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宮II食品の物性そして楠

000解説。。。
糖類アモルブアスマトリクスに収着した水の状態

および機能の非単一性

今村 維克

岡山大学大学院自然科学研究科

Multiple States of Sorbed Water Molecules in Amorphous Sugar Matrix and 
Their Different Impacts on Physical Properties of the Matrix 

Koreyoshi lMAMURA 

Department 01 Bioscience and Biotechnology， Faculか01Engineering， Okayama Universiか
3-1-1 Tsushima-nakα， Kita-ku， Okayama 700-8530， Japan 

Amorphous materials， comprised of sugar molecules， exhibit high hygroscopicity and the 

sorbed water exerts呂 m吋orinfluence on physical stabi1ity of the matrix. To date， the water sorption 
behavior of amorphous sugars has been extensively investigated. However， most studies of the 
behavior of water， when sorbed to an amorphous sugar matrix， have implicitly assum巴dthat all of 
the sorbed water molecules are in a single state: It is naturally expected that the random allocation 
and configuration of sugar molecules would result in heterogeneity of states for the sorbed water. 
Recently， we demonstrated the heterogeneity of state and functionality of water sorbed in amorphous 
sugar matrICes by combining a Fourier transform IR spectroscopy and Fourier self-deconvolution 

technique; The sorbed water molecules were classified into five states， and the three of them mainly 
served to lower the glass transition temperature of an amorphous sugar matrix whi1e the other two 
appeared to be independent of physical properties of the m註trix.
Keywords: amorphous sugar; heterogeneity; water sorption; freeze-drying; compression; glass 

transition temperature 

1.繕言

“水"はあらゆる食品に含有されており，材料の硬さ・

柔らかさ，溶解性や腐敗，澱粉系素材においては糊化

や老化など，様々な局面で多様な役割を担う[1，21. こ

れまで，様々な食品および食品素材について，含有水

分量や水分活性，また，様々な条件(水蒸気圧，温震

など)下における王子傍収着量や収者過指が測定されて

いる [1-4]. 一方，食品素材は，多かれ少なかれ，アモ

ルファス椙を含んでいる.このアモルファス相は素材

の物性・特性に少なからず影響を及ぼす上に，たいて

い結品椙に比較して格段に吸混性が高い.そのため，

アモルファス材料，とりわけ，糖類からなるアモルファ

スマトリクスは研究対象として数多く取り上げられ，

その水分収着特性および物理化学特性との関係が盛ん

に検討されてきた [51. それら既往の研究において，糖

類アモルファスマトリクスの水分収着等温線は以下の

(1) ~ (3)式を用いて記述されていることが多い.
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ω:含水量(乾量基準)， Wm 単分子層吸着水量(乾量

基準)， c， k :定数 aw :水分活性

上の(1)および(2)式では，収着水量と水蒸気圧が1，

21毘の定数を介して結びつけられている. (3)式では，

糖のマトリクスに底接相互作用する水と多分子層的に

相互作用する水を区別しているが，それぞれの相互作

用の強さは定数で表現されている.これらのことは，

いずれの相関式も，糖のマトリクス表面，あるいは糖

分子と直接相互作用する水分子は全である単一の収着

状態にあるという前提に基づいていることを表してい

る. しかし，そのような前提は可能だろうか?結晶性

の材料であればまだしも，アモルファス相では構成分

子がランダムに配向しているため，マトリクス内の収

着サイトにも，水分子との相互作用の形成しやすさや

相互作用力に分布があって当然である.また，収着状

態が異なるのであれば，物理化学的特性に対する寄与

も異なるはずで、ある.筆者等は近年，全ての収着水を

一括りに扱っていては水分収着が糖マトリクスの物理

化学的特性に及ぼす影響を説明できない [9]ことを見出

し，水分収着状態を詳締に解析した結果，糖類アモル

ファスマトリクスに収着した水の状態と機能は複数存

在するという結論に至った [10，11]. 本稿では，“収着

水の非単一性"という着想に至った経緯とともに，収

着状態の解析・定量手法および各状態の収着水が物性

に及ぼす影響について，これまでに得られた研究成果

を中心に解説する.

2. 糖類アモルファスマト 1)クスの水分収着特性

糖によって形成されたアモルファスマトリクスは，

他成分を均一かつ安定に包括することから，不安定成

分の包括安定化剤として利用されている [12]. その反

面，糖類アモルブァスマトリクスは熱力学的な平衡状

態にはなく，ガラス転移温度 (Tg) 以上になるとコラ

プスを生じ，ハンドリング性および包括安定化作用の

低下・消失を引き起こす.この Tgは含水率の増加とと

もに顕著に (~100Cj (0.01 gjg-dry sugar) [13])低下

十す t陸 克

する [14]. そのため，これまで，水分収着特性と九の

関係が様々な糖からなるアモルファスマトリクスにつ

いて調べられてきた [14-17]. さらに，含水率と九の

関係は，糖の種類が間じであれば乾燥方法や条件に依

存することはほとんどなく，このことは，Tgと合水率

の関係を調べた研究者の多くが常識的にもっている感

覚である.一方，凍結乾燥によって作成された糖類ア

モルファスマトリクスは嵩高く J、ンド 1)ング性・計

量性を改善する上で高圧処理が有効であると考え，著

者らは高圧処理が水分収着特性および Tgに及ぼす影響

について検討した [9]. その結果，凍結乾燥試料を一定

満度，一定水蒸気圧下で識混したときの平衡含水率が，

高圧処理 (443MPa， 5 min) によって顕著に (15~

50%)低下することがわかった (Table1).しかし，Tg 

lま，高圧処理により合水率が低下しているにもかかわ

らず，変化しなかった [9].このことは，高圧処理により，

含水率の増加に伴う Tgの低下量が大きくなることを表

しており，含水率と Tgとの関係について検討してきた

研究者から見れば，極めて奇異な現象に映る.なお，

水蒸気分子の乾燥試料における拡散係数は，高圧処理

によって大きく低下する (>6X10司 11 m2js → 2~6x 

10-13 m2j，含水率の経時変化を Fickの拡散方程式を用

いて解析することにより算出した [9]) が， Table 1に

示した合水率および Tgは十分時間(一週間以上)謂混

したときの平衡値であり 高圧処理による拡散速度の

変化が合水率と九の“奇異"な関係の原因とはなり得

ない.では，高圧処理によって何が起こったのか?筆

者らは次のように考えた:まず，収着水には Tgの低下

に関与するものとしないものが存在する.そして，高

圧処理によって九の低下に関与しない収着水のみが減

少するのであれば，合水率の増加に伴う Tgの抵下が，

見かけ上顕著になる.

3. 収着水の赤外分光分析

上述の仮説が成立するためには，糖類アモルブアス

マトリクスの水分収着において，0)収着状態が複数存

在し， (ii)特定の状態にある収着水が高圧処理によって

Table 1 Equilibrium water contents and Tg values for compressed and uncompressed freeze-

dried amorphous sugar (trehalose)， equi1ibrated at different RHs (250

C). The compression 

was carried out at 443 MPa for 5 min. 

RH Water content (g/g dry matter) 九(C)

(%) Uncompressed Compressed Uncompressed Compressed 

。 。 O 105 105 

11 0.037 0.024 64 64 

23 0.058 0.037 52 52 

33 0.083 0.047 42 42 
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結栄，半価l隔および強度盟子をそれぞれ， 30 cm-1およ

び 2.0とした Fourierself-deconvolution処理された

スペクトルは，市販のピーク解析ソフト (PeakFitve工

4.12， SeaSolve Software Inc.， MA， USA) を用いて細々

の componentbandに分離され (Fig.3 (a)， solved 

band) ，それらの面積やピーク波数を求めた.

Fig. 3 (a)に示すように，いずれの糖を用いた場合も，

収着水の componentbandは5つ検出されたこれより，

収着水の状態はらつに大別できるものと考えられる.尚，

“なぜ， 5つなのか?"については現在も検討ー中である.

Fig. 3 (b)には，凍結乾燥・絶乾後に 443MPaで5分開

高任処理した上で謁湿した糖類アモルファス試料(庄

縮試料)の IRスペクトルを関様に解析した結果を示す.

圧縮試料においても 5つの componentbandが，それ

ぞれ非庇縮試料とほぼ同じ波数域に検出された.また，

個々の componentbandの面積を比較すると，高波数

側の 3つの componentband (iii-v)は高圧処理によっ

てほとんど面積に変化が無いが，低波数fRIJの2つの

component band 0， ii)は高圧処理によって顕著に小さ

くなっていることがわかった.このことは，上述の“合

水率の非単一性に基づく仮説"と合致する.
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選択的に減少しなくてはならない.そこで，著者らは，

まず，フーリヱ変換赤外分光分析 (ITIR) によって収

着水の状態解析を試みた.糖類アモルファス試料は，

凍結乾燥によって作成し，一度絶乾した後，一定相対

湿度下で誠濯した一部の試料は調湿前に高庄処理を

施した.得られた試料の赤外線吸収 (IR) スペクトル

を拡散反射法 [10，11]により測定した (Fig.1). 1650 

cm-1近傍の吸収ピークは収着水の H-O-H面内変角振

動に起因するものである.この収着水に起因する IRピー

クのエリアを 3000cm-1近傍の糖の C-H伸縮掠動に起

回する吸収ピークのエリアに対する桔対値に換算し，

別途測定した試料の含水率に対してプロットした (Fig.

2). また，合水率が既知のいくつかの水和結晶楳品に

ついても水和水のピークエリアを測定し， Fig.2中にプ

ロットした.その結果，全てのプロットは一本の直線

上あるいは極近傍に集中した.このことから，拡散反

射法を用いた ITIR測定により，収着水を精度良く検出・

定量できることがわかった.なお，ヌジョール法や

KBrぺレット法，全反射吸収法を用いた ITIR測定も試

みたが，十分な IR畷収強度や再現性，および含水率に

対する査線性は得られなかった.

次に収着状態の分離・解析を行った.まず，解析の

前提として，そるそ忌収著状態の差異は，収若水分子

が槍のマトリクスから受ける束縛の度合いの差異を反

映しているものと考えられる.すなわち，収着水の IR

ピークは見かけ上，単一のピークであるが，そのピー

クの中には個 々 の 束 縛 状 態 に 対 応 す る複数の

component bandが含まれているはずである.そこで，

Fourier self-deconvolution処理 [18，19]することによ

り，個々の componentbandをシャープにすることで，

それらの存在を強調(あからさまに)した (Fig.3 (a)， 

deconvolved spectrum) .なお， Fourier self-deconvolu-

tion処理の条件は， 1700 cm→近傍のペースラインの直

綿性が維持され，また， component bandの数ができる

だけ多くなることを criterionとして [20]，試行錯誤の

0.12 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 

Water content (glg-dry matter) 

。
。

Fig.2 Relationship between the areas under the IR band 

for the H-O-H in-plain bending of sorbed water and the 

water contents for freeze-dried amorphous sugar samples， 

rehumidifed without being compressed (c1osed keys) and 

compressed and then rehumidified (open keys). Vertical axis 

denotes th巴 relativevalue to the area of the IR band due to 

the sugar C-H stretching vibration. a -Maltose monohydrate 

(gray square)，丘一lactosemonohydrate (gray diamond)， and 

trehalose dihydrate (gray triangle) were also analyzed as 

samples with known water contents and are plotted in the 

graph. Rehumidification was carried out at RH 11， 23， and 

33 % (25"C) for more than 3 days， and compression was 

conducted at 443 MPa for 5 min 
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Fig. 1 IR spectrum of freeze-dried and rehumidified (RH 23 %， 

250C) amorphous sugar (trehalose) 
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Fig. 3 Fourier self-deconvolved IR bands for the H-O-H in-plain bending of sorbed water and 

the fitted individual component bands. (a) Rehumidified amorphous trehalose without being 

compressed; (b) Compressed and then rehumidified amorphous trehalose. Rehumidification 

was carried out at a RH of 23 % (25
0

C) for more than 3 days， and compression was conducted 

at 443 MPa for 5 min. 

および(b)の結果と同様に，(0および(ii)の収着水が高

庄処理によって顕著に減少した.ただし，高圧処理に

よる(0および(ii)の収着水の減少度は糖の種類によっ

て異なっており，二糖では trehaloseで最も大きかった

(収着水(ii)の減少度:ca. 85% at陪{33 % ). trehalose 

はもともと他の二糖に比べて高い収着性を有しており，

高圧処理による水分量の減少幅も大きくなったものと

考えられる.また， dextran試料では， (ii)の収着水の

減少度は 20%程度であり，さらに分子量が大きくなる

Fig.4には，掻々の糖からなる庄縮・非圧縮試料を巽

なる相対湿度で調湿したときの各収着状態の水分量，

すなわち，個々の収着状態の収着等温線を示す.これ

より，いず、れの収着状態にある水分量も RHとともに

増加していくが，とくに(ii)の収着水の都合が高く，0)

の収着水と同様に，時{23%以上でも増加し続ける傾向

がみられた.これに対し， (iii-v)の収着水は，多くの

場合， RH23%以上では増加勾配が小さくなった.また，

庄縮および非圧縮試料の結果を比較すると， Fig. 3 (a) 
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と(ij)の収若水の減少度もさらに小さくなっていった.

この傾向の原因として，高分子量の糖からなるアモル

ファスマトリクスは構造内に含まれる共有(グルコシ

ド)結合の割合が高く(水素結合の割合が相対的に低

く)，高圧処理に対して構造変化を生じにくい可能性が

考えられる.

Fig. 5は，圧縮・非圧縮試料の Tgを全収着水に対す

る含水率 (c1osedkeys) ，および(iii-v)の収着水の割合

(open keys) に対してプロットしたものである.既に

述べたように Tgの含水率に伴う低下は，高庄処理によっ

てより顕著になっているが，Tgと(iiトv)の状態の水分

量との関係は，高圧処理に関わらずほとんど変化して

いないことがわかる.これらの結果は，(i)および(ii)

の状態の収着水が九の抵下に関与していないことを裏

{寸けている.

次に，ここまでの実験では，高圧処理後に調?援を行っ

100 

i∞t¥ kk(母、 80 
{tJ 80 

60 
』凶 60

~-!" 
40ト き 340 • 20 20 。0.02 0.04 0.06 0.08 。0.02 0.04 0.06 

Contcnt of sorbcd watcr (glg刷drymattcr) 

Fig. 5 Dependences of Tg on water content for uncompressed 

(closed keys) and compressed amorphous sugar samples 

(open keys). The horizontal axis denotes the content of 

sorb巴dwater corresponding to the component bands (iii-v) 

(triangles) or the overall water content (circles). Tg values 

for samples， rehumidified註tgiven RHs (23 and 33 %) and 

then compressed， are also plotted against the overa1! water 

content (closed diamonds) and the contents of sorbed water 

for component bands (iii-v) (gray diamonds). 

てきたが，手順を変え，調湿した後に高圧処理 (443

MPa， 5 min)した試料についても収着状態の解析を行っ

た (Table2). その結果，高庄処理により，(i)および(ii)

の収着水が減少すると問時に(iv)および(v)の収着水の

割合が増加することがわかった.なお，高圧処理によ

り合水率(全水分量)が変化することはなく，(i)およ

び(ii)の収着水の減少量も，調湿前に高庄処理した場合

に比べると小さかった.また，Tgを測定したところ，7 

-13
0

C，抵下していることがわかった.これは，高圧

処理により，本来 Tgの低下に関与しない (i)および(ii)

の状態の奴着水が， (iv)および(v)の収着水に変化する

ためであると考えられる.実際，調湿後，高圧処理し

た試料の Tgを(iii-v)の状態の水分量に対してプロット

すると (Fig.5， gray diamonds) ，非圧縮試料および高

圧処理後に調湿した試料とほぼ同じ曲線上の値を示し

た.

以上，収着水には，Tgを低下させるものと，それに

関与しないものがあるととがわかった.では，それら

の収着状態はどう異なるのであろうか?まず，考えら

れるのは，マトリクス表面に吸著した水とマトリクス

内部に取り込まれた水との違いであろう.すなわち，

マトリクスの内部に取り込まれた水は，マトリクスの

構成要素となり，マトリクスの可塑性，つまり九に直

接影響するのに対し，マトリクス表面に吸着した水分

子はマトリクスの物牲にはほとんど影響しないと考え

られる，凍結乾燥によって得られた試料は無数の孔を

脅している (Fig.6 (a) )が，高圧処理によってその表

面積は顕著に減少する (Fig.6 (b) ) [21]. したがって，

表面に吸着した収着水が(i)および(ij)の収着状態にあ

り，マトリクス内部に取り込まれた水が(iiトv)の収着

水だとすれば，高庄処理によって減少するのは(i)およ

び(ii)の収着水だけで，Tgも変化することはない.こ

れらは，Figs.3-5の結架と矛膚しない. さらに，高圧

処理によって凍結乾燥試料を構成する薄控どうしが融

Table 2 Contents of sorbed water in different sorption states and Tg values for amorphous 

sugar (aωlactose) that were compressed before and after the rehumidification at given RHs. 

Compression was conducted at 443 MPa for 5 min. 

Rehumidified 
before or after 
compresslOn 

Uncompressed 

悶f

(%) 

Before compr. 23 

After compr. 

Uncompressed 

Before compr. 33 

After compr. 

Contents of sorbed water in individual 
sorption states (g/ g-dry matter) 

Component band 九<，C)

(i) (iO (iii) (iv) (v) 

0.006 0.012 0.018 0.013 0.003 49 
品晶 圃司晶圃晶明崎 晶岨晶

0.004 0.010 0.014 0.021 0.004 42 
幽晶晶圃圃明合唱内手帳ー 晶晶 a ・・

0.001 0.003 0.015 0.011 0.003 49 

0.009 0.019 0.020 0.015 0.003 38 
‘・，園、------鴨神酔 副晶

0.004 0.016 0.019 0.021 0.007 28 
晶晶 a‘・‘・.‘・・ー

0.002 0.004 0.018 0.014 0.003 38 
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Fig. 6 SEM images of uncompressed (a-i， ii) and compressed freeze-dried sugar (sucrose) 

(b). Compression pressure and period were 443 MPa and 5 min， respectively. 

与しているのであれば，Tgの低下量を，全水分収着量

に対する合水率ではなく ，Tgの低下に関与する (iii)ー (v)

の収着水量とより密接な関係にあるはずである.そこ

で，含水率が“0"のときの九と調湿後の Tgの若を (iii)

一(v)の水分量に対してプロットした (Fig.7).これより，

糖の種類によらず，全てのプロットが一本の直線近傍

に集まることがわかる.この結果は，Tgの抵下量は (iii)

一(v)の収着状態の水分量によってほぼ一義的に決まり，

糖の種類・構造による影響は極めて小さいことを表し

ている.

a
t
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合すれば，その表面に吸着していた水は(i)あるいは(ii)

の収着状態から， (iii) ~ (v)のいずれかの収着状態に転移

するはずである.これも Table2の実験結果と符合する.

しかし，これらの解釈には大きな欠陥がある.それは，

凍結乾燥試料の表面積から推算される最大吸着量が，

(i)および(ii)の収着推量の 1/10にも満たないことであ

る:凍結乾燥によって得られた糖類アモルファス試料

の表面積は，窒素吸着装置を用いた測定により，せい

ぜい 2m2/g-sugarであることが報告されている [22]

(この値は Fig.6 (a-ii)に示されるような凍結乾燥試料

の SEM函後から推算される表面積の億とほぼ一致する

[9]) .ここで，糖類アモルファスマトリクスの真密度

を1.5g/cm3と仮定し [23]，水分子の占有顕積を 1分

子当たり 6X10巴 20 m2とすると，マトリクス表面に対す

る水の最大吸着量は 0.00075g/ g-sugarとなる [9]. 今

後，さらに各収着状態の差異について検討‘する必要が

あるが， 1つの可能性として，糖類アモルファスマトリ

クスは SEMでも観察できないくらい微細なドメイン構

造を有しているのかも知れない.すなわち，微小なド

メイン間の境界は， N2のような中性の気体でなく，水

分子のような小さい極性分子のみが侵入・浸透できる

ような構造・仕組みになっているのかもしれない.

4. 各種糖類アモルファスマトリクスと

ガラス転移温度との関係
0.01 0.02 0.03 0.04 

Amount ofwater for component bands (iii-v) 

(g/g-金ymatter) 

Fig. 7 Relationship between decrease in九andthe amount of 

sorbed water corresponding to component bands (iii-v) 

糖類アモルファスマトリクスの Tgが合水率の増加に

{半って低下する度合いは糖の種類によって奨なる.一

方，上述の通り，特定の収着状態の水が Tgの抵下に関
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5. 結晶化特性と収着水の関係

0.04 0.03 0.02 0.01 O 

120 

80 

60 

f綱、
ν100 
、-'
b 
u 

H 

Content of sorbed water (g/g-dry matter) 

Fig. 9 Dependences of Tcry on water content for uncompressed 

(cJosed keys) and compressed amorphous sucrose (open 

k巴ys).The horizontal axis denotes the overall water content 

(circ1es) or the content of sorbed w，呂tercorresponding to the 

component bands (iii-v) (triangles). 

今回，糖類からなるアモルファスマトリクスを用い

て，収着水には複数 (5つ)の状態があり，それらの中

にはマトリクスの可塑化に関与しない収着水も存在す

ることを明らかにした.これまで，国内外問わず，食品・

医薬品を主な研究対象とする学術誌に，アモルブアス

素材，とくに糖類からなる材料の乎衡合水率に関する

データが数多く報告されている. しかし，それらのデー

タは，物理化学的特性とは無関係の収着水も含めたデー

タであり，物理化学的特性と直接相関することはでき

ない.収者水がマトリクスの物理化学的特性に及ぼす

影響をより精密に理解するためには，従来の全収着水

を一括りに扱った収着等温線を，各収着状態ごとに測

定し直す必要があろう.また，アモルファスマトリク

スの物理化学的特性として， Tgや結晶化特性だけでな

く，包括した物質の劣化速度や保存安定性も取り上げ，

各収着状態の水との関係を調べる必要があろう.さら

に，そもそも，なぜ，収着状態が 5つ存在するのか，

また，なぜ，マトリクスの可塑化に関与する水および

関与しない水にも，それぞれ頴数の収着状態が存在す

るのかを明らかにしていきたい.なお，現在，分子シミュ

レーションによって糖と水からなるモデルマトリクス

を構築し，状態の異なる収着水の相互作用状態を解析

しつつある.

現時点や上述の微小ドメインの融合が考えられるが，

では明確な説明は得られていない.

めとま6. 

糖類のアモルファス状態が，ある条件でどの期間維

持されるのかは， Tgと時様，応用上，重要な特性であり，

これまで糖類アモルファスマトリクスの結晶化特性に

ついても，多くの研究がなされてきた [24-26]. その結

果，糖類アモルファスマトリクスが結晶化を罰始する

までの誘導時間 (Fig.8) は，合水率の増加に伴って短

くなり [27]，また，示差走査熱分析で検出される結品

化温度 (Tcry) も合水率とともに顕著に低下することが

知られている [14，28]. さらに近年，高庄処理も誘導時

間および Tcryを減少・低下させることがわかった

[21，26]. そこで，糖として sucroseを用いて凍結乾燥

試料を作成し，その庄縮および非在縮試料を一定 RH

下で調濯した.得られた試料の等温結品過程と Tcryを

測定し，各試料の含水率および(iii-v)の収着水との関

係を調べた (Fig.9). 誘導時間および Tcryとも，Tgと

同様に合水率に対する減少傾向が，高在処理によって

大きくなることがわかった.ただし，誘導時間および

Tcryをマトリクスの可塑化作用に関与する (Hi-v)の収着

状態の水分量に対してプロットしでも，高庄処理した

試料の結果は非圧縮試料の結果と完全には一致しない

ことがわかった.これより，アモルファスマトリクス

の結晶化においても Ciii-v)の状態の収着水は主要な役

離を担うが，高圧処理に起因するマトリクスの“何ら

かの変化"も結品化特性に影響を及ぼしているものと

考えられる.この“何らかの変化"としては，マトリ

クスを構成する糖分子のコンブオメーション変化 [21]

25 

Fig.8 Isothermal crystallization of compressed and 

uncompressed freeze-dried sucrose samples at 90
o
C. The 

compression pressure and period were 443 MPa and 5 min， 

respectively. 
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要 旨

糖などの炭水化物からなるアモルファス材料は高い

吸湿性を有しており，収著した水は材料の物理化学的

特性に少なからず影響を及ぼす.これまでにp 糖類か

らなるアモルファスマトリクスの水分収着特性に関し

て多くの研究がなされてきた. しかし，それら既往の

研究のほとんどは，暗に全ての収着水分子は単一の収

ており，水分収着状態も按数以上存在するものと考え

られる.近年，著者等は Fourier変換赤外分光分析と

Fourier self-deconvolution処理を組み合わせることに

より，収着水を異なる状態ごとに分離・定量した.そ

の結果，収着水には 5つの収着状態が存在し，その内

の 3つの状態の収着水が“ガラス転移温度の低下"を

引き起こしており，残りの 2つの収着水はマトリクス

の物理化学的特性にはほとんど影響しないことを明ら

かにした.
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