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1　は　じ　め　に

　著者らは以前よりスイートコーン種子中でのグリコーゲン生合成に関連しヌクレオチドの

定量分析を行って来た。その分析の手段として陰イオン交換クロマトグラフィーによる分離

を行い5LAMPを含む画分を得た。この画分をペーパーク・マトグラフィー，ろ紙電気泳

動法で調べた結果51－AMP以外にUV吸収のあるスポットが検出された。これらのうち1

っの物質を分取ペーパークロマトグラフィーを繰返し行いUVスペクトルで248，295nm

に吸収極大を有する物質を単離しzeaninと命名した。以下この物質の単離及び構造推定に

至る経緯について述べる。

1［経過及び結果

　スイートコーン種子21k9にHCIO4水溶液を加え，ホモジナイザーで磨砕，ろ過，遠心分

離後活性炭処理，イオン交換カラムクロマトグラフィー，ペーパークロマトグラフィーの順

に分離精製を行った。ペーパークロマトグラフィーは東洋ろ紙No．527で3溺多重展開後

zeanin含有高分を得た後，更にNo．50，　No．51Aでそれぞれ3囲ずつ多重展開してTLC

上単一スポットを与える物質75m9を得た。本二三物について5種類の溶媒系を用いてTLC

を行ったがいずれの場合も単一のスポットを与えた。この化合物のIRスペクトルは，3400，

1000～1050cnゴ1に糖部分の吸収，3200～2500，1710cm－1にカルボン酸の吸収，又1720，

1640cm－1にアミドの吸収，1605，800，740cm－1に芳香環と考えられる吸収を示す。このこと

とUVスペクトル（2m・x　248，295nm）のデータを考え併すことにより本物質は芳香族化合物

をアグリコンとする配糖体であろうと推定した。一回転の化合

物を酸加水分解するとTLC上91ucoseとzea漁ic　acid（Fig．1）

又はそれに非常に近似の物質と考えられる2つのスポットのみ

を与えた。なおzeanic　acidはすでに松島ら1）によりコーンス

ティプリカーから単．離されている。これらのデータから今匝1単

離された化合物はzeanic　acidと91ucoseの配糖体かそれに非

常に似た物質と推定される。松島ら2）はzeanic＆ddを合；戎し，

キノリン骨格をもった数種の関連化合物を用いて動植物に対す
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Fig。1Zeanic　acid
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Fig．2　Effect　of　Zeanic　Acid　and　Zeallin

　o且Fruit　Set　of　Grape，

　團U…ea・・d，□Zea・ic　acld，

　醗Zeani・．

区は対照区に比して約3倍の活性が認められた。

る生理作用について調べている。その実

験のうちの一つにブドウ巨峰に施用した

ところ，zeaniC　acidはブドウの結実率

を顕著に増加させる作用があり，開花直

前には効果が大きいが開花直後について

は小さいと報告している。筆者らもze－

aainのブドウ巨峰の結実についての効

果を調べるための実験を行った。zeanh1

及びzeallic　acidを50，100，200μg／獄1

の濃度で実験に供した。各々の花房を上

記濃度の液に開花直前に1回だけ浸漬し

た。浸漬したのは1977年6月14日で結実

率の調査は施用55日後の8月8Eiに行わ

れた。その結果についてはFig．2に示し

た。Fig．2から明らかなように50Ppm，

200ppm区においてはzea11董。　acidより

もzearlinの方が結実率増加に対する効

果がやや大きいように思われた。50ppm

巫考 察

　Zeaninの構造は確定していないがこの間試料トウモロコシ種子は1トンを超えている。

なぜこのように困難であるかを考えてみると第！にトウモロコシ種子当りのzeaninの含有

量が少ないこと（約1mg／kg）。第2に10年以一ヒに亘って抽出法についての検討を加えなが

ら実験をすすめてきたが未だ効果的な抽出法がみいだせないこと。第3に抽出，単離操作中

に目的化合物の異性化など構造変化が起っている可能性が充分考えられるなどの理歯が挙げ

られる。又生理活性テストについては得られたzeaninの量が少なかったためブドウの花芽

の生育段階の違いによる効果あるいは浸漬回数による効果の検討についても行えなかった。

zeaninはzeanic段cidよりも効果は大きかった。50　ppln区が最も活性が大きく200　ppm

区が最も小さいことから考えて最大活性は50ppmよりももっと低い濃度域にあるのかも

しれない。このことについてはzean魚の構造が決定され次第本物質の合成も試み更に検討

する予定である。

IV実　験　の　部

　D　ZeaniRの単離

　供試材料は普通露地栽培されたゴールデンクロスパンダムで，受粉後！8～20臼の穂軸を収

穫後直ちに一20～一30。Cで凍結貯蔵して実験に供した。抽出，単離操作はFig．3に示した。
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homogen三zed　in　6％HC104

centr圭fuged

neutralized　with　5N　KOR

centrifuged

treated　with　active　carbon

Substances　absorbed　on　active　carbon

｝・1…d…h・・％・HρH／・・％・…

Co且centrate

　　　　　　chromatography　on　Dowex　1×8

　　　　　　（王｛20－0．1N　HCO2H）

Fraction　eluted　with　O．1N　HCO2H

　　　　　　treated　with　active　carbon

Substances　absorbed　oa　active　carbon

｝・1…d・・・…％・・…／・・％・…

Concentrate

paper　chromatography
（Toyo　Roshi　paper　No．527，

No．50　and　No．51A；three　times　of　development，

翫BuOH／AcOH／H20＝12：5：3）

passed　through　Sephadex　LH－20（90％MeOH）
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　　　Crude　crystals（75mg）
　　　　　　　　レecry…11・za・…f・・m・…

　　　Pure　principle（25mg）

Fig，3　1solation　Procedure　of　Zeanin　fr◎m　Immature　Grains　of　Sweet　Corn，

スイートコーン種子21kgを6％HCIO4水溶液中，ホモジナイザーで磨砕しろ過した。ろ

液を10％KOHでpH2．0に調製し，活性炭カラムに吸着させ，溶出液がpH4．0以上にな

るまで水洗し，次いでエタノール：水：28％アンモニア水＝50：45：5（v／v）の組成のアン

モニア性エタノールで溶出する部分を減圧下で濃縮した。この函分をDowex　1×8（HCO

O一型）、でクロマトグラフィーを行った。H20，0．02N　RCOOH，0、1N　HCOOHで順次展

開し，0．1N　HCOOH画一を集め上記と同様な方法で活性炭処理を行った。活性炭吸着画分

について分取ペーパークロマトグラフィーを行った。まず最初に東洋ろ紙No．527（40×40

crn）にバンド状にスポットし，展開溶媒11一ブタノール：酢酸：水離12：5：3（v／v）室温，

上昇法で展開し，風乾後更に三一溶媒でもう1圓，風乾後更にもう1國計3回繰返し展開し，

UVランプ照射下目的のバンドの純分を切りとりメタノールで抽出，濃縮後棄洋ろ紙No．50

（40×40cm）でNQ．527の鳩舎と同様に，更にNo．51A（40×40cm）で展開し，抽出，濃縮

してzeaninを得た。本化合物の融点は197～8。C，〔α〕否一36．5。を示し，無色プリズム

状である。純度を調べるためにTLCを行った。シリカゲルGF254（Merck）展開溶媒n一ブ

タノール：酢酸：水（12：5：3，Rf＝0．5），　n一ブタノール：酢酸：水（4：1：2，Rf＝

0．33），イソプロパノール＝塩酸：水（100：1：10，Rf篇0．36），メタノール：ベンゼン：酢
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酸：水（2：1：1：1，Rf篇0．53），メタノール：n一ブタノール：ベンゼン：水：28％ア

ンモニア水（40：20：20：20：1，R伝0．66）でいずれの場合も単一スポットを示した。

　UV吸収スペクトルは日立Spec仁rophotometer　124で諺1掟した。　UV雇霊nm（ε）：248

（4700），295（2700）．UVλ謙ぞcl　nm（ε）：248（4800），295（2800）。UVλ｝器罫aOH　nm（ε）：245

（6000），265（sh，5800），300（2400）。王Rスペクトルは日立EPI－G21で測定した。

　IRレ菊月cm一1：3400，3200～2500，2000，1720，1710，1640，1605，1240，1210，1000～

1050，　1000，　800，　7400

　2）　Zeaninの加水分解

　1N－HCI，1000C，3時間の条件で加水分解を行った。反応終了三酢酸エチルで抽出し，酢

酸エチル層と水層に分けた。酢酸エチル画分を濃縮後クロロホルム：メタノール篇2：1（v

／v）で展開したところ単一スポットを与えそのRf値からzeanic　acidに近似の化合物と考

えられる。水画分を濃縮後，次の4っの溶媒系で，glucose，　galactose，　mannose，　fructose，

xylose，　riboseと同時展開し，3％H：2SO4エタノール溶液を噴霧し，加熱発色し検出した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いずれの場合もglucoseとよく一致した（F三g．4）。

　　　1’0　　　　　　　　　　　　　したがってzeaninの糖部分はglucoseであるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とを確認した。糖確認のための溶媒系は，酢酸エ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チル：ピリジン：酢酸：水（5：5：1：3，v／v），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェノール：1％アンモニア水（2；！，v／v），ク

勤。。9　鼎り二∴＝線：乙甲寵獣
　　浅　　　　　　　　　　　　　　　であった。
　　　　　　　　　　　o

0

A　　B　　C

Fig．4Thin・Layer　Chromatogra田of
　　Hydrolyzate　of　Zeanin　（H20
　　phase）．
　Plate：Silica　GeI
　Solve且t　System：EtOAc－pyridine・
　　AcOH－H20（5二5：1：3，　v／v）

　　A：H20　phase　B：Glucose，
　　C：Mixed　samples（xylose，
　fructose，　mannose，91ucose
　galactose）

　3）生理活性テスト

　供試材料は信州大学農学部果樹園芸学研究実験

騒場の巨峰（V魏5麗雇尭㍑五．XW薦如6耀50α

ゐ．）であった。zeanin　及びzeanic　acidを，

0．01％Tween　20を含んだ水溶液をNaOHで

pH7．0に調製し，50，100，200μg／mZの濃度で

実験に供した。各々の花房を上記濃度液に開花直

前に！嗣だけ浸漬した。各実験区に用いた花房は

10飼体で，！個体当りの花芽数は約100個であっ

た。処理後55日目に調査し，統計処理し5％の危

険率で有意差が認められた。
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            Isolation of Zeanin, a New Biochemically Active

         Glucoside from lmmature Sweet Corn (Zea Mays L. )

       By Koichi TATEISHI, Hisao SHIBATA" and Takashi IIJIMA""

 Laboratory of Food Chemistry, and * Analytical Chemistry, Fac. Ag- ric., Shinshu Univ.

                               Summary

   In the course of studying the quantitative analysis of nttcleotides in immature

sweet corn grains, we have found a new biochernically active compound named

zeanin. On acid hydrolysis of this compound were afforded two substances, one of which

was similar to zeanic acid and the other was glucose. From these data the new

compound could be inferred to be a glucoside of zeanic acid related compound and

glucose. Authors are now investigating for determi"iRg chemical structure of zeanin.

The effect of zeanin on fruit set of grape was investigated, When cluster was dipped

before blossom in 50ptg/ml solution of zeanin, the percentage of fruit set increased

abottt three-fold.

** Iida Junior College


