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クマイザサ葉のイソオリエンチン含量と生育環境
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Sasa leaves growing wild in east area of Hokkaido， ]apan， and soil were col!ected a two month from 

May to Nov. of 2005. Isoorientin was extracted with MeOH from sasa leaf ， and prepared with liquid-

liquid distribution and then column chromatography. The quantitative assay of isoorientin was used 

with LC/MS. Soil constituents were determined about mineral elements (Na， Mg， Si， p， Ca， Zn， B) and 

the nitrogen in the form of nitrate (NO:j-) and soluble N applied as anmonium (NH/). Isoor匂ntin

content of sasa leaves were correlated with phosphorous (r = -O. 540 P< 0.01) in lower layer soil (depth 

20~30cm). However， there was no correlation between isoorientin content and other constituents in 

so札 Isoorientincontent of sasa leaf grown in open field was higher one grown in forest floor， was 

high in May and Nov.， and the tendency to decrease in July to Sep‘ Isoorientin content of Kumai sasa 

(Sasa senanensis REHDER) was lowest during sasa genus grown in Hokkaido. Isoorientin content of sasa 

leaf growing in snow， at relative light intensity 0 %， was ca. 30 (ug/g dry matter)， and increased to 

ca. 200 (ug/ g dry matter) for 2 weeks after removal snow from leaf in Apr. of 2006. Sasa leaf grown 

above snow， at relative light intensity (rPPFD) 35%， contained ca 310 (ug/g dry matter) of isoorientin. 

Therefore， the habitat isolation may have been caused by the difference of isoorientin content of sasa 

leaf . (Received Jun. 9， 2008 ; Accepted Sep. 29， 2008) 

Key words : sasa leαif， f1avonoid growth environment， isoor允ntin

ササ葉，フラボノイド，生育環境，イソオリエンチン

ササ葉は民間医薬として利用される刊まか，抗自血病，

抗腫揚，抗酸化性など2)を示す， トリシン，ルテオ 1)ン，

アピゲニンなどのフラボン配糖体を含有することが知ら

れている

日本を中心に分布するササ属は分類上タケ亜科に属

し 1億tを越えるバイオマス資源6)であるものの，医薬

品や健康食品，欽料などへの利用がなされつつあるが，

資源としての活用は十分ではない。筆者らはササ葉の有

用性に着目したその利用について取り組み，既報7)でサ

サ葉アルコール抽出液に魚油，魚、粉に対する抗酸化効果

* 1 千099-2493 北海道網走市八坂196

を認め，その効果にはフラボン類の関与が推察された。

植物におけるフイトケミカル成分の役割については不

明な点が多く，ササのバイオマス資源としての活用や飲

料原料とするうえで，その生育環境とフィトケミカル成

分との関連について検討することは意義があると考える。

今回，タケ・ササ葉の主要フラボン類の一つ8)であり，

機能性が知られているイソオリエンチン(ルテオリン

6-C同グルコシド)含量について土壌成分，日照などの

生育環境との関連について検討した。

s 連絡先 (Correspondingauthor) E-mail: m-yamaza@bioindustry.nodai瓜 J
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実験方法

1 .試料および方法

クマイザサ (Sasasenanensis REHDER) は北海道東部

地域の網走，相生，オンネトー，陵別，弟子届，留辺薬，

置戸，温根湯，東藻琴，女満別，卯原内，双鏡台，佐呂

間，紋別，奥部，名寄，丸瀬布，滝上，雄武，摩岸，白

糠，ルクシ峠，野上峠の23カ所，ミヤコザ、サ (S.nが'ponica

MAKINoet SHIBA T A) は標茶，筑紫恋の 2か所，チシマ

ザサ (S.kurilensis MAKINoet SHIBATA) は1か所(猿

払)より，それぞれ2005年5月から11月にかけて葉を採

取した。また，網走市カラマツ林内のクマイザサについ

て雪中に生育しているものと，雪上に生育しているもの

を2006年 4月に採取した。ササの選別は文献91，10)に従っ

た。

2.相対光量子束密度の測定

相対光量子束密度(相対照度)の測定には三商SUN

ILLUMINO (SLX-1332) を用いた。

3.土壌の採取と先素分析

土壌をオートルーガにで採取し，地上部から10crnまで

を上層部， 20~30crnの開を下層部とし，分析に供した。

採取土壌に10倍容の純水を加え浸透抽出後，櫨過，定容

した液を供試液とした。供試液について金属元素，アン

モニア態窒素，硝酸態窒素，についてそれぞれ分析した。

金属元素の分析は，島i孝社製ICPS-8000E型装置による

高崩波プラズマ発光分析 ncP)により行い，ベリリウ

ムを内部標準物質としカルシウム，リン，ケイ素，亜鉛，

マグネシウム，ナトリウム，ホウ素について分析をおこ

なった。アンモニア態窒素はインドフェノール青法，硝

酸態窒素はブルシン法にて測定した。

4. イソオリヱンチンの定量

ササ葉は根元をハサミにて葉鞘から切断した。切断し

た葉はさらにハサミで刺断し，重量郡定後メタノールに

浸潰した。浸漬は一晩行い。これを 2回繰り返した。抽

出残j査を除去した後，得られた抽出液をロータリエパポ

レータにて濃縮乾回し，水に溶解後若泊エーテルおよび

ジエチルエーテルにでそれぞれ液液分配を行った。分配

後の水層を濃縮し， 60%メタノールをi容離液としたセフ

アデックスL豆 20 (2 crn x 80crn) にてイソオリエンチン

画分を分画した。同画分を高速液体クロマトグラフイー

(HPLC)による分析に供した。 HPLCは高津社製CLASS

-LC 10システムを用いた。検出はダイオードアレイ検

出器と質量分析計(パーセプティフゃ社製Mariner) を組

み合わせたLC/MSにより，分離されたピークの保持時

間と吸収スベクトル， m/z値を標品と比較し定性，定量

を行った。 HPLCカラムには東ソ一社製TSKgelODS-80 

TsQA (4.6 x 150rnrn) を用い，カラム温度40'C，移動相

として水/アセトニトリル/メタノール/ギ酸 (70/20

/10/2) を用い流速 1rnE/分とした。

実験結果および考察

1.ササ葉イソオリエンチン含量と土壌成分の影響

北海道東部に自生するササ葉のイソオリエンチン含量

を示した結果を表 1に示した。ササ葉採取地点の上部が

開けた場合を開放地，林内の場合を林床環境とそれぞれ

みなした。この結果，間じクマイザサであっても地域に

よりイソオリエンチン含量には， 0.82から247.35(μg/ 

g乾物)と大きな差異がみられた。クマイザサ葉イソオ

リエンチン含量と土壌の金属元素，窒素化合物の含量と

の開の相関について検討したところ，下層土壌リン含量

とイソオリエンチン含量との間に負の相関(一0.540; 

p<O.o1)がみられた(表 2)0栽培作物では施肥によ

りアーテイチョーク11)のフラボノイド含量やイチゴ凶の

フラボノイド合景，フェノール含量との関連が報告され，

ナスの葉山ではフラボノイドであるアントシアニン含最

は窒素やリンの施肥量に影響を受けることが報告されて

いる。しかしながら，イソオリエンチン含量と強く相関

表 1 北海道東部地域のササ棄に含まれるイソオリエンチン

(L 6 CG)含量

L6CG合量
日照環境 採取月

(f1g/ g乾物)

クマイザサ

網走 85. 12 林床 5 

相生 247.35 開放地 5 

オンネトー 92.97 林床 5 

陸別 163.22 開放地 5 

弟子屈 112.21 開放地 7 

穏辺薬 117.95 開放地 7 

置戸 102.81 開放地 7 

i昆根湯 18.37 開放地 7 

野上峠 21. 55 林床 7 

双鏡台 45.58 林床 8 

紋別 4.54 林床 9 

奥部 66.82 開放地 9 

名寄 0.82 林床 9 

丸瀬布 3.19 開放地 9 

j竜上 98.89 開放地 9 

厚岸 3.55 林床 9 

東藻琴 95.86 開放地 11 

女満別 95.86 開放地 11 

卯原内 201. 10 開放地 11 

f左呂問 95.63 開放地 11 

雄武 187.93 開放地 11 

白糠 86.24 林床 11 

ルクシ峠 104.91 開放地 11 

ミヤコザサ

主市面示フ庁七、 93.65 関放地 9 

筑紫恋 166.80 開放地 9 

チシマザサ

1支払 125.11 林床 11 



の季節変動パターンとは異なる傾向を示した。

開放地では 5月から 9月に68%減少，林床環境では同

時期で94%減少した。葉のフラボノイド成分の季節変動

として報告されている茶カテキン山やイチョウ葉フラボ

ノール配糖体附lこ比べ非常に大きい変動を示した。また，

開放地のほうが林床環境に比べイソオリエンチン含量が

高く，日照とフラボン含量との間に何らかの関連がある

ことが推察された。

北海道の森林面積の約 9割を占めるササは，多くが林

床に生育しているヘ北海道東部地域の人工林の多くが

落葉針葉樹のカラマツ林であるが，この地域のカラマツ

は概ね 5月上勾に開芽 6月上旬には葉の展葉が停止し

10月下旬から落葉を開始し11月下旬にはすべて落葉する。

このため，葉をつける夏季の林内の照度は低下する。夏

季のイソオリエンチン含量の減少と秋季の含量増加は，

すでに報告別がある林内に生育するクマイザサの光合成

速度の季節変化に一致する。このようなことから，イソ

オリエンチンは照度変化やそれに伴う光合成活動に関係

すると考えられる。開放地でも林床に似た季節変動を示

しているが，今回の開放地環境は完全な裸地とは言えず，

周囲の樹木によってつくられる日陰の影響もあると考え

られる。日照に着目したササの生宥環境と科高，葉量，

といった生育状況に関する報告18)，)9)はみられるものの，

フィトケミカル成分に関する知見はない。このようなこ

とから，季節変動や日照との関連についての詳細な検討

については，さらに条件に注意して実施する必要がある

と考える。

3.種の異なるササ葉のイソオリヱンチン含量

道内に分布するササ属 3種におけるイソオリエンチン

含量を比較したところ，開放地においてはクマイザサに

比べミヤコザサのほうがイソオリエンチン含量は 2倍高

い値を示し，林床環境では，クマイザサに比ベチシマザ、

サは1.7倍高い値を示し，品種間で差異がみられた(図

2 )。

ササ葉の無機物組成，構成糖，アミノ酸組成などの一

般成分に品種間で差がないことが知られている制2~し

かしながら，強い抗酸化活性が知られているイソオリエ

345 ササ葉のフラボンと生育環境〔技術報告〕( 37 ) 

表2 クマイザサ葉イソオリエンチン含量と土壌の金属元素，

アンモニア態窒素，および硝酸態皇室素との相関

イソオリエンチン

0.146 

…0.540紳

0.150 

0.077 

一0.110

0.314 

0.004 

0.084 

一0.157

-0.128 

-0.179 

0.070 

0.015 

…0.016 

o. 155 

o. 162 

0.225 

0.259 

上層

下層

上層

下層

上層

下層

上層

下)音

上層

下層

上層

下層

上層

下!雪

上層

下層

上層

下層

アンモニア態

窒素

硝酸態室長素

Mg 

Na 

Ca 

Zn 

Si 

B 

P 

窒素化合物

金属元素

上限地表~ì奈さ lüc田(** :p<u.ul) (日=23)

下宿:深さ 2ü~3ücm

を示す土壌成分はなく，森林土壌に分布するササの補生

は，広域であることからも，畑地土壌におけるほかの植

物日)-凶でみられるような土壌の金属や窒素化合物との関

連はみられなかった。

2.季節変動と植生環境

クマイザサのイソオリエンチン含量を日照環境で区別

し，採取月毎にまとめた(国1)。この結果，開放地，

林床環境にかかわらず 5月， 11月に比べ夏季(7月 9

月)の値は低くなる傾向がみられ 5月から11月に向け

てフラボン，フラボノーjレカf徐々に増力Eするピーマン ]4)
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11 

国 1 クマイザサ葉イソオリエンチン含量の季節変動と

生育環境
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図3 日照を変えたときのクマイザサ葉イソオリエンチン
t、巨ヨ

E玉互主

相対照度 :相対光量子束密度

初対照度。%:雪仁1"から娠り出し採取した紫

キli対照度35% 雪rl:lから掘りH¥し 2if!;!rlij EI!!在環境においた後に採

取した梁

;池上生育 : 1翌年援する雪ヒにて生背中の'Jí~ (相対照度35%)

採 取 : 2006"ドHJ(網走lri)

ンチン含量の差異は興味深く，バイオマス資源として天

然色素やその機能性に着目したササの活用のl際には，品

種を考慮する必要があると考えられた。

4. 日照の影響

落葉カラマツ林内で相対照度 0%となる雪中のクマイ

ザサ業について，イソオリエンチン合最は約30(f.1g/ g 

乾物)であった。一方，隣接する場所で、葉が雪上に出た

状態で生育するクマイザサ葉イソオリエンチン含量は約

310 (μg/ g乾物)と日光が届かない雪中のササ葉に比

べ10倍高い値を示した(関 3)0 一方，雪中から掘り起

こし，日光が当たる状態(相対照度35%) に霞いたササ

葉のイソオ 1)エンチン含量は 2週間後に約200(μg/ g 

乾物)を示し 2週間でイソオリエンチンの含量が6.6

倍に増加した。このことから日照がイソオリエンチンの

産生に大きく影響することが示唆された。フラボノイド

は紫外線に対する植物のj坊御成分でありペササ葉のイ

ソオリエンチンも同様の役割を担っていることが推察さ

れた。フラボノ -Jレ配糖体が新葉の春に含量が高く，夏

に減少し，秋に回復するものの日照の影響を受けないイ

チョウ葉附と対照的であった。しかし，開放地において

日照が強くなる 7月 9月の夏季のササ葉フラボン含量

が低い値を示すことから，今後は日照との関連について

詳細に検討する必要があると考えている。

要約

バイオマス資源として期待されるクマイザサの天然色

素，イソオリエンチンの含量について生育環境との関連

を4食言すした。
ササ葉のイソオリエンチン含量と，土壌の金属元素

(Na， M g， Si， P， Ca， Zn， B)，窒素化合物量との簡

の関係は，下層土壌(深さ 20~30cm) のリン含量と負の

杷関を示したものの，ほかの土壌成分との簡に相関はみ

られなかった。イソオリエンチン含量には季節変動がみ

られた。また，チシマザサやミヤコザサに比べ，クマイ

ザサのイソオリエンチン含量は低い債を示した。

相対照度 0%のササ葉ではイソオリエンチン含量は，

相対照度35%に比べて 1/10と低い値である一方，相対

無度 0~35%に 2 週間霞いた葉では6.6倍に増加した。

イソオリエンチン含量は照度と関連することが示唆され

た。
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