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各種タンパク質粉末を添加した冷凍すり身加熱ゲルの

レオロジー的性質とタンパク質の溶解性との関係

園本弥衣1 奥村知生1 渡辺宗一郎1 加藤登1* 新井健一2

i東海大学海洋学部水産学科
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Relation between Rheological Properties and Protein Solubility of Heat-induced Gel 

from Frozen Surimi with Addition of Protein Powders 

Mii Kunimotd， Tomoki Okumura1
， Souichiro Watanabe¥ Noboru Katd* and Kenichi Arai2 

1 Department of Fisheries， The School of Marin巴 Scienceand Technology， Tokai University， 

3-20-1 Shimizu-ku. Orido. Shizuoka 424-8610 

2 Formerly : Department of Food Science， Faculty of Dairy Science， Rakuno Gakuen University， 

583 Midorimachi Bunkyoudai， Hokkaido 069-8501 

Ground meats (3 % N aCl) composed of frozen surimi of arabesque greenling (AG) or walleye pollack (WP)， both 
with and without the addition of 3% protein powders (albumen powder (Al)， soybean protein powder (Sp)， and Na-
caseinate (C-Na))， were heated at 90"C for 30 min. both with and without preheating at 25

0

C for several hours. The 
rheological properties of the heated gels were then measured with a rheometer throughout the preheating process. 
The heated gels were solubilized in various solvents， including 0.6 M NaCl (N)， 1. 5~8. 0 M ur田 (U)，田d2%
mercaptoethanol (M巴)， and protein solubility was determined. 1) Dir巴ctheating of AG and WP and two-step heating 
of AG， both with and without the addition of individual protein powders， resulted in unset gels. 2) Two-step heating 
of WP， both with and without the addition of Al or Sp， resulted in a set gel， while the use of C-Na resulted in an unset 
gel. 3) The majority of the protein structure of unset gels was readily soluble in N + 8.0 M U + Me， whereas the 
solubility of set gels in N +8.0 M U and N +8.0 M U + M巴 wasgreatly reduced with the accumulation of an insoluble 
gel structure. 4) Protein solubility di妊eredclearly between th巴setand unset gels. A large.difference in the possible 
types of binding forces involved in both gel structures was therefore suggested. 

(Received Jan. 3， 2013: Accepted Jun.13， 2013) 
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水産ねり製品の主たる原料は，スケトウダラの冷凍すり

身であるが諸般の実情によりその価格が変動したり，また

は需要が思うに任せない情況になることがある.著者ら

は，冷凍すり身を原料としてより有効に利用することを目

標として，加熱ゲル形成能に関わる基礎的な研究を行って

きた.すなわち，タンパク質は固有のゲル化特性を有して

いるが，ゲル形成は pH域，温度域およびタンパク質濃度

によって大きく左右されることが知られている.そこで，

すり身タンパク質のゲル形成能における加熱条件，重合リ

ン酸塩などによってもたらされる pH域の変化，加水や添

加物によるタンパク質濃度の変化，および糖質など保存剤

の添加による影響について 詳細な検討を加え，成果を報

じたト4)

l〒424-8610静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1
2干069-8501北海道江別市文京台緑町 583
*連絡先 (Correspondingauthor). n-kato@scc.u-tokai.ac.jp 

また，魚肉タンパク質は他のタンパク質とは異なり，坐

りゲルと呼ばれている強い弾力に富むゲルを形成するのが

特徴として知られているが，坐りゲルの形成は加熱温度と

時間に依存するので，その過程を速度論の立場から解析し，

物性の変化を数式で表す試みを行い，この成果がスケトウ

ダラ冷凍すり身の等級格付けや価格設定に利用できる可能

性について論じたそさらに，異種類の魚肉を原料とした冷

凍すり身を利用するため，それらの加熱ゲル形成能を正確

に解析しその特徴を明らかにすることが必要であるが，

著者らはシロザケ， Pacific whiting.ホッケ，チリ産マアジ

などの冷凍すり身について，またそれらをスケトウダラ冷

凍すり身と混合した場合について，形成される加熱ゲルの
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物性上の特徴から，魚種による特異性を分類，体系化する

研究を行った6)-8) この成果は，冷凍すり身の需給を安定化

させるのに有用で、あると考えられる.また，水産ねり製品

の増量または物性改良のために これまでに広く利用され

てきた各種のタンパク質素材について9)-円その添加効力

をより正確に把握することを目的とし，牛血築粉末および

卵白粉末の効用について検討を行った凶~円その結果，坐

りゲルと非坐りゲルでは，その物性に及ぼす二種の添加物

による増強効果が異なることがわかった.すなわち，坐り

加熱ゲルでは，物性の増強度が大きく，破断強度と共に破

断凹みも高値となるが，非坐りゲルでは，その度合いが小

さく，また破断強度に比べて破断凹みの上昇割合が小さ

かった.坐りゲルと非坐りゲルとでは，その構造に違いが

あることは，光学顕微鏡や電子顕微鏡像による観察結果か

ら既に報じられているが珂)16) 冷凍すり身から調製される加

熱ゲルは，加塩一加熱によって起こる変性を伴ったタンパ

ク質分子の凝集反応の生成物であり，結果として規則的な

三次元のタンパク質網目構造が形成される 17) しかし坐

りゲルと非坐りゲルのタンパク質(凝集体)構造上の差異

については，ほとんど検討がされていなかった.これは，

ゲルの構造を分析する適切な研究法が知られていないため

であるように，思える.

加熱ゲルに特有な三次元の網目構造の形成機構は，タン

パク質化学的には未だ解明されていないが，隣接するポリ

ペプチド鎖聞の引力と反発力とのつり合いから成っている

と考えられており，疎水性相互作用，静電的相互作用，水

素結合，またジスルフイド架橋などの相対的な寄与が影響

を及ぼすとされている 17) そこで著者らは，先にホッケと

スケトウダラの冷凍すり身を使用して卵白粉末の添加の有

無の下で形成された坐りゲルと非坐りゲルについて，加熱

ゲル・タンパク質の各種溶媒(塩，尿素，メルカプトエタ

ノールから成る)に対する溶解度を測定し，それから加熱

ゲルの構造形成に関与しているタンパク質問の結合(また

は相互作用)のタイプとそれらのバランスを予測し比較

する研究を行った?本研究では続いて，坐りゲルと非坐

りゲル加熱ゲルの構造形成の際に添加した 3種のタンパク

質(卵白，大豆およびカゼインナトリウムの製品)の影響

を比較し加熱ゲルの物性値とのかかわりを論ずることを

目的とした.

実験方法

1.試料

ねり製品の原料としてホッケ. (arabesque greenling. 

Pleurogrammus azonus)の冷凍すり身とスケトウダラ，

(walleye pollack. Theragra chalcogrammα) の冷凍すり身

(陸上2級品)を使用したまた，添加したタンパク質粉末

は，いずれも食品添加物として流通している 3種の製品

すなわち卵白粉末，キューピー株式会社製Kタイプ (Al). 

Table 1 Proximate composition of frozen surimi and 

protein powder 

Frozen surimi Protein (%) Moisture (%) pH 

Arabesqu巴gr巴enling(AG) 14.2 76.7 7.16 

Walleye pollack (WP) 13.8 79.0 7.44 

Protein additive 

Album巴npowder (AI) 82.5 6.4 7.49 

Soybean protein powder (Sp) 76.8 6.9 7.24 

Na-caseinate powder (C-Na) 83.7 8.7 7.36 

(Symbol) 

大豆タンパク質粉末，フジプロテイン・テクノロジー株式

会社製フジプロ PM(Sp). およびカゼイン Na. 日本新薬

株式会社製 CW(C-Na)を使用した なお，これらの水分，

タンパク質含量，溶解時の pHはTable1に示した

2. 加熱ゲルの調製

冷凍すり身を-50
0

Cから前日に-20
0

Cの冷凍庫に移して

解凍し，高速冷却式真空カッター (Stephan社製 UM-5

Universal. ドイツ)で細切した後.3%NaCl (w/w) と共

に15分間塩ずりした また，塩ずりに際して 3%の各種

タンパク質粉末を添加したが，すり上がりの肉糊の温度は

ほぼ 7
0

Cを保つようにした.調製した肉糊は折径 48mm

のポリ塩化ピニリデン・チューブに充填し. 25tの恒温水

槽中で 8時間(ホッケの場合)または 15時間(スケトウダ

ラの場合)まで予備加熱し経時的にその一部を取り出し

て.90
0

Cで30分間加熱しただちに氷水中で、冷却した こ

れを二段加熱ゲルとしたまた予備加熱をせずに. 90
0Cで

30分間加熱したものを直加熱ゲルとした

3. 加熱ゲルの物性測定とゲル剛性の算出

氷水中に保管した加熱ゲルを取り出し，品温を 25
0

Cに戻

した後，直径 30mmx高さ 25mmの円柱状試験片とし，

レオメーター(サン科学社製レオテックス・タイプSD-700)

を使用し，直径5mmの球形プランジャーにより，侵入速

度 60mm/minにおいて，破断強度 (BS.g)と破断凹み (bs.

cm) を測定した.また加熱ゲルの物性上の特徴のーっと

してゲル剛性 (Gs=BS/bs. g/cm) を算出した

4. 加熱ゲル・タンパク質の各種溶媒に対する溶解度の

測定

加熱ゲルを細切し，約 0.25gを精秤し.5倍量 (v/w)の

組成の異なる溶媒 (Table2)闘を加え，マグネチック・ス

ターラーを用いて室温で 48時間撹持して溶解させた.溶

解後，遠心分離 (3500rpm. 20min) して上澄を取り，水

を加えて 10倍に希釈し.15%TCA (トリクロル酢酸)溶液

を等量加えて室温で 30分放置後，遠心分離 (3500rpm.30 

min) してタンパク質の沈殿を集めた.この沈殿に.3.0ml 

の石油エーテルを加えて撹枠し，遠心分離 (3500rpm. 30 

min) して脂質など爽雑物を除去した.沈殿タンパク質は

1.0mlの 1MNaOHに溶解してピウレット法却)によって比
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Table 2 Chemical composition of solvents used for solubilization of heated gel 

Solvents Composition Symbols 

(Sl) O.6M NaCI. pH7.5 N 

(S2) O.6M NaCl+1.5M urea， pH7.5 N+1.5M U 

(S3) O.6M NaCl+8.0M urea， pH7.5 N+8.0M U 

(S4) O.6M NaCI+8.0M urea+2% m巴rcaptoethanol.pH7.5 N+8.0M U+Me 

(S5) 2% SDS+8.0M urea+2% mercaptoethanol. pH7.5 SDS+8.0M U+Me 

*pH7.5: 20mM Tris-HCl buffer 

色定量したまた各種溶媒へのタンパク質の溶解度は，塩

ずり肉(肉糊)中の全タンパク質量を測定して，これを基

準とした百分率(%)で表したなお，測定は 3回繰り返

し平均値を得た

本実験で採用した溶媒の化学組成は Table2に示した

5. 加熱ゲル・タンパク質の各種溶媒への溶解度とゲル

構造に関与している結合タイプ

5種の溶媒に対する加熱ゲル・タンパク質の溶解度の相

違から，加熱ゲルの形成に関与しているタンパク質問の結

合(または相互作用)のタイフ。とその影響の度合いを推測

したすなわち， Slへの溶解度はタンパク質構造に寄与

しているイオン結合に強く依存して定まり，また S2とSl，

S3とS2およびS4とS3への溶解度の差異は，それぞれタ

ンパク質問の水素結合，疎水性相互作用，およびジスルフイ

ド(S-S)結合に強く依存して定まると考えられるので，こ

れらの値を算出した.また Sl~S4 の溶媒に不溶性のタン

パク質成分 (1)は上記4種のタイプよりもなお強力な結合

力に依存して生成し，定まる量であると推定されるので，

(100-S4) として求めた.なお，本実験において調製した

各種の加熱ゲルは，全て S5の溶媒に対しては完全に溶解

するのでI成分量は(S5-S4)として算出する量と合致する.

実験結果および考察

1. 予備加熱に伴って起こる加熱ゲルの物性の経時的変

化と各種タンパク質粉末の影響

予備加熱の進行に伴って変化する加熱ゲルの物性値を測

定した結果を Fig.1に示した これによると，ホッケのす

り身から形成される加熱ゲルの場合は， BSとbsは共に経

時的に減少していく傾向を示したが，減少の度合いは極め

て小さかったこの経時的な変化は各種タンパク質粉末の

うち，卵白粉末 (Al)と大豆タンパク質粉末 (Sp) を添加

した場合も全く変わらなかったが，カゼイン Na粉末 (C-

Na) を添加した場合は減少傾向を示さなかった.ただし

加熱ゲルの物性値は影響を受け，全体に渡って変動した

すなわち， BS値については Al>Sp>じNa>無添加加熱ゲ

ルとなり， bs値は Al>Sp>無添加>C-Naの)1慣に高値と

なった.この結果は，ホッケすり身から形成される加熱ゲ

ルでは，各種タンパク質を添加しでも 8時間にわたる予備

加熱の間変化することなく 加熱ゲルの物性値に寄与して

いることを示唆している.

一方，スケトウダラの冷凍すり身から形成される加熱ゲ

ルの場合は， BSとbs値は共に，経時的に増加する傾向を

示した.この傾向は， 3種のタンパク質粉末のうち， Alと

Spを添加した場合は変わらなかったが， C-Naを添加した

場合には増加傾向を示さなかったこの C-Naの添加試料

で，物性値の経時的変化がなかった点は，ホッケすり身の

加熱ゲル形成の場合と良く類似していたただし，各種タ

ンパク質の添加により加熱ゲルの物性値は影響を受け，全

体に渡って変動した.すなわち， BS値は Al=Sp>無添加

=C-Naとなり，また bs値は Al=Sp>無添加>C-Naの順

位となった.それゆえ，スケトウダラすり身から形成され

る加熱ゲルの場合においても，添加した 3種のタンパク質

粉末は，予備加熱が 15時間に渡って変化を受けることな

く，加熱ゲルの物性値に対して同様に影響を及ぼしている

ことを示した.

2. 加熱ゲルの物性上の特徴と各種タンパク質粉末の影響

ホッケとスケトウダラの冷凍すり身から形成された加熱

ゲルの物性上の特徴は，両者間で著しく異なり，また 3種

類のタンパク質粉末の添加の影響もまたそれぞれに異なる

ことを示した (Fig.1).そこで，予備加熱が8時間(ホッ

ケ)および 15時間(スケトウダラ)に渡って測定した加熱

ゲルの BSとGsの関係をプロットし， Fig.2にその結果を

示した.これによると，ホッケのすり身から形成される加

熱ゲルの BSとGsは予備加熱の影響を受けず，比較的低

値に留まるため，関係プロットは図中の左下方に集中した.

またタンパク質粉末の AlとSpによって両物性値は僅か

に増加したものの，その度合いは小さいので関係プロット

は僅かに右上方へ，また C-Naによっては BSは僅かに増

加し， Gsが明らかに増加 (bsは大きく減少)したため，関

係プロットは図中右方に集中した.これらの結果はホッケ

すり身からは，各種タンパク質の添加の有無に関わりなく，

常に非坐り加熱ゲJレが形成されることを示した

一方，スケトウダラの冷凍すり身から形成される加熱ゲ

ルの BSとGs値は予備加熱の進行に伴って経時的に増加

し両値の聞には強い正の相闘があるため，関係プロット

は図中の右上方に直線として示された.また各種タンパク

質粉末のうち， Alを添加した加熱ゲルでは， BSとGs値の

増加比率が無添加の加熱ゲルの場合と同値であるため，両
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Fig. 1 Change in rheological property of heated gel formed from frozen surimi with and without addition of protein 

powders as a function of preheating time of salt-ground meat 

Frozen surimi was thawed and ground with 3%NaCl(w/w). The salt-ground meat with and without addition of 3% 

protein powder. was preheated at 25t for up to several hours and subsequently heated at 90t for 30 min at a definite 

interval. 

The breaking strength (BS. g) and breaking strain (bs. cm) w巴remeasured with a rheometer by using a spherical 

plunger of ct 0.5 cm. The gel stiffn巴ss(Gs) was calculated as BS/bs. g/cm 

Frozen surimi : (A. B) arabesque greenling. (C. D) walleye pollack. 

Rheological property : (A. C) BS. (B. D) bs 

Protein additive : (.) none. (ム)3 % albumen powder. (口)3 % soybean protein powd巴r.(X) 3% Na-caseinate 

加熱ゲルの示す関係直娘はほぼ重複する位置関係にあっ

た. Spを添加したときは.BSの増加率よりも Gsの増加率

の方が大きいため，関係直線は Alを添加した加熱ゲルの

関係直線よりも図中右側に移動して位置した.なお.C-Na 

を添加した加熱ゲルの BSとGs値は予備加熱に伴って増

加しなくなり，低値に留まるため，関係プロットは直線と

はならず，図中下方に集中した.

予備加熱の進行に伴って BSとGsが経時的に増加し

その上 BSとGsの関係プロットが直線関係を示すのは，

坐りゲルを形成する際の物性上の特徴であることは良く知

られている山2) それゆえスケトウダラの形成する加熱ゲ

ルは典型的な坐りゲ、ル形成能を示し， Alの添加はそのゲ

ル化能を増強すること，また Spの添加もまた増強効果を

及ぼすが， Alの添加の場合とは異質な物性上の特徴(同じ

BS値で比べればbs値が低いので いわば脆い物性)の加

熱ゲルを形成するようになることを示した.なお. C-Na 

を添加するとスケトウダラすり身が持っている坐りゲル形

成能は発揮されなくなり. Alや Spの場合とは異なる影響

を及ぼすが，その理由はいまだ明らかでない.なお，本研

究では添加する各種タンパク質粉末は 3%にしてその影響

を検討したが，これは著者らが先に卵白粉末添加の効果を

検討した結果によると，添加量が0-3%の間では，形成さ

れる坐り加熱ゲルの BSとGsの相関を示す関係式がほぼ合

致し，物性上類似していることを見出したからである仰!

しかし Spや C-Naに関してはその添加量と加熱ゲルの物性

との関係は明らかでなく，より詳細に検討する必要がある.

3. 予備加熱に伴って起こる加熱ゲル・タンパク質の各種

溶媒に対する溶解度の変化と各種タンパク質の影響

ホッケおよびスケトウダラ冷凍すり身から形成される加

熱ゲルの構造の相違を検知し，これに対する各種タンパク
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Fig. 2 Comparison of preheating time-dependent change in BS vs Gs plots of two step-heated gels formed from frozen 
surimi with and without addition of protein powders 

The data shown in Fig. 1 were adopted to illustrat巴 thisfigure. 
Frozen surimi : (A) AG， (B) WP 

Protein additive : (・)none， (ム)3 % albumen powder， (口)3 % soybean prot巴inpowder， (X) 3% Na-caseinat巴a

質の添加の影響を比較するため，加熱ゲル・タンパク質を

可溶化する作用を持つ各種の溶媒(組成は Table2) に対

する溶解度を測定し結果を Fig.3に示したこれによる

と，ホッケ (Fig.3(A))の直加熱ゲル・タンパク質は溶媒

Slに約 10%，S2には約 20%，S3にはほぼ 70%溶解し，

S4には約 80%溶解した.すなわち，溶解度は Sl<S2<S3 

<S4の順となり，いずれの溶媒にも溶解しない成分 (1成

分と称する)は 20%程に相当したまた二段加熱ゲル・タ

ンパク質の Sl-S4への溶解度および不溶性成分量は，予

備加熱によって僅かに変動するものの，予備加熱 8時間に

渡って直加熱ゲル・タンパク質の場合とほぼ同じ値を保っ

ていた.

次いで、， Alを添加 (Fig.3(B))すると，直加熱ゲル・タ

ンパク質の溶解度はやや変化したすなわち， Slへの溶

解度は僅かに減少， S3へのそれは 20%ほど減少したが，

S2とS4への溶解度は変わらず，また I成分量も変わらな

かったしかし二段加熱ゲル・タンパク質の Sl-S4に

対する溶解度は，多少の変動は見られるものの，予備加熱

が8時間に渡って大きく変化することはなく，直加熱ゲ

ル・タンパク質の溶解性がこの間保持されることを示した

また Spを添加 (Fig.3(C))した直加熱ゲルも， S3への

溶解度が Alを添加した場合よりもやや多く減少したが，

二段加熱ゲル・タンパク質の Sl-S4への溶解度およびI

成分量は，予備加熱 8時間に渡って大きく変化することは

なく，直加熱ゲル・タンパク質の溶解性を保持することを

示した

C-Naを添加 (Fig.3(D))すると，直加熱ゲル・タンパ

ク質の S2への溶解度は 10%前後増加することを除けば，

Sl， S3， S4への溶解度およびI成分量は無添加の加熱ゲル

の場合と類似する値となったしかし二段加熱ゲル・タ

ンパク質の溶解性は，予備加熱の影響を受けず，直加熱ゲ

ル・タンパク質のそれらの値を保持した.それゆえ，ホッ

ケすり身から形成される直加熱ゲ、ルの構造は各種タンパク

質の添加によってそれぞれ僅かに変化をするが，予備加熱

を数時間に渡って行っても二段加熱ゲルの構造はその影響

を大きく受けることはなく，そのまま保持されると推測さ

れた.

一方，スケトウダラ (Fig.3(E))の直加熱ゲル・タンパ

ク質の Slへの溶解度は 20%弱， S2へのそれは 20%強，

S3へは 70%前後， S4への溶解度は最も高く 80%強，ま

たI成分は 20%弱であり 溶解の度合いは Sl=S2<S3<

S4の順であった. 1成分量をも含めて，先に述べたホッケ

の直加熱ゲル・タンパク質の溶解性と近似していた これ

は直加熱ゲルに共通した特徴であるように見えた. しか

し予備加熱に伴って二段加熱ゲル・タンパク質の溶解性

は経時的に著しく変化するので，この点ではホッケの加熱

ゲルの場合とは全く異なった.すなわち，二段加熱ゲル・

タンパク質の Sl-S4溶媒に対する溶解度は，いずれも経

時的に減少した本来日と S2への溶解度は低値である

ため，減少度は小さいが， S3とS4への溶解度の減少度は

極めて大きく，これに伴って I成分量の増加・蓄積が著し

く，予備加熱 3時間後には 60%弱に達した

Alを添加 (Fig.3(F))すると，形成される直加熱ゲル・

タンパク質の溶解性は僅かに変化し， SlとS3への溶解度

が減少したその他の溶媒への溶解度はあまり変わらな

かったが，二段加熱ゲル・タンパク質の溶解性の予備加熱

に伴う経時的変化は，無添加の加熱ゲルの場合と類似して

いた.すなわち， SlとS2への溶解度は低値なので変化は

目立たないが， S3とS4への溶解度の減少は極めて大きく，

I成分量の増加・蓄積は無添加の加熱ゲルの場合よりも大

きくなり，予備加熱が8-9時間後にはほぼ70%に達した

また Spを添加 (Fig.3(G)) したときも，直加熱ゲル・



( 32 ) 2013年 10月第 10号第 60巻日本食品科学工学会誌572 

(D) 
120 

100 

0 
8 10 12 14 16 0 

60 

40 

20 

80 

(C) 
120 

20 

。。

100 

80 

60 

40 

(B) 
120 

60 

40 

20 

100 

80 

(A) 

120 

100 
ポ

T 80 
，且

号60
"' 回
号40
』

且4

20 

2 4 6 8 10 12 14 16 

日
120 

40 

20 

100 

80 

60 

(G) 

6 4 2 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

8 10 12 14 16 

(F) 

6 2 4 8 10 12 14 16 

120 

100 

40 

20 

80 

60 

(E) 

6 4 2 

120 

100 

渓

T 80 
F且

号60
国

国

540 
』

仏

20 

0 
8 10 12 14 16 0 

0 
8 10 12 14 16 0 2 4 

Preheating time (h) 

。。。。
8 10121416 

Fig. 3 Changes in protein solubility of heated gels formed from frozen surimi formed with and without addition of 

protein powder， in various solvents as a function of preheating time of salt-ground meat 

The preparation of the heated gels with and without addition of protein powders was conducted as in the same m紅mer

as in Fig. 1 

The heated g巴1was minced and solubilized into 5 volum巴sof Sl ~S5 solvents by continuous stirring for 48 hours at 

room temperature. Th巴 solubleprotein in the solvent was precipitated on addition of equal volume of 15 % TCA 

(trichloro-acetic acid). The protein in the sediment was dissolved in 1 M NaOH and measured by a biuret method. The 

protein solubility in each solvent was expressed as the percent (%) on the basis of total protein content in salt-ground 

meat. All determinations were performed in triplicate and average value was obtain巴d.

Frozen surimi : (A~D) AG， (E~H) WP. 

Protein additive : (A， E) none， (B， F) 3 % albumen powder， (C， G) 3 % soybean protein powder， (D， H) 3 % Na-caseinat巴

Solvent: 0 0.6M NaCl (SI)，ム 0.6M N aCI+ l.5 M U rea (S2)，口 0.6MNaCI+8.0M Urea (S3)，く>0.6M NaCI+8.0M 
Urea+2% mercaptoetanol (S4)， X 2% SDS+8.0M Urea+2% mercaptoetanol (S5)，・ (100-S4)=I.

All solvents contained 20 mM  Tris-HCl (pH 7.5). 

6 2 4 6 6 2 4 8 10 12 14 16 6 2 4 

性は予備加熱により経時的に変化するものの，その度合い

は小さいのが特徴であったすなわち， SlとS2への溶解

度は低値であり，その変化も少なかった S3とS4への溶

解度は経時的に減少するものの，その度合いはいずれも小

さく，また対応して増加・蓄積する I成分量も低値であり，

40%に留まった.それゆえ， C-Naを添加したときの加熱

ゲルの構造は， Alや Spを添加した加熱ゲルのそれらとは

明らかに異なっていると思われる. Sl~S4 洛媒に対する

溶解度が予備加熱によって経時的に変化する度合いが小さ

く， 1成分の生成も少ない点は，ホッケの非坐りゲル形成

の場合に共通している.

タンパク質の溶解性は変化し， Slへの溶解度はより低値

となり， S2へのそれは変わらないが， S3への溶解度は著

しく低下し， S4への溶解度は僅かに増加したまた，二段

加熱ゲル・タンパク質の溶解性が変化する点は同じであっ

たが， Sl， S2およびS3への溶解度は経時的に変化せずに

S4への溶解度だけが大きく減少し不溶性成分が増加す

るのが特徴であった

C-Naを添加 (Fig.3(H))した場合は，直加熱ゲル・タン

パク質の Sl~S4 への溶解度とそれらのバランス (Sl~S4

への溶解度の相対比率)は無添加の加熱ゲJレの場合とあま

り変わらなかったまた二段加熱ゲル・タンパク質の溶解
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Fig. 4 Changes in possible binding types involved in heated gel protein structure formed from frozen surimi with and 

without addition of protein powders. as a function of preheating time of salt.ground meat 

From the data shown in Fig. 3， the possible types of bond/interaction involved in protein structure of heated gel formed 

from frozen surimis with and without addition of protein powd巴rs，were derived as : (Sl) for ionic bond， (S2-S1) for 

hydrog巴nbond， (S3 -S2) for hydrophobic interaction， (S4 -S3) for disulfide bond， (1 = 100 -S4) for more intensive 

interaction/bond 

The type of binding force involved in insoluble protein(1) structure of heated gel was assumed as to be more intensive 

one because it was insoluble in either of 0.6 M NaCI. 1.5~8目oM Urea. 2 % Me and their mixtur巴.
Frozen surimi : (A~D) AG， (E~H) WP 

Additive : (A， E) none， (B， F) 3 % albumen powder， (C， G) 3 % soybean protein powder， (D，町 3%Na.cas巴inate.

Preheating time (hr) : 

AG (く))0， (X) 1， (0) 2， (ム)4， (口)6，(.)8 
WP (く))0， (X) 3， (0) 6， (ム)9， (口)12， (.) 15. 

4. 各種タンパク質粉末を添加した加熱ゲルの構造に寄

与している結合タイプ

5種類の溶媒に対するタンパク質の溶解度を測定した結

果 (Fig.3)を基にして，加熱ゲルの構造に関与している結

合力のタイプとそれらのバランスを推定する試みを行っ

た 結果は Fig.4に図示した.従来からの知見によると，

加熱ゲルの SDS可溶化溶液中には二重体~十量体に相当

するミオシン重鎖の多量体成分の存在が認められており竺

また坐りゲル消化物中に e-(yグルタミル)リジンに相当

するイソペプチド成分が同定されているやその上， SDS 

は強力な変性剤として知られており，タンパク質の疎水領

域と親水領域の聞の媒体として働き，タンパク質の解鎖を

引き起こし溶解させるといわれているお判それゆえ，この

I成分の形成には，極めて強力なタンパク質問の結合力が

関与していると推測されるものである.そこで，以下の実

験結果では，この I成分の形成には，より強いタイプの結

合が関与していると表現した

Fig. 4に示した結果によると，ホッケの直加熱ゲルの構

造には疎水性相E作用が強く影響しているが，二段加熱ゲ

ルの構造もまた同様に疎水性相互作用が強く影響している

ことが示唆された Alを添加すると直加熱ゲルの構造に

は，疎水性相互作用の関与が減り， S-S結合がほぼ同程度
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に影響を及ぼすようになるが，これは二段加熱ゲルの場合

でも同じであることが示唆されたまた Spを添加する

と，直加熱ゲルの構造には疎水性相互作用に代って S-S結

合がより強く影響を及ぼすようになり，これは二段加熱ゲ

ルの場合もほとんど同じであることが示唆された さら

に， C-Naを添加した場合は，直加熱ゲルの構造には，無添

加の直加熱ゲルと全く同程度に，疎水性相互作用の関与が

あり，二段加熱ゲルの場合も同じで変わらないことが示唆

された.

一方，スケトウダラの直加熱ゲルの構造においても，ホッ

ケの直加熱ゲルの場合と同じく 疎水性相互作用の影響が

最も強く，その他のタイプの結合の関与は相対的に小さい

ことが示唆されたしかし二段加熱ゲルの構造において

は，予備加熱の進行に伴って疎水性相互作用の関与が減少

し極めて強い結合による I成分の形成が影響してくるこ

とが示唆された Alを添加すると形成される直加熱ゲル

の構造においては，疎水性相互作用の関与が減って S-S結

合もやや影響するようになるが，二段加熱ゲルの構造には，

予備加熱に伴ってより強い結合による I成分の形成が影響

するようになった また Spを添加すると，直加熱ゲルの

構造には，疎水性相互作用ではなく， S-S結合が極めて強

い影響を及ぼしていることを示唆したが，二段加熱ゲルの

構造には予備加熱に伴って強い結合の I成分の形成が関与

するように変化した. しかし C-Naを添加した時は，無添

加の直加熱ゲルの場合と何ら変わらず，依然として疎水性

相互作用が強く関与していることを示唆し二段加熱ゲル

の構造には予備加熱に伴って疎水性相互作用の影響する度

合いが減って代わりに強い結合の I成分の形成も影響する

ことを示唆したが，形成される I成分量は， AlやSpを添

加した二段加熱ゲルでの場合に比べればほほ 60%に留

まった

5. 加熱ゲルの物性と溶解性に及ぼす各種タンパク質の

影響

本研究において調製した各種の加熱ゲルの物性値と，加

熱ゲル・タンパク質の各種溶媒に対する溶解度から推測し

た加熱ゲルの構造に影響を及ぼしている結合タイプとの関

連について考察し以下に総括した.

ホッケすり身から形成される直加熱ゲルおよび二段加熱

ゲル，またスケトウダラすり身から形成される直加熱ゲル

は，全て例外なく非坐りゲjレに属した すなわち，加熱ゲ

ルの物性値は，高温処理 (90
0

C，30min)によって定まり，

低温における予備加熱処理の影響を受けず¥低値に留まっ

たこれは，このたび供試した 3種類のタンパク質粉末を

添加しでも変わらなかった.

一方，スケトウダラのすり身から形成される二段加熱ゲ

ルは坐り加熱ゲルに属した すなわち，低温における加熱

処理(予備加熱)をすることによって二段加熱ゲル(高温

処理を追加)の物性値は経時的に増加し高値に達した

なお， 3種類のタンパク質粉末のうち， AlとSpを添加し

た場合は，いずれも坐り加熱ゲル化能を著しく増強し物

性値はさらに高値に達したしかし， BSとbs値の増加比

率に差が認められるので両添加物の作用機構には何らかの

違いがあると推定される

また， C-Naの添加は坐り加熱形成を阻害し，二段加熱ゲ

ルの物性値の経時的な増加は起こらなかった.言い換えれ

ば，カゼインナトリウムを添加すると，本来スケトウダラ

のすり身が持っている坐りゲル形成能が発揮されなくな

り，二段加熱処理によっても非坐りゲルを形成するように

なった.

形成された加熱ゲル・タンパク質の各種溶媒に対する溶

解性を比較すると，非坐りゲルと坐りゲルの場合とでは，

明らかな差異があることがわかった.すなわち，非坐りゲ

ルのタンパク質構造は， 8M尿素と 2%メルカプトエタ

ノールを含む溶媒に大部分が溶解し，これは 3種のタンパ

ク質粉末を添加しでも変わらなかったタンパク質構造の

形成には，疎水性相互作用が強く影響しているが， Alを加

えると疎水性相互作用と共に S-S結合も関与するように

なり， Spを加えたときは S-S結合が特に強く影響するよ

うになることが示唆された.また C-Naを加えたときはタ

ンパク質問の結合タイプは無添加の加熱ゲルの場合と変わ

らなかった.これらはいずれも非坐りゲルであり，物性は

比較的低値に留まるが，疎水性相互作用が強く関与してい

る加熱ゲルに比べて， S-S結合が強く影響している加熱ゲ

ルの物性は， BSに対する Gsの相対値が高い(すなわち bs

値は低い)のが特徴であるように思われる

一方，坐りゲルのタンパク質は 8M尿素と 2%-2メルカ

プトエタノールを含む溶媒に難溶性である.不溶化は初期

の低温処理(予備加熱)の進行に伴って増加するが，同時

に物性値の増加も起こり，物性が最大値に達するときはタ

ンパク質の 50-60%が不溶化することが示された 不溶性

のタンパク質構造部位は より強い可溶化作用を持つ SDS

には易溶であり，極めて強い結合力によって形成されてい

ることは事実として明らかであり 坐りゲルの高い物性値

に関与していると考えられる.なお，物性値が予備加熱に

{半って増加するため最大値に達した加熱ゲルの間で比べる

と各種タンパク質の中 Alを添加すると，二段加熱ゲル

の物性 (BSとbs)値はほぼ2倍に達した.このとき，加熱

ゲル中には I成分が増加し最大値に達するが，この量は無

添加の加熱ゲル中の値よりも明らかに (10%以上)多かっ

た.また Spを添加すると，加熱ゲルの BS値は 2倍， Gs 

値は 2.5倍になった(これは無添加の加熱ゲルに比べて BS

値はより高くなるが， bs値はむしろ低くなる事実の反映で

もある).このとき二段加熱ゲル中においては無添加の二

段加熱ゲルに場合とほぼ同値の I成分が形成され，差異は

なかったしかし直加熱ゲル問で比べると，無添加の加

熱ゲルと Spを添加した加熱ゲルとでは明らかに異なり，
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前者では疎水性相互作用が，また後者では S-S結合が強く

影響しているという点で明らかな差が見られた.それゆ

え，低温から高温に至る加熱処理の過程で起こるゲル形成

に関与するタンパク質問の結合のタイフ。とバランスの変化

が，加熱ゲルの物性上の特徴に影響を及ぼしている可能性

が考えられる. Spを添加した二段加熱ゲルは Alを添加し

たものに比べればBSに対する bsの相対値が小さく，同じ

BS値で比べればより脆い(破断時における変形度が小さ

い)物性であった.なお， C-Naの添加は，強い結合力によ

るI成分の形成を抑制し物性への影響を減らすと共に，

相対的に強い結合力の疎水性相互作用の影響を多くしてい

るが，これは C-Naを添加したスケトウダラの二段加熱ゲ

ルが非坐りゲルに変わる原因であるように考えられる.

要約

ホッケ (AG) とスケトウダラ (wp)の冷凍すり身を 3

%NaClと措潰後， 3%各種タンパク質(卵白 (Al)，大豆タ

ンパク質 (Sp)およびカゼイン Na(C-Na))粉末の添加の

有無の下で，90
0

Cで 30分間，または 25
0

Cで数時間予備加

熱後に 90
o
C，30分間加熱して，直加熱ゲルと二段加熱ゲル

を調製した加熱ゲルの物性(破断強度， BSと破断凹み，

bs) をレオメーターにより測定しゲル剛性 (Gs=BS/bs)

を求めた.また，細切した加熱ゲルを 0.6M NaCl (N)， 1.5 

M または 8.0M尿素 (U)，および 2%-2メルカプトエタ

ノール (Me)から成る各種の溶媒と共に撹持し，タンパク

質の溶解度を測定した

結果は以下の通りであった.

1) AGからの直加熱ゲルと二段加熱ゲルは， 3種の添加

物の有無に関わりなく，全て非坐りゲルとなり，物性値は

低値に留まった.

2) WPからの直加熱ゲルは， 3種の添加物の有無に関わ

りなく，非坐りゲルとなる.二段加熱ゲルは坐りゲルとな

り，物性は高値に達する.また AlとSpの添加は坐りゲル

化能を増強し，物↑生はさらに高値となるが， C-Naの添加は

坐りゲル化を抑制し，物性は低値に留まった

3)非坐りゲルタンパク質は，その大部分が N-8.0MU-

Me溶剤に溶解した N-8.0MU 溶剤への溶解度との差か

ら，疎水性相互作用がゲル形成に強く関与していること，

また AlとSpを加えると S-S結合も関与することが示唆

された

4)坐りゲルのタンパク質は，予備加熱の進行に伴って

N-8.0M U-Meに溶解しなくなり不溶化成分が増加した.

Alや Spを加えると不溶化を増強するが， C-Naはむしろ

抑制した不溶性成分は SDS-8.0M U-Meには完全に溶解

するので極めて強い結合力により坐りゲル化に関与してい

ると推定された
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