我固に於て生産される寒天の約9害lほ、戸外に於て心太の凍結・閥解・乾燥等の諸工程が行わ

れている。原藻煮熟後のゾノレを櫨Jlf］する際も、多くの場合、麻叉は綿製の布自のや L微細な蹴布

を使用するにすぎない。即ちソ勺レた対する櫨過効果は、布片よりも布目を充填する藻体t亡、より

大きい期待がかけられる。従って心太中には、一般に原藻微細片・塵．挨・桂藻・加水分解に伴う

架J伏沈澱物等を含み、製品の品｛立にも大きい影響を与えている。特に所謂一番煮と二番煮の蹴液

を、混合する製浩過程ーを採るもので、は、原藻微細片の混入は増加する。

近年漸く発展途上十てある製造諸工程を機械化し？と所謂人工寒天製品では、櫨過の程度もよく行

bれ、天然寒天製品に比較して、異物の混入はかなり少ない。然しゾノレを肉眼観察すると、 f古？か

なり浮併物が認めれる。

第 4・6表に示した袋天について、との41＼：をたiL.かめてみよう。寒天風乾物lgを秤取し、 lOOcc
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の蒸溜水を加え、 98。C,60分間加熱してゾJレ化させ，一部を 第4・12表

採り、そのま L 前記の試験管忙分注凝固させたものを（a）とす てミ：：－ulfiD~
--------- I C a > る。他は、予め温湯でj先機して紙繊維等を除去Lた！厚手の東洋 試料番号＼＼＼｜

櫨紙No.26で、保雄漏斗を用いて踊過し、（a）の場合と同じ様

に試験管に分注、凝固させた。とのものを（b）とする。（a),

(b）共に 1g危放置後、室温（15。C）で吸光度〔D〕を測定して第

4・12表を得た。

即ち（1) の様友電気盛透脱水法による製品を除外すると、

(3), (7), (8), (9）等の所謂人工寒天製品は、（2),(5), (6）等の

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

）
 

b
 

（
 

0. 70 I 0.60 

0.66 I 0.40 

0.48 I 0.48 

0.46 I 0.40 

0.43 I 0.34 

0.42 I o. 36 
0. 41 I 0. 38 

0. 34 I 0. 29 

0.25 0.23 
天然寒天製品より、ゾJレの櫨i品前後に於ける吸光度の差は概し

て小さい。即ちとの場合、肉眼？偶然できる程度の比較的大きい浮激物は少友い。

叉との事実おら、 j虚i品工程の良否が、製品ダJレの吸7t度に大きく影響する事．及び戸外に於げ

る脱水乾燥工程の影響等も推務出来る。

8）ゲル水洗の効果

とれ迄の実験柑果おら、寒天グノレのl汲光度は、カ！f;機塩閣の修復によって、増加する ：；＇j]: !J ·~了解で

きる。従ってグノレの水洗等陀依り、可溶性塩'lf~lのー怖が除去される友らぽ、袋天グノレの透明度は

増加するものと考えられる。それで、次の実験を行った。

第4・6表試料 （3）の試料について、常法に依り約 1%の撞過ゾJレをつくり（i), (ii）に 2分し

た。（i）はその一部を蒸溜水（90。C)で珠決・捷伴Lて試験管・に分注した。第4・13表 （A）より

(F）に至る一群の数値は、との様にして得られた。

ヨえに（i）の浅液はベトリー皿に流し．凝固させて 5～8mmの厚さに切り、蒸湖水＋＇ re1尭夜

浸漬水洗した。その間初めは 90分間毎に 3回換水し？と。（G）はとの様にして水洗し？とグJレを、

水切後試験官Lに移し、 98。ClO分間加熱溶解させ、 1者夜放冷したものである。

第4・13表 (H）は（G）より 更に 1者夜余分に水洗した後、（G）と同様iて処理

[DJ [C〕% したものである。

(A) 0.54 1.00 櫨液（ii)92cc k可博性塩額として、 Na2S01(3. 2%）博液lOccを加

(B) 0.56 0.98 
湿して加え、充分捜枠して試験管に分注 ・読固させて（ I),(J）をつ

(C) 0. 34 0. 75 

(D) 0.32 0. 74 くった。 (I),(J）の洩液をJ疑問させ、先づ（G）の場合と同様に処

(E) 0.22 0.51 理Lて（K）を得た。 (K）を保った残りのグノレから、 30gを水切り秤
(F) 0.23 0.50 

(G) 0.26 0.60 取し、約5分間遠心分離機（パスナットの直径 24cm.3. 000 r. p. m）に

（日） 0.25 0.6) かけると、約 15gk減量した。とれに再び、蒸溜水を加え、 30分間放 、

( !) 0.56 1. 21 
置すると、再び、約30gになった。とれを水切し．とれ迄の場合と同様

(J) 0.57 1.19 

(Kl 0.35 0. 78 tて、 試験管中で 98°C10分間加熱溶解させ1書夜放冷したものが（L)
(L) 0.3) 0. 72 

である。（A）から（L）に至る諸試料にういて、吸光度〔D〕及び、その
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濃度〔C〕を測定し、第4・13表を得た。実験温度は 28～29°Cであった。

(A）から（F）に至る6簡の測定位から、濃度 0.50～1.00%の範囲で、は、

D=O. 67C-O, 13 （α） 

とみなして大池友いであろう。（G),(H）の様友実験条件で、 寒天グノレを水洗した場合、〔C〕

=0. 60 K対する〔D〕を、 α王町通ら3下山すると 0.27となり、 実測値との差は小さい。

との事は、と Lで使用した寒天が、その製法工程仁1:1油精心太の融解過程で、微温湯水に依る商rt、

解と遠心分離機による脱水を行い、 1k溶性電解質及び、フノ リ質の含有量が比較的少a.い点にも、

その原因があると考えられる。

(I),(J）の見掛上の寒天濃度 1.21, 1.19% 中には、添加した Na~so1 が含まれているので、

その影響を除くと、 袋天濃度は 0.89%と算出される。との濃度に於けるl汲光度は、（α）式より

D=0.47と計算され．実測値 0.56～0.57よりは明ら：いた少ない。良[Jちとの実験例からも無機塩

矧の吸光度に及ぼす影響は、 Mらか陀認められる。

(I) より（L ）に至る 4 簡のiJ!JJ ~fl直よ り、水溶性電解貨を多 く 含むグJレを、水洗・ 遠心分離す

る場合、吸光皮〔D〕と見掛上の濃度Cとの関、連を、近｛以的に一女式で示すと、

D=O. 54Cー0.08 （β） 

の様になる。

(I)より（L）に至る実験例で、水洗工程によって火われるものは、主陀カIIえられた水溶性電

解質と考えられる。即ち Na~so4 を含む袋天グノレは、 i浸漬1:1:1 ）］蕗潤しながら Na~so4 を失い、 （β）

の欣態より（α）に近づく。との実験例では、 0.犯%で（α）・（β）両者辻一致すると計算される。

以上の実験結巣から、袋ヲミグJレの1ki7l:・圧搾脱水等の操作t土、可溶性塩類の除去により、製品グ

Jレの吸光度の低下に効果があるものと考えられる。

寒天グノレの吸光度を支配する諸条例コは、複雑？あって、現在解明されていえEい点も多い。然し

ながらとれまで・の諸実駒込ら、

(1）原藻の藻鴇 ・7.Ki)tを充介に行う事

(2）原藻の煮熟に当つては、未被覆の鉄器の Fe及び、 Al等を含む用水の使用を避ける事。

(3）酸の過剰及び漂白の行きすぎを避ける事。

(4）煮熟後のin革過は丁寧に行う事。

(5）出来得れば心太グJレの水洗を行う事。

(6）脱水乾鳩工程中に異物の混入を避ける事。

等は吸光度の小さい寒天グノレを得るため、必要な諸条件のぎちに合まれる。

皇室天グJレの濃度を、その吸光度を以lj定レど知る事は、以上述べた様花、 各寒天の製造履歴に依

って、両者の関係は異主主るので、その適用は、同一系列と考えられる寒天のみに限定される。向

との際測定濃度築困が広い場合には、Beerの法則からの偏差があるので、検量曲線の作成が必

要である。

( 48 ) 
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9) 寒天ゲ）［，の分光分布曲線

試験管ム中に於て、 eM聞させた主主天グノレは、一般陀光の分散に依って乳白色を呈している。

然しグノレに依つては、 )JJ（藻1-f:J の色素l'Litll ！~I して、得~1｛色を呈しているものもある。との併前色

i土、漂白剤の作用、酸の布；ti：で加熱する事に依り、槌色して字L白色のグノレになる。向との様な併

=j/j_色のグノレは、一般に Cc/Crの数値が大きいので、グノレの；説別上イーJカ左手がかりと主主る。寒天

グノレでは、光の分散が大きい。良flち入射光の一部J土l散乱し．受光側に達するものは減少している。

従ってとの色を示すのに、吸収スベクト Jレ法に依ると、見掛上の吸牧童t土、員の吸牧lll：より大き

い数値を与える。寒天グノレの様t亡、光の吸牧を散乱が同時に起る牛透明グノレの、色に民iする標準

測定法は、未だ定められていない様である。

著者は日立製 EPU-2型分光光電光度計と、 R-3型反射続分J求を組合せて、寒天グノレの見.flf

上の分光反射卒特性をil判定した。

それに依り、肉眼~lJi!訟の結果を、比較的よ く 表現できる様に思われるので、と与 に報告する。

測定に使期した寒天試料は、第4・6去（2）及び（8）であった。常法に依 札それぞれ蹴過ソケレを

作製した。とれ等を附属の深さ Icm のセノレに往ぎ、 2さ気泡の形成を避けてカパー・ グラスを掛

け、放冷凝固させた。との様な試験片について、東洋画紙 No.5Cを背景に置き、酸化マグォ、シ

ヴムを標準として測定した。測定は一晩放冷させてから行った。との際の試料（2）及び（8）のグ

ノレの浪度〔C〕は、それぞれ 0.78%,0.86%であった。第4・1図中（2)'(8）の曲線はとの様にし
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第4・1図

より高く、曲線（0）に近づいている事等より伺われる。即ち（8）のグノレの様に吸光度の小さい透

>OO 700 

"!>' 」

800 

明なものは、背景の白色蹴紙ーに依る反射も大きい。（2）の様にl汲光度の大きい濁っ？とグノレは、入

射光の一部は分散され．白色櫨祇からの反射も少な く、 各波長を通じて反射率は低い。（2）’の曲

線は次の様にして得られた。（2）の試料寒天 lg陀蒸潟水を加え、 JJ多潤させた後．寒天を流出さ

せない様に注意じご傾鳴した。之l亡、予め O.lgの様白粉を lOOccの蒸雨水に加えよく携枠後

蹴泊してつくった清澄潔白液を、加えた。よく撹＃し＇ 30分II.口20°cで、放置しアζ。充介7k洗後｜尚

線（2）の場合と同じ様t乞処理Lて試駿片をつくりiJU定し7と。 iJlリ定U盟度は 20。C‘ グノレの濃度〔Cコ
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は 0.65%であった。（2）及び、（8）の分光反射率の測定の際の溜皮は 18～18.5°Cで温度差はノj、

さく、叉71¥.l先・漂白に於て寒天実質の減少は一応部！日混できる実験条件なので、（2）.＇と （2）＇を上む｜唆

する事が可能で、あろう。

漂白に依り、寒天グ7レのす脊黄色が消失した事は、組波長部の反射差容が、比較的に高 く（8）と対

んど相似の曲織を嗣く事からも矢口る4Ji：カ·~ ，＇ I·＼米る。 x_曲線全休が諜iWIノkの場合に近づく事：hらも 、

吸光度も減少して、水洗の効果もよく表現されていると考えられる。

袋天グノレの様に、 宰L白現象を示すものKついて、 強光現象は本質的に考えに くい。然 し袋天グ

Jレl*It亡、！原藻に基因するクロロ プイJレの様ft.有機色素が、残tEする場合も考えられる。との様な

時には、グノレが笹光ーを示ナミj:j:も、 一応、考慮される。しか し友がら、一般の製品グノレについて、目

立製費光幅射計をつかつて実以ljしてみると、 盛光ーを認める事は「I：＼米なかった。

IO) 寒天ゲルのチンダル・スペク卜ル

一般にコロイド溶液のチンダノレ・スベクトノレについては、そのl汲光度と測定波長の間花、ヨえの

関係が呈示されている。 (H)

〔D〕＝clげ

とLで〔D〕はl吸光度、入は波長、Cは活殺、 nは波長指数と云われる数値である。従来nの変

化 ム コロイドの限外額微鏡に依る矧務結果から、nを計出［してコ ロイド粒子の大1）、が推定され

る。民［lち仰の減少は、球fl犬粒子では直径の増大をち：lバーするものとされて来た。

最近ゼラチン花関する研究結果では、グjレの光分散の中心は、溶液の場合と同じ様に、分子集

’合f木（aggregate）で、ある と云14-J~'Lてい る。 (lf>)

以上の研究結果をも考慮に入れて、袋ヲミグノレについて、その仰の数値を訓IJJ泣き果から計算した。

実験は衣の様It行った。 第4・M表

第4・6表試料（2),(4）及び ｜ ｜ 
波 長｜ 一一一｜

No. 4 

(8）の寒天を、それぞれ常法 mμ. [ [DJ ¥ 〔D〕

に依って処理し、約1%の蹴

過ゾノレをつくった。実験条件

に依つては、適当に稀釈後、

厚さ IOmmの cuvettek往

いで凝固させた。 1晩室温に

放冷ふ 分光光電光度~-1'l'L依

って400mμ，から800mμ Iて亙

り、 その吸光度を測定した。

との際の測定温度は 18.5°C 

: 1 ： ~~ 1 ：：~1 ：：~1 ~ Eli§ l~ ilil ~ ~~ I ：~ 
印0I 0.2~ I 0.りー ｜ ；；；； ｜ ：：：：｜：；針。 1~~ 1 0~
650. 

700 

750 。 ヤ ｜ 。竺 ｜ 。。日訟はご I~：： I ~： ：~ 0.60 

子医1~1 ：： ：~ 1ζ｜主（引法
であった。 実験結果、岡崎北測定したグルの濃度〔Cコ%，＆び'f,~（川 し？と η の数依等は第4・14表

に表示した。
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著者の実験例・では、（＊）印の例を除くと、かなり性棋の遣う袋天グJレで、も、nの数値は大凡2

であった。叉濃度に依る差 も少なかった。（8）の試料で（＊）印をつけた例は、 -:j（の様にして得ら

れた。（本）印をつけない例の袋天グノレ 20ccを秤取し、之に o.IN H,SO, o. 2ccを添加した。之

を 95°Cで60分間加熱後 cuvettek注入放冷した。との試料は、 11此放置後表中の数値がらも

伺われる様に、者二る しく 白濁し、且流動i''i:をも帯び、ていた。

通常見られる寒天グノレの波長指数がほ＼：＇ 2である事は、皇室天グjレを構成する分子集合体の直径、

叉はその長軸が、入射光の波長と対比できる程度の大きさを持つものと考えられる。 (JG)

即ちま－天分子集合休の直径（非Jま＇71手の可能性が考えられるので、長Ili1hの長さと云う方がより安

当かもしれなれ）は、との場合 103内五 l04A程度の大きさを持つものと想像される。（8) (*) 

例の様に、加水分解lて依りグノレが崩壊して来た場合l乞は、 nの数値は通常のグノレ陀．みられる数値

2より更に小さく左っている点は注目される。との燥な例では、波長に対する吸光度の従属性：は

小さく、 寒天分子集合体の直径は児／IL!"fr大しているものと思われる。

11) ‘ノソしからゲルへの変化

?J:天ゾノレが冷却されてグノレ陀移行する際の、 I汲光度 〔D〕 と所~I~ 「ジエリー狙皮」との関連をし

らべた。

試料袋天は~~4・6 去 （8） の風乾物Jであった。 6g を枠lJH 、 300cc の蒸湖水を加え、 98°C60分

間加熱後、 ；lf.!"Yil戸訪日紙 No.26で総幽した。蹴過したゾ‘ノレは 5分間再加熱、充分探って試験管に 25

ccづっ分注した。 ;Jj巳天峨度は実測すると 1.52%

であった。

所，n~J 「ジ エ リ ー限度」は Lipowitz :/JIU.の試験器

。7）を改歯して制定Lた。（第4・2図参MO

最低荷重 15g,47g以上の荷重は、］：J秒 13gの

制合で水銀を流下させて加JJ:[＇＂［し測定した。 袋天聞

に接する悦tt:lli山の先端は球fjffjで、曲~；＼乙ド径は 2.5

mmであった。

「ジエリー阻度」は試！険管1:1:1の試料について、

吸光皮〔D〕を測定直後 30秒以内にはかった。実

験中の室温は 20～22.5°Cで、あった。

実！取締Fを 表示すると、第 4・15去の様陀なつ

た。

との実験結果から9211られる様t亡、 ゾノレはi胤度の

低下と共にグノレイ七する。との際吸光度〔D〕及び

「ジエリー凱度」は共に増加し、一定位に近づいて

行く。然し吸光度 CD〕の念激な！1'.))J/I現象は、 「ジ

( 51 ) 
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第 4・15表

時mi間nI管内oc温度｜｜吸〔D光］度 I強ジエ度リgー｜｜ 備 考

。63 0.045 測定不能l流動性

IO 50 0.05 " 
『，

15 43 0.06 If 粘調度を増加する
20 40 0.09 〈君15 凝固を初める
25 36.5 0. 19 25 肉眼で白濁をみとめる
30 35 0.28 60 

35 32 0.32 170 

40 30.4 0.40 218 

5Q 28.2 0.43 257 

60 26. 7 0.47 245 

90 24 0.50 26i) 

120 23 0.51 245 

210 22.5 0.53 273 

1440 21. 0.53 284 

後者が前者より著るしく季L幽する事が説明できょう。

エリー強度」のそれに先立って起り 、両

者の聞で、は、約四分間の時間的間隔が

みられる。 室温で実施した実 験、即ち

グjレイ七が更陀徐々に行われた場合では、

との時間間隔は約 15分間となったコ 即

ち寒天についても、ゼ、ラ チンの場合と同

様に、グノレイ七の完成に先立って、かなり

の程度に寒天分子集合休は大きさを増す

ものと思われる。との大きくなった集合

体が、相互に手をつな ぐ事に依り グJレ化

は完成する。

との様に考える と、前節の実験結果と

相（突って、 ソソレからグJレに変化する時、

ゾノレからグJレ陀移行する際、寒天(JS）、ゼラチ y （川 等はその容積を減少する惑が

知られている。 Krishnamurtiの原ii授には接ずる機会が得られなかったので、著者は

第4・6表記載の寒天試料から若干をえらび、その容積変化を実以IJした。

測定装置はフラ スコ型の dilatometerであった。（第4・3図参照）。

材質は SB24ガラスを使用 した。球部容量は約 SOcc。顕官llは腹合せと し、 官嗣部

外径は 7mm、 管内は毛細管・で毛細管~径は 1.0±0. lmm、管背llの全長 20cn、そ

の目燦部分の長さは、 16cm、目盛は lmtn間隔であった。

膳合せ部分J土上部で直径 13nm、 気密と考えられたが尚シ リコ ーン・グリースを

塗布し、以I）定中の禰7.kl乞依る誤差を防止し？と。

内部全容積及び管部容積の検定を行ってから、最初予め煮沸、空気を迫／！：＼した君主湖

水を満した。 45±0.05°Cの恒温水槽中で、メニスカスが一定になってから、 最上限

口
第4・3図

の目蝶に7.k.｛立を合せ、 2時間恒温uて保ち変化の友い：；；1:tをF絞めた。次陀 dilatometerを30土0.02°C 

の恒治i水槽に移し、メニスカスが一定住に達してからが；J21時間経過後その変化のない事を確めて

読んだ。 ．

蒸湖水を排除し、乾燥後主主天ゾノレを満した。 45°C の恒iJHl7.k~背中に於けるゾノレの牧縮は蒸溜水

で：t:Hった。蒸溜水の場合と同じ様にして、最上限のメユスカスを定め、ヨたtて30°Cの恒温水槽中

で1晩放置し、そのメニス方スを読んだ。との間毛細管部は濃度が稀lt!Jなためグノレ化しないが、

球部のソツレはグノレイ七した。

との測定法は最善な方法とは思われないが、との方法に於ても、禁制7.kと、 主主天腹壁［の牧縮を

( 52 ) 
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比較すると、寒天謬質の方がより多く収縮した。両者の牧縮差を寒天ゾJレがグJレに移行ずる際の

容積牧草宿と一応みなし、初めの全容積t亡対する4X情軍事を計算した。

袋天ゾノレはヨえの様忙しでつ くった。主主天風乾物を 2.2g 110ccの 第4・16表

蒸湘水に加え、開。C60分間加熱した。ナイロン櫨布で蹴過し、場 試料番号｜寒天濃度1~:z ＼ 率

合｝て依つては、熱蒸惜7kで稀釈擬って dilatometer k注入した。

寒天濃度は牧縮塁手iWJ定後のグノレについて実技IJした。

実験結果を表示すると第4・16去の様になった。

(8）＊は加熱前 110ccの裟天眼樹液reO. lN硫酸 I.leeを加え、

前記の条件で加熱処理したものでるる。

寒天ゾJk'泊三グノレ移行するl際t亡、 認められる事をまとめてみると、

次の様にたる。

(1）牧縮率は比較的小さい数値を示す。

(2）製品の種類に依り、即ち製濫聡歴に依り臭主主る数値を与える。

(3）同一寒天では濃度の低い方が小さい牧縮率を示す。

(1) 1. 61 0.006 

(1) 1.11 0.004 

(2) 1. 63 0.014 

(2) 1. 26 0.084 

(3) 1. 21 0.003 

( 4) 1.50 0.006 

(8) 1. 61 0.007 

(8)* 1.42 oα)6 

(9) 1. 47 0.009 

(4）牧縮率はとれ等の実験結果では、第4・6表 pHの項を参照して考えてみると、 寒天摩質の

pH とは大きい関連があるとは思え~い。

寒天ゾノレがグJレに移行する際t亡、その容積を減少する事は、寒天分子の集合に大き く依存する

とも考えにくい。その理由としては、先に著者が行った「酸の及ぼす影響」の項にみられる結果

から、分子の集合は pHK大き く依存するのに、との実験の（8)'(8げにみられる様に容積の減少

とpHとは関係がみとめにくい事、更に Freup.dlich＜仰が越べている様k methyl cel.lu1oseの

水溶液がゾノレからグJレに移行する際、その容積を増す事等が挙げられる。

との様な容積の減少は、袋天分子の1.1<.和の土曾カUfr.依る部分もあるのではあるまいか。

との場合水和した水は、 皇室天粒子の及ぼす引力に依り、周囲の未結合の水よ P、その斡度は大

きいと予想される。即ち疲天粒子周辺の1k和1kと、粒子聞に存在する自由水との物度のゆらぎ？は、

ゾノレの場合よりも グJレでは大きいと考えられる。従ってゾノレよりグノレカ号、光の透過度の減少する

原因は、寒天分子集合休が、その大きさを増すと共t亡、との様~lk和による斡度のゆらぎに基因

する光分散も、考えねばならぬと思われる。

皇室ヲミグノレの濁りの原因について、その輪郭を伺う事が出来たが、更にその寒天分子集合体の大

きさを増加させる現象についても考えてみよう。

寒天分子を高分子電解質と Lて取扱った場合、その構造中には多くの硫酸基等を持ち、電気泳

動及びコロイド滴定等の結果からも、袋天穆質は負コロイドと考えられる。それで酸叉は陽イオ

ンの個数の大きい境類等を添加1じたとき、負コロイドの荷電消去効果も亦、大きいと期待される。

との事は寒天分子集合体の凝集を吏陀容易tてするもの ξ思われるい「憾の及問す~~思」、「非Pi機電解
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質の影響」等で述ぺた様に、寒天製造工程中に加えられた殿、用水又は製造装置に起因する Fe・・・

等の、グJレの濁りに及ぼす影響の顕著~点等は、との様な現象と関連するものと考えられる。

12）総括

以上の結果をまとめてみると、

(1）寒天グノレの吸光度は、その銘柄によって箸るしい相違がみられる。

(2）寒天グノレの濃度cc〕が 0.2～0.8%の範囲では、吸光度〔D〕との聞に実用上、

D=aC-b Ca,bはグルの調製条件が一定友らぽ各寒天に倒有友恒数で比較的小さい。〕

の関係がみられる。

濃度範囲が更に広い場合には、 Beerの法則からの偏袋は無視出来友い。

従って寒天グノレの吸光度からそのグルの濃度を知る事は、 検；量曲線の作成が前提として必要で、

ある。

(3）寒天グノレの吸光度は、 寒天の製造履歴K依って犬き く影響される。

吸光度の小さい、即ち透明感の大きい寒天をつ〈る必要条件として、

(a）原藻の寵掲水洗を充分に行う事。

(b）原藻の煮熱に当つては、未被覆の鉄器の使l'Hを避ける事。間水には多価金属の含手J；量の

少ない事。

(c）酸の過剰及び漂白の行きすぎを避ける事。

(d）煮熟後の議過は丁5容に行う事。

(e）出来得れぽ心太グjレの水洗を行う事。

(f）股水・乾燥工程に異物の混入を避ける事。

等が考えられる事を示した。

(4）寒天グノレの様t亡、光の吸牧と散乱が同時にみられる宇透明休の色相の表現、濁度の表示に

ついても、分光反射率のiHIJ定が有効主主事を示した。

(5）寒天グルのチンダノレ ・スベク トノレの測定結果から、 グJレの寒天分子集合体の大きさを推論

した。

(6）寒天ゾJレからグルへの変化過程に於ける吸光度、 ジヱリ ー強度の変化及び容積牧縮率等を

測定した。

その結果からゾjレより グノレが箸るしく乳濁ずる機構について、

(a）寒天分子集合体の大きさは、ゾルよりグJレでは大きい事。

(b）寒天分子集合体の橋大は、グノレイ七ゆ完成に先立ってか去り進む事。

(c）グJレの乳濁には、寒天分子集合体のlk和も関与すると考・えられる事。

等を述ぺた。

第 δ章寒天 ゲJJ..の融点について

寒天グノレの融解温度については、柳川・ 西国ω、板野・辻ω、井川 ・仲間・相沢ω等の諸氏に
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依る報告がある。 第5・1表

例えぽ板野・辻両氏は数種の寒天をえらぴ、そ

の 1.5%,2.%、グノレの閥し点を測定し、その品質

と融解点（。C)の関係を、第5・1表、の様に表示し

1~ 1 1等品 1 2等品 ｜ 持品 ｜普通品！精製品lm't~
i. 5% I 74. s I 81. s I 76. o I 78. 9 I 81. o I n. o 

2. ox I 79. o I 82. 3 I 79. s I 81. 7 I 83. o I 74. 6 

ている。

即ち従来の表示法に依る品質とそのグノレの融点との関係は認め難い。

著者はグノレの閥！点について再検討を加え、若干の新らしい知見を得たのでと LK報告する。

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

1）試料

第5・2表 試料と して用いた寒天は7種である。とれらの寒天から、とれ迄

｜ ｜ ｜ 記伽方法判によって得られた寒天グノレの｜会附第M 表の様でCc/CI Cr. s. I pH(l0°C) 

！ ある。表中 Cc/Cr,Cr. s.の各項は、槙本卒均値を記載した。
1. 67 0.99 

1. 49 1.24 

1. 37 1. 06 

1.19 1. 08 

1.02 1. 48 

O.b7 1. 16 

0.94 0.95 

7.0 

6.9 

6. 7 

6.6 

6.5 

6.4 

5.6 

(A), (B), (C), (D), (E), (F）の各寒天グノレの Cc/Crの差は

有意であった。

(F）と（G）については（G）の方が（F）よりも大きい。 (x-

y)/w==2. 24>tc==2.13 Cr. s. の項は皇室天によってはかなり差が

みとめられる。

次にこれらの各寒天を lg三角フラスコに秤取し、 50ccの蒸溜水を加え、宇野栓して時々振った。

2時間室調（7°C）に放置した後、ガラス電棋で、その上澄液の pHを測定した。 実験結果は第 5・2

表 pHの頃に記載した。

2) 融点測定法

町
100 

風乾寒天 2gを三角フラスコに秤取い lOOcc 

て
95 

80 

］~ 
65 

0.5 1.0 1.5 2.0 

第5・2図

CA) 

(f) 

2.5 

(C) 
(OJ 

50 

50 

第5・1図

100 110 
mm 

の蒸湘1kを加えた。 98。C,60min加熱後、 ナイ

ロン蹴布（＃501）を用いて櫨過し？と。ヨたにi慮液を

熱水で・琉釈振還して所要の濃度にした。 との様tて

調製した溶液を、外径 13mm、 内径 11mm、 長

さ 150mmの栓付試験管に 5ccづっ注入Lヘ 栓

3.0% をして 11免室温（2～l2°C)に放置した。他方残り

の部分についてその濃度〔C〕を測定した。との様
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第5・3表 主主条件でつくられた試験管

Ad~I平行1日間三三日：：：：
A•I ：： ·い1~1:t1~~1~1~1~1~ ：：；；；~~：~： 
Bl-=-1吉岡山1－~1~~1~1で i百五：：：~＝
：！日1¥tド1－ ~医院1~1~1二ぁ；：：~：~5.3表MCr 

c~ 

一第5・2図の様になった。

[CJ o. 78 I 0.39 即ち A1,A~； C1, c~； F:b, 

F~ 等はそれぞれ同一寒天

から、日をかえて試験用グ

Jレをつくり、測定を行った〔C〕 I2. 77 I I. 60 I ー I1.19 

百ip

111 I mp. I ：~：~ I ：~： ~ · 1 二 I ：~：~ I 二 I ：~：~ I ：：：~ ーものである。

再

ら

の

か

法

果

。

定

結

る

測

定

れ

点

測

か

融

の

導

の

等

が

と

れ

事
と

の

め
次一一一一一一

日
一

8
m

m
一ρ
即

日一口
一一一一

一
一
一

向

一

郎
D2 

E 

〔cJ I 2. 97 I i. 66 I I. 23 I o. s2 I o. 41 

一－189.71石町｜石｜石｜て｜τ ｜て｜ての比較的高い方がよい様に
考えられる。

現性は悪くない。特に濃度

mp. 
89. 9 I 89. 1 I 88. 5 I 87. 5 I 86. 1 

2) 各寒天グJレを通じて、

Fd－＝－院院に同司王闘すよ：z；；に：
F，~~1~1~1司日l1ttl~I~ ：~：：：~：： 
Gl-=-1号同区l~~~I三医院；；！？？誤認って

〔CJ - I 1.75 I ー II. 29 I ー I0.87 I ー I0.45 4) 同一濃度であれば、

mp. - 1~： ~1 二 I~：：~
74.7 

75. l 

70. 9 I 一 Cc/Crの大きい寒天グルの

71.1 I ー融点は一般に高い。

G’ 
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5) グノレの融点と Cr.s.；須の関連は、 cγ.s.が大きい場合濃度による融点の差はノj、さい。

3) 寒天浸出液の pH及びゲルの Cc/C1・ との関連

寒天浸IHi液の pHとそのグノレの性肢については、紙十誌の実験結果（5）から、同一寒天に対して、

煮熟請の上澄液の pHが 5.6以下である事比グルの Cc／αの低下を招く事が知られている。

本液で取扱っている寒天のうち、寒天（G）の上澄液pHが 5.6で、他の寒天に比較して著るし

く低い。

寒天の種類Jま異なるが、とれ等の寒天相互間でも、その浸IU液の pHの小さい寒天では、その

’グノレの Cc/Crの数値も亦小さかった。

寒天グノレの Cc/Crはその笈天の加工処理の腹歴を示すものと考えられるので、既に原藻より

の抽出及びその後の処理工程等で低下したグノレの Cc/Crが、 pHを高め中性に近づける事に依

り、再び増加する事は考えにくい。

然L煮熟に当り、との様に pHを補正する事に依り、グjレの Cc/Crが更に低下するのを抑制

する可能性は考えられる。

それで浸閃液 pHが（A）より（F）に至る寒天より低い（G）の笈天を用い次の実験を行った。

即ち Sorensen氏燐酸塩（M/15）勧胃液（pH6. 96) 5ccを蒸湘7](・gsccで稀釈し、（G）の風

乾寒天2gを加えた。上澄液の pH実測値は 7.0(14°C)であった。（A）より（G）の実験例と同

じ様に処理測定して第5・3表 （G’）の表値を得た。表中濃度〔C〕の数値は燐酸塩濃度を計算差引

補正した。 （G） と（G＇）の表値 hら、同一濃度〔C〕に対ずる融点を求めると、（G＇）の方は約 12.5°C, 

(G）より高かった。 ！とれは煮熟坊の pH5.6を7.0にあげる事に依れ その後の腰質の加水分解

が低減した結果と考えられる。

然し（G＇）の場合のグノレの性 j伏は脆弱で・あり、 1.5%濃度を仮に実用上の標準として考えると、

その融店は 80°CK達していない。

それでお浸出液 pHも他とかけ離れて低〈、叉グノレ<D・/g；；状 。／ひも小さい（G）を除外し、他の

(A）より（F）に至るの寒天について、それぞれ第5・3表の濃度〔C〕項の数値に Cr.s.の数値を

乗じ、 Cr.s. =lの寒天 1.5%に於げるグノレの商!l!点を計算 第5・4表

するを第M 表の様になる。 。／ひIm.p. oc（ひs.=1〔匂＝l.明）

とれから Cc/Crと融点（t。C)との関係式を求めると、

近以的にヨえの様に表現できる。

t。C(l.5%>= 10. 6 log（α／ひ－0.8) +95. 7 

以上の結果七ら、グノレの融点を測定する事に依り、間接

点句ではあるが、ザルの α／Crを惟定できる。

4) 寒天ゲJレの融解l乙要する熱量

1. 67 95.5 

1. 49 93.5 

1. 37 92.7 

1.19 91. 9 

1.02 88 

0.87 84 

熱可謹：·／~主グノレについて Eldτidgc 及び FerryCGl， ／士、その Cross-linking を解く際の反応熱 ill/°

と濃度 C及びグノレの融点 Tとの聞には次の式が成立する事を示 している。
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'.dH。
log10C －一一 一一一 十const-2. 303RT 

と Lで Cは g/L,T.は絶対温度、 Rは瓦斯恒数である。従って logCを縦軸花、 1/Tを横軸

に採ると、その直線部分の傾斜から、 L1H。が計算できる。各袋天について第5・3表から、 logC

l oyl~ li (Al ([) (GJ ・ と 1/Tの諸数値を
1.5卜1 ¥Cl (DJ ぃ (F)

1.0 

5
 

n
m
U
 

1
 

30 1/T x1000 

算出図示すると、試

キヰ（A),(C), (D), 

(F). (G）等では約

0.8%以上、試料

(B）及び（E）では

約 0.4%以上の濃度

範図で 1/Tとの閉0.5 ' n° ?.75 2.8° 
第5・3図

るとみえ工レ得た。（第5.3図参照）

第 5.5表の数値はとの様にして計算された。

5）総括

とれまでの実験結果をまとめると次の様になる。

に直繰関係が成立す

第5・5表

/ -4伊 Kcal/mo!

(A) 2.6× 10~ 

(B) 1.9×グ

(C) 1. 8× v 

(D) 1.7× w 

(E) 1.4×， 

(F) LOX 11 

(G) 0. 7× w 

(1）寒天グノレの濃度が上昇すると、その融点は高くなる。

(2）同一寒天グノレであると、 1%以上の濃度では、 その濃度が多少

かわっても、融点の変化は比較的小さい。

(3）同一濃度であれば、 Cc/Crの大きい寒天グノレの融点は高い。

(4) グルの融点と Cr.s.項の関連は、 Cr.s.が大きい場合、濃度による融点の差は比按的小

さい。

(5) 以上の結果から、グノレの濃度と融点を測定する事に依り、グJレの Cc/Cr,Cr. s.を間接的

に推定できる。

(6）寒天浸出液の pHが小さい寒天で、は、そのグノレの Cc/Crの数値が大きいものはなく、且

つ融点も亦低い。

結 言

本稿に於て著者は、新らしい寒天グJレの性欣分析法を提案した。その応用により製造各工程に

於ける性棋の変化の程度を知る事、従って任意の性炊の寒天グノレを製造する方針を明らかにした。

ヨえに寒天中tて含まれる硫酸定量の意義、硫酸量及び塩基度等と原藻>Itぴに寒天等の関連を論じ

た。その結果、寒天の純度と委：硫酸量がかなり高度の逆相関を示す点、原藻復基度測定が、従来

化学的に不明であった原藻煮熟時の趨疋酸量の決定に pH等と共にかなり有力な参考事項と主主り
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得る点等が注目された。

更に寒天グノレの濁りと製浩履歴との関係、叉吸光度の小さい寒天グJレを得るための必要条件、

寒天定量に対する比濁法の趨別限界等についても検討を行った。

'it. Iま寒天グ；l＞の融点測定の結果hら著者のグJレの性肢を推定し得る事を示した。

ヰ♂f究が寒天に関する化学、特に原藻及び、寒天の品位分析法並びにその製造法化対－する知見に

寄与する事が出来れば宰i基である。

絡ー

( 1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

( 5) 

第 1 

( 1 ) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

(5) 

( 6) 

(7) 

(8) 

( 9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

第 2

( 1) 

(2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

(7) 

( 8) 

( 9) 

参考文献

論

Choji Araki : Th巴Memoirsof th巴Facultyof Industrial Arts, Kyoto Technical University, 
Science and Technology, 2 (B) 17. (1953). 

初II川鉄之助：大工試 14(5) (1933). 

C・K. Tseng : Sci. Monthly : 59 37 (1944). 

E. J. F. Wood : Council for Sci. & Ind. Research. Bull. No. 203, (1946) Australia. 

Pharmacopeia of U.S. XIII.18 

掌

西村寅三 ：水議報 9(3) 18 (1913). 

相II川鉄之助・ 西 国 義郎 ：大工試 11(14) (1930). 

山崎金五郎 ・高 田 重 之：科学と工業 6(10) 5 (1931). 

板野新夫 ・辻 康彦 ：燥化 13236 (1937). 

立野新光 ・回村健二・沖田新一：日寒水組織。寒天に関する研究。（第1報）。（1941).

S. E. Sheppard,S. S. Sweet,J. W. Scott : Ind. Eng. Chem. 12 1007 (1920). 

S.E.Sheppョrd,S.S. Sweet. J. A. C. S. 18 539 (1921). 

平野 弘 ：日化 63345 (1942). 

谷井 潔 ；東北水研報 2137 (1953)' 

増山元三百~：小数例の纏め方と突！倹計t舗の立て方 36 (1949). 

谷井 潔 ：日水産 15397 (1949)' 

谷井 潔 ：東北7.K研研報 2135 (1953)' 

増山元三郎 ：実験計画法大要 14(1948）白

谷井 潔 ；東北水feff(iff戦 2139 (1953). 

グ グ グ 141(1953)' 

日水産 16115 (1950). 

木村金太郊：懇天に関する調査報告 150(1917). 

谷井 潔：東北水研研報 214<1 (1953). 

章

W. G. M. Jones, S. Peat : J. Chem. Soc. 225 (1942). 

E.G. V. Percival, T. G H. Thomson : J. Chem. So:;. 750 (L94~） 

V. C. Barry, T. Dilton, W. Mcgettrick: J. Chem. Soc. 183 (1942). 

緒 論 (1)

C. Neuberg, H. Ohle : Biochem. Z. 125 131 (1921). 

M. Samec, V. lsajevic : Kolloid. Z. Beih. 16 285 (1922). 

F. Fairbrother,H. Mastin : J. Chem. Soc. 123 1412 (1923) 

高橋栄治 ・白浜 潔：農化 7702 (1931) 

緒 論（2）、日水産 10163 (1941）.同誌 17305 (1952) 

( 59 ) 



東北水研 ：研究報告 第9号

(10） 緒 論 （2)

(11） 緒論 （l)

(12) 加藤多喜/f.fft：日化 47486 (1926). 

(13） 中山 毅 ：日化 47195 (1926). 

(14) 斎藤平吉 ：東北大理科報告 1650 (1927). 

(15) 菊池末太郎 ：日化 49289 (1928) . 

(16）荒木長次；日化 581085 (1937）目

第 3 章

( 1） 緒 論 （2)

(2) 井川正二郎 ・jtj1回新 一 ：日怨水組報告 6(1942). 

( 3 ） 井手正夫 ：衡化 5277 (1933). 

( 4) 第 1 主主 (17) 

(5) 柳川鉄之助．大工試 17〔6](1936). 日水学 6275 (1938). 

( 6 ) I. V. Kizevetter : Bull. Pacific Sci. Inst. Fish. &Oζeano. (U.S. S. R) 13 29 (1937). 

( 7) 舟木好お衛門 ・小 島良夫 ：日水学 1643 (1951). 

( 8）谷井 潔 ：東北水引liff報 2145 (1953). 
( 9) 第 2 主主 (16) 
(10) 第 2 主主 (13) 

(11） 谷井 潔 ・絹 巻 添ー東北大非水化研報告 4(2) 135 (1954). 
(12) A. 0. A. C. : Sect. 6. 12 (1950). 

(13） 谷井 潔 ・大竹 茂夫 ：日水学 15620 (1950). 

第 4 章

( 1) 宮地 震二 ：応用徽菌学 p.48（岩波書店 ］＇948).

( 2) K. Krishnamurti. : Pro. Roy. Soc. (A) 122 76 (1929) 

( 3） 第 2 章 （7)

( 4) S. Basu, A. K. Sircar : J. Coll Chem. 6 574 (1954). 

( 5） 第 3 章 、（13)

( 6） 谷井 潔 ：東北水ii!flVF幸IX2 142 (1953 

( 7) J. W. Mellor : A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry, 14 56 (1935) 

( 8 ) Von The Svedberg : Kolloid Z. 4 168 (1909). 

( 9) R. Kunin : Anal. Chem. 21 87 (1949). 

(10) A. 0. A. C. Sect. 6. 6 (1950). 

(11) J. T. Woods,M. G. Mellon : Anal. Ed. 13 551 (1941). 

(12) C. A. Peters, C. L. French : Anal. Ed. 13 604 (1941). 

(13) 海藻高度利用工業化試験報告第1集 p.1 (1951）.水産庁

(14) W. Heller &E. Vassy : J. Chem. Phys. 14 565 (1946). 

(15) H. Boedtker, P. Doty : J. Phys Chem. 58 969 (1954) 

(16) H.B. Bull : Physical Bioニhemistry276 (1951). New York 

(17） 第 1 掌 （2)

(18) K. Krishnamurti : Current Science 2 35 (1934). 

(19) E. Heymann : Trans. Faraday So呂田 31 859 (1935). 

(20) H. Freundlich : J. Phys. CD.em. 41 901 (1937). 

第 5 章

( 1 ） 第 1 掌 （2)

( 2） 板野 新 夫 ・辻 康彦 ：農学研究 30332 (1938). 

( 3） 井川正二郎 ・1中国新 一 ・相漆 助＋ ：日寒水組報告 433 (19匂）

(4） 谷井 潔 ：日水産 13245 (1948). 

( 5） 第 1 ~ (18) 

( 6) ]. E. Eldridge,]. D. Ferry. J. Phys. C岡m.58 992 (195め

( 60 ) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

