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J. BI 研究報文

サツマイモに含まれるモノテルペン配糖体の分布

高峯和則 γ・吉11時由美子 l・111本 優:2・吉竹一哉 1・橋本文雄 3・玉置尚怨鮫島古賀 l

e鹿児島大学農学部刻属焼酎・発酵学教育研究センター白金酒造(株)， 3鹿児島大学農学部生物生産学科)

王子成 24if:: 3月 12日受理

Th巴distributionof monoterp巴neglycosides in sweet potato 

Kazunori 1、H".".V1ll¥1O ，Yumiko YOSHIZAKI1， Yu ，Kazuya YOSHITAKE1， Fumio HASHIMOT03， 

Hisanoriぐ andY oshihiro SAMESHI:vIA 1 

CEdllcafion and Research Cenferjor Fermenfafion Studiω and 3 Agriclllfural Sciences and N.αflll・'alRωources， Faculty oj 

Agriculfure， Kagoshima University， J -2 J -24， Korimoto， Kagoshima， 890-0065， 

and
2
Shiragane Shllzo Co.， Ltd. Aira， Kagoshima， 899-5651) 

The study investigated the distribution of monoterpene glycoside in a sweet potato tuber. The 

steamed tuber was divided into 11 parts and powdered after being freeze-dried. 1VI0noterpene glycoside骨

rich fractions were extracted from the fr巴巴ze-driedsamples using methanoL This fraction was subject巴d

to GC-IVIS analyses to quantitative liberated monoterpene alcohol before and aft巴r巴nzymetreatment. Ner-

01 and geraniol were liberat巴defficiently by s-glucosidase while linalool and 小 terpineolw巴redone so by s 

‘prim巴verosidase.However， citronelool was not liberated by either enzyme treatment. These results 

showed that the monoterpene alcohols except for citron巴1001existed as glycosides in sweet potato tub巴r.

Consequently， nerol. geraniol. linalool. and 小 terpineolcontents were compared between different parts of 

the tuber. The gr巴atestamount of nerol was liberat巴dfrom the center part of tuber， comprising 38% of 

the total nerol content. lVIeanwhile， geraniol. linalool. and a-ter尚pineolwεre mainly distributed to the skin 

part， resp巴ctivelycomprising 37% ， 66% and 60%. Our results further showed that the center part of the 

tuber had relativ巴lysmall amounts of linalool and αぺ巴rpineol:in particular， linalool was not found in the 

C巴nterpart. Th巴seresults showed that the distribution of monoterpene glycoside differed among the tub巴r

tlssues. 

Key words嗣芋焼酎，サツマイモ，モノテルペンアルコール，分布，配糖1*

蕗雷

本格焼酎はエタノールと水以外の成分として，高級

アルコール類，脂肪酸エステル類，有機酸， ミネラル

などが含まれており，その含有量は 0.2%経度である O

しかしこの微量成分が，本格焼酎にとっては大きな意

味を持っている。芋焼酎や黒糖焼酎などの原J/2j.5J1jやメ

本論文については*印著者あてに連絡ください。
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ーカー毎の風味の違いは全てこの微量成分に由来し

焼酎の品質や消費動向にも影響を与える O 焼酎メーカ

ーではこの微量成分濃度や組成を変化させ差別化を殴

るために，サツマイモの薄皮を剥いた磨き芋仕込みゃ

苧麹仕込み，アントシアン色素を含むサツマイモを使

った焼剖造りなど様々な工夫を凝らしている。

芋焼酎の特徴呑はローズオキサイド1.2)やモノテル

醸協 (2012)
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ベンアルコール 3) かダマセノン 1)..1)などの微量成分

が関与していることが報告されている O ローズオキサ

イドはシトロネロールが発酵過程で酸触媒による化学

的変換作用により変換し蒸留工穏で変換が促進され

て生成することが明らかにされている 2)。また，モノ

テルペンアルコールの生成機構は. Ota etc3)によると

サツマイモにはネリル配糖体，ゲラニ}v配糖体， リナ

リル配機体およびαーテルピネ配糖体が存在するが，

麹のかグルコシダーゼはリナリル配糖体及びヤーテル

ピネ配糖体にはほとんど作用しない。そのため，二次

もろみの発酵過程ではネリル自己糖体およびゲラニル配

糠体のみがかグルコシダーゼの作用を受けネロール

とゲラニオールが遊離しそれらの一部が酵母により

シトロネロールに，また，蒸留工程で酸および熱の作

用でリナロールとαーテルピネオールに変換されると

報告している 3)。ゲラニル配糠体やネリル配糖体など

の芋俊樹の特徴香に寄与する成分は，サツマイモの両

端部に多く含まれていることが経験的に知られており，

サツマイモの前処理工程でI河端部を除去する理由の一

つになっている。しかしモノテルペン配糖イ本がサツ

マイモにどのように分布しているかについては全く明

らかにされていない。

一方，果物や栂物の香気に関与する配糠体化合物の

定最的研究は対象となる配糖体が市販されていないた

め，ほとんどが加水分解により生じたアグリコンの分

析により行われている。サツマイモにf合=まれる菌配己1糖;綾密削{体木

においてもこれまで

そこで，本報ではサツマイモに含まれるそノテルペ

ン配糖体の分布を明らかにすることを目的としサツ

外観は条j誌が少なくまた傷みがなく，ヨミきさは 200g

~ 250g程度の中サイズのものを選抜した。また，サ

ツマイモは綾地や殿場，収穫時期，貯蔵の有無などに

よっても成分組成が異なることが経験的に知られてい

るため，サツマイモの産地として有名な南さつま市の

劉場のコガネセンガンを，最盛期である 10月中旬に

収穫したものを用いた。

サツマイモを水洗後蒸し器で 60分間蒸煮した後，

Fig.1に示す 11の部伎に分け凍結乾燥後，乳鉢で

250μm以下に粉砕したものを試料とした。なお.11

の部伎の分け方はまず雨端を全長の 10%ずつ切り取

り茎側を最上部，反対側を最下部とした。次に，残り

の部分を上部，中部，下き[jに三等分しそしてそれぞ

れの部位を形成層より表皮側を表皮部，形成層部およ

び形成層より内側を中心部とした。

2. モノテルベン配糖体画分の抽出

サツマイモからのそノテルペン配機体罰分の抽出は，

マンゴーの自己糖体抽出法引を一部改変して行った。す

なわち，試料 2.0gにペンタン・ジクロロメタン (2: 

1)混合液 30mlを加えてホモジナイズ (15，OOOrpmで

l分間)し遊離テルペンアルコールを抽出した。 税路

線で溶過して，残j査にペンタン・ジクロロメタン (2: 

1) 混合液 30mlを加え，同様に抽出.i慮過工程を 2

回繰り返したO この操作で得られた溶液を遊離テルペ

ンアルコール凶分とした。

脱脂綿j二の残液とメタノール 100mlを200ml容丸

底フラスコに加え冷却管'を施して水道水で冷却しつつー

マントルヒーターでi1ll)J脅させモノテルペン配糖体函分

を1時間抽出した。脱脂綿で波過し残法にメタノー

マイモから抽出したモノテルペン配糖体lこβ グルコ ル 100mlを加え，同様に抽出・ を2恒l繰り

シダーゼおよびs-プリメベロシダーゼを作用させ，

遊離したそノテルベンアルコールを GC-MSで定量し

この債を基にモノテルペン配糖体の分布を求めたので

報告する。

実験方法

1. サツマイモの処理

サツマイモは学焼酎の原料として最も多く利用され

ているコガネセンガ、ンを用いた。なお，サツマイモは

米や大麦と奥なり形状が不均一で、あり，また，傷んだ

部位にはそノテルペンアルコールを多く含むため5¥
サンプワング方法が非常に重要と考えられた。そこで，

第 107巻 第 10号

返した。この操作で得られた減液をそノテルペン配機

体割分とした。

遊離テルペンアルコール岡分は常渇で、乾燥させた後.

2.5%エタノール 5mlを力Ilえ GC-MSで分析を11'ない，

サツマイモから遊離するモノテルペンアルコールを定

量した。

3. 酵素反応

モノテルペン配糖体商分に無水硫酸ナトリウム誌

を加えて脱水後，エパポレータにてメタノールを除去

した。 O.1M クエン酸緩衝液 (pH5) 5mlに溶解し F

-グ}v コシダーゼ(東洋紡n'~ (株))15mgまたはかブ

リメベロシダーゼ(商品名・アロマーゼ，天野エンザ、
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Fig. 1 Schematic representation of a sweet potato divided into 11 parts. 

イム(株))100mgを加えて 40tで 16時間反応させ

た。この溶液に 5%エタノ…Jv5mlを加えて，生成し

たモノテルベンアルコールを GC-MSで分析した。

4. GC-MS分析

GC-MS分析は前報 2)に従い行った。すなわち，試

料 10mlを専用パイアルに入れてポリジメチルシロキ

サン樹脂をコーティングした撹持子 (Twister，GER-

STEL (株))を室温で l時間撹持(l，500rpm) した。

撹祥子を取り出し蒸留水にて洗浄後，余分な水分をキ

ムワイプで取り除いた。この撹祥子を TDS加芸品目見着

装置 (GERSTELTDS3: GERSTEL (株))に設置し

GC-MSで分析した。成分の伺定は， Agilent Chem-

Stationソフトウェアと NIST05aマススペクトルライ

ブラリーおよび AromaO節目(西JII計測(株))で算

出したリテンションインデックス (RIJから行った。

定量に使用したイオンはシトロネロール，ネロールお

よびゲラニオールがm/z=69，リナロ… jレがm/z口

93，αーテルピネオールがm/z=59を用いて行い，そ

れぞれの定量用イオンの閲積から絶対検量線j去を尽い

て定量した。なお，標準物質は分析する試料と同じア

ルコール濃度溶液および緩衝液に溶解させて検量線を

作製した。
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実験結果と考察

1. サツマイモに含まれる遊離テルベンアルコール

サツマイモに存在する遊離テルベンアルコールは，

ゲラニオールが0.5μg/kg検出された。しかしネロ

ール，シトロネロール， リナロールおよび「αーテルピ

ネオールは十会出されなかった。

2. モノテルベン配糖体画分からのモノテルペンア

ルコールの遊離

モノテルペン配糖体面分にはモノテルペンアルコー

ルは検出されなかった。しかしそノテルペン菌防法体

間分を酵素処理すると Table1に示すとおり，かグ

ルコシダーゼ処理では，ゲラニオールおよびネロール

がそれぞれ生サツマイモ重量当たりで 8.8μg/kgと5.3

μg/kg 検出されたが， リナロールおよび世テルピネ

オールは検出されなかった。一方，s-ブリメベロシ

ダーゼではゲラニオール，ネロール，リナロールおよ

び「α司テルピネオールがそれぞれ4.5，2.3， 1.2および

23.4μg/kg検出された。また，かグルコシダーゼとs-

プリメベロシダーゼを併用するとs-プリメベロシダ

ゼのみを作用させた僚とほぼ同等であった。なお，

リナロール， αーテルピネオール，シトロネローJv，

ネロールまたはゲラニオールが 1mg/Lおよびエタノ

ールが 2.5%になるように OJMクエン酸緩衝il

醸協 (2012)
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Table 1 Effect of the type of enzyme on the production of mono-terpene 

alcohols from a monoterp巴neglycoside fraction 

Enzym巴S Compounds 

Geraniol 

s-Glucosidase 
Nerol 

Linalool 

α-Terpin巴01

Geraniol 

。-Prineverosidas巴 Nerol 

Linalool 

α-Terpin巴01

Geraniol 
かGlucosidase Nerol 
and 

Linalool 
s-Prineverosidase 

a-Terpineol 

(pH 5)調製した溶液を 40tで 16時間保社員したが，

別のモノテルペンアルコールに変換しないことを確認

している。佐藤ら7lはこ綴配糖体に特異的に作用する

かプリメベロシダーゼ、を芋焼酎の二次もろみに添加

すると，芋;焼酎はαーテルピネオール濃度が 10~ 30 

倍増加しリナロールが 2~5 倍，ネロールが 2~4

倍，ゲラニオールは1.5~ 2倍増加することから，モ

ノテルペンアルコールがニ糖配糖体としてサツマイモ

に存在することを示唆したO かプリメベロシダーゼ

はかプリメベロシド(キシロピラノシルsl-6グルコ

ピラノシド)を分解する酵素である O これらのことか

ら， リナリル記:綾子体および、αーテルピニル配糖体は主

lこs-プリメベロシ Fが結合した配糖体としてサツマ

イモ中に存在することが示唆された。

3. サツマイモにおけるそノテルベン寵糖体の分布

Table 1の結果から，ゲラニオールとネロールはF
グルコシダーゼを用いることで，またリナロールと仕

テルピネオールはかプリメベロシダーゼにより効率

よく遊離することが認められた。そこで，モノテルペ

ン配糖体の分布を調べるために. Fig.1に示す 11の

音111立に分けた試料からメタノール抽出したそノテルベ

ン配糖体箇分を O.lM クエン酸緩筏液 (pH5) 10ml 

に溶解して 5mlずつに分けて，それぞれにs-グルコ

シダーゼまたはがプリメベロシダーゼを加えて酵素

反応をさせた。そして反応液中のモノテルペンアルコ

ールを定量し，得られた依からモノテルペン配糠体の

分布を求めた。なお，分析結果はサツマイモ三俄の平

均値を示している O

Fig.2に示すように，ネロール，ゲラニオール. 1) 

第 107巻 第 10号

μg/kg-fresh weight Standard deviation I 
8.8 1.0 

5.3 0.3 

N.D 

N.D. 

4.5 0.4 

2.3 0.1 

1.2 0.1 
23.4 0.5 

5.3 0.3 

2.3 0.1 

1.6 。町1

22.8 0.4 

ナロールおよび、仕テルピネオールのいずれも最上部，

最下部および表皮部において高濃度に分布しまた，

表皮部ではよ部とド部に多く分布する傾向が認められ

た。

ネロールはサツマイモ全体に分布しており，最上部

が 30μg/kgと最も高濃度で，次に表皮部が平均濃度

24μg/kgであった。形成層部から中心部では 11μg/

kg前後とほぼ均等に分布しており，表皮部平均濃度

と比べて約 4596程度であった。ゲラニオールもネロ

ール同様に最上部で、 68μg/kgと最も商談}変であった。

形成層部では約 10f1g/kg. 中心部では約 7μg/kgであ

り，それぞれ表皮部平均値の 22%および 16%と，ネ

ロールと比べて表皮郊の濃度割合が大きいことが分か

った。一方. 1)ナロールと仕テルピネオールでは表

皮音1¥に最も高濃度に分布しそれぞれの平均値は約

11μg/kgと*':J147μg/kgであり，形成層部平均値はそ

れぞれ1.3μg/kgおよび 19μg/kgであったが，中心部

ではほとんど検出されなかったO

次に.11部位の乾燥震量を測定しその割合を算

出した結果について Table2に示す。最J二部および最

下部はそれぞれ 4.096および 5.896. 表皮部，形成!弱者1¥

および中心部の上部， 中奇部11およびぴ、下音部Eの合計計-(はまそれぞ、

れ 1日3

{体オ本Eの半分j幻J，、上を占めた O これらの値と第 2屈に示すネ

ロール，ゲラニオール， リナロールおよびαーテルビ

ネオールの濃度からサツマイモに含まれる部位毎の重

量割合を算出しその結采を Fig.3に示す。

ネロールは最上部濃度が 30μg/kgと部位別では最

も高濃度であったが，最上部の重量割合は 4.09らであ

785 
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Fig.2 Concentration distributions of Geraniol( 1 )， Nerol (II)， Linalool(ill)and a-Terpineol (W) in a sweet potato. 

A : Top， B : Bottom， C : Skin， D : Cambium， E : Center 

1 : Upper， 2 : Middle， 3 : Lower 

Table 2 Dry weight distribution of 11 parts of 

a sweet potato 

Part % of total dry weight 
Top 4.0 
Bottom 5，8 

Upper 5.1 

Skin 
Middle 3，2 

Lower 4.7 

Total 13.0 
Upp邑r 8，9 

Cambium 
Middle 7.5 

Lower 9，6 

Total 26，0 
Upper 18.5 

Center 
Middle 10.7 
Lower 22.1 

Total 51.3 

ったため，サツマイモ全体に占める最上部含有量は

8.496と算出された。一方，中心部濃度は 11μg/kg穏

度であったが，中心部霊長割合が 51.396であったため，

中心部会有量は 38.696と最も高い都合で分布すること

がわかった。

ゲラニオール， 1)ナロールおよび世テルピネオー

ルは表皮部含有量が最も高く，その含有量はそれぞ、れ

786 

37.4 96， 65.996および 60，396であった。また， リナロー

ルは中心部には検出されず，小テルピネオールは

1.796と非常に低い割合で分布することがわかった。

以上の結果から，サツマイモに含まれるモノテルペ

ン配糖体の分布を明らかにすると共に，配布身体の種類

によって分布が異なることを初めて明らかにすること

ができた。また，サツマイモのサイズが大きくなるほ

どその表皮部割合は小さくなるため，今聞の結果から

サツマイモのサイズとそノテルペン記糖体濃度には須

の相関があるといえる。このことは，小ぶりのサツマ

イモのみで製造した苧焼酎はモノテルペンアルコール

を高濃度に含み柑橘呑のある芸密やかな酒質となり，大

きなサツマイモでは柑橘香が抑えられふくよかな潤質

になる可能性を示唆するものであり，サツマイモのサ

イズ毎に芋焼酎を製造することで滴質の多様化が臨ら

れることが期待できる O

今回使用したサツマイモは，向一臨場からi収穫した

良質のサツマイモ 31閣を用いた。しかしサツマイモ

l土産地や顕場，収穫時期によって成分組成が奥なるこ

とが経験的に知られているため，今後，様々な条件で

サンプリングを行い，モノテルペン自己糖体濃度とその

分布および酒質との関係について詳細に検討する必要

醸協 (2012)
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Fig. 3 Content distribution of monoterpene alcohol in various parts of a sweet potato. 
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初めて明らかにすることができた。
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重上一一一

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

1) 

約

蒸煮サツマイモを 11の部位に分爾して，それぞれ

凍結乾燥させ粉末試料を作製した。この粉末試料から

メタノールを用いて抽出したそノテルペン配糖体問分

にかグルコシダーゼを作用させるとゲラニオールと

ネロールが，かプリメベロシダーゼではリナロール

とαーテルピネオールカt効率よく遊離した。シトロネ

ロールはいずれの酵素を用いても検出されなかった。

ネロールはサツマイモの中心部に最も多く分布し全体

の 38.6%をしめた。ゲラニオール， リナロールおよび

小テルピネオールは表皮部に多く分布しその含有

量はそれぞれ 37%，66%および60%であった。また，

1)ナロールは中心部には検出されず，仕テルピネオ

ー)vは中心部に1.796と非常に低い割合で分布するこ

とがわかった。以上の結果から，サツマイモに含まれ

るモノテルペン配糖体の分布を明らかにすると共にモ

ノテルペン自己糖体の種類によって分布が異なることを

要

カfある。
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