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アラビノガラクタンの

構造と機能および応用 アラビアガムの特性とその利用

1. はじめに

アラビアガムは植物の樹液から得られる高分子多糖類で

あり， f長れた乳化特性や皮膜性をもつことから，増粘安定

剤として古くから食品，霞薬品，工業製品等に利用されて

きた。現在でも，食品業界を中心に非常に多くの量が出費

されている。

2.起源・製法

アラビアガムはマメ科アカシア属の才産物の樹から浸出し

た樹液の粘質物である(国 1)。アカシア属の種類は 1，000

種類以上のものが知られている 11。その中でAcaciasenegal 

(セネガル種)と Acaciaseyal (セヤル種)の 2穂から採取

されるガムのみが食品や器薬品に使用されている。アカシ

アの木は，主にアフリカ大陸を横切る北緯1O~20 度の開

のガムベルトと称される地域で生育し，商はセネガルから

東はソマリアまで広く分布している。アラビアガムの生産

は主にスーダン，チャド，ナイジエリア，セネガル，マ

リ，ケニアなどで行われており，中でもスーダンが最大の

生産国である O アラビアガムは天然物であるため，天候不

)11真や，主産地スーダンでの民族紛争などの政情の変化によ

り価格変動するなど，供給面での不安を抱えているが，近

年はスーダン以タトのチャドやナイジエリアなどからの産出

量が大きく増加しており，供給面の不安要閣は緩和されつ

つある。樹の幹や枝にタッピングと呼ばれる作業によって

樹液の浸出を促し，それが乾燥した後アラビアガムは採取

される。採取されたアラビアガムは大きさや選別方法等に

よりグレード分けされる。食品用のアラビアガムは粗砕

品，粉砕品， ドラムドライ品，スプレードライ品などに加

工され市場に流通している。

3.化学構造

セネガル種およびセヤル種のアラビアガムは共にガラク

トース，アラビノース，ラムノース，グルクロン酸の糖か

ら構成され，少量のタンパク質を含んで、いるが，構成糖の

比率や窒素量，比旋光度が異なることが知られているυ(表

1)。セネガjレ干重のアラビアガムは優れた乳イヒ特i笠をもつこ

とから，その化学構造について詳しく分析されており，

鎖l土s-l，3結合したガラクトース鎮で，数多くの分岐をも
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ち，ガラクトース，アラピノース，ラムノース，グルクロ

ン酸が主鎖の C6 f立に結合した構造と推定されている均(図

2)。

また，アラビアガムの分子量や分子サイズを示す田転二

乗半径 (Rg)はGPC-MALLS分析(ゲルろ過クロマトグラ

フィー (GPC)で分離し， 多角度光散乱光度計 (MALLS)，

RI， UV吸収の連続した 3つの検出器を使用して検出する

方法)により測定することができる。セネガjレ種のアラビ

アガムは GPC悶 MALLS分析の分子量分布から，分子量と

タンパク質含量が異なる 3つの圏分:アラピノガラクタ

ンータンノfク笠， AGP;アラピノガラクタン， AG;グリコ

プロテイン， GPより構成されていることが示されている 3)

(図 3)。このうち AGP成分はタンパク質を含む高分子顕分

で，全体の約 10%を占め，この圏分が高い乳化性を示す

ことが知られている o AGPはポリペプチド鎖に結合する

多槍類ユニットを有する“Wattl巴 Blossom"裂の構造をも

っと推定されているめ(閣の。一方， AG画分は 2番目に溶

出する問分で，全体の 90%を占め， GP闇分は最後に溶出

する低分子タンパク費回分で，全体の 1%程度しか存在し

ないことが示されている。

4.粘性特性

セネガル種およびセヤル種のアラビアガムは共に水に容

易にi容解し低粘度の溶液となるため，他の高分子多糖類と

比較して粘度は低い。このようなアラビアガムの粘性は高

度に分岐したコンパクトな分子構造が関係しており，分子

向士の絡まりが少ないためと考えられる O そのため，アラ

ビアガムは 40%以上の高濃度の水溶液にも諒解すること

ができる。これにより食品中の水分を減らすことができ，

チューインガムなどの食品の乾燥には使利である O

5.乳化特性

セネガル種のアラビアガムは優れた乳化特性をもち，酸

性溶液でも安定なため，飲料に賦香する際の香料の乳化剤

として広く{吏用されている O セネガル干重のアラビアガムの

乳化メカニズムについては古くから研究がされてきてお

り，アラビアガムで乳化したエマルションの安定性には，

アラビアガムの分子量が大きく影響し，分子量が大きいア

ラビアガムほど乳化安定性が高いことが知られていた九
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図1.アラビアガムの樹 (A.senegal)から浸出したアラビアガム

表1.A. senegalとA.seyalのガムの特性値"

A. senegal A. seyal 

組成

ガラクトース(%) 44 
アラピノース(%) 27 

ラムノース(%) 13 
グルクロン酸(%) 14.5 

4-0-メチルグルクロン酸(%) 1.5 
(%) 0.36 

i七旋光度() -30 
三重量平均分子質量最 (Mw) 380kDa 

A 
R， 

R， 

図2.A. senegalのガムの推定分子構造お
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A，アラビノース丞;0， 3伎に結合したガラクトース基;
0， 61.立に結合したガラクトース基(ガラクトースまたはグル
クロン酸が結合)末端基:R 1，ラムノース→4グルクロン酸;
R2，ガラクトース→3アラピノース;R3，アラピノースーづ
アラビノース→3アラビノース。

セネガル種のアラビアガムを GPCにより分画した成分の

うち，タンパク質を含む最も分子量の高い AGP成分が，

ホモジナイザーなどの高圧乳化処理により rflJ水界面に優

先的に吸着し，疎水性の高いポリペプチド鎖が油誠表面に

吸着する一方，親水性の糖鎖部分が立体障害となり，池端

の凝集・合ーを防止しているとする乳化機構が示されてい

る吋図 5)0 この乳化機構により，セネガル種のアラビアガ

ムで乳化した乳化粒子同士は，加熱や撹宇fにより乳化粒子

同士が凝集・合一しやすい条件においても，乳化粒子が劣

化し難く安定である O

また，アラビアガムは水に容易に溶解し粘度が低く乳化

1.6 
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図3.光散乱計 (LS)，屈折計 (RI)および紫外線吸光計(じV，
214 nm)を用いて検出した A.senegalのガムの典型的な
i容出プロファイル3)

YiMI(土光散乱言l'のイ直を示す。 他の検出器のクロマトグラムは
Y取Iiを 100%に設定しているので，ピークの高さは実iElj値では
ない。

分岐構造の多糖類ユニット

O 。/
ポリペプチド鎖

図4. アラピノガラクタンータンパク質の“Wattle B1ossom"モ
デル"

7.1<相 続水性多糖ユニット

j自殺

疎7.1<性ポリペプチド鎖

関5. アラビアガムによる油消の乳化安定化6，

製剤に大量に添加できることや，宇し化製剤において酸性下

でも乳化性に影響を受けないこと，各種の飲料成分に対し

でも比較的安定であること，飲料中で、不溶化せず沈澱を起

こさないこともセネガル干重のアラピアガ、ムを{吏用した乳fヒ
製剤の利点と考えられる O

セネガル種のアラピアガムは優れた乳化性をもつことか

ら飲料用の乳化製剤に多く利用されているが，産地，品

種，樹齢，加工方法等によって品貿が異なり，厳しい品質

管理が必要で主ある O 現在，セネガル種のアラビアガムの分

子量や界面粘弾牲を測定する品質管理方法?の利用が進ん

できている。
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表 2. アラビアガムの主な用途と必要とされる機能

分 野 主な用途 必要とされる機能

食 口
口口

医薬品

工業用品

6.応用

菓子 砂糖結晶化防止，フィルム
形成，結活性，気泡安定化

冷菜 乳化↑生，氷品防止

飲料 乳イヒ性，気泡安定化

乳化香料 字L1ヒ性

粉末香料 乳イヒ性， カプセル化

機能性食品 食物繊維

錠~J フィルム Æ~成，結着性

接着剤 結着性

インク・絵の兵 f呆護コロイド'1生，フィルム
形成

セネガル種およびセヤル種のアラビアガムはその特徴的

な機能を利用して，古くから食品・医薬品・工業製品に広

く使用されている。アラビアガムの主な用途と必要とされ

る機能をまとめた(表 2)。セネガル種およびセヤル種のア

ラピアガムは共に他の増粘安定剤に比べてフィルム形成能

に優れているため，菓子分野では砂糖の結品化紡止やチョ

コレート菓子やナッツのコーテイング，ゼ、ラチン等と併用

してグミキャンデイーなどに幅広く利用されている。

また，セネガルf霊のアラビアカ、、ムは{室れた乳f凶寺'性をも

つことから，飲料分野において柑橘由来の油溶性香料やカ

ロテノイド色素などの油溶性色素を乳化し，プレーパーエ

マルション(乳化香料)やカラーエマルション(乳化色素)

製剤を調製する乳化基材として世界的に利用されている。

また，飲料以外の食品，例えば，ゼリーやアイスクリ

ム，菓子類などにもセネガル種のアラビアガムを用いた乳

化製剤はi幅広く利用されている。
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その弛にもセネガル種のアラビアガムはゼラチン等のタ

ンパク質とのコアセルベートを形成するため，マイクロカ

プセルの基材としても利用されている O

1 おわりに

アラビアガムはそのコンパクトな分子構造とタンパク質

を含有し，優れた被膜性，乳化特性を有する天然素材とし

て，古くから世界各地でチューインガムなどの表面コ

ティングやソフトドリンク吊の乳化製剤展途に使用されて

きた。

近年，これらのアラビアガムは難消化性食物繊維として

の機能や歯の再石灰化効果などが明らかにされてきてお

り，機能性素材としての利用も期待されている O
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