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樹木抽出成分の高度利用に関する研究

鶴田望 篠原速都 茜内豊

A study of highly-utilityαη extrαcts fγom trees 

Nozomu TsurutαHα:yαto Shinohαγα Yut，αkα Nishiuchi 

樹木抽出成分の新たな田収方法として、局所爆砕高閣波減毘乾燥機の乾燥過程から生じる水分を収集し、

その水分中から樹木抽出成分を回収することを試みた。収集した水は、当初水分を除去し直接樹木抽出成

分を回収する予定であったが、うまく自収できず、溶媒抽出法にて回収することにした。溶媒に搭出させ

た樹木抽出成分をガスクロマトグラフイで成分分析した。定性分析した結果、ヒノキ材に含まれている樹

木抽出成分は確認できたが、定量できるだけの含有量が無いことが判明した。

1 .はじめに

木材にはセルロース、ヘミセルロース、リグニンの

主要三成分以外に抽出成分といわれる物質を含んで、い

る。抽出成分は、また微量成分とも呼ばれ、木材中に

は数%しか存在せず、前述の三成分に比べて比較的低

分子であり、その分子構造は多岐にわたっている 1)。

抽出成分の大半は、揮発性物質であり、木の香りのほ

とんどは、この抽出成分に由来しているといえる。ま

た、抽出成分は様々な機能を有している2-5)。例えば、

我々の身近なところでは、クスノキの抽出成分である

ショウノウが防虫剤として昔から利用されてきた。抽

出成分の主物質であるそノテルベンは、殺虫、発育抑

制、摂食障害、抗菌等の作用がある。そのため、抽出

成分はまたフィトンチッド(殺傷能力をもっ揮発性成

分)と呼ばれ、植物は自分の生育環境を維持するため

に常に放散している。ヒトにとって、抽出成分は脳な

どの中枢神経に作用し、働きを活性化させる。例えば、

森林浴は、フィトンチッドを浴びる方法のーっとして

有名である。抽出成分はヒトにとって有益で、あるので、

様々な方面に使用され、少量であっても高い価値があ

る。

抽出成分を回収する手段として、一般的な方法は水

蒸気蒸留である6)。水蒸気蒸留は、材や葉を蒸煮して

抽出成分を回収するが、精製するには水を除去する必

要がある。また、近年用いられ出した溶媒抽出や超臨

界抽出は、溶媒または超臨界流体を適切に選択すれば、

大量に抽出成分を得ることが可能で=あるが、設備等に

コストがかかる欠点がある O

今回、高閣波爆砕乾燥機を使用し、材の乾燥過程か

ら生じる排水を収集し、抽出成分の回収を試みた。ま

た、その成分が従来法で得られた抽出成分との相違を

比較検討した。

2.実験

2. 1.乾操過程からの排水の回収

局所爆砕高層波乾燥機に、ヒノキの丸太材(平均重

量92kg、平均長さ 4m) を6本投入した。表 1に示

す乾燥条件下で生じた排水を回収した。その後、回収

した排液をヘキサンならびにジエチルエーテルで溶媒

抽出し抽出成分を回収した。抽出した画分は濃縮し、

ガスクロマトグラフにより定性分析を行ない、各抽出

部分について成分を比較した。

3.結果と考察

ヒノキ丸太材の局所;爆砕高麗波乾燥過程から生じた

排水は、 100I回収できた。回収した排水は、直接エ

パポレーターで濃綴していたが効率が悪く、溶媒抽出

法に切り替えた。ヘキサンならびにジエチルエーテル

蒸 煮 時 間

温 度

発振サイクル

乾燥時間

真空度

溢 度

発振サイクル

総発振時間

表1 乾燥条件

6時間

83-850C 

3分発援.2分停止

329時間

70-75 Torr 

45"C 

3分発振.7分停止

87時間40分
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を用いて溶媒抽出を行なった。これは無極性i容媒、極

性溶媒のどちらかにしか溶けない成分があった場合の

対処である。各画分は、エパポレーターで濃縮してガ

スクロマトグラフ (GC) 用の試料とした。成分分析

は HP干士の5890シリーズ IIPlus Gaschromatographを

使用した。分離カラムには、 ]W社の極性カラム

DB-WAXと無極性カラム DB-5MSを用いた。抽出試

料は、届収した水分のヘキサン抽出酒分、ジエチルエ

ーテル抽出歯分、参照試料としてヒノキ葉油とおがく

ずのメタノール抽出酉分を作成した。

3. 1.極性カラムの分析結果

図 1(a )はヘキサン抽出画分の、図 2(b)はジエチ

ルエーテル抽出画分の、図 1( c )はヒノキ葉油の、図

l( d)は、メタノール抽出物の極性カラムでの分析し

たクロマトグラフのチャートを示す。

図 1( a )のヘキサン抽出画分における成分は、保持

時間 9-20分までにピネン、エレメンといったモノテ

ルベンが観察された。 30-60分にはカジノールといっ

たセスキテルペンが多く観察された。

閤l(b)のジエチルエーテル頭分では、 20-35分ま

でにモノテルベン類が、 30-50分にセスキテルベンが

観察されたO 図 1( c )のヒノキ葉油では、保持時間 6

-35分でモノテlレベンが、 30-60分にカジノール等の

セスキテルペンが確認できた。図l(d)のメタノール

では、 30-40分にモノテルベンが、 30-60分にカジノ

ール類が観察された。

3. 2.無極性カラムの分析結果

図 2( a )はヘキサン抽出爾分の、図 2(b)はジエチ

ルエーテル抽出画分の、図 2( c )はヒノキ葉油の、図

2 (d)はメタノール抽出物の無極性カラムでの分析し

たクロマトグラフのチャートを示す。

関 2( a )のヘキサン抽出函分では、保持時間 4-20 

分までにピネン、カレンといったモノテルペンが観察

された。 20-60分にはカジノールといったセスキテル

ペンが多く観察された。函 2(b)のジエチルエーテル

薗分では、 10-20分までにモノテルペン類が、 20-30

分にセスキテルベンが観察された。図 2( c )のヒノキ

葉池では、保持時間20分までにモノテルベンのみが観

察された。図 2(d)のメタノール抽出物では10-20分

にモノテルペンが、 40分以降100分程度までカジノー

ル類が観察された。
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図1 極性カラムで分析したGCチャート

(a)ヘキサン抽出蘭分 (b)ジエチルエーテル抽

出画分 ( c )葉油 (d)メタノール抽出画分

3. 3.試料の比較

極性カラムにおいて、参照試料として用いたメタノ

ール抽出画分と比較した場合、ヘキサン抽出箇分では
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ピネン、 1)モネンといったモノテルベン類がより早い

時間から確認できた。ジエチルエーテル抽出面分でも

この傾向が観察された。また、カジノールなどのセキ

ステルベン類でも、確認できた成分に差はなかった。

無極性カラムにおいて、参黒試料として用いたメタ

ノール抽出画分と比較した場合、ヘキサン抽出面分で

はボルネオール、カレンといったそノテルペン類、がよ

り多く確認できた。ジエチルエーテル抽出爾分では、

ヘキサン抽出頭分と同様にモノテルベン類が観察され

たが、カジノールなどのセキステルベン類は、メタノ

ールのほうに多く観祭された。

3. 4.極性カラムと無極性カラム

極性カラムと無極性カラムの分離能を比較した場

合、モノテルペン類に関していえば、無極性カラムの

ほうがより分離していた。しかし、カジノールなどの

セスキテルペン類に関しては、分離能の優劣は観察で

きなかった。

4. まとめ

溶媒抽出した各頭分の中に樹木抽出成分が確認でき

たことから、乾燥過程で、生じる排水からも回収が可能

であると示唆されるが、今回の試験においては、定量

化が行えなかった。

これは、水分を回収しようとした乾燥過程に問題が

あると考えられる。高層波乾燥過程においては減圧、

蒸煮、爆砕を繰り返し行う。樹木抽出成分は、揮発性

物質であるために蒸煮過程では、乾燥容器内に放散さ

れるが、爆砕処理を行うとき、大気圧に開放した際に

水蒸気と共に大気中に拡散してと考えられる。管内に

残っている水分は、蒸煮している際に、管内の飽和水

蒸気圧に達した水分が結露し、排水として回収された

と示唆されるので、水溶性の樹木抽出成分の回収はあ

る程度は可能であるが、高揮発性の物質は、容器内が

減圧されているために気化し、水分と一緒に回収する

事は非常に難しい。このような理由のため、十分に樹

木抽出成分を回収できていないと考えられる。

また、比較検体としてヒノキ葉油を用いたが、材か

ら抽出したヘキサン抽出頭分、ジエチルエーテル抽出

函分と比較してカジノール等のセスキテルペン類が観

察されなかった。これは、材に由来する成分か、葉に

由来する成分かの違いであるが、一般的には、害虫の

忌避作用を有する物質は、材に由来するものが多い。

今回、検出したセスキテルベン類にはカジノールの誘

導体が多数観察された。カジノールは害虫忌避作用を
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有しているので、今国得た排水が、害虫忌避材として

利用できる可能性を示唆しているが、前述したように、

爆砕過程の大気圧開放時の水分の回収も検討する必要

がある。
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