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1. は じめ に

大豆は古来より米を補間する食物として重要で,味噌,

醤油,豆乳,豆腐等に加工され利用されてきた.大豆は植

物でありながらタンパク質を多量に含み (35%),さらに,

主食である米の制限アミノ酸であるリジンを豊富に含んで

いるl).そのため動物タンパク質摂取が少ない米主体の食

生活において,大豆は健康との関わりで重要な食品として

定着してきた.さらに大豆は油量植物 (20%含む)として

も重要で,しかも,必須脂肪酸であるリノール酸を多量に

含み栄養的に優れているが,酸化を受けやすい油である.

しかし,多量の不飽和脂肪酸にもかかわらず,伝統的な加

工法で製造した味噌や豆腐関連製品は,酸化に対して極め

て安定であり,古より我々の健康を支えてきた.味噌や豆

腐は加熱しても油がしみ出すことがなく,凍り豆腐ではスポ

ンジ状に空いた穴が空気にさらされているにもかかわらず

酸化臭はほとんどなく,保存に耐える製品となっている2).

多くの大豆製品の中でも豆乳 ･豆腐は,現在,食用大豆

消費の半分を占めている.ここでは,｢大豆加工における成

分相互作用の解明と応用に関する研究｣の中心的な課題で

あった ｢大豆から豆乳 ･豆腐が生成する機構とそれに影響

を与える諸因子｣に関して総説する.

2. 豆乳の生成

飲用の豆乳については製造法の研究等が多数なされてい

るが,いわゆる豆腐用の豆乳についての研究は極めて少な
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い.豆乳の白海が何によるかについても1990年代まで

しっかりとした研究はなされていなかった.小野ら3)は超

遠ノ山こよる分画遠心分離4)を用いて,粒子性のものが油滴

球だけでなく,豆乳中タンパク質の一部も粒子を形成して

いることを突き止めた.生の豆乳では,油滴球は大量のタ

ンパク質と結合し超遠心により沈殿するが,加熱すると油

滴球からタンパク質が遊離し,オイルボディ様の粒子にな

ることを明らかにした.そして,豆乳中のタンパク質粒子

は40-100nmの大きさで,加熱により可溶性のタンパク

質から形成され,量的にはタンパク質の約半分を占めるこ

とを明らかにした. その組成はUtsumiら5)が指摘した大

豆タンパク質の加熱で生成する高分子会合体と同様に,ll

Sグロブリン (llS)のベーシックペプチドと7Sグロブリ

ン (7S)のβサブユニットを多く含んでいた.さらに,大

豆を-キサン脱脂後調製した脱脂豆乳でも,加熱により同

様の粒子タンパク質が生じることが明らかになった6).坐

豆乳から加熱によりどのように油滴球やタンパク質が変化

し,豆乳となるのか,Guoら7)は加熱に伴う豆乳中成分の変

化を追跡した.Fig.1に示すように,未加熱では大部分の油

滴が超遠心で沈殿する粒子画分に含まれることから,llS

を主体とした大量のタンパク質と結合していることが分か

ち.加熱温度を上げて行くと,65-75℃でタンパク質の一

部が遊離し上澄画分に油滴が一部現れ,さらに温度を上げ

90℃以上でタンパク質がはずれほとんどの油滴が浮上可能

になることが明らかとなった. この油滴画分はKamatら8)

が脂質と大豆タンパク質を機械的に分散し作ったものとは

異なり,大豆磨砕画分の加熱によって生成するものであ

り,そのタンパク質組成からオイルボディと同等のもの9)
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であることが明らかとなった.タンパク質粒子はβコング

リシ土ン(7Sの主要成分)のβサブユニットとグリシニン

(11Sの主要成分)のベーシックペプチ ドを多く含むこと

から,llSが崩壊する90℃ 以上で10)形成されるものと考

えられる.この加熱による豆乳形成のメカニズムをOno

ら3)およびGuoら7)の論文を基にFig.2に簡略図として示

す.超遠心で油滴と一緒に沈殿した生粒子は大量の11Sを

結合 しているが,65-75℃ の加熱で粒子の崩壊が起こり,

タンパク質が遊離 し油滴球の密度が溶液と同等のものもで

きる.さらに85℃ 以上で可溶性画分のベーシックペプチ

ドが減少することから粒子タンパク質の形成が考えられ,
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Fig.I Lipidquantityintheparticulatc,soluble,and

瓜Oatingfractionsofunheatedsoymi1katele-
Vatedtemperature

TheunheatedsoymilkwasheatedataspeciActcm-

peraturefor5minandcooledto20℃.Particulate(×),

soluble(△),andRoating(○)fractionswereobtained

bycentrifugationat156000gfor30min.(GuoetaL.7),
1997)
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遠心加速度の計算から40-100nm の粒子であると推定さ

れた3).加熱により生成する油滴球に結合 しているタンパ

ク質の約 60%はオレオシン(この論文ではBXl,BX2)で

あり9), それに11S,7Sタンパク質が結合 してできている.

このことからこの油滴球は,オイルボディ (オレオシンの

み結合) にさらに11S,7Sが結合した形であると考えられ

た.後に粒度分布計により測定 したところ,油滴粒子は約

400nm,タンパ ク質粒子は80nm前後であることが分

かっている (Todaら58),2007).以上のことから豆乳はll

S,7Sタンパク質を表面の一部に結合 したオイルボディ

(オイルボディ様粒子)と粒子タンパク質および可溶性タ

ンパク質を主な成分とする乳歯した分散液であると考えら

れる,分散質はオイルボディ様粒子と粒子タンパク質で,

分散媒は糖とカリウムなどの ミネラルを含む溶液1)に可溶

性タンパク質が溶解した液である.

3. 豆乳から豆腐の形成

豆乳はカルシウム,マグネシウムイオンなどの添加や

pH低下により凝集する.均一に凝集させると豆腐カー ド

を形成する.各種豆腐製品に適合した良質の豆腐を形成さ

せるための多くの研究があり,それらについては′ト原の総

説‖)を見ていただきたい.従来,豆腐の形成については,

大豆タンパク質のゲル形成と同様の機構と理解され,豆腐

もゲルの一種として取り扱われてきた.タンパク質のゲル

形成機構 については森の総説12)を参照いただきたい.さ

て,豆乳 とよく似た性状の牛乳は,凝集してカードを形成

し,さらに水を排出してチーズへと加工される.ゼ リーは

ゲルであるがカードではない.ゲルとカードの違いは,ゲ

ルでは分子どうLが絡み合って水を抱き込んだ形で固まる

現象で,通常では水を排出して収縮するシネリーシスを起

こさない.カー ドでは分子から構成された巨大構造体 (コ
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Fig.2 SchematicdiagramofSoymilkformationfJ'OmrawSOymilkbyheating,
whichwasinducedfromUnoetaL3)(1991)andGuoetaLl)(1997)
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Fig.3 EffectsofCalciumonProteinSolubilityinSoy-
milk

Particulateprotein(△)dispersedinultra丘ltrate,solu-

bleprotein(O )andsoymilk(I). Thisfigurewas

preparedfromFig.1ofUnoetaLH)(1993).

ロイド)どうLがネットワークを作るように結合し,水を

抱え込んで固まる現象で,シネリーシスを起こすのが一般

的である.豆乳は油滴球,タンパク質粒子などのコロイド

を含び)7)ことから,豆腐はゲルではなくカードである可

能性が高い.豆腐形成をカード形成として研究した事例は

1990年代まで無かった.Onoら13)は豆乳を構成するタン

パク質を粒子と可溶性タンパク質に分け,カルシウムに対

する凝集性を見た.Fig.3に示すように,粒子タンパク質

は可溶性タンパク質よりも低濃度のカルシウムイオンで凝

集することが明らかになった.このことは豆乳に凝固剤を

加えたとき,先ず粒子タンパク質の凝集から始まることを

意味している.ここで使用した豆乳では,粒子タンパク質

と可溶性タンパク質がほぼ同量入っているので,粒子タン

パク質が沈殿し終えた凝固剤濃度で豆乳中タンパク質の約

半分が凝集 してよいはずである,しかし,豆乳はほとんど

凝集沈殿しなかった.これらのタンパク質溶液と豆乳の違

いは,油滴球が混在していることである.そこで,Guo

ら1̂)は,油滴球と可溶性タンパク質,および油滴球と粒子

タンパク質の分散系を作り,それぞれで凝固剤に対するタ

ンパク質の凝集および油滴球の挙動を観察した.Fig.4a

に示すように粒子タンパク質の凝集とともに油滴球の補足

も起こっていることが分かった.一方,可溶性タンパク質

の場合は,Fig.4bに示すように,ある一定量の凝固剤濃度

までタンパク質および油滴の凝集や補足は起こらないが,

可溶性タンパク質から粒子タンパク質が一定量以上生じる

と凝集が起こることが分かった.これらのことから,豆腐

形成は,豆乳に凝固剤を添加すると先ず粒子タンパク質の

油滴球への結合で始まり,次に可溶性タンパク質がさらに

結合して進行すると考えられる,これらを基にして,小

野15)16)は新しい豆腐形成のモデルを提案した.Fig.5に豆

乳から豆腐がいかにして形成されるか,その模式図を示
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Fig.4 Changesinproteinsolubilityand瓜Oatingfrac-

tioTLratioindispersioJISOffloatingandparti-

culatefractions(a)and80atingandsoluble
fractions(b)atvariousconcentrationsofcal-
citlmChloride

(D )proteinsolubility;(0 )floatingfractionratio;

(栄)newlyformedparticulatcfractionratio (Guoet
aL.12),1999)

す.油滴球は,豆乳中ではオイルボディ様粒子であるので

表面にオレオシンタンパク質を持ち,凝集することなく安

定である.凝固剤が添加されると粒子の反発イオンが中和

され,油滴球の周りに粒子タンパク質が結合したブロック

ができ,会合可能となる.次にこのブロックがネットワー

ク状に水を抱き込んで結合し,豆腐が形成されて行く.蘇

加された凝固剤が全体に行きわたると,可溶性タンパク質

から形成された粒子タンパク質がさらにそのネットワーク

に結合 し,しっかりとした豆腐カードができることにな

る.豆腐の油滴球はオイルボディタンパク質 (オレオシ

ン),粒子タンパク質,さらに可溶性タンパク質から形成さ

れた粒子タンパク質の三層のタンパク質に包まれ,酸化を

受け'にくい極めて安定な形になっていることが分かる.大

豆油はリノ.-ル酸に富み,酸化され易い抽であるが,三層

のタンパク質による包み込みで豆腐が安全で安定な食品に

なっていることが,この豆腐形成の機構から理解できる.

4. 豆腐形成に影響を与える諸因子

1) 豆乳成分の迅速測定

豆腐の品質は豆乳に大きく依存する.豆乳は用いる大豆
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Fig.6 1RSpectra0fSoymilkandItsComponents

IRspectraweremeasuredfrom4000to800cm~lwithaFT-1RspectrophotometerequippedwithanATRapparatus,ⅠR
spectraofsoymilk.soy-protein,soyl1ipid,andsoy-sugarareshowninorder,fromuppersite.(NakasatoetaL)6),2004)

や加水率さらには加工条件によって成分量に若干の変動が

生じると考えられる.豆乳の固形分濃度は豆乳濃度計など

により迅速測定可能であるが,タンパク質,脂質,糖質な

ど個々の成分含量は,豆乳調製後の迅速測定は困難であ

る.従来,タンパク質の測定には,脂質を何らかの方法で

除き3),Bradford法17)を適用するのが一般的であった.脂

質はソックスレ-を用いた抽出法であり,糖質はタンパク

質 ･脂質を差し引いて求めるか,還元糖の定量で求める.

いずれにしろ時間のかかる測定である.豆乳と豆腐の関係

を研究するためには,豆乳成分の迅速測定が不可欠であ

る.Nakasatoら)8)は,赤外分光法を用いた豆乳申主要成

分の迅速定量法を開発した.この方法は全反射吸収測定

(ATR)試料台を用いて,試料をそのまま液状で測定する

方法で,多くの液状食品で適用例柑)-2L)が知られている.

Fig.6に豆乳およびそのタンパク質,脂質,糖質成分の中

赤外領域の吸収を示す.タンパク質はアミド吸収帯,脂質

はエステルの吸収,糖質は.じ0,C･Cの吸収帯を用いて測

)

定している. この方法では豆乳を直接そのままATR嵩料

台に載せ測定するもので,タンパク質,脂質,糖質含量が

1試料わずか数分で同時測定可能である.

2) タンパク質濃度

豆乳の主要成分であるタンパク質についてみると,多く

の種類の大豆から調製した豆乳を試料とし解析した結果,

タンパク質濃度が高い豆乳ほど硬い豆腐ができることが知

られている22)23). しかしながら,凝固剤によってはその差

違を兄いだせない場合も多い24).そこでこれらの問題を解

決するには,大豆品種間の差違等を無くし,同じ豆乳でタ

ンパク質濃度のみが変化した豆乳を調製する必要がある.

Nakasatoら25)は高速遠心分離を用いて豆乳から油滴を分

離後,限外ろ過によりタンパク質濃度の調整を行い,それ

らを再構成することによりタンパク質濃度のみが異なる豆

乳を調製した.それらを用いて豆乳のタンパク質濃度が高

くなるほど豆腐の破断応力が高くなり,硬くなることを明

らかにした.
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3) 脂質濃度

脂質については,大豆タンパク質と脂質のエマルジョン

の加熱ゲル形成において,脂質の添加でゲルは硬くなり,

脂肪酸鎖が短くなるほど硬いゲルになると報告26)-28)され

ている.豆腐は加熱ゲルとは異なりコロイ ドがカードを作

る現象であり,脂質は前述14)15)したようにオイルボディ様

粒子の形で存在し,これを核としてタンパク質が覆いブ

ロックが形成され,これらが互いに結合することで豆腐

ネットワークが形成される.すなわち,タンパク質によっ

て包まれた油滴粒子が大きな水球を包み込むように互いに

結合 し胞をつくり,その胞どうLが互いに結合しネット

ワークを作るものと考えられる.山野29)は豆乳にパームの

粉末油脂を添加した場合,添加量が多いほどGDL豆腐は

硬くなるが,植物油を添加した場合,加えるほど柔らかく

なることを報告している.これらの添加油はいわゆる豆腐

中のテ由滴球 (オイルボディ様粒子)とは異なり,巨大な油

滴が豆腐ネットワークに割り込む形で入っているのが走査

電覇で観察されている.それでは,豆腐における豆乳中脂

質量の効果とはいかなる条件で測定すべきであろうか.方

法としては,豆乳中の油滴球 (オイルボディ様粒子)を増

加させその効果を見る必要がある.Nakasatoら25)は高速

遠心､分離を用いて豆乳から油滴球を分離し,油滴量を変え

て分散し豆乳を再構成した.それによると油滴量がタンパ

ク質とある一定割合の時に豆腐は硬くなり,それ以上でも

以下でも硬さは減少することを示 した.油滴量が多過ぎる

とそれを包むタンパク質量が不足するため,豆腐を作るブ

ロックは夕.ンバク質の包み込みが薄く弱 くなるし,油滴量

が少ないとブロックそのものの数が少なくなり,タンパク

質だけでできた部分が多 くなるため弱 くなると考えられ

る.適正な豆腐ネットワーク形成には,脂質とタンパク質

のバランスが重要であることが明らかになった.

4) タンパク質のllS/7S比

タンパク質含量の場合,含量が多いほど豆腐は固くなる

傾向が示された22)23)25)が,大豆品種が異なると必ずしもタ

ンパク質濃度だけでは言えないことが指摘されている24).

大豆タンパク質の主な成分はllSグロブリン (グリシニ

ン)と7Sグロブリン09コングリシニン)からなる.7Sお

よび11Sグロブリンリッチの溶液からGDL等によりゲル

を作 ると11Sリッチの方が硬いゲルを作ることが示さ

れ30),それには11Sの遊離 SH量が多いほど硬くなること

からSS結合の寄与が示唆されている3】).また,11Sリッチ

の方が低濃度のカルシウムで凝集することも明らかにされ

た32). しかし,これらの性質はタンパク質溶液についての

結果であり,実際の豆腐についてではなかった.Skurray

ら33)は15種の大豆について,豆腐の硬さと11S/7S比の

関係を調べたが,その依存度は小さく,むしろ凝固剤濃度

の寄与の方が多きいことを示した.一万, llS,7Sを添加

した豆乳ではllSが多いもので確かに硬い豆腐ができる
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(GuoandOno39),2005)

が4),llS/7S比の異なる大豆 13品種の比較実験で,llS/

7S比よりも豆腐調製手法の方が豆腐の硬さに寄与してい

ることが示された35).大豆品種間の比較ではllS/7S比だ

けが異なるわけではなく,他の成分も変化するため,はっ

きりとした結果は出にくいものと考えられる.

一万,llS/7S比の大きく異なる6品種の大豆を用いて

豆乳の性質を比較したところ,llSの多いものでは豆乳中

の粒子タンパク質量が多くなり,低濃度の凝固剤で凝集す

ることが示された36).Yagasakiら37)は, 同系統の大豆で

llS,7Sのサブユニットが欠損した大豆を使用し, llS/7S

比の異なる豆乳 ･豆腐を作り実験を行った.llS/7S比が

大きい豆腐はど硬くなること,また,7Sが多い豆乳では凝

集が緩慢になり,豆腐が作りやすいことなどを示した.

Guoら38)は11Sリッチと7Sリッチの大豆を混合し,ll

S/7S比の異なる豆乳を作り,11Sが多いほど粒子タンパ

ク質が多 くなり,低濃度の凝固剤で凝集が起こることを示

した.さらに,GuoとOno39)はFig.7に示すように11Sが

多いほど粒子タンパク質が多くなるとともに豆腐が硬くな

ることを示した.この機構は豆腐形成のモデル15)l¢ (Fig.

5)から説明できる.豆腐形成はオイルボディ様粒子 (油滴

球)に粒子タンパク質が結合することで始まるため,粒子

タンパク質が増加すると油滴球をタンパク質がより厚 く包

んだブロックが形成され,それらが互いに結合 して豆腐

ネットワークができるため丈夫な構造となる.

5) タンパク質サブユニットによる変化

11Sグロブリン (グリシニン)および7Sグロブリン 伊

コングリシニン)は複数のサブユニット分子からなること

が知られている.7Sグロブリンはα,α′,βの3種のサブ

ユニットが知られている40). 11Sグロブリンでは5種のサ



44 日本食品科学工学会誌 第 55巻 第 2号 2008年 2月 (6)

プユニットが知 られ,1次構造の類似性からグループ Ⅰ

(A.aB2;Al｡Blb;A2Bla),グループⅡa(A5A4B3)とグルー

プIIb(A3B4) に分けられているdl)42)

加熱ゲルにおいて,7Sのサブユニットから作 ったゲル

の硬さはα,a′,βの順になることが知 られている43).一

方,グリシニンについては,Nakamuraら44)45)がEaはゲ

ルの濁 りに関係 し,Ⅱbほ硬さに関係することを報告した.

さらに,Nishinariら46)はⅡaサブユニットを欠損 してい

る大豆からは硬い豆腐ができることを示 した.Tezuka

ら47)はそれぞれのサブユニットを精製し,βコングリシニ

ンとの混合物に塩化マグネシウムを加え加熱ゲルを作り,

その硬さを測定 した.硬さの順はⅠ,皿b,Ⅲaの順となっ

た.これらはゲルであり豆腐 とは異なる.そこで,それ

ぞれのサブユニットを持った大豆を用いて豆乳 ･豆腐を作

り比較したところ, 豆乳中の粒子タンパク質量はⅢa, Ⅱ

b, Ⅰの順 となり,豆腐の硬さもこの順となった48) (Fig.

8).しかし,それぞれ精製 したタンパク質のゲルでは,Ⅰ,

Ⅱb,Jlaの順であり47),豆腐の結果とは異なっている.こ

の違いは豆腐とゲルの違いと考えられ,豆腐は油滴球,粒

子タンパク質,可溶性タンパク質などが関係しカードを作

ることから,単なるタンパク質ゲルの延長上では語れない

ことを示 している.Poysaら49)は豆腐の硬さにⅡbが重要

な寄与をし, Ⅱaはむしろマイナスに働いていること,そ

してⅠは, これを含むと硬 くなるが,A2はプラスに働 く

が,Alはマイナスに働 くことを指摘 した.この結果は

Nakamuraら44)451やNishirariら46)のゲルで行 った結果

と一致している.さらに,Poysaら49)はコングリシニンで

はα′無しのものが硬くなることを示した.サブユニットが

変化するとタンパク質濃度や11S/7S比なども変化するこ

となどから客観的に比較できる系を如何に作るかが問題に

なると考えられる.豆乳中の粒子タンパク質量の比較39)な

ども1つの方法と考えられる.

6) 凝固剤濃度

豆腐の硬さにはタンパク質含量や 11S/7S比だけでなく,

凝固剤濃度 も大きく関与する.豆腐形成のための適正凝固

剤濃度は大豆によって異なることが知られていて,その決

定は豆腐工業において重要な操作の一つである.凝固剤濃

度決定には電気伝導度の変曲点から取る方法50),回転粘度

計の最大 トルク到達時間から取る方法51),撹拝滴定で渦巻

きが消える点から算出する方法52)53)などが考案 されてい

る.各大豆品種から調製 した豆腐の硬さを比較する場合,

凝固剤濃度をいかにするかは大豆によって異なることが考

えられるが,実際の実験では一律の濃度で比較しているこ

とが多い.Todaら54)は6品種の大豆を使いMgC12の濃度

を変えて豆腐を作ったところ,大豆によって最大破断強度

になる濃度が異なることを兄いだした.また,タンパク質

濃度と硬さの相関はある凝固剤濃度以上にならないと見ら

れないことを報告している.適性凝固剤濃度が必ずしも最
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Fig.8 J3reakingstressoftofuctlrdspreparedfromsoy
milkswithidenticallevelsoEglycinincontent.

Ⅴaluesaremeans± standarddeviation,n-7per

group.Tofucurdcontaining13.0%solidswasprepared
byaddingmagnesium chloridefrom themixtureof
soybeanshavinggroupI(GroupI),Ila(GroupIIa),and
IIb(GroupIIb)andsoybeanhavingalowcontentof
glycinin.(TezukaetaL48),2000)

大破断強度という訳ではないと考えられ,これらについて

はさらなる検討が必要である.LiuとChang55)は適性凝

固剤濃度に影響する因子を解析 し,フィチン含量,llS/7S

比 滴定酸度,Ca含量等が関与することを示した.Guoと

Ono39)紘 lls/7S比の異なる豆乳を用いて, 豆乳中にでき

る粒子タンパク質量が llS含量に比例し,凝集に要する凝

固剤濃度 も少なくなる (Fig.7)ことを指摘した.粒子タン

パク質は可溶性タンパク質に比べて低凝固剤濃度で凝集す

るため13),粒子タンパク質が多 くなるほど低凝固剤濃度で

凝集することになる.Kaoら56)は,凝固剤濃度を変えた豆

腐の走査電子顕微鏡写真から最も均一で撤密な構造を持っ

凝固剤濃度を最適凝固剤濃度として決めている,Onoら57)

はllS/7S比の異なる豆乳から凝固剤濃度を変えて豆腐を

作り,物性値,保水率を測定す,8とともに走査電子顕微鏡

観察を行い,それらの関連性を見た.物性値が定常状態に

なる変曲点で最も均一で撤密な構造 となり,llS/7S比が

大きいほどその点は低凝固剤濃度へ移動した.豆腐の硬さ

はさらに凝固剤濃度が上がると漸増するが,豆腐ネット

ワークの穴は大きくなり保水率が低下 した.これらのこと

から適性凝固剤濃度は最 も撤密な豆腐構造となる破断応力

等の変曲点にあると考えられ,それは最大凝固剤濃度とは

異なる値であることが分かった.必ずしも撤密な構造が最

も破断応力が高くないのは,タンパク質間の結合力と保水

力とのバランスの問題かも知れない.これらの面からのさ

らなる研究が期待される.

7) 加熱 しぼり豆乳と生しぼり豆乳

豆腐用豆乳の作り方として,大豆を磨砕後オカラを除い

て加熱する生 しぼり法と,磨砕後すぐ加熱したものをろ過

する加熱 しぼり法がある.現在,日本で作られている豆腐

はほとんどが加熱しぼり法で作られている.加熱しぼり法

の方が硬い豆腐ができることが知ら87,ている.加熱しぼり

法ではオカラが加熱時に混在することから,オカラから抽

出される何かが豆腐の硬さに関係すると考えらjlる.浅野
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Soymilkscontaining0.20,0.30,and0.40%phytatewere

preparedbyaddingpotassiumphytate(pH7.0日nsoy-

milkpreparation.(IshiguroeEaL66),2006)

ら58)はオカラを温水で抽出すると糖質やBasic7Sタンパ

ク質が抽出され,さらに糖質は加熱で2倍以上抽出される

こと59)を報告した.Todaら6D)は加熱しぼりと生しぼりの

豆乳を比較し,加熱しぼりでCaイオン,Basic7Sグロブ

リン,多糖,および粒子タンパク質が増加することを兄い

だし,オカラから加熱抽出されると考えた.特にCaイオ

ンと粒子タンパク質の増加が加熱しぼり豆腐が生しぼりよ

りも硬くなる原因であると推定している.なぜ粒子タンパ

ク質が増加し,Caイオンがどの様に硬さに関与している

かなどは分かっていない.

8) フィチン含量

豆乳中の糖質は,シュクロースが半分を占め,残り半分

はスタキオース,ラフィノースなどのオリゴ糖であるが,

基本的には豆腐物性-の影響は少ない.しかし,リン酸を

持った糖であるフィチン酸 (イノシトール6リン酸)紘,

大豆中に1-3% (豆乳では0.1-0.3%)含まれ,このリン

酸残基が豆腐調製で添加される凝固剤と結合可能であるた

め大きな影響が考えられる.Saioら61)は豆乳にフィチン

を添加すると,豆腐は柔らかくなるが収量が増加し,凝集

反応は緩慢になることを兄いだした.Onoら13),手塚ら36)

は,凝固剤添加でフィチンにCa等のイオンが結合すると

水素イオンの放出が起こり,豆乳 pHが低下することか

ら,豆腐カード形成にフィチンが重要な役割を演じている

ことを指摘した.大豆中のフィチンは30℃以上で貯蔵さ

れるとフイターゼにより分解され減少することが明らかに

され62)63),夏期の貯蔵による大豆の豆腐作製能の変化が考

えられる.HouとChang64)は貯蔵によりフィチンが有意

に減少することを確認し, その大豆から豆腐を作ったとこ

ろ収量は減少し,組織は硬くなった,しかし,フイクーゼで

フィチンを分解した豆乳から豆腐を作ると,収量は増加し,

組織は柔らかくなり, 貯蔵大豆による変化とは逆の結果と

なった.高温での貯蔵では,フィチンだけでなく他の成分
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Soymilkscontaining0.20,0.30.and0.40%phytatewere

preparedbyaddingpotassiumphytate(pH7.0)insoy-

milkpreparation.(lshiguroetaL.66),2006)

変化も起こることから,他の効果の方が大きく寄与したも

のと考えられる. これらの結果では,フィチン添加および

フイタ-ゼによるフィチンの分解のどちらでも豆腐収量は

増加し,組織は柔らかくなっている.フィチンは増加して

も減少しても同様の効果が現れるのであろうか.Toda

ら65)は,収穫年や地域の異なる3品種の大豆を用いてフィ

チン含量の変化が豆腐に与える影響を調べた.使用した凝

固剤濃度が低めの場合,フィチン含量が多いものはど豆腐

は柔らかくなるが,使用凝固剤濃度が高くなるとその傾向

は消失した. この傾向は11S/7S比の小さい凝固剤を多く

要求する39)品種で顕著であり,十分な凝固剤添加でその傾

向は消失することが明らかになった.Ishiguroら66)描

フィチン含量を調整した豆乳で凝固剤濃度を変えて豆腐を

作ったところ,Fig.9に示すように豆腐が固くなるには

フィチン含量が多い豆乳ほど凝固剤量も多く必要とするこ

とを明らかにした.CaやMgイオンからなる凝固剤では

フィチンが多いほどそのリン酸残基への結合に消費される

ためと考えられる.しかし,pH低下の凝固剤であるGDL

でもFig.10に示すように同様の現象が見られた.フィチ

ンが多いとGDLによるpH低下が抑えられるため,特定

の硬さに達するにはより多くのGDLを必要とした.フィ

チンはpH低下に対する緩衝作用をもっことが明らかと

なった.さらに,畑地と水田転換畑で栽培した27種の大豆

のフィチン含量を測定したところ,畑地と水田転換畑で含

量が大きく異なる品種と変化の少ない品種があった.フィ

チン含量が少なく栽培畑問で含量の異なる大豆は豆腐が作

り難いと言われている品種が多く,フィチン含量が高く栽

培畑間で含量に変化が少ない品種には優良豆腐品種として

用いられているナンブシロメ,エンレイ,オオスズ等が含

まれていた.これらのことから,フィチン含量の変動は凝

固剤添加量の決定を難しくし,豆腐を作り難くする原因の

1つと考えられる.
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9) フィチンの簡便測定法

大豆あるいは豆乳のフィチン含量を簡便に測定できると,

豆腐形成に影響するフィチン含量の研究や豆腐形成時の凝

固剤添加量決定に有用である.フィチンの測定は,古くから

多くの方法が開発されてきた.ThompsonとErdman67)は

1982年にそれまでの多くの方法を比較検討し,最も簡便な

方法として3%TCA+10% Na2S04で抽出後,従来の鉄沈

殿法で沈殿させたものを1.2% HClで溶解したものを測定

する方法を提案した.この方法は従来のMakwer法68)等

の改良法と考えることができる.さらに沈殿法での沈殿を

溶解 し湿式分解後モリブデンブルー法で比色分析する方

法69)等も考案された.一方,AOAC法としても取り上げら

れたイオン交換カラムを用いる方法70)では,リン酸残基数

の異なるイノシトールリン酸 (フィチン)を分別定量でき

る.さらに,この方法は改良されて高速液体クロマトグラ

フィー法71)となり,短時間での測定が可能となっている.

しかし上記従来法の改良法では煩雑な多段階の操作を必要

とするし,イオン交換法の場合はHPLC法であっても時

間がかるため,簡便な測定とは言い難い.Ishiguroら72)紘

豆乳 ･豆腐の製造現場で適用できるように,生豆乳中フィ

チンの簡便測定法を開発した. この方法ではpH11-12で

フィチンがCaイオン添加で沈殿することを利用し,この

沈殿をクエン酸で溶解後,ATR試料台を用いてFT-IR測

定を行う方法である.さらに,大豆製品一般にも適用する

ため抽出法を改良し73),上記同様の方法を可能にした.こ

の方法では抽出,沈殿,溶解までの操作およびFT-IR測定

が短時間で簡便に操作可能であり,多検体試料の比較66)等

にも効力を発揮した.

5. お わ りに

豆乳 ･豆腐は日本に渡来してから1000年以上の歴史を

持っあまりにも身近な食品である.そのためか製造法等に

ちなんだ研究は多いが,基礎的な研究は少ないように思わ

れる.豆腐が固まることは,なぜか当たり前のことのよう

に考えられ,また, リノール酸に富む油量作物であるにも

かかわらず,豆腐に大量の油が含まれていることは忘れが

ちである.また最近は,大豆の機能性成分にばかり目が行

き,米が主食の日本人にとって不足しがちなリジンを補填

してくれる優良なタンパク質源であることを忘れてはいな

いだろうか.

豆乳は性状が牛乳とよく似ているだけでなく,構成物の

形態 【油滴球 (脂肪球), タンパク質粒子 (カゼインミセ

ル),可溶性タンパク質,糖質,ミネラル】もよく似ている.

牛乳は豆乳とは異なる呼び方 (かっこ内)だが豆乳同様に

脂質とタンパク質の粒子である.牛乳は古くからカゼイン

ミセルによるカード形成が知られていたが,豆乳では粒子

タンパク質の存在が知られていなかった.牛乳では37℃

前後の酵素反応により粒子の糖鎖を切断することでカード

形成するが,豆乳では90℃前後のタンパク質変性が関与

して形成される.そのため豆乳のカード形成は牛乳と異な

り核になるのは疎水性の油滴球である.加熱変成により疎

水性表面をもっ粒子タンパク質は,凝固剤添加で粒子間の

反発イオンが中和されると油滴球を包むように結合し,さ

らに水を安定化する糖鎖を多く含む可溶性タンパク質が結

合し,カード形成が達成される.油滴球はオレオシン,粒

子タンパク質,可溶性タンパク質で3重に包まれ,さらに

水を抱え込んで極めて安定な豆腐となる.このように豆腐

は油とタンパク質が見事に融合し水を抱え込んだ食品であ

り,大豆に含まれる不快味を消す74)だけでなく,油やタン

パク質も感じさせない-ルシー感覚の食品となっている.

この伝統的技術に支えられた脂質とタンパク質の融合メカ

ニズムが明らかになったことで,この原理を新たな食品-

応用する道が開けるものと期待している.

この総説はあまりにも身近で学術にはそれほど関係なさ

そうな豆乳や豆腐についてまとめたものです.幸運にも

2007年 10月に ｢大豆加工における成分相互作用の解明と

応用に関する研究｣で日本食品科学工学会賞を受賞しまし

た.この賞に推薦して下さった宮城大学食産業学部教授

鈴木建夫先生,また多くの労を執っていただいた下山田真

先生に心から感謝いたします.20年前に大豆研究へ誘って

下さった現在北海道大学大学院農学研究院教授 喜多村啓

介先生には一方ならぬ支援と励ましを戴きました.ここに

厚く御礼いたします.また,ともに研究した国や地方の研

究所の方々,私のもとで学位や研究を頑張られた方々,卒

論研究で頑張られた方々の力なくしてこの研究は達成でき

ませんでした.皆さんの力の結晶をこの総説に少しでもま

とめられれば労に報えるものと思っています.また,私の

今あるを導いて下さった恩師,諸先輩の方々,本当に有り

難うございました.
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