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黒ゴマの FT-IR/ATRスペクトル法を

用いた成分分析

北出かおる，片山詔久，桑江彰夫S

名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科

FT-IR/ ATR Spectral Analysis of 

Black Sesame Constituents 

Kaoru Kitade， Norihisa Katayama 

and Akio Kuwae@ 

Graduate School of Natural Sciences， 

Nagoya City University， Mizuho-cho， 

Mizuho-ku， Nagoya 467-8501 

FT-IRj ATR spectra of cotyledon， endosperm， and seed 

coat from raw ripened black sesame wer巴 analyzedto 

directly detect constituents contained in the s巴巴d.Lipids， 

proteins， and carbohydrates were easily identified by this 

method. Spectra of cotyledon and endosperm showed a 

few characteristic strong bands at 3000 (νC-H)， 1746 (νC= 

0)， and 1163 (νC-O) cm -1 corresponding to lipids and prom-

inent bands at 1652 (amide 1) and 1546 (amide II) cm-1 

corresponding to proteins. The frequency of these amide 

bands suggests that the proteins in the seed have random 

coil structures. In con trast， the spectra of the seed coa t 

showed hardly any lipid or prot巴inbands. The bands 

corresponding to calcium oxalate were also very weak. 

Bands corresponding to carbohydrates were observed in 

the region of 1200-950 cm -1 ror a11 parts of the seed. 
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ゴマは，油や食品としての利用価値が高く，とりわけ我

が国では，年間 17万トンのゴマが消費されているl)ゴマ

に含有されるリグナンなどの抗酸化作用は特に注目され，

その科学的な研究は幅広く行われており，主要な成分も明

らかになっているの. しかし， ゴマの主要成分がどのよう

な部分に局在しているかに関する分光学による研究はなさ

れていない.また，通常の成分分析を行なうためには，試

料を各部位に分割し化学的に成分を抽出，同定するという

多くの手間と時聞を要する作業を行なわなければならない.

赤外分光法(IR)は，高い物質問定能力を持ち，種々の

状態の試料を扱える柔軟性を有する.この方法は，試料の

変性や破壊を伴うことなく短時間に測定できる利点から，

生命科学分野への研究に広く用いられている.たとえば，

フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) と全反射赤外吸収
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装置 (ATR)を組み合わせた手法 (FT-IR/ATR法)3)4)を

用いて，タンパク質のアミド基に由来するピークを波形分

離することで，タンパク質の二次構造を推定する研究が行

なわれているのの.食品分野では，糖のスペクトルの経時変

化を用いた発酵過程のモニタリングに関する研究が報告さ

れている7) 一方， この方法を利用した食物の含有成分の

分子構造と機能の相関を扱った研究例は少ないが， 米8)と

小麦9)の糊化度測定に関する報告は既になされている. こ

れらは，食品全体を試料としてその変化を調べたものであ

るが，種子各部位の特徴を FT-IR/ATR法で明らかにした

研究は行なわれていない.

通常の透過法(液膜法等)では，ゴマ各部位の赤外スペ

クトルを得ることはできない.また，顕微 FT-IR法は使用

可能であるが，試料の厚さを 10μm以下とせねばならず，

種子を測定対象とするとき大きな困難を伴う.これに比べ

て FT-IR/ATR法はゴマ各部位を Ge板上に密着させるだ

けで，表面より約 1pm部分までの赤外スペクトルを得るこ

とができる.

本研究は，黒コ守マ各部位の FT-IR/ATR(一回反射)ス

ペクトルを測定して，部位ごとにどのような成分が含まれ

ているかを明らかにするとともに，他の食品の成分解析へ

の応用性を示すことを目的とする.

1. 実験方法

(1) 実験材料

大学内圃場で 2007年 6月に播種し 9月から 10月にか

けて収穫した成熟生黒コ守マを材料とした.収穫した黒コ守マ

は，蓋付き透明ガラス瓶に入れて常温で保管した.保管し

た生黒ゴ、マは，実験期間中，形態および赤外スペクトルの

変化もなく安定な状態であった. この生黒ゴ、マを剃万で子

葉に平行な断面に沿って切断した後， ピンセットで子葉，

残存旺乳，種皮の 3部分(図1)に分離し試料とした.

(2) 測定方法

フーリエ変換赤外分光光度計 (PerkinElmer社 Spec-

trum One)と一回反射 ATR装置 (Ge結晶， Spectra-Tech 

社 Thunderdome)を組み合わせ， 4000~800cm-l の範囲

で TGS検出器を用いて試料の測定を行なった.スペクト

ルの測定条件は，積算回数 32回，分解能 4cm-1とした.

なお，ATR補正は行なわなかった.

コーマの中心部である子葉，子葉を包む残存匹乳，外側の

種皮に 3分割したものを試料とした.測定部位は，子葉，

残存旺乳の外側と内側，種皮の外側と内側の合計 5箇所で

ある.各部位に分割した試料をゲ‘ルマニウム結品板の上に

置き，直径 2mmの金属棒を用いて装置既定の圧力で試料

を押し付け密着した状態で，各部位における表層微少部分

の赤外吸収スペクトルの測定を行なった.分割より測定ま

での操作を 10回行い，各部位のスペクトルパターンの再

現性を確認した.一方，脱脂試料も上記と同じ条件で 5箇

所の赤外吸収スペクトルの測定を行ない，スペクトルの再
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図 I 黒ゴマの形態

(a)穣皮(厚さ約 50jlm)

(b)残存脹乳(厚さ約 50いm)
(c)子葉

現性を確認した.

また，実体顕微鏡 (OLYMPUS SZH10)にマイクロネッ

ト社製 NY-1Sスーパーアダプターを接続し，市販デジタ

ルー眼レフカメラでゴマの各部位を掻影し，分害Ij状況を確

認した.

(3) 脱脂処理

生黒コ守マを 3分割した後，低濃度から高濃度のエタノー

ルに)11夏番に浸して脱脂を行なった. これはゴマの形態を破

壊することなく，内部にまでアルコールを浸透させるため

である.具体的には 3分割した試料を秤量ビンに入れ，

30%エタノール 6mlに30分浸した.その後，エタノール

溶液濃度を 40%，50%， 60%， 70%， 80%， 90%， 95%と

30分ごと段階的に濃度を上げて脱脂を促進させ，最後に

99.5%エタノールに 48時間浸して脱脂を完了した.測定

を行なう 2時間前に 99.5%エタノールから黒ゴマ試料を

取り出し，常温で乾燥させた後，生黒コーマと同じ 5簡所に

ついて赤外吸収スペクトルの測定を行なった.

(4) 諜品

ゴマには主要成分として脂質，タンパク質，植物繊維を

含む多糖類が含まれていることが知られており，さらに

シュウ酸カルシウムの存在も確認されている 10) そのた

め，黒コ、、マから得。られたデータを解析する為に，以下の 4

品目について標品の赤外スペクトルを測定した. トリリノ

レインとシュウ酸カルシウムは，黒コ守マに含まれている代

表的な成分であり，アルフミンおよびセルロースパウダー

は，植物語子に含まれるタンパク質および糖質成分のスペ

クトルパターンを知るために使用した.各標品は状態の違

いにより，それぞれに示した手法を用いて赤外スペクトル

の測定を行った.

トリリノレイン(東京化成工業(株)):液膜法

アルブミン (SIGMAA8022…100G BSA) : A TR法

セルロースパウダー(東洋諸紙(株)Mesh100…200) : ATR 

法

シュウ酸カルシウムー水和物(片山化学工業(株)): KBr 

錠斉IJ法

2. 実験結果および考察

(1) 赤外吸収バンドの帰属

ゴマの赤外スペクトルは油脂， タンパク質，糖質， シュ

ウ酸カルシウム由来の吸収が複雑に重なりあった様相を呈

すると考えられる.

黒ゴマ各部位のスペクトルを図 2に示す.主要なスペク

トルパターンが，どのような成分に由来しているのかを明

らかにするために，基準となる 4標品のスペクトルの測定

結果と比較検討した. 4標品の代表的な赤外バンドの波数

と帰属を表 1に示す.なお，図 2(b)に成分の解析に最も

重要であるバンド奇成分名とともに記入した.帰属Jは，文

献 11) ~14) を参照した.

(2) 生黒コ守マ種子各部位の赤外吸収スペクトル

i )子葉

子葉は，黒ゴマ種子の中心部位であり，指質が多く含ま

れている 10) 図 2(a)では， 2924および， 2855cm-1にνCHz

に帰属されるバンドが，1746cm-1にvCニ Oによる強いバ

ンドが出現しており， これらは脂質に特有な吸収である.

また，脂質標品に現れる 1460，1238， 1163 cm-Iに対応す

るバンドも，間 2(a)のスペクトルでは中程度の強度で見

られる. コ。マの脂質成分としてトリリノレイン， トリオレ

インが多く含まれていることが知られているが10) これら

の赤外スペクトルは互いに類倒しており，子葉スペクトル

の脂賞由来の吸収は，両者が重なったものと考えられる.

一方， 3009 cm-Iに明諜に見える小さなバンドは，不飽和

脂肪酸を構成するオレフィンの νCHに帰属される.国 3

に示す脱脂後の子葉のスペクトルでは，脱脂前では 1746 

cm-Iに見られた脂質の νC口 Oは，完全に消失している.

また，脂質由来と考えた他のバンドは大きく強度が減少し

ており，上で論じた 7つのバンドが脂質由来であることは

明らかである • FT-IR/ATR法は，簡便な手法でありなが

ら子葉に多くの指震が含まれていることを示すことができ

た.

タンパク質の赤外吸収スペクトルには，主としてアミト‘

結合部分由来のバンドが出現する.その主たるものは，表

1にある 4つのバンドであり， ここではアルブミンを例と

している. これらは， タンパク質の二次構造により出現位

闘が微妙に異なることが知られているが，子葉のスペクト

ルでは， 1652 cm-Iにアミド 1，1546 cm-Iにアミド立が大

きな強度を持って現れる.それゆえ子葉には， タンパク賓

が多く含まれていることが確認できた.アミド Aは，3290 

cm-I付近の幅の広い吸収の中にあると考えられる.この

吸収は，糖質や水分の lノOHと重なっており分離は難しい.

1238cm-1のバンドは， アミドEに帰属できる.ただし，

この波数領域では，脂質 CH2の変角振動も出現するので，

これらのバンドが重なったものと推測できる.脱脂したス

ペクトル(図 3) を見ると 1240cm-Iに中程度の強度のパ
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図 2 黒コ"マの赤外スペクトル

ンドがあり，これがアミドEであると考えられる.アミド

1， IT， IIIバンドの位置と半値幅の大きさを総合すると，

ランダムコイル構造を取ったタンパク質含量が多いと推定

されるの.

表 1に示したセルロースの特徴的なバンドの波数と帰属

を参考にすると，子葉のスペクトルに現れる 1079，1059， 

1003cm-1の吸収は多糖類に帰属できるが， 標品と完全に

一致するバンドはない. これは，子葉中の多糖類の置かれ

ている環境が共存する脂質やタンパク質の影響により，標

品の状態と異なるためであると考えられる. そのため，多

糖やオリゴ糖であるスターチ，スクロース，アガロースの

スペクトルと比較したところ，これらのスペクトルでは

1060cm-1付近に大きな強度を持つバンドと，試料によっ

て出現位置が異なる 1200-950 cm-1に出現する数本の中

程度の強度を持ったバンドで構成されるパターンがみられ

た.子葉のスペクトルでは，1079， 1059 cm-1に大きな強
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度を持った吸収があり， これらが糖質由来のバンドである

と確実に帰属できる. 1163cm-1にも強度の大きなバンド

があるが， これは脱脂により著しく強度を減じるので，主

として脂質由来のバンドであると考える.

1313cm-1にあるバンドは， シュウ酸カルシウム由来で

ある可能性が考えられるが， 1619cm-1 辺りに期待される

バンドはタンパク質由来のバンドと重るため， シュウ酸カ

ルシウムの存在については推測は可能であるが確定は難し

己)残存臨乳

残存匹乳は，半透明で弾力を持つ子葉を包む組織であ

り，子葉と種皮との聞に存在する.

残存匹乳内側の赤外スペクトルの測定結果は，子葉とほ

ぼ同じスペクトルパターンを示した. 脂質の主要バンド 7

表 1 標品の代表的な赤外吸収バンドと帰属

Trilinol巴in1
I)

Alubmin12l 

C巴llulos巴

Powder13l 

Calcium 

Oxalate14l 

波数

Ccm-1
) 

3009 

2927 

2855 

1745 

1460 

1238 

1163 

3300 

1640 

1530 

1230 

1162 

1110 

1057 

1033 

1619 

1313 

強度

w 

s 

百1

5 

ロ1

立1

s 

m 

s 

m 

日1

s 

m 

s 

s 

s 

ロ1

帰属

νCH 伸縮振動 Colefin)

νaCH2 逆対称伸縮振動

νsCH2 対称伸縮振動

νC二 O 伸縮振動

δCHヮ 変角振動

δCH2 変角振動

νC.O 伸縮振動

Amide A 

Amide 1 

Amide II 

Amide III 

νC-O-C 伸縮振動

νC-O 伸縮振動

νC-O 伸縮振動

νC-O 伸縮振動

νaCO， 逆対称伸縮振動

νsCO? 対称伸縮振動

本は明確に観測され，脂質の存在が明らかとなった. タン

パク質由来のバンドでは，アミド1， II， mバンドの脂質

に対する相対強度が若干ノトさくなり， タンパク質含有量が

子葉に比べて減少したと推定される.糖質に関しては，そ

のバンドの出現位置は子葉と少し異なるが， 1 200-950 cm -1 

に数本の強いバンドが見られ，糖質の存在を確認すること

ができた.

残存匹乳外側の赤外スペクトルの測定結果は，残存阻乳

内側のスペクトルパターンと類似していた.ただし，タン

パク質由来のアミド1， IIバンドは，残存旺乳内側に比べ

て弱し、吸収となり， タンパク質の含量が子葉，残存匪乳内

側と比べて少ないと考えられる.糖質では， 1 200-950 cm -1 

に残存旺乳内側と同じ位置に数本の強いバンドが観測され

た.

組)種皮

種皮の内側と外側では，ほぼ同じ赤外スペクトルが得ら

れた.脂質由来バンドは，外種皮および内種皮とともに 2

900 cm-Iおよび 1745cm-I辺りに非常に弱い吸収が観測

された. これは外側および内側ともに表面から lいm程度

の深さにおいて，脂質含量がごく微量であることを示す.

また，タンパク質由来のアミド 1，IIバンドは見られず，

タンパク質の含量は極めて小さいと考えられる.

一方， 1600 cm-1付近に比較的強いバンドが観測され

た. このバンドの帰属は明確ではないが高波数側にショル

ダーバンドがあることや， 1310cm-1付近に吸収が見られ

ることから， これらがシュウ酸カルシウムに起因するバン

ドであると考えられる.さらに 1200-950 cm-Iに何本か重

なった大きな吸収が見られ， これらは子葉，残存旺乳で観

測されたバンドとは位置が少し異なるが，糖質の存在を示

している. しかし，繊維とオリゴ糖との区別は明確に出来

なかった.

3. 要約

本研究では，赤外分光法 CFT-IR/ATR法)を用い，生黒

コ守マ子葉，残存腔乳，種皮の各部位の赤外吸収スペク卜ル

99.63 
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98.5 
98.0 
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理 96.5

96.0 

¥〉ィーッ
¥ 

(%) 
95.5 
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図 3 脱脂した黒ゴマ子葉の赤外スペクトル

F 
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を測定し，主要なスペクトルパターンを把握するととも

に，それがどのような成分に由来しているのかを検討した.

この手法を用いた成分分析では，複雑な抽出・分離操作を

必要とせず，一粒のゴ、マを用いて，その主要成分である脂

質，タンパク質，糖質を同定することができた.脂質由来

バンドは，子葉，残存旺乳で強し、吸収として観測された.

これらは， 1746cm-1 (νC=Q)をはじめとして， 2924cm-1 

(νaCH2)， 2855cm-1 (νsCH2)， 1163cm-1 (νC-Q)に大

きな強度を持つバンドとして出現した.また， 3009cm一1に

は強度は小さいがオレフィンの CH伸縮振動のバンドが明

確に現れた.種皮の外側，内側表面においては，上記のバ

ンドはほとんど見られず，油脂が存在するとしてもごく微

量であることを確認した.

タンパク質に関しては，子葉と残存腔乳で 1652cm-1 

(Amide 1)および 1546 cm -1 (Amide II )に大きな吸収が

観測され，その存在が明らかとなった.また，ランダムコイ

ル構造を持つタンパク質が多く含まれていると考えられる.

糖質では，ノインドの出現位置や形が各部位で微妙に異な

るが，黒ゴ‘マ全部位で 1200-950 cm -1領域に数本の強い吸

収が観測され，繊維を含む多糖類の存在を確認することが

できた.

シュウ酸カルシウムについては，種皮に多く含有すると

されているが15) 赤外分光法を用いた今回の実験の結果か

らは，十分な情報を得ることはできなかった.

本方法では，小さな一粒の食用種子でも簡単に良質な

IRスペクトルが得られる.これを用いて，試料に含まれる

主要成分を容易に検出することができるので，他の種子の

成分分析への応用が可能である.主要成分だけが検出で

き，微量成分に関する情報が得られないことが，この手法

の問題点として指摘される.
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