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マダイミオシンの加熱ゲル形成に及ぼすグルコン酸塩の影響

大井淳史 1* 田村陽次郎 2 岡境 壮l

(2010年 4月 23日受付， 2010年 7月 26B受理)

1三重大学大学院生物資源学研究科 2鈴鹿工業高等専門学校物潔

E百ectof gluconate on heat-induced gelation of myosin from red sea bream 

ATSUSHI OOI，l* YOUJIRO TAMURN AND TSUYOSHI OKAGAKP 

lGraduate School 01 Bioresources， Mie University， Tsu， Mie 514-8507， 2Detartηlent 01 Physics， Suzuha Nation-

al College 01 Technology， Suzuha， Mie 510-0294， Jatan 

The aim of this study was to clarify the effect of gluconate on heat-induced gelation of myosin. Myosin puri-

fied from ordinar・ymuscle of red sea bream Pagrus major was incubated at 80'C and then cooled to make heat-in-

duced gel. The breaking strength of the gel formed with gluconate was 4-6-fold larger than that formed with chlo-

ride salt. Scanning microscopy showed that the gel with gluconate had a finer and more regular network structure. 

Gluconate strongly suppressed the thermal denaturation of myosin， but the effect of the suppression was similar to 

that in the case of sorbitol. On the other hand， gluconate height巴nedthe gel-melting temperature more effectively 

th丘nsorbitol. The partial specific volume of myosin in sodium gluconate solution was 0.65 cm3/g， which was much 

smaller than that in sodium chloride solution (0.71 cm3 / g) . Furthermore， the values of the adiabatic compressibil-

ity of myosin in chloride salt solution were positive， while those in gluconate solution w巴renegativ巴， indicating 

that gluconate remarkably incr巴asedthe amount of hydration of myosin. Thεse results suggested that gluconate 

strengthened intermolecular hydrophobic interactions by changing the water structure around myosin molecules. 

キーワード:グルコン酸，ゲル，破断強度，ミオシン

グルコン酸塩は， pH調整や塁味改善のために広く用

いられている食品添加物である。化学構造的にはアルド

ン駿塩でありポリオールに撰するグルコン酸塩は，糖類

縁物質としてタンパク質の変性を抑制する作用を有

し1)塩類として筋タンパク貿の可溶化を促進すること

が知られている。2)これらの性質からねり製品への応用

が期待され，加熱ゲルに及ぼす影響について若干の報告

がある。3-6)例えば，スケトウダラすり身にグルコン酸

塩を添加すると，得られる 2段加熱ゲjレは弾力に劣る

ものの，開{生が高まる。3，4)またスルメイカの加熱ゲルで

は，グルコン酸塩添加によって破断強度が高められ

る。おこうした加熱ゲルの物性改変には，グルコン醸塩

による塩ずりすり身中のミオシンの変性抑制や内在性プ

ロテアーゼによる消化の抑制など，加熱変性前のミオシ

ンに対する様々な作用が関連していると考えられてい

る。同一方，グルコン貫主塩が加熱変性後の非共有結合性

の相互作用を強化することも示唆されており 3，4)その作

用機構については未解明な部分が多い。この報告では，

グルコン酸塩による物性改変機構を明らかにすることを

目的として，マダイ Pagrusmajorからミオシンを精製

し，ミオシンの加熱ゲル化に及ぼすグルコン離塩の影響

を調べた。特にミオシンを対象としたのは，ミオシンが

魚肉すり身のゲル化の主体であり，異なる魚種のケソレイヒ

特性がそれぞれのミオシン分子の相違に起回すると考え

られているからである。また，魚種としてマダイを選択

したのは，活魚として入手しやすく，比較的純度の高い

ミオシンの調製が可能なためである。なお，結果の一部

は予備試験結果として既に報告されている。7)

試料および方法

ミオシンの調製 ミオシンは即殺したマダイ Pagrus

majorの背肉普通筋から既報8)に従って精製した。得ら

れたミオシンを低イオン強度下で沈般させ， 20mMリ

ン酸緩衝液 (pH6.5)， 1 mM  EDT A， 1 mM  2-メルカプ

* Tel: 81-59-231-9563. Fax: 81-59-231-9563. Email: ooi@bio.mie-u.ac.j 
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トエタノールを含む 0.6Mの各種塩溶液 (NaCl，KCl， 

グルコン験ナトリウムもしくはグルコン駿カリウム)で

再溶解したものをミオシン試料とした。断熱圧縮率およ

び部分比容の測定では，問溶液を外液として 2臼鵠透

析後，遠心分離(100，000g x 1時間)を行い，上清を

試料とした。なお，加熱ゲルの力学的性質は，精製ミオ

シンの保存臼数によって大きく変動するので，すべての

測定は調製後3日以内に行った。

タンパク震定量 タンパク質の定量はピウレット法で

行った。グルコン駿塩はピウレット反応を阻害するの

で，同じ塩溶液に溶解したウシ血清アルブミンを標準タ

ンパク質溶液として使用した。

ミオシンゲルの調製 円柱状ポリプロピレン製サンプ

ルチューブ(内径 0.9cm，高さ 3cm)にミオシン溶液

(12~15 mg/mL)を主主入し，アルミブロックヒーター

を用いて 80
0
C，20分間加熱した。特に断らない限り，

室温 (20土2
0
C)で2時間以上冷却したものを加熱ゲル

試料とした。なお，ミオシン加熱ゲjレの力学的強度は

pH 6.5~7.0 で最大になることが知られている。 9) この

報告ではすべてのゲルの調製をミオシン調製持の pH

6.5で行った。

ゲ)(.，物性の測定 レオナ一(山電， RE-3305) によ

るプランジャー押込試験によって破断強度および破断出

みを測定した。ゲルの強度が弱いため，サンプルチュー

ブに入れたまま試料台に載せ，直径 5mmのテフロン製

円柱状プランジャーを速度 1mm/sで押込んだ。得られ

た時間一荷重曲線から破断強度と破断問みを求めた。特

に断らない限り，測定は室温 (20土2
0
C)で行った。

粘産測定 グルコン酸ナトリウム溶液の粘度を，回転

式粘度計 (Fungilab，VISCO BASIC PLUS)によって

測定した。試料溶液の温度は，粘度計に備え付けた垣温

槽 (NESLAB，RTE-ll0) を用いて 20土 O.l
O

Cに調節

した。

瀧子顕微鏡観察 ミオシン加熱ゲル(ミオシン濃度

目 mg/mL)を約 1mm3の大きさに切り出し，2.5%グ

ルタlレアルデヒドに 2時間浸潰して盟定した。蒸留水

で洗浄後， 30~100% のエタノールで段階的に脱水した0

100%酢酸イソアミルに 30分間浸潰した後，臨界点乾

燥を行った。得られた試料を白金パラジウムでコート

し，走査電子顕微鏡(日立， JSM-T200)を用いて観察

した。

ミオシンの熱変性温度の測定 各種添加物存在下での

ミオシンの熱変性温度を加熱による凝集反応から見積も

った。ミオシン溶液 (0.5mg/mL)を20
0
Cから毎分 1

℃ずつ昇温し， 330nmの光散乱強度の変化を記録して

凝集開始温度 Tdを求めた。

ミオシン加熱ゲルの融解温度の測定試験管内に l

mLのミオシン加熱ゲルを調製し，アルミブロックヒー

ターを用いて 45~950C の範囲で l
O

C ごとに 5 分間加熱

した。ゲルの副!解の有無を試験管倒置法で判定し，ゲル

融解温度 Tmを決定した。

部分比容の測定 タンパク質濃度 C (g/mL)のタン

パク質溶液および溶媒の密度をP，ん lとすると，溶媒の

体額分率rは，(p-C) /ρωである。したがってタンパク

質の部分比容 Vは(1-r)/Cとなる。ここではタンパ

ク質分子閤相互作用の寄与を排除するために，無限希釈

での部分比容 Voを次のように定義した。

Vo = lim (1 r) / C 

種々の濃度のミオシン溶液の密度を振動型精密密度計

(Anton Paar， D班A-602)で測定し，部分比容を算出し

た。試料の温度は 18土O.003
0
CIこコントロールした。

断熱圧縮率の測定 タンパク質の断熱圧縮率ssは，

溶液と溶媒の圧縮率の差を取って，次式のように表わす

ことができる。10.11)

ss=ー (l/vo)(δvo/dP)s 

= (ssot/vo) lim (s/ ssol-r) / C 

ここで，んlは溶媒の断熱圧縮率，sはタンパク質濃度

Cの場合のみかけの断熱圧縮率である。 βはタンパク質

溶液の音速 uと密度pから，ラプラスの式β=1/ (pu2) 

を用いて算出した。12)音速の測定はシングアラウンド法

に基づいた自作音速計を用いて行った。11.13)測定は 18土

0.003
0
Cで行った。

結 果

ゲルコン酸塩添加ミオシンゲ)(.，の物性と微結構造既

に報告したように， 7)0.6MのNaCl，KCl，グルコン酸

ナトリウムもしくはグワレコン酸カリウム溶液に溶解した

ミオシン合 80
0

Cで加熱後，冷却すると，いずれの塩に

おいてもゲルが形成される。各種の塩存在下で調製した

ゲルの力学的性質を比較するために， 12mg/mLのミオ

シンで器製したゲルの破断強度および破断凹みを測定し

た (Fig.1)。グlレコン畿塩を含むミオシン加熱ゲルは，

塩化物塩を含むものに比べて 4~6 倍高い破断強度を示

したが (Fig.1A)，破断出みでは有意な差は見られなか

った (Fig.1B)。また，対照として調べた 0.6Mのソル

ピトーlレを含むゲルでは， NaClのみを含む場合に対し

て，破断強度および破断凹みのいずれにおいても有意な

差は認められなかった。

各種の塩を含むゲルの走査電子顕微鏡像を Fig.2に

示した。陽イオンの種類によらず，塩化物塩の場合には

縞目構造を作る凝集体の分散が粗く不均一であった

(Fig.2Aおよび 2C)。これに対して，グルコン酸塩の

場合には分散が綴密であり，かつ均一であった (Fig.

2Bおよび 2D)。
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Fig.1 E丘、ctof gluconate on the breaking strength (A) 
and the breaking strain (B) of the heat-induced myo-
sin gel. IvIyosin (12 mg/mL) dissolved in either 0.6 IVI 
NaCl， 0.6 IVI Na-gluconate， 0.6 IVI KCl or 0.6 IVI K-
gluconate with 20 mIvI phosphate-buffer (pH 6.5) was 
incubated at 80

0

C for 20 min. After cooling to room 
temperature for 2 h， the heat-induced gel was subject-
ed to mechanical testing to determine the breaking 
strength and the breaking strain. "NaCI + Sorbitol" 
refers to the sample prepared with 0.6 IVI NaCl and 0.6 
IVI sorbitol. Bars represent standard deviations of 4-5 
measurements. 

反応からなると考えることができる。そこで，それぞれ

の反応に対するグルコン酸塩の影響を調べた。

初めに熱変性に及ぼすグツレコン酸塩の影響をミオシン

の凝集反応;から調べた。加熱によるミオシンの ATPase

の失活と凝集とは必ずしも対応しないことが知られてい

るが 14)ここでは凝集を熱変性の開始と見なして，これ

に及ぼすグルコン酸塩の影響を明らかにした。種々の濃

度のグルコン酸堪を添加したミオシン溶液 (0.5mgj 

mLミオシン， 0.6 M NaCl， 20 mMリン酸緩衝液 (pH

6.5) )を加熱し，得られた競集開始温度 TdをFig.3A

に示した。グルコン酸塩およびソルピトーlレ無添加の場

合，28SCでミオシンの凝集が始まった。 0.1誕のグル

コン艶塩添加では，対照としたソルピトールに比べて熱

変性の抑制は弱く， Tdはグルコン酸ナトリウムの場合

で 30.0
o
C，グルコン酸カリウムの場合で 31.0

o
Cであっ

た。 0.2M以上のグルコン酸塩添加によって Tdは急激

に上昇したが，熱変性の抑制の程度はソルピトールに比

べてやや高い程度であった。

次に，冷却によるゲルイヒに及ぼすグルコン酸塩の影響

を調べるために，これらを添加したミオシン加熱ゲルを

再加熱して融解温度 Tmを測定した (Fig.3B)。グルコ

ン酸塩無添加では 52
0

Cでゲルが融解したのに対して，

0.2M 以上のグlレコン酸塩添加ゲルは，加熱温度である

80
0

Cを超えても融解しなかった。一方，ソルピト…ル

では O.4M までは Tmが緩やかに上昇し， 0.5M以上

にすると急激な上昇が見られたが，加熱温度 (80
0

C)

を超えることはなかった。すなわち，ソルピトール添加

B 

Fig. 3 Effect of gluconate on the thermal denaturation 
temperature of myosin， Td (A) and the gel m巴Iting
temp巴限切符， Tm (B). The Td values w巴re巴stimated
by monitoring the change of the Iight scattering at 330 
nm of myosin (0.5 mg/mL) dissolved in 0.6 IVI NaCI 
and 20 mIvI phosphate buffer (pH 6.5) with either Na-
gluconate (0)， K-gluconate (ム)or sorbitol (・).The 
Tm values were measured by a test tube inversion 
method. IvIyosin (12 mg/mL) dissolved in 0.6 IVI NaCI 
and 20 mIvI phosphate buffer・ (pH6.5) with the addi-
tives was plac巴din a glass test tube and was incubated 
at 80

0

C for 20 min and then cooled to make heat-in-
duced gel. After 5 min heating at each temperature， 

the fluidity was con長rmedby an inversion of the test 
tube. 

A 

D C 

Fig.2 Scanning el巴ctronmicroscope images of the heat-
induced myosin gels formed with various salts. The 
gel preparation was the same as that d巴scribedin Fig. 
1 except for the myosin concentration (15 mg/mL). 
A， NaCl; B， Na-gluconate; C， KCl; B， K-gluconate. 
White bars represent a length of 1μm. 

加熱ゲル化反応に及ぼすグルコン駿塩の影響 上述の

ようなグルコン殻塩の作用のメカニズムを明らかにする

ため，ゲル化反応に及ぼすグルコン酸壌の影響を調べ

た。この報告で用いた希薄ミオシン溶液では，ミオシン

のゲルイヒは加熱中には起こらず，冷却後にゲルが形成さ

れる。すなわちミオシン溶液の加熱ゲル化反応は，加熱

によるミオシンの熱変性と冷却に伴うゲル化のニ段階の
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のミオシン溶液は熱的に可逆なゲルを形成するが， 0.2 

M以上のグルコン酸塩添加では不可逆的なゲルを形成

することが切らかになった。なお，蒋加熱後に形成され

るゲルの破断強度は著しく低下しており，可逆性は擬似

的なものである。

以上のように，グ、ルコン酸塩はタンパク質自体の熱安

定性を高めるとともに，加熱ゲルの熱安定性を著しく高

める。対照としたソルピトールと比較すると，その差異

はTdよりも Tmにおいて顕著であった。月向ら15)によ

れば，大草タンパク質の加熱ゲjレ化反応、ではポリオール

添加によって Tmが低下する。これは大豆タンパク質

のゲルを安定化している水素結合がポリオール存在下で

不安定になることに起因するとされている。一方，魚、肉

すり身の加熱ゲルにおいては疎氷結合がゲルの安定化に

寄与する。16)ポリオールには疎水結合を強める作用があ

り， 17)Fig. 3の結果は，グルコン離塩が加熱ゲルの網目

構造を形成する疎水結合を強化することを示唆している。

E皮断強度のゲルコン酸塩濃度依存性 次に，冷却後に

得られたゲルの破断強度のグルコン憩塩濃度依存性につ

いて調べた。 Fig.4Aは0.6MのNaCl存在下で，グル

コン酸ナトリウムの添加量を変えて調製したミオシン加

熱ゲル(ミオシン濃度 12mg/mL)の破断強度である。

破断強度はグルコン酸ナトリウム濃度が 0.2Mまでは

護線的に増加したが， 0.3Mではわずかに低下し，それ

以上の添加で再び増加した。全く同じ濃度依存性がカリ

ウム塩の場合にも見られた (Fig.4B)。

先述の Tdや Tmに対するグルコン酸塩の添加効果は

濃度に対して単調増加的であり， Fig.4の濃度依存性と

は異なる。したがってグルコン離塩には，ゲルの熱的な

安定化とは異なった，破断強度を減少させる何らかの作

用があると考えられた。右下らによると 9)ミオシン加

熱ゲlレの破断強度はイオン強度に依存し，ミオシンの保

存日数が短い場合にはイオン強度の上昇によって破断強

度が減少する。 Fig.4Aの測定では， 0.6班の NaCl存

在下でグルコン酸ナトリウムの添加量を変えたため，添

加量の増加に伴って塩濃度は増加している。その影響を

除去するために，グjレコン酸塩と塩化物塩の濃度の和が

一定になるようにして同様の測定を行った。 Fig.5から

明らかなように，塩濃度一定の条件下でも濃度依存性の

傾向は変わらず，破断強度曲線に見られる臨みは塩濃度

の変化によるものではないことが確かめられた。また，

0.6Mのグルコン酸塩添加での破断強度は Fig.4のそ

れとよく一致しており，ミオシンの可溶化に充分な塩濃

度であれば，ゲjレの破断強度はグルコン離塩の濃度によ

って定まると考えられた。

次に，冷却闘化時の温度を変えて作製したゲルについ

て，破断強度のグlレコン酸塩濃度依存性を比較した。な

お， 15
0

Cで冷却固化した場合にはグルコン離塩無添加
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Fig. 4 Gluconate concentration dependence of the break-
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KCl (B) with gluconate was gelatinized under the 
same conditions as described in Fig. 1. Bars r巴present
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Fig. 5 Gluconate concentration dependence of the break-
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Fig. 1. Bars represent standard deviations of 4-5 ex-
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のゲルが著しく弱く，破断強度の測定が閤難であったた

め，この測定ではミオシン濃度を 15mg/mLとしたo

Fig.6Aに見られるように， 15
0

Cで冷却したゲルでは，

破断強度はグルコン酸ナトリウムの添加量に応じて単調

増加し，曲線上の出みは見られなかった。また 25
0

Cで

冷却したゲルでは， 20
0

Cの場合ほど顕著ではないが，

破断強度の低下が認められた (Fig.6C)。出みのEまにあ

たるグルコン酸ナトリウム濃度を比較すると， 20
0

Cの

場合が 0.3Mであったのに対して 25
0

Cでは 0.4Mとな

り，高濃度側にシフトした。

先に述べたように，グルコン酸塩は疎水結合を強める

ことによってミオシン加熱ゲルの破断強度を高めると考

えられる。疎水結合ではミオシンとグルコン酸塩の相互

作用だけでなく，水分子を含めた三成分間の相互作用が
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重要となる。したがって，水とグルコン酸塩の相互作用

に関する知見は，加熱ゲルの力学的性質を理解する上で

有用であろう。そこで水分子とグ'ルコン酸埴の相互作用

を溶液粘度から調べた。

Fig.7にグルコン酸ナトリウム溶液の粘度の濃度依存

性を示した。 15
0

Cでのグルコン駿ナトリウム溶液の粘

度は濃度に対してほぼ単調に増加した。一方， 20
0

Cで

は破断強度の場合 (Fig.6B) と同様に，粘度曲線の凹

みが見られた。さらにお℃では，その凹みは高濃度側

にシフトしており，これらの傾向は Fig.6に示した破

断強度のそれに一致した。 Fig.7に示した粘度は，ミオ

シンを含まないグつレコン駿溶液のものであり，単純にグ

ルコン酸塩と水分子の相互作用を反映している。現在の

ところ，粘度曲線、における問みが水分子のどのような挙

動によるものかは不明であるが， Fig.6とFig.7の一

致から，グルコン酸塩と水分子の相互作用がゲルの力学

的性質に反映されていることは明らかである。
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Fig. 8 Protein concentration dependence of the apparent 
specific volume (A) and the apparent adiabatic com-
pr百 sibility(B) of myosin at 18'C. Myosin was dis-
solved in the following salt solutions: 0， 0.6 M NaCl; 
口， 0.6 M Na-gluconate;・， 0.6MKC1;ι0.6M K-
gluconate. The solid lines represent the least司square
linear regression line 

ミオシン分子iこ対するゲルコン自主塩の作用 ミオシ

ン，グjレコン駿塩および水分子の王成分間の栂互作用を

さらに明らかにするために，ミオシン分子の物理化学的

性質に及ぼすグルコン酸塩の影響を調べた。 Fig.8は各

種塩溶液中のミオシンの部分比容および断熱圧縮率の測

定結果である。塩化物塩溶液中では比容のミオシン濃度

依存性は小さく，濃度 Oへの外挿値，すなわち無隈希

釈での部分比容 VoはNaCl溶液中で 0.71cm3jg， KCl溶

液中で 0.72cm3ぼであった (Fig.8A)。これらの値は

これまでに報告されているウサギ骨格筋ミオシンの部分

比容12.18)である 0.724cm3jg (20
0

C) と近い。一方，グ

ルコン酸塩溶液中の比容にはミオシン濃度依存性が見ら

れ，部分比容 Voはグルコン酸ナトリウム溶液において

0.65 cm3jg，グルコン酪カリウム溶液において 0.66cm3 

ぼであった。グルコン酪塩がミオシンの部分比容に極

めて大きな影響を及ぼすことが明らかになった。

断熱圧縮率においてもグルコン畿塩溶液中のミオシン

の在縮率は塩化物塩溶液中のそれとは大きく異なった

(Fig. 8B) 0 NaClおよび KCl溶液中での断熱庄縮率が

約 8X 10-12 cm2jdynであったのに対し，グルコン酸ナ

トリウム溶液中では-1.3X 10-12 cm2jdyn，グルコン酸

カリウム溶液中では-8.3 x 10…12 cm2jdynであった。

すなわち，塩化物塩存在下ではミオシンの断熱庄縮率が

正の値であったのに対して，グルコン鞍塩存在下では負

の値に変わった。
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考察

この報告では，マダイから精製したミオシンの加熱ゲ

ルイヒに及ぼすグルコン酸塩の影響について述べた。 Fig.

1に見られるように，グソレコン酸塩の添加はミオシン加

熱ゲルの物性を大きく変えた。ゲル化反応の解析から

(Fig. 3)，グルコン離塩の物性改変効果は，主に網g構

造を形成している疎水結合の強化によるものと考えられ

た。また，破断強度のグlレコン酸塩濃度依存性はグルコ

ン酸塩溶液の粘度のそれに対応;していた (Fig.6および

Fig.7)。ミオシン加熱ゲルの力学的性質に水分子とグ

ルコン駿塩の相互作用が反映されるという事実からも，

グルコン酸塩による物性改変に疎水結合が関与している

ことが強く示唆される。

糖やポリオールはタンパク質分子の水和構造を変える

ことによって疎水結合を強め，変性を抑制すると考えら

れている。17)タンパク震の水和構造を知るためには，部

分比容や断熱圧縮率を測定することが簡便である。部分

比容はタンパク質の構成要素であるアミノ酸のファン・

デル・ワールス体積とそれらが完全にパッキングできな

いことから生じる空隙(以下，キャピティと記述する)， 

および水和による体積減少の総和である。部分比容に対

して官官2者は正の効果を与え，水和は負の効果を与え

る。したがって Fig.8Aに示したグルコン験塩による部

分比容の著しい減少は，変性に伴うミオシン分子の大き

な構造変化によるキャビティの減少か，または水和量の

著しい増加のいずれかに由来する。しかしながら，ミオ

シンはク申ルコン酸塩溶液中で Ca2十一ATPase活性を失う

ことなしむしろその変性は抑制されると報告されてい

る。1.6) したがって，キャピティを大きく減少させるよう

なミオシン分子の構造変化がグルコン酸塩によって引き

起こされるとは考えにくく，部分比容の減少は主に水和

量の増加によるものと思われる。水和水は自由水に比べ

て圧縮されにくいため，水和は断熱圧縮率に対して負の

寄与をする。グルコン酸塩溶液中のミオシンの断熱圧縮

率が負の値をとることは (Fig.8B)，庄縮に伴う体積変

化に対して水和の寄与が大きいことを示している。した

がって，グルコン酸塩がミオシンの水和量を著しく増加

させるという結論は，断熱圧縮率の測定結果からも支持

される。

糖やポリオール存在下でのタンパク費の水和構造につ

いては，これまでにも多くの研究が行われてきた。 17)ソ

ルピトールについても種々のタンパク質に対する影響が

れている。例えば， 10% (w/v)のソルピトール

添加に対する部分比容の変化量は，血清アルブミンの場

合に 0.003cm3 / g， 19) リボヌクレアーゼAの場合に

0.001 cm3 / g， 20)αーラクトアルブミンの場合に-0.003 

cm3/g，20である。いずれの健も Fig.8Aに示したグル

コン酸塩の効果に比して小さく，この報告で示したミオ

シンの水和量の著しい増加はグルコン酸塩に特異的な現

象と考えられる。

Fig.8の結果は未変性状態のミオシンについて得られ

たものである。用いた装置の特性上，加熱中や冷却閤化

したミオシンについては測定を行うことができず，ゲル

を形成する際の水和量に関する知見を得ることはできな

い。しかしながら，疎水基が分子内部から露出する変性

状態ではタンパク賓の水和量が増加することが知られて

おり 20)グルコン酸塩による水和効果が未変性状態より

も熱変性状態において高くなると推察するのは妥当であ

ろう。 Fig.3においてグルコン酸塩添加の影響が Tdよ

りも Tmにおいて顕著であったのは，グルコン酸塩に

よる水和効果が，タンパク質の構造安定性に関わる未変

性状態の疎水結合よりも熱変性したミオシン分子関の疎

水結合に強く影響を及ぼすことを示唆している。

以上のことから，ミオシンの加熱ゲル化に及ぼすグル

コン酸塩の主な影響は，ミオシン周辺の水和構造を変え

ることによって網目構造の疎水結合を強化することにあ

ると推察される。
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