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は しが き

筆者は先に､沖縄県で養殖 によ り生産 されているオキナワモズク (1996年)

およびイ トモズク (1999年)か らフコイダンを分離 ･同定 し､それ らの化学

特性を明らかにした｡また､オキナワモズクか ら分離 したフコイダンにはラッ

トの血清および肝臓中のコレステロールの上昇を抑制する作用がある事を明 ら

かにした｡特に､前者には､コンプ､ワカメ､ヒジキおよび他のモズク等､褐

藻類に一般的に多 く認め られるアルギン酸の含量が極めて少なく､逆に多量の

フコイダンを含む事を明らかにした (1996年)｡また､ このフコイダンには

酢酸基が置換する事を明らかにした (2000年)0

本研究は､沖縄県の特産物であるオキナワモズクおよびイ トモズクか ら製

造 したフコイダンの機能 ･特性を明らかにし､食品工業およびその他工業への

利用の可能性を検討したものである｡特に､前者か ら製造 したフコイダンは､

すでに､健康補助食品として多 くの県内外の会社で製造 ･販売されている｡

しか しなが ら､モズクか ら製造 したフコイダンの機能 ･特性について､未

だに未知の分野が多い｡ これ らフコイダンの機能 ･特性を明 らかにする事によ

り､利用 ･用途が さらに開発 されれば､モズク産業の発展についなが り､かつ

フコイダン産業と言 う全 く新たな産業の創成につながる極めて独創的な研究で

ある｡

本研究は､ この様な視点か ら開始 したものである｡

研究代表者 田幸 正邦 (琉球大 学 農 学部)

研究経費

平成14年度 2,600千円

平成15年度 900千円

計 3,500千円
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研究の成果

序言

フコイダンは､海藻の中の褐藻類 (コンプ､ヒジキ､ワカメおよびモズク)

に含まれる多糖の1種である｡構成糖は､メチル (CH3) 基をC-6に置換するし

フコースに加えて､D-グルクロン酸､D-ガラク トスおよびD-キシロース等を含むO

また･この多糖は硫酸 (soヰ)基を含み､海藻の種類によってその含量や構成

糖の種類が異なる [1]｡従って､化学構造も海藻の種類によって異なってい

る｡

フコイダンは､低コレステロール作用 [2]､抗血液凝固作用 [3]および抗

塵療作用 [4,5]等があり､現在､我が国のみならず国外に於いて､最も注目

されている多糖である｡特に､アメリカ合衆国において､フコイダンを含有す

る生物資源の検索およびそれらの機能 ･特性の開発に､多額の予算を投じて研

究が開始されている｡

一方､沖縄県民は歴史的に特異の衣食住文化を創造して来た｡この特異性が､

現在の長寿日本一 (世界一)の大きな要因になっていると考えられている｡特

に､食文化は極めて特異的である｡先人達の遺産を継承する事によって､健康

生活を向上させて来たと､筆者は考えている｡

コンプが沖縄県に導入され､すでに300年が経つ｡それは､本県が独立して

いた琉球国にさかのぼる古い歴史を持つ｡当初は､薩摩や堺の商人によって中

国への輸出品として､単なる流通品であったが､中国で､漢方の1つとして利

用されている事が次第に琉球国民の間に浸透して､輸出に不向きな不良品を食

品の素材として利用する様になった､と伝えられている｡従って､現在ではコ

ンプを使用する食品を多くに認める事が出来､本県の年中行事に欠かせない素

材の1つである｡

筆者は､幼少のころより､父からお盆や清明 (先祖を敬う)祭､さらには､

正月のご馳走を前に､コンプから先に食べる教育を受けて育った｡父は､他界

する直前まで朝夕2食のスープにコンプを入れる事を要求したほどコンプにこだ
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わった明治生まれ (36年)の人間であった｡幸い､父は96才まで長生きした｡

従って､父が長寿を全うしたのは､コンプのお陰であろうと筆者は推察 してい

る｡ しかしながら､コンプは沖縄県で収穫出来ず､遠く北海道で生産される温

帯性植物である｡いかにも､先人達の英知が凝縮されている素材である｡

沖縄県は､大小の多くの島で構成 (有人島数 :40) されている｡従って､

前述のコンプ以外にも古くか ら海洋の生物資源を食生活の中に取 り入れて食文

化を発展させて来た｡沖縄本島北部沿岸 (羽地)には､紅藻類のイパラノリ(南

部の佐敷沿岸にも自生)やクビレオゴノリが自生し､古 くか らモーイ ト フ (野

菜､魚肉､畜肉､調味料等と前述の海藻類を一緒に煮込み､ゲル状に成型 した

食品)のゲル化剤として利用されている｡

筆者は､先に､これ らの海藻からカッパ-カラギーナンおよび寒天を分離 ･同

定した [6､7]｡そ して､これ らの多糖は良質のゲルを形成 した [7､8]0

特に､前者から分離 した IC-カラギーナンはガラク トマンナンの1種のローカス ト

ビーンガムと混合すると強いゲルを形成 した [9]0

また､以前､沖縄本島で多く収穫されたが､現在では石垣島にユミガタオゴ

ノリ､宮古島には トゲキリンサイ等が白生し､古くから伝統食品のゲル化剤と

して利用されている｡筆者は､これ らの海藻か らメチル寒天およびイオターカ

ラギーナンを分離 ･同定 した [10､11]0

この様に沖縄県民は古くから､いわゆる､海藻の食文化を育み､健康生活を

向上させ､長寿県を確立したと､筆者は考えている｡

特に､ユミガタオゴノリから分離したメチル寒天は､高い温度でもゲルを形

成するもので､極めて特異的である｡また､近年､沖縄県水産試験場で､クビ

レオゴノリの養殖技術が確立された｡前述の様に本藻には良質の寒天が含まれ

るので､付加価値の高いアガロース (寒天の約70%を占め､強いゲルを形成す

る事か ら､利用 ･用途が広 く)を製造 し､市場に供給する事が可能である｡こ

のプロジェク トを早急に編成 して､取 り組むべきと考えている｡

モズクは､褐藻類の1種で古 くか ら日本人の食卓を潤 している海藻である｡

沖縄県では前述のコンプ同様､モズクは古くか ら県民の食生活に欠かせない素

材であった｡最近まで地域的で､かつ季節的な素材であったが､近年､本県で

オキナワモズクの養殖技術が確立 (1978年)され､多量に生産 される様にな

り､2003年には17,000トンを生産 し､全国の需要の95%を供給 している｡

いわゆる､モズク産業が創成されて約25年が経つ｡モズク産業は､沖縄県
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内で､産業の中に占める割 り合いが次第に大きくなりつつある今日この頃であ

る｡

筆者は先に､オキナワモズク (Clados)'phonokamuranusToKIDA) に多量の

フコイダン (2.0-2.3%/湿潤藻体)が存在する事を明らかにした [12]｡フ

コイダンを多量に含む海藻は､地球規模で見てもオキナワモズク以外に存在し

ない事が分かった｡従って､オキナワモズクは沖縄県が我が国のみならず､世

界に誇る生物資源の1つである｡

我が国に自生するモズク類は､約6種類､北は秋田から､南は沖縄の与那国

までの広い地域の沿岸にまたがっている｡特に､それらの中の1つのオキナワ

モズクは､ナガマツモ科 (Choldal1'aJes)科に属し､鹿児島県の奄美大島を北

限に､沖縄県の石垣島を南限に至って分布する｡いわゆる､生育の緯度が極め

て限られている海藻である｡この特異性に､沖縄県が世界に誇る重要な生物資

源として位置付ける事が出来る｡本藻は､太さが1.5-3.5mmで､枝が不規則

に分布 し､長さは25-40cmに達する｡藻体の色は暗褐色である｡

オキナワモズクの養殖は､種付けした網 (1.5×20m)を11月に､干潮時に

の深さが2mの海底 (砂地)に設置して行われ､翌年の3月下旬から6月いっぱ

いにかけて収穫される｡

オキナワモズクから分離したフコイダンは､分子量が約500,000で､ L-7コー

ス :D-キシロース :D-グルクロン酸 :酢酸 :硫酸=4.0:0.03:1.0:2･0:2･0で

構成する多糖である｡このフコイダンは､酢酸 (アセチル)基を置換する特徴

を持つものである [12､13]｡また､コンプやワカメ等の褐藻類にはゲルを

形成するアルギン酸がフコイダンに比較して多量 (2-3倍)含まれるが､オキ

ナワモズクには逆にフコイダンの含量が極めて多く (2.0-2.3%)､アルギン

酸はわずかに0.1%含まれるのみである事を明らかにした｡

オキナワモズクから製造したフコイダンの機能 ･特性については低コレステ

ロール作用 [14]や､抗胃潰療作用 [15]についての報告があるが不明の点が

多い｡

筆者は､また､本県で養殖により生産されているモズク (Nemacyslus

decJ'pJ'eDSKUcKUCK) からフコイダンを分離 ･同定 した. 本藻は秋田県から沖

縄県の広い沿岸に自生する｡藻体の太さが細い (1.0-1.5mm)事により､イ

トモズクと通称されている｡イ トモズクから同定したフコイダンは､ L-フコー

ス :D-ガラク ト ス :硫酸=1.0:0.05:1.0で構成されている｡すなわち､こ
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のフコイダンは硫酸含量が多い｡また､本フコイダンの分子量は約240,000で

あった｡イ トモズクの養殖は前述のオキナワモズクと同様に同時期に仔われる

が､収穫は2月の下旬か ら行われる｡なお､2003年のイ トモズクの生産量は､

約2,3()Oトンであった｡

モズク産業が近年伸び悩んでいるのは､利用 ･用途が限 られ､需要が停滞 し

ている事が原因である｡在庫が過剰になると､価格が下落 して生産者を窮地に

追い詰める結果になる｡沖縄県ではこの様な事態を何度か経験 している｡

従って､モズク産業を発展させるには､オキナワモズクおよびイ トモズクに

含まれるフコイダンの機能性を開発 して､よ り付加価値の高い製造 (二次)産

業を創成する事が急務である｡地球 レベルで見てもフコイダンに関する知見は

極めて乏 しく､全く手付かずの状態にあると言って良い｡

本研究では､最初に､オキナワモズクか ら製造 したフコイダンを利用する際

に､最も重要な水溶液での物理的性質 (レオロジー)を､レオゴニオメーターを

使用 して測定 した結果を報告する｡フコイダン水溶液の流動特性 と動的粘弾性

を明らかにする事は､食品､化粧品およびその他工業で利用する際に､重要は

基礎的知見を与える｡次に､オキナワモズクおよびイ トモズクか ら製造 したフ

コイダンの抗血液凝固作用について調べた結果をまとめた｡

なお､詳細な研究の成果は､公刊の報文および公刊予定の原稿を添えて､ここに

報告する｡
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第 1章 フコイダンのレオロジー特性

は じめに

筆者は､これまで食品､化粧品およびその他工業でゲル化､増粘､保水､皮

膜および安定剤 として使用されている多糖類のレオロジー特性の分子起源､い

わゆる､分子構造と物理的特性 との相関､を明 らかにした｡その過程で､海藻

類か ら得 られるカッパーカラギ-ナン [16､17:図1]､イオタ-カラギーナン

[18:図2]およびアガロース (寒天) [19:図3]､細菌の生成するジェラン

ガム [20-22:図4]､植物か ら得 られるアミロース [23､24:図5]､細菌の

生成するカードラン [25､26:図6]､海藻か ら得 られるアルギン酸[27:図7]

および細菌の生成する脱アセチルラムザンがム [28:図8]等のゲル化機構を

分子レベルで明らかにした｡

多糖類のゲルは､最初に分子鎖内結合が形成される事によってそれぞれの分

子鎖が柔軟性を失い､ リジッドの立体構造を採る様にな り､その後､分子鎖間

結合によって形成される事を明らかにした｡ これ ら多糖類の分子鎖内および間

結合には､水素結合､イオン結合､静電気結合､またはフアンデアーワールズカ

等が関与する事を明 らかにした｡

また､前述の細菌 (PseudomoDaSelodea)が生成する多糖で､カルシウムが

共存すると高温でもゲルを形成するジェランガムの分子構造 と類似 し､ゲルを

形成せず､高温でも高い粘性および動的粘弾性を示すウェランガム[29:図9]､

ラムザ ンガム [30､31:図10]､S-657ガム [32､33:図11]およびS-88ガ

ム [34:図12]の熱安定性の分子起源を明 らかにした｡ これ らの多糖は､高

い温度でも分子鎖内結合 (水素結合およびフアンデアーワリレズカ)が形成され

る事により､安定な粘性および動的粘弾性を示す事が解った｡

ジェラン [35]､ウェラン [36]､ラムザン [37]､S-657 [38]および

S-88 [39]ガムは､いずれも細菌の生成する多糖で､側鎖の構造が異なるの

みである事か ら､これ らの多糖は､多糖類の分子構造と物性 との相関を研究す

る絶好の試料である｡ これ ら多糖の化学構造は､友人である､ス トックホルム

大学 (スウエ-デン)アレニウス研究所のLindbergおよびJansson教授 らによっ

-8-



図 1.カッパ-カラギーナンのゲル化機構

波線はイオン結合､長点線は静電気結合
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図 2.イオターカラギーナンのゲル化機構

波線はイオン結合､長点線は静電気結合
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図 3.アガロース (寒天)のゲル化機構

点線は水素結合

HO

.H# 三鈍 ?o')Ch

ー4)-β-DJ31cpA-(lー4)-β-D-GIcp-(I-4)-α-LIRJLap-(I-3)-β-D-GIcp-(1-

OH

図4.ジェランガムのゲル化機構

点線は水素結合､波線はイオン結合､破線はフアンデアーワールズカ
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図 5.アミロースのゲル化機構

点線は水素結合
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図 6.カードランのゲル化機構

点線は水素結合
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図 7.アルギン酸 のゲル化繊構

波線はイオン結合､長点線は静電気結合

""替oA

図 8.脱アセチル らムザ ンガムのゲル化横棒

点線は水素結合､波線はイオン結合､破線はフアンデアー

ワリレズカ
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図 9.ウエランガムの熱安定性の分子起源

点線は水素結合､破線はフアンデアーワールズカ

H崩

,リo忌 阜 /o
OH

0% o

図 10.ラムザンガムの熱安定性の分子起源

点線は水素結合､破線はフアンデアーワールズカ
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図 11.S-657ガムの熱安定性の分子起源

点線は水素結合､破線はフアンデアーワールズカ

図 12.米アミロペクチ ンの熱安定性の分子起源

点線は水素結合
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図 13.シゾフイランの熱安定性の分子起源

点線は水素結合

て明らかにされた｡ジェランガムは飲むゼ リー､ホットゼ リー､またゼラチンと

併用したゼ リー､さらに澱粉と併用したカスタードクリームや冷凍クリームのゲル

化剤および老化防止剤等として広 く使用されている｡ また､ウエランガムやラ

ムザンガムは液晶の素材として使用される様になりつつあり､21世紀の有望な

素材である｡

筆者は､前述のアミロースの分子構造に類似する米アミロペクチンの粘性お

よび動的粘弾性の熱安定性の分子起源について明らかにした [40-42:図13]0

いわゆる､日本人の食卓を潤している餅の物性の分子起源を明らかにした意義

は極めて大きい｡餅の物性は､分子鎖内水素結合とフアンデア-ワリレズカに起

源する事が解った｡

現在､抗ガン剤 として使用され､カビの1種 (SchJ'zophyJJum commune

Fries)が生成するシゾフイランは､前述のゲルを形成 し､細菌 (Aglo-

baclerJ'umbJ'osp.)の生成するカ-ドランの分子構造と類似する多糖であるが､

高い温度でも安定な粘性および動的粘弾性を有する｡この安定性は､分子鎖内

水素結合に起源する事が解った [43:図13]｡この多糖は､側鎖 (D-グルコー
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ス)を置換 している｡なお､カードランは､武田薬品工業が開発 した多糖で､

現在､麺類､水産練製品､アイスクリームおよび加工用餅の品質安定剤､ダイ

エットゼリーのゲル化剤､耐熱性のゲル化剤､結着剤および食用フイルムとし

て広い分野で利用されている｡

さらに､キサンタンガムは､植物病原性菌であるXaDfhomoHascampesfrJ'S

の生成する多糖で､極めて特異のレオロジー特性を有することか ら食品､石油

およびその他工業で使用されている [44､45]｡特に我が国で､近年､食品

への利用が盛んに行われる様になった｡例えば､サラダ ドレッシングや液体調

味料の乳化安定剤､漬け物製品の離衆防止､乳製品の離衆防止と気泡安定剤､

菓子類の水分保持剤､糖結晶のコントロールおよび冷凍食品の品質劣化防止剤

等に使用されている｡今後､さらに多くの分野に利用される様になるであろう｡

所で､筆者は､キサンタンガムの特異なレオロジー特性は､2種類の分子鎖内

結合 (水素結合およびフアンデアーワールズカ)に起源することを明らかにした

[46-49:図14]｡キサンタンガムの側鎖 (3糖残基)に置換 している酢酸基

のメチル基が分子鎖内結合 (フアンデアーワリレズカ)に関与する事を明らかに

した事は意義の大きいものである｡なお､本多糖の主鎖はセルロース同様のβ

-1,4-グルカンである｡

また､この多糖は､植物種子から得 られるガラク トマンナン (ローカス トービ

ーンガム [49-52:図15]､グアーガム [51､53]､タラビーンガム [54]､ギン

ネムガラク トマンナン [55])やコンニャクグルコマンナン [56､57:図16]

と混合すると､強いゲルを形成する｡筆者はこれらの混合ゲルの機構を分子レ

ベルで明らかにした｡ これ らの機構は､キサンタンガムの3糖残基からなる側

鎖が関与するもので､いわゆる分子鎖の異なるD-マンノースとD-マンノースの間

に形成されるものである｡

キサンタンガムは､植物病原性菌が生成する菌体外多糖である事から､筆者

が明らかにした混合ゲル化機構は､病原性菌が宿主に接着する時に存在する可

能性のあるものである｡

また､動物細胞の表層にはD-マンノースに富むオリゴ糖や多糖が多く存在

[58]するが､筆者が提出した結合様式はこの様な細胞表層間の結令 (認識)

にも存在する可能性のあるものである｡

キサンタンガムとガラク トマンナンの混合ゲルは､後者の側鎖の置換形態に

よって自由にコン トロ-)レする事が出来､かつ長時間安定である事から､現在
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図 14.キサンタンガムの熱安定性の分子起源

点線は水素結合､破線はフアンデアーワ-ルカ

xanthangum

locust-beangum

図 15.キサンタンガムとガラク トマンナンの渥合ゲル化横棒

点線は水素結合､破線はフアンデアーワリレズカ
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図 16.キサ ンタ ンガム とコンニ ャクグル コマ ンナ ンの混合ゲル化機構

点線は水素結合､破線はフアンデアーワールズカ

広い分野に利用されている｡

なお､キサンタンガムの化学構造も､前述のLindbergおよびJansson教授 ら

によって明らかにされたものである [59]0

沖縄県に広 く自生するギンネム種子に､多量のガラク トマンナン [55]を

分離 してキサンタンガムとの相乗効果を調べた成果か ら､このガラク トマンナ

ンは将来有望な素材である事が解った｡なお､ギンネム種子か ら製造 したガラ

ク トマンナンは前述 したグアーガムに化学構造の類似するものである0

近年､筆者は､米澱粉の糊化および老化機構を分子 レベルで明らかにした

[60-62:図17-19]｡すなわち､アミロース分子鎖のC (炭素)-2またはC-6の

OH基 とアミロペクチン分子鎖の短い分子鎖 (Aまたは Bl) のC-2またはC-6の

OH基が関与する結合様式 (水素結合)である｡米澱粉が老化する際にはアミ

ロース分子鎖のC-2およびC-6のOH基がサン ドイッチ状態で両サイ ドにアミロペ
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AP:アミロペクチン

図 17.米澱粉 の糊化機構

点線は水素結合

--l=1- - ==_ i
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図 18.米澱粉の老化機構

点線は水素結合
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AY:アミロース､AP:アミロペクチン

図 19.米澱粉の老化機構

点線はアミロースとアミロペクチンの結合

(水素結合)部位

ー20-



AP:アミロペクチン､AY:アミロース

図 20.ポテ ト澱粉の糊化機構

点線は水素結合

･二二~~t~==一 云 ()

レ 箪

図 21.ポテ ト澱粉の老化横棒

点線は水素結合
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図 22.ポテ ト澱粉の老化横棒

点線はアミロース (AY)とアミロペクチン (AP)の結合部位を示す
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クチン分子鎖が位置 し､水素結合を形成する事が解った｡

また､ポテ ト澱粉の糊化および老化機構についても分子 レベルで明らかにし

た [63:図20,22].本質的に､これ らの機構は､米澱粉のそれ らと良く類似す

るものであった｡

以 上の研究成果に基づいて､筆者は､多糖ゲルの原理を解明した所である

[64]｡すなわち､これまで述べた多くの多糖が室温でゲルを形成するのは､

水溶液で多糖分子鎖が､水分子に氷の結晶の様な水素結合を形成させる作用を

及ぼす事によるものである｡すなわち､水分子 (H20) の酸素は､多糖分子鎖

の炭素原子と同様､ゲルを形成 した状態では､正四面体の立体構造を採 り､白

身の2水素と2つのローンペアーの電子が､他の異なる水分子の2水素が関与する4

つの水素結合を形成 してゲル化するのである｡氷は､0℃で水素結合が形成さ

れるのであるが､多糖ゲルは､室温以上の温度でも水分子を氷結晶に近い立体

配座を採 り､それぞれの水分子が4つの水素結合によって形成するのである｡

水素結合が形成される瞬間に､糖鎖の疎水性グループが水分子のエン トロピーを

減少させる役割を果たす事を明らかにした｡

自然界に秘められている ｢ゲルの原理｣を解明した意義は極めて大きく､特

筆 した成果と言える [64]0

さて､沖縄県で､養殖により生産 されているオキナワモズクは､多量含まれ

るフコイダンによって藻体から分離 ･製造する過程で､すでに､高い粘性を示

す｡この様な現象は､同じく本県で養殖により生産 されているイ トモズクや北

海道で生産 されているコンプ､また､全国に広 く分布するワカメや ヒジキ等か

ら分離 したフコイダンには全く認められないものである｡従って､フコイダン

の溶液物性 (レオロジー特性)についての報告は皆無である｡

この様な背景か ら､オキナワモズクか ら製造したフコイダンのレオロジー特

性について調べる事は､この多糖を食品､化粧品およびその他の分野に利用す

る際､重要な基礎知見を与えるものである｡また､これまで得た知識を基礎に

すれば､本フコイダンのレオロジー特性か ら逆に､分子構造を推察する事が可

能である｡

ここでは､オキナワモズクか ら製造 したフコイダン水溶液の非ニュートン流

動と動的粘弾性を測定 した結果についてまとめた｡本フコイダンは､極めて特

異な流動特性を持つ事か ら､多くの分野に利用する事が可能である｡なお､本

フコイダンの化学構造は図23に示す様に､ L-フコースが α-1,3-結合 したもので､
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硫酸基と酢酸基が交互に置換 し､D-グルクロン酸残基は側鎖 (L-フコースのC-2)

に置換 している [65,66:図23]0

図 23･オキナ ワモズクか ら分離 された フコイダンの化学構造

実験方法

1. フコイダンの製造

オキナワモズクは､2001年6月に沖縄県島尻郡知念漁業共同組合で収穫され

たものを使用 したo冷凍されたオキナワモズクを解凍後､2倍量のpH3.0に調

整 (2･OMの塩酸を添加) した蒸留水を加えてミキサーで撹拝 して均一にし､

0･1Mの水酸化ナ トリウムを加えて中和 した後､セライ ト545層を通 して減圧液

過を行ってアルコールで沈澱させ､粗フコイダンを製造 した [12,13]0
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フコイダンを製造 した [12,13]0

粗フコイダンを蒸留水に溶解後､不溶物を減圧漉過 し､陽イオン交換樹脂 (ア

ンバーライ トIRA120:オルガノ社)を充填 したカラムを通 して脱塩 して､水酸

化ナ トリウムで中和を行った後､アルコリレで沈澱させて精製フコイダンを製

造した [12,13]0

なお､オキナワモズクか ら製造 したフコイダンの構成糖比は表1に示す通 り

である [13]0

表 1 オキナワモズクか ら製造 したフコイダンの構成糖比 (モル比)

L-フコース D-キシロース D-グルクロン酸 酢酸 硫酸

4.0 0.3 1.0 2.0 2.0

2.非ニ ュートン流動 と動的粘弾性 の測定

オキナワモズクか ら製造 したフコイダン水溶液の非ニュートン流動と動的粘

弾性の測定は､同軸二重円筒回転振動型のレオゴニオメーター(岩本製作所製 :

IR-102)を使用して行った｡測定試料の温度は､ターモクリレ (LCH-130F､東

洋株式会社)で制御 した｡

フコイダン水溶液の粘性は､異なるず り速度 (1.19-95.03S-1)で測定 し

た｡なお､ず り速度 (γ)､ず り応力 (T)および粘性 (T7) はマルギュレス

の式 [67]で算出した｡

また､動的粘弾性 (77'､G')は､一定の角速度 (3.77rad/s)で測定 した｡

勤的粘性率および弾性率は､マルコビッツの修正式で算出した [68]0

なお､損失正切 (tan∂)は次式で算出した

tan=G=/G'

G'は貯蔵弾性率で､G''は損失弾性率 (w T)')､Wは外筒の振動数で Tl'

は動的粘性率である｡
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実験結果

1.流動特性

1.1.流動曲線

多糖水溶液のず り応力とず り速度の関係 (流動曲線)から多糖分子鎖が水溶

液で採っている立体構造を推定する事が出来る｡多糖分子鎖に二次結令 (水素

結合､イオン結合､静電気結合またはフアンデアーワールズカ)が形成されてな

い水溶液の流動曲線には降伏値が認められず全て応力値がゼロから始まる｡こ

の様な多糖類には植物種子から得 られるガラク トマンナンや海藻類から得 られ

るアルギン酸ナ トリウム等がある [69]｡前述の様に､多糖類にはゲルを形成

するものが多い｡また､ゲルを形成しないが､高温度でも高くて安定な粘性や

動的粘弾性を示すものが多数ある｡これらの流動曲線を描くと､低い濃度

(0.ト3%)で降伏値を有し､分子鎖間に二次結合が形成されている事を示し

ている｡また､降伏値を示さない水溶液には直線で推移するものや曲線で推移

するものがあり､この様な特性から多糖分子鎖の立体構造を推定する事が可能

である｡

図24に､オキナワモズクか ら製造した濃度の異なるフコイダン水溶液の流

動曲線を示した｡なお､多糖水溶液は室温で撹拝して調製した｡フコイダン水

溶液の流動曲線は､濃度1.0% (W/V)でず り速度 (γ)の増大に伴ってず り

応力 (丁)が徐々になだらかな曲線を描きながら増大 し､降伏値は認められな

かった｡すなわち､擬塑性流動を示した｡1.5%水溶液では､ず り速度の増大

に伴ってず り応力は著しく増大 したが､この濃度でも降伏値は認められず擬塑

性流動を示 した｡2.0%では降伏値が認められ (2.OPa)､ず り速度の増大に

伴って､ず り応力が著しく増大 した｡オキナワモズクから製造したフコイダン

は2.0%で塑性流動を示した｡

以上の結果から､オキナワモズクから製造したフコイダンの分子鎖は1･5%

までランダムな立体構造を採るが､2.0%以上の濃度ではわずかではあるが､

二次結合が形成され､部分的にリジッドな立体構造を採る事が解った｡この二

次結合は硫酸基やD-グルクロン酸残基のカルボキシル基とカチオン (ナ トリウ

ム)が関与する静電気的な相互作用によるものであろう｡
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1.2.粘性の温度依存性

粘性は液体が流れようよとする力に抵抗する､いわゆる流動に抵抗 しようと

する力で､一般的に摩擦抵抗係数 として認識されているO一般的に､多糖分子

hki.,潤 に 二次結合力昭 在 しない溶液は､湿度の上界に伴って附 生が減少するOこ

れは､温度の上界により､水分子の熱運動が増大 し､多糖分子鎖間の摩擦抵抗

が減少する結果認められる現象である｡

濃度の異なるフコイダン水溶液の粘性 (n) と温度との関係を図25に示し

た｡粘性は､いずれの濃度 (1･0､ 1･5および2･0%)でも低温側 (｡℃)で高

い値 (｡･27､0･78および1･65Pa･S)を有 したが､温度の上昇に伴って徐々に

減少 した｡一般的に､多糖分子鎖 に二次結合が形成されてない場合､その粘性

は温度の上昇に伴って徐々に減少するo従って､オキナワモズクか ら製造 した

フコイダンの分子鎖には二次結合が存在 しない事が示唆されたo

050100

1(see-1)

図 24.フコイダ ンの流動曲線 (25℃)

濃度 :○,1.0%;①,1･5%;●,2･0%･
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図 25. フコイダ ンの粘性 の温度依存性

濃度 :○,1.0%;①,1.5%;●,2.0%.

2.動的粘弾性

2.1.動的粘弾性 の濃度依存性

一般的に､多糖類等の高分子を溶解 した液体は､粘性のないものか ら､粘性

の高いのもや､ゲルの様な固体に近い形態を採 り､様々な物理的性質を示す｡

従って､前述 した二次結合を形成する多糖類は水溶液で､粘性 と弾性の2つ要

素を同時に持ち供えたものである [70,71]0

図26に､フコイダン水溶液の動的粘性率 (T]')および貯蔵弾性率 (G') と

濃度との関係を示 した｡なお､動的粘性率は点線で､貯蔵弾性率は実線で示 し
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た｡勤的粘性率および貯蔵弾性率のいずれも1.0% まではわずかに増大 したが､

それ以上の濃度で急激に増大 し､2.0% ではそれぞれ2.3 (Pa･S)2.2 (Pa)

を有 した｡動的粘弾性が1.0%以上の濃度で急激に増大 したのは､分子鎖間に

二次結合が形成 された事によるものであろう｡本フコイダンは､貯蔵弾性率に

比較 して動的粘性率の値が高い事が解った｡ この事は､本フコイダンは水溶液

で優れた流動性を持つ事を示 している｡貯蔵弾性率に比較 して､勤的粘性率の

値が高い多糖はこれ までの所､本フコイダン以外に存在 しない｡

2.2.動的粘 弾性 の温度依存性

多糖類は､一般的に､高い温度の条件では粘性や動的粘弾性が減少す る｡分

子鎖間に二次結合が存在 しない場合に認め られる傾向である｡

(dd
)

,D(S

･d

d
)
.LL

1.0

Concelltration(W/W)

2.0

図 26. フコイ ダ ンの動的粘弾性 の濃度依存性

点線は動的粘性率､実線は貯蔵弾性率
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フコイダン水溶液の動的粘弾性と温度との関係を図27に示した｡ここでも､

動的粘性率は点線で､貯蔵弾性率は実線で示した｡ 1.0%水溶液の動的粘性率

は貯蔵弾性率に比較 して低温側 (℃)で高い値 (0.27Pas)を有し､貯蔵弾性

率は0･12Paであった｡温度の上昇に伴って､後者の値はほぼ一定であったが､

前者のそれは徐々に減少し､35℃で逆転して低い値に推移 した｡1.5%水溶液

でも動的粘性率の値が動的弾性率に比較して高い値を有した｡両者は温度の上

昇に伴って徐々に減少し､55℃で逆転した｡2.0%水溶液では0℃でいずれも高

い値 (T)'4.0Pa･S;G'2.spa)を示したが､温度の上昇に伴って減少し､45

℃で逆転して貯蔵敵性率が高い値を示した｡なお､60℃での動的粘性率および

貯蔵弾性率の値は､それぞれ､0.65Paおよび0.42Pa･Sであった｡本フコイダ

ンは低温側でも動的粘性率の値が貯蔵弾性率に比較して高い値を示し､優れた

(
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図 27.フコイタンの動的粘弾性の温度依存性

点線は動的粘性率､実線は貯蔵弾性率

濃度 :○,1.0%;(D,1.5%;●,2.0%.
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流動性を有する事が解った｡しかしながら､高い温度では貯蔵弾性率の値が逆

転して高い値を示した｡

2.3.フコイダンに塩 を添加 した場合の動的粘弾性への影響

食品は多くの化学成分が含まれている｡特に､食塩 (NaCl)はあらゆる食

品に含まれている成分である｡従って､本フコイダン水溶液に食塩等を添加し

た時の物理的性質を把握する事は､利用する際に重要な知見を与える0

ここでは､フコイダン水溶液 (2･0%)に､NaClまたはCaClZを添加して25

℃で動的粘弾性を測定した結果を図28に示した｡NaClをフコイダン溶液に添

加すると､動的粘性率はほとんど変化がないが､貯蔵弾性率は0.2%の添加ま

で徐々に増大し､それ以上の添加では緩やかに増大 した｡また､CaCIzを添加

すると､動的粘性率は減少する傾向を示したが､貯蔵弾性率は0.3%の添加ま

で急激に増大 し､それ以上の濃度ではわずかに減少した｡

以上の結果から､本フコイダンの分子鎖は塩の共存下で安定な立体構造を採

る事が解った｡特に､CaClZを添加する事によって貯蔵弾性率が著しく増大(3

倍)したのは､フコイダン分子鎖間にCaZ十を介 した結合 (イオン結合)が形

成さた事によるものであろう｡しかしながら､この二次結合は前述したイオタ

ーカラギーナン､ジェランガムおよびアルギン酸よりも強力でなく､ゲルを形成

しなかった｡

2.4.pHの動的粘弾性への影響

食品にはpHの異なるものが多くある｡従って､本フコイダンが広いpH領域

で安定な動的粘弾性を示せば､利用の範囲がさらに拡大される｡図29に､フコ

イダン水溶液 (2.0%)の動的粘弾性とpHとの関係を示 した｡図には0℃と25

℃の測定結果を示した｡なお､pHの調整は､100mM の塩酸か或いは同濃度

の水酸化ナ トリウムを使用して行った｡0℃で測定すると､著しく高い動的粘

弾性を示した｡また､貯蔵弾性率に比較して動的粘性率が高い値を示した｡本

フコイダンの動的粘弾性は広いpHの範囲 (3.0-10.0)で安定であった｡電解

基を持つ多糖類は､一般的に酸性側で低い粘性や動的粘弾性を示すが､本フコ

イダンは安定であった｡これは､分子構造が異なる事によるものであろう｡従

って､オキナワモズクから製造したフコイダンは広いpH域にある食品やその
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図 28.フコイダンに塩 を添加 した場合の動的粘弾性への影響

点線は動的粘性率､実線は貯蔵弾性率

○,食塩添加;①,塩化カルシウム添加

atO℃

/ 0･

①--① 一･① 一､

.①/ ､①

Ooユ/-//①叫 -＼｡

_--0-0-10_

3.0 6.0 9.0

pH

図 29.pHの動的粘弾性への影響

点線は動的粘性率､実線は動的弾性率
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他の分野に適している事が解った｡

3.考察

沖縄県で養殖により生産 されたオキナワモズクか ら製造 したフコイダンは､

酢酸基を置換する (含む)事か ら化学成分の面か ら見て極めて特異な多糖であ

る｡酢酸基を置換するフコイダンはこれまでの所､オキナワモズク以外に知ら

れてない｡また､オキナワモズクには､湿潤藻体当た り2.0-2.3%のフコイダ

ンが含まれる｡この様な多量のフコイダンを含む海藻 (褐藻類)はオキナワモ

ズク以外に国内外で知 られてない｡いわゆる､オキナワモズクに含まれるフコ

イダンは､化学成分や収量の面か ら見て､極めて特異なものである｡

オキナワモズクか ら製造 したフコイダンの水溶液は､濃度1.5%まで擬塑性

流動を示 したが､2.0%では降伏値が認められ､塑性流動を示 した｡ この事は､

フコイダンの流動は1.5%以下の濃度で分子鎖間のか らみ合いに依存する事を

京 している｡すなわち､この様な条件ではフコイダンの分子鎖には二次結合が

形成されず､ランダムコイルを採る事を示 している｡ しか しなが ら､2.0%で

は降伏値が認められた事か ら､部分的にわずかな分子鎖間 (二次)結合が形成

される事が解った｡ この結果か ら､オキナワモズクか ら製造 したフコイダンは

ず り回転流動性に優れている事が解った｡

フコイダン水溶液の動的粘弾性は､濃度の増大に伴って1.0%までわずかに

増大 したが､それ以上の濃度で急激に増大 した｡これは､1.0%以上の濃度で､

フコイダン分子鎖のか らみ合いが著しく増大 し､前述の様に高い濃度 (2.0%)

では分子鎖間に二次結合が形成された事によるものであろう｡ この二次結合に

は硫酸やD-グルクロン酸にイオン結合しているカチオンが関与するものであろ

う｡フコイダンを精製する際､ナ トリウム (Na+)型に変換 しているので､こ

のカチオンが二次結合に関与 している可能性がある｡

また､本フコイダン水溶液の動的粘性率は貯蔵弾性率に比較 して高い値を有

した｡ この様な動的粘性率が高い値を有する多糖は､本フコイダン以外に国内

外で兄い出されてない｡すなわち､本フコイダンは極めて特異なレオロジー特

性を持つ事が解った｡この事は､オキナワモズクか ら製造 したフコイダンが､

優れた流動性を有する事を示すものである｡すなわち､オキナワモズクか ら製
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造 したフコイダンは､特に､前述した回転流動に加えて､振動流動性にも優れ

ている事が解った｡

オキナワモズクから製造したフコイダンは､また､塩 (NaClおよびCaC12)

の共存下で貯蔵弾性率が増大 した｡特に､後者の塩を添加すると著しく増大 し

た｡この事は､本フコイダンは塩の共存下で安定な立体構造を採る事を示して

いる｡これは､カルシウムの存在下で部分的に分子鎖間にカルシウム架橋がイ

オン結合によって形成される事によるものであろう｡また､本フコイダンは広

いpHで高い動的粘弾性を示す事が解った｡この事は､フコイダンの分子鎖は

硫酸基やD-グルクロン酸残基を置換するにも関わらず､広いpH域で安定な立

体構造を採る事を示 している｡これらの特性は､本フコイダンの利用 ･用途を

開発する際に基礎的重要な知見を与えるものである｡

筆者は､前述の様に､これまで多くの多糖類の分子構造とレオロジー特性と

の相関を検討して､ゲル化機構のみならず､熱安定性の分子起源､2種類の多

糖混合ゲルの機構に加え､澱粉 (米およびポテ ト)の糊化および老化の機構を

分子レベルで解明した｡

これらの研究成果を踏まえてオキナワモズクから製造したフコイダンのレオ

ロジー解析を行うと､本フコイダンは､分子鎖に柔軟性があり､流動性に優れ､

硫酸基やD-グルクロン酸残基を置換するにも関わらず､塩の共存下で動的粘弾

性が増大し､かつ酸性およびアルカリ性側でも安定な動的粘弾性を有すること

から､構成糖であるL-フコースがα-1,3-で結合する事を示唆するものである

[65]0

この様に､多糖水溶液のレオロジー特性から逆に､その多糖の分子構造を推

定する事が可能である｡すなわち､筆者が国内外で初めて開拓したレオロジー

解析法は､多糖類を分子論的に解釈する事が可能である事を示 している｡

オキナワモズクから製造したフコイダンは､胃潰痕の原因菌で胃壁の粘膜に

付着するヘリコバクターピロリを抱接 して体外に排出する事が知 られている

[72]｡この事により､フコイダンは胃ガンを治癒する可能性ある事が示唆さ

れる様になった｡本フコイダンは流動性に優れている事から､胃粘膜の表面に

深く (ピット)浸透してその表層に存在する糖タンパク質の糖鎖に付着するピ

ロリ菌を離別する機能を有する事が示唆される｡これは､ピロリ菌が特異的に

L-フコース残基および硫酸基を認識する事によるもんであろう [72]0

コンプ､ワカメやヒジキ等の褐藻類から分離されたフコイダンは､全く粘性
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や動的粘理性を示さず､また､収量もわずかである｡従って､フコイダンのレ

オロジーに関する結果はこれまで全く知 られてない｡従って､本章で明らかに

したフコイダンのレオロジー特性については国内外で最初のものである｡

すなわち､フコイダンのレオロジー特性を明らかにしたのは､極めて独創的

な研究成果と言える｡フコイダンが高い粘性や動的粘弾性を有し､かつ高い収

量で得 られる最初の例がオキナワモズクから製造 したものである｡

従って､沖縄県で養殖により生産されたオキナワモズクか ら製造するフコイ

ダンの利用の可能性は､今後､特に､食品や化粧品工業の分野で極めて大きく

なるであろう｡

地球 レベルで見ても､フコイダンは全く新 しい素材である｡国内外で､オキ

ナワモズクから製造するフコイダンの研究が加速される事を期待 したい｡
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第 2章 オキナワモズクか ら製造 した

フコイダンの抗血液凝固作用

は じめに

フコイダンは序言で述べたの様に､多くの生理活性を持つことが知 られてい

る.その中でも､抗血液凝固作用については､特に､コンプ (LamJ'DarJ.a

anguslalavaI･.]oDgissima) [73]およびヒバマタ (FucusvesJ'culosus) [74]

から分離されたフコイダンについて良く調べ られている｡ これまでの所､抗血

液凝固作用を示すフコイダンは､分子量が 20,000-30,000の範囲にあり､硫

酸含量 (20-So鞄)が高いものである｡

沖縄県では､オキナワモズク (17,000トン/2003年)に加えて､藻体の細

いイ トモズクも養殖により生産 されている｡ このモズクの昨年 (20()3年)の実

績は､約2,300トンであった｡イ トモズクの生産量が少ないのは､養殖の際､

網への種付けが困難である事による｡その上､養殖中に海水の温度や流れ等に

敏感に反応する事により生育が阻害され易い｡ また､イ トモズクは生育の北限

が秋田県である事か ら､日本全土で古くから最も親しまれているものである｡

本藻が ｢モズク｣ と命名されたのは､この様な歴史的背景に由来する0

筆者はイ トモズクから､先に､フコイダンを分離 ･同定 した [75]｡このフ

コイダンは､ L-フコース :D-ガラク ト ス :硫酸=1.0:0.1:1.0の比で構成され

ている｡本フコイダンは､硫酸を30.8%含んでいた｡また､分子量は約

240,000であった｡血液凝固を阻止する作用は､硫酸含量の高いもの程高い事

が知 られているので大いに期待される素材である｡

ここでは､オキナワモズクおよびイ トモズクから製造 したフコイダンの抗血

液凝固作用を調べた [76]｡また､ヒバマタから製造されたフコイダン (シグ

マ社製)についても対照として調べた｡

1.実験方法
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1. 1.フコイダンの製造

オキナワモズクは､沖縄県島尻郡知念村漁業共同組合で養殖により生産され

たものを使用 した｡

凍結モズクを解凍後､湿潤藻体と等量の蒸留水を加え､5分間ミキサーで撹拝

して均質にし､0.5M塩酸でpH3に調整した後､2時間室温で撹拝してフコイ

ダンを抽出した｡分散液を0.1M 水酸化ナ トリウム溶液で中和 した後､セライ

ト545層を通して減圧滅過して濃縮後､アルコリレで沈澱させて粗フコイダン

を得た｡

粗フコイダンを0.1M塩化バリウム溶液に溶解した後液過を行い､漉過液を

蒸留水中で透析した後､凍結乾燥した｡このフコイダンを再び蒸留水に溶解 し

て陽イオン交換樹脂 (アンバーライ トIRA-120:オルガノ株式会社)を通 して

脱塩後､0.1M 水酸化ナ トリウム溶液で中和して､凍結乾燥を行い精製多糖を

得た｡

イ トモズクは沖縄県中頭郡与那城町平安座町漁業共同組合産を使用 した｡凍

結イ トモズクを解凍後､ミキサーで等量の蒸留水を加えて均一に分散させ､塩

酸 (1.0M) を加えて0.2Mの塩酸溶液に調製して､フコイダンを室温で3時間

撹拝しながら抽出した｡抽出液をセライ ト545層を通 して涯過を行い､波過液

にエタノールを添加して沈澱させ､粗フコイダンを製造した｡

粗フコイダンを蒸留水に溶解 し､陽イオン交換樹脂(アンバーライ トIRA-120)

を通 して脱塩を行い､0.1M水酸化ナ トリウム溶液で中和した後､凍結乾燥さ

せ､精製フコイダンを製造した｡

表 2 イ トモズクか ら製造 したフコイダンの構成糖比 (モル)

L-フコース D-ガラク トース 硫酸

1.0 0.05 1.0

対照として､ヒバマタ (FucusvesJ'culosus)から製造されたフコイダン (シ

グマ社､アメリカ合衆国)を使用した｡このフコイダンを蒸留水に溶解後､陽

イオン交換樹脂 (アンバーライ トIRA120)を通して脱塩を行い､0.1M 水酸

化ナ トリウム水溶液で中和した後､凍結乾燥を行い供試した｡

-37-



1.2.フコイダンの部分酸加水分解

これまでの所､フコイダンが抗血液凝固作用を示すのは､分子量が小さいも

のに限られている｡従って､本研究では､オキナワモズクから製造した無処理

のフコイダン (分子量 :500,000)に加えて､弱硫酸およびギ酸で部分分解 し

て調製したものも実験に供した｡

フコイダンの部分酸加水分解は､硫酸およびギ酸を使用 して行った｡フコイ

ダン100mgを三角フラスコに採 り､0.1,0.2および0.3M の硫酸溶液に溶解

してウオーターバスで60,75,90℃で2,3および4時間加熱撹拝を行いながら加

水分解を行った｡また､ギ酸で加水分解を行う場合は､pH1.5,2.5および3.5

の溶液に溶解 して上記と同様の条件で行った｡これ らの加水分解溶液を0.05M

水酸化ナ トリウム溶液で中和した後､蒸留水で透析を行い､凍結乾燥して実験

に供 した｡

1.3.フコイダンの脱 アセチル化

オキナワモズクか ら製造したフコイダンには酢酸 (アセチル)基が置換 して

いる [13]｡そのアセチル基を除いたフコイダンについても実験に供 した｡

フコイダンか らの脱アセチル化は､本多糖を0.05M水酸化ナ トリウムに溶

解 して室温で1晩窒素気流下で撹拝しながら行った｡反応液を塩酸 (0.1M)で

中和 した後､2倍量のエタノリレを添加 して沈澱させ､調製 した｡

1.4.電気泳動

電気泳動はア ドバンテックの泳動装置を使用した｡長さ3.5cm､幅6.0cm

の酢酸セルロース膜に1.0cm 間隔に試料をプロットした｡泳動は1.OmAで室

温で2時間行った｡泳動後､ トルイジンブルーを0.5% 含む3.0% 酢酸水溶液に

酢酸セルロース膜を3分間浸 して染色 した｡1.0% の酢酸液に浸 して脱色 し､水

洗 して乾燥させた｡

1.5.抗血液凝固試験試薬

ヒ ト血祭､ヘパ リンナ トリウム (USP､170units/mg)､アクチン (ウサギ

筋肉)はコスモバイオ社から購入した｡また､ヒ トトロンビン (250units)は

関東化学か ら購入 した｡
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1. 6.抗血液凝固の測定

フコイダン (オキナワモズクおよびイ トモズク)の抗血液凝固の測定には無

処理フコイダンに加えて､弱酸 (硫酸およびギ酸)で加水分解 したものを使用

した｡また､シグマ社製のフコイダンも使用 した｡

フコイダンを生理食塩水 (0.9% 塩化ナ トリウム)に1.25/⊥g/mL,2.5()〟

g/mLおよび5.(川〟g/mLの濃度になる様に溶解 して供試 した｡

なお､抗血液凝固活性の検量線は､ヘパ リン (170units/mg)を使用 して作

成 した｡すなわち､血液の凝固時間とヘパ リン濃度との関係の図を作成 して検

量線を作成 してそれに基づいて表示 した｡

1)活性 トロンボプラスチ ン時間 (APTT)

内径8mmの小試験管にヒト血膿100〝L､ヘパ リンあるいはフコイダンを1()

/lL加え､軽く振って混和させ､ウオーターバス (37℃)で1分間静置 した｡ これ

に､アクチン1(川mLを加え37℃で2分間静置 した｡アクチンを加えた溶液に

20mM塩化カルシウム溶液100/⊥Lを加えると同時に時間の測定を開始 した｡

2) トロンビン時間 (TT)時間

内径8mmの小試験管にヒト血衆100〟Lにヘパ リンあるいはフコイダンを10

/上し加え､軽く振って混和させ､ウォーターバス (37℃)で3分間静置する｡

それにヒトトロンビン液100〃′Lを加えて測定を開始 した｡

測定は3回行って､それ らの平均時間を血液凝固時間として表示 した｡

2.実験結果

2.1.フコイダ ンの電気泳動

1)無処理 フコイダンの電気泳動

オキナワモズクか ら製造 した無処理フコイダンおよび脱アセチルフコイダン､

が得 られた｡この事は､これ らのフコイダンは均一である事を示 している｡
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2)部分分解 フコイダ ンの電気泳動

また､弱硫酸およびギ酸で部分加水分解 したフコイダンの電気泳動図から､

ほぼ単一のものである事が解った｡

2.2.抗血液凝固活性

1)無処理 フコイダンのAPTT活性

オキナワモズク (無処理､脱アセチル化物)およびイ トモズクから製造 しフ

コイダンのAPTT (活性 トロンポプラステイン時間)活性とTT (トロンビン)

活性を測定 した｡比較のために､シグマ社製のフコイダンについても測定した｡

図30に､ATPP活性 (実線)とTT活性 (点線)を示した｡ オキナワモズクフ

コイダンのATPP活性は､濃度1.25LLg/mLで520秒であったが､濃度を増大す

ると､徐々に短くな り5.0LLg/mLでは430秒であった｡脱アセチルフコイダン

の活性は無処理フコイダンと比較してほとんど差認められなかった｡イ トモズ

クか ら製造 したフコイダンは2.5〟.g/mLで最も長い時間 (540秒)を示 した

が､それ以上の濃度で急激に短 くなった｡一方､シグマ社製のフコイダンは､

いずれの濃度でも長い時間透明の状態を維持 し､活性が高い事が解った｡

TT活性は､シグマ社製のフコイダンが最も長く (18()秒)､次いでイ トモズ

クか ら製造 したフコイダン (120秒)の活性が高かった｡オキナワモズクから

製造 したフコイダン (無処理)およびそれか ら製造 して脱アセチル化 したフコ

イダンの活性はいずれも60秒であった｡TT活性は､フコイダンの濃度を増大

しても変化が認められなかった｡

これ らの測定結果をヘパリン単位に換算 して図31にに示 した｡なお､標準の

ヘパ リンは170unit/rngである.オキナワモズクから製造 したフコイダン

(1.25g/mL)の抗血液凝固活性は､210units/mgであった｡ しかしながら､

フコイダンの濃度を2.5/Jg/mL増大すると､活性が急激に減少した｡脱アセチ

ルフコイダン (1.25LLg/mL)の活性は､230units/mgで無処理のそれより高

い値を示 した｡しかしながら､濃度の増大に伴って活性が急激に減少 した｡イ

トモズクから製造 したフコイダンの活性は225units/mgであった｡一方､シグ

マ社製フコイダンの活性は255units/mgを有し最も高かった｡低い濃度で､オ

キナワモズクおよびイ トモズクから製造したフコイダンは､ヘパ リンのそれ

(170units/mg)に比較して高い活性を有した｡

-40-



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

5

4

3

2

(ua
s)
a
∈
!T
B
u
!
)To
L

C)

1.25 2.5

Concentration(〟g/ml)

図 30.フコイダンの血液凝固時間

実線はAPTT活性､点線はTT活性を示す
シンボル :●,オキナワモズクから製造したフコイダン;㊨,脱アセチルフコ
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図 31.フコイダンの抗血液凝固活性

実線や点線､シンボルは図30と同じ
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2)部分加水分解 フコイダンのAPTT活性

2.1)硫酸で加水分解 したフコイダンの活性

図32に､0･05MH2S04で60､75および 90℃で120分間加熱を行い､部分加

水分解 したオキナワモズクフコイダンのAPTT活性とTT活性を示した｡0.05

MHZS04で60℃120分間部分加水分解 したフコイダンの活性 (凝固時間)は無

処理フコイダンのそれと比較して濃度1.25lLg/mLでほぼ同じ値を示したが､

フコイダンの濃度を増大するに伴って高くなった｡この結果は､分子量が短く

なると､高いフコイダン濃度での凝固時間が延長することを示している｡

部分加水分解 したフコイダンのTT活性は60℃で処理したものが最も高い値

を示 した｡また､無処理フコイダンに比較して部分加水分解 したフコイダンは

いずれも高い値を有した｡

図33にこれらの結果をヘパ リンの単位に換算して示した.実線はAPTT活性

を点線はTT活性を示した｡60℃で部分加水分解 したフコイダンのAPTT活性が

最も高く､無処理のそれより高い値を有した｡しかしながら､フコイダンの濃

度を増大すると､活性が減少した｡75℃と90℃で加水分解 したフコイダンの活

性は低い濃度 (1.25/⊥g/mL)で低い値に留まったが､濃度を増大すると無処

理のフコイダンに比較して高い値を示した｡

一方､TT活性はいずれもAPTT活性に比較して低い値に留まった｡この傾向

は､無処理のそれと良く符合した｡フコイダンの濃度を増大すると共に､活性

が減少した｡

2.2)ギ酸で部分加水分解 したフコイダンの活性

オキナワモズクから製造したフコイダンを蒸留水に溶解後､ギ酸でpH2.5

に調整後､60､75および90℃で 2時間撹拝しながら分解を行った｡これらの

血液凝固時間を図34に示した｡濃度を増大する事により､無処理フコイダンの

凝固時間は短くなる傾向にあるが､ギ酸処理を行ったフコイダンは逆に長くな

り､濃度5.00LLg/mLで530秒であった｡ギ酸処理フコイダンは､低濃度

(1.25/⊥g/mL)では無処理フコイダンより凝固する時間が短かったが､濃度

2.50/⊥g/mLで逆転した｡一方､TT活性はギ酸処理する事により､いずれも凝

固する時間が無処理フコイダンのそれに比較して長くなる傾向にあった｡フコ
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図 33.部分加水分解 したフコイダンの抗血液凝固活性

実線､点線およびシンボルは図32と同じ
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イダン濃度を増大する事により､いずれも凝固する時間が長くなった0

図35に､これ らの結果をヘパリンの活性に換算して示 したOギ酸で処理した

フコイダンの血液凝固を阻止する活性は､低濃度 (1.25LLg/mL)で低い値を

示したが､濃度を増大すると､活性も増大 した｡しかしながら､濃度5.00LL

g/mLではわずかに減少する傾向を示した｡TT活性は､濃度の増大に伴って

徐々に減少する傾向を示した｡

3.考察

多糖が血液の凝固を阻止する作用を有する事を最初に報告されたは､へバリ

ンである｡ヘパ リンは1915年に､アメリカ合衆国のジョン ･ホプキンス大学で

マクレーンにより初めて単離された｡ヘパ リンは､肥満の人間の肝臓に多量蓄

積されるものである事から命名された経緯を持つ｡現在では､ブタの腸粘膜か

ら抽出された分子量5,000-30,000からなるものが抗血液凝固剤として臨床に

使用されている｡

フコイダンの抗血液凝固活性についての歴史も長い｡特に､西野と南雲

[73,74]らによって詳しく調べられている｡しかしながら､オキナワモズク

およびイ トモズクから製造したフコイダンについては調べ られてない0

本実験では､抗血栓治療剤として使用されているヘパリンを対照に実験を行

った｡ヘパ リンはα-N-グルコサミンのC-2およびC-6に硫酸基が置換したもの

とα-レイズロン酸 (D-グルクロン酸も含む)のC-2に硫酸基が置換したものが

交互に1-3および1-4で結合した多糖である｡従って､オキナワモズクから製

造 したフコイダンの結合様式はL-フコースがα-1-3をしたものである事から､

ヘパ リンのそれと類似し [65,66]､その上硫酸基を置換する事から､抗血液

凝固活性を有する事が予想された｡

オキナワモズクから製造したフコイダンが血液凝固を阻止する作用は､対照

のヘパリンより高い値を示した.オキナワモズクおよびイ トモズク由来のフコ

イダンの分子量はそれぞれ約500,000および240,000である｡一方､ヘパリン

の分子量は､前述の様に約5,000-30,000のものが血液の凝固を遅 らせる作用

がある｡従って､高分子でも血液の凝固を阻止する作用がある事を示している｡

また､オキナワモズクから製造したフコイダンの抗血液凝固活性は､イ トモ
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実線､点線シンボルは図34と同じ
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ズクから製造したフコイダンのそれより高い値を示した｡硫酸で部分的に加水

分解を行うと､活性が増大 した｡硫酸基が多く置換するイ トモズク由来のフコ

イダンに比較してオキナワモズク由来のフコイダンの活性が高い結果を示した

事は､血液の凝固を阻止するのに必ずしも硫酸基が大きな役割を果たすもので

はない事を示 している｡また､オキナワモズクから製造したフコイダンに置換

する酢酸基を除くと活性が増大 した｡この事は､フコイダンに置換する酢酸基

が血液の成分と結合する事を示唆するものである｡

フコイダンが血液の凝固を阻止するのは､その硫酸基が血液中のフィブリノ

ーゲンの構成塩基アミノ酸残基に結合する事によって血中 トロンビン (プロテ

アーゼ)がフィブリノーゲンに結合するのを阻止する事によるものである｡硫酸

基以外にフコイダンに置換するD-グルクロン酸のカルボキシル基がこの様な機

能を果たす可能性がある｡なぜなら､ヘパリンにもカルボキシル基を有する糖

残基 (D-グルクロン酸およびL-イズロン酸)が存在するので､これらのグルー

プが関与している事が考えられる｡

オキナワモズクから製造したフコイダンを弱硫酸とギ酸で部分的に加水分解

すると､血液の凝固を阻止する活性が増大 した｡これは､フコイダンが低分子

となる事により､フコイダン分子鎖間に二次結合が形成されにくくなった事に

より､血中の トロンビンとの結合が逆に促進された事によるものであろう｡加

水分解物の分子量については､電気泳動的には均一であったが､現在､液体ク

ロマ トグラフィーで検討している所である｡

しかしながら､弱酸で部分加水分解を行ったフコイダンは必ずしも均一の分

子量ではない可能性がある｡この間題を解決するには､本多糖を特異的に加水

分解 して均一の分子量 (20,000-30,000)の多糖を調製する酵素を検索するべ

きと考える｡

今後､フコイダンの抗血液凝固活性について､詳しく検討する予定である｡
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第 3章 総括

沖縄県が長寿県として国内外に評価される様になって早20余年が経つ｡その

間の県民の食生活は､しかしながら､めまっぐるしく変化 した｡外食産業の導

入や､欧米食の普及によって一変 したと言って良い｡欧米食が県民の食生活に

浸透する過程で､逆に､これまで先人達が長い年月をかけて育んで来た沖縄(疏

球)の伝統食文化が衰退の一途をたどる結果となった｡その1例をコンプに見

る事が出来る｡すなわち､コンプの使用量を見ると､1989年までは全国で トッ

プであったものが､その翌年から富山県に1位を譲る様になり､現在(2003年)

でも2位に甘んじている｡沖縄県で消費されるコンプの量は､当時の1/3に減

少しているのである｡これほどの減少を他の食素材に兄い出す事は不可能であ

る｡

一方､疾病率が年を経るにつれて次第に増大する経過をたどった｡コンプの

消費量が全国で トップであった当時までは､例えば､胃ガンおよび肝臓ガンで

の死亡者は減少する傾向にあったが､県民のコンプの消費量の減少に伴ってそ

れらの疾病による死亡者が増大する結果になった｡

コンプにはモズク同様フコイダンが含まれている｡フコイダンが胃粘膜の糖

鎖に結合して薗蘭を形成するヘリコバクターピロリを特異的に体外に排除する

事が知られてお り､県民の胃ガンの疾病の増大は､コンプの消費に減少と密接

に関連する可能性がある｡

一方､オキナワモズクはコンプ同様､昔か ら沖縄県民の食卓を潤して来た｡

当時は､食塩を加えて保存する形態を取って流通されていた｡しかしながら､

沖縄が本土に復帰した後､オキナワモズクの自生する地域が開発と逆行 して

年々減少の一途をたどる傾向にあった｡1978年に､沖縄県水産試験場の研究員

の指導によりオキナワモズクとイ トモズクの養殖の技術が確立され [77]､そ

の後､年々増産の一途をたどるかに見えたが､需要とのバランスが崩れ､在庫

過剰や値崩れを起 こす等の問題を起こしながら､次第に沖縄県民のみならず､

日本国民の食卓に浸透する様になり､今日にいたっている｡その間､多くの沖

縄および日本全国のテレビ局や健康雑誌がモズクの特集を組み､放送する等に

より重要が増大 した｡現在､モズクは全国のスーパ-で酢の物および食素材 (乾
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燥も含む)の形態を取って販売されている｡

筆者がオキナワモズクに着目したのは1991年に那覇市で行われたシンポジ

ウムに参加した時であった｡沖縄県は多くの島で構成 (140)され､四方海に

囲まれている事から､陸の生物資源にこだわる事なく､海洋資源をも開発する

べきであると､決心したのが発端である｡当初は､オキナワモズクがコンプ同

様の褐藻類である事から､ゲルを形成するアルギン酸が多量含まれるであると､

想定して実験に取 りかかった｡

最初の学生の卒業論文で､オキナワモズクからアルギン酸の分離 ･同定の表

題で発表した (1991年)｡その後､鹿児島大学大学院連合農学研究科に入学し

た学生がこのテーマを引き継ぐ事になって研究を推進したのであるが､動物実

験で行きつまってしまい､方向転換を余儀無くされ､フコイダンを全面的に押

し進める事になった次第である｡オキナワモズクは､研究の進め方について反

省させられた材料の1つであった｡

オキナワモズクからフコイダンを分離する過程で､アルギン酸の含量が極め

て少ない事に気が付き､今でも赤面した事を記憶している｡そして､極めて多

量のフコイダンが､逆に､オキナワモズクに含まれる事に気が付き､驚きの念

を抱いた記憶も新 しいものである｡

文献を調べて行く内に､オキナワモズクからフコイダンを分離 ･同定した論

文が存在しない事に気が付き､実験結果を論文 [12]にまとめる喜びより､物

質特許として申請する喜びを感 じながらの当時の生活であった｡特許申請書を

学術論文と同様の調子で作成し､不安を抱きながらの作業であったが､幸い､

一昨年 (2002年11月)特許が認可された｡しかしながら､昨年 7月に特許取

り消 しの訴訟を受け､つい先 日までこの間題に取 り組んで､やっとのことで私

の特許を維持する事が出来た｡この特許訴訟は､私にとって初めての経験であ

った｡この訴訟は､これまで研究と論文の作成にのみ集中して来た私の価値観

を修正させた出来事であった｡

オキナワモズクに多量のフコイダンが含まれる事を明らかにした後､新たに

理学部に導入された核磁気共鳴装置 (NMR)でプロトン (lH)の吸収を記録

すると､新たに酢酸基が置換するフコイダンである事に気が付いた｡いわゆる

オキナワモズクに含まれるフコイダンはアセチルフコイダンである事を世界で

最初に明らかにした [13]0

残念な事に､オキナワモズクからフコイダンを分離 ･同定して､その物理化
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学的および生理的特性を検討する過程で､地域の研究機関や会社､いわゆる産 ･

官との共同研究 としてプロジェク トを組む事が出来なかった｡私な りに相当努

力したのであったが､結局単独で研究を推進する結果となった｡オキナワモズ

クか らフコイダンを製造 してその特性を明らかにすると言 う､極めて独創的な

研究は､けして研究費の額に依存するものでない事を証明 した成果であると考

えている｡

オキナワモズクか ら製造 したフコイダンを高脂肪ラッ トに与えると､血清お

よび肝臓に含まれるコレステロルー濃度を抑制する作用がある事が解った｡ こ

れは､高脂肪を添加 した飼料にフコイダンを添加 して行った実験であったが､

良好の結果を得た｡ この事は､フコイダンが飼料に含まれる脂肪を抱接 して体

外に排せつ した事によりものであろう｡ しか しなが､オキナワモズク藻体を飼

料に添加 した結果の方が､フコイダンを添加 したそれより良好であった｡ これ

は､オキナワモズクに､コレステロリレの上昇を抑制する物質がフコイダン以

外にも存在する事を示唆するものである｡

オキナワモズクか ら製造 したフコイダンは粘性および貯蔵粘弾性が高い事を

本研究で明らかにした｡ このフコイダンは､濃度1.0%まではそれほど増大す

る傾向を示 さなかったが､それ以上の濃度で急激に増大 した｡ これは､高い濃

度で分子鎖間に部分的に二次結合が形成された事によるものであろう｡ この二

次結合に､硫酸基やD-グルクロン酸残基にイオン結合するカチオン (Na+)が

関与する事が考えられる｡これは､フコイダンを水に溶解 した際､カチオン

(Na+､K+､Ca2+､Mg2+)等がフコイダンの分子鎖間結合を形成 して､最終

的に白濁させる原因になる｡従って､フコイダンの利用 ･用途を拡大する場合

に解決 しなければならない問題点である｡

オキナワモズクから製造 したフコイダンは水溶液で勤的粘性率の方が動的弾

性率より高い値を有する極めて特異な性質を持つ事が解った｡ これまで､多く

の多糖水溶液を調べた筆者にとって大きな驚きを与えた結果であった｡ これ ら

の結果か ら､本フコイダンは水溶液で極めて流動性に優れている事が解った｡

すなわち､オキナワモズクか ら製造 したフコイダンは流動促進剤 としての利用

の可能性を持つ事が解った｡本フコイダンは､例えば､胃の粘膜の表面を流動

する際､ピットの表層の奥深くまで浸透する性質を持つ事を示 している｡すな

わち､胃粘膜に付着する胃潰痕や胃ガンの原因物質であるヘ リコバクターピロ
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リ菌を特異的に除去する事が可能である事を示している｡ ピロリ歯は､ L-フコ

ースと硫酸基を特異的に認識する性質がある｡従って､胃表層粘膜の構成成分

であるL-フコースを含む糖タンパク質に結合 しているヘリコバクターピロリ歯が

本フコイダンの同残基に再結合 して体外に排せつする事が可能である0

また､本フコイダンは皮膚の表面にも良く浸透して雑菌やよごれを除去する

機能を有する事を示している｡さらに､本フコイダンは極めて薄い膜 (皮膜)

を形成する事が可能である｡この特性は､新たな化粧品を開発する場合に重要

なものである｡皮膚表面の保護や保水性を維持するのに重要な役割を果たす事

が出来る｡また､石鹸に添加すると､皮膚の毛根に沈着するよごれを抱接 して

除去する能力がある事を示 している｡

本フコイダンは､塩の共存下で動的粘弾性が増大する｡ この特性も食品やそ

の他の分野で利用する際､重要な要素である｡すなわち､増粘剤､安定剤およ

び保水剤としてこれ らの分野で利用する事が可能である｡また､酸性側でも安

定な動的粘弾性を有する事から､酸性食品 (飲料)やその他の分野に利用する

事が可能である｡NaCl(食塩)や CaClZを添加すると､特に後者の場合､貯蔵

弾性率が増大 した｡この事は､フコイダン分子鎖間にCaZ+架橋が形成される事

を意味する｡

オキナワモズクから製造 したフコイダンは､ヘパリンよ り優れた抗血液凝固

活性を持つ事が解った｡ヘパリンは､現在､抗血栓剤として利用されているも

のである｡従って､将来この様な分野での利用の可能性がある事を示唆する｡

本フコイダンは高分子の状態では分子鎖間に二次結合を形成する性質を持つ事

から､薬剤として開発するには､部分的に分解 したフコイダンを調製して開発

しなけらはならない｡

所で､フコイダンの研究の歴史は古く､最初に分離されたのは19世紀にさか

のぼる｡ これまで､多くの研究が行われ､多くの生理活性について報告されて

いる｡ しかしなが ら､これまで研究されたフコイダンを含む海藻類は多種にわ

たっているものの､市場に普及するまでにいたっていない｡これは､フコイダ

ンの生理活性を含め､諸機能 ･特性の再現性に問題があった り､これらの機能

性を利用 して新たに製品化する際に､供給の面で問題を克服出来なかった事に

よるものである｡

従って､フコイダンは未だにこの地球レベルで見て､市場に普及 してない素
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材である｡いわゆる未利用の生物資源である｡そしてオキナワモズクは､前述

の様に､沖縄県で養殖により十分の量を生産する事が可能である｡しかも､

このオキナワモズクの生育地域は極めて限られている [77]｡従って､オキナ

ワモズクは､沖縄県が世界に発信する最も有望は生物資源である｡この生物資

源を大切にし､かつ､これの利用 ･開発に取 り組んで行きたいものである｡フ

コイダンは地球最後の21世紀の最も有望な資源であると言えよう｡

他方､沖縄県でイ トモズクも養殖により生産されている｡このモズクの藻体

はオキナワモズクに比較して細い事により､養殖の際､種付けした網か ら成長

するのが困難な場合が多い｡従って､生産量はオキナワモズクの約1/5-1/7に留

まっている｡

イ トモズクには､オキナワモズクのそれと比較 して少ない量のフコイダンが

含まれる事が解った｡約1/4の含量であるか ら､極めて少ない量である｡ この

フコイダンは､多量の硫酸基を置換することが解った｡しか しなが ら､イ トモ

ズクから製造したフコイダンを蒸留水に溶解 しても極めて低い粘性を示すのみ

であった｡これは､本フコイダンが枝別れした化学構造を持つ事によるもので

ある [70]0

イ トモズクから製造したフコイダンは硫酸含量が多い (So‰)事か ら､血液

の凝固を阻止する能力が高い事が期待された｡しかしなが ら､実験を行った結

果､それほど高い活性を持つものでない事が解った｡今後､このフコイダンを

酸部分加水分解 して短い分子量の試料を調製 した後､同様の実験を行う予定で

ある｡

私達は､イ トモズクに多量 (1.5%/湿潤藻体)のアルギン酸が含まれる事を

明らかにしている [78]｡このアルギン酸は分子量が約150,000で､ D-マンヌ

ロン酸とL-グルロン酸の構成比は0.72:1.00であった｡また､カルシウム

(ca∑+)の共存下でゲルを形成した｡このゲル化特性は､アルギン酸特有のも

のである｡

当初予定 していた白血病や皮膚ガン細胞等に対するオキナワモズクおよびイ

トモズクから製造 したフコイダンの増殖抑制作用については､まとめる事が出

来なかった｡厳密に言えば現在進行中である｡これ らの実験と､ラットを使用

した生体ガン細胞の増殖抑制作用や免疫細胞の増殖作用については近い将来成

果を公表 したい｡

これまで､フコイダンを多量供給可能な生物資源が検索されず､従って､こ
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の多糖の持つ諸機能 ･特性についての研究成果は断片的に､異なる生物資源か

ら分離されて行われていた｡従って､これまで､研究室レベルでの成果であっ

た｡オキナワモズクは多量のフコイダンを含む事から､この機能 ･特性を明ら

かにすればそれぞれの特性を活かした製品の実用化が可能である｡

地球レベルで見ても､フコイダンを多量に含む生物資源は､オキナワモズク

のみである｡オキナワモズクに多量存在するフコイダンの機能 ･特性が明らか

にされる事により､その利用 ･用途が開発されれば､沖縄県特産のモズク産業

の発展に寄与し､かつ新規のフコイダン産業の創成につながる｡

今後､本フコイダンの機能 ･特性の開発に取り組み､人類の健康生活の向上

に役立てたい｡
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