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緒

言

テム(以下CSS)によって分画できる3)0
CSSによって分画されたエビダミスは、オクタ

サトウキビ(Saccharum spp. Hybrid)は、沖縄
県の基幹作物であり、茎部を圧搾して得た搾汁液を

コサノールなどの機能性素材原料として、ビスは、

製糖し、ショ糖として利用している1)。また、その

搾汁液が糖質原料、搾汁粕が食物繊維原料として、

搾汁粕はバガスと呼ばれ、主に製糖工場の燃料とし

ラインドは非木材ボードおよび紙パルプ原料として

て利用される。バガスは粗繊維を豊富に含んでおり、

利活用することが可能であり、これまでにCSSを核

繊維原料として活用されているが、機械的損傷を受

としたサトウキビの高度利用が検討されている4,5)

けて繊維長が短くなり、得られるパルプの収量や引

このうちラインドは、一部木質化した硬膜細胞に

き裂き強度が低くなるなどの欠点も有している2)0
サトウキビの構造は、外側から表皮(エビダミ
ス)、外皮(ラインド)、内部柔組織(ビス)より構

内部柔組織(ビス)

成されており(図1)、ケ‑ンセハレーションシス

外皮(ラインド)

:820 Makabe, Itoman‑shi, Okinawa
*沖縄県糸満市真壁820番地

表皮(エビダミス)

*438‑l Maesato, Ishigaki‑shi, Okinawa
**沖縄県石垣市真栄里438‑ 1
1 Senbaru, Nishihara‑cho, Nakagami‑gun, Okinawa

図1.サトウキビ構造の模式図

***沖縄県中頭郡西原町千原1
‑23‑

南方資源利用技術研究会誌

よって形成されており、解繊処理を経ることで良質

(3) p‑クマル酸およびフ工ルラ酸の定量

な繊維原料を得ることが可能である2)。繊維原料の

逆相カラム (インタクト社製:CDC‑18、 3.0×

パルプ化工程では、前処理として硫酸やアルカリに

100mm、粒子系3 〃′m)を装着した高速液体クロ

よる蒸煮を行うことが知られており、このうちアル

マトグラフィーシステム(島津社製:LC‑20)によ

カリ蒸煮処理は、環境負荷の面において優れている

り分析した。溶出は、 A液(0.65% ギ酸を含む精

ことから現在主流となっている6)0

製水)、 B液(0.1%ギ酸を含むアセトニトリル)を

ところで、サトウキビには繊維やショ糖のみなら

用いたリニアグラジエント法によって行い、タイム

ず、ポリフェノール類などの有用成分を含んでお

プログラムを(B%) : 5% (0分) ‑70% (30分)

り7)、搾汁液やバガスにはフエルラ酸などの有用な

とした。流速は0.5ml/minであり、検出はフォト

桂皮酸誘導体が含まれている8)。これらの物質はい

ダイオード・アレイ紫外可視分光光度計(島津社製:

ずれも親水性を有しており、ラインドの繊維化工程

SPD‑M20A)を使用した。カラム温度は40℃、注

では解繊処理後の廃液中に移行することが考えられ

入量は5〃′1とした。化合物の定性は、 UVスペク

る。そこで本研究では、ラインド繊維化工程から排

トルのライブラリ検索と保持時間によって行った。

出される蒸煮廃液の有効利用を目的とし、 CSSに
よって分離したラインドをアルカリ抽出し、抽出液

(4)ポリフェノール含量

のフェノール性化合物を分析した。また抽出条件や

ポリフェノール含量は、フォーリンデニス法を改

品種、および収穫時期による抽出量について検討を

変したマイクロプレート法によって測定した9)0

行った。

すなわち、適宜希釈した抽出液に、 10倍希釈した
フェノール試薬、 10%炭酸ナトリウム溶液を同量加

実験材料および方法
(1)供試材料
沖縄県農業研究センターで栽培された経済品種

え、 20分間撹拝した後にマイクロプレートリーダー

(F161、 F172、 F177、 NiN24、 Nill、 Ni16、 Ni21、

られたデータは没食子酸当量として表した。

(Bio‑TEK社製: 〝Quant)を用い、波長700nmを
測定した。なお、標準試薬は没食子酸を使用し、得

Ni6、 Ni9、 Ni15、 NiTnlO、 NiTn18、 NiTn19、
NiTn20、 Ni26、 NiH25、 NiF; 、 Ni13、 Nco310)

実験結果と考察

19種を用いた。各品種は2006年2月に定植し、 2007

(1)ラインドアルカリ抽出液中に含まれるフェノー

年1月に1品種あたり4本を収穫した。またNiF

ル性化合物の同定

8については、 2006年10月、 2007年3月、 6月の試

ラインドアルカリ抽出液に含まれるフェノール性

料も収穫した。各品種は、ケ‑ンセハレーションシ

化合物についてHPLC分析を行った。クロマトグ

ステム(AMCANE社製: C‑1S)を使用してビス

ラムからは、明瞭な2本のピークを認め、溶出時間

とラインドに分画した。得られたラインドは即時に

とスペクトル解析から、主要な物質は桂皮酸誘導体

凍結保存し、凍結乾燥後、粉砕機(イワタニ社製:

のp‑クマル酸とフエルラ酸であることが確認された
(図2)。また供雑物質は微量であると予想され、後

ミルサー)によって細断した。

の精製等も容易になると推測した。

(2)アルカリ抽出液の調整

これら桂皮酸誘導体は、植物中に広く分布してお
り、特にイネ科植物に多く含まれる10)両物質の特

細断した乾燥物1gは、 10倍容の1N水酸化ナト
リウム溶液に混和し、オートクレーブを使用して

蝣
AU

120℃、 30分間加熱抽出した。抽出後は、 1N塩酸

演 長 : 309nm

溶液でpH6.0に中和し、エタノールで50mlに定容

マル故.

した。次にメンブレンフィルターで渡過し、分析に

フl= ル l

一^
L
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図2.アルカリ抽出液のHPLCクロマトグラム
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性としては、ともに抗酸化性を有しており11,12)、特

量は抽出温度40℃から105℃にかけて高くなった。

にフエルラ酸は、抗酸化剤として食品添加物に指定

しかし105℃以上におけるp‑クマル酸抽出量は微増

されている13)。

にとどまり、抽出効率は向上しないことが示唆され

イネ科の植物細胞壁は、セルロース微繊維にアラ
ビノキシラン、 β‑グルカンが絡まったような網目

た。一方、フエルラ酸はp‑クマル酸とは異なる傾向
を示し、 105℃ 435℃にかけて抽出効率が高くなる

構造をとっており、フエルラ酸やp‑クマル酸はエス

傾向が認められた(図4)。いずれの物質も抽出時間

テル結合を介して、これらの多糖類を架橋する役割

が長くなるほど抽出量は若干高くなり、抽出効率は

を持っている(図3)14)。 p‑クマル酸やフエルラ酸
がアルカリ抽出によって遊離する原因については、

抽出温度に強く影響を受けることが明らかとなった。

イネ科植物細胞壁の構造に起因すると考えられる。

(3)ラインド含有フェノール性化合物の品種間差

ラインドにアルカリ抽出を行うと、エステル結合が

フェノール性化合物含量の品種間差について検討

加水分解を受け、フエルラ酸やp‑クマル酸が遊離す
ると考えられる。

した。 p‑クマル酸はNiF8、 Nco310、 F177で比較
的高い値を示した。一方、 Ni26やNiH25、 Ni16で

多糖類結合性モノフェノ‑ル
(フェルラ酸、クマル酸)

は低い値を示した。フエルラ酸は、 Nco310、 Ni13、

セルロ‑ス
徹繊維

Ni9で高い値を示し、 Ni21、 NiF! 、 NiH25で低い
値を示した。このように、ラインドに含まれるフェ
ノール性化合物含量は、品種間によって差があるこ
とが明らかとなった(表1)。また、 p‑クマル酸お
よびフエルラ酸の合計量と、ポリフェノール含量と
の相関係数は0.8839であり、強い相関が認められた

架橋構造
マトリックス多糖類
(ジフェルラ酸) (β‑グルカン、アラビノキシラン)

表1.品種によるフェノール性化合物含量
フェノール性化合物

図3.イネ科植物細胞壁の構造模式図

品

(2)アルカリ抽出条件によるフェノール性化合物の

F161

1.56±0.01

F172
F177

抽出量
ラインドのアルカリ抽出条件によるフェノール性
化合物の抽出量について検討した。 p‑クマル酸抽出

●l
義
iS
h°

8

S
s

種

p‑クマル酸

フェルラ酸

ポリフェノール含量

0.41±0.01

2.80±0.04

1.43±0.05

0.32±0.02

2 c

1.85±0.15

0.38±0.03

2.84±0.20

NiN24

1.42±0.09

0.29±0.01

2.00±0.10

Nco310

1.81±0.10

0.47±0.02

2.87±0.20

Ni6

1.17±0.22

0.38±0.07

1.51±0.17

Ni 9

1.17±O.c

0.44±0.06

1.56±0.19

Nill

1.16±0.06

0.30±0.01

±0.19

N 13

1.69±0.05

0.41±0.01

2.55±O.c

N 15

1.65±0.02

0.40±0.01

2.51±0.10

N 16

1.04±0.10

0.27±0.03

1.89±0.29

N 21

1.24±0.06

0.27±0.01

1.43±0.16

NiF8

±0.01

±O.c

̲i
f

くヽ
l
lコ.

〜
義
tt
tl
l⊃
l⊃

i
i

0.29±0.01

2.49±0.10

NiTnlO 1.29±0.21

0.35±0.06

1.61±0.16

NiTnl8

1.18±0.05

0.28±0.01

1.80±0.33

NiTnl9

1.39±O.c

0.32±0.03

2.18±0.19

NiTn20

1.23±0.12

0.34±0.03

1.73±0.28

1.03±0.06

0.30±0.01

±0.21

0.27±0.02

1.45±0.07

l「l
..i
H
lヽ

Ni26
NiH25

図4.アルカリ抽出条件によるp‑クマル酸、
フ工ルラ酸の抽出量
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(図5)。フォーリンデニス法によるポリフェノー

要

約

ル含量測定は比色法であり、マイクロプレートを

サトウキビ外皮(ラインド)アルカリ抽出液に含

使用することによって、多検体を迅速に分析できる

まれる抽出液のフェノール性化合物を分析し、抽出

ことから、ラインドアルカリ抽出液に含まれるフェ

条件や品種、および収穫時期による抽出量について

ノール性化合物の簡易的な分析法となることが示さ

検討した。ラインドアルカリ抽出液には、 p‑クマル

れた。

酸やフエルラ酸を主体とするフェノール性化合物が
含まれていた。抽出効率は、抽出温度が強く影響し
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図5.ポリフェノール含量による
フェノール性化合物の推定

(4)収穫時期によるフェノール性化合物の推移

Abst ract

収穫時期によるフェノール性化合物含量の差異

The aim of this study was to investigate the

について検討した。その結果、 10月から翌年の6月

phenolic components of alkali extracts from

までの8ケ月間において、 p‑クマル酸とフエルラ

sugarcane rind prepared under different degrees,

酸含量に大きな変動は認められないことから(図

times, sugar cane cultivers, and harvest. The

6)、ラインドは、収穫期や登熱の程度に関わらず、

phenolic compound which included p‑ coumanc

フェノール性化合物を安定的に抽出できることが示

acid and ferulic acid was included in the alkali

された。

extract of the sugar cane rind, and extraction

葉菜類では、収穫時期や栽培環境によって、フラ

temperature was important in the extraction

ボノイド類などのフェノール性化合物含量が大きく

condition. The phenolic compound content had

変動することが知られている15,16)。本試験において

a difference between cultivars, and the change

そのような現象が認められない要因としては、アル

by the harvest time was small. Folin Dennis

カリ抽出によって遊離するフェノール性化合物が細

method was able to apply as simple analysis of

胞壁構成成分であり、これらの成分が外的要因によ

phenolic compound content.

る変動を受けにくいためと推察した。
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