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To investigate the properties that differ among potatoes with different specific gravities by 

examining the cell wall components of the plant's cell structure， each cell wall polysaccharide was 

fractionated from potatoes with di妊erentspecific gravities， and the correlations of the yield and 

thermal changes with the physical properties of such potatoes were investigated. The yield of the cell 

wall hemicellulose fraction was about 1.1-fold higher and the yield of the cell wall cellulose fraction 

was about 1.4-fold higher in the potatoes with a low specific gravity than in thoes with a high specific 

gravity， which indicates the softness of fresh potatoes. On thermal analysis， the calories absorbed by 

the major cell wall component， the cellulose fraction， was about 5.4-fold higher in the potatoes with a 

low specific gravity than in those with a high specific gravity. The yield and thermal changes of the 

cell wall polysaccharides differed among the potatoes with di妊erentspecific gravities. Therefore， the 

ratio and thermal change of cell wall polysaccharides markedly affect the processing characteristics of 

potatoes. 

筆者らは，比重の違いによってパレイショの加工特性

が異なる要因を解明することを目的に検討を行ってきた。

前報))-5)までに，比重の高いパレイショほど蒸熱による

軟化率が大きく，柔らかく崩れやすい物性に変化するこ

と，その物性変化の要因のひとつとして細胞結着物質で

あるベクチンの性状に相違のあることを明らかにした。

また，パレイショの分離細胞を用いたフォトペーストグ

ラフイーによる熱挙動分析の結果，パレイショは比重差

によって澱粉の糊化特性に大きな違いがないにもかかわ

らず，分離細胞では膨潤温度に違いがみられたことから，

パレイショは比重によって細胞壁成分の熱挙動に差異の

あることが推察された九 また，細胞壁成分の一部であ

るペクチンについて検討したところ，各ペクチン画分の

構成比や蒸熱時の水i容可率などに相違が認められた3).4)。

CReceived Mar. 25， 2005 ; Accepted May 18， 2005) 

そこで今回は，低比重および高比重パレイショについ

て，細胞壁多糖の主要構成成分であるへミセルロースな

らびにセルロースを調製し，その量比を比較するととも

に，熱分析を行い，比重によりパレイショの蒸熱処理に

よる物性変化に差異が生じる要因の詳細を追求すること

を目的とした。

試料および実験方法

1 .試料および鋼製

試料に は低比重 (比重1.053)および高比重(比重

1. 093)の2種のパレイショ (北海道，男爵薯) を用いた。

2.細胞壁の聞製

細胞壁は大谷ら6)の方法に準じて調製した。すなわち，

試料に純水 3倍量を加え，ホモゲナイザーおよびヒスコ

パレイショの加工特性に関する研究(第 6報) (前報 文献1， 2， 3， 4， 5) 
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トロンを用いて磨砕した後，飾 (100メッシュ)にて粗

細胞壁画分と澱粉に分画した。粗細胞壁画分にメタノー

ル1.5倍量を加え脱脂および脱水を行った。これに20

mMクエン酸緩衝液 (pH6.0) を1.5倍量および、αーアミ

ラーゼ(シグマ社製，微生物起源)1，000 unitを加え， 37 

℃で16時間処理して混在する澱粉を分解後，遠心分離

(16，000 G， 5分間)により可溶物を除去した。さらに

その不溶物に70mM  リン酸緩衝液 (pH7.4) 1. 5倍量，

アクチナーゼE(科研製薬社製，微生物起源)100 unit 

を加えて37tで16時間処理してタンパク質を分解後，遠

心分離 (16，000G， 5分間)により可溶物を除去した。

得られた不溶物を純水にて洗浄した後，凍結乾燥し，細

胞壁とした。

3.各細胞壁多糖の分画

各細胞壁多糖は大谷ら，)の方法に準じて分画した。す

なわち，細胞壁に熱水100m~ を加え 100
0

C にて 3 時間( 2 

回)処理を行い，ガラスフィルター (G3) にて残査を

回収し，次いでこれに0.5%シユウ酸アンモニウム溶液

100~を加え60t にて 3 時間( 2回)処理した後，ガラ

スフィルター (G3) にて鴻過してベクチンを除去した。

不溶物に24%水酸化カリウム溶液100~を加え窒素気流

下で60tにて 3時間撹排抽出し，得た可溶画分を中和，

透析後， 0.2 Mクエン酸緩衝液 (pH6.0) を1/10倍量

およびιァミラーゼ(シグマ社製，微生物起源)500 unit 

を加えて37
0

Cで6時間処理し混在する澱粉を分解後，純

水にて透析処理した後，凍結乾燥してヘミセルロース画

分とした。また， 24%水酸化カリウム溶液に不溶な画分

を純水に懸濁させた後，純水にて十分透析後，凍結乾燥

してセルロース画分とした。

4.全糖量の測定

全糖量は，フェノール ・硫酸法ηにて測定した。

5.示差熱分析

前報3)と同様に示差走査熱量計8) (島津製作所製， DSC 

-50: DSCと略す)にて測定した。

結果

1 .比重差による各細胞壁成分の相違について

低比重(比重1.053)および高比重(比重1.093)パレ

イショより調製した細胞壁から，ヘミセルロース画分，

セルロース画分を抽出・分画した。その結果をTable

1に示した。生鮮試料100g中の細胞壁多糖は低比重パ

レイショが約390mg，高比重パレイシヨが約285mgを示し，

低比重パレイショのほうが細胞壁多糖が約1.4倍多かっ

Table 1 Amounts of hemicellulose and cellulose 

fractions prepared from potatoes with different 

specific gravities 

Hemicellulose Cellulose Total 

Low specific gravity 

High specific gravity 

(mg/lOO g of potato) 

55.5 

51. 2 

333.2 388.7 

233.5 284.7 
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Fig. 1 DSC thermograms of hemicellulose and cellulose 

fractions prepared from potatoes with different specific 

gravltles 

一一一:Low specific gravity ーーー:High specific gravity 

重および高比重パレイショともにヘミセルロース画分で

は，約55-60
0

Cおよび約75-95tの2温度域に，セルロ

ース画分は約80-100tに吸熱ピークが認められた。低

比重パレイショではヘミセルロース画分 1gあたりの吸

熱量は23.6J，高比重パレイショでは40.0Jであり，セ

ルロース画分 1gあたりの吸熱量は前者が30.2J，後者

が8.0Jであった。ヘミセルロース画分は高比重パレイ

ショが，セルロース画分では低比重パレイショが高い吸

熱量を示した。

考 察

低比重パレイショは，高比重パレイショに比べ細胞多

糖およびその主成分であるセルロース画分が，それぞれ

た。へミセルロース量は，前者が約55mg，後者が約51mg、 1. 36倍および1.45倍多かった。蒸熱後のテクスチャーが

とほぼ同様であった。セルロース画分では低比重パレイ 高比重パレイショに比べて硬く，崩れにくい低比重パレ

ショが約330昭と高比重パレイショの約230mgに比べ100 イショのほうが細胞多糖およびセルロース画分が高い値

昭多い値を示した。 を示した。大谷らは，調理特性の異なるメークインと男

2.各細胞壁成分の熱挙動について 爵薯の細胞壁多糖を比較し9)-]九煮崩れしにくいメーク

ヘミセルロース画分およびセルロース画分を用いて インのほうが各細胞壁多糖量が多いことを報告9)してい

DSCによる熱分析を行った。その結果 (Fig.1)，低比 る。このようにパレイショの蒸煮後のテクスチャーは，
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Table 2 Heat capacities of hemicellulose and cellulose 

fractions prepared from potatoes with di妊erent

specific gravities 

Hemicellulose Cellulose Total 

Low specific gravity 

High specific gravity 

1. 31 

2.05 

Heat capacity (J/IOO g of potato) 

10.05 11. 36 

1. 86 3.91 

細胞壁多糖量およびその主体であるセルロース量が大き

く影響することが明らかになった。

次にヘミセルロースおよびセルロース画分についての

DSCによる熱分析の結果，比重差によってそれぞれの画

分の吸熱量が大きく異なっていた。低比重および高比重

パレイショ各100gにおける各細胞壁多糖画分の吸熱量

を算出した結果 (Table2)，ヘミセルロース画分の吸

熱量は，高比重バレイショ 100gあたり 2.05J，低比重

パレイショでは1.31 Jと，前者は後者の約1.6倍の値を

示した。それに対し，主成分であるセルロース画分の吸

熱量は低比重パレイショ 100gあたり約10Jであり高比

重パレイショの1.86 Jの約5.4倍を示した。低比重パレ

イショのほうが蒸熱処理時にセルロース函分の状態変化

に多くの熱量が必要であり，このため，同ーの熱量では

高比重パレイショに比べ細胞壁が軟化しにくいことが考

えられた。

田村らは，ダイコンでは煮熟によって細胞壁のセルロ

ース分子の集合体であるミクロフィブリル聞や，ヘミセ

ルロースならびにペクチンからなる中層で解離を生じる

こと。煮熟によるダイコンの軟化には，この細胞壁骨格

の脆弱化や細胞間の分離が大きく関係していることを報

告12)している。また，ニンジンの細胞壁成分の熱分析で

は，セルロースやヘミセルロースに比べベクチンのガラ

ス転移温度が高い叫。 ニンジンが煮崩れしにくいのは，

細胞壁結着物質であるペクチンの結合力の低下が小さい

ためであると推察された。

筆者らは前報勺こおいてパレイショのペクチンの吸熱

量を測定したが，本報のセルロース，へミセルロースに

比べ吸熱量は小さかった。これらのことから煮崩れの程

度は細胞壁の成分であるセルロースと細胞結着に関与す

るペクチンの熱挙動の差異によって生じることが推察さ

れた。

以上，パレイショの比重差による蒸熱処理での物性変

化の差異に対し，細胞壁多糖量，組成，熱的特性が大き

く関与することを明らかにした。

一方， L凶 EHANは溶出アミロースによる粘度増加や細

胞壁多糖の溶解性ならびに強度などが複雑に影響してい

るのではないかと論じている14)。また，藤村らは小豆の

分離細胞による解析で，細胞壁の強度が細胞内澱粉の糊

化・膨潤の抑制に影響していると推論瓜附 している。筆

者らもパレイショの分離細胞による試験において，低比

重パレイショほど澱粉の糊化 ・膨潤抑制が大きくなるこ

とを確認2)している。これは低比重パレイショの細胞壁

がセルロースの比率が高く強固であり，澱粉の糊化によ

る膨潤を物理的に抑制したものと思われる。

今後はパレイショの蒸熱後のテクスチャーについて，

澱粉の糊化・膨潤や細胞からの溶出などの影響について

も検討する必要があると思われる。

要 約

比重差によって異なるパレイショの性状を，植物細胞

の骨格を成す細胞壁成分からアプローチすることを目的

に，比重の異なるパレイショからそれぞれ各細胞壁多糖

を分画し，その収量と熱挙動を調べ熱処理後のテクスチ

ャーとの相関について検討した。その結果，低比重パレ

イショのほうが高比重パレイショに比べて細胞壁多糖お

よびセルロース画分量とも高い値を示した。熱分析では，

へミセルロース画分は，約55-60'Cおよび約75-95'C，

セルロース画分は約80-100
0

Cにそれぞれ吸熱ピークが

認められた。パレイショ 100gあたりの吸熱量に換算す

ると，構成比率の少ないへミセルロース画分では高比重

パレイショのほうが約1.6倍の吸熱量を示したが，細胞

壁の主成分であるセルロース函分では逆に低比重パレイ

ショが高比重パレイショの約5.4倍の高い吸熱量を示し

た。

以上，比重差によりパレイショの加工特性が異なる要

因のーっとして，細胞の骨格を成す細胞壁多糖量および

その組成，ならびに熱的挙動が大きく影響することを明

らかにした。
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