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Abstract: The structure幽functionrelationship of the polysaccharides from the view point of the rheological 
characteristics in aqueous solutions has been insighted into when 1 was listening to the first movement of the 
piano sonata No. 14， Op. 27-2， entitled Moon-light which was composed by Ludwig van Beethoven on July in 
1973. At that time， 1 was a doctoral student at the Department of Food 8cience and Technology， Kyushu Uni-
versity. After getting job at the University of the Ryukyus in 1982， it has been investigated. Gelation mecha-
nism for K-carrageenan， t-carrageenan， agarose (agar)， gellan gum， alginic acid， curdlan and amylose has 
been analyzed， respectively， at the molecular level where sulfate oxygen， ring oxygen， hemiacetal oxygen， cat-
ions， hydroxyl groups oriented at axial， and methyl groups take part in the intra-and intermolecular associa幽

tions with ionic bonding， electrostatic forces of attraction， hydrogen bonding and van der Waals forces of at-
traction. Co-gelation mechanism of xanthan with galactomannan (locust bean gum， tara bean gum， guar gum 
and Leucaena galactomannan)， and with konjac glucomannan， where trisaccharide side-chains of the former 
molecules contribute with hydrogen bonding has also been analyzed， respectively. The structure-function rela-
tionship for non-gelling welan， rhamsan， 8-657， S-88，ふ198，shizophyllan and amylopectins (rice， potato and 
wheat)， the structure of which is similar to that of gelling gellan， curdlan and amylose has been analyzed. The 
gellan family of the polysaccharides， as metioned above， have given a good opportunity to investigate the mo-
lecular origin for their rheological characteristics. Recently， we have analyzed a gelatinization and retrograda-
tion mechanisms of rice， potato and wheat starches. From the results and discussions， the principles of the 
polysaccharide gels have been established. Though many investigations conceruing the gelling properties of 
the polysaccharides have been done to discuss structure幽functionrelationship， no one has established gelation 
mechanisms at the molecular level except the author. There is reasonable consistency in our investigations. 
Thus， rheological analysis is one of the most significant methods to realize the structure-function relationships 
of polysacchar姐esin aqueous solutions. We have isolated a novel fucoidan， which substituted an acety 

Key words: rheological analysis， gelation mechanism， polysaccharides， intra-and intermolecular association， 

ionic and hydrogen bonding， novel fucoidan， immuno-activity， Cladosiphon okamuranus 

多糖類のゲル化機構とフコイダンの利用開発に関する研究*

田幸正邦1，** 

l琉球大学農学部 (903一0213沖縄県西原町字千原 1)

多糖類は，食品，化粧品およびその他の分野でゲル化，

増粘，保水，皮膜および安定斉IJなどとして使用されてい

る1) しかしながら，多糖類のこのような物理化学的諸特

性が分子レベルで理解されていないことにより，経験的知

識によって使用されているのが現状である.

筆者は大学院博士課程(九州大学)2年(1973年)の夏

の夜，ピアノ・ソナタ第 14番「月光J(ベートーヴェン作

曲)の第 1楽章を聴いていたある瞬間に， r多糖類のレオ

*平成 20年度目本応用糖質科学会学会賞受賞講演
**Corresponding author (Tel. & Fax. +81-98-895-8814， E-mail: 
tako@agrル ryukyu.ac.jp)

ロジー特性と分子構造との聞に相関があるJ，と閃いた.

それは，細菌の生成する化学構造が未知の多糖(修士課程

からの研究材料:鹿児島大学)と標品として使用した既知

の多糖類 (3種類:主鎖がβ1，4-結合)のレオロジー特性

を長い間 (9カ月)解釈できないでいたときであった2，3)

琉球大学農学部農芸化学科製糖化学講座に助手として採

用(1982年4月)された翌年から，多糖類の構造と機能性

(物性)との相関について研究を開始した.Table 1に，こ

れまで筆者の研究室で解析した多糖類を紹介する日本

稿では，紙面に制隈があるので代表的な多糖類のゲル化機

構について紹介する.そして，最も複雑な澱粉の糊化から
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なお，多糖水溶液のレオロジー測定は岩本製作所製のレ Chemical bonding: wavy line， Ionic bonding; one point leader 

オゴニオメーター(IR-103型)を使用して行った lin巴，巴l巴ctrostalicforces of attraction. 

1) K-カラギーナン

K-カラギーナンは硫酸基を二糖残基に一つの割合で置換

する多糖である.Fig. 1にKClまたは NaClを添加して動

的粘弾性と温度との関係を測定した結果を示した. KClを

添加すると無添加に比較して貯蔵弾性率が著しく増大し

た.温度の上昇に伴って貯蔵弾性率がlOOCまで増大し，

それ以上の温度で徐々に減少した.しかしながら， NaCl 

を添加すると逆に貯蔵弾性率が無添加に比較して低い値を

示した.

この結果から，アンヒドローα-0-ガラクトースの環状酸

素と K+の簡に分子鎖内架橋(結合)が形成されると結論し

た (Schemeltl • この架橋にイオン結合と静電気結合が関

与する.そして，それぞれの分子が棒状をとることによ

り， Scheme 1に示すような静電気結合による分子鎖間架

橋(ゲル化機構)が形成される刊

K-カラギーナンはイオン直径の大きい K+， Rb+および

Cs+が共存するとゲルを形成する.しかしながら，イオン

直径の小さい Nがまたは uの共存下ではゲルを形成しな

い.提出した分子鎖内 K+架橋はこれらのカチオンの特性

を良く説明できる.

2) tカラギーナン

t-カラギーナンは硫酸基が多く置換(一糖残基に一つ)

したものである.この多糖は 2価のカチオン (Ca勺と特

異的に結合してゲルを形成することがFig.2からわかる.

この結果から， Scheme 2に示すゲル化機構を提出した 10)

優先的にイオン結合による分子鎖内 Ca'+架橋が形成され，

Table 1. Geトformingpolysaccharides 

Seawe氾dpolysaccharides 
む C紅 rageenan4め l-CarrageenanlO

，lll Agaros巴 (Agar)12. 13) Alginic 
acid14l 

Bacterial polysaccharides 
Xanthan gum15

'
2め G巴llangum目 30) Welan gum31

.
3
2) Rhamsan 

gum33
.34) S-657 gum35

•
36

) S-88 gum37) S-198 gum地 Curdlan39
.4o)

Schizophyllan4
l) 

Plant polysaccharides 
Amylose42

.
43

) Amylopectin44刊

老化に変化する過程を分子レベルで紹介する.最後に，オ

キナワモズクから酢酸基を置換する新規のフコイダンにつ

いて紹介する.

1. 海藻多糖類のゲル化機構

紅藻類から抽出されたむカラギーナン州，トカラギーナ

ン!O，ll)およびアガロース(寒天の主成分)口)の化学構造は類

似する((1→4)ー告-0ーガラクトースおよび(1→3)-3，6-アンヒ

ドロmαーD またはレガラクトース).前二者は硫酸含量が異

なるのみで，後者はアンヒドローαガラクトースがレ型で、

ある.化学構造が類似するにも関わらず，レオロジー(物

理的)特性は全く異なることから長い間多くの研究者の追

究の対象であった.
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Fig. 1. Effect of t巴mperatureon dynamic visco巴lasticity，at 3.77 
rad/s and 0.2%， of K-carraσeenan with addition of 0.1 % 

b 

salts. 

Theピイorrn.0， K-carrageenan alone; .， with addition of KCl; 
⑨， with addition of NaCl. 
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Fig. 2. Effect of temperature on dynamic viscoelasticity， at 3.77 
rad/s， of a 0.5% or 1.0% solution of various salts of ト
carrag巴巴nan.

0， Nativ巴(0.5%);8， Na+ (1.0%);①， K+ (0.59も);・， Ca2+ (0.5%). 

分子鎖が棒状となった状態で，分子鎖間架橋(静電気結

合)によりゲルを形成する.

3 ) アガロース(寒天)

アガロースは寒天の主成分でゲル化剤として食品のみな

らず多くの分野に使用されている.特に，生命分析化学に

欠かせない素材となっている.

アガロース水溶液の流動曲線を Fig.3に示した.濃度
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たはヒドロキシル基)などが二次結合に関与することがわ

かった.

Gelation Mechanism of Polysaccharide， and Dev巴lopmentand Application of Fucoidan 

微生物多糖類のゲル化機構

1 ) キサンタンガム

(1) 熱安定性の分子起源

キサンタンガムは Xanthomonas campestris (植物病原性

菌)が生成する多糖で，食品および化粧品のみならず，多

くの分野でf吏用されている，キサンタンガムの化学構造

は，主鎖は詳-1，4悶グルカンで，三糖残基からなる側鎖が主

鎖のニ糖に一つの割合で置換する 58) また，酢酸とピル

ヴイン酸も側鎖に置換する複雑な構造の多糖である.

この多糖は単独でゲルを形成しない.しかしながら，高

い温度でも高い粘性や動的粘弾性を示す.Fig.4に示すよ

うに，無処理キサンタンガムは温度の上昇に伴ってシグモ

イド曲線を示した. しかしながら，脱アセチル化，税ピル

ヴオイル化および脱アシル化すると，温度依存性を示し

た.また，尿素 (4.0M)を添加すると脱ピルヴオイル化物

の粘性が 50
0

C以上の温度で急激に減少し，転移嵐度が認

められた.脱アシル化物も， 35
0

C以上の温度で急激に減

少した.キサンタンガムにはこれらの温度で解離するこ次

結合が存在することを示している.このような結果から，

2. 

0.1%以上で降伏値が認められ，二次結合が存在すること

がわかった.図に示していないが，貯蔵弾性率は温度の上

昇に伴って 60
0

Cまで安定でそれ以上の温度で急激に減少

して転移温度が認められた.また，アガロース水溶液に尿

素 (4.0M:水素結合切断剤)を添加すると貯蔵弾性率が著

しく低い値にシフトした(図に示していない).以上の結

果から，アガロースのゲル化機構(分子鎖内関水素結合)

を提出した (Scheme3)12). K-カラギーナン同様アンヒドロー

ガラクトース残基の環状酸素とアキシャルに配向するヒド

ロキシ jレ基 (C叩 2)が関与する様式である.アガロースの

結合様式は lH_およびi3C-NMRの結果から支持されてい

る町.

多糖は熱運動による分子鎖、のゆらぎが大きいとゲルを形

成しない.従って，ゲルを形成する基本的な条件として，

分子鎖内結合の形成が必須である.それによって個々の多

糖分子鎖が棒状をとり，分子鎖間結合の形成が可能になる.

海藻多糖類のゲル化機構から，へミアセタール酸素，環

状酸素およびアキシャルに配向しているグループ(硫酸ま

20 40 
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Effect of temperature on viscosity of various types of xan-
than gum at 0.5% and 9.5 S-I. 

The full lines refer to polym巴1・aloneand dotted lin巴sto the addi-
tion with urea (4.0 M).・， Native; .， deacetylated; 0， depyruvated; 
①， deacylated xanthan gum. 

n 

Scheme 2. G巴lationmechanism ofトcarrageenan mol巴cules in 
aqueous solution. 

Ch巴micalbonding: wavy lin巴， Ionic bonding; one point leader 
line，巴lectrostaticforc巴sof attraction. 
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Concentration: 0， 0.08%;①， 0.10%;・， 0.13%;匂， 0.15%(w/v). 
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Scheme 3. G巴lationmechanism of agarose in aqu巴oussolution. 

Ch巴micalbonding: dotted lin巴， hydrogen bonding 
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た.

以上の結果から，両者の結合はキサンタンガムの側鎖の

内側に置換する D】マンノースのへミアセタール酸素と

ローカストピーンガムの主鎖のひマンノ…ス残基のアキ

シャルに配向している炭素 2のヒドロキシル基との間に形

成(水素結合)されると結論した (Scheme4)山 3)

以下の結果は Scheme4を支持する.すなわち，酢酸基

が除去されると，領1鎖が柔軟性を増してローカストピーン

ガムとの関にニ次結合が数多く形成される.その結果，側

鎮が多く置換するガラクトマンナンとの相互作用は脱アセ

チjレ化または脱アシル化物とのみ認められた.また，混合

液に CaCJ，を添加すると 0-グ、jレクロン酸が側鎖に置換する

ので，分子鎖の異なる側鎖聞で Ca2
+架橋が形成され，ガラ

クトマンナンとの結合が祖害される.

また，この結合様式は，細菌が宿主や植物に接着すると

きや D同マンノースを多く置換する複合糖鎖間に適用でき

る可能性がある.

キサンタンガムにコンニャクグルコマンナン (0回マン

ノース:0-グルコース=3: 2) を?~加するとローカスト

ピーンガムに比較して強いゲルを形成した.これは，後者

に側鎖が置換していないことによるものである.従って，

向者にもひマンノースに特異的な結合が存在するとして，

同様の結合様式を提出した27) (スキームに示していない).

2) ジェランガム

ジェランガムは Sphingomonas(以前は Pseudomonas)

elodeαの生成する多糖でペ寒天の代用として食品のみな

らず広い分野で利用されている 61) 本多糖は L-ラムノー

ス， 0同グルクロン酸および2モルのひグルコースで構成

されペ Ca2
+を添加すると極めて強力なゲルを形成する

(Fig. 6)叫.このゲルは力を加えなければ90
0

Cでも安定で

ある.その上，尿素を添加すると低温側でゲルが逆に強力

になる(図に示していない).このことは，ファンデア

ワールズ力(疎水結合)が関与することを示している.

Scheme 4に示すような 2種類の分子鎖内結合の様式を提

出した円水素結合 (35
0

C以上で解離)はセルロース分子

鎖のそれから導入した5へまた，熱安定性は 50
0
Cまで脱

ピルヴオイル化したキサンタンにもあるので酢酸基のメチ

ル基の関与するファンデアワールズ力を提出した.なお，

無処理キサンタンガムがシグモイド曲線を示すのは，分子

鎖内結合が主鎖の立体構造を安定に保ち，ピルヴィン酸が

置換した長い1~ij鎖聞に弱い二次結合が形成または解離を繰

り返すことによるものと考えている.

(2) 協力ゲル化機構

キサンタンガムは，ガラクトマンナンやコンニャクグル

コマンナンと滋合すると低濃度 (0.1-0.2%)でもゲル化す

る. Fig.5にキサンタンガム (native，脱アセチル，目見ピル

ヴオイルおよび1見アシル化物)とローカストピーンガム

(0同マンノース:0-ガラクトース=4:1)を混合(総濃度

0.29も)したときのそれらの量比と貯蔵弾性率との関係を示

した22) 両者の量比が 1: 2および 1: 3のときに高く，特

に脱アセチルまたは脱アシルキサンタンの貯蔵弾性率が著

しく高い値を示した.この結果はキサンタンの側鎖が結合

に関与することを示唆している.しかしながら，側鎖の

0-ガラクトースが多く置換するグアーガム (0-マンノー

ス:1コーガラクトース=2: 1)25)やギンネム穂子から分離した

ガラクトマンナン (3: 2)出)は脱アセチルイヒまたは』見アシル

化物と室温で相互作用を示し 無処理または脱ピルヴオイ

ル化物では相互作用が認められなかった.側鎖が若干少な

いタラピーンガム (0回マンノース:ひガラクトース=3: 

1)'4)でも弱い分子鎖間相互作用が認められた(いずれも図

に示していない).これらの結果はガラクトマンナンの側

鎖がキサンタンガムとの結合を阻害することを示してい

また， CaC12を添加すると貯蔵弾性率が著しく減少し

30 
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Fig. 6. Effect of temperature on storag巴 modulus，at 3.77 rad/s， of 
g巴llangum aft巴1・additionof salts. 

The solid lin巴srefer to a conc巴ntrationat 0.2% and the dotted 
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(13.5 mM);合， with addition of NaCl (16.5 mM);①， CaCJ， (6.8 
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Scheme 5. Gelation mechanism of gellan gum in aqueous solution. 

Ch巴micalbonding: dotted lin巴， hydrogen bonding; one point leader lin巴，
ionic bonding; 111/1//1/， van der Waals forces of attraction. 
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Scheme 6. Gelation mechanism of curdlan in aqu巴oussolution. 

Chemical bonding: dotted line， hydrog巴耳 bonding

従って，この結合が関与する残基はしラムノースの C-6

のメチル基 (C狂3) である.筆者らは，ジエランガムは

Sclぬh批1児巴me5に示す様式(にCaぷ2+が関与するイオン結合およびぴ、メ

チル基とへミアセ夕一ル駿素が関与するフアンデアワ一ル

ズ力)でで、ゲjルレを形成すると考えている2叫9め)

ところでで、，ジェランガム曲)と化学構造が類似する細菌の

生成する多糖(ウエランベラムザンベ S-657臼) S-88的お

よび S-198耐)ガム)が5種類あり，構造と物性(機能性)と

の相関を検討する絶好の研究材料である.これらの多糠

は，主鎖はジェランガムのそれと類似するが側鎖が置換し

ていてゲルを形成しない.唯一，脱アセチル化したラムザ

ンガムのみがゲルを形成する.筆者らはこれらの多糖類に

ついても分子レベルで解析した31-38) 脱アセチルラムザン

ガムを徐くいずれもレラムノース残基が'C4構造をとって

メチル基が軸に対して水平(エクアトリアル)に配位する

ことにより分子鎖内ファンデアワールズ結合が形成され，

高い温度でも高い貯蔵弾性率を有すると考えている.

3) カードラン

カードランは AZcaligenesfaecalis var. myxogenes 10C3C 

の生成する多糖(戸間1ムグルカン)日)で，極めて特異なゲル

を形成する.このゲルは 40
0

C (転移温度)まで安定である

が，それ以上の温度で弱くなり 55
0

Cで最小値を示し

(Fig. 7)，さらに温度を上げると逆に強くなった3へ低温側

でのゲルは尿素の共存下で諮失した.このような結果か

ら，ゲル化機構 (Scheme6)を提出した3へカードランが

100
0

C以上の温度でも強力なゲルを形成するのは， D-グル

コースの C-6の酸素 (0)と分子鎖の異なる C-6のヒドロ

キシル基が反転してファンデアワールズ力を形成すること

によるものと考えている.

シゾフイランはカードラン向様の s-1，3グルカンである

が，舗鎖を置換する.この多糖は OOCでゲルに近い物性を

示すが，温度の上昇に伴って 5
0

Cまでに急激に減少し，そ

の後，ほぼ安定な値を有するペシゾフイランは， OOCで

はカードランと同様の分子間水素結合を形成するが，温度

の上昇によって急激に解離し，その後， C-4のヒドロキシ

ル基と隣接する D-グ、ルコース残基のへミアセタール酸素

が関与する分子鎖内水素結合によって安定な動的粘弾性を

有すると考えている4九

3. 植物多糖類のゲル化，糊化および老化機構

1 ) アミロースのゲル化機構

アミロースは澱粉の約 17-25%を占める構成成分の一つ

で，基本的にル1，4-グルカンであるが，わずかに分岐を持

つ.この多糖はゲルを形成するが，急速に白濁，沈澱す

る.ここでは，溶解度の高いポテトから分離されたアミ

ロース(シグマ社製)について紹介する.なお，アミロー

スはオートクレーブで 145
0

C，15分間加熱を行い溶解した.

Fig.8に示すようにアミロース水溶液の粘性は複雑な挙

動を示した.温震 30-35
0

C (転移温度)と 90
0

C以上で解離

する二次結合が存在する.図に示していないが，貯蔵弾性

率は 80または 90
0

Cで転移温度が認められた.また，尿素

を添加すると弾性率が極めて低い値にシフトした.このよ

うな結果から Scheme7に示すようなゲル化機構を提出し

た42) C-2のヒドロキシル基が関与する分子鎖間水素結合

はX線の解析結果など砧印)から導入したものである.この

結合様式は，アミロースの老化の機構も良く説明できる.
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Chemical bonding: dott巴dline， hydrogen bonding. 
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Conc巴ntration:0， 2.0%: 0， 3.09も;e， 4.0% (w/v). 

かしながら， 0.05 M NaOHに溶解して測定すると，貯蔵弾

性率が低い値に留まり，温度の上昇に伴って徐々に減少し

て 60
0

C以上の温度で、急、激に減少し，転移温度が認められ

た.このことは，アミロベクチン分子鎖の二次結合は尿素

に安定であることを示している.以上の結果から， D田グル

コースの C-6のヒドロキシル基と隣接する D-グルコース

のへミアセタール酸素との間に形成される分子鎖内水素結

合の様式を提出した45) また，分子鎖内ファンデアワール

ズ力の存在も示唆されたベ

3 ) 澱粉の糊化および老化機構

j殿粉はアミロースとアミロベクチンにより構成される巨

大高分子である.両者の構成比は植物の種類によって異な

るが，それそれ約 17-25: 83-75である 71，72)

これまで米世5.J.)ポテト四および小麦澱粉町lこついて調べ

た.ここでは米澱粉の結果について紹介する.使用した日

2) 米アミロベクチンの熱安定性の分子起源

アミロベクチンは，澱粉の構成成分の一つで，通常 75-

83%，モチ性のそれに 97-100%含まれ7ぺα-1，4-結合に加

えてル1，6同結合を有するグルカンで，平均重合度は 10"-

105である.単位鎖は密集した部分と疎の部分からなり，

現在では房状構造をとると考えられている.長い B鎖ほ

ど短い A鎖 (1-4)を多く結合するが， A鎖を結合しない

B鎖も存在する.一般的に米アミロベクチンの数平均鎖長

はポテトや小麦のそれより短い.これまで，米44.45.48) ポテ

ト46)および刀、麦49.50)アミロベクチンについて謂べた.

古くから日本人の食卓を潤している「餅」は，モチ性の

米(アミロベクチン)を原料として製造されるものである

が，独特な物理的性質の分子起源については良く理解され

ていない.ここでは，ワキシータイフ。の澱粉(アミロベク

チン)について紹介する.

使用した試料のタカナリとレイメイの平均重合度と数平

均鎖長はそれそれ 32，000，16，000; 18.8， 19.0であった.

Fig.9に示すように，両者の粘性は温度の上昇に伴ってほ

ぼ一定の値を有した45) また，図に示していないが，尿素

(4.0 M)を添加するとわずかに貯蔵弾性率が減少した.し
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本晴澱粉のアミロース含量は 15.8%で，平均重合度は 850

であった. また，アミロベクチンの数平均鎖長は 18.0で，

(BlおよびA)が占める割合は 87.8%であった.

日本晴澱粉の流動曲線は 3.0%以上の濃度で降伏値が認
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molecules on th巴retrogradationprocess 

The dotted lin巴srefer to association sit巴s.

められ，塑性流動を示し糊化した52) 貯蔵弾性率は濃度の

増大に伴って増大し，温度の上昇に伴つでほぼ一定のを示

した (Fig.10). 殿粉溶液 (4.0%)に尿素 (40M)を添加す

ると貯識弾性率が低い植に留まり，温度の上昇に伴って

50
0

Cまで安定で，それ以上の湛度で急激に減少して転移

温度が認められた.また，アルカリ溶液でも低い値に留ま

り， 50
0

Cで転移温度が認められた(いずれも図に示して

いない).

以上の結果から， Scheme 8に示す糊化機構を提出し

た52) アミロースとアミロベクチンの短鎖 (A+Bl)に形成

されるものである.糊化溶液を放置すると老化して貯蔵弾

性率が増大する. Schem巴 9および 10に示す老化の機構を

提出した54) 老化の最柊段階ではアミロベクチン分子鎖間

(C-3のヒドロキシル基)にも水素結合が形成されると考え

ている.

4. フコイダンの利用開発

沖縄県は我が国で唯一亜熱帯に位置し，特異な生物が多

く白生している.筆者らは，多くの生物から多糖類を含む

機能性糖質を分離・精製してこれらの特性を検討してい

る73サ 0)

特にオキナワモズクは本県の特産で，現在では養殖によ

り年間約 20，000トン生産されている.本藻の生育の北限

は鹿児島県の竜美大島で南眼は本県の石垣島である.筆者

らはオキナワモズクから初めてフコイダンを分離・精製し

て同定した. IH-NMRの結果から酢酸基を置換することが

わかったので，物質特許と製造特許を申請して 2002年 11

月に取得した91) 本フコイダンの構成成分を Tabl巴 2に示

Table 2. Ch巴micalcomposition of fucoidan isolated from Cladosi-
phon okαmuranus. 

Total Uronic Compositions (molar ratio) 
carbohydrate acid 

(%) (%， w/w) Fuc Xyl GlcA Sulfat巴 Acetate

Fucoidan 69.0 13.5 4.0 0.03 1.0 2.0 1.0 

。
( 

0: 2.0 
) 

〈

的

'" 仏
1.0 

'" 

1.0 2.0 

Concentration (W /W) 

Fig. 11. Effect of conc巴ntrationon dynamic viscoelasticity of flト
coidan at 3.77 rad/s and at a temperatur巴of25

0

C. 

Th巴 dottedline refers to dynamic viscosity and solid line to stor-
ag巴modulus.
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した81) 本フコイダンは(1→3)-α【 L-フカンで，ひグ、ルクロ

ン酸が側鎖に置換している.また 硫酸と酢酸基が置換し

ている 92)

フコイダンのレオロジー的性質を調べた結果，援塑性流

動を示し，動的粘性率が貯蔵弾性率より高い値を示して特

異な流動性を有することがわかった (Fig.11). NaC1や

CaC12を添加すると貯議弾性率が増大した.また，広い pH

域で安定な動的粘弾性を有した83)

フコイダンの抗腫場活性川土それほど高くないものの，

硫酸基を多く置換すると高い活性を示した.また，免疫斌

活活性が高いことがわかった92) フコイダンは健康補助食

品および化粧品に利用されている.

5. 総括

多糖類の構造と機能性(物性)との相関を閃いたのは博

士課程 2年(九州大学)の夏の夜であった.その日は修士

論文をコピーして学部時代の同級生(嘗間孝子さん:当時

宝酒造株式会社研究員，現在琉球大学医学部教授)に郵送

した.前述した多塘類のレオロジー測定結果に素朴な疑問

を持って久しいときに，学部時代の良い交流とベートー

ヴェンのソナタが融合した瞬間に閃きを得た.そのとき

が，これまでの経験の中で最も感動した瞬間となった.

しかしながら，ゲル化機構の追究を開始したのは閃きか

ら10年後(1983年)のことであった.最初にキサンタン

ガムの研究に着手した.そして， K-カラギーナンのゲル化

特性を調べた.

K-カラギーナンの分子鎖内カチオン架橋を閃いたのが分

子レベルで解析する端緒となった.この多糖にカチオンの

直径の大小で架橋が形成されるかいなかの空間が存在して

いたのである. .¥<じ架橋に多糖類のゲル化機構を解明する

重要な要素が秘められていた.すなわち，電子密度の高い

環状酸素および軸に垂直(アキシャル)に配向するグルー

プ(硫酸またはヒドロキシル基)が二次結合に関与するこ

とがわかった.

その後，多くの研究成果を国際糖質シンポジウム，ヨー

ロッパ糖質シンポジウム，ヨーロッパ生化学連合会議，ア

メ1)カ化学会，ゴードン・リサーチ・コンフェレンスおよ

び国際複合糖質シンポジウムなどで， 1984年からほぼ毎

年発表した.最も盛んな年(1987年)には，地球を 1周し

て四つの国際会議およびシンポジウムで発表した，また，

数年間は一つのシンポジウムで援数 (2-3編)の論文を単

独で発表した.

そして，最も複雑な澱粉の糊化および老化機構に挑戦す

るときが来た.幸い，鹿児島大学の檎作進(故人)先生

と共同研究を展開したので成果を出すことができた.

米アミロベクチンはゲ、ルを形成しないが，動的粘弾性は

高い温度でも安定である.この安定性は分子鎖内水素結合

とファンデアワールズ力に起源することがわかった. しか

しながら，同じ穀類の小麦アミロベクチンは全く餅の物性

を示さなかった.小麦アミロベクチンには中鎖 (Blおよ

びB2)が多く存在し，その上A鎖が不規則に Bl鎖に結

合していることにより，試料の謂製の段階でニ次結合が多

く形成されて水に不溶になる分子が存在することがわかっ

た.

米，ポテトおよび小麦澱粉はアミロース l分子に対して

アミロベクチン 2-3分子が結合していることが推察され

た.この結合様式はキサンタンガムとガラクトマンナンと

のそれから導き出した.老化の過程で，前者の D-グル

コース残基の反対側のとドロキシル基や，へミアセタール

酸素などが後者のそれらと水素結合し，最終段階では後者

の分子鎖聞にも水素結合が形成される様式を考えた.

多糖類のレオロジー解析法は筆者によって開発されたも

のである.本稿で紹介した結合様式は多糖類のレオロジー

特性のみならず，あらゆる物理化学的現象を矛盾無く包含

して説明することができる.

1 ) 多糖ゲルの原理担)

多糖類の分子論的レオロジー解析を行う過程で，ゲルの

原理を閃いた.ゲルは多糖が濃度 0.1-l.0%で，室温で形

成される，それは多糖分子鎖が水分子 (H20)を室温でも

氷のような結晶構造を取らせることによって生じる.その

とき，カゴ効果および諌水効果によって多糖分子鎖と水分

子，水分子と水分子間に水素結合が形成されてゲル化す

る.その状態で，水分子は糠鎖の炭素と向様の正四面体を

とる.いわゆる，多糖ゲルはこのような多糖分子鎖と水分

子のクラスターの集合体である.

2) 科学と芸術の融合問

研究を展開する過程で，科学と芸術が融合することを実

感した.その瞬間に，極めて大きなエネルギーが発生して

閃きや新たな発見を数多く体験した.

ちなみに，思師の野村男次先生が留学して師事されたス

トックホルム大学(スウェーデン)のハンス・フォン・オ

イラー(1929年ノーベル化学賞受賞:糖の発苦手に関する

研究)先生は 20歳までレン・バッハ(肖像画家)の内弟子

となり芸術家を目指していた.また，オイラー先生が師事

されたエミール・フィッシャー(1902年ノーベル化学賞

受賞)，ファント・ホッフ(1901年ノーベル化学賞受賞)

およびマックス・プランク(1918年ノーベル物理学賞受

賞)はピアニストでもあった.アインシュタインがノfイオ

リニストで，プランクとベルリン大学でソナタを協演した

ことは美談になっている.

ここで，学生や若い研究者に芸術にも親しむことを奨励

したい.

最後に，修士課程(鹿児島大学)および博士課程(九州

大学)で、御指導を賜った蟹江松雄先生および野村男次先生

に厚く感謝を申し上げます.先生方は科学への真撃な取り

組み方，科学者にとって最も重要な発(着)想力と閃く力

を授けてくださった.また，会社でくすぶっていた私を大

学に採用してくださった仲村実久先生に感謝申し上げま

す.残念ながら，いずれも故人となられたが，先生方の遣
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志を学生や若い研究者に伝える努力を行うことによって御

恩をお返ししたいと思います.
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多糖類のゲル化機構と

フコイダンの利用開発に関する研究

田幸正邦1

1琉球大学農学部生物資源科学科

(903-0213沖縄県西原町字千原 1)

多糖類のゲル化機構を分子レベルで解析する材料とし

て， Kカラギーナンを最初に選択したのが幸いであった.

1価のカチオンのなかでも大きいそれらが架橋を形成する

空聞を容易に見出すことができた.そして，この多糖の結

合様式にゲルの原理が秘められていた.多糖類の分子論的

レオロジー解析法は筆者によって開発され，現時点でも独

走の状態にあるといえる.ゲルの世界は小宇宙である.水

分子が炭素原子同様の正四面体をとるときに多糖ゾルがゲ

ルに転移する.この瞬間を是非，科学的に，これから解明

したいものである.最も国難であったのは澱粉の糊化と老

化に宜面したときであった.そのとき，過去の研究成果を

振り返ることによって光が差した.キサンタンガムは鹿児

高大学大学院修士課程に在学(1970-1972年)していたと

きから手がけ，現在でも重要な研究材料の一つである.

実，去る 4月 (2008年)にニューオーリンズ(アメリカ合

衆国)で開催されたアメリカ化学会大会で「キサンタンガ

ムとホゥオゥ木由来ガラクトマンナンとの協力ゲル化機

構」について発表したところである(当地はジャズの誕生

の地であるので，問時に「ジャズとベートヴ、エンの関係J

についても話した).これまで，自然の女神がほほえむ姿

を何度もみることができた，正しく，ルイ・パスツールの

名言が生きていることを何度も実感した一「新しい発見は

心がけが備わっている者のみに訪れるJ.立体化学を創始

したファント・ホッフと，それを確立したエミール・

フイツシャの曾孫弟子として，彼らの遺産を継承して発展

させることができたことをうれしく思う.学会賞を受賞す

る栄誉までいただいたのであるから，なおことである.多

くの，特に，学生や若い研究者に是非この多糖ゲルの世界

に挑戦して羽ばたいていただきたい.
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